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公益社団法人 日本記者クラブ 

2015年 度 事 業 報 告 

（2015 年 4 月 1 日から 2016 年 3 月 31 日まで） 

 

■概観 ―― 「戦後70年」と「3.11から5年」を軸に 

公益社団法人日本記者クラブは 2015年度、合計 252回のプレス向け行事（オン・

ザ・レコードの記者会見、昼食会、討論会・対談、研究会、記者ゼミ、記者研修会、

取材団）を主催した。一般行事などを加えた行事の総数は 278回となり過去最高を
記録した。 

日本記者クラブは日本全国の新聞、放送、通信社が集まり、政府からの援助は受

けず、会費で運営する日本で唯一のナショナル・プレスクラブである。ジャーナリ

ズムが共有する組織として、ニュースの当事者を招いて記者会見を主催する。会見

で記者との質疑を通してゲストが情報を発信し、会員が報道し広く社会に伝わるこ

とで、国民の知る権利に資することを基本的な目的としている。 

 



 

2 

2015 年度は、戦後 70 年であり東日本大震災から 5 年という年であった。2014
年度に始めたシリーズ企画「戦後 70年 語る・問う」を 28回開催し、シリーズ総
回数は 42 回となった。また首相談話が注目される中、村山富市元首相、河野洋平
元官房長官による対談「戦後 70 年を語る」が 2015 年度で最多の 323 人の参加者
を集めたほか、安保法制をめぐって多くの講師から話を聞くなど、タイムリーなテ

ーマとゲストによる会見の開催に努めた。恒例の記者研修会も戦後 70 年を取り上
げ、研修会参加者を中心に沖縄へ取材団を派遣した。 

5年目を迎えた東日本大震災については、会員各社の震災 5年企画の参考にして
もらうことを目的に、「3．11から 5年」を立ち上げ、被災地の首長など 1６人のゲ
ストから話を聞いた。さらに福島第一原発や岩手・福島・宮城へ取材団を 3回派遣
した。 

ニュースの背景を多角的に掘り下げる研究会は、短期・長期の両面で活発に開催

された。おもなテーマは「変わるアメリカ・変わらないアメリカ 米大統領選」「チ

ェンジ・メーカーズに聞く」「どうみるマイナス金利」「どうなる中国経済」「ドイ

ツの戦後和解」「国連と日本人」などで、一部は 201６年度も引き続き行われてい
る。 

様々な現場を訪問する取材団・プレスツアーも積極的に開催した。ドイツの戦後

和解を考える「ドイツ・イスラエル取材団」、北京と四川省を訪れた「中国取材団」、

の海外取材団のほか、「福島第一原子力発電所取材団」「沖縄取材団」「伊勢志摩サ

ミット事前取材団」など過去最多の 9回となった。 

毎月発行しているクラブ会報では、プレス会見の増加に対応するため、すべての

ゲストの会見内容を紹介していた「クラブゲスト」を、ゲスト一覧の「クラブゲス

ト」と、一部ゲストの会見内容を詳報する「会見リポート」に分割し、掲載しなか

ったゲストの会見内容はウェブサイトで紹介することにした。ユーチューブではこ

れまでと同様にほぼすべての会見動画を一般公開した。2015年度の掲載動画は 221
本にのぼった。 

2015年度の日本記者クラブ賞は、読売新聞東京本社取締役論説委員の竹内政明氏

に、特別賞は伊東英朗氏ならびに南海放送「Ｘ年後」制作グループに贈った。 

第 86 回定時社員総会(5/27）で第 22 期の役員（任期 2 年）が選任され、総会後
に開かれた新役員による理事会は伊藤芳明氏（毎日新聞）を理事長に再任し、副理

事長に水谷亨氏（共同通信＝新任）と板野裕爾氏（日本放送協会＝新任）を、専務

理事に中井良則氏（日本記者クラブ＝再任）をそれぞれ選定した。 

2月 4日付で内閣総理大臣名の「税額控除に係る証明書」が発行され、法人賛助
会員と特別賛助会員の会費は寄付として扱われ、法人税や所得税・都民税の税額控

除を受けることができるようになった。 

3月 31日現在での会員数は、法人会員 134社（対前年- 2社）、法人賛助会員 65
社（+ 3社）、会員総数 2,499人（+ 37人）。 
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■公益社団法人の目的と3つの公益事業 

日本記者クラブは、2011年 4月 1日、社団法人から公益社団法人に移行した。定
款第 3条で公益社団法人としての目的を以下のように定めている。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
この法人は、内外の重要ニュースソースとの接触を多角化し、報道機関相互の交流
を緊密化することにより、その活動の促進と社会的機能の向上、発展をはかり、ジャ
ーナリズムの職業倫理向上および表現の自由の擁護につとめ、民主主義の発展に寄与
する。この法人の事業が会員のジャーナリズム活動や報道を通し、広く国民が共有す
る情報となることにより、国民の知る権利、国民生活の向上安定、および国際相互理
解の促進に資することを目的とする。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

この目的を達成するために実施する公益社団法人としての「公益目的事業」は次の

3分野にまとめられる。 

①内外の要人を招き、記者会見などを開催し、国民の知る権利に資する。 
②すぐれた業績をあげたジャーナリストに日本記者クラブ賞、同特別賞を贈る。 
③日本記者クラブ会報を発行し、インターネットを通じて良質な時事情報を開示し、

重要な会見を全文保存し公開する。 

以下に、2015年度のおもな事業活動と運営を報告する。 

Ⅰ．公益目的事業① 記者会見 ――――――――――――――――― 

≪プレス会見は過去最多の 252回≫ 

日本記者クラブが 2015 年度に主催した行事・会合は、昼食会（7 回）、記者会見

（122回）、研究会（95回）、記者ゼミ（18回）、取材団・プレスツアー（9回）、記
者研修会といったプレス向け行事が 252回。総会記念講演やクラブ賞受賞記念講演

といった一般行事、試写会・上映会を加えた行事総数は 278回となった。いずれも

過去最多となった 2014年度（プレス行事 23６回、行事総数 261回）を上回った。 

今年度の特徴として①シリーズ企画「戦後 70年 語る・問う」ほか戦後 70年関

連企画 ②タイムリーな会見設定 ③前年度から続く取材団、プレスツアーの積極的
な派遣 などが挙げられる。主な行事内容は以下の通り。 

≪「戦後 70年」を多角的に≫ 

シリーズ企画「戦後 70 年 語る・問う」は「会員各社の戦後企画に参考になるような

ものを」と、2014年度に始めた。作家の赤坂真理氏と原武史明治学院大学教授の対

談（2014/9/11）からスタートし、14 年度中に計 14 回を行った。15 年度は、ゲスト

やテーマの幅をさらに拡げて展開し、最終回の伊吹文明元衆院議長会見（12/16）ま

で計 28回行い、シリーズ総回数は 42回となった。一覧は次の通り。 
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≪2014 年≫ 

（1） 赤坂真理 作家／原武史 明治学院大教授 対談（9/11） 

（2） 保阪正康 作家 「昭和史 昭和天皇実録を交えて」（10/7） 

（3） 加藤典洋 評論家 「著書『敗戦後論』などを軸に戦後論」（11/7） 

（4） 髙木勇樹 元農林事務次官 「市場開放と戦後農政」（11/13） 

（5） 山田太一 脚本家 「テレビドラマと戦後」（11/14） 

（6） 小峰隆夫 エコノミスト 「官庁エコノミストがみた戦後経済」（11/19） 

（7） 張本勲 元プロ野球選手 「プロ野球と日本人・社会」（12/1） 

（8） 志摩篤 元陸自幕僚長  「60 年安保・そのとき自衛隊は」（12/3） 

（9） 渡辺靖 慶応大学教授 「アメリカにとっての「戦後」とは何か」（12/12） 

≪2015 年≫ 

（10） 見田宗介 東京大学名誉教授／大澤真幸 元京都大学教授 「1945／2015」（1/6） 

（11） 明石康 元国連事務次長 「変貌する国際社会と日本の役割」（2/3） 

（12） 濱口桂一郎 労働政策研究・研修機構主席統括研究員 「戦後の雇用問題の変遷 いま何が
問われているか」（2/16） 

（13） 宮本康昭 弁護士 「戦後の司法」（2/23） 

（14） 竹内洋 京都大学名誉教授 「戦後日本と大衆社会」（3/5） 

（15） 川島真 東京大学大学院教授 戦後日本のアジア外交など（4/24） 

（16） 富田武 成蹊大学名誉教授 「シベリア抑留問題」（5/11） 

（17） 篠田正浩 映画監督 「私の戦後 70 年 ゾルゲの場合」（6/1） 

（18） 石原信雄 元官房副長官 官僚が見た戦後史など（6/3） 

（19） 石田憲 千葉大学教授 「イタリアの戦後処理」（6/4） 

（20） 小長啓一 元通産事務次官 「列島改造論の背景」（6/16） 

（21） アンドルー・ゴードン ハーバード大教授 「高度成長からポストバブル期の
社会変化（知的・政治的考え方の変化）」（6/22） 

（22） 白井聡 京都精華大学人文学部総合人文学科専任講師 『永続敗戦論』
を軸に自身の戦後論（6/25） 

（23） 行天豊雄 国際通貨研究所理事長(元大蔵省財務官） 「通貨と日本経済」（7/1） 

（24） ロジャー・パルバース 作家 「2015 年の日本～曲がり角なのか？それとも、関ヶ原か？」（7/13） 

（25） 今野勉 テレビ演出家 ・ 放送人の会 会長 「テレビと戦後 70 年」（7/16） 

（26） 藤原作弥 特別会員 「戦争とマネーの失敗」（7/21） 

（27） 樋口陽一 東京大学名誉教授 「憲法と戦後 70 年」（7/27） 

（28） 青木冨貴子 作家 「ＧＨＱと戦った女 沢田美喜」（7/30） 

（29） 宝田明 俳優 旧満州での戦後体験など（8/6） 

（30） 坂本慎一 ＰＨＰ研究所主事 「思想史から見た玉音放送」（8/6） 

（31） 大場智満 国際金融情報センター前理事長 「プラザ合意から 30 年」（8/6） 

（32） 早川浩 早川書房社長 ミステリーなど翻訳文化（9/29） 

（33） 小栗康平 映画監督  「藤田嗣治を通じて見た戦後 70 年」（10/16） 

（34） アンセルモ・ナカタニ 日伯文化連盟前理事長ほか 「海外日系人の戦後」（10/26） 

（35） 柴田優呼 オタゴ大学助教授 「“ヒロシマ・ナガサキ” 被爆神話を解体する」」（10/29） 

（36） 奥野誠亮 元法相 （11/19） 

（37） 不破哲三 前日本共産党委員長 「野党党首からみた戦後保守政治」（11/24） 

（38） 市川雄一 公明党特別顧問 「中道を考える～PKO 協力法と公明党～」（11/27） 

（39） 宇治敏彦 中日新聞相談役 「戦後政治 70 年 ジャーナリストから見た評価と課題」（12/1） 

（40） 加藤典洋 文芸評論家、早稲田大学名誉教授 「著書『戦後入門』から」（12/9） 

（41） 中島岳志 北海道大学准教授 「保守は大東亜戦争を肯定できるのか」（12/15） 

（42） 伊吹文明 元衆院議長 「新たな価値観を創る時」（12/16） 

戦後史を俯瞰するものから被爆者、玉音放送など特定のテーマに絞ったものや個

人的な戦後体験まで、ゲストも政治家、学者から俳優、映画監督まで幅広い角度か

最後の監督作品
「スパイ・ゾル
ゲ」の製作動機を
語った篠田監督 
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ら戦後を考えた。 

上記シリーズのほかにも様々な形で「戦後 70年」に関連した企画を行った。村山

富市元首相、河野洋平元官房長官による対談「戦後 70 年を語る」（写真）は大きな

関心を集め、参加者は 15 年度最多の 323 人を記録した。

そのほか、安倍晋三首相の戦後 70年談話に関して三谷太

一郎東大名誉教授ら識者の意見表明、首相談話の有識者

会議座長代理を務めた北岡伸一国際大学学長の会見など

を開催し、記者研修会でも戦後 70年をテーマにプログラ

ムを組んだ。後述する「沖縄を考える」「ドイツの戦後和

解」シリーズも 70年を意識した企画だった。 

≪外国人ゲスト 60回≫ 

訪日した外国首脳がメッセージを発信する記者会見の

開催は、19６9年のクラブ創設の目的であり、日本唯一の

ナショナル・プレスクラブとしての重要な使命である。

2015年度は、アキノ・フィリピン大統領（6/5）（写真右上）、

ザンスー・ベナン首相（10/28）、ニーニスト・フィンラン

ド大統領（3/9）など元首、首脳会見をはじめ外国人ゲスト

を計６0回招いた。 

また、昨年度に続き各国駐日大使の会見も積極的に行っ

た。ケネディ駐日米大使（12/17）（写真右下）は 200 人以

上が参加する大型会見となったほか、程永華駐日中国大使

（7/23）、ダナ駐日仏大使（11/18）、アファナシエフ駐日ロ

シア大使（12/22）など主要国大使を招いた。シリアからの

難民問題に苦慮する欧州各国が、自国の対応、立場をクラ

ブ会見で表明する形も目立った。フォン・ヴェアテルン駐日独大使（9/18）以降、カ

ラツォリス駐日ギリシャ大使（10/6）、ローバック駐日スウェーデン大使（10/21）、

イシュトバーン駐日ハンガリー大使（10/21）らが難民問題に関連して会見した。フ

ォン・ヴェアテルン大使は「ドイツの戦後和解」シリーズでも登場している（5/25）。

ハルチェンコ駐日ウクライナ大使はロシアによるクリミア併合から2年を機に会見

し（3/16）、返還を求める姿勢をあらためて示した。このように、タイムリーな話題

や特定のテーマに関連して大使が自国の考え方を説明する形は、今後定着していく

と思われる。 

≪安保法制と首相談話≫ 

2015 年度前半、国民の最大関心事となったのは、新しい安保法制の是非をめぐる

論議だった。 

自民党の高村正彦副総裁（14年度に会見）とともに連立与党で安保関連法案作成

の中心的役割を担ってきた公明党の北側一雄副代表から新安保法制の必要性を聞

き（4/27）、その一方で、山﨑拓、亀井静香、武村正義、藤井裕久の4氏は、その危

険性を緊急会見で訴えた（6/12）。 
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安保法制は、「違憲か否か」の憲法問題も大きな論点

となり、衆院憲法審査会で自民党側参考人ながら違憲を

主張して反響を呼んだ長谷部恭男早大教授が、小林節慶

大名誉教授とともに研究会「憲法と安保法制」に登壇し

た（6/15 写真上）。「合憲派」からは西修駒大名誉教授、

百地章日大教授を招き（6/19 写真下）、違憲、合憲の双

方の立場から話を聞いた。 

新安保法制が自衛隊の内外の活動に及ぼす影響につい

ては、国連PKOの現場指揮官の経験がある伊勢崎賢治東

外大教授や（5/20）、自衛官最高位の経歴を持つ齋藤隆元

自衛隊統合幕僚長（5/26）から、「現場の視点」で賛否それ

ぞれの意見を聞いた。 

また、安倍首相が予告した戦後 70年談話も大きな関心を集めた。戦後 50年談話

の当事者である村山富市、河野洋平両氏による対談（6/9）は前述のように 15年度最

多の出席者を集めた。三谷太一郎東大名誉教授（歴史）、大沼保昭東大名誉教授（国

際法）の 2人が代表となり、政治的信条を異にする 74人の学者が賛同した首相談話

に向けての意見表明の発表会見（7/22）も反響を呼んだ。 

新安保法制をめぐる論議は国会での論戦にとどまらず、国会周辺で大規模デモが

起きるなど国民的な関心を引き起こした。当クラブでは、政権内部の当事者から研

究者まで幅広くゲストを呼び、多角的に論点や情報を提供する努力を続けた。その

結果、出席者が 200人を超す会見が相次ぎ、新聞、テレビ、ネットなどでも会見内

容が大きく伝えられ、日本記者クラブの存在感を示すことができた。 

≪活発な現地取材･･国内・海外取材団、プレスツアー≫ 

昨年度同様、取材団、プレスツアーなど現場を訪問、取材する企画を積極的に行

い、内外あわせて過去最多の計9回となった。 

海外へは、戦後 70 年を機にドイツの戦後和解を考える「ドイツ・イスラエル取

材団」（6/30～7/9）、北京と四川省を訪れた「中国取材団」（11/8～14）と 2回派遣し

た。 

「ドイツ・イスラエル」は別項でも触れるシリーズ研究会「ド

イツの戦後和解」と連動して企画した。現在は良好な関係を維

持するドイツとイスラエルの和解をたどる旅は、各媒体で記

事や企画に反映されたほか、日本とアジア諸国の戦後を考え

るうえでも大きな示唆を与えた。なお、研究会でも講師を務

めた武井彩佳学習院女子大学准教授も同行した。 

中国では、2022 年冬季五輪開催が決まった北京の現状と、

四川大地震から 7 年半が経った被災地の現状を視察した(写

真)。2000年度に最初の海外取材団を派遣して以来、初めて中

国を訪れた。中国大使館の協力も得て、今後も続けていく方

針だ。 
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現役、ＯＢ会員向けのプレスツアーは2回。「岡山 里山・里海プレスツアー」（10/28

～29）は、中国山地のバイオマス発電、瀬戸内海での漁業復興の取り組みを取材し

た。「大阪文楽プレスツアー」（1/8～9）は、人間国宝の豊竹嶋大夫さんの引退公演を

鑑賞し、国立文楽劇場の舞台裏を見学した。 

国内取材団は5回。記者研修会から続いて行っ

た「沖縄取材団」（6/9～13）は、国内取材団では最

長となる4泊5日の日程で、米軍基地問題などい

まも「戦後」が続く沖縄を取材した。翁長知事、

稲嶺名護市長らの会見や辺野古基地建設現場周

辺取材、米軍普天間飛行場視察（写真）などの各

プログラムは、ストレートニュースや企画記事な

ど様々な形で報道された。 

福島第一原子力発電所取材団（1/25～27）は、各会員社の震災5年企画とタイミン

グが合うよう、1月下旬に設定した。一度に入構できる人数に限りがあるため 2班

に分かれ、かつ周辺取材を一緒に行えるよう日程を組んだ。2014年の取材ではバス

車内からの取材のみだったが、今回は防護服を着用して建屋付近を歩くことができ

た。各班約 20人ずつが、廃炉に向けて動く現場を取材した。 

「岩手・宮城取材団」（2/17～19）、「福島・宮城取材団」（2/24～25）は会員社記者だ

けでなくＯＢやフリーランスも加わった混成部隊で、震災から 5年が経とうとする

被災地を取材した。 

「伊勢志摩サミット事前取材団」（3/8）は5月に行われるＧ7サミットの舞台を訪れ

た。開催に向けた地元の取り組みを取材するとともに、本番取材の事前調査を兼ね

たツアーとなった。 

海外取材団では訪問国の駐日大使館から、国内取材団・プレスツアーでは地元紙

会員社から全面的な協力を得た。 

≪戦後 70年とジャーナリズム･･記者研修会≫ 

恒例の記者研修会でも「戦後 70 年」を中心テーマに据えた。各会員社が 8月の

終戦記念日に向けて展開する企画記事にフィードバックできるよう、開催時期を通

常の8月末から前倒しして、６月 8～9日に開催した。これにより、研修会と連動し

て行われる沖縄取材団も、６月 23日の「慰霊の日」の前に設定できた。 

前述の村山富市氏、河野洋平氏の対談「戦後 70 年を語る」は研修会のプログラ

ムとして組んだ。また、同じテーマで作家の保阪正康氏と原武史明治学院大教授の

対談も行った。 

パネルディスカッション(写真)は、地方紙・地方局

の戦後 70年企画担当者が登壇した。地方メディアは各

地の戦争体験を語り継ぐことを使命としているが、当

時を語れる人が少なくなっていく中、どのように記事

を掘り起こすか、どう関心を引き寄せるか。取材・企
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画の苦労や工夫を報告し、参加者と意見を交換した。 

石破茂地方創生担当相の会見は、地方から参加した記者にとって地方創生の責任

者の声を生で聞く貴重な機会となった。 

≪タイムリーな短期集中型、掘り下げる長期企画･･活発なシリーズ企画≫ 

短期集中で一つのテーマを多角的に考える企画は、「マイナンバー」制度で 2 シ
リーズ（「マイナンバー、その可能性と危険性」全 3回、「大丈夫か、マイナンバー」
全 4回）を組んだほか、安保法制の国会論戦と並行して「日米安保を考える」（全 4
回）「憲法と安保法制」（全 2回）、「ドイツ・イスラエル取材団」と連動して「ドイ
ツの戦後和解」（全 5回）、中国の株価変調を受けて「どうなる中国経済」（全 2回）
などタイムリーに設定した。 

「戦後 70 年」のような通年型の企画として、日本の国連加盟６0 年となる 201６年

に入ってから「国連と日本人」を開始した。国連で働く日本人から、国際舞台での日

本の役割や世界で働く意義などを語ってもらう。米大統領選と並行して米国の深層

を探る「変わるアメリカ・変わらないアメリカ 米大統領選」は、選挙情勢分析と

いうよりも、選挙戦で表面に表れた現象の底流を探ろうという意図だ。「チェンジ・

メーカーズに聞く」は、革新的な経営を進める企業トップを招き、経営のビジョン

を語ってもらう企画。日銀がついにマイナス金利を導入したことをうけて始めた

「どうみるマイナス金利」は、識者 2人からその背景と展望を語ってもらい（3/2）、

今後は各論に入っていく予定だ。これらのシリーズは 1６年度も展開していく。 

年初の研究会「経済見通し」を、今年は６回行った。地方経済の実情から米、中

など国際情勢まで様々な角度から 201６年の経済を展望した。 

テーマを深く掘り下げる長期企画も継続した。「ＨＩＶ／エイズ」は 2001年から 15

年にわたり続いている。「沖縄から考える」は、戦後 70年を前に「沖縄取材団」と

連動して企画したが、終戦記念日以降も開催しており、1６年度も継続していく予定

だ。次項で触れる震災関連企画も含めたこれらの長期シリーズは、ニュース発信の

意義に加え、ジャーナリズムが一過性でなく一つのテーマに腰を据えて取り組む姿

勢を表すという意味でも、クラブの重要な役割を果たしている。 
2015 年度に開催したシリーズ企画 

「ＨＩＶ／エイズ」（2 回 2001 年度開始） 

「中国とどうつきあうか」（1 回 2013 年度開始） 

「現代日本の貧困」（2 回 2014 年度開始） 

「戦後 70 年 語る・問う」（28 回 2014 年度開始） 

「イスラムの視点」（1 回 2014 年度開始） 

「日米安保を考える」（4 回） 

「ドイツの戦後和解」（5 回） 

「沖縄から考える」（9 回） 

「憲法と安保法制」（2 回） 

「マイナンバー、その可能性と危険性」（3 回） 

「どうなる中国経済」（2 回） 

「ＴＰＰ」（5 回） 

「リセット 東京五輪」（2 回） 
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「大丈夫か マイナンバー」（4 回） 

「欧州難民・移民流入問題」（2 回） 

「国連と日本人」（６回） 

「3．11 から 5 年」（1６回） 

「チェンジ・メーカーズに聞く」（3 回） 

「安保法施行と日本の防衛」（3 回） 

≪3．11から5年･･発信･続･･使命≫ 

クラブでは 2011年の東日本大震災以降、震災・復興関連企画を継続している。11

年度、12 年度に集中的に行われた会見の数々は『3．11 大震災 日本記者クラブの

会見から』（2012年8月）『ゲストは語る 記者が問う－日本記者クラブの会見から』

（2013 年 8 月）に収められている。取材団は 2013年 8月には記者研修会と連動して
企画した「福島取材団」（8/29～30）を皮切りに、「福島第一原発取材団」（2014/1/15

～16）「岩手・宮城取材団」（2014/8/28～29）で東北を訪れたほか、関連して「阪神・

淡路取材団」（2014/12/2～4）も行った。 

15年度は、各社の震災 5年企画の参考になることを目的に、あらためて「3．11か

ら 5年」を立ち上げ、連動して取材団も企画した。別項で触れたように、福島第一
原発（1/25～27）、岩手・宮城（2/17～19）、福島・宮城（2/24～25）と、震災関連で 3
回の取材団を派遣した。 

震災当時に救援活動を指揮した越野修三岩手大学地域防災研究センター教授、秋

冨慎司防衛医科大学校講師から災害時の危機管理について聞いた（2016/1/13）のを

皮切りに、被災地自治体の首長や支援活動に携わる人など被災地の声から原子力政

策のあり方まで、多角的に震災からの 5年を振り返った。一覧は下記の通り。 
（1） 越野修三 岩手大学地域防災研究センター教授／秋冨慎司 防衛医科大学校講師 「災害時の

危機管理」 （2016/1/13） 

（2） 野田武則 岩手県釜石市長 （1/19） 

（3） 菅原茂 宮城県気仙沼市長 （1/28） 

（4） 御手洗瑞子 気仙沼ニッティング社長 （1/29） 

（5） 菊地啓夫 宮城県岩沼市長 （2/4） 

（6） 吉田俊通 公益財団法人オイスカ啓発普及部副部長／櫻井重夫「名取市海岸林再生の会」
副会長 「名取市の海岸再生プロジェクト」（2/10） 

（7） 品川萬里 福島県郡山市長 （2/17） 

（8） 内堀雅雄 福島県知事 （2/22） 

（9） 中筋純 写真家 チェルノブイリと福島を撮り続けて （2/22） 

（10） 照井翠 俳人（釜石高校教諭） （2/26） 

（11） ジェームズ・アクトン 米カーネギー国際平和財団上席研究員 「プルトニウム余剰問題」（3/1） 

（12） 黒川清 元国会事故調委員長 「事故から日本人は何を学んだのか」（3/4） 

（13） 野口勝宏 写真家 福島の花を撮り続けて （3/7） 

（14） 田中俊一 原子力規制委員会委員長 （3/22） 

（15） 宮野廣 日本原子力学会廃炉検討委員会委員長 （3/25） 

（16） 村井嘉浩 宮城県知事 （3/25） 

3月 11日以降もシリーズを継続しており、ジャーナリズムの「伝え続ける」使命

に応えるために「発信し続ける」姿勢を示している。 
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≪2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて≫ 

開催まで 5年というタイミングで、森喜朗組織委会長（7/22）、遠藤利明オリンピ

ック・パラリンピック担当相（7/24）、鳥原光憲パラリンピック委員会会長（8/5）の

会見を集中的に開催した。遠藤大臣会見は 2020 年開会式のちょうど 5 年前、とい
う日取りだった。 

その後も、10 月に新設されたスポーツ庁の鈴木大地初代長官（11/26）や日本財団

パラリンピックサポートセンター理事長の小倉和夫氏も招いている（11/12）。 

2回開催した「リセット 東京五輪」では、エンブレム問題と新

国立競技場問題を取り上げた（9/28 福井健策弁護士、10/1 森

まゆみ氏／大橋智子氏）。新競技場については、仕切り直し案

のコンペで設計を手がけることが決定した、建築家の隈研吾氏

も招いた（2016/2/1）(写真)。 

2020年に向けて、今後も五輪関連企画をタイムリーに組んで

行く方針だ。 

≪3年目の記者ゼミ－「次世代ジャーナリズムの現場」≫ 

記者ゼミは「次世代ジャーナリズムの現場－その原則とスキル」をテーマに3年

目に入った。報道環境の変化を取り上げる「変わる現場」シリーズ、新しい読者・

視聴者像をとらえる「ミレニアル世代と向き合う」と、次世代の報道のあり方を考

えたうえで、ジャーナリズムの原点に戻り「報道の公正性」「編集権」などを考え

るという構成をとった。「スキル」をテーマに掲げたように、データやネットの活

用法を「実践」するコマも組んだ。 

地方から出張して参加する記者も多く、ジャーナリズムの変化への関心が高いこ

とがうかがわれた。こうした地方会員社の関心に応えるため、第2期から導入され

たネットを使ってのライブ配信と質問受付も継続して行った。 

Ⅱ.公益目的事業② 日本記者クラブ賞 ――――――――――――― 

≪竹内政明・読売新聞東京本社論説委員が受賞 

特別賞は伊東英朗氏ならびに南海放送「Ｘ年後」制作グループに≫ 
 

日本記者クラブは、毎年、報道・評論活動などを通じて顕著な業績をあげ、ジャ

ーナリズムの信用と権威を高めたジャーナリストに日本記者クラブ賞を贈ってい

る。1972年に創設して以来、日本を代表するジャーナリストを顕彰している。クラ

ブ賞創設40年を機に、より開かれた賞をめざして2012年度には日本記者クラブ賞

特別賞が新設された。特別賞は原則としてクラブ会員以外を対象とし、ジャーナリ

ズムの向上と発展につながる特筆すべき業績や活動を顕彰する。いずれも、日本の

ジャーナリズムの高い水準を内外に示すものであり、言論の自由を擁護し、国民の
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知る権利に資する公益目的事業である。 

2015年度の日本記者クラブ賞は、読売新聞東京本社取締役論説委員の竹内政明氏

（写真左）に贈り、特別賞は南海放送の伊東英朗氏（写真右）ならびに南海放送「Ｘ

年後」制作グループに贈った。 

日本記者クラ

ブの会員から推

薦を募り、2015

年 1月末の締め

切りまで日本記

者クラブ賞に 8

候補、同特別賞

に7候補が推薦された。 

個人Ｄ会員8人で構成する推薦委員会が2月 2６日に審査し、総務委員会で構成

する選考委員会（15人）が4月8日、推薦委員会の具申を参考に選考し、クラブ賞

には竹内政明氏がもっともふさわしく、特別賞には伊東英朗氏ならびに南海放送

「Ｘ年後」制作グループがふさわしいと理事会に答申した。4月30日の理事会で正

式決定し、発表した。 

理事会決定後、報道機関へ発表した際、贈賞理由を下記のように説明した。 

「竹内政明記者は、読売新聞朝刊の 1面コラム『編集手帳』を 2001年から

書き続け、14年になる。日々発生するニュースや話題を幅広く取り上げ、わか

りやすく、かつ奥深い文章で切り取ってきた。とりわけ、詩、短歌、俳句から、

落語、ドラマのシナリオ、歌謡曲に至るまで古今東西の名文を引用しながら、

話を展開し、書き出しから結末までつなぐわざは比類がない。テーマは大ニュ

ースに限らない。街角の光景や人々の営みを丁寧にすくいあげ、おだやかな視

点で人生の1日を書きとどめることばも忘れがたい。 

そのコラムは、大声で叫び、無造作に切り捨てる文章とは対極に位置する。

読者をうなずかせ、時にはうならせ、あるいは涙を誘い、ほほえみを呼ぶ。ジ

ャーナリズムを代表する1面コラムの書き手として、読者と新聞の距離を縮め、

マスメディアへの信頼を深める仕事は日本記者クラブ賞にふさわしいと高く

評価された」 

「南海放送の伊東英朗氏は、米国によるビキニ環礁水爆実験は、日本では「第

五福竜丸事件」として記憶されているが、南海放送の伊東ディレクターは、高

知の高校教師が多数のマグロ漁船も被ばくしていた実態を独自調査している

ことを知り、2004年から取材を開始した。伊東氏は休み返上で元乗組員への聞

き取りなど粘り強い取材を重ね、その成果を南海放送でドキュメンタリー番組

としてシリーズ化、さらに劇場記録映画「放射線を浴びたＸ年後」を制作し、

全国で上映活動を続けている。 

社会派ドキュメンタリー番組は、スポンサーや高視聴率が期待できずに敬遠

されがちだが、南海放送は局としての理解を示し、制作チームも献身的な努力
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で伊東氏を支えた。選考委では、「ローカル放送局として厳しい条件下にあり

ながら、伊東氏と制作チームは埋もれた事実を番組を通じて根気よく究明して

きた。この成果は他のローカル局への励みにもなる」と高く評価された。」 

６月3日には竹内政明氏と伊東英朗氏による受賞記念講演会を日本記者クラブ10

階ホールで行った。クラブ会員だけでなく、一般119人を含め約194人が参加した。 

Ⅲ．公益目的事業③ 日本記者クラブ会報とインターネットによる情報開示 

日本記者クラブ会報は毎月10日に約4100部を発行し、クラブ会員と会員社の関

係報道機関、さらに主要官庁記者クラブなどに無料で届けている。ウェブサイトに

は会報のPDF版を無料公開しているほか、会見の動画や記者による会見報告記事も

掲載し、速報と情報発信力の強化につなげている。不特定多数の人々が日本記者ク

ラブの活動にアクセスでき、国民の知る権利に資する公益目的事業である。 
 

≪会報とサイト「連携」「速報」「詳報」で発信強化 会報「クラブゲスト」刷新≫ 

日本記者クラブ主催のプレス向け行事が年間250件を超す中、限られたページし

かない紙の会報と、スペースを豊かに使えるサイトをどう調和させるか――。会報

委員会では新しい発信の在り方の議論を重ね、2つのメディアの特性を生かした掲

載方法に切り替えることを決定した。改革のキーワードは「ウェブ・ファースト」。

これまでは、ウェブサイトも会報発行を前提にした編集だったが、速報はサイトで、

詳報は会報で、と「すみわけ」と「連携」で発信機能を強化することになった。 
 

≪クラブ会報 「クラブゲスト」面を改革 

「戦後70年」「震災5年」など特集10本も≫ 

会報委員会では魅力ある紙面づくりを目指している。
2011年から毎年、1面刷新やフェイスブック、ツイッター
の活用開始、「クラブゲスト」欄の改変など多様な紙面展
開と情報発信力の強化を行ってきた。15年度は上述したよ
うに、会報とネットそれぞれの特性を生かした発信力強化
を目的に、「クラブゲスト」面を大きく改革した。 

これまで会報の「クラブゲスト」欄は基本的に全てのゲ

ストを取り上げ、取材した記者による会見報告を掲載して

いたが、これをゲスト一覧の「クラブゲスト」面と「会見

リポート」面の2つに分割した。 

「クラブゲスト」は発行号の前月に会見した全ゲストを

一覧形式で掲載、顔写真と会見日などのデータ、会見内容

を短信で紹介している（写真）。「会見リポート」は重要ゲストや関心の高いゲスト

を選び、詳報することにした。あわせて紹介する写真についてはゲストの揮毫や入
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退場シーンなど「クラブゲスト」欄とは異なるものを取りあげている。 

ウェブサイトでは会報に掲載しないゲストも含め、全員の「会見リポート」を読

むことができる。会報リニューアル後は、サイトにあるPDF版のゲスト一覧ページ

から「会見リポート」へリンクを貼り、直接アクセスできるようになった。 

リニューアルにともない、14年1月号から掲載した1面の「今月のことば」は「ク

ラブゲスト」との重複を避けるため廃止した。 

15年度の平均ページ数は25.4ページだった。 

「戦後70年」「東日本大震災から5年」に関連する特集などを掲載。例年8月に

行う記者研修会が「沖縄の慰霊の日（6/23）」の前に行われたため、7月号に掲載し

た。 

震災関連では、発災5年を前に派遣した福島第一原発、岩手・宮城、福島・宮城

の3取材団についてそれぞれ特集を組み、報告した。このほか国内では沖縄、海外

ではドイツ・イスラエル（第13回海外取材団）、中国（同14回）も詳報した。 

戦後70年関連では「私の8月15日」企画を立てた。80～90歳のOB会員による

「終戦の日」の思い出をつづった「あの日の夏」、戦後30年の1985年から10年ご

とに日本政治の舞台裏を振り返る「記者たちの夏」の2本柱で計4ページを展開し

た。 

「東日本大震災から 5年」特集は震災直後の 2011年 4月入社の記者たちにスポ

ットを当てた「5年生記者は今」を組んだ。同特集では全国紙の支局員として震災

に遭い、その後、町役場の広報担当として情報発信にあたった記者のリポートも掲

載した。 

2015年度掲載の特集・特別企画は下記の通り。▽沖縄取材団（2015年 7月号、

5p）▽第18回記者研修会（同号、3p）▽第13回海外取材団：ドイツ・イスラエル

（同 8月号、4p）▽戦後 70年企画「私の 8月 15日」（同号、4p）▽わたしのおす

すめ本2015（同12月号、2p）▽第14回海外取材団：中国（同号、4p）▽福島第一

原発取材団（2016年2月号、2p）▽岩手・宮城取材団（同年3月号、2p）▽福島・

宮城取材団（同号、2p）▽3.11から5年「5年生記者は今」（同号、7p） 

常設ページもタイムリーなテーマで進めた。時々のホットなニュースを追う一線

記者の取材報告「ワーキングプレス」や、OB会員による「書いた話・書かなかった

話」、取材で出会った人を紹介する「リレーエッセー」などの連載も回を重ねた。

震災から4年目も会報は継続的に被災地の地元メディアのリポートを取りあげ、12

年から連載を続ける「被災地通信」は41回を数えた。 

地方の会員社が密着で追うテーマを紹介する「地方発」は 15年 4月号から「ワ

ーキングプレス」の一部として名称を一本化した。 

第 3期記者ゼミ「次世代ジャーナリズムの現場―その原則とスキル」（計 15回）

は全て、参加した記者の報告を掲載した。 
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≪クラブウェブサイト 「速報」重視 会見動画221本公開≫ 

日 本 記 者 ク ラ ブ の ウ ェ ブ サ イ ト

（http://www.jnpc.or.jp/）のアクセス数は微

増を続けている。フェイスブック、ツイッター

で動画配信、会見詳録、会報などウェブサイト

の更新情報を逐次、知らせた。「クラブ声明」な

どの発表文もフェイスブック、ツイッターを活

用して流した。 

ユーチューブの日本記者クラブチャンネルに

記者会見の動画を公開する事業も続けた。2015

年度は252回のプレス向け行事から記者ゼミなど非公開の会見を除く221本を新た

に公開し、動画数の累計は 1279本となった。会見の当日もしくは翌日には公開し

ており、速報性を重視した情報発信を行っている。会見動画は会見全体をそのまま

記録しており、会見全容にいつでもアクセスできる重要なアーカイブとなっている。

また、シリーズ別に会見動画をまとめて公開することも続けた。同一企画で招いた

ゲストの会見を連続して視聴することができるようになり、利便性が増した。 

2015年度の再生回数トップは9月に会見した富士通総研主席研究員の柯隆氏の会

見で約9万7千2百回。上海株式市場の暴落、人民元の切り下げなど一連の中国経

済を分析するエコノミストの発言に関心が集まったとみられる。次いで多かったの

が、研究会「憲法と安保法制」の初回となった6月の小林節、長谷部恭男両教授に

よる対談で約5万2千回、現代中国研究家の津上俊哉氏（9月）が約4万4千回、

山崎拓、亀井静香、武村正義、藤井裕久の4氏が登壇し安保関連法案への反対を訴

えた会見（6月）は約2万6千回だった。  

記者会見を取材した記者が報告する「会見リポート」は224本を新たに掲載した。

これまでも速報性の観点から、会報の発行を待たずにウェブサイトで先行して公開

していたが、16年1月号の会報リニューアル後は、より一層徹底させた。ウェブサ

イトのみで紹介するリポートについては分量の制約がなくなり、取材する専門記者

の解説や分析、会場の雰囲気、スピーカーの様子などをより多くの情報で伝えるこ

とができている。 

会見の全文を文字記録版にした「会見詳録」は 21本を追加した。累計は 733本

となった。ホームページだけで読める会員のエッセー「私の取材余話」と「旅の記

憶」も追加、「会員ジャーナル」に掲載した。 

≪音声アーカイブ100本超を公開 2016年秋リニューアル予定≫ 

創立45周年記念事業として14年度に行ったクラブ会報の全号PDF化は、過去の

会見記録に当たる貴重なデータベースとして活用されている。同じく周年事業の

「会見音声のデジタル化保存」が完了したことを受け進めていた重要会見の音声の

一般公開は、15年度末現在、102本を公開中である。内外要人だけでなく、作家の
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野坂昭如氏、ブトロス・ガリ元国連事務総長、ゲンシャー元独外相など 15年度に

没した過去の会見ゲストや、1990年2月から行われている、国政選挙前のクラブ主

催の党首討論会の音声も全て公開し充実をはかった（計17本）。アーカイブはゲス

トの肉声を聴くことができる貴重な記録であり、今後も順次、歴史的会見や内外重

要ゲストの声を公開していく。 

ウェブサイトは上記の発信機能に加え、会見出席の申し込みやクラブ施設利用に

ともなう情報発信などとしても機能しているが、この利便性をさらに高めるため、

2016年度にウェブサイトのリニューアルを行う予定で、その準備作業を 15年度か

ら始めた。 

≪創立以来の会見写真をデジタル化≫ 

ネガフィルムやプリントで保存していた創立（1969年11月）から2004年12月

までの記者会見の写真（約 3700件）を電子化する事業を行った。フィルムが劣化

する前に保存し、14年度に電子化した会報PDF版や会見音声とともに公開、デジタ

ル・アーカイブを広げる。 

Ⅳ．収益事業 ――――――――――――――――――――――――― 

≪貸室、機器利用、飲食割戻、いずれも増加≫ 

日本記者クラブは大小4つの会議室（9階・会見場、大会議室、小会議室、10階

ホール）を持ち、クラブ行事で使用しない時間に限って会員に有料で貸し出してい

る。2015年度は、天井工事のため10階ホールの貸出を8月の約1カ月間にわたり

休止したが、貸室利用は1,203回（2014年度は1,143回）、延べ2,911時間で、貸

室収入は42,350,588円となり、前年度に比べ2,727,298円増加した。 

貸室の利用者に対して行っているマイクや液晶プロジェクターなどの音響・映像

機器等の施設機器賃貸収入も5,902,450円で、前年度に比べ131,080円増加した。 

また、ラウンジは取材先との待ち合わせなどに自由に利用できるほか、レストラ

ンでは昼、夜の食事を提供している。貸室とラウンジ、レストランでの飲食サービ

スは㈱アラスカに業務委託しており、売上の一部がクラブの事業収入（飲食割戻収

入）になっている。2015年度の飲食割戻収入は 17,981,425円で前年度に比べて

664,341円増加した。 

以上、3つの事業収益の合計額が、66,234,463円となり、前年度に比べ3,522,719

円増加した。 
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Ⅴ．日本記者クラブの運営 ――――――――――――――――――― 

≪第22期役員を選任 伊藤理事長を再任≫ 
5 月 27 日に開催された第 86 回定時社員総会において、第 22 期の役員（理事 29

人、監事 3人）が選任され、総会後に開かれた新役員による理事会は伊藤芳明氏（毎
日新聞）を理事長に再任し、副理事長に水谷亨氏（共同通信＝新任）と板野裕爾氏（日

本放送協会＝新任）を、専務理事に中井良則氏（日本記者クラブ＝再任）をそれぞれ

選定した。また、各委員会の委員長を次のように委嘱することを決めた。総務委員長・

原田亮介理事（日本経済新聞＝新任）、会員資格委員長・小田尚理事（読売新聞＝再

任）、企画委員長・西村陽一理事（朝日新聞＝新任）、会報委員長・飯塚浩彦理事（産

経新聞＝新任）、施設運営委員長・西渕憲司理事（フジテレビ＝新任）。 

 

≪各委員会の活動≫ 
総務委員会 事業計画、事業報告、予算案、決算案など理事会に諮るべき議題につ

いて協議した。 

会員資格委員会 毎月1回開催し、届けのあった入会希望者について可否を協議し、

結果を理事会に答申した。 

企画委員会 毎月1回開催し、招へいするゲストについて協議したほか、記者会見、

研究会などの実施に当たっては委員が司会を担当した。 

会報委員会 毎月1回開催し、次号会報の編集方針について協議した。 

施設運営委員会 隔月で開催し、事務局からの事業収入報告を受けたほか、クラブ

施設の運営について協議した。 

日本記者クラブ賞推薦委員会 応募のあった日本記者クラブ賞、同特別賞の候補全

員について議論し、有力候補を日本記者クラブ賞選考委員会に具申した。 

日本記者クラブ賞選考委員会 日本記者クラブ賞推薦委員会からの答申を踏まえ、

受賞者を選考し理事会に答申した。 

≪自民勉強会発言で声明を発表≫ 
6月29日、自民党所属議員らの勉強会「文化芸術懇話会」で、出席した議員が「マ

スコミを懲らしめるには広告収入がなくなるのが一番だ」と発言したことが報道さ

れた。これに対して「言論・報道の自由を擁護する声明」を発表した。 

≪法人会員が2社減 法人賛助会員は5社が入会≫ 
日本記者クラブの会員はプレス会員（法人会員、基本会員、個人Ａ、個人Ｂ、個

人Ｃ、個人Ｄ）と賛助会員（法人賛助、個人賛助、特別賛助）、名誉・功労会員、

学生会員によって構成されている。中でも新聞・通信、放送各社が登録されている

法人会員は会費収入の約 62 パーセントを負担すると同時に、最高議決機関である



 

17 

社員総会を構成するなど、財政上も運営上も中心的存在としてクラブを支えている。

また、一般企業も法人賛助会員として会員になっているが、2015 年度は 5 社が入
会（日本経済団体連合会、東京ビッグサイト、サカタインクス、産業競争力懇談会、

山見インテグレーター）した。なお、第 575 回理事会（10/26）で入会促進に取り
組むため、法人会員、法人賛助会員、特別賛助会員の入会金を引き続き免除するこ

とを決めた。 

一方、法人会員が 2 社（東日本放送、熊野新聞社）、法人賛助会員 2 社（日本原
子力発電、朝日ネット）が退会した。 

2016 年 3 月 31 日現在の会員数は以下の通り。カッコ内は前年との増減。 

【プレス会員】 

法人会員 134 社 （- 2 社） 

基本会員 744 人 （- 11 人） 

個人Ａ会員 349 人 （- 13 人） 

個人Ｂ会員  60 人 （+ 2 人） 

個人Ｃ会員  85 人 （- 4 人） 

個人Ｄ会員 844 人 （- 20 人） 

【賛助会員】 

法人賛助会員 65 社 （+ 3 社） 

123 人 （+ 5 人） 

個人賛助会員  20 人 （- 2 人） 

特別賛助会員 100 人 （+ 5 人） 

【その他の会員】 

名誉・功労会員  12 人 （± 0 人） 

学生会員 162 人 （+ 76 人） 

  

合計 199 社   （- 1 社） 

 2,499 人       （+ 37 人） 

≪賛助会員の会費が寄付控除の対象に≫ 
かねてから公益認定等委員会を通じて、賛助会員の会費を税額控除の対象とする

ように申請をしていたが、2月4日付で内閣総理大臣名の「税額控除に係る証明書」

が発行された。有効期限は 2021年 2月までの 5年間。今後は法人賛助会員と特別

賛助会員の会費は寄付として扱われ、法人税や所得税・都民税の税額控除を受ける

ことができる。 
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≪9階ラウンジで写真展≫ 
東京写真記者協会と日本新聞協会の協力を得て、

4月６日から4月24日に2014年報道写真展、1月

12日から1月22日まで2015年報道写真展として、

東京写真記者協会賞大賞作品をはじめ各部門賞、

奨励賞を受賞した作品をラウンジ内に展示した

（写真）。 

また、3月7日から3月18日まで、福島県郡山市在住の写真家・野口勝宏さんの

写真展「福島の花」を開催した。初日の3月7日には、野口さんの記者会見もクラ

ブ主催で行った。 

≪特別賛助会員の会を開催≫ 
2011年から毎年開催している特別賛助会員と外信担当者の懇談会を、12月 8日

に行った。クラブの特別賛助会員で各国の大使館・国際機関の報道担当者が31人、

各社の外信担当記者45人の計7６人が参加した。米国、ロシア、韓国、カナダ、メ

キシコ、ベネズエラ、スウェーデンなどの大使館関係者と、各社の外信部の記者が

交流を深める国際色豊かな会合となった。また今回は、韓国大使館からマッコリな

どが提供された。 
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日本記者クラブ 理事・監事 201６年 4 月 1 日現在 

理事長 伊藤 芳明 毎日新聞社専務取締役、主筆 

副理事長 水谷  亨 共同通信社常務理事 

副理事長 板野 裕爾 日本放送協会専務理事・放送総局長 

専務理事 中井 良則 日本記者クラブ 

理事 原田 亮介 日本経済新聞社専務執行役員論説委員長 
総務委員長 

理事 小田  尚 読売新聞社専務取締役論説担当 
会員資格委員長 

理事 西村 陽一 朝日新聞社常務取締役 
企画委員長 

理事 飯塚 浩彦 産経新聞社専務取締役（総括） 
会報委員長 

理事 西渕 憲司 フジテレビジョン取締役報道局長 
施設運営委員長 

理事 渡邊 祐司 時事通信社取締役編集局長 

 深田  実 中日新聞社取締役論説担当兼東京本社論説室論
説主幹 

 田辺  靖 北海道新聞社東京支社長 

 藤井 通彦 西日本新聞社執行役員東京支社長 

 矢島 哲郎 信濃毎日新聞社東京支社長役員待遇 

 岡崎 伸二 山陽新聞社東京支社長 

 山元 良久 南日本新聞社東京支社長 

 菅生 泰亮 長崎新聞社取締役東京支社長 

 具志堅 毅 沖縄タイムス社東京支社長兼関西支社長 

 成田 幸男 陸奥新報社役員待遇東京支社長 

 川嶋  明 日本新聞協会専務理事 

 西野 文章 日本プレスセンター専務取締役 

 岩田 栄一 ＴＢＳテレビ報道局長 

 袴田 直希 日本テレビ放送網報道局長（兼）解説委員長（兼）報
道審査委員長 

 篠塚  浩 テレビ朝日取締役報道局長 

 加増 良弘 テレビ東京報道局長 

 吉田 昭仁 朝日放送 東京支社長 

 壱岐  聰 北海道放送東京支社長 

 村川  淳 テレビ愛知東京支社長 

 木村 信哉 日本民間放送連盟専務理事 

監事 沖永 朝裕 神戸新聞社東京支社長 

 林  俊明 徳島新聞社東京支社長 

 二木 清彦 九州朝日放送常務取締役東京支社長 

（了） 


