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月刊みなさまの声 ２０１９年４月 

 
 

■４月 再放送希望の多かった番組 
 

４月に視聴者から寄せられた再放送の問い合わせと要望は７，５４６件でした。要望の多かった１０の番組は、 

以下のとおりです。このうち７本の番組が再放送されました。 

 

 
 

４．技術・受信相談への意見 
 

技術・受信相談に関して４月は、４，６０３件の意見や問い合わせが寄せられました。このうちふれあいセンター 

（受信相談）および各放送局の受信相談窓口では４，０２６件を受け付けました。 

内訳は、受信不良の申し出が２，３５０件、受信方法やテレビのリモコンの操作方法などの技術相談が１，６７６件で

す。このうち受信不良の申し出については一次窓口で対応を完了したのが１，１１６件（４７％）で、１，２３４件 

（５３％）は訪問による二次対応で改善の指導や助言を行いました。技術相談についてはふれあいセンターや各放送局

の受信相談窓口で対応しました。 

 

 
 
５．経営への意見 
ＮＨＫの経営に関して４月は４２５件の意見や問い合わせが寄せられました。このうち、ふれあいセンター（放

送）で受け付けた意見や問い合わせは３７７件でした。内訳は、「不祥事」関連が１８件、「職員制度」関連が１３

件、「経営委員会」関連と「公共放送」関連がそれぞれ９件、「関連団体」と「予算」関連がそれぞれ３件、「情報公

開」関連が２件、「その他」が３２０件でした。 
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★再放送実施番組

（5月20日現在）

★ガッテン！「今ツラいあなたに！保存版 新発想の花粉症対策ＳＰ」

★ＮＨＫスペシャル「イチロー 最後の闘い」

★クローズアップ現代＋「親の“おカネ”が使えない！？」

★趣味どきっ！ そろそろスマホ＜新・全９回＞第１回「画面をタッチして文字入力」（Ｅテレ、総合）

クローズアップ現代＋「独自映像“ショーケン”最期の日々」

プロフェッショナル 仕事の流儀 ＳＭＡＰスペシャル“完全版” （ＢＳプレミアム）

★ガッテン！「これぞ！令和に伝える料理ワザ 時短ふわっトロ煮魚の神髄」

★ＮＨＫスペシャル「密着ドキュメント 片付け～人生をやり直す人々～」

歴史秘話ヒストリア「世にもマジメな魔王 織田信長 最新研究が語る英雄の真実」

★ＺＡＲＤよ永遠なれ 坂井泉水の歌はこう生まれた（ＢＳプレミアム）

事由 件数

受信不良 2,350

一次対応 1,116

個別受信設備不良 1,016

共同受信設備不良 72

建造物による受信障害 8

雑音障害 17

混信・難視聴など 3

二次対応 1,234

技術相談 （受信方法などへの問い合わせ） 1,676

合計 4,026
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月刊みなさまの声 ２０１９年４月 

 
 

■ザ少年倶楽部（ＢＳプレミアム） 観覧申し込み方法を見直し 
 
ジャニーズＪｒ．を中心とした出演者が、熱気とライブ感を

余すところなくお伝えする公開番組「ザ少年倶楽部」。多くの観

覧希望が寄せられる一方で、インターネット上での入場整理券

の売買などがあとを絶ちませんでした。２０１７年９月に当選

者の本人確認を導入したことで、入場整理券の売買は大幅に減

少しましたが、同伴入場の権利が高額で取り引きされるケース

がその後も続き、改善を求める要望が寄せられてきました。 
 
【視聴者の意見・指摘】 

・ インターネットのオークションサイトで、同伴入場の権利が高額で出品されているのをたびたび目にしていて、

とても悲しく感じている。こうした売買に関して、厳しく対処してほしい。          （30 代女性） 

・ 本人確認もずいぶん厳しくなったということで感謝している。しかし、相変わらずネットでの売買が続いていて、

同伴の権利が５万円以上で売られているのも見たこともある。もっと改善してもらいたい。   （50 代女性） 

・ 毎月、観覧の応募をしているが、これまで３年間当たったことがない。転売対策で本人確認が始まってから、倍

率が多少は下がって年に１回は当たるのではないかとも思ったが、非常に残念な気持ちだ。 （20 代性別不明） 

 

高額な価格での取り引きの防止と、視聴者の声に応えるため、６月にチケット不正転売禁止法が施行されるのにあわ

せて、６月１７日実施分から観覧申し込みの方法を見直すことにしました。これに向けて、４月１１日に、ホームペー

ジで申し込み方法の変更を告知しました。 

（主な変更点） 

〇入場整理券１枚で ２人まで入場 ⇒ これからは１枚で１人入場 

※これまでは、入場整理券１枚で２人まで入場できたので、親子や友だち同士で観覧することができました。今後 

は、２人それぞれ申し込んで２人とも当選した場合、一緒に来場いただくと、並んだ席の座席券（２枚まで） 

を発券します。 

〇会場受付で入場整理券を提示いただき、顔認証システムで来場者全員を対象に本人確認を実施 

 

 より多くの応募者に当選の機会を作り、厳格な本人確認を行います。 

 

 

 

【視聴者の声】 

・ いつも観覧や放送を楽しみにしている。不正転売などに心を痛めていたので、申し込み方法が改善されてとても

うれしい。                                     （19 歳以下女性） 

・ 申し込み１件につき１名の入場に変わった。１人でも多くの人が当選する機会が増えて、転売も減るようにして

もらい、とてもありがたく思っている。                           （20代女性） 

 

ＮＨＫでは、今後もよりよい観覧申し込み方法を検討しながら、改善に努めていきます。 
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月刊みなさまの声 ２０１９年４月 

 
 

【主な内容】 

＜好評意見＞ 

・ 脚本がよく練り上げられて、登場人物のキャラクターも納得できる。厳しい時代を生きた人たちの群像劇になっ

ている。朝ドラとして平成の代表作になりそうな予感がしている。                         （50代女性） 

・ 配役がとてもいいし、子役もいい。目が離せない。１００作目にふさわしいドラマだ。     （70代以上女性） 

・ 「なつぞら」のおかげで毎朝のリズムができ、爽やかな気分で一日をスタートできるようになった。これからの

展開が楽しみだ。                                    （30 代女性） 

・ 「まんぷく」が今までの朝ドラの中で最高だと思っていたが、「なつぞら」はその上を行っている。（60 代男性） 

・ たった１５分間に何回、泣かせれば気が済むのか。目を開けづらくなるくらいだ。ヒロインの奥原なつを絶対に

幸せにしてほしい。                                    （60代男性） 

・ １００点満点で言うと１２０点だ。プラス２０点は演出で、テレビアニメとドラマを融合させたことはとても斬

新だと思う。                                                                                            （60代男性） 

※脚本・演出への好評意見１２１件 

・ ヒロインの子ども時代を演じる粟野咲莉さんの演技が上手で、毎朝、涙を誘われる。表情や動き､どれをとっても

心を動かされる。                                  （60代男性） ※子役の演技への好評意見４１件 

・ 柴田泰樹役の草刈正雄さん、剛男役の藤木直人さん、富士子役の松嶋菜々 子さんなど登場する俳優の演技がいい。

全体としてほのぼのとしてバランスがいい。                        （60 代男性） 

・ 草刈さんの演技がとても渋く、重厚でいい。                       (70代以上男性) 

※出演者の演技への好評意見３０件 

・ 全編アニメーションのオープニングは挑戦的でよかった。                        （年代性別不明） 

・ オープニングの曲がかわいくてすてきだ。歌詞と歌声がドラマに合っていて心にしみてくる。     （30代女性） 

※オープニングを高く評価する内容の意見３４件 

＜厳しい意見＞ 

・ 時代設定が戦後まもなくということだが、登場人物の服に汚れがなく、きれいなので違和感があった。 

                    (70代以上男性) 

・ 高校の男子生徒がほぼ全員長髪。あの時代は、短髪、丸刈りが多かった。          (70代以上男性) 

・ 学校の先生がかけている眼鏡のレンズがコーティングされているようで、時々 、不自然に反射している。この当

時ではありえず違和感がある。                             (70代以上男性) 

・ 終戦直後の北海道の開拓地に住む母親が化粧をして、子どもはいつも真っ白な靴下をはいている。ドラマとはい

えとても違和感がある。                                (70代以上女性) 

※時代考証が不十分ではないかという意見８９件 

・ 教師が高校生の前で喫煙しようとするシーンがあった。当時はそういう時代だったとしても、このシーンが必要

なのか疑問に感じる。                                   (50代女性) 

・ なつが学校で同級生に牛の役をさせた場面は、いじめを助長させるかもしれないと感じた。ドラマの主役はいつ

も美女とイケメンで、大柄な脇役の子を牛に見立てたことは残念だ。            (70代以上女性) 

・ 川の水を飲むシーンがあったが、今は川の水は寄生虫などの理由で飲まない。これを見た人が北海道を訪れた際

に、川の水などを飲んでしまうのではないかと心配になった。                （60 代男性） 

※脚本・演出への厳しい意見６９件 

・ せりふが北海道弁を強調しすぎていて、不自然に聞こえるところがあった。十勝では使わない方言もあると思う。 

                                             (40代女性) 

・ せりふは誇張して話していると思うが、北海道の人はそんなになまっているのかと思ってしまう。方言より内容

が大事なので無理しなくてもいいと思う。                        （70代以上男性) 

※方言に対する意見２１件 
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月刊みなさまの声 ２０１９年４月 

 
 

【主な内容】 

○総決算！平成紅白歌合戦（４月２９日） 

＜好評意見＞ 

・ 平成３０年間の紅白のいいところが凝縮された内容でよかった。               （40 代男性） 

・ こうやってダイジェストで見るとその年のことを歌とともに思い出し懐かしくて見入った。   （40 代女性） 

・ 時代の移り変わりがよく分かり、時代とともに演出やセットが変わっていく様子もよく分かってよかった。 

（60 代男性） 

・ 第１部・第２部ともに平成を振り返るのにすばらしい企画だった。ぜひ再放送してほしい。 

（20代女性） ※再放送要望８３件 

＜厳しい意見＞ 

・ せっかく昔の映像を放送しているのだから、もう少し歌を長く聞かせてほしかった。 

（60代男性）  ※同様意見１１件 

・ 歌をじっくりと楽しみたい方は副音声でと出ていたが、副音声の切り替え操作が分からず、スタジオトークと歌

がかぶったままで歌がよく聞こえなくて残念だった。         （70代以上男性）  ※同様意見５７件 

・ 懐かしい映像をもっと見られると思って楽しみにしていたが、期待していた歌手や歌、シーンが放送されず残念

に思った。                       （50代女性）  ※ほかの映像も見たかった４６件 

○ゆく時代くる時代～平成最後の日スペシャル～（４月３０日） 

＜好評意見＞ 

・ おもしろかった。厳粛なことを伝える番組とは別に、楽しく平成を振り返るといういい番組だと思った。 

(60 代女性) 

・ 平成の年表に沿って番組が進行されていて、分かりやすくてよかった。            （60 代男性） 

・ 平成の事件や流行ばかりを取り上げる中で、なかなか見ることのできない有名料理人たちが勢ぞろいした「きょ

うの料理は見た！」はとても楽しかった。                         （40 代女性） 

＜厳しい意見＞ 

・ ふだんＮＨＫばかり見ているが、この番組は全体に軽い内容で、大いに違和感があり、チャンネルを切り替えた。 

     （60 代女性） 

・ 平成最後の日ということで、もっと格調高い番組を期待していた。内容的にとても残念だ。 

（60代女性）  ※内容に対する厳しい声１０５件 

・ 司会が全般的にふざけ過ぎていた印象だった。このタイミングにはふさわしくないと思った。 

（60代男性）  ※司会に対する厳しい声８４件 

・ 平成に起きたニュースに順位をつけて発表していたが、順位をつけていいものではないと思う。災害や事件には

苦しんだ人 が々いるが、苦しみや頑張りにまで順位をつけられたように感じられて不快だった。 （20 代男性） 

○ＮＨＫスペシャル「日本人と天皇」（４月３０日） 

＜好評意見＞ 

・ 歴史的な検証を踏まえていて、天皇の歴史、天皇制の課題について分かりやすく描いていた。とても興味深かっ

た。                                           (60代男性) 

・ お祭りムードだった改元にあって、天皇制について改めて考えさせられるすばらしい内容だった。（年代不明男性) 

・ 史料と再現映像、皇位継承について提起されている問題点や課題をコンパクトにまとめていて見応えがあった。

録画しなかったことを悔やんでいる。                            (40代女性) 

＜厳しい意見＞ 

・ 退位、即位という祝うべきときに、皇位の継承問題を取り上げる必要があるのかと感じた。    (60代男性) 

・ ＢＧМの音が大きすぎてナレーションが聞き取りづらかった。       (70代以上男性) ※同様意見２件 
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月刊みなさまの声 ２０１９年５月 

 
 

■５月 再放送希望の多かった番組 
 

５月に視聴者から寄せられた再放送の問い合わせと要望は７，７４５件でした。要望の多かった１０の番組は、 

以下のとおりです。このうち８本の番組が再放送されました。 

 

 
 

４．技術・受信相談への意見 
 

技術・受信相談に関して５月は、５，８１２件の意見や問い合わせが寄せられました。このうちふれあいセンター 

（受信相談）および各放送局の受信相談窓口では４，９９７件を受け付けました。 

内訳は、受信不良の申し出が３，２３８件、受信方法やテレビのリモコンの操作方法などの技術相談が１，７５９件で

す。このうち受信不良の申し出については一次窓口で対応を完了したのが１，５８４件（４９％）で、１，６５４件 

（５１％）は訪問による二次対応で改善の指導や助言を行いました。技術相談についてはふれあいセンターや各放送局

の受信相談窓口で対応しました。 

 

 
 
５．経営への意見 
ＮＨＫの経営に関して５月は２４２件の意見や問い合わせが寄せられました。このうち、ふれあいセンター（放送）

で受け付けた意見や問い合わせは１７１件でした。内訳は、「経営計画」関連が１６件、「公共放送」関連が１３件

「職員制度」関連が９件、「不祥事」関連が７件、「経営委員会」関連が４件、「情報公開」関連が３件、「予算」関連

が２件、「その他」が１１７件でした。 

316件

272

201

150

146

136

105

79

63

61

★再放送実施番組

（6月19日現在）

ガッテン！「血圧・虫刺され・リハビリ 医療を変えたスゴイ人ＳＰ」

★ガッテン！「虫歯リスクが激減！？発見！新★歯みがき法」

★ＮＨＫスペシャル シリーズ 人体Ⅱ遺伝子 第１集「あなたの中の宝物“トレジャーＤＮＡ”」

★ガッテン！「戻し０分でうまみ３０倍！？真・干しシイタケ究極活用術」

★ＮＨＫスペシャル シリーズ 人体Ⅱ遺伝子 第２集「“ＤＮＡスイッチ”が運命を変える」

★ＮＨＫスペシャル「寝たきりからの復活～密着！驚異の“再生医療”～」

プロフェッショナル 仕事の流儀 ＳＭＡＰスペシャル“完全版” （ＢＳプレミアム）

★チョイス＠病気になったとき「徹底解明！“見えない腰痛”」（Ｅテレ）

★ＺＡＲＤよ永遠なれ 坂井泉水の歌はこう生まれた（ＢＳプレミアム）

★ＮＨＫスペシャル「日本人と天皇」

事由 件数

受信不良 3,238

一次対応 1,584

個別受信設備不良 1,261

共同受信設備不良 118

建造物による受信障害 12

雑音障害 37

混信・難視聴など 156

二次対応 1,654

技術相談 （受信方法などへの問い合わせ） 1,759

合計 4,997
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月刊みなさまの声 ２０１９年５月 

 
 

■「退位・即位」関連番組を国際放送で編成 

 
天皇陛下の退位と即位に伴い、時代は「平成」から「令和」

に変わりました。この時代の節目にあたり、ＮＨＫ ＷＯＲ

ＬＤ－ＪＡＰＡＮは海外からの関心も踏まえ、国内で放送し

た番組の英語バージョンや国際放送独自番組のアンコール

放送など、９本の関連番組やニュースを国際放送で編成し、

発信しました。 
ＮＨＫ ＷＯＲＬＤ－ＪＡＰＡＮ（５月２日） 

【フェイスブックで発信された海外からの意見や要望】   

・ 天皇皇后両陛下の平成は日本では幸せな時代だったと思う。退位の番組を見たい。        （アメリカ） 

・ 退位・即位の番組がビデオオンデマンドで見られるとありがたい。           （アラブ首長国連邦） 

・ 日本の歴史的な瞬間を楽しみにしている。番組があればもちろん見るつもりだ。      （オーストラリア） 

・ 皇室の方々 は、われわれ外国人が退位・即位にこんなにも関心を持っていることをご存じだろうか。 

（オーストラリア） 

 

【国際放送で編成した番組】 

○天皇 運命の物語 

  第１話「敗戦国の皇太子」（４月２８日） 

  第２話「いつもふたりで」（４月２９日） 

  第３話「象徴 果てなき道」（４月３０日） 

○ＮＨＫスペシャル「象徴天皇 模索の歳月」（４月２７日） 

○ＢＳ１スペシャル「天皇・皇后の肖像画」（４月２８日） 

○新日本風土記「皇居界隈」（４月２９日） 

○ＴＯＫＹＯ ＥＹＥ２０２０  

「The Imperial Palace and More」（４月２８日） 

○ＴＯＫＹＯ ＥＹＥ２０２０                                   「ＴＯＫＹＯ ＥＹＥ２０２０」（４月２８日） 

「500 Eye-Opening Tokyo Moments: Part1, Part2」              

（４月２９日、３０日） 

 

 このほか、４月３０日と５月１日にはテレビの国際放送の通常番組を変更して特設ニュースや生中継で儀式の様子など

を放送しました。また１７の言語でお届けしているラジオの国際放送や中国語によるネットチャンネル「ＮＨＫ華語視界

（中国語名：华语视界 ホァユーシージエ）」でも退位・即位のニュースや番組についてお伝えしました。 

 

 

【フェイスブックで発信された海外の視聴者の声】 

・ 退位・即位の儀式の生中継を見て、天皇陛下をはじめとする皇室への祝福の気持ちを持った。    （イギリス） 

・ 生中継を見て平成のよき思い出と令和での新たな生活に思いを巡らすことができた。                    （タイ） 

・ 一連の儀式を見ることができてよかった。                        （アイルランド） 

 

 

 

 

21
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■６月 再放送希望の多かった番組 
 

６月に視聴者から寄せられた再放送の問い合わせと要望は７，８６１件でした。要望の多かった１０の番組は、 

以下のとおりです。このうち５本の番組が再放送されました。 

 

 

４．技術・受信相談への意見 
 

技術・受信相談に関して６月は、５，０４５件の意見や問い合わせが寄せられました。このうちふれあいセンター 

（受信相談）および各放送局の受信相談窓口では４，３５７件を受け付けました。 

内訳は、受信不良の申し出が２，７６１件、受信方法やテレビのリモコンの操作方法などの技術相談が１，５９６件で

す。このうち受信不良の申し出については一次窓口で対応を完了したのが１，３７７件（４９.９％）で、１，３８４

件（５０．１％）は訪問による二次対応で改善の指導や助言を行いました。技術相談についてはふれあいセンターや各

放送局の受信相談窓口で対応しました。 

 

 
５．経営への意見 
ＮＨＫの経営に関して６月は４２０件の意見や問い合わせが寄せられました。このうち、ふれあいセンター（放

送）で受け付けた意見や問い合わせは３２６件でした。内訳は、「不祥事」関連が２６０件、「職員制度」関連が１１

件、「公共放送」関連が５件、「予算」関連と「経営委員会」関連がそれぞれ３件、「経営計画」関連が２件、「情報公

開」関連が１件、「その他」が４１件でした。 

363件
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72
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★再放送実施番組

（7月19日現在）

Ｔｈｅ Ｃｏｖｅｒｓ「亀梨和也／德永英明 持田香織」 （ＢＳプレミアム）

★ＮＨＫスペシャル「彼女は安楽死を選んだ」

ガッテン！「新時代の日本人に警告！謎の“あごこり”ＳＰ」

★ガッテン！「心臓病予防＆筋力アップ！健康長寿をかなえるスーパーフードＳＰ」

★プロフェッショナル 仕事の流儀「腰痛治療、いまだ進化せり～腰痛専門医・西良浩一～」

プロフェッショナル 仕事の流儀 ＳＭＡＰスペシャル“完全版” （ＢＳプレミアム）

ＮＨＫスペシャル シリーズ スペース・スペクタクル 第１集「宇宙人の星を見つけ出せ」

謎の天空遺跡 マチュピチュ大中継「第１部」「第２部」  （ＢＳプレミアム）

★ファミリーヒストリー「賀来千香子～大砲鋳造 無念の破壊～」

★ＢＳ１スペシャル 「ボルトとダシャ マンホールチルドレン２０年の軌跡」

事由 件数

受信不良 2,761

一次対応 1,377

個別受信設備不良 1,233

共同受信設備不良 98

建造物による受信障害 12

雑音障害 25

混信・難視聴など 9

二次対応 1,384

技術相談 （受信方法などへの問い合わせ） 1,596

合計 4,357
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６．意見・要望への対応 
■広島放送局が民放と共同で西日本豪雨の教訓を考える防災特番を放送 

  
去年６月末から７月上旬にかけて、西日本を中心に広い範囲で記録的な大雨となりました。気象庁は７月６日から８

日にかけて１府１０県に大雨特別警報を発表し、最大級の警戒を呼びかけました。ＮＨＫでは７月５日から定時のニュ

ース枠を拡大して警戒を呼びかけ、テレビとラジオなどで大雨や被害の情報を繰り返し伝えました。しかし、死者・行

方不明者が２８０人を超える平成最悪の水害となりました。 
 

【西日本豪雨の際に寄せられた視聴者の意見･要望】 
・ アナウンサーが「必ず救助は来ます。心を強く持ってください。周りの方にも気を配ってください」と呼びかけ

ていたが、心がこもっていた。気持ちを代弁してもらった感じがした。                            （60代男性） 

・ すぐに避難すべきかどうか判断できるように、地元の様子をもっときめ細かく伝えてほしかった。（50代女性） 

・ 大雨の音にかき消され、防災無線や自治体の広報車からの情報が全然聞こえなかった。大切な災害情報が住民に

届かなかった実態について、もっと放送で取り上げるべきだと思う。                               （40代女性） 

・ 今回の豪雨でなぜ多くの方が亡くなったのか、未然に防ぐ手だてはなかったのか、継続的に検証番組を放送して

ほしい                                          （40代男性） 

 
ＮＨＫは西日本豪雨をきっかけに災害が切迫しているときには、地方局での避難の呼びかけを最優先するという 

方針を打ち出しました。その後、台風や大雨、地震のときには地方局が通常の番組を変更して、地域の災害情報を 
より細かく伝えるとともに、避難の呼びかけにも一層、力を入れています。 
また、防災や減災の取り組みも各地で進んでいます。このうち１３７人が亡くなった広島県では、ＮＨＫ広島放送

局がその後、防災や減災の取り組みを強め、今回、発生から１年を前に民放の広島テレビと共同で、特別番組を制作

し、６月５日に放送しました。番組では事前にメールとＦＡＸで視聴者の体験や意見を募集しました。それらの声を

もとに、広島県内各地の被災地を取材。発災当時、雨音にかき消され防災無線が聞こえなかったことや、夜間の避難

に十分な備えがなかったことなど、避難情報が必ずしも生かされなかった原因について現地から伝えました。また、

住民が自主的に避難マップを作り、実際に避難経路を歩いて確認した地域の訓練の取り組みなども紹介しました。 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

「西日本豪雨 被災地からの声 ～今、私たちにできること～」（NHK広島と広島テレビの共同制作番組） 
（６月５日 後５：３０～５：５３／後６：３０～６：４７） 

 

【番組にご出演いただいた方 か々ら寄せられた声】 

・ 被災地の現状や被災者の声を分かりやすく伝えてくれた。自主防災活動に取り組む意欲が高まった。（70代男性） 

・ 番組に取り上げてもらったことで、自分たちの地域に自信が持てるようになり、コミュニティーとしてまとまる

きっかけにもなったと思う。                                                                           （60代女性） 

・ 番組で紹介していただいた私たちの被災体験が、今後の防災に少しでも役だったらと思う。    （60代女性） 
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好評意見を見ると、脚本や演出についての意見が多く寄せられました。一方、厳しい意見は展開が早い上に複雑で

分かりづらい、せりふが聞き取りにくいなどの演出、出演者、脚本、音声についての意見が届きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な内容】 

＜好評意見＞ 

〇第２部 

・ だんだん引き込まれる。おもしろい。残りの半年も楽しみだ。               (70代以上男性) 

・ 子どものころから大河ドラマを見ているが、「いだてん」が断トツにおもしろい。オリンピックを題材にしたドラ

マというと活躍した選手を取り上げたものが多いが、舞台裏で奔走する人の姿を見ることができて興味深い。 

(60代女性) 

・ 第２６回の人見絹枝選手（菅原小春さん）の物語はことばで表せないほど深い感銘を受けた。「いだてん」は今を

生きる日本人につながるドラマで、こんな作品を毎週見られることに感謝している。       (30代女性) 

〇第１部後半 

・ これほど近代日本を多面的にとらえる大河ドラマはほかにないと思う。ＳＮＳでファンが熱く語り合い、解説し

あう大河ドラマは滅多にない。間違いなく傑作大河ドラマのひとつだと思う。          (40代男性) 

・ 第１部の２４話を全て見た。大河ドラマを継続して見るのは初めてだったが、毎回非常におもしろく、特に第１

部の最後は感動して初めてドラマを見て泣いた。                       (20代女性) 

・ 中村勘九郎さんをはじめ出演者の情熱や思いがこれでもかと画面から伝わってくる。       (40代女性) 

・ これまでの大河ドラマは切った張ったの時代劇ばかりで、あまり好きではなかったが、「いだてん」はちょっと変

わっていて、物語の展開がよく分かるのでおもしろい。                  (70代以上男性) 

・ 熊本出身の母は認知症だが、せりふの熊本弁と俳優さんの生き生きとした表情、演技をいつも喜んで見ている。 

(40代女性) 

〇第１部前半 

・ 古今亭志ん生（ビートたけしさん）の落語に合わせた構成もよく、若き日の志ん生役の森山未來さんの演技もい

い。中村勘九郎さんから阿部サダヲさんへの主役リレーがどのようになるのかも大変興味深い。 （40 代男性） 

・ 今までの大河ドラマは有名な人を取り上げていたが、「いだてん」は庶民的でいいと思った。笑いもあり、どこも

かしこもおもしろく、新しい感じのする大河ドラマだと思った。               （60 代男性） 

・ 金栗四三を演じる勘九郎さんの初々 しさとまぶしいほどの素直さ、綾瀬はるかさんのかわいらしさで笑顔にして

もらえるなど、俳優の皆さんの演技にくぎづけだ。                     （40 代女性） 

・ 配役の妙とテンポのよさ、伏線を散りばめきれいに回収する宮藤官九郎さんの脚本、そしてクスリと笑える演出

で毎回食い入るように見ている。                            （年代性別不明） 

・ 俳優の感情や、映る物の質感まで伝わるような画面、映像の躍動感に毎回圧倒されている。これを４Ｋ映像で見

たら、どれほどの感動があるのだろうかと４Ｋに興味が湧いた。               （40 代女性） 
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＜厳しい意見＞ 

〇第２部 

・ 大河ドラマが好きでこれまで見てきたが、「いだてん」はコロコロと展開が変わって、何がいいたいのか分かりに

くい。                                          (60代男性) 

・ ドラマの展開が複雑で、理解しにくく、見ていて疲れるときもある。              (50代女性) 

・ 出演者がかけている眼鏡が緑色に反射するところがあった。レンズ表面のコーティングによるものだと思うが、

コーティングは少なくとも昭和４０年代以降に一般的になった技術だと思うので不自然だ。     (60代男性) 

〇第１部後半 

・ 目の不自由な母は副音声の解説を聞きながら大河ドラマを楽しんできたが、「いだてん」は話が飛ぶし、落語は聞

き取りづらくて意味が分からないと話している。                      （年代性別不明） 

・ 大河ドラマは話が単純で、分かりやすい方がいい。出演者が多すぎるのも内容を分かりにくくしていると思う。 

           （50代女性) 

〇第１部前半 

・ 時代が行き来し、流れがよく分からない。                       （70 代以上男性） 

・ カット割りが細かく、ナレーションやセリフが速く聞き取りにくいので理解しにくい。高齢な親世代はもっと分

かりづらいのではないかと思う。                            （年代性別不明） 

・ 登場人物が多く、誰に焦点を当てて見たらいいのか分からない。             （70 代以上男性） 

・ 大河ドラマがなぜ東京オリンピック関係なのか理解できない。放送する立場からすれば旬なテーマかもしれない

が、３～５回程度の特集ドラマでよいのではないか。                    （50 代男性） 

・ 時代劇ではない大河ドラマは大河ドラマらしくない。                              （70代以上男性） 

・ タイトルバックで走高跳の背面跳びが出てきたが、１９６４年当時、背面跳びは無かったと思う。違和感を覚え

た。                                                                 （年代性別不明） 

・ タイトルで三本の足がぐるぐる回っているのを見ていると気持ち悪く感じる。         （60 代女性） 

・ 海外在住のため番組ホームページを楽しみにしているが、国外では閲覧ができないようで残念だ。 （50代女性） 
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＜厳しい意見＞ 

・ 安楽死の瞬間まで見せるとは思わなかった。そこまで放送する必要があったのか。映像が目に焼きついてショックで

眠れなかった。                                 （70代以上女性） ※同様意見１１件 

・ 衝撃的な内容で、子どもには見せられない内容だった。もう少し放送時間に配慮してほしい。    （50代男性） 

・ 神奈川県川崎市で殺傷事件が起きたばかりで、このような時期に放送すべきではなかったのではいか。 

（50代男性） ※同様意見５件 

・ 見た人に楽に死ぬことができるという印象を与えるような内容で、その影響が心配になった。    （50代男性） 

・ 妻が多系統萎縮症を患っている。安楽死か延命措置か、選択肢が二つしかないような構成だったが、自然な形での死

を選ぶこともあると思う。病名を出すなら患者やその家族にもっと配慮してほしかった。      （60代男性）                                

・ 延命を希望している者としては、あまりいい印象の内容ではなかった。            （70代以上男性） 

・ ＢＧＭの音が大き過ぎて、ナレーションが聞きづらかった。                   （70代以上女性） 

・ 本人や家族の気持ちは、理解出来るところもあるし、悩んだ結果、決めたことに対して、とやかく言う権利もない

が、安楽死が尊厳死と誤解を受けかねないと思った。またどこに行けば安楽死出来るかについても伝えていて、大変

なら安楽死があるよという発想を助長させてしまうのではないかと感じた。          （年代性別不明） 

 

 

＜その他・問い合わせ＞ 

・ 取り上げにくいテーマだが、これから避けては通れないテーマで、放送したことは意義があると思う。ぜひ再放送し

てほしい。                        （60代女性） ※再放送の問い合わせや要望４５７件 

・ 安楽死を受け入れているスイスの団体の連絡先などを教えてほしい。 

（60代女性） ※スイスの民間の安楽死団体についての問い合わせ５９件 
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８．四半期（４～６月） 再放送希望 １５番組 
（※集計期間：４月１日～６月３０日） 

 
４月から６月に視聴者から寄せられた再放送希望は２万３，１５２件でした。このうち、再放送希望が多かった１５

番組は次のとおりでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 番組名 放送日 件数 再放送日

1
ガッテン！
「血圧・虫刺され・リハビリ 医療を変えたスゴイ人ＳＰ」

5/22 373

2
Ｔｈｅ Ｃｏｖｅｒｓ
「亀梨和也／德永英明 持田香織」

6/23
（BSﾌﾟﾚﾐｱﾑ)

363

3
プロフェッショナル 仕事の流儀
ＳＭＡＰスペシャル“完全版”

2011/12/24
（BSﾌﾟﾚﾐｱﾑ)

329

4
ＮＨＫスペシャル
「彼女は安楽死を選んだ」

6/2 316 6/5

5
ガッテン！
「虫歯リスクが激減！？発見！新★歯みがき法」

5/8 276 5/29

6
ガッテン！
「新時代の日本人に警告！謎の“あごこり”ＳＰ」

6/12 213
※「国会中継」「九州 記録的
大雨」のため、再放送日変更

7

ＮＨＫスペシャル
シリーズ 人体Ⅱ遺伝子
第１集「あなたの中の宝物“トレジャーＤＮＡ”」

5/5 211 5/8、6/2

8

ガッテン！
「心臓病予防＆筋力アップ！
健康長寿をかなえるスーパーフードＳＰ」

6/5 195 6/12

9
ガッテン！
「今ツラいあなたに！保存版 新発想の花粉症対策ＳＰ」

4/3 184 4/10、4/24

10

趣味どきっ！
そろそろスマホ＜新・全９回＞
第１回「画面をタッチして文字入力」

4/1
（Ｅテレ）

183 4/3、4/7、4/8

11
プロフェッショナル 仕事の流儀
「腰痛治療、いまだ進化せり～腰痛専門医・西良浩一～」

6/25 181 7/16

12
ＮＨＫスペシャル
「イチロー 最後の闘い」

3/31 175 4/7

13

ＮＨＫスペシャル
シリーズ 人体Ⅱ遺伝子
第２集「“ＤＮＡスイッチ”が運命を変える」

5/12 159 5/15、6/2

14 ＺＡＲＤよ永遠なれ 坂井泉水の歌はこう生まれた
4/20

（BSﾌﾟﾚﾐｱﾑ)
156 5/18

15
ガッテン！
「戻し０分でうまみ３０倍！？真・干しシイタケ究極活用術」

5/15 151 6/5
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第２７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３９条 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２７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 


