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「どうする！公共放送の危機」6.21 関西集会 

 

NHK 国策放送への瀬戸際 

～NHK を視聴者の手に取り戻す運動のために～ 

 

醍醐 聰 

 

Ⅰ．国策放送に急旋回しつつある NHK ～新聞報道との対比で～ 

  ＊視聴経験率の高い番組（上位 10 番組） 

 2010 年度 2011 年度 2012 年度 

NHK ニュース 7 58.4％ ① 57.8％ ① 56.6％ ① 

報道ステーション（テレビ朝日） 46.4％ ④ 49.2％ ② 49.8％ ② 

ニュースウオッチ 9 ―― 43.8％ ⑥ 41.7％ ⑧ 

  ＊視聴印象（2012 年度。上位 10 番組） 

 正確な情報を迅速に伝えている 社会的な課題について考えさせられる 

NHK ニュース 7 68.6％ ② ―― 

報道ステーション 58.9％ ⑧ 44.0％ ④ 

ニュースウオッチ 9 68.1％ ③ ―― 

クローズアップ現代 ―― 55.8％ ② 

     林田将来「テレビ番組に対する意識・評価の現況」『放送研究と調査』2013 年 2 月 

 

  ＊政府広報（論評抜きで政府発表を伝えるだけ）。政府が立ち入られたくない論点隠し 

   ・集団的自衛権：政権が繰り返す「必要最小限」、「歯止め」の信憑性に疑義を挟まない。 

       1972 年政府見解の曲解を追究しない。立憲民主主義のそもそも論を棚上げ 

・福島原発の汚染水対策：凍土壁建設を「汚染水対策の切り札」と手放しに評価 

独自取材で一時しのぎ、効果不明の対策であることを伝えない。 

   ・法人税減税：「日本の法人税の実効税率は国際比較で高い」の受け売り。 

実際の税負担率の低さ、減税分が労働分配に回されず、内部留保に使われている実態を 

伝えない。 

・新しい労働時間制度：「時間に縛られるよりも生産性が上がる」、「働くひとにとっては選択肢 

が増える」という政府見解を横流し   「残業代ゼロ」のおそれには触れない。 

  ＊「空気」づくり 

   ・日本近海・近空での中国との緊張状態を繰り返し、大きく報道。集団的自衛権容認待ったなし 

の“空気”醸成    「抑止力の負の循環」を冷静に伝えない。 

   ・中国、韓国のマイナス・イメージを醸成するニュースの連打（天安門事件、旅行船沈没事件） 

        他国の言論抑圧を言う前に、日本の治安維持法の再現とまで言われる特定秘密保護 

に関する情報監視審査会の無力な実態、教授会自治を覆す学長権限強化法の内容をな 

ぜ伝えないのか？  



2 

 

他国の人権抑圧、生命軽視を言う前に、日本の若者を追い詰めるブラック企業、介護 

難民の実態をもっと伝えるべき。優れたドキュメンタリ－番組を報道番組に活かす。 

  ＊注目誘導 

   ・安倍首相の答弁ばかりの国会質疑ニュース 

・安倍首相の訪欧の成果誇張（同行記者の現地レポ－ト、首相の常用句「力による現状変更を許 

さない」があたかも欧州で高い支持を得たかのような、よいしょニュース）       

  ＊話題そらし 

   ・連日のサッカーW 杯選手の動向ニュース。開幕まであと○日／「日本！日本！」を連呼する現 

    地と国内の応援風景の映像の連写で時間枠を占有。国民が知るべき情報カット 

   ・公共性が希薄な刑事事件／PC 遠隔操作事件／ASKA 事件等の過剰報道 

  

Ⅱ．籾井会長の 5 つの大罪 ～罷免に十分すぎる理由～ 

  ①官邸・財界のたらいまわし人事の申し子        政権からの自立と真逆の人物 

   ・「籾井に行き着く前、会長選びは、菅が JR 東海の葛西敬之と相談しながら、JX ホールディン 

グス相談役の渡文明ら安倍に近い財界人数人に打診したが、いずれも断られた。・・・・困っ 

た菅に手を差し伸べたのが財務相兼副総理の麻生太郎だった。同じ旧産炭地である福岡県の嘉 

麻市出身で、長年の付き合いがある日本ユニシスの籾井を管に推薦したのだ。菅はさっそく籾 

井と接触して、会長就任を内々に打診した。」 （三波一輝「NHK 失言会長はなぜ生まれたの 

か安倍政権『官邸人事』の研究」『文芸春秋』2014 年 3 月、124 ページ） 

   ・「松本会長（当時）に引導を渡して NHK の『偏向』をただす――。政権発足以来、安倍晋三 

首相ら政権幹部がこだわってきたのはこの 1点だ。」「だが、後任がなかなか決まらない。 

・・・そんな中、菅義偉官房長官は財界に人脈のある麻生太郎副総理（73）に『経営感覚のあ 

るいい人をご存じないですか』と相談。麻生氏は『籾井っていうのがいるなあ』と、同じ九州 

出身で旧知の籾井勝人氏の名前を挙げた。」（「検証・安倍政権 前会長降ろしに躍起 NHK 籾井 

体制」朝日新聞 DIGITAL, 2014 年 3 月 30 日 05:00） 

 ・「籾井氏を推薦したのは、仕事上から 10 年来のつきあいがあった、経営委員の石原進・JR 九 

州会長だ。今月 10日夜、石原氏を乗せた黒塗りの車が東京・南麻布の高級料亭の敷地内に吸 

い込まれていった。料亭にいたのは安倍晋三首相本人と首相を支援する財界人たちだ。現 

NHK 会長の松本氏の交代を求めていた葛西敬之 JR 東海会長も出席していた。」（「NHK 会長 

交代劇に政権の影 問われる『中立』」（朝日新聞 DIGITAL, 2013 年 12 月 21 日, 10:56） 

 

  ②官邸の意向を理事の人事や放送につなぐ導管になっている。   国策放送推進の尖兵 

   ・「昨年の暮れも押し詰まった頃、菅官房長官は、都内某所で籾井次期会長と密かに会談し、そ 

    の席に井上〔樹彦編成〕局長も呼んで籾井氏に紹介した。その上で、井上局長を報道担当の理 

事にするよう要請し、籾井氏も了解したといわれています。井上局長は、政治部長時代から当 

時、総務相として初入閣し、放送行政に力を振るい出した菅氏に急接近。選挙情勢など政治部 

記者を通じて集めた情報を菅氏の耳に入れるなどして信頼を得ました」（NHK 関係者）『日刊 

ゲンダイ』2014 年 2月 4 日） 

   ・「菅の NHK に対する影響力は、単に経営委員や会長に自分の息のかかった人物を送り込むだ 
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けに止まらないという。菅は昨年末、都内で密かに籾井と会談したと言われるが、その場に 

は、菅に近い NHK の現役局長まで呼び、その人物を理事に昇格させる話も出たとされる。」 

 （三波一輝、前掲稿、124 ページ） 

   ・「（NHK の国際放送では）政府が右と言うものを左とは言えない。」／「（特定秘密保護法につ 

いて）政府が必要だと言う説明だから、様子を見るしかない。」（1月 25 日の就任会見で） 

・「税率が上がって困ったというだけではニュースにならない。」「政府の低所得者対策の議論も 

 伝えるべきだ。」（4月 30 日開催の理事会での籾井会長発言。『朝日新聞』2014 年 5月 2 日） 

・「国会で追及されていた前後も含め、籾井会長には頻繁に菅氏から携帯で連絡が来ています。 

というか、会長自身がそれを自慢げに吹聴しているんです。これ見よがしに大声で”また菅ち 

ゃんからだよ”ってね。（NHK 幹部）」（内木場重人「NHK は『官邸の出先機関』か」 

Foresight, 2014 年 5 月 29 日） 

 

 ③公共放送・放送法のイロハがわかっていない。    NHK のトップとして場違いの資質 

   ・「領土問題については明確に日本の立場を主張するのは当然のこと。政府が右と言うことを左 

と言うわけにはいかない。」「政府とかけ離れたものであってはならない。」（1.25 就任会見で） 

   放送法第 65条「2  総務大臣は、（協会に国際放送の）要請をする場合には、協会の放 

送番組の編集の自由に配慮しなければならない。  

NHK 放送ガイドライン「各国の利害が対立する問題については、一方に偏ることな 

く、関係国の主張や国情、背景などを公平かつ客観的に伝える。」 

   ・「政府が右という時・・・」「政府が必要というのだから・・・」「総理の信念で参拝されたの 

だから・・・」、官邸あっせん理事を受け入れ 

        放送法全体を貫く自主自律の原則と真逆（第 1 条 3「放送に携わる者の職責」） 

 

 ④人権感覚が欠落している。 

   ・「従軍慰安婦は戦地に付きもの」という発言の根底にあるのは女性の尊厳と同時に戦地に赴か 

された男性の尊厳も侮辱する人権意識の欠落 

「この程度のことは違う立場から見れば、戦争だったわけですから当然のことなんですね。こ 

れが強制連行と言ったらひどすぎますが、連れていくのに全然自由意思で『さあ、どうぞ』と 

いう話などないわけですね。しかし、この程度のことを外国に向けて本当にそんなに謝らなき 

ゃいかんのか。誰がひどいと言ったって、戦争には悲惨なことがあるのであって、当時、娼婦 

というものがない時代ならば別ですけれども、町にあふれているのに、戦争に行く軍人にそう 

いうものをつけるというのは常識だったわけです。働かせなきゃいけないんです。兵隊も命を 

かけるわけですから、明日死んでしまうというのに何も楽しみがなくて死ねとは言えないわけ 

ですから、楽しみもある代わりに死んでくれ、と言っているわけでしょう。」 

  （日本の前途と歴史教育を考える若手議員の会編『歴史教科書への疑問』展転社、平成 9 

年、435～436 ページ） 

 

 ⑤会長権限を濫用して専制を敷こうとしてきた。 

   ・会長就任早々、理事から日付けのない辞表を提出させ、金庫にしまって返そうとしなかった。 
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   ・2 人の専務理事に辞任を迫った。拒否され頓挫 

   ・理事を 4人体制にして放送総局長を石田研一氏から腹心の板野裕爾氏に差し替え。国際放送統 

括も板野氏に兼務させた。前例のない人事。担務の変更案を当日まで経営委員会に示さず。理 

由は情報が漏れるから。承認権を持つ経営委員会を冒涜する言動 

・「石田専務理事は、過去 2年間放送総局長を担当している際に偏向放送など、いろいろなこと 

を経験し、・・・・・」（2014.4.22 経営委員会会議録より） 

   ・「――現場の制作報道で会長の意見と食い違う意見が出た場合、どう対応するのか」   

 「最終的には会長が決めるわけですから。その了解なしに、現場で勝手に編集してそれが問題 

であるということになった場合については、責任をとります。そういう問題については、私の 

了解をとってもらわないと困る。NHK のガバナンスの問題ですから。」  

「――個別の番組についても、会長が個別に指揮するのか」   

「私個人が指揮するかは別として、組織の中で、きちんとしなければならない。ボルトとナッ 

トの問題じゃないでしょうか。」 （1月 25 日の会長就任会見での記者との質疑より） 

   

・（注）NHK の番組編集権は会長一人にあるという誤解 

「NHK の番組の編集権と編集責任は、最終的には業務の執行を総理する会長にありますが、具 

体的な運用の権限は番組制作部門の各番組責任者に段階をおって授権されています。・・・・各 

番組の責任者は、その責任範囲について、放送法や国内番組基準（国際番組基準）、放送ガイド 

ラインの基準に基づき、それぞれが主体的に編集判断を行っていますので、そこに経営部門の 

意向が反映されることはありません。」（「NHK を監視・激励する視聴者コミュニティ」の質問 

に対する、2014 年 2月 6 日付 NHK 編成局計画管理部長・黄木紀之氏名の回答） 

 

Ⅲ．安倍改憲路線のプロパガンダ役を演じる百田・長谷川経営委員 

 ＊安倍首相の積極平和主義に呼応する百田尚樹氏の武力平和主義、国際的信用失墜行為 

・「巻き込まれるという受け身の発想ではなくて、国民の命を守るために、何をなすべきかという 

 能動的な発想を持つ責任があると、私は思います。繰り返しになりますが、抑止力が高まること 

 によって、より戦争に巻き込まれることはなくなると、私はこのように考えております。」 

   （5 月 15 日、安倍総理大臣記者会見より） 

  ・「護憲派の人たちは大ばか者に見える。何としても戦争を起こさせないというのは、九条を改正 

   したい人たちも同じ思い。侵略されて抵抗しない国と、侵略されたら目いっぱい自衛のために戦 

   う国、どちらがより戦争抑止力があるかというリアリティの問題だ。」 

    （5月 3日、第 16 回公開憲法フォーラムでの発言。） 

  ・自民党岐阜県連の定期大会に出席して：「軍隊は家に例えると、防犯用の鍵であり、（軍隊を持つ 

   ことは）しっかり鍵を付けようということ」「（軍隊を持たない南太平洋の島しょ国バヌアツ、ナ 

   ウルは）「家に例えると、くそ貧乏長屋で、泥棒も入らない。」（時事通信 5月 24 日）。 

 ＊民主主義と国民主権を嫌悪する長谷川三千子氏の異様な思想 

  ・現在の日本で、「売国は罪である」という刑法の外患誘発罪は開店休業状態、その存在すら知ら 

   ない人が多い。「憲法第 9 条をそのまゝにしておいて〔この条文を〕適用するといふのも、一種 

の論理矛盾といへよう。」（「難病としての民主主義」『正論』2009 年 9 月号） 
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  ・「『すべての国民は、個人として尊重される。』日本国憲法第 13 条冒頭のこの一文が、いかに異様 

   な思想をあらはしてゐるかといふことに気付く人は少ない。」「『個人』などといふ発想に基づく 

   のではない、『人の道』にかなった憲法こそ、われわれが求めてゆくべきものであらう。」（「『個 

人』といふ異様な思想」『月刊日本』2013 年 6 月） 

  ・「王様の首を切り、王妃様を殺し、住民たちを虐殺する時に錦の御旗になったのが国民主権」「ひ 

   と皮むくと国民が望めば、何をやってもよいという怖い顔がある。」（倉山満氏との対談「ホント 

は怖い国民主権） 

 

Ⅳ．籾井会長、百田・長谷川経営委員を罷免させる運動をどう進めるか 

 ＊罷免を求める署名の呼びかけ 

  ・6 月 9日現在で 5万 2,000 筆を超えた。 

  ・署名で終わりではなく、NHK へ意見発信を（☎0570－066－066）。番組への意見も。 

 ＊経営委員会への罷免要請のはがきを 

  （参考）韓国の公共放送 KBS の議決機関である理事会は沈没船報道で大統領府の介入に応じた吉 

社長の解任を決議。部長やデスク 200 人以上が職務放棄、一線記者はスト 

 ＊役員の法令・定款違反行為（恐れも含む）の差し止め権限を持つ監査委員に対し、権限行使を要求  

 ＊受信料支払い凍結運動 

  ・要点 

    ①籾井会長が辞めるまで、向う半年間、受信料の支払いを凍結する。 

    ②半年前に辞任した場合は、その時点で凍結分も含め、支払いを再開する。 

    ③凍結の具体的な手続きは同封のチラシをご覧下さい。 

  ・テレビを視ている以上、受信料を支払うのが視聴者の義務ではないか？ 

      受信料支払い義務は放送法で定めらず、受信契約で定められたのか？ 放送法に義務規定 

を設けようとした改訂法案がなぜ 3 度とも廃案になったのか？ 

     ＊「（放送法で受信料の支払いを義務付けると）受信者は単に金をとられるという受身の状 

態に立たされ、自由な契約によって金も払うがサービスについて注文もつけるという心理 

状態からは遠く離れ、NHK としても完全な特権的・徴税的な心理になり勝ちである。か 

くて NHK を国民の総意によって設立し、国民の総体的支援によっ て維 持し、NHK は 

その支持にこたえて公共奉仕に努めるようにしたいという放送法の基本方針にそぐわない 

ことになる。」（荘 宏『放送制度論のために』1963 年、日本放送出版協会、258 ぺー 

ジ。注：荘宏氏は放送法制定に携わった元郵政省電波監理局次長） 

 ＊「受信料は NHK に対する国民の信任投票であり、それを義務化すれば信頼度を測るバロ 

メーターを失うことになる。」（「日本経済新聞」2007 年 1 月 14 日、社説より） 

  ・受信料支払い義務は無条件の義務ではない。民法 533 条の「同時履行の抗弁権」が適用される。 

    「双務契約当事者の一方は相手方がその債務の履行を提供するまでは自己の債務の履行を拒む 

ことを得」 

  ・視聴者は NHK の 96％の運営財源の拠出者として、受信料の使い道を監視し、不服を申し立てる 

権利がある。 

 籾井会長の年俸 3,092 万円／非常勤の経営委員の年俸 495 万円（会合 1 回あたり約 21 万円） 



6 

 

        財界首脳の平均年俸の数分の 1の報酬ではなり手がない！    誰も頼んでいない！ 

 

Ⅴ．籾井氏のような人物が NHK 会長に選ばれる構造的欠陥 

 ＊選ばれる側（会長候補）の問題 

  ・財界人はその出身母体からして不適格 

    ①単一の目的（利益の最大化）追求のためにトップダウンで組織を束ねる力量で人を評価する

DNA を持っている。 

        多様性を重んじ、 異なる意見の出会いの場としての NHK のトップにそぐわない。 

（参考）経営委員会内の指名部会が籾井勝人氏を NHK 会長に推薦した理由の一つ 

        「IT に関する見識も深く、日本ユニシスの社長に就任して以降、3,000 億円以上年間 

 

総売上を達成するなどの実績を持つ。」 

    ②政治的に公平・公正の要件に関し、利益相反を抱える。 

        財界の利害を代弁する本性を抱えている。（法人税減税、原発再稼働問題など） 

    ③公共放送の使命に疎く、組織の効率化・スリム化の手腕が買われる。 

「ボルトとナットを締め直すのが私の主な任務」（会長就任会見での籾井氏の発言） 

    ④政財癒着の構図の下で、政権の意向を NHK に反映させる「導管」になりやすい。 

 ＊選ぶ側（経営委員会）の問題 

  ・国会の同意人事で任用される。 

    こうした仕組みを支持する意見   国民の代表である国会は視聴者の代表といえる。  

    こうした仕組みを改めるべきとする意見（醍醐） 

①議院内閣制の下での国会の最終意思は与党の意思であって、国民の多様な意見を反映すべ 

き NHK に多数決原理はなじまない。 

②メディアによって監視されるべき政権がメディア（NHK）を監督する経営委員会メンバ 

 －を選ぶ権限を持つのは自己矛盾  

③時の政権の意向を代弁する人物を NHK に送り込む「回路」になってしまう。    

＊選び方の問題 

  ・究極的には英国のような公職選任の独立組織を設けるべき 

  ・当面、経営委員会に会長任任命権（1 人に絞る最終選考権）を置くとしても、会長候補者を推薦 

する権限も経営委員会が独占していることが問題。 

   狭い知己に頼った人選。財界人脈が幅を利かせる仕組みになっている。 

    

Ⅵ．構造的欠陥を改革するための私案 

 ＊会長選考制度の改革 

  ・経営委員は会長任命機関ではあるが候補者選考専任機関（推薦権専有機関）ではないことを明確 

   にする。 

  ・会長候補者を公選でといっても、何千万の視聴者から推薦を受け付けることは実施面で不可能 

  ・関係団体（学会、日弁連、ペンクラブ、文化団体等）に推薦を要請し、提出された候補者（推薦 

応諾者）について経営委員会が選考する。 
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 ＊経営委員選考制度の改革 

  ・NHK に出資、助成をしているわけではない国が NHK の人事（さらにいえば予算審議）に関与 

   する法的根拠はない。 

  ・国会の同意人事を廃止し、定数（12 名）を次のように配分して選考する。 

    ①関連団体からの推薦（3名程度）：仕組みは会長選考の場合と同じ  

②地方選出（6名）：全国を 6つのブロックに分け、それぞれのブロッグごとに推薦を受け付 

 ける。各ブロックの前任経営委員がブロック内の NHK の地方放送局の協力を得て推薦受付 

 業務を行う。    

 ブロックごとに視聴者が直接参加する投票方式か、選考委員会を設けて選ぶ形か、 

などは検討課題 

③全国選出（3名）○○人以上の賛同者を要件にした他薦方式 

 ＊将来的には、経営委員選考員会（仮称）を設置する。 

  ・上記の団体推薦、ブロックごと推薦、賛同者付き全国推薦は踏襲 

・この委員会の中に、会長選考部会、経営委員選考部会、監査委員選考部会、中央番組審議会委員 

 選考部会を設ける。 

・統一した委員選考内規を文書化する。 

・この人事選考委員会の委員は会長選考にあたって推薦を依頼する団体が推薦した者で構成するも 

 のとする。 

 ＊その他の制度改革私案 

  ・経営委員会と監査委員会を人的、機能的に分離し、監査委員会による経営委員会の業務執行監査 

（是正勧告権付き）も担当させる。 

・監査委員会内に「公益通報窓口」を設置する。 

  ・経営委員会の会議そのものを公開制にし、インターネット中継を実施する。 

 ＊現在、各地で行われている「視聴者と経営委員の語る会」を NHK 総合テレビか E テレビで放映す 

  るものとする。 

＊経営委員会には重要事項に関し、視聴者からの意見募集（パブリックコメント）または／および視  

聴者公聴会の開催を義務付ける。 

 

Ⅶ．制度改革を求める視聴者運動をどう展開するか 

 ＊現在進めている籾井、百田、長谷川の各氏の罷免を求める署名運動、受信料凍結運動で広がったネ  

  ットワークを地域ごとの「視聴者の会」（仮称）の組織づくりにつなげる。 

  現在、大阪、兵庫、京都、滋賀、秋田、所沢、横浜、茨城、奈良、広島などで会あるいは準備会が 

発足している。 

 ＊上の地域ごとの視聴者の会と各界の団体・個人で構成する「NHK 会長、経営委員ほかの公選を求 

  める全国視聴者の会」（仮称）を作り、公選制を求める企画（各国の制度の調査・研究、シンポジ 

  ウムなど）や署名運動を取り組む。 

 

 

 


