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対象番組：NEWS23(TBS) 

対象期間：3/30～4/3 

 

・3/30(月) 

 東京都の外出自粛要請、緊急事態宣言について、東京オリンピック、河井案里議員、海上自衛隊の護衛艦と中

国漁船が衝突、小池都知事の緊急記者会見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、特に問題と考えられる場面は見られませんでした。 

 

・3/31(火) 

 新型コロナと経済、上皇ご夫妻が仙洞仮御所へ、クロージング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、問題と考えられる場面は特に見られません

でした。なお、クロージングについては検証者の所感を記しました。 

 

・4/1(水) 

 コロナと経済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、問題と考えられる場面は特には見られませんでした。なお、コロナと経済については検証者

の所感を記しました。 

 

・4/2(木) 

 アベノマスク、河井案里議員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、放送法上は特に問題と考えられる場面は見られませんでした。なお、アベノ

マスクおよび河井案里議員については検証者の所感を記しました。 

 

・4/3(金) 

 政府の現金支給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、放送法上は特に問題と考えられる場面は見られませんでした。 
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テレビ局：TBS 番組名：NEWS23 放送日：2020 年 3 月 30 日 

出演者：星浩、小川彩佳、山本恵里伽、石井大裕 

    中島一敏(大東文化大学教授、感染症学) 

検証テーマ：東京都の外出自粛要請、緊急事態宣言について、東京オリンピック、河井案里議員 

海上自衛隊の護衛艦と中国漁船が衝突、小池都知事の緊急記者会見 

報道トピック一覧 

・志村けんさん死去 

・東京都の外出自粛要請 

・緊急事態宣言について 

・福岡市で 0 歳女児が新型コロナ感染 

・東京オリンピック 

・河井案里議員 

・やまゆり事件の死刑確定へ 

・海上自衛隊の護衛艦と中国漁船が衝突 

・スポーツ報道 

・小池都知事の緊急記者会見 

・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 

・東京都の外出自粛要請：結論→特に問題なし 

 小川キャスターの「こちらはですね、先程、行われた小池都知事の緊急会見の模様です。若者、そしてさらに

中高年の方々を対象に夜の街での行動を注意するよう呼びかけました。」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。 

"村瀬健介（報告）「週末は閑散とした渋谷ですけれども今日はこのような人出になっています。」 

ナレ「週末の外出自粛は明けたものの夜間の外出自粛が呼びかけられている東京都内、渋谷は昨日の同じ時間帯

に比べると、今夜は少し人出が多いように見えます。」 

大学生 A「髪の毛を染めたくてきちゃった。ノリ？ノリで来ちゃいました。」 

会社員 B「まだ会社の方から許可が出ていなかったので、具体的な、今日はやむなく出社したという感じでした、

はい。」 

ナレ「週末の外出自粛要請、街の人はどう行動したのでしょうか。」 

インタビュアー「昨日、一昨日は家に？」 

イベント関係 C「いました。心理学の勉強だとか、マネジメントの勉強だとかいろいろです。」 

ナレ「携帯電話の位置情報をもとにしたビッグデータで見てみると。渋谷と原宿の人では昨日、前の日曜と比べ

ておよそ 7 割減少。土曜についてもおよそ 5 割減少。雪の影響も大きかったのか週末の外出自粛用背には一定の

効果があったようです、その東京では今日、新たに 13 人の感染が確認されました。昨日の 68 人からは減少した

ように見えますが、午後八時半、緊急会見を行った小池都知事は。」" 
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"小池都知事「今がまさに感染拡大を押さえられるかどうか、その重大な局面でございます。先日も申し上げまし

たように感染爆発、重大局面、ここには変わりはありません。」 

内藤淳（東京都福祉保健局長）「日曜日ですと外来対策、規模縮小します。したがって検査のもともとの持ち込

み件数が少なかったということが影響しているのかな、と。」" 

"ナレ「そして小池都知事は夜間の外出自粛につて具体的にこう呼びかけました。」 

小池都知事「若者の皆様方にはカラオケ、ライブハウス、そして中高年の方々につきましてはバーやナイトクラ

ブなど接待を伴います飲食店にいくことは当面はお控えいただきたい、自粛していただきたいと。」" 

"ナレ「強く自粛が呼びかけられたのはカラオケやライブハウス、ナイトクラブやバー、政府のクラスター対策版

の分析によりますと感染経路がわからない人のうち、こうしたいわゆる夜の街での感染が疑われる人がこれまで

に 38 人確認されているといいます。」 

西浦博（北海道大学大学院教授）「最近 2 週間の 30％の患者がそれに相当します。店員の方がいらっしゃるため

に年齢分布が 20～30 歳代の患者がいますし、お客さんが比較的高齢であるということもありますので幅広い年

齢層を含むことが特徴になっています。」 

ナレ「今夜、東京六本木の街では。」 

村瀬健介（報告）「このあたりは六本木のクラブが多く立ち並ぶあたりなんですけれどもご覧のようにほとんど

人が歩いていません、」 

ナレ「一方でこれからクラブに向かう男性も。」 

男性 D「あ、彼女の誕生日なので。」 

村瀬健介「クラブの方の誕生日のお祝い？」 

男性 D「そうですね。」 

村瀬健介「これは？」 

男性 D「これは除菌の、一応気を使いながらアルコール消毒とかしながら、特別な日なので仕方ないかなと。」" 

"ナレ「夜の街だからこそ感染拡大の実態がつかみにくいと言う事情もあると政府のクラスター感染に関わる専門

家は指摘します。」 

西浦博「保健所の積極的疫学調査に応じていただけない患者も多い介入がそのため一部困難であることが想像さ

れる一方で積極的に対策を講じなければならない数の伝播が始まっているものと考えられます。」 

ナレ「東京だけではありません、京都では若者たちの間で集団感染が発生した可能性も。」 

門川大作（京都市長）「学生さんらが卒業のお祝いのコンパなどに参加されている。」 

ナレ「京都産業大学で卒業旅行や卒業祝賀会などに参加した学生 14 人の感染が判明したのです。始まりはイギ

リスやスペインへの卒業旅行から 13 日に帰国した学生 3 人でした。新型コロナウィルスに感染していましたが、

そのうちの 1 人が 21 日、ゼミの卒業祝賀会に参加、同席していた学生四人に広がりました。また 22 日にはやは

り卒業旅行に言った学生 2 人がサークルの懇親会に参加、女子学生 1 人の感染が確認されました。そしてさらに

きょうになって卒業祝賀会に参加していた学生 6 人の感染が判明しました。そのうちの一人は富山県出身で、県

内初の感染者となりました。」 

京都産業大学学生 E「自分の近くに出て一番ビックリしているんですけれども、だから部活とか授業とかないと

いうことで不安が大きいですね。」 
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ナレ「卒業祝賀会の参加者には他にも体調不良を訴えている学生が複数人いて、さらに感染が広がる恐れが出て

います。そして午後 10 時過ぎ、京都産業大学の学生と接触していた京都府井手町の職員 3 名の感染が発表され

ました。京都産業大学に関連する感染者を合わせると 17 人になります。」" 

"小池都知事「増加が急激になりますと受け入れ体制はいたがって逼迫をする。」 

ナレ「感染拡大が続く東京で今、最も懸念されているのは医療崩壊の可能性です。」 

トランプ大統領「私はニューヨークのクイーンズで育ったそこで今まで見たことのない光景を目にしている。」 

ナレ「地元ニューヨークの現状に驚きを隠せないのはトランプ大統領、アメリカの新型コロナウィルス感染者は

世界で最も多く 14 万人を超え、特に深刻なニューヨーク市は 33000 人に登っています、そのニューヨーク市で

起きていることが東京でも近い未来に起きるのではないかと懸念されているのです。2 つの都市を比べてみると、

東京 23 国はニューヨーク市よりやや狭い面積により多くの人口が密集しています。感染者数を比較してみます

と東京都は今日時点で 443 人、この数は 2 週間前のニューヨーク市とほぼ同じですが、東京も同じように感染爆

発に陥る危機はないのか。」" 

"コルビン麻衣さん（NY 集中治療医）「ニューヨークの医療現場は崩壊寸前の状態にある。」 

ナレ「ニューヨークにある総合病院の ICU で集中治療医として勤務するコルビン麻衣さん、SNS 上で病院の危

機的な状況を綴っています。」 

コルビン麻衣さん「患者数があれよあれよという間に、一人だったのから 200 人、500 人と増え、ベッドも全然

足りなくなった、人工呼吸器が底をつくのももう時間の問題になってきた。」 

ナレ「医療物資やベッドの不測が深刻化しているニューヨークでは市内最大規模の会議場に仮設のベッド 1000

床が完成。そして。」 

トランプ大統領「今日出発する船員たちの中には世界でも最高に押し、看護師、医療スタッフ達がいる。」 

ナレ「ベッド 1000 床と手術室 12 室を有する病院線、コンフォートがヴァージニア州の海軍基地から 30 日にニ

ューヨークに到着する予定です。ニューヨークの集中治療医コルビン麻衣さんは警鐘を鳴らします。」 

コルビン麻衣さん「ニューヨークもつい 2 週間前まではみんなリラックスムードだった。一週間前に外出禁止令

が出てもまだ沢山の人が外出していた。病院は地獄絵のように他の街がこんな悲惨な経験をしなくていいように

心から願うが気を抜いたら東京もこうなりかねない。」" 

ナレ「では、もし今後、ニューヨークと同様の感染爆発が東京で起きた場合どうなるのでしょうか。新型コロナ

による感染症は法律で指定感染症になっているためたとえ軽症であっても専門の医療機関への入院が必要です、

小池都知事は今日、現在の受け入れ可能な病床の数を明かしました。」 

小池都知事「現在。数で申し上げますと 500 床の受け入れ体制を既に確保しております。」 

ナレ「受け入れられる患者は 500 人、しかし今日時点で 394 人がすでに入院しています、単純計算するとあと

100 人ちょっとで限界に達してしまうのです。」 

小池都知事「最終的には都内全体で 4000 床を確保することを目標として医療提供体制の構築を進めてまいりま

す。」 

ナレ「医療崩壊を防ぐため、東京都は軽症者を自宅や宿泊施設などで療養させることを国と協議しています。」 

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

"小川彩佳「海外、そして国内からも悲鳴のような声が医療現場から上がっていますけれども、この現状を先生は
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どのようにご覧になりますか。」 

中島一敏「はい、えぇ、ニューヨークの状況、世界の状況、深刻ですよね。」 

小川彩佳「えぇ。」 

中島一敏「あの、日本でもそのような状況にならないことが大事です、その一方でですね、今ベッド数全体だと

か人工呼吸器だとかエコムの数がよく話題になりますけれども、その一方で患者を見ているのは医師やあの看護

師などのスタッフであると、その人達の状況をやっぱり改善することが大事ですよね、今ビデオでも出ていまし

たけれども感染症指定医療機関。もともと東京では 140 床、でそれを結核とかも併せてですねベッド数は多く確

保しているというふうにはいいますけれども、その一方で、今増えている患者数 140 より多いところをどこで見

ているかというと、そもそも感染症指定医療機関のそれ以外のベッドを空けてですね、最初にあの感染症用のベ

ッド以外のところをいわゆる潰して、そこで見ているという状況があるんですね、現場の意思からいろんな声を

聞きますけれども、あの、現状かなり深刻である、と、デコのベッド数を増やすだけではなくてですね、特定の

医療機関に集中している状況をですね、早く緩和して負担をシェアするような状況を作らないとこの数字で出て

いる以上にですね、医療崩壊というのは身近になっていると思います。」" 

"小川彩佳「そして改めて、東京都の感染者数の推移なんですが、今日も新たに 13 人の方の感染が確認されてい

ます。この推移は先生、どのように読み解けばいいのでしょうか。」 

中島一敏「はい、まぁ先程東京都の発表でもありましたけれども 13 人というのは前の日曜日の受信数等加味し

てますし、その過去 2,3 日の数のうち多くの医療機関の院内感染とかを占めていますので、そういうのを覗いた

数字である、と、数字の減っているというよりは何日間の塊でですね、このトレンドを見る必要がありますので、

まだ上がり調子が続いていると考えるほうがいいと思いますね。」 

 このトピックに当てられた時間は 776 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・緊急事態宣言について：結論→特に問題なし 

小川キャスターの「新型コロナウィルスの感染爆発を防ぐことができるのかどうか、今後の焦点は緊急事態宣

言、これが出されるかどうか、ですが、インターネット上では政府が近くこの宣言を出すのではないか、そうし

た未確認情報が広がっているようです。」とのコメントを受けて、以下に朱記したような VTR が取り上げられて

いた。 

"ナレ「今日夕方、菅官房長官は。」 

記者「インターネット上では政府が緊急事態宣言の検討を本格化させていて、4 月 1 日に発表、翌 4 月 2 日から

首都封鎖、ロックダウンが行われる、などとする真偽不明の情報が相当数拡散されていて憶測を呼んでいます。」 

菅官房長官「そうした事実はありません、明確に否定しておきます、現状ではまだ緊急事態宣言の必要な状態で

はない。」 

ナレ「菅官房長官は緊急事態宣言について国民生活に重大な影響を与えるとして慎重に判断する姿勢を強調しま

した。また安倍総理も夕方開かれた自民党の役員会で、『4 月 1 日に緊急事態宣言を出すという話はデマだ。デマ

やフェイクニュースに気をつけなければならない』と話したということです。ただ自治体の首長からはこんな声

も。」 

吉村洋文（大阪府知事）「国の認識として瀬戸際の状況にあると、ギリギリの状況にあるということですが、ギ
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リギリの状態なら僕は非常事態宣言、緊急事態宣言を出すべきだというふうに思います。僕自身の危機意識とし

ては東京と大阪は候補地。」 

記者「現状、緊急事態宣言の要件に当てはまるとお考えでしょうか。」 

小池都知事「爆発的な患者が増加していることも事実でございまして、だからこそ感染爆発、重大局面という言

葉を使って皆様方と危機意識を共有させていただいたところでございます。最終的にはですね、国の、国という

より、国家としての判断ということになろうかと思います。」" 

"ナレ「また、政府の専門家会議のメンバーでもある日本医師会の釜萢常任理事は。」 

釜萢敏（日本医師会常任理事）「爆発的な感染拡大が起こってからでは手遅れで緊急事態宣言を発令すべき、専

門家の間では出したほうがいのではないかという意見がほとんどだ。」" 

 VTR を受けてスタジオでは以下に朱記したやり取りが繰り広げられた。 

"小川彩佳「医師会からは緊急事態宣言を出したほうがいいのではという声が先生、上がっているようですね。」 

中島一敏「はい、えぇ、ここでですね、今のビデオからもわかりますけれども 2 つのことを注意して聞かなけれ

ばいけませんね、緊急事態宣言という言葉とあとロックダウン都市封鎖です、これが混同されてしまうとですね

よくないと思うんですね。」 

小川彩佳「緊急事態宣言が出されたらすぐにロックダウンというような結びつきをしてしまっている方が多いか

もしれませんね。」 

中島一敏「そうですね、そのあたりを明確に分けてですね、この緊急事態宣言が何を意味するのかということを

政府はきちんと説明するべきだと思います。ロックダウンの必要性ということで考えるとですね、今、東京都が

注目されていますけれども、細かく細かく見ていきますと、まぁ都の発表でもありましたように、特定の行動、

3 つの密を避けるとかですね、その対策によって効果が現れるんじゃないかということが患者の情報を見ていけ

ばわかりますので、全面的な都市封鎖とか行動抑制が必要な状況ではないですね。」 

小川彩佳「なるほど、その緊急事態宣言がもし出されたらじゃあどういうことになるのかということがこちらに

なります。これ法律で可能なものなんですけれども、今欧米で出されているような非常事態宣言とは違って、外

出自粛は要請だったり、まぁ映画館などは使用停止の制限ができますけれどもレストランなどは要請だったり、

とまぁあの、強制力は先生ないわけなんですね、先生、この緊急事態宣言というのは。」 

中島一敏「はい、ただこの中でもですね、医療施設のための土地や建物を強制的に使用できるというのはこの中

でも特別な措置だというふうに思います。」 

小川彩佳「だからこそ、医師会は緊急事態宣言を出してほしい、と。」 

中島一敏「はい、まぁこの背景には今の医療現場の問題があると思うんですね。今の感染症法のなかではどうし

ても入院要件退院要件がありますので医療現場の負担を軽減する意味でもですね、あと東京都の発表でもありま

したけれども軽症例や症状のない方を病院以外のところで見るということを視野に入れた場合でも早めにその、

新しい枠組みが必要だということだと思います。」 

小川彩佳「うーん、施設の開設ができるということになるわけですからね、その宣言を出す政府ですけれども、

星さん政権内の空気は今どういうふうになっているんですか。」" 

小川彩佳「あの、先ほども出ましたけれども、欧米のように強い強制力がある法律ではないので、一旦使って、

これどれくらいの効果があるのか、なかなか読みにくいというのが一点ありますよね、それから自粛要請をした
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場合、自粛したことによって起きる補償にどう対応するかということもなかなか難しいんですね、ただですね、

さきほどその出ていましたような一番下の医療施設の問題などのように、この法律は医療崩壊を防ぐという点で

はですね、効果があるんじゃないかということですので、今後、やはりその感染者の数をこう見ながらいつ発動

していくか、おそらく来週くらいをかけてですね山場になってくると思いますね、はい。」 

 このトピックに当てられた時間は 362 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・東京オリンピック：結論→特に問題なし 

 ナレーションによって「大会組織委員会の森会長と小池都知事らが IOC のバッハ会長と電話会談を行い、東京

オリンピックは来年 7 月 23 日から 8 月 8 日まで開催することで合意し IOC の理事会で正式に決まりました。一

方パラリンピックは 8 月 24 日に開幕するということです。」とのことが伝えられた。このトピックに当てられた

時間は 25 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・河井案里議員：結論→特に問題なし 

 ナレーションによって「自民党の河井案里参議院議員が一昨日、東京港区の赤坂議員宿舎で体調を崩し病院に

搬送されていたことがわかりました、今朝、参議院自民党幹部のところに、夫の河井克行前法務大臣から妻は 37

度を大きく越す熱が出てしばらく登院できないと連絡があったとのことです、河井氏の公設秘書らは去年の参議

院選をめぐる選挙違反事件で起訴され、河井氏自身も広島地検から任意で事情聴取を受けていました。」とのこ

とが伝えられた。このトピックに当てられた時間は 40 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・海上自衛隊の護衛艦と中国漁船が衝突：結論→特に問題なし 

 ナレーションによって「速報です、防衛省などによりますと東シナ海で午後 8 時 28 分頃、海上自衛隊の護衛

艦しまかぜと中国の漁船が衝突しました。漁船の乗員 13 人と護衛艦の乗組員は全員無事ということですが防衛

省が詳しい状況について情報収集を進めています。」とのことが伝えられた。このトピックに当てられた時間は

22 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・小池都知事の緊急記者会見：結論→特に問題なし 

スタジオでの小川キャスターの「東京都の小池都知事が今夜、緊急の記者会見を開きまして、バーやナイトク

ラブでの新型コロナウィルスの感染が疑われる事例が相次いでいるとして、改めて夜間の外出自粛を呼びかけま

した。」とのコメントを受けて、記者会見の VTR で小池都知事が「いまがまさに感染拡大を押さえられるかどう

か、その重大な局面でございます。接待を伴います飲食店にいくことは当面はお控えいただきたい、自粛してい

ただきたいと。」とコメントするシーンが取り上げられていた。このシーンを受けて小川キャスターが「小池知

事は夜間から早朝にかけて営業する飲食店などで感染したことが疑われる事例が多発しているとして、若者につ

いてはカラオケやライブハウス、中高年についてはバーやナイトクラブなどにいくことを控えるよう呼びかけま

した。また、現在、都は感染拡大に備えて 500 床の入院医療体制を確保したとしていて、最終的には 4000 床の

確保を目標にしています。医療体制が逼迫した場合、軽症の人などは自宅や宿泊施設での療養をお願いする場合

もあるということです、東京都では今日も 13 人の感染が確認され感染者は全国最多の 444 人となっています。」
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とコメントしていた。 

このトピックに当てられた時間は 85 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：2020 年 3 月 31 日 

出演者：星浩、小川彩佳、山本恵里伽、石井大裕 

    和田耕治（国際医療福祉大学医学部教授、公衆衛生学が専門） 

検証テーマ：新型コロナと経済、上皇ご夫妻が仙洞仮御所へ、クロージング 

報道トピック一覧 

・宮藤勘九郎さんが新型コロナウィルスに感染 

・志村けんさんの葬儀 

・新型コロナの感染拡大 

・新型コロナと経済 

・TBS 派遣契約スタッフが感染 

・年度末株価が前年比で 10％超下落 

・スターバックスのソーシャルディスタンス 

・三越伊勢丹が土日を臨時休業 

・上皇ご夫妻が仙洞仮御所へ 

・「自白強要」元看護助手に再審無罪 

・スポーツ報道 

・新型コロナで東京で 7 人死亡 

・鮫洲運転免許試験場を閉鎖へ 

・天気予報 

・クロージング 

 

 

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 

・新型コロナと経済： 

小川キャスターの「新型コロナウィルスの感染拡大は雇用にも暗い影を落としています。」とのコメントおよ

び山本キャスターの「観光業や飲食店など、様々な業種に影響が広がる中で政府の経済対策は行き届くのか、実

際に解雇されたバス運転手の男性が苦しい胸の内を明かしました。」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。 

"解雇された男性「いや、もう最悪ですよね、仕事したくても仕事がない、かと言ってもうこういう状況だからな

んにも、本当にお手上げ状態。」 

ナレ「仕事をしたくても仕事がない、男性は先月末に解雇されたのです。感染拡大の影響で解雇などをされた人

は見込みも含めて 1000 人を超えました。」" 

"西村康稔（経済再生相）「雇用情勢には強い危機感を持っているところであります。」 

ナレ「有効求人倍率は 1.45 倍と前の月よりマイナス 0.04 ポイントと大幅に下落、去年 12 月からの落ち込み幅

はリーマンショック以来です。6 年 9 ヶ月ぶりに雇用の情勢判断から改善の言葉が消えました、最もダメージを

受けている産業の一つが観光業です。解雇された男性は中国人向けのツアー会社で正社員のバス運転手として働
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いていました。」 

解雇された男性「やっぱり 1 月の半ばぐらいからはコロナがね、蔓延しだして仕事が減って、仕事がなくなった。」 

ナレ「その後、会社から届いたのが離職票。心穏男性を含む全員が解雇されたのです、男性は先月から給与がな

い状態で生活していると言います。」 

解雇された男性「結局、仕事ない、お金ない、もう会社が解雇されたら従業員はきつい言い方をすれば死んでく

れ、というようにしか取れない。」 

ナレ「一方、経営側も難しい判断を迫られています。」 

坂本篤紀（日本城タクシー社長）「ホイールの穴まで光っている。5 年目の車のホイールがここまで光るというこ

とはよっぽどすることがないやと思います。」 

ナレ「こちらは解雇された男性がいた会社とは別のバスやタクシーの会社。キャンセルが相次ぎ 2 月と 3 月は九

割以上売上が減少し、4 月の予約はわずか 1 件です。」 

坂本篤紀「政府が言うてるセーフティーネットですか、アレはなんとか、このつい先日間に合って、それでもダ

メやったら更に持ってるもの売るの繰り返しやね。」" 

"ナレ「所有する 10 台のバスのうち 3 台を売却、運転手を一人も解雇せず、なんとかしのいでいます。それでも。」 

坂本篤紀「会社する会社の判断を攻めるというのは難しいかな、僕にはそれができへんだけの話で。」" 

"ナレ「こうした企業の雇用を維持するため、今日、自民党は緊急の経済対策を政府に提言、従業員を解雇しない

企業に対して手当の一部を支援する助成金。通常、中小企業への女婿率は割ですが、最大で 9 割に引き上げると

しています。しかし。」 

坂本篤紀「もちろん、給料の補填には当てるし、ありがたいとは思うけれど、それに係る手続している間にちょ

っと借金をするタイミングを間違えれば、会社ごとなくなるから結局解雇になっちゃうよね。」 

ナレ「いくら、支援があっても通常の営業ができなければいつかは解雇せざるを得ない、と話します、日本の経

済を支える雇用、その根幹が揺らいでいます。」" 

 VTR を受けて以下に朱記したやり取りが繰り広げられていた。 

"小川彩佳「申告となってきている雇用の問題んですけれども、政府はこれに対して手を打つとは星さんしていま

すが。」 

星浩「こういう危機対応の時にやっちゃいけないというのはトゥーリトル、トゥーレイトとよく言われますよね、

おそすぎて小さすぎるという。このトゥーレイトの方から言いますと、実は明日から新年度の予算が執行される

んですね 102 兆円という巨額なんですけれども、実はこの 102 兆円という巨額の予算には 1 円もそのコロナ対策

というのは入っていないんですね、つまりその予算の時期に間に合わなかったということなんですが、本来なら

予算を組み替えてでもですね、コロナ対策を盛り込むべきだったと思いますが、今度はその規模の方ですけどね、

60 兆とか 80 兆と言われているんですけれどもね、本当に困っている、おそらく四分野だと思うんです。観光、

運輸、それからイベント、外食ですね、こういうところにちゃんと手厚く届くかどうか、その中身が非常に大事

になってくると思いますね。 

小川彩佳「トゥーリトル、トゥーレイト、どちらも問題にはなっているということですけれどもこの経済活動に

直結してくるのが、今後非常事態宣言が出されるのかどうか、緊急事態宣言が出されるのかどうか、そこですよ

ね。」 
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和田耕治「あの、特措法による緊急事態宣言は外出の自粛など、かなり個人の権利を害するところがありますの

で、慎重にやることになっております、一方で緊急事態宣言の中でも社会機能だとか医療はきちんと回していか

なければいけません。ですので、東京を中心とした大都市では、特に企業は、そういった状況の中でどうやって

やっていくのかちゃんと今のうちからですね、想定や準備をしていただきたいというふうに考えています。」" 

"小川彩佳「和田さんは政府の対策にも携わっていらっしゃいますけれども、今その政府だったり厚労省の中の空

気としてはこの緊急事態宣言に対してはどんな空気なんですか。」 

和田耕治「そうですね、今まで前例がないのでどういったタイミングでどういった効果を狙うかということをき

ちんとディスカッションをして、最も最善のポイントをですね考えていきたいというふうに考えています。」 

小川彩佳「慎重な対応をいましているところ。」 

和田耕治「慎重に、しかもいいタイミングを狙っての宣言になろうかというふうに思います。」" 

 このトピックに当てられた時間は 406 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・上皇ご夫妻が仙洞仮御所へ：結論→特に問題なし 

 ナレーションによって「拍手で迎えられる中、マスク姿でにこやかに手を振られる乗降ご夫妻、今日仮住まい

先である東京高輪の仙洞仮御所に入居されました。御代替わりに伴い天皇ご一家とのお住いの入れ替わりに向け

たものでご夫妻は今日から最長一年半の間、仙洞仮御所で生活されます。」とのことが伝えられた。 

 このトピックに当てられた時間は 28 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・クロージング：結論→特に問題なし 

 番組のクロージングで以下に朱記したやり取りが繰り広げられていた。 

"小川彩佳「本降りの 4 月 1 日新年度ということに明日はなりますよね、」 

星浩「そうですよね、この一年間でその株がね、10.8％下落してしまったという中継が出ていましたけれども、

この下部の下落はその企業の決算に直接響いてきますし、それから年金の運用もね、影響してきますよね、政府

はあの 4 月の 7 日に大規模補正予算を閣議決定する予定なんですけれども、そのときにね、補正予算の中身だけ

でなく、経済の将来の展望はこういうことがありますから、この苦境を乗り越えましょうという展望もね、打ち

出してもらいたいと思いますね。」 

小川彩佳「そうですね、せめて気持ちだけは前を向いてね、明日を迎えたいですね。今日も桜が綺麗でした。そ

れではまた明日です。」" 

 このシーンに当てられた時間は 46 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

 

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 
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検証者所感 

・クロージング 

 星キャスターは「政府はあの 4 月の 7 日に大規模補正予算を閣議決定する予定なんですけれども、そのときに

ね、補正予算の中身だけでなく、経済の将来の展望はこういうことがありますから、この苦境を乗り越えましょ

うという展望もね、打ち出してもらいたいと思いますね。」とコメントしていたが、そもそも日本経済で明るい

将来展望を描くことができるだけの材料があるのだろうか。 
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テレビ局：TBS 番組名：NEWS23 放送日：2020 年 4 月 1 日 

出演者：星浩、小川彩佳、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） 

 ※小川キャスターは別の場所からの中継 

検証テーマ：コロナと経済 

報道トピック一覧 

・【速報】全国で一日最多 265 人の感染者 

・コロナ下での入社式 

・新型コロナで都立高校など GW まで休校延長へ 

・新型コロナと医療崩壊の懸念 

・コロナと経済 

・NHK の大河ドラマと朝ドラの収録が一時休止 

・今日から原則屋内禁煙に 

・東京都で受動喫煙防止条例が施行 

・スポーツ報道 

・新型コロナ 

・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 

・コロナと経済：結論→特に問題なし 

小川キャスターの「新型コロナウィルスの感染拡大による経済への影響、これが数字となって現れてきていま

す、企業の景気に対する見方を示す日銀の短観ですけれども代表的な指数が大幅に悪化しまして 7 年ぶりのマイ

ナスとなりました。」とのコメントを受けて以下に朱記したような VTR が取り上げられました。 

"ナレ「揚げたての天麩羅と、本格的なバーを楽しめるこちらのお店、六本木で開業して 14 年になりますが、リ

ーマンショックや東日本大震災を超える厳しい状況にあると言います。」 

伊藤亮達さん（Chopsticks）「国と都からのまぁ対策要請みたいなところがやっぱり報道で流れたりすると、新

規のお客様のキャンセルが相次いできたりとか。」 

ナレ「飲食業界の苦境は統計でも明らかになってきています、今日発表された企業の景気の味方を示す日銀の短

観。宿泊飲食サービスでは去年 12 月のプラス 11 から 3 月は一気にマイナス 59 と急落、過去最低を記録しまし

た。一昨日、店主の伊藤さんは港区に無利子で受けられる融資の相談に行きました。」 

港区職員「一般てところに丸してください、でコロナとここに書いてください。」 

ナレ「廊下は相談に来た人たちで溢れかえった状態、申込みの急増で面談まで最大一ヶ月半待ちだと言います。」 

西川克介（港区産業振興課課長）「ほぼ一ヶ月で一年相当に近いだけの斡旋をしてしまっているという状況です。」 

ナレ「伊藤さんの不安はつきません。」 

伊藤亮達「5 月 6 月になってまで、そこまで体力が持つかどうかっていう話なので、ちょっと怖いですね。」" 

"ナレ「一方、銀座では。」 
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村瀬健介（報告）「夜の銀座ですけれども普段と大きく様子が違います、ほとんど人がいません、さらにお店も

ですね、多くがこのように臨時休業に入っています、」" 

小池都知事「中高年の方々につきましては、バーやナイトクラブなど接待を伴います飲食店などにいくことは当

面お控えいただきたい。」 

"ナレ「名指しで自粛が求められたクラブなどがひしめく、銀座。街全体が活気を失っていました、着付けと髪の

セットを専門で行うお店。」 

佐藤静江（銀座三喜店長）「もう最悪、最悪です、今日はまだどなたもいらしていないです。機能はお一人、一

昨日もお一人。」 

ナレ「クラブの自粛は飲食店だけの問題ではない。」 

佐藤静江「銀座のお姉さんたちが華やかに雨後ださらないと経済が回りませんよね。どこもストップしますもん。

同伴される銀座のそのお料理屋さんとかレストランとか、ドレスを打ってる床とか、全てじゃないですか。」 

ナレ「銀座で店を続けて 40 年のクラブです。オーナーママの具子さんは今週月曜から臨時休業を余儀なくされ

ました。」 

神代具子さん（れもん）「小池さんもああおっしゃっているし、もう一発でああいうことを仰るとこなくなった

やいますもんね、お互いに移しても移されても困るしね、。」 

ナレ「具子さんは自粛自体は仕方がないことだと受け止めています、ただ、事態の収束が見えない中、国や東京

都には何らかの保証を考えてほしいと訴えます。」 

神代具子「家賃はね、結局銀座は結構高い、どんな事があっても払っていかないといけないわけですから、その

へんを国の方でちょっと下げてくれるとかまってくれるとか言うようなことを手を回してくださればいいなと

思っています。」 

ナレ「具子さんは店を維持していくためにも来週には店を再開させたいと考えています。」" 

"ナレ「安倍総理は補償について。」 

安倍総理「個別の損失に対して保証をするということは困難ではございます。」 

ナレ「補償は難しいとの立場ですが、事業が継続できるよう緊急経済対策などで支援する考えを示しました。」 

 VTR を受けてスタジオと中継の間で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「星さん、政府や自民党からは史上最大規模の対策をという声が相次いでいるようですね。」 

星浩「そうですね、自民党からは牛肉を買ってもらおうと思って、なんかお肉券とかいう提案もありましたけれ

ども。」 

小川彩佳「ありましたね。」 

星浩「流石に批判を浴びて撤回される雲行きですけれども、2 つほど原則を確認すべきだと思うんですね、一つ

は今回その被害を受ける人に対して手当をするんだ、景気対策じゃないんだということですね、ばらまいても自

粛で外に行けないわけですからこれはあまり意味がないのが一つ。もう一つやっぱり被害を受けた労働者です

ね、労働者に対して手当をすること、給料が激減した人に対して給付金を払うというのが原則だということを確

認したほうがいいと思いますね、それからあの先ほど VTR にもありましたけれども、教育格差が広がりかねな

いんですね、学校の休校が長引きますとね。その格差を手当していくこと、例えばオンライン授業が受けられな

い人には手当をするとか一部の子供には登校を認めるとかそういう手当も必要だと思いますね、倉持先生補償と
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いう点では 2 週間隔離される方への補償というのも必要になってきますよね。」 

倉持仁「そうですね、あの安心してしっかり隔離を継続していただくということで例えば 20 万円だったら 20 万

円しっかり支払うということであれば休む側も安心して多分、休むことができるんじゃないかなと思うんです

ね。」 

小川彩佳「昨日星さんからもトゥーリトル、トゥーレイトという指摘もありましたけれども、こうしたことを速

やかに対策として出していただきたいというふうに感じますよね。倉持先生ここまでです、どうもありがとうご

ざいました。」" 

 このトピックに当てられた時間は 421 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 

特になし 

検証者所感 

・コロナと経済 

 星キャスターが「2 つほど原則を確認すべきだと思うんですね、一つは今回その被害を受ける人に対して手当

をするんだ、景気対策じゃないんだということですね、ばらまいても自粛で外に行けないわけですからこれはあ

まり意味がないのが一つ。もう一つやっぱり被害を受けた労働者ですね、労働者に対して手当をすること、給料

が激減した人に対して給付金を払うというのが原則だということを確認したほうがいいと思いますね。」とコメ

ントしていたが、コロナによる経済被害というのを誰もが納得できるような形で合理的かつ精確に算定すること

は極めて難しいと思われる。それは事業者の場合もそうであるし、労働者についてもコロナが原因で給料が激減

したのか別の要因で給料が激減したのか、ということの判定は難しいのではないだろうか。 
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テレビ局：TBS 番組名：NEWS23 放送日：2020 年 4 月 2 日 

出演者：星浩、小川彩佳、山本恵里伽、石井大裕 

※小川キャスターは別の場所からの中継 

検証テーマ：アベノマスク、河井案里議員 

報道トピック一覧 

・【速報】東京で新たに 97 人感染 

・新型コロナ 

・アベノマスク 

・クラスター屋形船女将の苦悩 

・新型コロナと学校の休校か再開かの判断 

・帰国者への待機要請 

・河井案里議員 

・コロナ禍で働く女性 

・世界の感染者数 90 万人超 

・アメリカで二週間で約 1000 万人で失業 

・新型コロナで休館中のアメリカの水族館で奇跡のツーショット 

・スポーツ報道 

・東京で 6 歳未満男児が重症 

・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 

・アベノマスク： 

"ナレ「そして、品薄状態が続いているマスク、昨日安倍総理から飛び出した発言が物議を醸しています。」 

安倍総理「来週決定する緊急経済対策にこの布マスクの買上げを盛り込むこととし、一住所あたり 2 枚ずつ配布

することといたします。」 

ナレ「全国すべての世帯に布製のマスクを 2 枚ずつ配布すると表明。これに町の人達は。」" 

"街の声 A「僕、ひとり暮らしだから全然いいんですけれども、まぁ一時的な対応かなっていうのであんまりどう

なんだろうと。」 

街の声 B「家族全員合わせると 5 人になります、マスクは足りないですね。」 

街の声 C「少しは助かるなという感じ。」" 

"ナレ「インターネット上では。」 

Twitter アカウント D「てっきりエイプリルフールネタかと思ったけど、本気なの。」 

Twitter アカウント E「アベノミクスの次はアベノマスクか。」 

ナレ「ネット上ではアベノミクスを揶揄したアベノマスクという言葉が話題に、自民党内からはこんな声が上が

っています。」 

自民党閣僚経験者「突拍子もなくばかけているよな、マスクを配るくらいなら一万円の小切手を配ってあげたほ
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うがいい。」 

ナレ「政府の説明によりますと配布する布製のマスクは一枚 200 円程度、これを一世帯に 2 枚、全 5000 万世帯

に配布するとなると単純計算で少なくとも 200 億円はかかります。街からはマスクよりも休業補償や現金給付を

優先してほしいという意見も出ています。」" 

"街の声 F「給料とかも今もらえない状態とかになっているので、そういう人たちのお金を出してあげたりとか、

手厚い保障をしてほしいですね。」 

街の声 G「布マスクあとデザイン性っていうのがなくて、ちょっとうちらは嫌、」 

街の声 H「配るよりも作る方にお金を使ってたくさん作ってたくさん売ったほうがいい。」 

ナレ「こうした声に対して今日菅官房長官は。」" 

"記者「費用対効果、有効性を疑問視する声が上がっています。」 

菅官房長官「布マスクというのは使い捨てではなく、洗剤で洗えば何度となく利用できることから増加している

マスク需要を抑制するという意味でも有効だと思っています。」" 

"ナレ「そもそも、政府が業界団体にマスクの増産を要請したのはおよそ 2 ヶ月前のこと、政府は当初、国内の

増産などで品薄が解消できる、との見通しを示していました。」 

菅官房長官「現在、例年以上の枚数、毎週 1 億枚以上供給できる見通しができている。」 

ナレ「安倍総理もマスクの増産が進んでいることを強調していました。」 

安倍総理「今月も 6 億枚を超える規模で供給をしですね、また来月はですね、さらなる生産の増強および輸入の

増加によってですね 7 億枚を超える供給を行います。」 

ナレ「政府は医療機関や介護施設等に対して、5000 万枚近くのマスクを優先供給するとしています。しかし、

街中では以前、マスク不足が続いています。なぜなのでしょうか。」" 

菅官房長官「例年の供給の実は 7 割がこれ、中国で占めており、中国からの輸入が非常に少なくなっている。引

き続いて、受給の状況を注意深く確認するとともに必要な対策というのをスピード感を持ってしっかりと打って

いきたい。」 

ナレ「布マスクの配布を評価する声もありますが果たしてマスク不足の不安解消に繋がるのでしょうか。」 

 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「女将さんのように深刻な被害を受けて大変な思いをされている方、今多くいらっしゃる、中で昨日、

マスクの供給が発表されました。大事なことだとは思うんですけれども。各国がかなり大胆で大規模な給付だっ

たり補償を打ち出している中で、今マスクですかと星さんちょっとズレを感じてしまうところもあるんですよ

ね。」 

星浩「そうですね、まぁマスクを配ること自体は別に悪いことではないんですけれども評判が悪いのはやはりこ

れ優先順位がずれているからだと思うんですね、マスクを配る場合でもやはりその医療現場とか教育現場とかに

集中的に配るんだ、手厚くやるんだと言うことが必要ですし、やっぱり今その被害を受けている個人にどうやっ

て手厚く補償するかというのを最優先すべきだと思うんですね、更にやっぱり今マスクを配るくらいだと私の感

じだとこれ役所の局長クラスが発表するテーマですよね、総理大臣はもっと大所高所の話ね、医療体制の整備と

かそういう話を発信してもらいたいんで、こういう危機のときは優先順位をきちんとつけて、それを発信してい

くということが非常に大事になってくると思いますね。」" 
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 このトピックに当てられた時間は 339 秒で放送法上は特に問題は見られなかった。 

 

・河井案里議員：結論→特に問題なし 

山本キャスターの「去年の参議院選挙をめぐり河井克行前法務大臣と案里参院議員にまた新たな疑惑です、選

挙区内の町長が参院選の告示前に克行氏から現金を受け取っていたことを明らかにしました。」とのコメントを

受けて、以下に朱記したような VTR が取り上げられた。 

"小坂真治（広島安芸太田町、町長）「これをという形で白い封筒をテーブルの上に出された、封を開けて中を確

認し、20 万円という現金が入っていたのは。」 

ナレ「こう話すのは広島県安芸太田町の小坂町長。小坂氏によると参議院選挙告示前の去年の 4 月下旬、河井克

行前法務大臣が小坂氏の自宅を訪れ、白い封筒に入った現金 20 万円を渡したということです。そこで克行氏が

話したことは。」 

小坂真治「保守系が獲得した表の数、それを上手に 2 つに割ることができれば今回の選挙、保守系自民党議員が

二人通る。」 

ナレ「克行氏が話した保守系自民議員、二人とは。」 

岸田文雄（自民党政調会長）「信頼される政治、これは溝手さんにしっかりとになっていただかなければならな

い。」 

安倍晋三「河井案里、河井案里で暑い厚い壁を乗り越えていこうではありませんか。」 

ナレ「去年の参議院選の広島選挙区、2 つの議席をめぐり、全国で唯一、自民党が二人を擁立した激戦区でした。

当時、自民党広島県連は現職であった溝手顕正氏の一本化を進めてきましたが、官邸の意向を受け党本部が手動

する形で急遽克行氏の妻、案里氏を擁立、分裂選挙となりました。」 

溝手顕正（自民党参院議員、2012 年当時）「（安倍首相は）まぁもう過去の人だからねぇ。」 

ナレ「溝手氏は安倍総理に批判的な発言をしていたことが背景にあると見られています。仁義なき戦いとなった

選挙区で克行氏は新人で知名度不足の妻、案里氏を当選させるために小坂氏に便宜を図ろうとしたのでしょう

か。」" 

"小坂真治「これは買収とかいうことになるわけでしょ、それを先程いうように何回も選挙をしておられる方がや

られるとは想像しておりません。彼の目的がわからないわけですよね。」 

ナレ「案里氏を応援してほしいという意図があったとは思わなかったと話す小坂氏、先月末になってこの 20 万

円を政治資金として収支報告書に記載する手続きをとったということです。他の自治体トップからもこんな証言

が。」 

入山欣郎（大竹市長）「帰り際に一つよろしくということで置かれようとしたんで、まぁ自分としてみればぱっ

と見た感じ、お金、現金かなというふうにこっちが思ったんで、こんな事で応援するわけではないよ、というこ

とでまぁひどく突き返した、馬鹿にするなよということよね。」 

ナレ「検察は案里氏の陣営の資金を更に調べるため現在、複数の県議会議員や自治体のトップに任意の事情聴取

をしております。先週末に検察からの聴取を受けたこちらの視聴は。」 

天満祥典（事情聴取を受けた三原市長）「（現金を）受け取っておりませんので、これだけは固く皆さんとお約束

をいたします。」 
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ナレ「案里時は先週、東京港区の赤坂議員宿舎で体調を崩し病院に搬送、今週、国会に姿を表しておりません、

一方の克行氏は今日、本会議を欠席しました。検察は陣営内での克行氏の関与の程度について見極めを進めてい

ます。」" 

 VTR を受けてスタジオと中継の間で以下に朱記したやり取りが繰り広げられていた。 

"小川彩佳「河井克行議員から現金を手渡されたという生々しい証言が次々出てきていますけれども外堀が埋まっ

てきているのかなという感がありますが今後事件はどのように展開していくんでしょうか。」 

星浩「はい、この証言どおりだとするとですね、河井克行議員の公職選挙法違反という疑いが出てくるんですけ

れども広島地検が果たしてその立件に踏み切るかどうかというのが最大のポイントになるんですけれども、まぁ

あの参議院選挙のときは河井陣営には自民党本部からなんと 1 億 5000 万円の資金が提供されておりましてね、

この買収の原資になった可能性もあるということなんですね、あの国会議員というのは自分の疑惑に対して説明

する責任があるんですが、この河井夫妻は未だにきちんと説明していないということで、まぁあの説明できない、

職責を果たせないというのであれば、私は議員の職を辞するべきだと思いますね。」 

小川彩佳「新たなこの現金の授受の疑惑に関しても説明責任が問われますね。」" 

 このトピックに当てられた時間は 331 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 

 

検証者所感 

・アベノマスク 

 VTR 中でインターネット上の声が取り上げられていたが、どれも映像を見る限りには Twitter と思しき SNS

での声であった。Twitter 社がユーザーの傾向について Facebook や Instagram との比較分析をしており、SNS

ごとのユーザーの傾向に有意な差があるとの分析結果を公表している。 

 このことを踏まえると Twitter のみを対象にするということは取り上げられる声に一定の偏りが生じてしまう

おそれがあるのではないだろうか。 

 

・河井案里議員 

 VTR では溝手顕正氏（自民党参院議員、2012 年当時）が過去に「（安倍首相は）まぁもう過去の人だからねぇ。」

と発言していたシーンが取り上げられナレーションが「溝手氏は安倍総理に批判的な発言をしていたことが背景

にあると見られています。仁義なき戦いとなった選挙区で克行氏は新人で知名度不足の妻、案里氏を当選させる

ために小坂氏に便宜を図ろうとしたのでしょうか。」と説明していたが、そもそも安倍総理にとって憲法改正は

悲願であるから、衆議院、参議院ともに改憲勢力で 3 分の 2 以上の議席を確保したいと考えるは当然であり、そ

うした中で広島選挙区は 2 議席ともに自民が抑えることができる可能性があったからチャレンジをした、という

だけの話ではなかろうか。 

 もちろん 2 議席の確保に失敗して結果として 1 議席しか取れなかった場合に、現職が溝手氏なら落選してもそ

の分を新人が 1 議席取ってくれれば構わない、という計算はあったのかもしれない。 
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 しかし、そもそもの 2 議席獲得へのチャレンジを何故したのか、というのはやはり改憲勢力の議席を増やすた

めだったのではないだろうか。 

 また「仁義なき戦い」という割には広島県というのが岸田文雄氏や寺田稔氏、宮沢洋一氏らを始めとする宏池

会の有力政治家の牙城であり、広島県自体が宏池会王国といっても過言ではない状態だということも触れても良

かったのではないだろうか。 
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テレビ局：TBS 番組名：NEWS23 放送日：2020 年 4 月 3 日 

出演者：小川彩佳、山本恵里伽、石井大裕 

    北村義浩（日本医科大学特任教授、ウィルス研究） 

検証テーマ：政府の現金支給 

報道トピック一覧 

・東京の感染者が病床の限界に迫る 

・政府の現金支給 

・今夜の歌舞伎町 

・空港の水際対策 

・新型コロナ収束の見通しは 

・世界の感染者が 100 万人超え 

・ロンドン五輪会場も臨時病院に 

・ドイツが日本の「アビガン」投与へ 

・アメリカのニューヨークとカリフォルニア州の死者 10 倍差 

・アメリカがコロナで失業率 10％まで悪化する予想 

・スポーツ報道 

・NHK 職員の感染確認 

・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 

・政府の現金支給：結論→特に問題なし 

 コロナウィルス対策に関連して、政府の現金支給について以下に朱記したように VTR で取り上げられていた。 

"ナレ「医療崩壊を防ぐ取り組みが急ピッチで進められている中。」 

岸田文雄（自民党政調会長）「所得が減少した世帯に対して、1 世帯 30 万円支給するべきである、と。」 

ナレ「今日、政府与党は新型コロナの影響で所得が落ち込んだ世帯向けの現金給付の支給額について一世帯 30

万円とする方針を固めました。政府関係者によりますと支給対象は住民税の非課税世帯や一定の所得制限を定め

た上で月収が 5 割程度下がった世帯だとすることで調整に入ったということです。」" 

 このトピックに当てられた時間は 49 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 

 


