
NEWS23週刊報告  ダイジェスト版 
 

※検証の詳細は次ページ以降の「詳細版」に掲載されている各放送日の報告書をご覧ください 

放送法遵守を求める視聴者の会 

1/53 

対象番組：NEWS23(TBS) 

対象期間：1/11～1/15 

 

・1/11(月) 

 緊急事態宣言下での変異ウィルス、コロナ禍と成人の日、アメリカの政治、菅政権の内閣支持率、イギリスで

新型コロナに日本の治療薬投与、金正恩が総書記になどについて報じられました。これら例示したトピックにつ

いて放送法第四条の見地から検証を行いましたところ、緊急事態宣言下での変異ウィルスについては今後も注視

が必要と考えられるものでした。 

 

・1/12(火) 

 新型コロナ、5G の営業秘密を持ち出した疑いで楽天社員を逮捕、東京地検特捜部が吉川元農水相を在宅起訴の

方向で検討、アメリカ政治、KDDI の新プラン、横浜刑務所でクラスター、東京都が三病院を重点化、ラグビー

トップリーグで 2 試合がコロナにより中止などについて報じられました。これら例示したトピックについて放送

法第四条の見地から検証を行いましたところ、新型コロナについては今後も注視が必要と考えられるものでした。 

 

・1/13(水) 

 新型コロナと緊急事態宣言、11 の国と地域とのビジネス往来を停止、ソフトバンク元社員の営業秘密持ち出し、

陸自の降下訓練始め、NHK の受信料値下げ、中国のスパイ罪で日本人に実刑確定、アメリカ政治などについて報

じられました。これら例示したトピックについて放送法第四条の見地から検証を行いましたところ、新型コロナ

と緊急事態宣言については今後も注視が必要と考えられるものでした、また新型コロナと緊急事態宣言について

は検証者の所感を記しました。 

 

・1/14(木) 

 新型コロナ、医学部入試差別を超えて、コロナ重点病院と妊婦、アメリカで独自の変異ウィルス、石破茂氏が

会食を陳謝、アフターコロナのくら寿司、ラグビートップリーグのコロナ影響、バドミントンの桃田賢斗選手が

隔離期間を終え練習復帰、アメリカの政治情勢などについて報じられました。これら例示したトピックについて

放送法第四条の見地から検証を行いましたところ、新型コロナについては今後も注視が必要と考えられるもので

した。また、新型コロナについては検証者の所感を記しました。 

 

・1/15(金) 

 コロナと緊急事態宣言、コロナ禍のセンター試験、北朝鮮の軍事パレード、吉川元農林水相在宅起訴、警視庁

が容疑者全員に PCR 検査などについて報じられました。これら例示したトピックについて放送法第四条の見地か

ら検証を行いましたところ、コロナと緊急事態宣言については今後も注視が必要と考えられるものでした。また、

コロナと緊急事態宣言については検証者の所感を記しました。 
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テレビ局：TBS 番組名：NEWS23 放送日：2021 年 1 月 11 日 

出演者：小川彩佳、村瀬健介、山本恵里伽、石井大裕 

    パトリック・ハーラン、松本哲哉（国際医療福祉大学教授）、森田正光（気象予報士） 

検証テーマ：緊急事態宣言下での変異ウィルス、コロナ禍と成人の日、アメリカの政治 

菅政権の内閣支持率、イギリスで新型コロナに日本の治療薬投与、金正恩が総書記に 

報道トピック一覧 

・北陸の記録的大雪と東京都心の雪警戒 

・緊急事態宣言下での変異ウィルス 

・コロナ禍と成人の日 

・アメリカの政治 

・菅政権の内閣支持率 

・イギリスで新型コロナに日本の治療薬投与 

・オーストラリアの住宅火災で日本人が死亡 

・金正恩が総書記に 

・スポーツ報道 

・日本各地で相次ぐ火災 

・天気予報 

 

放送法第 4 条の見地からの検討・検証および該当トピックの報道内容要旨 

・緊急事態宣言下での変異ウィルス：結論→今後も注視が必要 

小川キャスターの「さて続いては新型コロナウィルスについてですが、新たな展開を迎えています。」とのコメ

ントおよび山本キャスターの「首都圏一都三県に緊急事態宣言が出ている中での三連休となりましたが、新たな

変異ウィルスが日本国内で確認されたことが昨日明らかになりました。」とのコメントを受けて、以下に朱記した

ような VTR が取り上げられていた。 

"ナレ「三連休、東京都内の人ではどうだったのでしょうか、昨日の人出を前回 4 月の緊急事態宣言が出された最

初の週末と比較した所、渋谷センター街と銀座で四話以上になった他、原宿や表参道など、各地で増加している

ことがわかりました。一方、都内にある医療機関では。」 

岩井宏暁（報告）「こちらのクリニックでは 24 時間 365 日 PCR 検査が可能ということで三連休最終日も多くの

人が集まっています。」 

ナレ「大手旅行代理店エアトリと提携するクリニック。24 時間 365 日 PCR 検査を受けることができます。感染

者数が急増した、去年 12 月から PCR 検査の依頼も急増、一都三県に緊急事態宣言が発表されてから問い合わせ

が 1000 件を超えているといいます。」 

米倉修司（T ケアクリニック副院長）「殆どあの、いわゆる無症状、症状がないんだけれども近くにいるから心配

があるという方が多いんですね。」" 

"ナレ「ここ一週間に検査を受けに来た人たちの陽性率はおよそ 5％だったと言います。」 

米倉修司「皆さん受けたくても受けられない状況があって、コロナを見る病院とはまた別にその前に予防する、
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無症候性の方たちを見つける一助にはなっていると思います。」 

ナレ「今日の東京都の新規感染者数は過去最多の 1219 人、重症者も 131 人と過去最多です、全国では午後 10

時半の時点で 4873 人、重症者は 864 人と過去最多を更新しました。こうした中、感染拡大が続く大阪、京都、

兵庫の二府一県について政府は緊急事態宣言を出す方向で調整に入り、早ければ明後日水曜日にも発表される見

通しになりました。また、愛知と岐阜は明日、国に対し緊急事態宣言を要請するということです、そして新たな

懸念も。」 

小池百合子（東京都知事）「ブラジルから日本の方々が 4 名の方から新たな変異種が検出をされた、と。」 

ナレ「今月 2 日にブラジルのアマゾナす州から羽田空港に到着した 10 代から 40 代の男女四人がイギリスや南ア

フリカで見つかったものとは異なる、新たな変異ウィルスに感染していたことが昨日、明らかになりました。国

立感染症研究所によりますとこれまでにイギリスや南アフリカで見つかった変異ウィルスと共通の変異はあるも

のの遺伝子の配列が異なり、感染力の強さやワクチンの有効性などの判断はまだできない、と言います。既に日

本国内では変異ウィルスに感染した人は併せて 34 人に登ります。従来のものより 1.7 倍感染力が強いとされるイ

ギリスの変異ウィルスについて感染拡大のシミュレーションを行った専門家がいます。」 

飯野雄一（東京大学大学院教授）「従来型のよりもどんどんどんどん増えていって、そのうちほとんどが新しい変

異型に安里ます、で、と同時に全体としての増え方がすごく加速するということになります。、そういう結果にな

りました。」" 

"ナレ「飯野教授が行ったシミュレーションの一例です、従来のウィルスに 300 人が感染、二ヶ月ほど遅れて 1.7

倍の感染力を持つ変異ウィルスに 100 人が感染したっと仮定します、すると 2 ヶ月半を過ぎたあたりから変異ウ

ィルスの感染が逆転し、何の対策も施さなければ、驚異的な伸び方を示し、半年後にはおよそ 13000 が感染する

といます。」 

飯野雄一「かなり今まで以上に感染が拡大する勢いが大きくなりますので、それを抑えるのは我々としては本当

に厳しい状況が控えているな、と、覚悟しなきゃいけないのかなというふうなことを感じました。」 

ナレ「さらに、変異ウィルスの感染者が確認されてから二ヶ月後に一ヶ月間緊急事態宣言のような他の人との接

触を半分に抑える行動制限をした場合を仮定、しかし解除後には急増してしまいます、完全に押さえ込むには人

との接触をほぼなくし、四ヶ月間の行動制限をしなければなりません、」 

飯野雄一「抑えるためには今のところやれるとこ r はやはり人との接触を減らす、と、しかもどなたがウィルス

を持っておられるかわからない状況ですので、全員が接触を減らすという手がないのかなという付兎に思います

ね。」" 

"ナレ「感染拡大に伴う医療提供体制の逼迫。」 

医師「人工呼吸器をつけた方が二名おられます。」 

ナレ「埼玉県三芳町のふじみの救急病院では、新型コロナ用のベッド、19 床のうち、15 床が埋まっています。」 

鹿野晃（ふじみの救急病院院長）「徐々に追い詰められている感じはあります、まぁ終わりの見えないような作業

を現場のスタッフは強いられている、ということでかなり疲弊も本当に限界近くまで溜まってきているという状

況です。」 

ナレ「そして、病院に受け入れてもらえないという状況は都内でも。」 

都内に住む女性（30 代）「中々その検査にたどり着けない、診察にたどり着けない、入院にたどり着けないとい



NEWS23週刊報告 詳細版 

放送法遵守を求める視聴者の会 

4/53 

う状況だったので、すごく心配でした。」 

ナレ「年末年始にかけて家族５人の内３人が感染した都内に住む 30 代の女性、最初の感染は夫でした。」 

都内に住む女性（３０代）「かなり熱が高くなって 39℃位になってしまって東京都発熱相談センターに電話をか

けたんですけれども。本当に２時間位リダイヤルし続けたんですけれども、それでもつながらなくて。」 

ナレ「都の発熱相談センターにはつながらず、区の医療情報センターに電話をしましたが 7 つの病院の連絡先を

教えられただけ、その全ての病院に受け入れを断られ、困った挙げ句保健所に連絡しましたが、『発熱相談センタ

ーに電話してください』、まさにたらい回しの状態でした。半日間電話をかけ続け、ようやくある病院で検査を受

けられることになりました、その後父親と母親の陽性も判明しましたが基礎疾患のある父親が入院できたのは発

熱から三日後のことでした。」 

" 

"都内に住む女性（30 代）「絶望したというか、うん、どうしようかと思いましたね。」 

ナレ「都内で入院先が決まらない調整中の人は先月 31 日に 2000 人を超え、今日の時点では 7000 人を超えまし

た、都内の救命センターに勤務する医師の一人は。」 

救命センター勤務医「自宅で待機し、症状が出ている高齢者は出来る限り入院できるように努めているが、残念

ながら、ここ数日はそういう人たちも超世できないような自体になっている、」 

ナレ「総務省消防庁によりますと、救急患者の搬送先が決まるまで、病院への紹介が四箇所以上あった事例が一

家エグ前と比べて 55％増えていたことがわかりました、病床が埋まり救急患者を受け入れる医療機関が減ってい

ることが背景にあると見られています。」" 

 VTR を受けてスタジオでは以下に朱記したような VTR が取り上げられていた。 

"小川彩佳「ここからは松本哲哉先生にも加わっていただきます、どうぞよろしくおねがいいたします。」 

松本哲哉（国際医療福祉大学教授）「よろしくおねがいします。」 

小川彩佳「医療の逼迫が深刻ですが、そうした中、変異ウィルスが日本にも広がり始めているんですね、」、 

山本恵里伽「そうですね、日本で確認されている変異ウィルスは 3 つあります、まず 1 つ目はイギリスの変異ウ

ィルス、コチラは感染力 1.7 倍と言われていまして、子供も感染しやすいと指摘されています、そして南アフリ

カの変異ウィルス、こちらも感染力が強いとされていて一度感染された人の再感染が確認されているということ

なんですね、さらに今月ブラジルから羽田に到着した男女四人からこの 2 つとは違う変異ウィルスが確認されて

いまして、詳細はまだ不明です、厚労省によりますと日本で確認されたこれら変異ウィルスの感染者は 34 人だ

ということです。」" 

"小川彩佳「松本先生、日本では 34 人の方、変異ウィルス確認されている、これはどうご覧にありますか、」 

松本哲哉「まぁこの変異ウィルスが注目されてから調べる状況になったわけですけれども、その前のですね国内

への入国されたものに関してははっきりと分かっていませんので、わかっているだけで 34 人、おそらくそれ以

前に入ったウィルスもあるでしょうし、少なくともこれで国内に広がっていないというまだデータもありません

し残念ながらある程度国内の中で少しずつ広がり始めている可能性はあると思います。」 

小川彩佳「うーん、私たちの心構えとしてはもうすでに支柱に広がっているというふうに考えたほうが良さそう

ですね。」 

松本哲哉「広がっているというよりも、これから、ですね、先程のシミュレーションにもありましたように、少
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なかったとしてもこれから拡大していく可能性がありますし、イギリスはもう短期間の状況でかなりそういった

物が増えてきたわけですから、まぁ変異ウィルスは今までのウィルスとは違うという認識はしっかりと持ったほ

うがいいと思います。」" 

"小川彩佳「今までのウィルスとは違うという点、多々ありますけれども、どういったところを恐れることが必要

なんでしょうか。」 

松本哲哉「あの、はっきりわかっているのは感染力が強くなった、で、場合によっては先程、例えば若年の年齢

層にも広がって感染する可能性があるかもしれない、そして場合によってはですね重症化する可能性もあるかも

しれない、そして例えばそのもっとこれからワクチンがですね感染を封じ込めるいちばん重要な手段になるわけ

ですけれども、このワクチンが場合によっては効かなくなる可能性がある、そういったことを考えると本当に私

たちは今までやってきた対策をそのまますすめるだけではなかなかうまくいかなくなる可能性があるということ

です。」 

小川彩佳「そういった意味では今はもう新たなフェーズに入ってきているという認識をしたほうが良さそうです

よね。」 

松本哲哉「はい、状況はですね、今まで通りではなくかなりこれから先深刻になることもやっぱり覚悟していか

なければならないというふうに思います。」" 

"小川彩佳「そういった中、確認しておきたいのは水際対策ですよね。」 

山本恵里伽「はい、そうですよね、日本への外国人の新規入国は原則停止されています。ただ中国や韓国など 11

の国と地域のビジネス関係者はこれらの条件を満たせば（検査証明の提出とに入国時の検査）、入国して自宅待機

という流れになっているんです、一方で変異ウィルスが確認されているイギリスや南アフリカから帰国する日本

人に関しては検査証明の提出、入国時の検査まではこちらと同じなんですが、加えて 3 日間、指定施設に隔離、

さらに再検査を行いまして陰性であると入国して自宅待機という流れになるようです。」 

小川彩佳「松本先生、この水際対策で十分なんでしょうか。」 

松本哲哉「まぁ残念ながらこの対策だけでは十分とは言えないとは思います、少なくとも、検査をすり抜ける可

能性があるということ、それから二週間の待機派ですね本当にしっかりやっていただければ有効なんですけれど

も、これまでにも待機中にですね例えば会食をされて広がったという例もありますからやはり法的拘束力がない

状態でですね、いわゆる待機を要請する段階ですからまぁ残念ながら今のまま入国を許可しているだけではまぁ

少なくとも感染が広がる可能性はあるんじゃないかと思います。」" 

"小川彩佳「パックン、アメリカでもこの変異ウィルスのニュースというのは伝えられているんですか。」 

パックン「そうですね 100 人弱、渡航歴のない方がかかっていることが報道されてます。つまり市中感染がもう

数週間前から続いているわけですね。それが今続いている感染拡大の要因の一つだと思われてます。しかし国民

の間で、それだけで警戒レベルが高まっているわけではない、なぜかというと、そもそもアメリカでは感染レベ

ルが高いわけです、1 日 20 万人もの新規感染者数、多い時は 4000 人以上が死亡している中ですから、正直言っ

て、少しその新しい脅威に対して鈍い反応です、こうやって日本でしっかり意識して認識レベルを高めるのが正

解だと思います。」 

小川彩佳「うーん、目をつぶりたくなる耳をふさぎたくなる気持ちもわかりますけれども今本当に一人ひとりの

行動にかかっているわけですからね。」 
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パックン「間違いないです。」 

小川彩佳「松本先生はここまでです、どうもありがとうございました。」 

松本哲哉「どうもありがとうございました。」" 

 このトピックについて当てられた時間は 902 秒で VTR とスタジオの時間配分は以下の通りであった。 

 

どういう人をゲストとして招きコメントを求めるのかということについてはその専門性や立場および利害関係

などに偏りがないかということも含め、今後も注視が必要と考えられる。 

 

・コロナ禍と成人の日：結論→特に問題なし 

 小川キャスターの「さてそのコロナ禍での今日は成人の日となりました。」とのコメント、山本キャスターの「一

生に一度の思い出の場が中止になったり分散やオンラインで開催するなど異例の成人式ばかりとなりました。」と

のコメントを受けて、以下に朱記したような VTR が取り上げられていた。 

"山本恵里伽（報告）「こちら杉並区では夕方からも成人式が行われています皆さん晴れ着姿にマスクをして続々

と集まっています。」 

新成人 A「やっぱり久しぶりに友達に会えるっていうのはやっぱ、色んな人に会えていないこの世の中で良かっ

たなと。」 

ナレ「東京 23 区内で唯一成人式を開催した杉並区、例年式典は二部制ですが、今年は四部制に、式を決行した

ことについて区長は」 

田中良（杉並区長）「国や東京都が中止を水面下でまぁ強硬に迫って、まぁ結果的に私だけが残った、これが真相

です。何人かの区長さんが私に電話をくれまして、『外堀を埋められた、悔しい』」 

ナレ「大人の事情を新成人に訴えました、コロナの影響で式典の中止が相次いだ今年、当初開催するとしていた、

東京新宿区は緊急事態宣言が出された八日に一点、中止を発表、式典の代わりに会場には金屏風を設置した撮影

VTR 

555秒 

62% 

スタジオ 

347秒 

38% 
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スポットが設けられました。」 

新成人 B「開催するって言ってたので、ちょっと悲しい気持ちになりました。」 

ナレ「一方、異例の形で開催した自治体も。」 

清水勇人（さいたま市長）「新成人の皆さん、誠におめでとうございます。」 

ナレ「挨拶する市長の前に新成人の姿はありません、さいたま市はオンラインで式典を配信、しかし会場の外で

は、」 

スタッフ「速やかに移動をお願いします。」 

ナレ「友人と会うために大勢の新成人が集まってしまいました。」 

新成人 C「正直、見てないし、もうなんか友達に会おうのが楽しみなんで。」 

ナレ「こちらは北九州市の成人式、感染対策に余念がありませんが、毎年注目されるド派手な衣装は例年通りの

ようです。」 

新成人 D「70 万です、一年間くらい伸ばして 3 日前にアフロをかけて昨日リーゼントをつけました。寝てないで

す。」 

ナレ「コロナで苦しむ新成人を応援するため、こんな取り組みも、こちらの振り袖業者はレンタルの申し込みを

した新成人、およそ 300 人に振り袖をプレゼントしました。」" 

"山本恵里伽「正直、利益としては。」 

小川一徳（ブランニューマン支配人）「ああもうないです、そこは別物として今回、決断させていただいておりま

す。」 

ナレ「全国で 124 万人の新成人が誕生した今年、コロナの影響を色濃く受けた成人式となりました。」" 

 このトピックについて当てられた時間は 424 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・アメリカの政治：結論→特に問題なし 

小川キャスターの「アメリカの連邦議会にトランプ大統領の支持者たちが乱入した事件をめぐりまして、大統

領の解任を求めるトランプ卸の動きが加速しています、これからトランプ大統領、どうなってしまうのでしょう

か。」とのコメントを受けて、以下に朱記したような VTR が取り上げられていた。 

"ナレ「これは、トランプ大統領の Twitter、アカウントが当絵 k つされています、ツイッター社は 8 日、トラン

プ氏のアカウントを永久に停止しました。そのきっかけとなったのは、これは新たに入ってきたトランプ氏の支

持者らがアメリカの連邦議会議事堂に乱入する映像です。暴徒化した群衆は警官を押しのけ、次々と建物へと入

っていきます」 

支持者「選挙を盗むのをやめろ！」 

ナレ「支持者らは大統領選の結果に反発、不法侵入や銃の不法所持の疑いでこれまでに 13 人が訴追されていま

す。」 

トランプ大統領（6 日）「連邦議会に向かって歩こう。」 

ナレ「乱入を煽っていたようなトランプ氏の言動に与野党から強い批判が噴出、既に政権幹部や閣僚からも抗議

の辞意を表明する動きが出ています。与党共和党の元カリフォルニア州知事で俳優のアーノルド・シュワルツェ

ネッガーうじもトランプ氏を厳しく批判しました。」 
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アーノルド・シュワルツェネッガー「トランプ大統領は公正な選挙の結果を覆そうとした、人々を嘘で惑わせク

ーデターを試みた。トランプ大統領は指導者として最悪の大統領として歴史に刻まれる。」 

ナレ「こうした事態を受けて、野党民主党のペロシ下院議長は憲法の規定に基づいてトランプ氏の解任をペンス

副大統領に求める決議案を 11 日に提出する考えを示しました、」 

ペロシ下院議長「トランプ大統領は憲法や民主主義に切迫した脅威をもたらしており、緊急の行動が必要だ。」 

ナレ「可決後、ペンス氏が 24 時間以内の応じない場合はトランプ氏を弾劾訴追する決議案を提出するとしてい

ます。下院は民主党が多数を占めるため弾劾決議案が出れば可決される見込です。ただ、弾劾裁判が行われる上

院は共和党が多数を占め、実際に解任される可能性は低いと見られます。」" 

 VTR を受けてスタジオでは以下に朱記したようなやり取りが繰り広げられた。 

"小川彩佳「パックン、トランプ大統領は今後どう動いていくんでしょうか。」 

パックン「まぁ弾劾されるかどうかは議会が決めることなんですけれども、本人が決める選択肢も一方あります。

例えばですね、まず就任式に出ない、という選択肢を取ると思います、これはほぼ 100％確実だと思ってもいい

んですけれども 150 年以上ぶりのちょっとみっともない選択だと思います、で、それ以外に例えば海外に移住す

る、これは 1％とか 2％くらいしかないんですけれども、新しい政党を立ち上げたり、またトランプメディア、

オンラインメディア、SNS などを作ったり更には 2024 年の立候補次の大統領選挙に出るなどと、それぞれどん

どんと可能性が高まっていくと思います、次期大統領候補としてはほぼ 100％僕は立候補すると思います、出来

る立場であれば。」 

小川彩佳「ほぼ 100％、うーん。じゃあ 2024 年、立候補はかなり確実なんじゃないか、と。この気になるんで

すけれどもこの 1,2％という海外移住、これどういうことですか。」 

パックン「まずはですね、就任式の前の日、前日にスコットランドに移行としたらしいですよ、旅行の計画はあ

ったんですけれどもスコットランド政府が入国拒否したらしいです。」 

小川彩佳「入国拒否だったんですね」 

パックン「で、ゴルフしに行くという話だったんですけれども、もしかしたらそのまま亡命するんじゃないか、

というまぁ多少陰謀説的な話はあるんですが、なんでそんなことまで考えるかというと、大統領じゃなくなった

瞬間に訴追される可能性も大きいんです今までは脱税とか選挙法違反の罪も言われていますが、今回はそれに加

えて今回の議事堂を選挙する暴動を扇動したと、この罪に問われかねないと見られています、日本ではあまり詳

しく報道されていませんが、実は暴動の前の集会でこういう事を言っています。『皆さん、議事堂まで歩くぞ』と、

で、『我々は死にものぐるいで戦おうぞ、戦わないと我々の国が奪われるぞ』と明らかにこのまぁアクションを呼

び起こそうとしているんです、それが 5 名の方が命を落とす悪態になったわけですね。」" 

"小川彩佳「この大変な事件の発展したわけですけれどもトランプ大統領のツイッターアカウントも停止されると

いう自体になっている、こうした中で気にあんるのは非常に熱狂的な支持者が多くいるわけですよね、この人達

が今後どうしていくか、ということなんですけれども」 

パックン「離れるかと言ったら、僕は離れれないと思っています、今までは選挙前からセクハラ疑惑がありまし

た、ロシア疑惑がありました、ウクライナ疑惑がありました、コロナ対策の大失敗がありました。数々のスキャ

ンダル不祥事があっても支持層は固まる一方です、今回も実は暴動が起きたあともトランプ支持側の議員、養和

島議員がなんと 147 名もの方が選挙結果を認めない方に票を入れているんです。議員もそうですし、一般的な支
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持者もそうです、トランプがどんなことをやっても応援し続ける、これがまぁこの先続くと思いまして、生ぬる

い方の離れるのと一緒に熱狂する沸騰する皆さんが更に固まる、つまりアメリカの分裂はさらに先鋭化するので

はないか、と僕は見ています。」 

小川彩佳「融和をお目指すというバイデン新大統領ですけれども相当大変な仕事、想像以上に大変な仕事だと思

いますね。」 

パックン「大きな壁がたっています。」 

小川彩佳「パックン、本日はどうもありがとうございました。」" 

 このトピックについて当てられた時間は 424 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・菅政権の内閣支持率：結論→特に問題なし 

 山本キャスターの「最新の JNN の世論調査で菅内閣の支持と不支持が逆転しました。」とのコメントを受けて、

ナレーションによって「調査はこの土日にご覧の方法（調査：1 月 9 日・10 日、対象：全国 18 歳以上 2143 人、

方法：RDD 方式（固定・携帯）、有効回答 1261 人（58.8％））で行ました。菅内閣を支持できるという人は先月

の調査結果より 14.3 ポイント減って 41.0％でした。一方支持できないという人は 14.8 ポイント増加し 55.9％と

支持と不支持が初めて逆転しました、新型コロナウィルス感染防止に向けた政府のこれまでの取り組みについて

聞いた所、評価しないが 63％と評価するを上回っています。」とのことが伝えられた。 

 このトピックについて当てられた時間は 43 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・イギリスで新型コロナに日本の治療薬投与：結論→特に問題なし 

 イギリスでの新型コロナの重症患者に対し日本の治療薬が投与されるとのことが以下に、朱記したように VTR

が取り上げられていた。 

ナレ「アメリカのジョンズ・ホプキンス大学によりますと世界全体での新型コロナの感染者は 9000 万人を超え

ました、一方感染者数が 5 番目に多いイギリスでは。」 

ジョンソン首相「トシ…トシリズマブ、すみませんもう一度。トシリズマブとサリルマブ、」 

ナレ「イギリス政府は 7 日、ICU で治療中の重症患者に対し二種類の関節リウマチ治療薬を投与する方針を発表

しました。このうち、トシリズマブは日本の中外製薬が開発しアクテムラの名称で流通しているものです、重症

患者が ICU に移されてから 24 時間に以内に投与した場合、死亡率を 24％減少させる効果が認められたというこ

とです。」" 

 このトピックについて当てられた時間は 61 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・金正恩が総書記に：結論→特に問題なし 

 VTR とともにナレーションによって「北朝鮮の国営メディアは開催 6 日目となる昨日の朝鮮労働党大会で、金

正恩党委員長が朝鮮労働党総書記に選出されたと伝えました。党の最高職責として父親の故金正日総書記の肩書

を復活させたことになります。こうした中、韓国軍の合同参謀本部は北朝鮮が昨日深夜に金日成広場で軍事パレ

ードを実施した状況を捉えたと発表しました。ただ、リハーサルの可能性もあり情報収集を進めるとしています。」

とのことが伝えられた。 
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このトピックについて当てられた時間は 43 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

最高裁判例の見地からの「印象操作」に関する所見および該当トピックの報道内容要旨 

 特に問題なし 

検証者所感 

 特になし 
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テレビ局：TBS 番組名：NEWS23 放送日：2021 年 1 月 12 日 

出演者：小川彩佳、村瀬健介、山本恵里伽、石井大裕 

    松本哲哉（国際医療福祉大学教授） 

検証テーマ：新型コロナ、5G の営業秘密を持ち出した疑いで楽天社員を逮捕、 

東京地検特捜部が吉川元農水相を在宅起訴の方向で検討、アメリカ政治、KDDI の新プラン 

横浜刑務所でクラスター、東京都が三病院を重点化 

ラグビートップリーグで 2 試合がコロナにより中止 

報道トピック一覧 

・新型コロナ 

・5G の営業秘密を持ち出した疑いで楽天社員を逮捕 

・東京地検特捜部が吉川元農水相を在宅起訴の方向で検討 

・アメリカ政治 

・KDDI の新プラン 

・アメリカ西部カリフォルニア州の動物園のゴリラが新型コロナに感染確認 

・横浜刑務所でクラスター 

・東京都が三病院を重点化 

・ラグビートップリーグで 2 試合がコロナにより中止 

・スポーツ報道 

・神戸市の韓国料理店でヤンニョムチキン万引の瞬間を捉えた防犯カメラ 

・天気予報 

 

放送法第 4 条の見地からの検討・検証および該当トピックの報道内容要旨 

・新型コロナ：結論→今後も注視が必要 

 新型コロナについてスタジオでは導入で以下に朱記したやり取りが繰り広げられた。 

小川彩佳「今夜は松本哲哉教授とともにお伝えしてまいります。松本先生よろしくお願い致します。」 

松本哲哉(国際医療福祉大学教授）「よろしくお願い致します。」 

小川彩佳「さて新型コロナウィルス新たな感染者ですが、今日は 4538 人確認されています、東京は 970 人とい

うことで 8 日ぶりに 1000 人台を割りました。ただ、神奈川 906 人東京に迫る数字です、西に目を向けますと大

阪、374 人、福岡 199 人ということで３桁になっていますね、こうした中で明日、政府は大阪兵庫京都の３府県

に対して緊急事態宣言を決定することになっていますが、加えてですね、愛知、岐阜、福岡、そして栃木の４県

に対しても緊急事態宣言を出すべく最終調整を行っているということです。」" 

 上記のやり取りを受け、以下に朱記したような VTR がとり上げられていた。 

"ナレ「東京都心で観測された初雪。今日正午前、気象庁で職員が目視で確認しました。例年より９日遅く昨シー

ズンより８日遅い初雪となりました、こちらの対応は遅いのか早いのか、どちらなのでしょうか。」 

菅義偉（首相）「一都三県以外にも大阪を始め、感染が大幅に拡大している地域があります、こうした状況を踏ま

え、緊急事態宣言の対象地域の拡大について検討に入ることに致しております。」 
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ナレ「菅総理は大阪兵庫京都の三府県に対して緊急事態宣言の決定に向け、準備をすすめる考えを示しました。

三府県への緊急事態宣言の期限は東京都などの一都三県と同じく、来月七日までとする方向で調整、政府は明日、

諮問委員会を開いた上で正式決定する予定です。」、 

大阪府民 A「もうやむを得ないんじゃないですか、これ以上感染者がずっと増えていくとあの、大変なことにな

ると思いますし。」 

京都府民 B「深刻かもしれないですけれどもそれでも、それで早く落ち着いてくれるんだったら私は出ても全然

オッケーだと思います。」 

京都市民 C「もう遅かったと主ます、もっと早かったほうがいいと思います。」 

記者「具体的にはいつくらいとか」 

京都市民 C「いやもう去年の暮ね。」 

ナレ「更に愛知県と岐阜県も政府に対し緊急事態宣言を正式に要請することを決めました。」 

大村秀章（愛知県知事）「私ども、愛知県としてはですね、国の緊急事態宣言の発出を要請をせざるを得ない状況

だと認識を致しております。」" 

"ナレ「政府は大阪など三府県と併せて、この愛知、岐阜についても追加する方針です、ある政権幹部は。」 

政権幹部 D「いずれにせよ、船は明日出るんだ、乗せられるものはそこに載せる。」 

ナレ「一都二府六県となる緊急事態宣言、政府は先程この他に福岡県と栃木県も加える方向で最終調整している

ことが明らかになりました。」 

福田富一（栃木県知事）「感染防止対策が実施できるよう対象区域の追加について協力のお願いをいたしました。」 

ナレ「栃木県は直近１週間での感染者数が人口比で全国で三番目に多い点などを要請の理由に上げています。緊

急事態宣言の事態対追加によって広がる午後８時までの時短営業、利用する側の認識んついて田村厚生労働大臣

は苦言を呈しました。」 

田村憲久（厚労相）「２０時以降でなければ昼飲みで、昼間お酒飲んで騒いでもいいのか等話がありましてが、い

い訳はないでありまして、２０時以降ではなくても不要不急の外出はなるべく避けていただきたいというのが

我々の思いです。」 

ナレ「午後には一都三県の知事らが官邸に出むき菅総理や西村大臣らと面会しました。」 

西村康稔（経済再生相）「緊急事態宣言が発出されている中、緊急事態のいわゆる措置ですね、様々な措置の実施

状況そして感染状況病床の状況など改めて状況の説明をいただき、また、それに関する様々な提案、要望もいた

だきました。」 

小池百合子（東京都知事）「病床の確保のための、資金の国からの支援金の上積み、時短によって様々な飲食店以

外のですね、関連した業界の方々が非常にひっ迫しておられる、経済的に、それに対しての対応としてまぁ雇調

金であるとか、それから持続化給付金、これらを活用した形でのあの、対策を、講じていくということでありま

した。」" 

"ナレ「小池都知事は感染拡大が止まらない現状について。」 

小池百合子「今回の極めて厳しい状況をですね、なんとしてでも、国民都民県民の力をお借りしまして、という

かご協力いただいてなんとしてでも抑え込んでいただきたい、このように考えております。」 

ナレ「その東京都、今日の新規感染者は８日ぶりに 1000 人を下回る 970 人、三連休で検査数が少なかったこと
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が影響したと見られます、重症者は昨日から 13 人増えて 144 人と過去最多を更新しました、都が確保した新型

コロナ用の病床 4000 床に対し、入院患者数は 3427 人で 8 割以上が埋まっている状況です、東京都医師会の尾崎

会長は第一波のときより遥かに厳しい状態、と現在の医療体制が危機的であると訴えました。」 

尾崎治夫（東京都医師会会長）「第一波のときよりも比べ物にならない、もう市中に感染が蔓延している状態であ

りますのでこれをやはり防いでいくためにはもっと強力なメッセージで一人ひとりがお考え頂いてですね、人と

の接触を出来る限り減らそうという努力をしないとこれは感染者は私はもう減らない段階に来ていると思ってい

ます。」" 

"ナレ「全国も厳しい状況は変わりません、今日の新規感染者数は午後 10 時半現在で 4538 人、重症者の数は前

日から 17 に増えて 881 人となりました、9 日連続で過去最多を更新しています、昨日菅総理に面会し、窮状を

訴えた神奈川県の医療関係者。」 

阿南英明（神奈川県医療機器対策統括官）「本当に医療を動かそうと思うならどこにツボがあるのか、こういった

のをお話させていただいて。」 

ナレ「医療現場を動かすためのツボとはどのようなことなのでしょうか。」 

阿南英明「今の患者の増加状態というのはもう災害レベルである、コロナの対応ももうまぁ決められた病院でそ

のコロナに対応するのではなくて、総力戦で対応しなければ、もう無理で、コロナ対応以外の病院も参加して間

接的にコロナの対応に積極的にご参加いただく、こんなような事も含めて総力戦をお願いしたい。」 

ナレ「医療機関が災害レベルの状況を乗り切るためには収益を補償する財政的支援が欠かせないと指摘します。」 

阿南英明「まぁ医療機関がより一層医療に専念できるように経営財政のところの心配の必要がない仕組みという

のはとにかく早急にもっと強く全面に出していただきたい。」" 

 VTR を受け、スタジオでは以下に朱記したようなやり取りが繰り広げられた。 

"小川彩佳「ここから松本先生にお話を伺ってまいりますが、緊急事態宣言を出された最初の週末、三連休が終わ

りました。各地の人でが気になりますよね。」 

山本恵里伽「そうですね、コチラは一昨日 10 日の都内の人出と前回の緊急事態宣言後、初の日曜日と比較した

ものなんですが、渋谷センター街、銀座、四倍以上となっていまして、新宿は 3.3 倍、表参道は 2.4 倍と各地増

えてしまっているんですね。」 

小川彩佳「まぁ前回の宣言とはね、呼びかけ、声掛けの範囲も大きく異なりますけれども松本先生この数字想像

よりも多いのか、少ないのかどうですか。」" 

"松本哲哉「やはりあの、緊急事態宣言が出されたということを皆さんが受け止めていただければですね、ここま

で比較したときにいわゆる人出がですね、増えるということは通常はないんですけれども、残念ながらあまり多

くの人たちにとってはみれば今回の緊急事態宣言はあまり重く受け止められていない、響いていないということ

だと思います。」 

小川彩佳「緊急事態宣言が出されているという空気、雰囲気にはなっていないということなんでしょうね。」 

松本哲哉「そうです緊張感は少なくともないと思います。」 

山本恵里伽「その東京の人出なんですが、時間帯別で見ていきたいと思います、コチラ渋谷駅の人出なんですが

今月３日が青で示されているこの人出、赤が一週間後になるんですが、ご覧のように午後３時から午後７時まで、

緊急事態宣言が出された１０日のほうが増えてしまっているんです、ただ午後８時以降になりますと減っている
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という結果が出ています。」 

小川彩佳「これはあの菅総理も繰り返しとにかく午後８時以降の外出自粛をと呼びかけていましたからその効果

が出ていると言えば出ているということになるわけですけれども、かと言って松本先生、お昼に集中的にお出か

けしましょうよというわけではないですよね。」 

松本哲哉「これはもうあの、感染派ですね別に時間帯によって感染のリスクが変わるわけではありません、ただ

勿論、夜の会食は確かに多いかもしれません、それは確かに抑えられたのかもしれませんけれども逆に昼側にシ

フトしてですね人出が出てしまって接触の頻度が逆に高まるのであればやっぱり効果は限定的でもありますし、

残念ながら本当に感染者を減らす方向にはこれだけではもう足りないというふうに思います。」 

小川彩佳「うーん。８時以降の外出自粛というのが間違ったメッセージとして捉えられてしまったということな

んでしょうか。」 

松本哲哉「やはりあの、実際緊急事態宣言のメッセージの中にもですね８時以降の外出自粛ときちんと書いてあ

るわけですね、ということはそれより前はどうなのかということは、全体的にいわゆる不要不急の外出自粛、そ

れそのものを本当は訴えなきゃいけないんですけれも、残念ながらやっぱり八時以降というふうに明確に書いて

あること事態を鑑みますとやはり皆さん方には間違ったメッセージになっていると思います」 

小川彩佳「この緊急事態宣言の解除の目安西村大臣は１日 500 人以下、東京ではですね、新規感染者がなること

を目安にしているということですけれども、これ、この状況を見て達成できそうですか。」 

松本哲哉「まぁ今、2000 人とかですね、それを超えるような東京の感染者数が 500 人、何となくこううまくい

くような数のように見えるかもしれませんけれども実際はですね、本当に落とし込むことは難しいと思います、

むしろ今増えるという傾向にあるという状況の中で減らすこと事態が難しい、ましてやもっとさらに 500 人、あ

るいは本当はもっと下げなくてはいけないんですけれども、それを目標事態をですね、達成できるかどうかは本

当に不透明だと思います。」 

小川彩佳「そしてあと今後を考えたときに気にあるのはワクチンですけれども WHO が新たな認識を示しました

ね。」 

山本恵里伽「配送なんです WHO は世界の人口の七割がワクチンを接種すれば集団免疫を獲得できるとしていた

んですが、昨日の会見で今年中に集団免疫を達成することはできないであろうという認識を示しました。理由と

してはワクチンの数が圧倒的に少ないということが上げられるようです。」 

小川彩佳「松本先生、日本では来月下旬からワクチンの接種が開始されるということが目指されているわけです

けれども、これ行き渡るんですかね。」" 

"松本哲哉「あの本当にですね、開始の時期が早くなるというのは歓迎すべきことだと思います、これから大事な

のはいかにそれから先のスケジュールとして本当に多くの人たちがこのワクチンを接種できるようになるかとい

うことなんですね、ただその例えば WHO が言うように 70%という割合を達成するにはかなりの時間を要してし

まう可能性がありますので、そう簡単な話ではないというふうに思います。」 

小川彩佳「そしてそれまではやはり、感染対策を続けていくしかない、そしてその行動を変えていくためには補

償のあり方も非常に大切になってきますけれども、先週あの飲食店の取引先に時短営業への支援がないという訴

えをお伝えしました、あのオシボリの業者さんたちですけれども今日になって政府は最だい 40 万円給付すると

発表しました。」" 
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山本恵里伽「一方、医療体制がコロナ対策にシフトしていく中で出産直前で入院を断られた女性も出てきていま

す。」 

 上記のやり取りを受けて、以下に朱記したような VTR がとり上がられていた。 

"ナレ「従業員が仕分けしているのは使い終わったおしぼり、コチラの会社は都内の飲食店におしぼりをレンタル

しています、緊急事態宣言の影響が直撃しているといいます。」 

池ノ谷幸枝（東京すずらん総務部長）「こちらが使い終わったおしぼりが駆けってくる場所になっております、今

日はおしぼりが帰ってきていないのでがらがらになっています、」 

ナレ「飲食店では発注をキャンセルする連絡が相次ぎ、売上が大幅に落ち込むと見られています、飲食店には時

短営業に関する協力金が給付されますが、関連業者にこうした支援はありませんでした。そんな中、今日、梶山

経産大臣は。」" 

"梶山弘志（経産相）「飲食店への納入事業者など、こうした措置のもとで厳しい状況に置かれるものについて政

府として一時金に依る支援を行うこととしたします。」 

ナレ「政府は一都三県の飲食店と取引がある業者について最大 40 万円を給付すると発表。」 

池ノ谷幸枝「支援金を出して頂けるということには大変感謝したいと思います。ただあの 40 万で補填できるか

というと大変厳しいところではございますので、金額を上げて頂けるのであれば大変ありがたいのかなと思いま

す。」" 

"ナレ「一方、再び自粛生活を始める中生活の支援を求める声が高まっています。東京、世田谷区にある子ども食

堂、子育て世帯を対象に月２回、食事を提供しています。」 

福島展子（こつな夜かふぇ代表）「忙しかったりするとお野菜のおかずが少なかったり手をかけたものが少なかっ

たりということになってくるので。」 

記者「どういった世帯を想定して、あの行われているものなんですか。」 

福島展子「経済的な困難とかって皆さんそう思われているんですけれども、経済的だけじゃなくって、このコロ

ナ禍でやっぱり行き詰まっている気持ちとかがちょっと気が楽になれば良いかな、っていうふうには考えていま

す。」 

ナレ「外出自粛にリモートワーク、ストレスが溜まりやすい生活環境の中、利用する人は増えているといいます。」 

福島展子「限定２０食、とうたってやっているんですけれども、。だいたいここの所、ほぼ毎回５０食出ている状

態ですね。」 

記者「以前と比べて、どれくらい増えているんですか。」 

福島展子「まぁ倍以上。」 

利用者 E「家に子供とかがいたりするとどうしてもやりたくてもできないことがあったりとか、私の気分転換、

私も仕事はしているんですけれども、自分が少し楽になって助かっています。」 

利用者 F「わたしもあの医療従事者なのではい、人一倍そういった点では気をつけなければいけないので、スー

パーとかもなかなか自分は行けないので、私の心の糧になっているので、これからも利用したいと思っています。」

" 

"ナレ「感染者の急増に伴い逼迫する医療体制、実際にその影響を受け、途方に暮れている人もいます。」 

来月出産予定の女性「だいぶ出てきてもう苦しい、夜寝るのも寝返りをうつのも苦しい状態で、外に出るのも大
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変だったりとか。」 

ナレ「東京渋谷区に住む 26 歳の女性、臨月を迎えています、来月 4 日、都立病院で帝王切開手術を受け、出産

する予定でした、しかし先週金曜日、病院から突然入院できない、と告げられたと言います。」 

来月出産予定の女性「コロナの病院に変わっていくので、2 月 3 月出産予定の人は別の病院を紹介するので決め

て検診に行ってください、と言われました、凄くショックで、」 

ナレ「背景にあるのは東京 t のある方針です。女性が入院できないと告げられた日、小池知事はこう宣言してい

ました。」 

小池百合子「都立病院、公社病院、こちらにつきましては現在 1100 床を確保しておりますが、コロナ対策を最

優先ということで 1700 床の確保と致します。」 

ナレ「小池知事はコロナ患者の病院を確保するため、都立病院などのベッドの割り当てを変更することを発表、

その結果、女性は都立病院に入院できなくなったのです。」 

来月出産予定の女性「今まで 8 ヶ月間、9 ヶ月間くらい検診、先生に見ていただいていたのに、すごく安心でき

る状況の中で、え、じゃあどこにいけばいいの、ってなるし。」 

ナレ「会見で小池知事はこうも言っていました。」 

小池百合子「これらの都立、そして公社の病院が責任を持ってきめ細かく対応させていただきますので、」 

ナレ「都立病院から紹介されたのは民間の病院、しかし 30 万円ほどの追加費用が重くのしかかると言います、

出産一ヶ月をきった環境の変化に女性は未だ、病院を決めかねています。」 

" 

来月出産予定の女性「今のこの状況の中で移動しなければいけないこともわかるんですけれども、他の妊婦さん

も含めて気持ちを考えたうえで、その決断を下したとは思えない。」 

 VTR を受けてスタジオでは以下に朱記したようなやり取りが繰り広げられた。 

"小川彩佳「うーん、わたくしもコロナ禍に出産しましたけれどもやっぱりものすごく不安なんですよね。感染へ

の不安もあるし、出産そのものも不安だし、そうした中で担当の先生とのコミュニケーションというのが非常に

支えになったんですね、それが病院が急に変わるとなると、その関係性もゼロからということになるので、そう

した面でも精神的な負担本当に大きいですよね。」 

山本恵里伽「本当に計り知れない不安を抱えていらっしゃるとは思います、で VTR にもあったように東京都は

都立病院、そして都が指導監督する公社病院でコロナ患者、コロナ患者を受け入れる病床を６００床増やすとし

ているです、ですがやはりその妊婦さんであったり他の方に影響が出てきてしまいます、そのことについて東京

都の病院経営本部の方に伺った所『一般の患者に影響が出ると思うが、どの程度かはまだわからない』と話して

いました。そして東京産婦人科医会によりますと、『妊婦を受け入れ可能な病院をホームページで紹介している、

出産する病院がないという事態にはならない』としています。」 

小川彩佳「うーん、出産する病院があるにしてもまぁとは言え取材した妊婦さんも転院すると追加で３０万円の

事故負担がかかる、と、こうしたところも松本先生、重くのしかかってきますよね。」" 

"松本哲哉「そうですね、やはり残念ながらですね、勿論病床を確保するためにはこういうふうな方策っていうの

が大事なんだと思います。ただそのしわ寄せ位を食ってしまう方がどうしてもかなりでてしまう。そしてあまり

にもちょっと急すぎたということでですね、もう本当にあの戸惑っておられる方がかなりでていると思いますし、
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受け入れ先を決めること自体についてもですね、ある意味では本当は簡単ではありません。やはりその、ドクタ

ーとの信頼関係を築いたこれだけの期間をですね、いきなりまた最初から築くことは中々簡単には難しかったり

しますし、そういう意味ではけっこう大変な思いをしておられるということがたくさんおられるということもや

っぱりちゃんと受け止めるべきだと思います。」 

小川彩佳「通常医療が圧迫されている、そしてコロナ患者さん自身もですね、自体も、今東京都では陽性が判明

しても入院先療養先が決まらないという方が急増しているんですね。」" 

"山本恵里伽「そうなんです、こちらのグラフ見てもわかるようにこちら、入院療養など調整中の方の人数なんで

すが１月に入ってから急激な右肩上がりになっていまして、最新の数字も 6141 人と高い水準になっているので

す。」 

小川彩佳「うん、こうした中、政府は緊急事態宣言が出されている地域ではこちら、重症患者さん向けの患者を

１床あたり最大 1950 万円増やした場合補助すると、そして中等症以下の病床に対しては１床あたり最大 900 万

円を補助するとしているんですけれども、松本先生、これで解決するんでしょうか、」 

松本哲哉「あの、お金の上積みをされたからと言ってですね、それに乗っかって、じゃあ病床を増やしましょう、

とか、受け入れをしましょうというふうな病院はそう簡単には出てこないと思いますし、ただやはり先ほど神奈

川のやっぱり総力戦というような言葉もありましたけれど、やはり多くの病院が安心して例えば受け入れるとい

うふうな体制になるには中等症の方を受け入れても重症化したらちゃんと受け入れ先があるとかですね、そうい

うふうな医療の連携が整った上での総力戦だと思いますので、どの病院もそれぞれ頑張ってやっている中での、

やはりそれをうまく連携させて機能させていくというふうな仕組みづくりが大事なんだろうというふうに思いま

す。」 

小川彩佳「そして今はとにかく感染者を減らしていくということ、そのために私たち一人ひとりが今一度考えて

感染しないさせないための行動を取るということですよね。」 

松本哲哉「はい、もう残念ながら今これだけ感染が拡大している中ですね、本当に医療現場はギリギリのところ

です、これ以上増えてくともうあのある意味入院できない状態で悪化される方が増えていきますので、とにかく

自分もかからない、そして広げない、もう本当にあの心がけていただきたいというふうに思います。」 

小川彩佳「松本先生にお話伺いました、どうもありがとうございました。」" 

 このトピックについて当てられた時間は 1501 秒で VTR とスタジオでの時間配分は以下に通りであった。 
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 どういう人をゲストとして招きコメントを求めるのかということについてはその専門性や立場および利害関係

などに偏りがないかということも含め、今後も注視が必要と考えられる。 

 

・5G の営業秘密を持ち出した疑いで楽天社員を逮捕：結論→特に問題なし 

 山本キャスターの「続いてのニュースです、ソフトバンクに勤めていた男がライバル企業の楽天モバイルに転

職する直前、次世代高速通信 5G に関する営業秘密を持ち出したとして、警視庁に逮捕されました。通信キャリ

アにとって重要なその情報とはどんなものだったのでしょうか。」とのコメントを受けて、以下に朱記したような

VTR が取り上げられていた。 

"ナレ「大手キャリアに遅れること半年ほど、去年 9 月のことでした。」 

三木谷浩史（楽天社長）「5G でもですね皆さんに本当にコストの負担なく、使って頂けるように頑張っていきた

い、と。」 

ナレ「次世代高速通信 5G の格安プランを発表した楽天モバイル、月額 2980 円で使い放題と当時としては大手

三社の半額以下の価格設定でした。」" 

"街の声 A「いや、めちゃくちゃ安いと思います。」 

街の声 B「私の 10 倍くらい安い。」 

ナレ「5G をめぐり競争が加熱する中、事件は起こりました。ソフトバンクから楽天モバイルに転職した男が営

業秘密を不正に持ち出した疑いで逮捕されたのです。ソフトバンクで技術系の社員だった合場邦章容疑者、一昨

年 12 月 31 日、自宅からパソコンを使ってソフトバンクのクラウドサーバーにアクセス、営業秘密に当たる 5G

に関する技術情報ファイルをメールで自らに送信した疑いが持たれています、合場容疑者はその日のうちにソフ

トバンクを退職し、去年 1 月、楽天モバイルに転職したと見られています。持ち出されたのは 4G や 5G などに

使う基地局の設置場所の情報などでした。この情報がどのように使われたかはわかっていません、基地局につい

て楽天モバイルの三木谷氏は去年 9 月、こう話していました。」 

VTR 

877秒 

58% 

スタジオ 

624秒 

42% 
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三木谷浩史「基地局の建設もですね、どんどんと進んでおります。従来考えていたよりも 3、4 年早く完了し、

来年の夏にはですね、ほぼ全国の皆さんには独自の通信回線でサービスが提供できるようになるかなというふう

にいまのところ考えております」 

ナレ「基地局の建設にかかるコストなどを大幅に削減し、安い料金プランを実現できた、としていました。持ち

出された基地局の設置場所は通信キャリアにとってどのような勝ちがあるのでしょうか。」 

石川温（IT ジャーナリスト）「繋がりやすい実現するためには基地局をどう置くかということが重要となってき

ますので、各社にとっては重要情報なのかなというふうに思います。」" 

（CM） 

"ナレ「元ソフトバンクの社員により不正に持ち出されたとされる基地局の設置場所などの営業秘密、専門家はこ

の情報の価値について。」 

石川温「5G の電波というのは 4G より取りにくいと言われています。石川氏は基地局について設置や調査に膨大

なコストがかかるとし、その際に重要になるのがノウハウだと言います。」 

石川温「基地局の場所、まぁ基地局をどう立てるのか、どういった電波を飛ばすのか、というところでいうと各

社の肝というところと言ってもいいかなというふうに思います。」 

ナレ「関係者によりますと不正は去年 2 月、退職者のパソコンを調べる過程で発覚、警視庁は去年 8 月、楽天モ

バイルや合場容疑者の自宅を捜索し、パソコンを押収するなど、捜査を進めて来ました。今回の逮捕を受け、ソ

フトバンクは『楽天モバイルが営業秘密を利用している可能性が高い』とコメント、営業秘密の廃棄などを求め、

楽天モバイルを提訴する方針です。一方、楽天モバイルは『現時点までに当該従業員が前職により得た営業情報

を弊社業務に利用していたという事実は確認されておりません』とコメントしています。」" 

 このトピックについて当てられた時間は 272 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・東京地検特捜部が吉川元農水相を在宅起訴の方向で検討：結論→特に問題なし 

 山本キャスターの「吉川元農水大臣が鶏卵生産会社の元代表から現金を受け取ったとされる事件、東京地検特

捜部が吉川氏を収賄の罪で在宅起訴する方向で検討していることがわかりました。」とのコメントを受けて、VTR

が取り上げられるとともにナレーションによって「吉川貴盛元農水大臣はアキタフーズの元代表から併せて現金

500 万年を受け取った疑いが持たれていて、特捜部は関係先の家宅捜索を行っていました。吉川氏は任意の事情

聴取に対し、現金の受領を認めていると見られ、特捜部は吉川氏を収賄の罪で在宅起訴する方向で検討している

ことがわかりました。特捜部は吉川氏が心臓の手術を受けたことや捜索を終えていることから逃亡や証拠隠滅の

恐れは少なく逮捕の必要はないと判断したものと見られます。」とのことが伝えられた。 

 このトピックについて当てられた時間は秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・アメリカ政治：結論→特に問題なし 

 アメリカの政情について VTR が取り上げられるとともにナレーションによって「アメリカの連邦議会議事堂

にトランプ大統領の支持者らが乱入した事態を受け、民主党は 11 日、トランプ氏が暴力を扇動したと批難し、

弾劾決議案の提出しました。下院で弾劾決議案が可決されればトランプ氏は史上初めて二度目の弾劾訴追を受け

る大統領となりますが、弾劾裁判が行われる上院は与党共和党が多数を占め、トランプ氏が罷免される可能性は
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低いと見られます。」とのことが伝えられた。 

 このトピックについて当てられた時間は 36 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・KDDI の新プラン：結論→特に問題なし 

 KDDI の新プランについて VTR が取り上げられるとともにナレーションによって「KDDI がデータの使用料

を 20 ギガバイトで月額 2480 円の新しい携帯料金プランを 3 月に導入することがわかりました、新たな料金プラ

ンは明日にも発表される予定で４G だけでなく５G にも対応し手続はオンラインでのみ受け付けます、月額 2480

円では同じデータ使用量のプランでは 500 円安く大手では最安値となります、また、KDDI は携帯料金値下げの

妨げになっているとされる他者への乗り換え手数料を 4 月から 0 とすることが発表されました、これで 4 社全て

の乗り換え手数料が無料化されます。」とのことが伝えられた。 

 このトピックについて当てられた時間は 55 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

  

 

・横浜刑務所でクラスター：結論→特に問題なし 

 横浜刑務所のクラスターについて VTR が取り上げられるとともにナレーションによって「刑務所でクラスタ

ーが発生しました、法務省によりますと神奈川県の横浜刑務所で職員 2 人と同じ工場で作業していた受刑者 25

人の陽性が新たに確認されました、横浜刑務所ではこれまで職員 5 人、受刑者 3 人の感染が確認されていて感染

者の合計は 35 人となりました。重症者はいないということです。」とのことが伝えられた。 

 このトピックについて当てられた時間は 32 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・東京都が三病院を重点化：結論→特に問題なし 

 東京都が三病院を重点化したことについて VTR で取り上げられるとともにナレーションによって「新型コロ

ナの感染角田位を受けて、東京都が都立広尾病院や公社荏原病院、公社豊島病院の三病院を新型コロナの患者を

集中的に受け入れる重点拠点とする方向で調整していることが関係者への取材でわかりました。東京都では今日

時点で病床の 85%以上が埋まっている状況で近く確保している 4000 床を超える可能性が指摘されていました。

このため、都は都立公社病院のコロナ病床を現在確保している 1100 床から 1700 床に増やす方針です。」とのこ

とが伝えられた。 

 このトピックについて当てられた時間は 40 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・ラグビートップリーグで 2 試合がコロナにより中止：結論→特に問題なし 

 ラグビートップリーグへのコロナ影響について以下に朱記したような VTR が取り上げられていた。 

"ナレ「日本ラグビー協会は新型コロナに感染した選手が多数確認されたため、今週末開幕のトップリーグを 2

試合を中止すると発表しました。」 

太田治（トップリーグチェアマン）「安心安全、この辺を担保しつつ開幕の準備をしておったんですけれどもコロ

ナの怖さと言いますか脅威、この辺を感じております。」 

ナレ「中止されるのはトヨタ自動車対サントリー、リコー対キヤノンの 2 試合です。キヤノンで 24 人の陽性者
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が出るなど、試合開催に必要な体制が整わないことを理由に中止を決断しました。」" 

 このトピックについて当てられた時間は 44 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

最高裁判例の見地からの「印象操作」に関する所見および該当トピックの報道内容要旨 

 特に問題なし 

検証者所感 

 特になし 
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テレビ局：TBS 番組名：NEWS23 放送日：2021 年 1 月 13 日 

出演者：小川彩佳、村瀬健介、山本恵里伽、石井大裕 

    倉持仁（インターパーク倉持呼吸器内科院長） 

検証テーマ：新型コロナと緊急事態宣言、11 の国と地域とのビジネス往来を停止 

ソフトバンク元社員の営業秘密持ち出し、陸自の降下訓練始め、NHK の受信料値下げ 

中国のスパイ罪で日本人に実刑確定、アメリカ政治 

報道トピック一覧 

・新型コロナと緊急事態宣言 

・11 の国と地域とのビジネス往来を停止 

・ソフトバンク元社員の営業秘密持ち出し 

・「無印良品」パンを 1 万点自主回収 

・陸自の降下訓練始め 

・NHK 受信料値下げ 

・中国のスパイ罪で日本人に実刑確定 

・スポーツ報道 

・アメリカ政治 

・天気予報 

 

放送法第 4 条の見地からの検討・検証および該当トピックの報道内容要旨 

・新型コロナと緊急事態宣言：結論→引き続きの注視が必要 

 スタジオでは導入として以下に朱記したようなやり取りが繰り広げられた。 

"小川彩佳「今夜のゲストです、インターパーク倉持呼吸器内科の倉持仁先生とともにお伝えしてまいります。先

生どうぞよろしくお願い致します。」 

倉持仁（インターパーク倉持呼吸器内科院長）「よろしくお願い致します。」 

小川彩佳「今日も新型コロナウィルスを巡って深刻な数字が出てきていますｖ、なくなった方が 97 人というこ

とで、過去最多を更新してしまいました、そして重症の方も初めて 900 人に達しています。このなくなった方、

重症の方、それぞれ過去最多という現状、先生どのように受け止めますか。」 

倉持仁「そうですね、あの、今までに体験したことのないような危険の中に今あるということですね。」 

小川彩佳「これまでにない段階に達しているということになります。ではそして改めて今日の新たな感染者数で

すが全国で 5860 人ということになっています、大阪は再び 500 人台ですね、京都兵庫はそれぞれ 145 人、285

人ということで過去三番目の大差となっています愛知は 300 人台に達しています。そして先生街がいらっしゃる

栃木は 141 人ということでこちらは過去二番目の大差となっています、こうした中、今日、菅総理は大阪京都兵

庫の関西三府県と愛知岐阜の東海二県、そして、栃木福岡併せて七府県を緊急事態宣言の対象地域に追加しまし

た。」" 

 上記のやり取りを受けて以下に朱記したような VTR が取り上げられていた。 

"ナレ「午後七時、会見に臨んだ菅総理。」 
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菅義偉（首相）「緊急事態宣言の対象に 7 つの府県を追加することを決定をいたしました。制約の多い生活でご

苦労をおかけしますが、なんとしても乗り越えていかなければなりません。」 

ナレ「菅総理は７日に発表した首都圏の一都三県に加え、大阪愛知福岡など七つの府県を新たに緊急事態宣言の

対象地域に加えました、期間は東京などと同じく来月７日までです、七府県を加えた理由は。」 

菅義偉「新規感染者数、病床の利用率などいわゆるステージ４に相当する指標が多いこと、大都市として人口が

集中しており全国に感染が広がる前に対策を講じる必要があること。」 

ナレ「菅総理は感染者の急増、医療体制の逼迫などを理由に上げました、これは都道府県別の人国１０万人あた

りの感染者の数、全国ワーストは東京の９１人、宣言が出された１１府県は１４位以内に全て入っています、宣

言の対象外ながら、６位と１３位に入っている宮崎と熊本は県独自の緊急事態宣言がでています。」 

菅義偉「あらゆる方策を尽くし、国民の皆さんの命と暮らしを守ります、是非、皆さんに今一度のご協力をお願

いをいたします。」 

ナレ「会見に同席した政府の分科会の尾身会長は。」 

尾身茂（コロナ対策分科会会長）「一時は国と自治体の一体感が必ずしもなかったというようなことがあったと思

います、しかし私どもが今最もやるべきことは昼夜を問わず、外出をなるべく控えることだと思います。」" 

"ナレ「新たに追加された自治体は。」 

吉村洋文（大阪府知事）「お願いばかりで大変申し訳無いんですが、この感染が急拡大しているという状況、そし

て医療がひっ迫しているという状況にあります、この難をですね、なんとか乗り越えていきたいと思います。」 

井戸敏三（兵庫県知事）「今こそ兵庫の総力を結集し、県民の命を守り、この危機にともに立ち向かってまいりま

しょう。」 

大村秀章（愛知県知事）「2 月 7 日までの期間の内にですね、なんとしてもこれは、この感染症を抑え込んで、延

長ではなく解除という形に持っていきたい。」 

ナレ「追加された地域では飲食店などに午後 8 時までの時短営業が求められます。」 

大阪市民 A「こんな状態ですからね、ちょっと遅すぎるくらい。」 

神戸市内飲食店勤務者 B「もう涙が出そうなくらい不安です。はい、だから補償的にももっといろんな方面でや

っていただけたら助かるなと思います。」" 

"ナレ「大阪市の道頓堀、11 月下旬から続く時短要請の影響ですでに休業や閉店した店も多いと言います。」 

北辻稔（道頓堀商店会事務局長）「20 店の退会、休業があって、店が開けていないということなんですね、ほぼ

これは全体の 20%に当たるんで、あの、もう限界だと思いますねそれぞれの商店についても。」" 

ナレ「国会では与野党を問わず、政府の対応が遅いとの指摘がありました。」 

"盛山正仁（自民党衆院議員）「緊急事態宣言を先週、7 日に一都三県を対象に発令したばかりです、先手先手で

判断すべきだったのではないでしょうか。」 

西村康稔（経済再生相）「様々な自体に備えて対応対策を協議しながら対応をとってきているところであります。」 

"今井雅人（立憲民主党衆院議員）「自治体の方から要請をされて、国がまぁそれを追認するとかそれを認めると

いう風に見えてしまうわけですね。」 

西村康稔「なにか都道府県からの要請があることが要件であるとか条件であるとかいうことになっているわけで

は有りません。」" 
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"ナレ「政府の対応について菅総理は。」 

記者「緊急事態宣言の対象拡大について菅総理は 7 日の記者会見ではそうした状況にはないと発言していました。

結果的に見通しが甘かったのではないでしょうか。」 

菅義偉「皆さんの生活を大きく制約も致します。政権としては発出にあたって最善の判断が求められます、まぁ

先週の段階では大阪の感染者が急増したのは直前のことであり、専門家の皆さんからもよく原因を分析をすべき

である、まぁそうした評価であります。」" 

"ナレ「一方、今日の東京の新規感染者は 1433 人、全国では 5800 人を超え、累計で 30 万人を突破しました、注

目は重症者と今日の死者の数、それぞれ 900 人と 97 人でいずれも過去最多となっています。東京では死者 13 人

の内、50 代と 80 代の感染者が自宅療養中になくなりました。特に大阪では死者の数が多くなっています。人口

が 1.6 倍の東京と同じレベルのおよそ 700 人となっているのです、大阪で重症者の治療に当たる近畿大学病院、

年末から死亡する患者が増えたと言います。」 

記者「死亡者の数がですね、その人口比にしてかなりあの増えているという現状があると思うんですけれども。」 

東田有智（近畿大学大学病院病院長）「12 月になってからですねバタバタと亡くなっている、これ全て高齢者で

あり透析をしている、家族が三世代一緒に住んでいると兼ね、そういう家族が多いんですよ、だから若い人は高

齢者にうつしてしまう。」 

ナレ「また近大病院では現在 12 有る病床の内 9 つが埋まっているといいます、病院長は今の状況が続けば患者

を選択するトリアージュをせざるを得なくなると訴えます。」 

東田有智「皆さん自粛してもらわないと、本当に第四波が来たら終わりますよ四波になるともうおそらく持たな

いです。もう命の選択、トリアージがおこってしまう。」" 

"ナレ「日本医師会の中川会長は今日の会見で改めて強い危機感を訴えました。」 

中川俊男（日本医師会会長）「現実は特に首都圏など緊急事態宣言対象地域において通常の入院患者の受け入れを

断るなどすでに医療崩壊の状態になってきています。さらにこのまま感染者数の増加が続くと医療崩壊から医療

壊滅になってしまう恐れがあります。」" 

 VTR を受けて、スタジオでは以下に朱記したようなやり取りが繰り広げられた。 

"小川彩佳「こうした背景を受けて、一都三県に七府県が追加されまして緊急事態宣言は全てで 11 都府県に出さ

れるということになるわけですけれども倉持先生、日々コロナ患者と向き合う現場のお医者さんとしてどのよう

にこの現状を受け止めますか。」 

倉持仁「はい、既にですね 10 都道府県はですね感染爆発の状態にあるんですね、もう医療崩壊をしていて皆保

険制度が守れない状態ですので遅くこういうふうに遅れて出すというのはやはり得策ではないと思うんですね。」 

小川彩佳「緊急事態宣言は遅かったという認識ですか、」 

倉持仁「はい、そういう風に思いますね。」 

小川彩佳「うーん、改めてこの宣言が出された区域の方々の生活が変わることになりますけれども、おさらいを

お願いします。」 

山本恵里伽「各地時はまず、住民に対して不要不急の外出自粛を要請することが出来るようになります、また飲

食店に対しては午後 8 時までの時短営業、協力金として 1 日 6 万円、最大 180 万円が支給されます、さらに飲食

店の取引先、取引業者に対しても 1 月、または 2 月の売上が 50%以上減った場合、一時金として最大 40 万円、
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個人の方には 20 万円が支給されます。一方でスーパーやコンビニ、ドラックストアなどは通常通り空いていま

すので、生活に必要なものは買いに行けます。ではイベントの方について見ていきたいんですが、収容率は 50%

以下、かつ人数の制限は 5000 人、開催を自粛した場合、会場費などのキャンセル費用は国が支援するというこ

とです。そして鉄道にも影響が出ているんですが一都三県の JR、私鉄各社は今月 20 日から終電が 10 分から 30

分程度早まるということです。」" 

"小川彩佳「様々にこうしてくださいよ、という要請が出されているわけですけれども、これはあくまでも要請で

あって強制力や罰則がないなかでこの緊急事態宣言、もう既に一都三県に出されているわけですけれども、この

状況を踏まえてどれだけ効果がある、と先生お考えでしょうか。」 

倉持仁「そうですね、あのどうしても自粛に頼らざるを得ない状態なので、とにかくもう医療現場は崩壊してお

りますので、是非ですね、国民の皆様に自粛をお願いしたいと思います。」 

小川彩佳「うん、医療現場の崩壊というのは本当に皮膚感覚でお感じになっていますか。」 

倉持仁「そうですね、もう日々毎日の診療をやっていても怖いような状況なので、非常に不安ですね。」 

小川彩佳「怖いような状況というのは。」 

倉持仁「そうですね、中々もう入院すべき人が入院させることが出来ないですとか、それから肺炎で重症の人の

内、どちらかしか入院させられないとかですね、そんな状況が毎日続いています。」 

小川彩佳「そのあたり後ほど詳しく伺っていきたいんですけれども、今回 7 つの府と県にまで広がった緊急事態

宣言の追加対象区域ですが、急遽追加となったのが先生がクリニックを展開されている栃木県、そして福岡県で

す、突然の追加に市民からは困惑の声も上がっているようです。」" 

 上記のやり取りを受けて、以下に朱記したような VTR が取り上げられていた。 

小川洋（福岡県知事）「県民の皆様、そして事業者の皆様のご理解ご協力をいただきながら、その取組を徹底して

行きた、」 

ナレ「今夜、会見でこう語った福岡県の小川知事、緊急事態宣言の対象地域に追加されたことを受けて県民への

不要不急の外出自粛や飲食店の営業時間短縮などを要請することを決めました。小川知事は先週末、福岡県の医

療は直ちに逼迫する恐れはない、として緊急事態宣言には慎重な姿勢を示していました。それが一転して対象地

域に、戸惑いの声も聞かれます。」 

福岡市民 C「県からの発表はまだまだみたいな話で、いきなりね、そういう国から発表があったというのがちょ

っとよくわからないですね。」 

福岡市民 D「なんで福岡だけそういった要請がないのに出すのかなっていのは不思議でしょうがないんですよ

え。」 

ナレ「一体、何があったのでしょうか、今朝、小川知事は。」 

小川洋「実は昨日の午前、西村大臣から電話がありました。」 

ナレ「西村大臣とのやり取りを明かしました。」 

小川洋「これ以上福岡で拡大がおこってはいけない、こういう強い考えであったと、とご連絡をいただき、最後

の船だというご説明でございましたので、私としてはやむを得ないというふうに判断をしたところでありまし

た。」 

ナレ「判断を先延ばす時間はないと説明を受けたところです、感染状況を測る国の指標を見ると福岡県は 6 つの
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内 5 つが緊急事態宣言の対象となりうる、ステージ 4 の基準を超えています。」" 

"脇田隆字（厚労省アドバイザリーボード座長）「福岡というのは九州の中心となっていて、そこからの感染の波

及というものが考えられますので。」 

ナレ「医療関係者からは。」 

石倉宏恭（福岡大学病院救命救急センター診療部長）「福岡というのは東京から遅れて三週間から一月くらいで陽

性患者が増えるという状況だったので、東京と同じ時期に出しても良かったんじゃないかな。」 

ナレ「一方、飲食店からは。」 

西村祐一（あんばい食楽厨房店主）「ある程度コロナに関する知識、というのが皆さんわかったと思うんですよね、

ただその飲食店はかなり名指しされているからですね、今はもう耐えるときかな。」 

ナレ「博多ラーメンの製麺会社では。」 

吉田彰博（トリオ製麺係長）「不安しか無いですね。特にうちなんてラーメンの製麺業なんで、やっぱりお客さん

が足を運んでの飲食の部分があるので。」" 

"ナレ「栃木県も急遽追加が決まりました。」 

梶川賢介（報告）「お昼過ぎなんですけれども店内は真っ暗ですね。」 

ナレ「宇都宮餃子の人気店が並ぶ施設では今日から５店舗で臨時休業を決定。」 

鈴木章弘（宇都宮餃子会事務局長）「ちょと後手のような気がします。いつまでもだらだらだらだらとこういう状

態が続くとどの商売も含めて、みんなこう気力がなくなってくると思うんですよ、感染を食い止めるための判断

をとにかく早め早めに判断いただくということと後それに合わせて補償について国の方が判断いただきたい、

と。」 

ナレ「昨日夕方、緊急事態宣言の対象に加えるよう、政府に要請した福田知事、栃木県では昨年末から感染が急

拡大し、人口 10 万人あたりの感染者数が全国で 3 番めに高い数字となっています。」 

福田富一（栃木県知事）「迅速に対象地域へのチア陽区域への追加となったことについては国、特ににに西村大臣

に御礼を申し上げたいと思います。」" 

"ナレ「緊急事態宣言の追加地域は最終的に七府県に拡大、特に福岡、栃木の追加が決まったのは昨夜のこと、菅

総理のトップダウンの決断でした。今日開かれた諮問委員会の出席者からは困惑の声が。」 

竹森俊平（諮問委員会委員）「こんかいやっぱり栃木がでてきたというのが私の感想としてはですね、ちょっと驚

いたなと、やっぱり今までは大都市中心で、っていうことで」 

ナレ「更に福岡についても、」 

諮問委員会メンバー「福岡についてあまりこれまでに議論した記憶がない、唐突な感じがする。後手後手感が出

ていたのでそれを払拭するためなのではないか。」" 

ナレ「では今後、緊急事態宣言がさらに拡大する可能性はあるのでしょうか。」 

"後藤祐一（立憲民主党衆院議員）「全国一律という選択肢も含めてですね、その直前の状況をよく見て、広め広

め、早め早めにこの対象拡大については考えていただきたいと思いますがいかがでしょうか。」 

西村康稔「例えば東北地方あるいは山陰とか、かなり低く感染を抑えている地域、ここまで含めて緊急事態宣言

の措置の対象とするかどうか、ここは私は慎重に考えなければいけないんじゃないか、と。」" 

"ナレ「西村大臣は私権の制約は必要最小限に、と特措法に規定されている、などとして全国への拡大に否定的な
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見解を示しました。諮問委員会のメンバーからはこんな声も。」 

諮問委員会メンバー「今後、他の地域に広げる検討をしなければいけないこともありうる。ただ政府はなんとか

ここで打ち止めにしたいという思いはあるだろう。」" 

 VTR を受けてスタジオでは以下に朱記したようなやり取りが繰り広げられていた。 

"小川彩佳「緊急事態宣言を巡っては今回、福岡県は知事が要請していなかったんですけれども対象になったわけ

ですよね。」 

山本恵里伽「はい、そうですね、戸惑いの声も上がっていましたけれども福岡を加えたわけ、星さんに伺ったと

ころ『知事側の要請で宣言を出すのはこれ以上避けたかったので先手を打ったのではないか』ということでした。」 

小川彩佳「一方あの栃木県に関してなんですが、人口 10 万人あたりの感染者数でみますと全国で三番目に高い

数字になっているんですね、非常に深刻ですが、倉持さんは宇都宮市で日々診療に当たられていますが、どんな

現状がありますか。」 

倉持仁「そうですね、あの、宇都宮ではですね 12 月から 12 月下旬くらいから少しずつ患者さんが増えてきて、

そして年明けに急増しているというような状況なんですね。」" 

"小川彩佳「はい。」 

倉持仁「で、これまでは症状が有る方がほとんどだったんですが、今はですね感染者に接触した人が多くてほと

んど駐車場で診察しているような状態、で、お正月にですね家庭内や親戚間で感染して、年明けに職場で感染が

広がって爆発している状態ですね。」 

小川彩佳「はぁ、職場での感染の広がりというのが多いんですか、」 

倉持仁「そうですね、今はもうあの社会が動き出して次から次へとクラスターが出来ているような状態ですね、

それで一方、あの受信できる病院というのが少なくなっていますので 10 回以上断られてなんとか見てくれとい

うような患者さんやですね、目の前で酸素が足りなくてすぐ入院しないといけないような患者さんも、中々病院

探しに時間が 4 時間も 5 時間もかかってしまってクリニック内で亡くなってしまうのではないかということで非

常に怖い思いをしていますね。」 

小川彩佳「うーん、10 回以上断られてその先生のクリニックにやってこられたか田もいらっしゃると、たらい回

しのようなことも起きているということなんですか。」 

倉持仁「そうですね、中々受診のハードルが高くなっていますね。」 

小川彩佳「うーん、助けられる患者さんももしかしたら助けることができなくなるかもしれない、そういった現

状というのは現場のお医者さんとしてはどのようにお感じになっていますか。」 

倉持仁「あの 23 年医者をやってきているんですけれどもこういったことは初めてですし、いわゆる国民皆保険

制度がもう守れない状態になっていますので、とにかく今出来ることは強い自粛しか無いんだと思いますね。」 

小川彩佳「あの、医療の逼迫というのはまぁ例えば去年の秋頃からずっと言われてきた、叫ばれてきたわけです

けれども、今その危機が現実のものになろうとしているというような感覚というのはおありですか。」 

倉持仁「そうですね東京圏から近くでですね、栃木県、工場などたくさんあるので。」 

小川彩佳「えぇ。」 

倉持仁「ですから、たくさん東京で感染者が増えると栃木も容易に広がってしまう、そして広がると地方は医療

体制が脆弱ですからすぐにひっ迫した状況になってしまうんだと思いますね。」" 
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"小川彩佳「あの今日全国でなくなった方が 97 人ということで過去最多となってしまいました。救える命が救え

ない、ということは絶対に避けなければならないわけですけれども、栃木県の現状を踏まえて全国に教訓が有る

としたらどんなことが言えるでしょうか。」 

倉持仁「そうですね、全て早め早めにですねやはり対応して、医療機関が最後の砦になってしまってはいけない

と思うんですね、人の命が亡くなってからなにか事態を決めるというのが正しい方法ではないと思います。」 

小川彩佳「早め早めの対応というのは例えばどういうことですか。」 

倉持仁「例えばですね今は感染拡大に対する有効な方法というのはすぐ即効性の有ることはもう自粛しか無いん

ですね、これ二度目になって非常に痛いんですけれどもそれを協力していただくしかないんですね。」 

小川彩佳「そういったことをやっていかないと、栃木県と同じように医療の逼迫というのは全国各地で起こり得

るということに成政うね。」 

倉持仁「そうですね。」 

山本恵里伽「栃木県の他にもですね、地方に目を向けてみますと、独自の緊急事態宣言を出しているところがあ

ります。福岡県に隣接している熊本県は今日独自の宣言を出しました、そして宮崎県は 7 日に既に独自の宣言を

出していまして、飲食店などに対して時短営業の要請などをしています。さらに三重県は明日、独自の宣言を出

す見込だということです。」 

小川彩佳「日本医師会の中川会長も全国的な緊急事態宣言も選択肢の一つだということを仰っている、全国的な

緊急事態宣言も選択肢の一つだと仰っている。全国的にこの緊急事態宣言を出す必要性について倉持先生はどの

ようにお考えですか。」 

倉持仁「はい、えっとですね、この非常事態宣言の意味というのは 2 つあると思うんですね、一つはこの感染爆

発を自粛の力で抑えるということですね、そしてもう 1 つはですね実効性のある対策を一ヶ月なら一ヶ月休んで

いる間にきちんと行うこと、つまり法整備をしたり、ですね、検査体制の拡充をしたり、外来診療のアクセスを

したり、あるいは高度医療、基幹病院にお金を出してですね人員やモノの体制を少しでも立て直してもらう、そ

ういったことを至急やる必要があるわけですから、あの部分部分でやっていたのではこれは効果が薄いとしか言

えないんですね。」 

小川彩佳「今は部分部分となってしまっている、と。」 

倉持仁「そうですね、ですからあの、国がですねリーダーシップを発揮してそういった感染に有効な対策をきち

んと取っ手ですね、そしてもう二度自粛をしなくて済むようにですね、しっかりと隅々まで補償も出していかな

ければ行けないと思います。」 

小川彩佳「うーん、そして今緊急事態宣言が今の形で出されている以上、私たちの行動が今後にまぁ大きく影響

を及ぼす、大きく左右してくるわけですけれども、どのような心構えで行動してほしいというふうに先生お考え

になりますか。」 

倉持仁「ええっとですね地域によってはですねやはりもう普通の病気とか怪我でも中々受診できなかったりとか

ですねそういう危険性がありますのでまずはですね一人ひとりが体調管理をしっかりとしていただきながら、感

染拡大しないようにですね、あの、まぁ会食などを控えてですね自粛に協力をしていただきたいと思いますね。」 

小川彩佳「受診ができなくなるのはもしかしたら自分かもしれない、自分の大切な人かもしれないという意識を

持たなければならないですよね。」 
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倉持仁「そうですよね。」 

小川彩佳「倉持先生にお話を伺いました、どうもありがとうございました。」 

倉持仁「ありがとうございました。」" 

 このトピックについて当てられた時間は秒だった。なお、VTR とスタジオでのやり取りの時間配分および比率

は以下の通りであった。 

 

 どういう人をゲストとして招きコメントを求めるのかということについてはその専門性や立場および利害関係

などに偏りがないかということも含め、今後も注視が必要と考えられる。 

 

 

・11 の国と地域とのビジネス往来を停止：結論→特に問題なし 

VTR_国会自民 

18秒 

1% 

VTR_国会立憲民主 

58秒 

4% 

VTR_その他 

685秒 

43% 

スタジオ 

840秒 

52% 
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 山本キャスターの「政府は 11 の国と地域との間で例外的に認めているビジネス関係者の往来を一時停止する

ことと決めました。」とのコメントを受けて、以下に朱記したような VTR が取り上げられていた。 

"菅義偉「ビジネストラック、及びレジデンストラックについては緊急事態宣言が発令されている間、一時停止す

ることに致します。」 

ナレ「新型コロナウィルスの感染角田異帽子のため、政府はこれまで例外的に認めてきた 11 の国と地域からの

外国人の入国を緊急事態宣言がでている間は認めないなど、新たな水際対策を打ち出しました。これにより特段

の事情がある場合を除き、外国人の日本への入国が全面的に制限されることになります。また、日本人、外国人

を問わず全て入国者に対して 14 日間の待機や位置情報の記録などに応じることを記載した誓約書の提出を求め、

誓約に違反した場合は氏名の公表や在留資格の停止などの措置をとるということです。」" 

 このトピックについて当てられた時間は 74 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・ソフトバンク元社員の営業秘密持ち出し：結論→特に問題なし 

 ソフトバンク元社員の営業秘密持ち出しについて VTR が取り上げられるとともにナレーションによって「次

世代の高速通信 5G に関する営業秘密をソフトバンクから不正に持ち出したとして楽天モバイルに転職した合場

邦章容疑者が逮捕された事件、合場容疑者は一昨年 11 月の末にソフトバンクを退社する意思を示していて、そ

の頃から一ヶ月後の退社までの間におよそ 30 回に渡って 170 点ほどのファイルを持ち出していたことが捜査関

係者への取材で新たにわかりました。合場容疑者はソフトバンクでは伝送エンジニアとして基地局の整備などを

担当していて、関係者によれば持ち出したファイルの中には伝送路の設計に関する情報も含まれていたというこ

とです。警視庁は持ち出された情報がどう使われたのか、捜査を進めています。」とのことが伝えられた。 

 このトピックについて当てられた時間は 51 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・陸自の降下訓練始め：結論→特に問題なし 

 陸自の降下訓練始めについて VTR が取り上げられるとともにナレーションによって「高度およそ 1500 メート

ルから次々と降下する隊員たち、陸上自衛隊のパラシュート部隊による新年恒例の降下訓練始めが千葉県の習志

野演習場で行われました。今年の訓練では緊急事態宣言が出されたことを受け一般公開やアメリカ軍の参加が中

止されるなどの対応が取られました。訓練を視察した岸防衛大臣は『感染症対策を徹底して訓練に臨む姿を確認

できた。必要な訓練を実施し、高い技量を維持することは重要だ』と訓示しました。」とのことが伝えられた。 

 このトピックについて当てられた時間は 44 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・NHK の受信料値下げ：結論→特に問題なし 

 NHK 樹林量値下げについて VTR が取り上げられるとともにナレーションで「NHK は受信料を 2023 年度に

値下げすると発表しました。今後、コストの削減などで事業規模の 1 割に当たる 700 億円程度を確保し、値下げ

に当てるということです NHK は去年 10 月、月額の受信料を地上契約で 35 円、衛生契約で 60 円値下げしまし

たが武田総務大臣はコロナ禍で家計負担が重くなっているとしてさらなる値下げを求めていました。NHK は具

体的な値下げ幅について今後検討するとしています。」とのことが伝えられた。 

 このトピックについて当てられた時間は 43 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 
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・中国のスパイ罪で日本人に実刑確定：結論→特に問題なし 

 中国のスパイ罪で日本人に実刑確定となっていることについて VTR が取り上げられるとともにナレーション

によって「中国でスパイ罪に問われた日本人二人の懲役刑が確定しました。刑が確定したのは 2016 年に拘束さ

れ懲役 6年の判決を受けた日中青年交流協会の鈴木英司理事長と 2015年に拘束され懲役 12年の判決を受けた札

幌市の男性です。いずれもどのような行為が罪に問われたか明らかになっていません、二人は一審を不服として

高級人民法院に上訴していましたが去年の判決公判で棄却されたということです。」とのことが伝えられた。 

 このトピックについて当てられた時間は 39 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・アメリカ政治：結論→特に問題なし 

小川キャスターの「アメリカではバイデン次期大統領の就任式があと一週間後に迫っていますが、その一方で

トランプ下ろしの動きがさらに激しくなっています。」とのコメントを受けて以下に朱記したような VTR が取り

上げられていた 

"ナレ「アメリカ下院本会議ではトランプ大統領が支持者の乱入を煽ったとして憲法修正第 25 条に基づきトラン

プ氏を解任するよう、ペンス副大統領に求める決議案の採決を行い賛成多数で可決しました、しかしペンス氏は

25 条の発動を拒否する考えでそのため民主党は 13 日にも下院でトランプ氏を弾劾訴追する決議案の採決に踏み

切る方針です、可決されればトランプ氏はウクライナ疑惑に続き史上初めて二回弾劾訴追される大統領となりま

す。20 日にはバイデン氏が大統領に就任する予定ですが、就任式が行われる首都ワシントンでは。」 

土居一雄（報告）「首都ワシントンでは新たな暴動に備えて、フェンスを設置するなどの対応が始まっています。」 

ナレ「武装集団による抗議活動が計画されているためワシントンでは最大で 15000 人の州兵を配備できるよう準

備が進められるなど就任式を前に緊張感が高まっています。」" 

 このトピックについて当てられた時間は 89 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

 

最高裁判例の見地からの「印象操作」に関する所見および該当トピックの報道内容要旨 

 特に問題なし 

検証者所感 

・新型コロナと緊急事態宣言 

 スタジオでは倉持氏が「はい、既にですね 10 都道府県はですね感染爆発の状態にあるんですね、もう医療崩

壊をしていて皆保険制度が守れない状態ですので遅くこういうふうに遅れて出すというのはやはり得策ではな

いと思うんですね。」、「あの 23 年医者をやってきているんですけれどもこういったことは初めてですし、いわゆ

る国民皆保険制度がもう守れない状態になっていますので、とにかく今出来ることは強い自粛しか無いんだと思

いますね。」とコメントしており、国民皆保険制度を守ることが大前提であるかのような議論が展開されていた。 

 現在、医療の逼迫すなわち医療需要の高騰と医療機関の経営苦が同時進行している一つの原因は国民皆保険制

度とセットとなっている診療報酬制度によるものであり、このワンセットが医療機関の経営の自由を大きく制約
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しているにもかかわらず、倉持氏はどうして国民皆保険の維持に拘るのだろうか。 

 むしろ医療現場の苦境というのは国民皆保険制度に起因するところが少なくなく、医療現場に報いるのであれ

ば、国民皆保険制度と診療報酬制度にメスを入れなければならないのではなかろうか。倉持医師はたしかに現場

の医師ではあるが同時に医療機関の経営者もであるわけで、そういう意味では賃金労働者としての医療従事者と

はまた違った立場にいるのだろう。 

 また、国民皆保険制度の維持というのはそもそも国民の側は望んでいるものなのであろうか、あるいは今回の

緊急事態宣言など様々な制約に耐え忍んででも国民皆保険制度を維持したいと国民は望んでいるのだろうか、こ

ちらも疑問である。 
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テレビ局：TBS 番組名：NEWS23 放送日：2021 年 1 月 14 日 

出演者：星浩、小川彩佳、村瀬健介、山本恵里伽、石井大裕 

     

検証テーマ：新型コロナ、医学部入試差別を超えて、コロナ重点病院と妊婦、アメリカで独自の変異ウィルス 

石破茂氏が会食を陳謝、アフターコロナのくら寿司、ラグビートップリーグのコロナ影響 

バドミントンの桃田賢斗選手が隔離期間を終え練習復帰、アメリカの政治情勢 

報道トピック一覧 

・新型コロナ 

・医学部入試差別を超えて 

・コロナ重点病院と妊婦 

・アメリカで独自の変異ウィルス 

・石破茂氏が会食を陳謝 

・アフターコロナのくら寿司 

・スポーツ報道 

・ラグビートップリーグのコロナ影響 

・バドミントンの桃田賢斗選手が隔離機関を終え練習復帰 

・アメリカの政治情勢 

・天気予報 

 

 

放送法第 4 条の見地からの検討・検証および該当トピックの報道内容要旨 

・新型コロナ：結論→他の放送日との併せての評価が必要 

小川キャスターの「今夜も新型コロナウィルスのニュースからお伝えします。今日から緊急事態宣言が 11 の

都府県に拡大されました。」とのコメント、山本キャスターの「対象地域の飲食店からは時短要請に悲鳴が上がっ

ていますが、ここにきて、政府が昼間の外出自粛についても呼びかけを強めていることで、さらなる困惑が広が

っています。」とのコメントを受けて以下に朱記したような VTR が取り上げられていた。 

"ナレ「こちらは今日から緊急事態宣言の対象となった福岡県の西鉄福岡駅、朝八時前、ホームに人気はありませ

んが列車のドアが開くと、緊急事態宣言に伴い、政府は出勤する人の 7 割削減を求めていますが、目に見えた効

果は出ていないようです。同じく今日から緊急事態宣言の対象となった大阪府でも大きな変化は見られません。」 

大阪市民 A「テレワークは出来ない仕事なので今まで通り出勤しています。」 

ナレ「緊急事態宣言が 11 の都府県に広がった今日、宣言が出ている地域の新規感染者は東京で 1502 人、千葉で

過去最多の 488 人、神奈川で 985 人、大阪で 592 人、福岡で 341 人等となっています。」 

小池百合子（東京都知事）「ぜひ外出やそれからいろんな活動についてはこの間、お控えくださって、それ以外に

方法が現在ありません、。よろしくおねがいします。」 

ナレ「感染さやの高止まりが続く中、政府は広島市を緊急事態宣言に準ずる地域とする方向で検討していること

を明らかにしました。」 
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西村康稔（経済再生相）「県全体ではなくですね、広島市を対象として準じた措置を講ずる団体とするという方向

で検討を進めたいと思っています。」 

ナレ「これに伴い営業時間短縮への協力金は 11 都府県と同額まで引き上げるということです、ただ緊急事態宣

言が出ている地域では今後時短営業よりもさらに強い要請が出る可能性も浮上しています。」 

尾身茂（政府コロナ対策分科会会長）「場合によっては休業養成も一つのオプションとして、一つのオプションで

すね、ということはあり得る。」 

ナレ「コロナ対策分科会の尾身会長は緊急事態宣言の期限である来月 7 日が近づいても、感染者が期待通り減っ

ていなかった場合、飲食店に休業養成をする可能性があると述べました、しかし飲食店は今でも厳しい状況にあ

るといます、特にラーメン店の経営が苦境に直面しています、帝国データバンクの調査によりますと、ラーメン

店の倒産は去年 1 年半で 46 件と過去 20 年間で最多となり明日、こちらのラーメンチェーン店、縮れ麺でもちも

ちした食感が特徴の喜多方ラーメンです。この東京池袋の店舗には今月いっぱいで閉店するという張り紙が。」" 

"記者「今月末でしまってしまうと思うんですけど」 

客 B「そうなんですか、残念です。いつもここのと小ろでご飯食べているのでちょっとがっかりです。」 

ナレ「テレワークなどでオフィス街などから人が少なくなり来店者が減少、この店舗での売上は 3 割減りました。

全国に 64 店舗展開していますが、新型コロナの影響による閉店は池袋店を含めて 4 店舗目となります。」 

奥寺紀代（喜多方ラーメン坂内）「ライチタイムを主にこう、よく通ってくださっていた方たちがやっぱり来られ

なくなったな、顔が見えなくなったなというのは多く感じています、」 

ナレ「テイクアウトの提供を本格的にはじめましたが時間が立つと麺が伸びてしまうなど、ラーメン特有の悩み

がありました、そこで。」 

奥寺紀代「（通販の）種類を増やしたりとかして、手軽に喜多方ラーメンを楽しんで頂けるような、そこの取り組

みの強化をしています。」 

ナレ「昨日は、ラーメンチェーン一風堂でアルバイトとして働く男性が休業補償を受けられない窮状を訴えまし

た。」 

アルバイトの男性「えぇ、たぶん 1 月全体を通してざっと計算しても 5～6 万円くらいと思うんですよ」 

ナレ「男性はコロナの影響で勤務シフトが前の月の三分の一ほど減り、その補償を会社に求めました、しかし店

長からは『シフトが確定していなかった分は補償できない』と伝えられたと言います。」 

アルバイトの男性「僕たちその 9 割のアルバイトさんで会社は支えられている、となのにこう言うときになった

ら僕たちは一切、まぁはっきりって 1 円も手当は払われませんでした。」 

ナレ「男性は加入する労働組合を通じ、休業分の補償を求め交渉していますが、会社側は検討中としてることで

す。緊急事態宣言の対象地域では午後 8 時までの時短営業な独占を強いられている飲食業界。更にランチに関し

て西村大臣は。」 

西村康稔『特に八時以降の外出自粛をお願いしておりますけれども昼間も、昼食、ランチはみんなと一緒に食べ

てもリスクは h くいということではありませんので、昼間も出来る限り不要不急の外出自粛をお願いしたいとい

うことであります。」 

ナレ「ランチを控えてほしという発言に飲食業界に反発が出ています、全国チェーンのファミリーレストラン、

サイゼリヤの社長は。」 
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堀埜一成（サイゼリヤ社長）「ランチがどうのこうのと言われて、ふざけんなよ。」 

ナレ「時短要請が出ている中で飲食店にとって、生命線とも言えるランチ、タイガー餃子など都内だけで 126 店

舗を展開する際コーポレーション、政府の養成に従って夜は時短営業をこなっているため売上は後割減りました、

それを補うためランチメニューを拡充した矢先、政府がランチの自粛を呼びかけたのです。」 

中島武（際コーポレーション社長）「夜もダメ、昼もダメ。じゃあどうしたら行きていくんだ、会社を存続させな

きゃ、雇用が守れない。」 

ナレ「更に大きなモナぢがあります、実は東京都、中小の飲食店に出している時短営業の協力金を大手チェーン

には出さない方針です。」 

中島武「根本的に、コロナ感染を防止するのに一部には払って一部には払わない、私たちが生き延びていくため

の援助も併せてお願いしたいと思います。」 

ナレ「東京では大手に協力金が出ない事態にすかいらーくもこう訴えます。」 

西田浩蔵（すかいらーくホールディングス）「従業員お一人お一人の生活がかかっています、飲食店を取り巻く経

営環境は企業の大小に関わらず大変厳しいものがあり、支給の対象から大企業を除外するということは考えるべ

きではない、と。」" 

"ナレ「多くの雇用を支える飲食チェーン店にのしかかる負担、専門家は。」 

木内登英（野村総合研究所エグゼクティブエコノミスト）「仮にこう協力金が支払われない、あるいは額が足りな

いということになりますと、やっぱりその影響というのはもっと大きくですね雇用の削減につながってくる、ま

ぁ前回は持ちこたえたけども今回は流石にですね、雇用をかなり削減しなくてはいけない、というような動きに

繋がりかねないんですよね。」 

ナレ「きめ細やかな対応が求められています。」" 

 VTR を受けてスタジでおは以下に朱記したようなやり取りが繰り広げられた。 

"小川彩佳「持ちこたえられるかどうか、ここにもまぁいつまで頑張ればいのか、その解除の基準、解除の目安、

解除の時期というのが大きく関わってきますけれども、その基準というのが一つ示されてはいますね。」 

山本恵里伽「そうですねただちょっと見解にズレがあるんですね。まず政府見てみたいですが、西村大臣は東京

で一日の感染者が 500 人を目安にしたい、とステージ 3 相当で解除としているのです。一方で専門家は、といい

ますと、ステージ 3 ではまだ流行拡大の状況だとしていまして、ステージ 2 の達成がゴールだとしているのです。

この政府の見解に異論を唱える形になっているんですね。」 

小川彩佳「政府はステージ 3 を目安にするとしている、一方で専門家からはステージ 2 をゴールにするべきだと

いう声が出ている、まぁズレが出ているわけですけれども、今夜は星さんとお伝えしてまいりますが、星さん、

菅総理は今後についてはどのように考えているんですか。」" 

"星浩「そもそもあの、緊急事態宣言、菅さんは出したくなかったんですけれども小池知事らに押される形でまず

出した、と。後は 2 月 7 日で終えたい、というのが菅さんの希望だということなんですけれども、どうも専門家

の話を聞くとそう簡単ではないと言うので、今、軌道修正して 2 月 7 日では終わらないかもしれないという形に

なっているんですね、だいたいこういうときにその甘い基準を示して、その後ズルズルズルズル延長していくっ

ていうのは危機管理上もっともまずいやり方なんですよね、このまま行くとその延長せざるをえないので感染対

策頑張りましょうというのが本当のあるべき姿だと思いますけれどね。」 
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小川彩佳「一方であの今日の国会でも持ち上がった特措法の改正、来週から始まる通常国会で政府は成立を目ざ

っすということですけれどもその中身、お願いしていいですか。」 

山本恵里伽「はい、こちら改正案なんですけれども具体的に見ていきます、まず特措法ですね、見ていますか、

時短休業要請に従わない場合、現段階では罰則はありません、ですがこれを過料 50 万円以下の罰則を科すとい

う内容になっています、今日このことについて西村大臣が『議論を踏まえ適切に判断し、一日も早く国会に提出

したい』と話していました。そして感染症法についても見ていきます。こちら感染者が入院拒否をした場合、一

年以下の懲役、または 100 万円以下の罰金、そして濃厚接触者が追跡調査を拒否した場合、6 ヶ月以下の懲役ま

たは 50 万円以下の罰金を科すという改正案となっています。」" 

"小川彩佳「いずれも厳しい内容となっていますが、まず特措法の改正案、こちらについて星さん、」 

星浩「これはですね、予防的措置ということでやるんですけれども、その時短に従わない人に 50 万払えという

ことなんですけれどもね、生活のためにどうしても働かざるを得ない、この人にはどういうふうに対応するんだ

っていう説明がないんですね、もう 1 つはその補償の支払いなんですけど、ここだけは何故かその支払いが努力

義務になっていまして、支払いあの補償、ちゃんと時短は強制的にやりなさいということなんだけども支払は努

力義務、というのもちょっとなんかよく理解が出来ないということだと思いますね。」 

小川彩佳「そして感染症法に関しては今問題になっているのは入院が出来ない方がいるという状況ですよね、た

だ国会では入院拒否に罰金という議論が行われる。ここにもちょっとズレを感じてしまうんですが。」" 

星浩「そうですね、これはですねやっぱり大きなボタンの掛け違いで、本来なら、この感染症法の改正も特措法

の改正も去年の 11 月 12 月の第二波の段階でやっておけばですね、今この法律は機能していたんですよね、そう

いう意味では一つ遅れて今、今の議論は古い法律でやっているんですね、それで新しい法律を作って今度 2 月以

降に対応しようというのですが、どうもボタンの掛け違いが続いているということですね。」 

"小川彩佳「そして今お伝えしましたように、今将に問題となっているのが感染しても入院先や療養先が決まらな

い人が急増しているということです。」 

山本恵里伽「その数は東京都内だけで 6575 人、中には基礎疾患があっても入院できずなくなる人も出てきてい

ます、医療逼迫と言われるこの事態、改善することは出来ないのでしょうか。」" 

 上記のやり取りを受けて以下に朱記したような VTR が取り上げられていた。 

"ナレ「鳴り止まない電話に職員たちは対応に追われています。ここは神奈川県相模阿原市の保健所、」 

鈴木仁一（相模原市保健所所長）「年末年始にですね、っ患者さんが増えてきたときにちょっと限界に近いな、と。」 

ナレ「業務が限界に近づいたこの保健所では、一昨日、コロナ対応に特化した感染症対策課を立ち上げました、

中学生の子供がいるこちらの保健師は年末年始も返上して働き続けています。」 

保健師 C「中々、子供と夕食というのはもう出来ない状況にはなっていますが、今は仕方がないということで頑

張っております。」 

ナレ「相模原保健所では一昨日、スタッフを当初の 20 人ほどから 50 人近い体制に増強、しかしそれでも十分で

はないと言います、特に難しくなっているのが入院先の調整です。」 

保健所職員 D「一旦切って病院からお電話するように伝えるので、ちょっとだけお待ち下さい。」 

ナレ相模原市の病床使用率は昨日の時点で 80％を超えています。丸一日病院をあたっても受け入れ先が見つから

ないこともあります、東京はより深刻な状況です、現在、都内で入院やホテル療養を調整中の患者は 6500 人を
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超えています、」 

陽性と診断された 20 代男性 E「席が出ていたりですと加熱があったりとか、倦怠感があったりとか、」 

ナレ「都内に住む 20 代の男性、ホテルでの療養を希望していましたが、自宅療養を余儀なくされました。」 

陽性と診断された 20 代男性 E「糖尿病と高血圧、同居の母にまずはうつしたくはないというのが一番ありまし

たね。」 

ナレ「母親は糖尿病と高血圧の持病があると言います、コロナに感染すると重症化するリスクがあるのです、し

かし保健所からは。」 

都内の保健所「ホテルが一向に決まらないので、自宅療養に切り替えて欲しい」 

陽性と診断された 20 代男性 E「こちら向かって右側の部屋を母親が、こっちの左の部屋を自分が使って、まぁ

一応家庭内で隔離の生活をしています・」 

ナレ「そして母親と同居を続けておよそ一週間、恐れていた事態が。」 

藤森祥平（TBS アナウンサー）「お母様、今日病院に行かれたんですか。」 

陽性と診断された 20 代男性 E「そうですねまだ結果は出ていないらしんですけれどもちょっと肺炎の兆しがあ

るということで。」 

ナレ「母親が病院を受診、医師からはおそらく感染していると言われたと言います、現在、検査結果を待ってい

る状態です。」 

陽性と診断された 20 代男性 E「コロナにかかったら本当に死んじゃうんじゃないかなというふうにぼそっと言

っていたんで、移してしまったかなという罪悪感はちょっとあります。」" 

"ナレ「医療現場の逼迫が深刻化する中、日本医師会の中川会長は今日、菅総理と会談、現場の危機感を伝えまし

た。」 

中川俊男（日本医師会会長）「緊急事態宣言の全国適用な適用も是非検討の中に入れて欲しい、検討を始めて欲し

いということを話しました。」 

ナレ「欧米に比べ遥かに感染者が少ない日本、国内に 8000 以上の病院があるにもかかわらず、なぜ医療崩壊の

危機が叫ばれているのでしょうか、日本の医療機関の内、8 割を占めるのが民間病院です。このうち、コロナ患

者の入院が可能なのはおおよそ 2 割しかありません。なぜコロナ患者を受け入れる民間病院が少ないのでしょう

か、都内で発熱患者の診療に当たるクリニックの医師は。」 

大谷義夫（池袋大谷クリニック）「複数の呼吸器専門医、内科医も複数いて ICU や ER の先生方、チームででき

ないとコロナに対応できませんから、民間の 50 床、100 床規模の専門医がいない病院ですと対応するのがかなり

難しい。」 

ナレ「大谷医師は民間病院の多くが 200 床以下の中小施設でそこには専門医や機材がなく、コロナ患者に対応す

るのは難しい、と話します。また、仮に金銭的な支援があっとしても、コロナ患者に対応できる医師を確保する

ことはできないと言います。」 

大谷義夫「金銭的な援助をして、50 床の病院を 500 床に上げて医者を確保できるかと言うとそこは出来っこない

じゃないですか。感染者急増を抑えるしかございません感染者が減れば重症者も必然的に減ってまいります。」 

ナレ「昨日現状の医療制度の問題について問われた菅総理。」、 

記者「今国内では医療崩壊の可能性と指摘されていますが、根本的になにか医療制度であったり体制に関して問
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題があるとお考えでしょうか。」 

菅義偉（首相）「地域のあらゆる医療資源を総動員して、コロナに対応することの病床を確保していくことが大事

だということであります。」 

ナレ「記者が質問した医療制度の根本の問題については明確に答えませんでした。」" 

 VTR を受けてスタジオでは以下に朱記したようなやり取りが繰り広げられた。 

"小川彩佳「今お伝えした記者の質問はまさに多くの方が抱えている問題、疑問の代弁をされたようなものだとい

うふうに感じるんですけれども、これに対しての菅総理の答えというのは真正面からのものではなかった、これ

どういうことなんでしょうか。」 

星浩「そうですね、政府関係者に聞いてみると、どうやらその菅総理この医療崩壊の問題を十分その本質と言い

ますか、深刻さをね、まだまだ把握されていないようなんですね、これはただ帯に問題点を整理して対応すべき

テーマだと思いますね。」 

小川彩佳「じゃあ菅総理ははぐらかしたのではなくて、答えられなかった。」 

星浩「中々この問題の本質については十分に把握されていない段階だったというふうに政府関係者は言っていま

すね。」 

小川彩佳「うーん、ただ本当にこの本質把握していただきたいのは VTR でもお伝えしましたように入院先の調

整がつかないという現実がある中、自宅療養先でなくなる方が出てきてしまっている、ここですよね、」 

山本恵里伽「はい、そうなんですこちら東京のケースなんですけれども、ひとり暮らしの 50 代の女性で高血圧

などの基礎疾患がある方でした今月 6 日に陽性が確認され、症状はあったんですが自宅療養をしていたといいま

す。ただその翌日に亡くなってしまいました。東京都の担当者は本人と連絡をとった結果、入院相当ではないと

判断したと話しているということです、そしてこちらは 80 代の男性です。家族と同居していた方、糖尿病の基

礎疾患があったということです、今月 7 日に発熱焼きの z 症状があり、陽性が確認されました。自宅で療養をし

ていたと言います、で、その翌日、呼吸が苦しくなり発熱したということで入院調整をするんですが、見つかり

ませんでした、ただその間に少し症状が収まったということで 9 日、10 日は入院調整をしませんでした、ですが

11 日に症状が悪化して亡くなったということです。東京都の基準では 65 歳以上で基礎疾患があれば入院させる

ということになっているんですが担当者によると 8 日、この段階で入院させてあげられたら違う結果になってい

たかもしれないと話していたということです。」" 

"小川彩佳「こうした医療の逼迫連日お伝えする中でも中々解消する方向に向かっていかないというところにもど

かしさを覚えるんですけれども、星さん、これはどのようにお感じになりますか、」 

星浩「これはですね、医療機関に補助金を出すだけではもう済まないという状態になって来ていると思うんです

ね、日本の医療というのはそもそも平時向きにできているんですね、厚労省と都道府県とまぁ民間がそれぞれ協

力し合いましょうと、横並びで、っていうことなんですけれども、こういう時は緊急事態ですからやっぱり指揮

命令系統をきちっと作って国が中心になってそのこういう病院にこう言う人を入院させてください、こういう対

応を分担してください、というふうに指示していかないといかんですね、まさにこれこそ菅総理がリーダーシッ

プをとって進めるべき問題だと思いますね。」" 

 このトピックについて当てられた時間は 1331秒でVTRとスタジオでのやり取りそれぞれの時間配分及び比率

は以下の通りであった。 
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 今回はレギュラーの星キャスターの出演日ということで他にゲストを招くということはなかったが、他の放送

日でどういう立場や利害関係を持つゲストを招き、どういう視点からの意見を紹介するのかということは今後も

注視が必要と考えられる。 

 

・医学部入試差別を超えて：結論→特に問題なし 

小川キャスターの「まずはこちらをお聞き下さい、医学部の不正入試で年齢による差別を受けて不合格になっ

たという男性が自身の体験を謳った曲、”Saino Kawara”ご存知絵でしょうか YouTube で 100 万回以上も再生

されて大変な話題となったんですが、歌っていたのはこちらラッパーの Crystal-Z さん、こんかいお話を伺いし

て、先週発表した新曲に込めた思いなどを伺いました。」とのコメントを受けて、以下に朱記したような VTR が

取り上げられていた。 

"曲「目指してみようか、医学の道、それは茨の道」 

VTR 

914秒 

69% 

スタジオ 

417秒 

31% 
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ナレ「医学部を目指す男性が受験勉強をするシーンから始まる曲、Saino Kawara、しかし 

曲「模試の結果はいつも A 判定、でも合格発表ではえっなんで、年齢のハンデ、夢にさえ思わねー、ゴールテー

プごとずらされるなんて」 

ナレ「複数の大学の医学部で女性や浪人年数の多い受験生の点数を操作していたことを明らかに、Saino Kawara

を歌う Crystal-Z さん、長年続けてきた音楽活動をやめて 32 歳で医学部入試に臨みましたが年齢で差別された当

事者となってしまいました、自らの体験を歌ったのが Saino Kawara でした。」 

小川彩佳「中々こういったアクションに踏み切るということはできないと思うんですけれどもこれをなさったの

はどうしてなんですか。」 

Crystal-Z(ラッパー35 歳)「自分しか声を上げる人間がいないってなったときにはうん、まぁそれはもう責任とい

うかある意味で当然というようなふうに感じましたね。」 

ナレ「Saino Kawara の中で何度も繰り返されるメッセージがあります、その中には隠されたメッセージが。」 

曲「順調じゃなくていいから、天才じゃなくていいから、堂々巡り巡り繰り返し、東京偉大なこの街。」 

ナレ「隠されていたのは順天堂と東京医大。2018 年、この 2 校を受験した Crystal-Z さん、面接などの二次試験

でいずれも不合格となりました。最終的に合格した地方の大学の医学部に入学、同棲した彼女とも離れ離れに、

その後、不正入試問題が明らかになり、それぞれの大学から実際は合格点に達していたと知らされたと言います

が」 

Crystal-Z「本当に人間扱いされていないなということをものすごく感じて、本当に向こうからしたらすごいちっ

ぽけな存在で、僕は。」 

ナレ「Crystal-Z さんは一昨年、年齢による差別があったとして、順天堂大学を提訴。東京医科大学についても

裁判外紛争手解決手続の形で協議を続けています。2 校は取材に対し回答は差し控えるなどとしています。Saino 

Kawara の歌詞や映像には他にもたくさんの隠されたメッセージが散りばめられています。」" 

"Crystal-Z「物事を一面的に見るんじゃなくて、その裏にどういう意図があるのかというのをちゃんと立ち止ま

って考えること、曲自体の構造で表現できたかな、と。」 

ナレ「その隠されたメッセージを解き明かそうとするファンも多い Saino Kawara、YouTube の再生回数も 100

万回を超えています。」 

Crystal-Z「裁判の反響が例えばネットのコメントだったり否定的な意見も多くて、音楽にするとかなりそれが減

った。」 

ナレ「先週には新曲ロープスを発表、」 

曲「川が流れている、天の川っていう、流れるいい時間の、裏はゆれている。 

ナレ「この歌にも隠されたメッセージが。」 

曲「書き上げた短冊は封筒にれよう、ときにあるだろうトゲのあるいい方も」 

ナレ「この、トゲという言葉、新型コロナウィルスを表現しているのです、そのコロナ禍も Crystal-Z さんにと

って 2 つの意味があります。」 

Crystal-Z「まぁ僕も肉親がコロナにかかったりしてもちろん憎い気持ちとかもあるんですけれども。」 

ナレ「しかしその一方で、妻の仕事がコロナの影響でテレワーク中心となり、Crystal-Z さんの住む地方で一緒

に暮らせるようになったといいます。そして曲の最終盤では子供も誕生。」 
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小川彩佳「救いというのをちょっと一つ提示していらっしゃるのかなと思いました、新曲で。」 

Crystal-Z「それが自分の目指したところです。そういうコロナ禍における希望の光として自分たちの子供のよう

な存在がるのかなっていうふうに思います。」 

ナレ「自らの絶望を歌にして、Saino Kawara、一転、今回の新曲ではコロナ禍の希望が歌われていました。」" 

 このトピックについて当てられた時間は 417 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・コロナ重点病院と妊婦：結論→特に問題なし 

 山本キャスターの「先日 NEWS23 でお伝えした都内の 3 つの病院がコロナ専用病院になることを受けて、出

産直前の妊婦が入院できなくなっている問題、動きがありました。」とのコメントを受けて、以下に朱記したよう

な VTR が取り上げられていた。 

"ナレ「臨月を迎えている 26 歳の女性、来月 4 日、都立広尾病院で第三子の出産を予定していました、しかし、

先週金曜日、病院から突然、入院できないと告げられたと言います。」 

来月出産予定の女性（26 歳）「コロナの病院に変わっていくので 2 月、3 月出産予定の人は別の病院を紹介する

ので決めて、検診に言ってください、と言われました。すごくショックで。」 

ナレ「広尾病院から紹介されたのは 30 万円ほどの追加費用がかかる民間の病院でした。こうした動きを受けて、

今日、小池都知事は。」 

小池百合子（東京都知事）「経済的にもですね、民間病院ですと、少し高く、お高く出産費用がなるということで

その差額分の支援なども進めてまいります。不安がないように、都庁としてしっかり皆さんの出産を後押しして

まいります。」 

来月出産予定の女性（26 歳）「声を上げてよかったな、と感謝の気持でいっぱいですが、差額分っていうのがど

ういうふうに出るのか、はっきりさせていただけると病院が決められるので、はっきりしていただきたいなと思

っています。」" 

 このトピックについて当てられた時間は 100 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・アメリカで独自の変異ウィルス：結論→特に問題なし 

 アメリカの変異ウィルスについて VTR が取り上げられるとともにナレーションによって「全米大学アメリカ

ンフットボール王者に輝いたアラバマ大学の周辺に大勢のファンが詰めかけ密集状態に、この地域でも新型コロ

ナは猛威を奮っていて警察が集まらないよう呼びかけていましたが、この始末。そのアメリカでは中西部オハイ

オ州で国内で独自に変化した可能性が高い新型コロナの変異ウィルスが発見されました。イギリスで発見された

感染力が強いとされる変異ウィルスと共通する部分が見られるということです。一方、こちらはカリフォルニア

州、救援しているディズニーランド・リゾートの駐車場です。感染拡大が止まらない中、ワクチン接種を加速さ

せようと接種会場が設置されました。」とのことが伝えられた。 

 このトピックについて当てられた時間は 66 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・石破茂氏が会食を陳謝：結論→特に問題なし 

 石破茂氏が会食について陳謝したことが以下に朱記したような VTR で取り上げられていた。 
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"ナレ「自民党の石破元幹事長は今夜、BS-TBS の番組に出演し、今月 8 日、福岡県内のふぐ料理店で 9 人で会食

したこと人ついて陳謝しました。」 

石破茂（自民党元幹事長）「礼儀を失しちゃいかんね、とかご厚意を無にしちゃいかんねっていうのが勝っちゃっ

た、申し訳ありません。」 

ナレ「石破氏は感染対策のため、会食が 5 人を超える場合、部屋を分けるようお願いしていたが、行ってみたら

そうではなかった、と事情を説明する一方、国民の皆様に苦しい思いを政府与党としてお願いしているときに大

変申し訳無い、と重ねて陳謝しました。」" 

 このトピックについて当てられた時間は 46 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・アフターコロナのくら寿司：結論→特に問題なし 

 アフターコロナを見据えてのくら寿司について以下に朱記したような VTR が取り上げられていた。 

"ナレ「回転寿司大手のくら寿司はアフターコロナに対応した初の都心型店舗を公開しました。スマホのアプリで

注文できるなど、店に入ってから出るまで非接触で食事を楽しめる他、豊富なアルコールメニューを提供します。」 

岡本浩之（くら寿司執行役員）「ビジネスマン、ビジネスパーソンですね、とか学校帰りの方が多いそういった方々

にもターゲット、顧客を広げていきたい、」 

ナレ「感染収束後の需要を想定し、郊外の顧客とは違う客層を掴みたい考えで、くら寿司はこうした都心型の店

舗を更に 4 店舗オープンする予定です。」" 

 このトピックについて当てられた時間は 44 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・ラグビートップリーグのコロナ影響：結論→特に問題なし 

 ラグビートップリーグのコロナ影響について VTR で取り上げられるとともにナレーションによって「日本ラ

グビー協会は明後日開幕予定のトップリーグを延期すると発表しました。一昨日、4 チームで合計 46 人の陽性が

明らかになり、既に２試合が中止となっていました。更に今日、神戸製鋼でも１０人の新型コロナ陽性が判明す

るなど、新たに３チームで陽性者が確認され、合計６２人となりました。この状況に協会は全試合の延期を決断、

開幕は２月上旬から中旬頃を目指すとのことです。」とのことが伝えられた。 

 このトピックについて当てられた時間は 40 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・バドミントンの桃田賢斗選手が隔離機関を終え練習復帰：結論→特に問題なし 

 山本キャスターによって「新型コロナの陽性反応が出ていたバドミントンの桃田賢斗選手、隔離期間を終えて、

練習を再開したことを発表しています。」とのことが伝えられた。 

 このトピックについて当てられた時間は 10 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・アメリカの政治情勢：結論→特に問題なし 

 小川キャスターの「アメリカ連邦議会下院は議事堂への乱入事件を受けて、トランプ大統領を弾劾訴追する決

議案を可決しました。２回、弾劾訴追された大統領は史上始めてです。」とのコメントを受けて、以下に朱記した

ような VTR が取り上げられた。 
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"ペロシ（民主党下院議長）「トランプ氏は我々が愛する国にとって明確な現実の脅威です。」 

ナレ「暴力を扇動したなどとしてトランプ氏の弾劾訴追決議案が審議される中、議会周辺では厳重な警備体制が

しかれ、議事堂の中も州兵が警備に当たりました。」 

共和党下院議員「トランプ大統領の行動に弁解の余地はない。」 

ナレ「結局、身内の共和党からも 10 人の議員が賛成に回り決議案が賛成されると、トランプ氏は動画を公開。」 

トランプ大統領（動画）「私は先週の暴力を明確に非難します。」 

ナレ「弾劾裁判はバイデン新大統領が誕生する 20 日以降に上院で開かれる見通しです。」" 

 VTR を受けて、小川キャスターの「トランプ大統領、対応に追われていますね、」とのコメントに対し、星キ

ャスターは「そうですね、下院では共和党の 10 人が造反したので、上院でこのままその共和党が 17 人造反する

と弾劾が成立すると言うので、トランプさんは気が気じゃないですね、ただ共和党からするとですね、ここでも

うトランプさんから離れてですね、新しい共和党に生まれ変わる、そういうタイミングを伺っているんじゃない

かなと私は見ているんですけれどもね。」とコメントしていた。 

 このトピックについて当てられた時間は 89 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

最高裁判例の見地からの「印象操作」に関する所見および該当トピックの報道内容要旨 

 特に問題なし 

検証者所感 

・新型コロナ 

 VTR では記者の「今国内では医療崩壊の可能性と指摘されていますが、根本的になにか医療制度であったり体

制に関して問題があるとお考えでしょうか。」との質問に対し菅総理が「地域のあらゆる医療資源を総動員して、

コロナに対応することの病床を確保していくことが大事だということであります。」と答えるシーンが取り上げ

られ、これについてナレーションでは「記者が質問した医療制度の根本の問題については明確に答えませんでし

た。」と評されていた。 

 また、このシーンについてはスタジオでは以下に朱記したように評されていた。 

"小川彩佳「今お伝えした記者の質問はまさに多くの方が抱えている問題、疑問の代弁をされたようなものだとい

うふうに感じるんですけれども、これに対しての菅総理の答えというのは真正面からのものではなかった、これ

どういうことなんでしょうか。」 

星浩「そうですね、政府関係者に聞いてみると、どうやらその菅総理この医療崩壊の問題を十分その本質と言い

ますか、深刻さをね、まだまだ把握されていないようなんですね、これはただ帯に問題点を整理して対応すべき

テーマだと思いますね。」 

小川彩佳「じゃあ菅総理ははぐらかしたのではなくて、答えられなかった。」 

星浩「中々この問題の本質については十分に把握されていない段階だったというふうに政府関係者は言っていま

すね。」 

 ここで星キャスターは「本質」という言葉を使っているが、この医療問題の本質というのを星キャスターや小

川キャスターはどういうものだと考えているのだろうか。 
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 前半の VTR ではお客さんがいなくて苦境にあえいでいる事業者の様子が取り上げられていたが、他方で医療

については連日医療現場の逼迫すなわち需要の高騰が伝えられており、また、昨年末の NEWS23 の報道では医

療現場の経営難についても伝えられていた。 

 需要が高騰しており供給すればするほどモノやサービスが売れるという状況でありながら経営が苦しいとい

うのはどういうことなのだろうか。不適切な価格で売買がなされているからサービスを提供しているのに経営が

苦しいということになっているのではないだろうか。いずれにしてもに普通の取引をしている人げんからすると

理解の出来ない感覚なのだが、つまるところ、医療資源については価格による需給調整という市場原理が全く機

能していないために、需要の高騰に対して医療が逼迫し、それでいてなお医療機関が経営苦にあえぐというっけ

んすると意味のわからない状況になっているのではないだろうか。 

 そうすると、「根本的になにか医療制度であったり体制に関して問題がある」という質問に対する一つの論理

的な解としては「価格による需給調整が機能していないから」ということが挙げられると思うが、これは同時に

国民皆保険制度及び診療報酬制度の撤廃を示唆するものでもある。この答えは「質問から真正面から答えた」も

のであり、「本質的な解」の一つでもあるが、問題はそうした答えを視聴者あるいは国民の側に受け止める覚悟

があるのか、ということである。そうした覚悟がないのであれば、医療の問題に限らず日本の問題について「本

質的な解」だとか「抜本的な解」を求めるのはやめた方がいいだろう。  
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テレビ局：TBS 番組名：NEWS23 放送日：2021 年 1 月 15 日 

出演者：小川彩佳、村瀬健介、山本恵里伽、石井大裕 

    小林慶一郎（政府分科会メンバー、経済学者） 

検証テーマ：コロナと緊急事態宣言、コロナ禍のセンター試験、北朝鮮の軍事パレード 

吉川元農林水相在宅起訴、警視庁が容疑者全員に PCR 検査 

報道トピック一覧 

・コロナと緊急事態宣言 

・コロナ禍のセンター試験 

・北朝鮮の軍事パレード 

・吉川元農水相在宅起訴 

・スポーツ報道 

・警視庁が容疑者全員に PCR 検査 

・天気予報 

 

 

放送法第 4 条の見地からの検討・検証および該当トピックの報道内容要旨 

・コロナと緊急事態宣言：結論→他の放送日との併せての評価が必要 

 ゲストの紹介及び導入として以下に朱記したようなやり取りが繰り広げられていた。 

小川彩佳「本日のゲストをご紹介します、政府のコロナ分科会のメンバーで経済学者の小林慶一郎さんです。ど

うぞよろしくお願い致します。」 

小林慶一郎（政府分科会メンバー、経済学者）「よろしくおねがいします。」" 

"小川彩佳「さて、今日は緊急事態宣言が一都三県に出されてからちょうど一週間ということとなります、そこで

一週間前と今日の感染者数比べてみます、山本さん。」 

山本恵里伽「はい、こちら、東京は先週 2392 人でしたが、今日は 2001 人、そして埼玉、496…、496 人から 490

人と同じくらいの水準です。一方で神奈川ですね、838 人から、872 人と増えていまして、千葉は今日はじめて

500 人を超え、最多となっているんです、各地の人で、変化はあるんでしょうか。」" 

 上記のやり取りを受けて、以下に朱記したような VTR が取り上げられていた。 

"ナレ「午後 2 時過ぎから始まった小池都知事の会見、感染が抑え込めていない現状についてこう、訴えました。」 

小池百合子（東京都知事）「昼夜を問いません、そして外出なさる、このことについては、できるだけ不要不急、

お控えをください。」 

ナレ「東京を含む一都三県に緊急事態宣言が出されて一週間、街の様子に変化があるんでしょうか。」 

村瀬健介（報告）「新宿駅前の午後七時半ですけれども緊急事態宣言が出て、一週間が経ちましたが、ご覧のよう

に人の数、あまり減っていないような感じがします。」 

ナレ「携帯電話の位置情報をもとにしたデータの分析を使い、緊急事態宣言が出された先週 8 日と昨日の人出を

比較してみると、東京新宿駅周辺ではおよそ 13％減少しています。」 

学生 A（20 代）「危機感がまだないなって思いますね、昼間に外出することを容認すしているような雰囲気は出
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ちゃてるかなっていうきはしますよね。」 

会社員 B（40 代）「自身で決めることだと思うので、前回ほど大きな効力もなく、たぶん普通に席圧されるんじ

ゃないかなと思います。」 

村瀬健介（報告）「午後 8 時半の渋谷駅前です。多くの飲食店が閉まる午後 8 時を過ぎているんですけれども。

ご覧のように多くの人が行き交っています、特に目立つのは若者の姿です。」 

ナレ「緊急事態宣言かとは思えないほどの人出、これでも渋谷駅周辺では先週 8 日と比べ、昨日の人では 7.1％

減少しています。そしてこちらでは。」 

村瀬健介（報告）「午後 9 時の新橋駅です、駅に向かう人の姿はあるんですけれどもかなり人の数は少ない感じ

がします、駅前の広場もご覧のように換算としています、新橋駅周辺では先週 8 日と比べても殆ど変わりません

でした。繰り返される自粛の呼びかけとは裏腹に新規感染者数は一向に減る様子がありません。東京都の新規感

染者数は 2001 人で 6 日ぶりに 2000 人を超えました。医療提供体制も限界に近いという声が聞かれます。都の関

係者は今月に入ってから新型コロナ重症者用の受け入れ可能病床数は連日 1 桁が続いている、と言います。影響

は一般の救急患者の受け入れにも。」 

都内の救命センター医師「数時間の間に 11 件の搬送依頼があったが救命センターはどこも満床で数時間探して

いたケースがあった、コロナじゃない重症患者の行く場所がなくなっっている。」 

ナレ「今日、厚生労働省で行われた感染症の専門部会では感染症法の改正が議論されました。宿泊療養などの要

請に応じない陽性者に病院への入院勧告を出来るようにし、これに反した場合には罰則を設ける案が示されまし

た。出席した委員からは罰則の運用には慎重になるべきだとの意見が相次いだものの示された改正案については

概ね了承されました。政府が与野党に示した改正案では入院勧告に反した場合は一年以下の懲役または 100 万円

以下の罰金、保健所の調査を拒否したり虚偽の申告を行ったりした場合には 50 万円以下の罰金などが想定され

ています。」" 

"小松康則（大阪府職労執行委員長）「月 80 時間、100 時間、150 時間という残業が続いて休みもなく働いていま

す。」 

ナレ「こう窮状を訴えるのは大阪府の保健所や関係する団体の職員たち、保健師の計画的な採用や保健所職員を

増やすことなどを求めるおよそ 6 万人の署名を吉村知事ら宛に提出しました。保健師の一人は感染者の気遣い

に。」 

植村亜由（保健師）「先日コロナ陽性になった 30 代の男性にホテル療養をご案内しました。『わかりました』と

いったその方が急に気付いたように『ホテルは足りているのですか、僕よりも状態の悪い方や同居家族の方がい

たら、その方を先にしたもらった方が。僕は少し良くなったし一人暮らしですし』」 

ナレ「茨城県は県独自の緊急事態宣言を発表、感染者が今日、過去最多となったことや高齢者施設で 80 人が感

染する大規模クラスタが発生したことなどを受けてのことです。」 

大井川和彦（茨城県知事）「我々の想定を遥かに超えてるスピードで増えてきているためにですね。」 

ナレ「一方、国が緊急事態宣言に準じた措置を検討している広島市。」 

湯崎英彦（広島県知事）「検査は勿論強制ではございません。」 

ナレ「およそ 80 万人を対象に希望者は無料で PCR 検査などが受けられるようにする方針を決めました。」" 

 VTR を受けてスタジオでは以下に朱記したようなやり取りが繰り広げられた。 
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"小川彩佳「緊急事態宣言が出されてから 1 周間がたちました。各地の人出を見てみると渋谷と横浜は少し減って

はいるんですが大幅な減少とは言えません。また埼玉の大宮や千葉の西船橋は少し増えてしまっているんです

ね、」 

小川彩佳「小林さんはこの現状をどのようにご覧になっていますか。」 

小林慶一郎「そうですねあの、行動制限をする場合はやはり早く強い措置を取ってとにかく短い期間で感染者を

減らしてそして経済を再開するというのが経済社会にとって一番コストが小さいやり方だと持っているんです

が、こうやって人出が減らないとどんどん長引いてしまって、これはやっぱり社会経済に対する大きなコストを

これから掛けてしまうということで、になるんじゃないかと心配に思っています。」 

小川彩佳「なぜこのようなことになっているのか、その行動を変えるという意味では政府の発信も大切だったと

思っているんですけれども、その発信の仕方という意味ではどのようにお感じになっていますか。」 

小林慶一郎「そうですね、メッセージの出し方がちょっと曖昧だったという面があったと思いますね。特に夜 8

時以降の自粛ということが強調されすぎて、本来は 24 時間午後のお茶の時間も会食や外出というのはやめても

らいたいと言うはずだったですし、県の境を超えた移動というのもやめてもらいたいというのがこれ、原則だっ

たはずですが、それがうまく伝わらなかった、それがなんとなく小出し、後出しのような印象をですね、作って

しまって皆さんの行動が変わらないということになったのかなと思います。」" 

"小川彩佳「こうしたメッセージの在り方というのはその分科会からの提言を受けてのものではなかったのでしょ

うか。」 

小林慶一郎「う～んとですね、まぁ分科会の提言の中に書いてあったことをやはり強調するポイントが少し経済

に対する配慮が働いてしまったのではないかなというような気がします。やはりあの分科会の中での議論ではで

すね、特に感染症の専門家の方々では 11 月の半ばくらいからもうフェーズが変わったと、それ以前 11 月の半ば

以前は経済も回せる、そして感染症の対策もできるという、両輪でやっていけるというフェーズだったんですけ

れども 11 月の半ば以降、感染が急拡大して、そうなってくると経済は一旦脇において、まず感染症対策に集中

すべきだというそういう時期にフェーズが変わったというふうに思ったんですが、その認識がうまく政府の中で

広く共有できていなかった、という状況がまぁこういうことになったのではないかなというふうに思います。」" 

"小川彩佳「分科会と政府とで前提が違っているということになりますけれどもそれでは今後対策をどれだけ積み

上げてもズレ続けるということにはならないでしょうか。」 

小林慶一郎「まぁ前提が違う、というか少し認識にギャップがあったということだと思うんです、目指している

ところは同じなんですけれども、やはり今どういう時期なのか、今どういう対策を最初にやるべきなのか、とい

うところで少し認識が共有できていないところがこの 11 月から 12 月、そして 1 月までまぁ続いてきたというこ

となんではないかと思いますね。」 

小川彩佳「このあとも引き続きお話を伺ってまいりますが、続いて山本さん。」 

山本恵里伽「はい、今週度々お伝えしています、出産間際の女性が転院を余儀なくされている問題です。妊婦さ

んたちの訴えに国会議員も動きは自前ました、一方で売り上げが半減した中小企業などを支援する持続化給付金

は突然の方針転換がありました。」" 

 上記のやり取りを受けて、以下に朱記したような VTR が取り上げられていた。 

"ナレ「持続化給付金と家賃支援給付金は原則、今日が申請受付の最終日でした。こちらでは駆け込みし相談に備
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えていたのですが。」 

梶山弘志（経産相）「持続化給付金と家賃支援給付金の申請期限を 2 月 15 日まで延長を致します。」 

ナレ「昼前突如飛び込んできたニュースに、延長が決まったことで慌ててポスターも作り直し、そして貼り直し。

家賃支援の申請を考えていた大石さん、おもちゃを扱う会社でコロナ前と比べ売上は 9 割以上減ってしまったと

言います。持続化給付金は既に支払いに当てたため殆ど残っていません、そこでまだ申請をしていない家賃支援

を考えているのです。今回、申請期間は延長されましたが。給付の回数は増えるわけではありません。」 

大石雄護（おもちゃ販売業）「持続化給付金はもう一度復活というかやっていただきたいですね。」" 

"ナレ「一方、病院のコロナ専用化で出産直前の妊婦が転院を余儀なくされている問題、多くの妊婦から不安の声

が上がっています。新型コロナの専用病院となる都立広尾病院で今月末出産予定だった 25 歳の女性は。」 

今月末出産予定の女性（25 歳）「信頼している女医さんとか助産師さんとか、なんだろ病院の買ってもわかって

いたところからなんにも知らないところにパって決めないといけないというのは結構しんどかったり。」 

ナレ「転院先を複数紹介されましたがどこも 2,30 万円の追加費用がかかる民間病院でした。追加費用の支払は難

しく、少しでも出費を抑えるため、急遽実家に戻り出産することになりました。昨日、小池知事は差額分の支援

などを進める考えを示しましたが女性のもとには、まだなにも連絡はありません。」 

今月末出産予定の女性（25 歳）「先に言ってくれてたら本当にありがたかったなと思います差額の分負担してい

ただけるということがわかっていれば、わざわざ里帰り出産を選ぶことはなかったので。」 

ナレ「東京都によりますと広尾病院からの転院を余儀なくされた妊婦はおよそ 200 人に登るということです、立

憲民主党のなどの野党議員は厚生労働省に対し、東京以外の地域でも起こりうるとして、転院にかかる追加費用

などを支援するよう要請しました。」 

厚労省の担当者「まずは東京都さんのほうでどういった支援をされるのかということを我々としてはしっかりと

確認をしていきたいと思います。で、その上で追加の費用負担を認める認めないということについては持ち帰っ

て検討をさせていただきたい。」" 

 VTR を受けてスタジオでは以下に朱記したようなやり取りが繰り広げられた。 

"小川彩佳「持続化給付金と家賃支援給付金が急遽延長されましたけれども、これらも来月には打ち切られるとい

うことになりますが、いわゆるコロナ倒産というのも増えているの中で、今後新たな支援というのはどのように

お考えですか。」 

小林慶一郎「そうですね、持続化給付金というのはあくまでその現状のビジネスをそのままに現状を維持しよう

という一時的な支援策なんだと思うですよね、やはりコロナのこの環境っていうのがあと 1 年、2 年、続くかも

しれないということを考えるとやはり飲食店、宿泊や飲食などはですねビジネスモデルをこれからやはり変えて

いかなければいけない、そういう事業の構造転換をするのを条件に、その構造転換を支援する、そういう支援金

を拡充していく、まぁ今、三次補正にも入っているんですが、そういう方針で構造転換を事業構造転換を支援し

てく、そういう政策に変えるべきじゃないかというふうに私は思います。」 

小川彩佳「うーん、なるほど。また今回の宣言では時短要請に応じた飲食店に対して 6 万円の協力金というのが

支払われることになっていますが、他の業種からも不公平感を訴える声、そしてまぁ 6 万円というのもお店によ

ってもその重みが変わってきますけれどもこのあたりどういうふうに考えればいいんでしょうか。」 

小林慶一郎「そうですねこれやはり政府の側のその能力の限界というのもあります、早く払わなければいけない
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のでスピードを重視するとどうしても低額でさっと条件を決めて払うというふうにならざるをえない。そうしま

すと不公平が色々出てきてですね、見落とされる業界が出てきたりとかあるわけですけれども他にも全部に払え

ばいいかというと、そうすると納税者のお金をこれ払うことになりますから、納税者の納得は得られるのか、そ

ういう問題もある、ですから事業者への支援というのはなかなか難しいので私は個人に対する給付をですね、も

う少し工夫をしていいものを作るべきじゃないかというふうに思います。」" 

"小川彩佳「あっ。それは例えばどういったものでしょうか。」 

小林慶一郎「そうですね、私が去年の春頃から提案しているのはその、所得連動型の現金給付という考え方なん

ですけれども、申請する人は事前の審査なしでもう申請した人全員に例えば毎月 10 万円くらいの金額を一年間

給付する。こうすることで迅速にお金を配るということが出来るわけです、そしてその一年後年末調整とか確定

申告と納税をするときに税務署が給付を受けた人の所得をチェックして所得が低い人は返金をしないもらったま

ま、そして所得が高かった人は上乗せ課税という形で返金をしてもらう、こうすることで本当に置かんねが必要

な人に早くお金を配るということが出来る、まぁそういう提案でこれはアメリカやヨーロッパの経済学者も同じ

ような事後調整方の給付金という考え方は出しているんですけれども中々実現しない状況になっています。」" 

"小川彩佳「中々実現しないというのはどうしてなんでしょうか。」 

小林慶一郎「これはやはり納税とですね給付が一体となったシステムなので、やはり財務省というか、あるいは

課税当局はこういうお金を配るという仕事に慣れていませんので、あまりこういうことに抵抗があるというのが、

各国、まぁこれは日本だけではなく各国でもそういう事が言われていますね。」 

小川彩佳「ただまぁこれ、先生、去年の春頃から提案されていたと仰っていましたけれども分科会のメンバーと

して政府にこれは提言されているですよね。」 

小林慶一郎「いや、これはですね、経済学者として色々なメディアに発表しているにとどまっていまして、まだ

あのきちんと政府に提言しているということではないんですが、まぁこういう可能性、というかこういう議論が

まぁいろいろなところで出てくれば、あの政府にも動いてもらえるんじゃないかと、いうふうに私は期待してこ

れからも政府にじゃ言っていきたいというふうには思っています。」 

小川彩佳「そういった提言というのは中々する機会がないんですか。」 

小林慶一郎「あの分科会はですねどちらかというと医療政策を感染症対策を話し合う場になっていまして、その

まぁ財政支援とか給付金のようなお話はこれ、政府にどうぞちゃんと考えてください、というふうに政府に宿題

を出すというところで分科会の議論は終わることが多いんですね、ですから経済の問題は政府に考えてもらいた

いという立場なので、まぁこれは私が経済学者としていろいろなルートで政府に働き、お話をしていきたいとい

うふうに思っています。」" 

"小川彩佳「うーん、今まさにこの保証のあり方というのは大変重要なところだと思いますし、先生は個人への給

付は必要だというふうにお考えなんですね。」 

小林慶一郎「個人への給付がやはりこれから難しくなってくる、大事になってくる特に非正規の、特に女性の労

働者が非常に苦しい立場に秋以降なっていますので、そこは早く救済の手を差し伸べるべきだとおもいます。」 

小川彩佳「はい、わかりました、小林さんにお伺いしました、どうもありがとうございました。」 

小林慶一郎「どうもありがとうございました。」" 

 このトピックについて当てられた時間は 1181 秒で、VTR とスタジオでのそれぞれの時間配分及び比率は以下
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の通りであった。 

 

 今回のゲストは経済学者として政府のコロナ対策分科会のメンバーとなっている小林慶一郎教授で、これまで

の傾向からすると珍しい人選であった。今後も、どういう人をゲストとして招きコメントを求めるのかというこ

とについてはその専門性や立場および利害関係などに偏りがないかということも含め、注視が必要と考えられる。 

 なお、今週一週間として評価した場合には、ゲストの人選という意味ではやや医療関係者に偏っていた嫌いが

あるが、金曜日は経済学者をゲストとして招くということもあり、放送法には若干の配慮されていた人選と言え

るだろう。来週以降の報道で偏りが見られるということがないように、今後も注視が必要であると考える。 

 

・コロナ禍のセンター試験：結論→特に問題なし 

 山本恵里伽「次です、大学入学共通テストがいよいよ明日から始まります、全国で 53 万人以上が志願してい

ますが、新型コロナの影響で異例の受験シーズンとなっています。合格を祈願する神社にもある変化が。」とのコ

メントを受けて以下に朱記したような VTR が取り上げられていた。 

"ナレ「学問の神様菅原道真を祀る湯島天神。」 

村瀬健介（報告）「コロナ対策として密にならないように参拝位置が赤いテープで示されているんです。」 

ナレ「明日から始まる大学共通テストを前に受験生は最後の神頼み。、」 

受験生 A「結構緊張しています。」 

受験生 B「同じく。」 

スタジオ 

584秒 

49% 

VTR 

597秒 

51% 
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受験生 C「コロナのせいで、うまく力が発揮できないということは言い訳にしかならないと思うので。」 

ナレ「こちらは看護師の国家試験を控えた学生たち、コロナ禍にナースを目指す決意は。」 

看護学生 D「入って最低限の教育で最前線、感染の最前線では働くっていうことになるのかなっていう不安はあ

ります。」 

ナレ「今年は感染リスクを避けるため、合格祈願のお守りを郵送してもらう依頼が殺到していると言います。お

よそ 30 年続いたセンター試験に変わって初めて実施される共通テスト、コロナ対策で試験風景は様変わりしま

す。受験会場となる大学では入念な感染対策が行われていました。」 

稲富直樹（拓殖大学入学支援センター事務部長）「密にならないような受験生の配置ということで教室数がですね、

今までの入試よりも増えたということによります、試験監督者の手配」 

ナレ「受験生には試験の一ヶ月前からの体調を記した健康観察記録の持参や会場でのマスク着用の徹底などが求

められています。もし、受験生が濃厚接触者に当たる場合は。」" 

"福田浩子（報告）「こちらの別室ではここに座る受験生と試験監督官がこのように離れており、飛沫防止の為の

パネルもあります、」 

ナレ「大学入試センターは PCR 検査で陰性であることや無症状であることなどを条件に別室での受験を認めて

いますまた、病気や怪我、試験当日に体調不良になった場合でも追試験が受けられます。」 

萩生田光一（文科相）「試験当日に体調に不安が生じた場合はくれぐれも無理をしないようにお願いをしたいと思

います。」" 

 このトピックについて当てられた時間は 175 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・北朝鮮の軍事パレード：結論→特に問題なし 

小川キャスターの「続いてこちら、全身白のスーツにこの照明の演出もあります、これは今日公開されました

北朝鮮の軍事パレードの様子、なんです。このタイミングで北朝鮮が軍事力を誇示、これはどういった狙いがあ

るんでしょうか。」とのコメントを受けて以下に朱記したような VTR が取り上げられていた。 

"ナレ「隊列を乱すことなく行進する兵士たち、北朝鮮国営メディアは昨日行われた軍事パレードの映像を公開し

ました。会場の外では多くの市民がマスクを付けて兵士たちを見送っていましたが、会場内では金正恩総書記を

始め、マスクを付けている人は一人も見られません、新型コロナの感染者は一人もいない。去年 10 月の金総書

記の発言と足並みをそろえているかのようです、軍事パレードでは。」 

音声「世界最強の兵器水中戦略弾道ミサイル」 

ナレ「世界最強の兵器と歌われたミサイルが登場、その正体とは。」" 

（CM) 

"軍事パレード実況「朝鮮労働党の頼もしい核武装力である、戦略軍縦隊が行進しています。」 

ナレ「昨夜行われた北朝鮮の軍事パレード、注目されるのは北極星 5 型と記されたミサイルです、新型の SLBM

潜水艦発射弾道ミサイルと見られます。去年 10 月、北極星 4 型を公開したばかりでしたが、このミサイルにつ

いて専門家は。」 

黒井文太郎（軍事ジャーナリスト）「先端部分がですね、以前のものに比べると若干長くなったと言いますかね、

少し円錐形に近くなった。北朝鮮としてはまぁ何かしらのマイナーチェンジと言いますかね、まぁどんどん改良
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を進めているということが大事で。」 

ナレ「アメリカのバイデン政権の発足を 20 日に控えて牽制の狙いもあると見られている今回の軍事パレード、

韓国の専門家は今後の非核化をめぐる米朝交渉の行方についてこう分析します。」 

キム・ドンヨプ（刑難大学極東問題研究所所長）「バイデン政権が新型コロナや国内問題に集中すれば、北朝鮮の

優先順位が下がることを北朝鮮自身がよくわかっている、制裁解除に期待せず、”マイウェイ計画”を立てたと言

える。非核化交渉が進展する可能性は低いだろう。」" 

 このトピックについて当てられた時間は 168 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・吉川元農林水相在宅起訴：結論→特に問題なし 

 吉川元農水相が在宅起訴されたことについて以下に朱記したような VTR が取り上げられていた。 

"菅義偉（首相）「大変に残念であります。」 

ナレ「元農林水産大臣の吉川貴盛被告は鶏卵生産会社の元代表から大臣在任中に現金 500 万円を受け取った収賄

の罪で今日、東京地検特捜部に在宅起訴されました。菅総理は自民党が吉川被告の選挙区だった衆議院北海道 2

区の補欠選挙への「候補者擁立を見送ったことについて、」 

菅義偉「今回の事態を重く受け止めて深く反省をし、そして、襟を正して有権者の皆さんの信頼回復に努める、

そのことを優先すべきだ、と。」" 

 このトピックについて当てられた時間は 51 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・警視庁が容疑者全員に PCR 検査：結論→特に問題なし 

 小川キャスターの「警視庁は全国の警察で初めて容疑者全員に PCR 検査を実施することを決めました。」との

コメントを受けて、VTR が取り上げられるとともに、ナレーションによって「警視庁では先月、新宿刑務所に留

置していた 22 人が新型コロナに感染するなど拘留中の容疑者の感染が相次いでいました。こうした事態をうけ、

警視庁は今後、逮捕した容疑者全員に対し留置所に入る前に PCR 検査を実施することを決めました。これまで

検査の対象外だった無症状の容疑者については警視庁の施設に設けた専用の機器で検査を行い、症状が出ていた

り、感染が疑われたりする容疑者についてはこれまで通り医療機関に検査を依頼するということです。」とのこと

が伝えられた。 

 このトピックについて当てられた時間は 48 秒だった。 

 

最高裁判例の見地からの「印象操作」に関する所見および該当トピックの報道内容要旨 

 特に問題なし 

検証者所感 

・コロナと緊急事態宣言 

 分科会での議論についてスタジオで小林慶一郎教授が「あの分科会はですねどちらかというと医療政策を感染

症対策を話し合う場になっていまして、そのまぁ財政支援とか給付金のようなお話はこれ、政府にどうぞちゃん

と考えてください、というふうに政府に宿題を出すというところで分科会の議論は終わることが多いんですね、
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ですから経済の問題は政府に考えてもらいたいという立場」と語っていた。 

 たしかにこれまでの報道などの印象からは分科会というのは経済であるとか財政のことは考えていないのだ

ろうな、という気が薄々はしていたが、まさか本当に財政や経済の話はしていなかったとは率直に言って驚いた。 

 確かに医療政策や感染症対策は必要ではあるが、だからと言って納税者や財政の視点あるいは対策によって失

業や廃業など甚大な被害を被ることになる人々がいるということは忘れてはならないだろう。 

 

 


