
第１１１７回経営委員会資料

平成２２年４月２７日

視聴者対応報告（平成２２年３月）について

放送法第１２条に定める視聴者対応の状況について、平成２２年３月分を、

別冊「視聴者対応報告(平成２２年３月)」のとおり取りまとめたので、

放送法第２２条の２第３項の規定に基づき報告する。



視聴者対応報告
平成２２年３月

視聴者サービス局

視聴者センター
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第１２条

協会は、その業務に関して申出のあった苦情その他の意見については、

適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。

第２２条の２ 第３項

会長は、３箇月に１回以上、自己の職務の執行の状況並びに第１２条

の苦情その他の意見及びその処理の結果の概要を経営委員会に報告し

なければならない。

放送法
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１．視聴者の声（意見や問い合わせ） ･･････ ４

２．意見への対応状況 ･･････ ５

３．３月のピックアップ ･･････ ６

■“朝が変わる”新年度番組改定より

■デジタル放送 完全移行まで５００日

４．放送番組への反響 ･･････ １２

■反響の多かった番組 上位１０番組

■再放送希望への対応

５．意見や要望への対応 ･･････ １６

■視聴者からの指摘･要望に対応した事例

■ＮＨＫの判断や考え方に理解を求めた事例

■誤記・誤読などの指摘への対応

６．受信料関係の対応 ･･････ １９

７．受信相談の対応 ･･････ １９

８．経営関係の意見 ･･････ ２０

◇ 平成２１年度 意見・問い合わせの総数 ･･････ ２１

（番組への反響 再放送希望）
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「視聴者の声」　分野別　件数

0

100,000

200,000

300,000

400,000

件

放送番組 138,449 128,799 120,918 128,509 125,168 139,134 

受信料 202,695 154,948 172,699 174,557 183,589 217,431 

受信相談 17,720 15,312 17,052 16,009 16,125 21,617 

経営 915 652 951 980 1,180 1,945 

上記以外 38,977 34,642 37,298 39,968 42,039 44,260 

10月 11月 12月 1月 2月 3月

合計 398,756 334,353 348,918 360,023 368,101 424,387

１．視聴者の声（意見や問い合わせ）

平成２２年３月にＮＨＫに寄せられた視聴者の声の総数は、月ごとの件数ではこの半年

で も多い424,387件で、前月(368,101件）に比べ56,000件余り増えました。

進学や就職、転勤などでの転居が増える時期にあたり、受信料についての問い合わせが

増えたほか、2月28日の大津波警報で放送が変更になった番組への問い合わせや選抜高校野

球、新年度番組への問い合わせ、またデジタル放送への問い合わせなどが多くありました。

寄せられた声の内訳は、苦情も含む「意見・要望」が75,418件（18％）、「問い合わ

せ」が307,651件（72％）、「その他・不明」が41,318件（10％）でした。

「視聴者の声」　内容別　件数

0

100,000

200,000

300,000

400,000

件

意見・要望 66,459 67,000 68,216 69,239 69,222 75,418 

問い合わせ 295,800 234,818 245,722 253,059 259,388 307,651 

その他・不明 36,497 32,535 34,980 37,725 39,491 41,318 

10月 11月 12月 1月 2月 3月

合計 398,756 334,353 348,918 360,023 368,101 424,387
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３月に受け付けた苦情や要望を含めた視聴者からの意見の総数は、75,418件

（前月は69,222件）でした。

このうち69,715件（92％）については意見を受け付けた一次窓口で対応を完了しました。

残る5,703件（8％）については該当部局へ転送し、二次対応しました。

２．意見への対応状況

○　受付窓口別

視聴者コールセンター
（ハートプラザ含む） 265,530 件 ( 63% )
本部各部局 27,428 件 ( 6% )
全国各放送局
（各局ハートプラザ含む） 131,429 件 ( 31% )

○　受付方法別

電話 368,177 件 ( 87% )
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 27,908 件 ( 7% )
投書 8,940 件 ( 2% )
来局 5,707 件 ( 1% )
ＦＡＸ 2,001 件 ( 0% )
訪問時 11,654 件 ( 3% )
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「意見・要望」　対応状況

0

20,000

40,000

60,000
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件

意見・要望 66,459 67,000 68,216 69,239 69,222 75,418 

　一次対応 60,560 61,728 62,566 63,506 63,585 69,715 

　二次対応 5,899 5,272 5,650 5,733 5,637 5,703 

10月 11月 12月 1月 2月 3月
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３． ３月のピックアップ

■ “朝が変わる” 新番組スタートと放送時間変更 総合 ３／２９ ～

～３／２９(月）から１週間の反響～

新年度、朝の番組編成を大きく変えました。「連続テレビ小説」の放送時間を

４８年ぶりに変更して午前８時からに、また８時１５分からは、大型情報番組

「あさイチ」をスタートさせました。

☆ 「連続テレビ小説」の放送時間が、これまでより１５分早い午前８時からになった

ことについて、問い合わせが１６６件、意見･要望が４６件寄せられました。

・気づかずに見逃してしまった ･･･ １８件

「８時１５分にテレビをつけたら終わっていた」(６０代男性）

「放送時間が変わっていて見逃した」（６０代女性）

・時間変更は困る ･･･ ２８件

｢放送時間が変わってとまどっている。生活のリズムがくるってしまう。元に

戻してほしい」（５０代女性）

「８時からの放送だと見られない」（６０代女性）

・ほかに再放送の問い合わせ(９９件)や放送時間についての問い合わせ(６７件)

などが寄せられました。

☆ 「ＮＨＫニュースおはよう日本」の放送時間が午前８時までとなったことや番組の

構成が変わったことについて、問い合わせが４５件、意見・要望が１１件寄せられ

ました。

気象情報について(２２件)、まちかど情報室について(１０件)、

おはようコラムについて(１４件）、土曜すてき旅(７件）ほか

「“朝ドラ”を８時にするなら、その前に、以前８時から流していた今日の大きな

ニュースとコラムをやってほしい」 (３０代女性）

「関西在住だからか、阿部アナウンサーの『今日もお元気で！』が聞けなくなって

しまいとても残念」 (３０代女性）

◇ 放送時間の変更について

新年度番組編成にともない、毎朝放送している「みんなの体操」「テレビ体操」の

放送時間を変更したところ、問い合わせが２７７件、時間変更に対する苦情など意見

が２８件寄せられました。

「みんなの体操」（総合）午前９時２５分～３０分 → 午前９時５５分～１０時

「テレビ体操」 （教育）午前６時３０分～４０分 → 午前６時２５分～３５分

「ただ見るだけの普通の番組と違って“体操”は生活習慣の一部だ。長年の朝の習慣に

なっているので、急に変更されても身体がついていかない」 （５０代女性）

「いつもの時間にテレビをつけたら放送時間が変更されていた。毎日欠かさず見ている

が、全く気づかなかった。変更のお知らせはあったのか」 （５０代女性）
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○ご指摘にお答えしました

【指摘】「朝の連続テレビ小説『ゲゲゲの女房』を楽しく見ているが、鳥取県の

大山（だいせん)のことを『出雲富士』と言っていた。『伯耆富士

（ほうきふじ）』ではないか。鳥取県民として気になる」

（６０代女性）

【対応】ドラマの原案となった武良布枝さんの『ゲゲゲの女房』という本の中に

大山は地元では「出雲富士」と呼ばれているという記述があります。

安来市役所の商工観光課によりますと、地元では「伯耆富士」と「出雲

富士」の両方の呼び方があって「出雲富士」という言葉は小学校の校歌

の歌詞にも使われていることをご説明しました。

主な反響

「セットや小道具がきちんと時代背景に沿って作ってあると感心している。ＣＧで作って

いないところも気に入っている」 （４０代女性）

「日本の良き時代の大家族を見ることができてうれしい。出演者一人一人が、“ああ、

こんな人いたな”と感慨深く見ている」 （６０代女性）

「主人公の女の子はとってもおっとりとしてかわいらしく演技も上手だ。ベテラン俳優勢

もみな魅力的だ」 （３０代女性）

「私は安来の出身で、関心を持って見て

いる。安来弁が懐かしい」(４０代女性）

「このドラマは朝から大きな声でどなり

散らしている。自分がどなられたよう

な不快な感じがする。朝は気持ちよく

スタートしたい」 （６０代女性）

336
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ウェルかめ

ゲゲゲの女房

〈参考〉過去の「連続テレビ小説」開始１週間の意向件数

◇ 連続テレビ小説 「ゲゲゲの女房」 ３／２９(月）～

総合 午前8時～8時15分 ＢＳ２ 午前7時45分～8時 ＢＳｈｉ 午前7時30分～7時45分

反響 ４８２件 （３／２９から１週間）

好評意見８９件、厳しい意見７３件、その他の意見４３件、問い合わせ２７７件）
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主な反響

「ＮＨＫが変わったという印象を受けた。とても視聴者に密着した内容で飽きない。

司会者も硬さがなく楽しい雰囲気でこれからも楽しみ」 （５０代女性）

「番組のセットがポップでかわいい。パートナーのブタ、キャスターのみなさんの

さわやかな笑顔と楽しそうな雰囲気で、中学生の私でも興味を持てる」

（１０代女性）

「いつも朝は違う番組を見ているが、今日は『あさイチ』を見た。いのっちの司会

ぶりは 高。いろいろな情報が盛りだくさんで、とても楽しかった。視聴者の意

見がすぐに届き、つながっている感じがした」 （１０代女性）

「司会の井ノ原さんは自然体でさわやかだが、『はーい』というように言葉を伸ばす

くせが気になる。なれなれしいコメントも感心しない」 （５０代女性）

「色合いの鮮やかさに気持ちが落ち着かない。出演者の顔を小窓に表示するのも嫌。

テレビには目や耳に優しい落ち着きを望む」 （５０代女性）

「高２の娘が、“民放のまねすることないのに”と言っていた。元気なのはいいが、

テンションが高いだけで、スタジオの中だけが元気な感じだ」 （５０代女性）

「すごくためになるが、テーマは一日一つに絞った方が見やすい。アナウンサーが

ベラベラしゃべり、せかせていたが、もっと先生のお話をゆっくり聞きたかった」

（３０代女性）

「ＮＨＫだから店の名前を言えないのは分かるが、これでは行きたくても行けない。

民放より不親切な番組だ」 （６０代女性）

◇ あさイチ ３／２９ ～ （月～金）

総合 午前８時１５分～９時，午前９時０５分～９時５４分

“一番欲しい”情報がつまった“市場”のように活気のある番組をめざして、社会

問題、政治問題からエンターテインメント、生活実用情報まで、「生活者の視点」で

掘り下げる大型情報番組がスタートしました。

反響 １，２９２件 （３／２９から１週間）

（好評意見１３６件、厳しい意見４０７件、その他の意見８０件、問い合わせ６６９件）
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◆ 前年度、同じ時間帯に放送していた「生活ほっとモーニング」同様、放送内容に

対する問い合わせが も多く寄せられました。

◆ アナウンサーやタレントの男性司会者に対してさまざまな意見が寄せられました。

タレントの男性司会者への好評意見２９件うち２４件が女性からの意見でした。

◆ 番組内容に関しては、「ためになった」「おもしろい」「元気になった」などの好評

意見が寄せられた一方、「民放のようだ」「うるさい」「軽い」といった厳しい意見が

多数寄せられました。

◆ 企画・構成に関しては、「タレントは不要」「出演者（ゲスト）が多い」「内容を詰め

込みすぎ」などの意見が寄せられました。

◆ スタジオの背景セットが「派手」だという意見が目立ちましたが、逆に「ポップで

よい」という声も寄せられました。

◆ 番組のマスコットのミニ豚には、「かわいい」「癒やされる」といった好評意見が、

厳しい意見を上回りました。

◆ 「画面に小窓を作り、スタジオのゲストの顔を映すこと」への苦情がありました。

反響　詳細

78
41

25
13

61
89

25
74

17
160

277
95

73
47

24
10

81
23

79
450放送内容

放送予定（再放送含む）

出演者

ＨＰ

FAX

その他問い合わせ

出演者

番組内容

企画・構成・演出

期待・応援

その他好評意見

出演者

番組内容

企画・構成

演出

映像・音声

編成

その他厳しい意見

番組への要望

持論・その他

件

問い合わせ

好評意見

厳しい意見
その他の意見

※　複数カウント

1,292件

タレント不要　　　　　　 46件
出演者（ゲスト）多い 　23件
出演者生かせてない　16件
内容詰め込みすぎ　　 23件

“小窓にゲストの顔”不評　23件

ミニ豚かわいい　21件

背景セット不評　56件
ミニ豚不要　　　 14件

民放のよう　　 176件
うるさい　　　　　92件
軽い　　　　　　　50件
品が無い　　　　16件

放送内容不服　28件
　　〃　不十分　20件

男性司会者（タレント）29件
女性司会者（アナ）　 16件

ためになった　　　　　 35件
おもしろい・楽しい　　 33件
爽やか・元気もらった 30件

男性司会者（タレント）48件
女性司会者（アナ）　 46件

長い　11件

○ １週間の反響を詳細に見てみると



1010

■ デジタル放送 完全移行まで５００日

２０１１年７月２４日に地上･ＢＳともにアナログ放送が終了しデジタル放送に完全

移行するまでに、３月１１日であと５００日になりました。

それに合わせ３月２０日（土）ＢＳハイビジョンで９時間４０分の長時間テレソンの

番組「体感！デジタルパワーがやって来る」を放送しました。デジタル化がもたらす便

利さ・おもしろさを伝えるとともに、デジタル化への疑問について詳しく伝えました。

番組の一部は総合やＢＳ１、ＢＳ２でも同時に放送しました。

反響 １７８ 件

（好評意見 ９件、厳しい意見 ７２件、その他の意見１６件、問い合わせ８１件）

◇ 体感！デジタルパワーがやって来る

３／２０(土）

ＢＳｈｉ 午前９時１０分～午後６時５０分

総合 午前１０時０５分～１１時２５分、午後６時４２分～６時４５分

ＢＳ１ 午前９時１０分～９時３０分、午後０時１０分～０時５０分、６時１０分～６時５０分

ＢＳ２ 午前９時１０分～９時３０分、午後１時２８分～２時、６時１０分～６時５０分

「分かりやすい説明だった。まだアナログ放送を見ているが、今回の番組を見て、デジ
タル化は絶対必要だと思った。さすがＮＨＫだと思った」 （７０代男性）

「６０歳を過ぎて外出しなくなった。デジタル放送で、臨場感のあるスポーツや旅行、
自然などを取り扱った番組をどんどん放送してほしい。経済効果もあるはずだ」

（６０代男性）
「夫婦で８０過ぎの年金暮らし。テレビを替えなければならないのは分かるが金がない。
足も不自由でテレビだけが楽しみ。説明を見ていると、涙が出るほど腹が立つ」

（８０代女性）
「なぜ、ＢＳ１、ＢＳ２、ＢＳハイビジョンで同じ番組を放送しているのか。手抜き
ではないか」 （５０代男性）

「デジタル放送の良い点ばかりを放送しているが、マイナス面に触れないのはおかしい。
たとえば、双方向は電話線をつながなければできない。Ｂ－ＣＡＳカードの番号を
伝えなければならない。コピーガードがある。これらも周知すべき」 （６０代男性）

「機能を使いこなせない年寄りまでどうしてデジタル放送にしないといけないのか。
やっとＢＳを見られるようになったのに、チューナーを付けないとだめなのか」

（６０代女性）
「衛星放送で放送しているのに、地上デジタルの内容がほとんどで、衛星のデジタル化に
ついてほとんど触れていない。衛星波もデジタル化するのだから、あわせてきちんと
伝えるべきではないか」 （４０代男性）

「地デジの問い合わせの電話番号を案内していたが、表示時間が短すぎる。メモをとる
余裕がない。不親切だ。もっとゆっくり表示してほしい」 （７０代女性）
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◇ アナログ放送 画面サイズの変更（３／２９～）

新年度番組スタートの３月２９日（月）の放送開始から、地上アナログ放送の総合、教

育のニュース・生番組を除く多くの番組、またＢＳアナログ放送のＢＳ１、ＢＳ２の

ニュース・スポーツを除くほとんどの番組の画面サイズをデジタル放送と同じ１６：９で

放送することにしました。この画面サイズの形式は、レターボックスと呼ばれ、変更に

よって、アナログ放送のテレビ画面の上下に黒い帯が見えるようになります。変更につい

ては、３月１７日に発表し、翌１８日から意見・要望、問い合わせが届き始めました。

（３月１８日～２８日）

「新聞報道で画面サイズの変更について知った。画面右上のアナログの文字表示ですら不快

なのに、画面のサイズまで小さくすることに大変不満」 (５０代男性)

「お金がないので来年の完全デジタル化直前にテレビを買い替えるつもりだ。デジタル化される

ことは誰でも知っている。なぜ今画面を小さくする必要があるのか」 (７０代男性)

「岡山在住。デジタルテレビはすでに持っているが、私が住んでいる地域は、中継局のデジ

タル化が遅く、１２月までデジタル放送を受信できない。そういうことがあるのをわかっていな

がら、なぜ黒い帯の入った画面に変更するのか」 (４０代女性)

（３月２９日～４月４日）

「番組によって、黒い帯が出たり消えたりする。なぜ、このようなことをするのか、告知の放送など

周知が足りないのではないか」 （６０代男性）

「画面の黒い帯は、嫌がらせとしか思えない。ホームページを見たが、詳しいことが書かれて

いない。もっと視聴者の立場に立って考えてほしい」 （６０代男性）

「黒い帯が入って画面が小さくなり、歌詞（字幕）の文字も小さく見えるようになった。年寄りには

とても見づらい。大変困っている」 （７０代男性）

反響 １８９ 件

変更前 報道発表後（３月１８日～２８日） ９３件

変更後 １週間 （３月２９日～４月４日） ９６件

アナログ放送の画面は横縦の比率が4：3です。一方、デジタル放送のハイビジョンは

比率が16：9です。従って、ハイビジョン画面をアナログ画面に全部入れた場合には、比

率の違いから上下に黒い部分が出てしまいます。これまではアナログ放送をご覧の家庭

が相当数に上るとの判断から、アナログ放送ではハイビジョン画面の左右をカットし、

4：3の画面サイズにすることを基本としてきました。このため、必要な場合には一部の

シーンを4：3用に撮り直すなどの対応をしていました。

しかし現在、ＮＨＫの放送では、ほとんどがハイビジョンによる番組制作になりまし

た。デジタル受信機の普及台数も２月末に7000万台を超え、地上デジタル放送の世帯普

及率は3月の総務省の調査で80パーセントを超える見通しです。そこで今回、地上、ＢＳ

アナログ放送の多くの番組を16：9の画面で放送することにしました。

７月以降はニュース・スポーツも含めアナログ放送はすべて16：9を基本とすることに

しています。

＜ＮＨＫの考え方＞
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４．放送番組への反響

放送番組に関して寄せられた意見・要望・問い合わせなどの反響総数は139,134件で

（前月125,168件）、そのうち意見は45,380件、問い合わせは93,754件でした。

■反響の多かった番組 上位１０番組

■バンクーバーパラリンピック ３／１３（土）～２２（月）

教育 午後８時 ～ ８時２５分（午前０時台に総合で再放送）

バンクーバーパラリンピックが、１０日間にわたって開催され、日本は金３個、銀３個、

銅５個の、合わせて１１個のメダルを獲得しました。

ＮＨＫでは、総合テレビで１２時間３２分、教育テレビで１５時間１６分放送しました。

パラリンピックでは､障害の種類や程度によってカテゴリーやクラス分けが行われるなど､一

般にはあまり馴染みのない特有のルールがあります｡そのため､ニュースや教育テレビの特設

番組では、ルールや競技の説明などを丁寧にお伝えしました｡

また、３月２１日午前３時４５分から総合テレビで、パラリンピック競技の放送としては

初めて、アイススレッジホッケー決勝を生中継で伝えました。

反響 ４３３件（パラリンピック期間中）

（好評意見３５件、厳しい意見１５６件、その他の意見４２件、問い合わせ２００件）

＊国会中継のために、ラジオ第１で放送する予定だった選抜高校野球をＦＭで放送した
ため、歌謡スクランブルが休止となったことに問い合わせが集中しました。

注＊
948

753

518

499

455

437

420

418

382

2,466 件

　ＮＨＫアーカイブス　ドキュメントにっぽん「思い出のミニランドセル」

新日本探訪「思い出ランドセル」

歌謡スクランブル「話題のホットミュージック（２）」(3/23FM休止)

イ・サン　第３０回「王の慈悲」(3/7 BS2)
　

ためしてガッテン「突然襲う！手のふるえ」(3/10)

平成２１年度　ＮＨＫのど自慢チャンピオン大会(3/6)
　

追跡！Ａ　ｔｏ　Ｚ「肥満は悪くない？」(3/6)

国会中継「参議院予算委員会質疑」(3/3・4)

日本の、これから「いま考えよう日米同盟」(3/12)

(3/6)

熱中時間「農村ジオラマ作り」(3/3)

第８２回選抜高校野球大会　第４日(3/26)
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「なぜこれほど放送枠が少ないのか。オリンピックの時は、もう充分というほど同じ映

像を放送していた。私自身や私の周りに身体に障害のある人はいないが、頑張ってい

る姿を見る事で大変感動し、勇気づけられる」 （３０代女性）

「一人一人、障害の内容や障害の度合も違う。どう体の使い方を工夫するか、パラリン

ピックは実は見所がたくさんあって奥が深い。毎日の放送は結果紹介だけでなく、そ

うしたパラリンピックならではの見方を伝えてもらいたい」 （７０代男性）

「携帯サイトの情報が極端に少なく感じる。五輪情報といえばＮＨＫと思っていたので

残念」 （３０代女性）

＊いつもは｢福祉ネットワーク」を放送している時間に特設番組を設けたことへのご意見

「今の放送枠だと福祉というとらえ方になる。生放送でなくても良いので、スポーツと

して、一つの競技を 初から 後まで放送してほしい」 （５０代男性）

＊アイススレッジホッケーの決勝に日本が勝ち残ったため、急きょ総合テレビで「日本」対

「アメリカ｣の決勝を中継でお伝えしたことへのご意見

「アイススレッジホッケーを見た。迫力がありすごいと思った」 （５０代男性）

「アイススレッジホッケーの決勝を２１日の朝に生中継したのは、日本が決勝に進んだ

ので急きょ判断したと思うが、よくぞ放送してくれた。残念ながら日本は負けてしま

ったが、 初から 後まで試合をちゃんと見られて本当によかった」（４０代男性）

パラリンピックの放送は､公共放送の重要な使命のひとつであり､今回のバンクーバー

大会では前回のトリノより５時間多い２７時間を超える放送を実施いたしました｡これは

他のメディアと比べても圧倒的に多い数字となっています。今後も､視聴者のみなさまの

多様なニーズに応えながら､適切に放送を行っていきます｡

現地との時差が－１７時間あるため､競技の結果は｢おはよう日本｣や｢昼のニュース｣で

速報したほか、毎日、教育テレビで午後８時から８時２５分と、総合テレビの２４時過

ぎに、｢バンクーバーパラリンピック｣を放送し､大会の模様を手厚く伝えました。なお､

教育テレビでは視覚障害者のための解説放送を､総合テレビではさらに聴覚障害者のため

の字幕を付加して放送しました。

＜ＮＨＫの考え方＞

反響　詳細

22
3

11
10

4

10
38

7
6

87
34

238

11

放送予定

競技内容・結果

番組内容

その他問い合わせ

放送よい・内容よい

期待・感謝

再放送要望

番組編成（放送少ない）※

その他厳しい意見

番組編成要望※

番組内容・関連番組要望

選手へのねぎらい・苦情

持論・その他

件
問い合わせ

好評意見

厳しい意見

その他の意見

総件数
433件

※　複数カウント

生放送でない　 　　　 56件
放送時間帯遅い　　　18件
教育での放送不満 　17件

ホッケー表彰式中断　23件
放送反対　　　　　　　 　3件

中継放送要望　13件
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■ 放送記念日特集 「激震マスメディア～テレビ・新聞の未来～」

３／２２(月） 総合 午後１０時～１１時２８分

テレビ離れ、新聞離れへの懸念や広告収入の減少など、テレビ・新聞などのマスメディ

アが、かつてない事態に直面しているなかで、放送記念日特集として、マスメディアの

今後のあり方を、生討論で探りました。

反響 ２０４件

（好評意見 ３６件、厳しい意見 ６９件、その他の意見 ４３件、問い合わせ ５６件）

主な反響

「意見を言いたいのに、ＦＡＸを受付けないのはおかしい。国民の全部が、インター

ネットや携帯のメールをしているわけではない。そもそも、その様な考え方だから、

テレビ離れになる」 （５０代男性ほか）

「視聴者の意見が画面に流れるが、字幕が出ると興味をそそられて読みたくなる。でも

そうすると番組の内容が分からなくなってしまう。見ていてイライラする」

（６０代男性ほか）

「いきなり“ツイッター”ということばが出たが、あたかも市民権を得ているように

使っているが、簡単な説明もなしに使うべきではない」 (５０代男性）

「意欲的なテーマだが、既存のマスコミの視点の古さ、会話のかみ合わなさが目立っ

た」 (３０代男性)

「マスメディアが行き詰まりを見せている中、こういった議論をメディアが中心に

なってもっとやる必要があるが、今回はかなり消化不良。突っ込んだ議論を見たい

ので、続編を放送してほしい」 （３０代男性）

「インターネットは、誰でも使えて便利だが、悪用したり、誹謗中傷やイジメに使われ

る事がこわい。やはりマスメディアの新聞やＮＨＫは安心だ」 (７０代男性)
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■再放送希望への対応

■再放送希望（上位１０番組）

視聴者から寄せられた、再放送を希望する問い合わせと要望は14,796件（前月12,276件）
でした。これらの希望を受けて、適宜再放送を行いました。

■再放送の実施および予定（定時再放送枠を除く）

356

246

205

175

171

138

116

110

87

85

１位

２位

３位

４位

５位

６位

７位

８位

９位

１０位

件

ＮＨＫスペシャル　ＭＥＧＡＱＵＡＫＥ　巨大地震

ためしてガッテン「突然襲う！手のふるえ」

追跡！Ａ　ｔｏ　Ｚ「肥満は悪くない？」

日曜美術館「夢の等伯　傑作１０選！！」

平成２１年度　ＮＨＫのど自慢チャンピオン大会

歴史秘話ヒストリア「名作選 姫路城 美と強運の400年物語」

ＭＵＳＩＣ　ＪＡＰＡＮ「ＭＪプレゼンツ　東京事変」

ブラタモリ＜最終回＞「六本木」

広島発ドラマ　火の魚

第３回「巨大都市を未知の揺れが襲う　長周期地震動の脅威」
　

プロフェッショナル　仕事の流儀「プロサッカー選手・三浦知良」

3月6日 総合 追跡！Ａ　ｔｏ　Ｚ「肥満は悪くない？」　
→ 3月21日  10:03～ ＢＳ２ 「あなたのアンコール　サンデー」内

3月6日 総合 平成２１年度　ＮＨＫのど自慢チャンピオン大会
→ 3月14日  10:00～ ＢＳ２ 「あなたのアンコール　サンデー」内

3月1日 総合 ＭＵＳＩＣ　ＪＡＰＡＮ「ＭＪプレゼンツ　東京事変」
→ 3月7日  2:50～ 総合 「ミッドナイトチャンネル」内

3月23日 総合 プロフェッショナル　仕事の流儀
「キング・カズ　走り続ける理由がある～プロサッカー選手・三浦知良～」　　

→ 4月3日  1:40～ 総合 「ミッドナイトチャンネル」内
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■視聴者からの指摘・要望に対応した事例

○ 選抜高校野球
甲子園球場のバックネット下の文字で球筋が見えにくい

【指摘】「バックネット下の“第８２回選抜高等学校野球大会”という白い文字と

ボールが重なって球筋が見えない。文字の色を変えるとか、位置をずらす

とかして改善してほしい」 （５０代男性ほか５１件）

【対応】初日の２１日からこうした指摘が数多く寄せられたため、ＮＨＫから主催の

高野連・毎日新聞社に対し、バックネット下の文字について改善を要望しま

した。その後も苦情があとを絶たないため、改善の要望を重ねた結果、主催

者側は、３１日の準々決勝から、バックネット下の文字を、やや小さく細く

した上でベージュ系の色の文字に変更しました。その後この件に関する指摘

はなくなりましたが、去年までの文字がない背景が望ましいという要望は

続ける方針です。

５．指摘・意見・要望への対応

意見や要望は担当部局へ転送・回付し、改善などが必要な案件については、速やかに

対応をとりました。

○ 太陽光パネルの効果を上げるために屋上の手すりを取ってしまっていいの
(「あさイチ」）

【指摘】「私は､太陽光パネルを設置している。番組の中で太陽光を取り入れるため、

屋上の手すりをカットしていたが、こういうことをしてもいいのか。むや

みに手すりをカットしてはいけないはずだ」 (６０代男性）

【対応】指摘を受け、翌３０日の放送で、下記のお断りをお伝えしました。

「太陽光発電の効率を上げるため、太陽光パネルに影をつくっていた屋上の

手すりを取り除いた例をご紹介しましたが、危険なのではないかというご

質問をいただきました。ご指摘のとおり、人が出入りできる屋上では手す

りは必要です。取り除く場合はそこに人が入れないようにするか、手すり

の代わりに強化ガラスに替えるなど、安全を確保して下さい」
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■誤記・誤読などの指摘への対応

（固有名詞の誤記・誤読）

（Ｌ）ニュース テロップ 平安時代の関白 ×藤原頼道 ○頼通

ニュース７ テロップ 女優 ×仁科亜希子 ○亜季子

のど自慢チャンピオン大会 テロップ 歌手 ×天道よしみ ○天童

ザ少年倶楽部 テロップ 歌手グループ ＭＡＤメンバー ×武内幸太郎 ○幸太朗

ＭＵＳＩＣ ＪＡＰＡＮ テロップ タレント ×楠 雄二郎 ○雄二朗

生中継 ふるさと一番！ テロップ 翌日の中継場所 ×桜川町 ○桜川市

爆笑問題のニッポンの教養 テロップ ×つるが市 ○つがる市

ニュースウオッチ９ テロップ
文科省で開催されたフォーラム
×霞ヶ関 ○霞が関 ※駅名は「霞ヶ関」 地名は「霞が関」

新日本風土記 テロップ ×清水市 ○清水町

首都圏ネットワーク 読み 茨城 ×イバラギ ○イバラキ

ＢＳプレマップ 読み 文楽人形遣い 吉田簔次 ×ヨシダミノツギ ○ヨシダミノツグ

お元気ですか 日本列島 読み 群馬県甘楽郡 ×カンラク ○カンラ

家族で選ぶにっぽんの歌 読み 常磐炭鉱 ×トキワ ○ジョウバン

ゆうどきネットワーク テロップ ×地産池消 ○地産地消

爆笑問題のニッポンの教養 テロップ ×博士過程 ○博士課程

ニュースウオッチ９ 内容 貯めたお金を ×切り崩して ○取り崩して

ＢＳニュース テロップ ×賃金業者 ○貸金業者

（誤記などの事例）

視聴者からの指摘をもとに確認した結果、３月は５８件（前月は５６件）の表記のミス

や読み間違いなどがありました。いただいた指摘については、コールセンターから直接番

組担当者に連絡し、放送の中で訂正するよう努めました。また、再発防止のため、放送関

係の部局で構成する放送倫理連絡会でも周知し、放送現場へ注意を喚起しました。

※今月は固有名詞の誤記・誤読への指摘が多数寄せられました。

（誤読などの事例）

ラジオニュース 読み 黄熱病 ×コウネツ病 ○オウネツ病

日本の、これから 読み 元凶 ×ガンキョウ ○ゲンキョウ

ラジオ深夜便 読み 名古屋のご当地ソング「名古屋の女」 ×オンナ ○ヒト
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●番組ホームページにも以下のような誤り指摘があり、いずれも指摘を受けて訂正しました。

【指摘】「ゲゲゲの女房」のホームぺージで、水木しげるさんの出身地が、鳥取県境港市

でなく、島根県境港市になっている。 （３０代女性）

【指摘】「蒼穹の昴」のホームページで、出演者の平田満さんの出演映画「蒲田行進曲」が、

「鎌田行進曲」になっている。 （５０代男性）

●視聴者からの指摘のあった“誤り”

【指摘】「プレミアム８『新証言・タイタニック沈没の真実』」を見ていた。タイタニックの

全長が２８９メートルと言っていたが、そんなに長くなかったと思ってパソコンで

調べたら２６９メートルだった。 (７０代男性）

【対応】ご指摘のとおりであり、再放送にあたって修正しました。

【指摘】 「生中継 ふるさと一番！」で、別府のケーブルカーが傾斜３０度で日本一と
言っていましたが、東京の高尾山にあるケーブルカーは、傾斜が３１度で日本一
です。放送で訂正してほしい。 （５０代男性）

【対応】 ご指摘のとおりであり、翌日の番組の冒頭で、「東京の高尾山のケーブルカー
には、傾斜が３０度を超える部分があり、別府のケーブルカーの傾斜が日本一
とは言えませんでした」と訂正しました。
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受信相談に関して、３月は21,617件（前月は16,125件）の意見や問い合わせが寄せられ、

コールセンター（受信相談）で受け付けた（電話番号などの問い合わせを除く）意見や問

い合わせは、15,636件でした。

このうち、受信不良の申し出は7,526件で、一次窓口で対応を完了したものは4,286件

（57％）でした。残る3,240（43％）は訪問による二次対応を行い改善の指導や助言を行い

ました。技術相談5,222件は、コールセンターや各放送局の受信相談窓口で対応しました。

受信料に関して、３月は217,431件（前月は183,589件）の意見や問い合わせが寄せられ、

コールセンター（営業）では141,894件を受け付けました。

このうちコールセンター（営業）で受け付けた苦情や要望を含む視聴者意見は2,701件で、

一次窓口で対応を完了したのは、1,345件（50％）でした。残る1,356件（50％）について

は、担当地域の営業部・センターが二次対応しました。

６．受信料関係の対応

７．受信相談の対応

■受信相談窓口で対応した内訳 ■ニ次対応を行った受信不良の内訳
（前月分※）

（※ 訪問対応のため、二次対応の集計データは前月分）

■苦情などへの対応の内訳

スタッフ関係の苦情はこの半年
いずれも前年を下回っています。

スタッフ関係　苦情件数

1,280 1,200

0

500

1,000

1,500

2,000

10月 11月 12月 1月 2月 3月

件
20年度

21年度
事由 件数

スタッフ関係 地域スタッフの説明不足等による苦情 1,176
深夜・早朝などの訪問時間等よる苦情　 24

受信料制度 受信料制度、料金体系への不満・不公平感 167

「テレビ見ないから払わない」
「料額が納得できない」などの不満・苦情

96

事務処理関係 事務手続きの遅れ等による苦情 63
口座関係、割引関係、返金問合せなど 41

番組サービス 「番組内容悪い」などの不満 27
その他 1,107

合計 2,701

68%
7%

6%
10%

9%
個別受信設備不良

共同受信設備不良

建造物による受信障害

雑音障害

混信・難視聴など

事由 件数

受信不良 7,526
一次対応 4,286

自己受信設備不良 3,320
共同受信設備不良 758
建造物障害 22
雑音障害 102
混信・難視聴など 84

二次対応（再掲） 3,240

技術相談　（地デジ受信方法などへの問い合わせ） 5,222
その他　（番組内容、受信料などへの問い合わせ） 2,888
合計 15,636
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８．経営関係の意見

ＮＨＫの平成２２年度予算は、２６日に衆議院本会議で、また３１日に参議院本会議

で、いずれも全会一致で承認されました。ＮＨＫでは、それぞれ本会議の前日に行われ

た総務委員会のＮＨＫ予算審議の模様を、衆議院については２５日の夜から２６日の早

朝にかけて、参議院については３０日夜から３１日早朝にかけて中継録画で放送しまし

た。番組への意見や問い合わせ、ＮＨＫ予算についての意見などが、合わせて１３２件

寄せられました。

「ＮＨＫの予算を視聴者に知らせることが大事なら、昼間に放送すべきだ」

（６０代男性ほか）

「ＮＨＫ予算審議をわざわざ長時間放送しなくてもよい。楽しみにしている番組が見

られなくなってしまう」 （７０代男性）

「ＮＨＫはいい番組を多く作っているのだから、もっと自信を持って、ＮＨＫの独自

性、存在価値を説明すべきだ」 （４０代男性）

「国会で予算を審議するときだけでなく、普段から受信料のゆくえについて、透明性

を持って公表すべきだ」 （４０代女性）

「私の周りは受信料を払っていない方が結構いる。公平でない。きちんと徴収して

ほしい」 （７０代女性）

○ＮＨＫ平成２２年度予算について

経営全般に対して、３月に寄せられた意見や要望は1,945件（前月1,180件）でした。

受信料をお支払いいただけない方々への支払督促の申立てに対する異議訴訟１件につ

いて、３月１９日、札幌地方裁判所で、ＮＨＫの請求を棄却する判決が出されました。

判決について、２９件の問い合わせや意見が寄せられました。

＜ＮＨＫのコメント＞

判決は、妻への代理権授与および追認は認定できないという個別事情、並びに放送

受信契約に民法第７６１条の規定の適用はないとする独自の判断をして、被告の主張

を一方的に認め、ＮＨＫの主張をしりぞけており、極めて遺憾な内容です。直ちに控

訴しました。

支払督促異議訴訟においては、平成２１年７月の東京地裁判決をはじめとして、い

ずれも民法第７６１条が放送受信契約に適用されるとしてＮＨＫの主張はすべて認め

られています。

今回の判決でも、テレビを購入した国民の大多数がＮＨＫとの間で受信契約を締結

することが望まれるとしており、ＮＨＫでは従来と変わりなく、契約・収納業務を

行ってまいります。

○受信料 未払い訴訟 敗訴
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平成21年度 意見・問い合わせの総数
４６４万７，７００件

意向　種別

913,933件
20%

444,645
9%

3,289,122
71%

意見要望

問い合わせ

その他
件

件

意向　内容

1,626,168
35%

2,315,146
50%

13,704
0.3%

444,645
10%

220,035
5%

28,002
1%

経営関係

放送関係

受信料関係

技術関係

受信相談

その他

件

件
件

件

件件

受付方法

26,034
1%

59,836
1%

128,831
3%

98,778
2%

368,500
8%

3,952,696
85%

13,025
0.3%

電話

投書

来局

ＦＡＸ

インターネット

集金時等

ふれあいﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

件
件

件

件

件

件

件

受付窓口

1,361,302
29%

382,557
8%

2,890,816
63%

コールセンター

本部各部局

全国各放送局
件

件件
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平成21年度 番組への反響 １３５万件

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000

ＮＨＫニュースおはよう日本

ためしてガッテン

ＮＨＫスペシャル

ＮＨＫ歌謡コンサート

第６０回ＮＨＫ紅白歌合戦
生活ほっとモーニング

ラジオ深夜便

ニュースウオッチ９

ＭＬＢ・アメリカ大リーグ

ＮＨＫのど自慢
ＮＨＫニュース７

バンクーバーオリンピック

クローズアップ現代

ゆうどきネットワーク

国会中継
スペシャルドラマ 坂の上の雲

スタジオパークからこんにちは

趣味悠々

天地人

ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ　仕事の流儀

件

ジャンル　内訳

0.1%

1%
4%

6%

13%
7%

6%

14%

15%

13%

1%

1%

ニュース・報道

情報・ワイドショー
ドキュメンタリー・教養

音楽
ドラマ

スポーツ
趣味・教育

バラエティ
アニメ・特撮

映画
劇場・公演

福祉
その他

ジャンル内訳ジャンル内訳

◆◆ 年代別年代別ランキングランキング

20代　以下 30　代 40　代

天才てれびくんＭＡＸ 2,010件 ＮＨＫニュースおはよう日本 3,188件 ＮＨＫニュースおはよう日本 5,819件

第６０回ＮＨＫ紅白歌合戦 1,471件 第６０回ＮＨＫ紅白歌合戦 3,010件 ＮＨＫスペシャル 4,532件

バンクーバーオリンピック 1,246件 ＮＨＫスペシャル 2,906件 第６０回ＮＨＫ紅白歌合戦 4,253件

ＭＵＳＩＣ　ＪＡＰＡＮ 975件 おかあさんといっしょ 2,829件 ニュースウオッチ９ 4,057件

おかあさんといっしょ 945件 バンクーバーオリンピック 2,809件 ためしてガッテン 3,490件

3% 9%

13%

50　代 60　代 70代　以上

ＮＨＫニュースおはよう日本 11,128件 ＮＨＫニュースおはよう日本 17,508件 ラジオ深夜便 8,293件

ためしてガッテン 8,371件 ためしてガッテン 14,617件 ＮＨＫニュースおはよう日本 7,562件

ＮＨＫスペシャル 6,596件 ＮＨＫ歌謡コンサート 12,533件 ためしてガッテン 6,495件

生活ほっとモーニング 6,313件 ラジオ深夜便 11,339件 ＮＨＫ歌謡コンサート 6,217件

第６０回ＮＨＫ紅白歌合戦 6,299件 生活ほっとモーニング 10,672件 生活ほっとモーニング 5,049件

21% 34%

18%

（コールセンター、全国ハートプラザ受付分）

問い合わせの多い番組 意見・要望の多い番組

ＮＨＫニュースおはよう日本 39,653件 ニュースウオッチ９ 18,419件

ためしてガッテン 30,534件 ＮＨＫスペシャル 13,081件

ラジオ深夜便 22,186件 ＮＨＫニュース７ 13,057件

生活ほっとモーニング 21,478件 ＮＨＫ歌謡コンサート 9,839件

ＮＨＫ歌謡コンサート 18,236件 第６０回ＮＨＫ紅白歌合戦 9,143件

厳しい意見
13%

好評意見
8% 問い合わせ

71%

その他の
意見
8%

◆◆ 内容別内容別ランキングランキング

2020代以下代以下 3030代代 4040代代

5050代代 6060代代 7070代以上代以上
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再放送希望　個別番組ランキング
1,948件

12/31【総合】第６０回ＮＨＫ紅白歌合戦

1,659件
11/22【総合】天地人

最終回　「愛を掲げよ」

1,479件
9/23【総合】

夏の北アルプス　あぁ絶景！雲上のアドベンチャー

1,462件
7/19【ＢＳhi】ワールド・プレミアム・ライブ・スペシャル

「マイケル・ジャクソン～デビュー３０周年コンサート」

1,092件
7/11【総合】

マイケル・ジャクソン　“ＫＩＮＧ　ＯＦ　ＰＯＰ”の軌跡

956件
6/10【総合】ためしてガッテン

「脳いきいきダイエット　超らくジョギング革命！」

852件
8/9・10・11【総合】ＮＨＫスペシャル

「日本海軍　４００時間の証言」第１～３回

634件
11/29【総合】スペシャルドラマ　坂の上の雲

第１回「少年の国」

626件
11/23【総合】ＮＨＫスペシャル

「立花隆 思索ドキュメント がん 生と死の謎に挑む」

602件
1/27【総合】ＳＯＮＧＳ

「マイケル・ジャクソン」

32

45

％

％

14

67

％

％

35

44

％

％

17

3821

％

％％

19

58

4 ％

％

％

32

55

％

％

28

49

％

％

15

55

％

％

35

47

％

％

17

447

％

％％

再放送希望　番組ランキング

8,499

3,999

3,736

3,568

3,379

3,346

3,090

2,639

2,401

2,316

2,075

2,025

1,948

1,890

1,749

1,738

1,648

1,578

1,552

12,193ためしてガッテン

ＮＨＫスペシャル

ハイビジョン特集

ＳＯＮＧＳ

ＥＴＶ特集

プレミアム８

趣味悠々

プロフェッショナル
仕事の流儀

生活ほっとモーニング

歴史秘話ヒストリア

天地人

クローズアップ現代

ここが聞きたい！名医にＱ

第６０回ＮＨＫ紅白歌合戦

土曜ドラマ

きょうの健康

スペシャルドラマ
坂の上の雲

ブラタモリ

世界遺産への招待状

ワールド・プレミアム
・ライブ・スペシャル

件

再放送希望　理由内訳

20%
30%

45%

2%

2%

1%

内容がよかったので

見逃したので

時間変更等で見られず

評判を聞いて

他の放送波で希望

その他不明

再放送希望
１８万件
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