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公共放送の在り方に関する集中審議 

［議事録 4/4］ 

・辞表取りまとめに関する事実確認 

・最近の不祥事と報道の在り方 

 

 

○吉川沙織君 

今日は私は、参考人は 2 月 19 日の総務委員会

と同様、会長、経営委員長、監査委員にしかお越

しいただいておりません。前回は辞表の提出の

事実は国会でも議論になっておりませんでしたし、

私ももちろん存じ上げませんでした。私は、今日、

営業現場の影響、放送に対する影響、受信料に

対する影響、新卒採用に与える影響、様々なこと

を御担当の理事に伺いたかった。でも、辞表を提

出させられている以上、それを取った会長御自

身、そしてそれを選んだ経営委員長、そしてそれを監査すべき監査委員の、前と同じ参考人でお願いをしま

した。 

 

NHK 予算が国会で審議されれば通過することになります。4 月 25 日には、任期満了の理事を含め、全理事

がまさか辞任させられるということはないかと思います。会長は、昨年 3 月、バドミントン・アジア連盟会長を

解任された、そのように理事全員が解任されるのではないかとの考えが、これまでの発言や言動から推測

せざるを得ません。もちろん、会長の後に就任なさった副会長や永田町各方面とやり取りされている理事の

方は違うと思いますが、会長の御見解を伺います。 

 

○参考人（籾井勝人君） 

人事のことをこの場で私がああしますこうしますということは、これは控えさせていただきたいと思います。 

それから、今バドミントン・アジア連盟の話がありましたが、あれもちょっと説明させていただきたいと思いま

すが…… 

 

○吉川沙織君 

聞いていないです。 

 



○参考人（籾井勝人君） 

いや、聞いていないけれども、私としては、あれは違法な、違法なことをやったんですよ。（発言する者あり） 

 

○委員長（山本香苗君） 

会長、申し上げておきますが、質問者が質問したことに御答弁いただきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

 

○吉川沙織君 

経営委員長に伺います。 

来月の経営委員会の開催予定を教えていただきたく思います。 

 

○参考人（浜田健一郎君） 

来月ですか。 

4 月は二回の開催を予定しており、一回目は 4 月 8 日、二回目は 4 月 22 日を予定しております。 

 

○吉川沙織君 

理事 4 名の任期は 4 月 25 日で切れることになります。その直前の経営委員会の開催予定は、今伺いました

ところ、4 月は、4 月 8 日と 4 月 22 日であると伺いました。例えば、4 月 22 日の経営委員会に理事総入替え

の提案が会長からされた場合、その理事らはいわゆる緊張感が足りなかったということになるんでしょう。 

 

NHK は以前から派閥抗争が頻繁で怪文書も多く飛び交っていたと言われています。怪文書という陰湿な手

段を用いてライバルの失脚を狙うのは NHK のお家芸だとさえ言われています。受信料、予算の国会審議と

いう国民の監視がある反面、体面を重視する余り、スキャンダルに弱うございます。そのため、内容が真実

であろうがうそであろうが、そういう文書をばら

まかれた人物は追い落とされる可能性がある

と言われています。 

 

しかし、海老沢元会長時代の不祥事が原因で

民間から福地元会長、松本前会長を招き、そ

のような事態も鎮静化していました。ただ、会

長の就任会見での発言に端を発し NHK 内部

が混乱し、会長の行動、発言の問題より、最

近ではNHK内部の派閥抗争、怪文書などとい

うものが取り沙汰されて、問題のすり替えが起

きているようにも私は感じております。 

 



会長の引き起こした現在のNHKの混乱はどなたに責任があるんでしょうか。NHKという大きな組織に問題が

あるのか、経営委員長の御見識を伺います。 

 

○参考人（浜田健一郎君） 

現在の混乱は会長の御発言に端を発していると思います

が、NHK もろもろの要因の中で現在の混乱がまだ収拾でき

ないでいるというふうに思っております。 

 

○吉川沙織君 

今明確な御答弁はいただけませんでした。 

ただ、この辞表の件に関して私もいろいろ調べていました

ら、どうもおかしいと思いました。福地元会長が、今から 2

年前の平成 24 年 3 月 21 日付けの産経新聞に、会長時代の辞表取りまとめについて書いておられます。 

 

私が NHK 会長に就任したとき、NHK はコンプライアンス問題で揺れており、まさに最大の危機を迎えていた。

一刻の猶予もなく、変わらなければいけない状況だった。そこで私は、まずはガバナンスから変わっていか

なければと考え、当時の NHK 理事全員に日付のない辞表を書いてもらった。トップとして、変わらなければ

後がないという意志を明示したわけだとあります。 

 

これをもって会長は一般社会ではよくあることとおっしゃったのではないかと推測しましたが、会長、いかが

でしょうか。 

 

○参考人（籾井勝人君） 

繰り返しになりますが、私は、福地会長のそういうことはあ

ったのかもしれませんけれども、私は理事にやはり緊張感

を持ってやってもらいたいと、NHK もいろいろありますから、

そういうことの緊張感を持ってもらいたいということでござい

ます。 

 

 

○吉川沙織君 

会長は、以前の辞表取りまとめの事例について、3 月 3 日の参議院予算委員会で問われたのに対し、次の

ように答えています。「要するに、理事全員に辞表を出させるという、そういうふうなことというのはあったんで

しょうか。」との問いに対して、「確認しておりません。」と答弁されていますが、その後、確認はなされたんで

しょうか。 

 



○参考人（籾井勝人君） 

しておりません。 

 

○吉川沙織君 

前回の福地元会長のときは、橋本元会長時代最後で

したけれども、NHK 本体職員のインサイダー取引によ

って、理事が、コンプライアンス担当、報道担当理事は

すぐに辞表を提出してお辞めになりました。そして、そ

の混乱の中に外部から就任されたのが福地元会長で

あり、本当に混乱の中で就任をされ、それでも職員の

支持を得、現場を歩き、そして NHK の再生に御尽力な

さいました。 

 

今、我々は NHK に対する様々な課題はもちろんあると思っています。いろんな問題があるというのも分かっ

ています。ただ、福地元会長が辞表を取ったときと比べて今は平穏な、そういう状況にあると思っています。

ですから、会長御自身の発言や辞表を取ったというこの事実からこのような混乱が起きている、この事実に

ついて、会長御自身、前の事例含めて確認していただければと思いますが、いかがでしょうか。 

 

○参考人（籾井勝人君） 

前も言ったかもしれませんけれども、この辞表問題で NHK の理事が萎縮しているとは私は思っておりませ

ん。 

 

○吉川沙織君 

理事の方々にはそういうお話、辞表を取った後、辞表の件につい

てお話をされたり、辞表はいただいたけれども、預かったけれども、

これは破棄するよと、こういうような会話はされたことございます

か。 

 

○参考人（籾井勝人君） 

会話はありますが、破棄するとは申しておりません。 

 

○吉川沙織君 

今も、では、お持ちということですね。 

 

○参考人（籾井勝人君） 

金庫にしまってあります。 



○吉川沙織君 

この問題について問うたとしても一般社会についてはなかなか御答弁がいただけず、そして理事は萎縮して

いないと、こういう思いを会長御自身は持っておられるという、こういうことが分かりました。 

ちなみに、会長に伺います。 

 

会長御自身は、1 月 25 日で就任会見でいろんな御発言をなさいました。それに端を発して様々な問題が起

こっています。これは、先ほどから何度も申し上げておりますとおり、厳然たる事実でございます。これに関し

て、1 月 25 日の就任日ではニュースで NHK で取り上げられたようですが、辞表の取付け、理事全員からの

取付けや、そういったことに関して NHK のニュースでは扱われたことございますでしょうか。 

 

○参考人（籾井勝人君） 

御承知のとおり、予算委員会はずっと放映されております

ので、その中で視聴者の皆さんは現実にどういうやり取り

が行われているかということを御承知だと認識いたしており

ます。ただ、ニュースではやっていないというふうに僕は聞

いております。 

 

 

 

○吉川沙織君 

最近、昨日も広報局のクレジットで、最近発覚をしました平成 22 年度、そしてその前の技研の不祥事に関し

て第三者委員会を立ち上げられる、それに関して会長がリーダーシップを取って進めていかれる、こういう報

道発表に私は触れました。それはそれでとても大事なことだと思っています。ですから、それは進めていただ

ければと思うんですけれども、そのニュースは、私、ちょうど先ほど指摘しました「クローズアップ現代」、しっ

かり見ようと思ってテレビの前に座っておりましたところ、その前のニュースでこのコンプライアンス、恐れ多く

も会長、副会長、コンプライアンス担当の理事でリーダーシップを取って原因追及やっていくという、こういう

報道に触れました。 

 

もちろん不祥事はいけませんし、この問題も追及

していかなければなりません。ただ、一方で、その

問題は大々的に会長の顔写真入りで報道されて

いましたし、かなりの受け止めを持って私も拝見

しました。一方で、会長御自身の発言や理事全員

から辞表を取り付けた問題については、もちろん

予算委員会の国会中継の中でのやり取りは国

民・視聴者の方々も御覧になっていると思います



が、ニュースでは報道されていないということでした。 

 

そこで、伺います。 

NHK における役員の職務分掌については、放送法第二十

九条第一項第一号ハの四、「会長、副会長及び理事の職

務の執行が効率的に行われることを確保するための体制」

に基づき、経営委員会が定めた内部統制議決というもの

があります。この内部統制議決を受けて会長が定めた会

長、副会長及び理事の職務分掌規程において、会長は副

会長及び理事が責任を持って担当する領域を明確に定め、

業務執行の決定権限を副会長及び理事に割り当てる旨、

第二条において定められています。この職務権限の行使については、権限行使の原則においての二で、各

職位にある者は組織を尊重し、互いに他の権限を侵してはならないとの権限不可侵の原則を定めていま

す。 

 

会長御自身の発言のニュースはなされていない。一方で、不祥事はもちろんいけませんから是非やってい

ただきたいと思うんです。ただ、このニュースについてそのような権限不可侵の原則を破るようなことがなか

ったかどうか、会長は御存じないでしょうか。 

 

○参考人（籾井勝人君） 

そういうニュースの取扱い等につきましては、現場で分

掌に従いましてその責任においてやっております。少なく

とも、私がそれを、分掌を破って、例えば私の話を報道す

るなとか、そんなことは全くありません。 

 

○吉川沙織君 

もちろん、会長御自身はそういうことはないと思っていま

す。例えば、権限を越えて別の担当理事が知らないうち

にそういうことがなされたということは、この職務分掌の

規定がある以上そういうことはないと私は信じていますが、ないということでいいですね。 

 

○参考人（籾井勝人君） 

結構でございます。 

 

○吉川沙織君 

権限の侵害についてはないということで明確に御答弁をいただきました。 



辞表の件に少し戻ります。 

 

先ほど、破棄はされていない、そして金庫にしま

われているということをお伺いいたしました。私自

身の受け止めですが、辞表提出により会長は理

事の生殺与奪の権を握っている、これは辞表を

出していただいている以上、やっぱりそういう側面

があるということは否定できないと思います。 

 

会長は、国が右と言ったら NHK が左と言うことは

できないという個人的見解を持っておられるようで

すが、会長が右と言ったら理事は左と言うことは

できないということになります。万が一に左と言ったら首を飛ばすということではないかと私は思います。これ

は言い方の問題ではありません。右と左を赤と白に言い換えたとしても同じことです。 

 

放送法は、放送は健全な民主主義の発達に資することを定めています。民主主義の発達には自由な議論

ができる環境が必要です。会長は NHK 内部の民主主義を葬り去ろうとしているとしか私は思えません。結果

として、理事の勇気と自覚によってそれは実現しませんでした。しかし、会長は理事の生殺与奪の権を握っ

ているのをいいことに、衆議院総務委員会での答弁に先立ち、各理事に辞表提出の事実について、こんな

の答える必要はない、ノーコメントでというような趣旨のことを、つまり答弁を控えるようにと求めるようなこと

をおっしゃったことはございませんか。 

 

○参考人（籾井勝人君） 

ございません。何かそういうふうに伝わっているようでございますけれども、そういう事実はございません。 

 

○吉川沙織君 

伝わっているということは断じてございません、それは明確に申し上げます。ただ、私は、四囲の状況から考

えて、こういうことがあったのではないか、そういうふうに捉えてお伺いをしています。 

 

なぜならば、1 月 25 日の役員会で辞表を取り、あのよう

な個人的な見解、取り消す取り消さないの議論はありま

した。でも、私はこの場ではそれは一回も問うておりませ

ん。でも、理事の辞表の取付けがあって、視聴者からの

意見の件数は日に日に増え、そして混乱の極みにありま

す。その混乱を抑えようとするならば、私がもし会長の立

場だったならば、辞表を取り付けていたとするならば、す



るならば、そういう問いが国会の場で立てられたとき、やっぱり答弁してほしくないというのが心情ではないで

しょうか。だから今の問いを立てたわけであります。ですから、断じてそういうことが聞こえてきているというこ

とはございません。 

 

ただ、今会長からは明確に、そういうことはありません、こういう御答弁を明確にこの国会の場でいただきま

したので信じたいと思います。 

 

経営委員長及び監査委員に再度伺います。 

これまで指摘申し上げたインタビューの件、そして理事全

員の辞表を取りまとめた件等から考えても、経営委員長

の口頭の注意、二回繰り返され、3 月 11 日にも申入れを

された、こういうふうな答弁、今日もございましたが、理事

全員なのか一部理事を除くのか分かりませんが、解任に

向けて動くような状況にあると考えても不思議ではありません。 

 

放送法第四十四条第一項、監査委員会による調査の規定がある以上、これに基づいて会長及び一部経営

委員について早急に調査し、その調査の結果を公表するとともに、非行は認められないのか、職務の執行

の任に堪えるのか、経営委員長、監査委員、約束していただけますか。 

 

○参考人（浜田健一郎君） 

先ほども申し上げましたけれども、会長は人事権を濫用す

るつもりはないというふうにも言っております。また、理事

の任命、罷免に当たっては経営委員会の同意を得る必要

があります。個別の人事が提案された段階で適切に判断

してまいりたいと思っております。 

 

いずれにしましても、経営委員会は随時経営委員間同士

で意見交換を行い、適切な判断ができるように努力をして

まいるつもりでございます。 

 

○参考人（上田良一君） 

監査委員会といたしましては、監査委員会が具体的な事

案に即して調査の必要性を判断し、今委員が御指摘にな

りました放送法第四十四条に定められた方法によって調

査を過去にも実施してまいりました。 

 



今回の一連の問題につきましては、会長就任会見における会長発言の直後から経営委員会が自ら継続的

に真摯に取り組んでいることを踏まえ、引き続き一連の事態、経営委員会による対応を監査委員会としては

注視して役割を果たしてまいりたいと考えております。 

 

○吉川沙織君 

本来であれば、この調査がなくして、その調査の結果の公表なくして、来年度予算案の審議ができるわけは

ありません。会長が全ての理事から日付のない辞表を集めたことは、NHK 内部の民主主義を葬り、理事会

を無意味化すると考えます。経営委員会は、NHK

の自主自律、自浄能力を発揮し、その責務を果た

されるということを私は強く求めます。 

 

最後に、先月のこの委員会でも申し上げました、

平成 18 年 6 月、デジタル時代の NHK 懇談会報告

書について、会長は 2 月 21 日の衆議院総務委員

会でこの感想を求められ、「私は、公共放送の役

割は、視聴者・国民からの信頼があってこそ果た

せるものと認識いたしております。」と会長御自身

の言葉で答弁されています。ただ、反響の件数にも表れているが、国民・視聴者の多くが今不信を抱いてい

ます。能動的な視聴者です。わざわざ意見を言う、そうでない視聴者の方も数多くいらっしゃると思います。 

 

経営委員会、監査委員会が自主自律の観点からその任務を果たされることを強く願うとともに、会長が責任

を取られるということ、これが NHK の信頼回復につながるということを申し上げて、私の質問を終わります。 

ありがとうございました。 


