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月刊みなさまの声 ２０１９年７月 

 
 

■７月 再放送希望の多かった番組 
 

７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６，７５８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６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７月は、６，２２３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５，３４０件を受け付けました。 

内訳は、受信不良の申し出が３，５１９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１，８２１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１，７１２件（４９％）で、１，８０７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７月は３６４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２８８件でした。内訳は、「公共放送」関連が７４件、「不祥事」関連が２９件、 

「予算」関連が１２件、「職員制度」関連が１０件、「経営委員会」関連が６件、「経営計画」関連が２件、「その他」

が１５５件でした。 
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★再放送実施番組

（8月27日現在）

永遠のニシパ 北海道と名付けた男 松浦武四郎

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！「急増中！風疹＆帯状ほう疹 徹底対策ＳＰ」

★ＮＨＫスペシャル 恐竜超世界 第１集「見えてきた！ホントの恐竜」

★ガッテン！「最新 焼き肉術！いつもの焼き肉が高級店の味に」

★ＮＨＫスペシャル シリーズ スペース・スペクタクル 第２集「見えた！ブラックホールの謎」

土曜時代ドラマ 雲霧仁左衛門２＜終＞（８）「男の本懐」

★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～」

★ＮＨＫスペシャル「半グレ 反社会勢力の実像」

★ファミリーヒストリー「仲代達矢～スパイだった祖父の足跡 母の覚悟～」

事由 件数

受信不良 3,519

一次対応 1,712

個別受信設備不良 1,536

共同受信設備不良 135

建造物による受信障害 9

雑音障害 23

混信・難視聴など 9

二次対応 1,807

技術相談 （受信方法などへの問い合わせ） 1,821

5,340合計
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月刊みなさまの声 ２０１９年７月 

 
 

○キャスター・解説 

・ キャスター陣が分かりやすく伝えていてよかった。聞きやすかった。                         （60代男性） 

・ 女性キャスターが早口で聞き取れない。もっと分かりやすく話をしてほしい。                     （60代女性） 

○インターネット関連 

・ 特設サイトというのが何度も出るが、ＱＲコードとは何のことか。パソコンやスマホは持っていない。 

（60代男性） 

〇開票速報全般  

・ 選挙前にいまの日本の課題や政治の問題点を分かりやすく視聴者に示し、政治への関心を高め、投票をさらに促

すような取り組みを進めてほしい。                             （60代男性） 

・ 比例代表の候補者はどういう考えなのか分からない。名前を伝えるだけでなくその人の考えなども伝えてほし

い。                                                              （60代男性） 

・ 比例代表の当選者の紹介が少なすぎたように思う。特定が難しい面があったかもしれないが、もう少し当選者個

人について早めに放送してほしかった。                                                              （60代男性） 

・ ＮＨＫの選挙報道のあり方についてこれからも考えてほしい。まずは投票率が上がるような放送をしてほしい。                                                      

（60代男性） 

・ ＮＨＫから国民を守る党の候補者が当選したが、このことについてＮＨＫはどのように受け止めているのか。 

（50代男性） 
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月刊みなさまの声 ２０１９年７月 

 
 

＜厳しい意見＞ 

・ 半グレの男２人が話しているシーンで入れ墨をアップにしたが、日本でも入れ墨に対する認識や考え方が変わっ

てきている中で、あのような映像を入れると恐怖心をあおっているようにも見える。入れ墨に対する偏見につな

がってしまうのではないか。                                   (年代性別不明) 

・ 半グレのリーダーが「来るものは拒まず」というようなことを強調していたが、金のない若者が半グレに入れば

簡単に稼げると思ってしまうのではないか。                       (年代性別不明) 

・ 番組を見ていて、反社会勢力をなかなか取り締まれない現状に歯がゆさを感じた。         （60代男性） 

・ 半グレと呼ばれる人たちがテレビで顔を出すのは、反社会勢力からすれば願ってもない機会で、反社会勢力の宣

伝につながってしまうのではないか。                            (30代男性) 

・ 半グレの男たちは顔を出しているのに、卑劣極まりない犯罪に関わったとされる大学生の顔を加工して分からな

いようにしていた。なぜ顔を隠すのか。                           (60代男性) 
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２０１９年８月 
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月刊みなさまの声 ２０１９年８月 

 
 

■８月 再放送希望の多かった番組 
 

８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７，８５１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４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８月は、６，４８２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５，５５５件を受け付けました。 

内訳は、受信不良の申し出が３，６９７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１，８５８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１，７９０件（４８％）で、１，９０７件 

（５２％）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８月は７３６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４７３件でした。内訳は、「公共放送」関連が１３６件、「不祥事」関連と「職員制

度」関連が１９件、「経営計画」関連が９件「経営委員会」関連と「予算」関連が８件、「情報公開」関連が２件、「関

連団体」関連が１件、「その他」が２７１件となっています。 

事由 件数

受信不良 3,697

一次対応 1,790

個別受信設備不良 1,611

共同受信設備不良 126

建造物による受信障害 5

雑音障害 14

混信・難視聴など 34

二次対応 1,907

技術相談 （受信方法などへの問い合わせ） 1,858

5,555合計

 

535件

209

194

141

136

112

108

99

84

81

★再放送実施番組

（9月25日現在）

ガッテン！「夏休みＳＰ！プロもうなる食と健康の究極ワザ３１連発！」

★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「全貌 二・二六事件～最高機密文書で迫る～」

ドキュメント矢沢永吉
                   ★プロフェッショナル 仕事の流儀

  「神様じゃない だから、あきらめない～内科医・天野惠子～」

映画「ひろしま」（Ｅテレ）

★第５１回 思い出のメロディー

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）

欽ちゃんのアドリブで笑（ショー）（ＢＳプレミアム）

チョイス＠病気になったとき「放っておけない腎臓病」（Ｅテレ）
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月刊みなさまの声 ２０１９年８月 

 
 

６．意見・要望への対応 

■戦争体験の継承に向けて、６番組が連携 
若い人たちへの戦争体験の継承に向けて、この夏、ＮＨＫの番組が連携しました。そのきっかけは、去年８月に放送

した「クローズアップ現代＋」でした。映画「この世界の片隅に」の主人公・すずさんのように、戦争をたくましく   

生き抜いた庶民の暮らしにまつわる体験を取り上げたところ、大きな反響があったからです。そこで、「ＮＨＫスペシ

ャル」、「らじらー！」（ラジオ第１）、「あさイチ」、「ラジオ深夜便」（ラジオ第１、ＦＭ）、「クローズアップ現代＋」  
など６つの番組が連携して、“暮らしから戦争を考える”という共通のテーマで、放送やネット展開を行いました。 

 
【去年のクローズアップ現代＋への反響】 

・ 戦争の現実を若い人たちに伝えるために、こうした番組をもっと放送してほしい                 (70代以上男性)    

・ とてもいい内容だった。もう少し時間をとって、あちこちのすずさんに出来るだけ多く会いたいな  

    （Ｔｗｉｔｔｅｒより）                                                                                          

 
ことしの放送に向けて、各番組で戦争の暮らしの体験談を募集するとともに、ＳＮＳや、６月に開設したＮＨＫスペ

シャルの特設サイトなどで情報提供を呼びかけたところ、３,０００を超えるお便りやメール、投稿がありました。 
そこには、空襲の下の青春、忘れられない食べ物、オシャレの工夫などさまざまな思い出話のほか、家族や知人の体験

を聞き取った若者たちによるツイートも数多くありました。 
 
（ＮＨＫに寄せられた体験談の一例） 

  
「あさイチ」では５月から、「らじらー！」は６月から、視聴者か

らいただいたエピソードを紹介してきました。８月１０日には  

「ＮＨＫスペシャル」と「らじらー！」が同時生放送を行い、テレビ

の音声をラジオでも放送するコラボ企画を展開しました。番組では

寄せられた体験談をもとにイラストやアニメ動画を作成し、ご本人

へのインタビューも交えてお伝えしました。この放送後、次 と々反響

が寄せられ、「ラジオ深夜便」、「今夜も生でさだまさし」（８月２５日

放送）でもエピソードを紹介しました。 
 

 
【視聴者の声】 

・ すばらしい企画だ。ＮＨＫのジャーナリズムの良心を感じた。                    (70代以上男性） 

・ 番組を見ながら、感動して涙が出た。                              （70代以上男性） 

・ 戦争を体験していない私たちの世代でも、恋の思い出話などは身近で、自分を重ね合わせられた。（年代性別不明） 

・ 戦時中に必死で生きた方々 と、番組を通して交流できたような気持ちになった。                   （30代女性） 

・ 戦争がもたらす悲劇を深く知ることができた。子どもにもしっかり伝えていきたい。              （40代女性） 

 

ＮＨＫでは今後もさまざまな形で戦争体験を継承する取り組みを行っていきます。 

「ＮＨＫスペシャル」（８月１０日放送） 
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月刊みなさまの声 ２０１９年８月 

 
 

１８時の全国ニュース（７月２２日） 

■東京オリパラまで1年 

「エスカレーター 乗り方改革」 キャンペーンの成果が徐々に広がる！ 
ＮＨＫでは、２０２０年の東京オリンピックパラリンピックをきっかけに“社会のあたり前”を見直す報道を展開し

ています。その１つが、「エスカレーターの乗り方改革」のキャンペーンです。エスカレーターは本来、止まって乗る

ものですが、高度経済成長期に急ぐ人を優先する動きが出始め、今では急ぐ人のために片側を空ける習慣が根づいてい

ます。しかし、高齢化が進み、障害のある人だけではなく、お年寄りや子ども連れ、さらには大きな荷物を持った外国

人観光客など、安全にエスカレーターを利用したいという人が増えてきています。そこで、時代に合った新たなマナー

を作り出していこうとキャンペーンを始めました。 

 

【視聴者からの意見・要望】 

・ 当たり前のように多くの人がエスカレーターを歩き、注意もされない。オリンピックの時、事故があっても、危

険だとは知らなかったですまされない。何かの番組で取り上げてほしい。           （30 代女性） 

 

２０１８年４月から、ニュースでエスカレーターの乗り方をめぐる特集や、関連の動きを随時、放送しています。さ

らに今年４月から始まったミニ番組「未来スイッチ」の第１回目として、１分と５分のミニ番組を制作し、スポットで

繰り返し放送しました。また、ＮＨＫオンラインに特設サイト「エスカレーターは止まって乗りたい」を開設し、１２

本の特集記事を掲載しました。記事の一部がＴｗｉｔｔｅｒを通じて拡散するなどして、反響が大きく広がりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＨＫのテレビやネットでの展開や世論の盛り上がりが、鉄道事業者

などによるキャンペーンにつながりました。今年７月２２日から８月末ま

で、全国の５２の鉄道事業者社をはじめ、商業施設や空港、自治体などが

協力して「歩かずに立ち止まる」ことを呼びかけるキャンペーンを行った

のです。これまでは、利用者の反発も予想されたことから、控え目な表現

にとどめてきましたが、初めて「止まって乗ること」を明確に訴えました。 

 

【特設サイトに寄せられた声】 

・ 大阪万博以降、広がった片側を空ける習慣を高齢社会に合わせて考え直す時期だ。２列で乗ったほうが輸送能力

も高まる。一部の利用者のエゴが不幸を招かないよう早急にルールを定める必要がある。    （60 代男性） 

・ この社会には、年齢や考え方、肉体的なことなど、色んな違いを持つ人たちがいる。全員が納得するやり方は   

なかなか難しい。「規制」をするのではなく、不自由を感じている人がいることを周知し、価値観の違いを認めあ

うことで、弱者への配慮を社会に定着させることのほうが重要なのではないか。        （60 代男性） 

 

２列乗りについてはさまざまな意見があり、特設サイトにも賛成、反対、それぞれの声が寄せられています。お互い

に快適な環境をどうしたら作っていけるのか、今の時代に合った新たなマナーをどうすれば作り出せるのか、多くの人

にこの問題を考えてもらえるよう、今後も問題提起を続けていきます。 

ミニ番組「未来スイッチ」でキャンペーン 

（ ３月２８日～４月２２日放送 ） 
  ＮＨＫオンライン 特設サイト 

「エスカレーターは止まって乗りたい」 
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月刊みなさまの声 ２０１９年８月 

 
 

  

  

  

各番組には次のような反響が寄せられました。 

 

〇 「全貌 二・二六事件～最高機密文書で迫る～」（８月１５日 総合 後７：３２～８：４５） 

５２０件（好評意見８９件、厳しい意見８７件、その他６７件、問い合わせ２２７件） 

【主な内容】 

＜好評意見＞ 

・ ８３年前の動向を細かく分析し、過去の歴史が対岸の火事ではないと分からせてくれた番組に感謝したい。公共放送

として、大変よかった。                                                                                             (60代男性) 

・ 事件当時現場にいた方の貴重な証言はありがたい。自分にとっては歴史の教科書の中での出来事だが、生き証人とな

る方がまだ健在だったことに感謝したい。                                                                        (40代女性） 

・ 公共放送としての真価を発揮したすばらしい番組だった。昭和史の真実を正しく伝え、その教訓を現代人に学ばせる

番組をこれからもたくさん制作してほしい。期待している。                   （50代男性） 

・ 平和を享受している私たちが終戦記念日に真剣に考えなければならないことを突きつけられた。番組最後のナレーシ

ョンが鳴らした警鐘を私たちは忘れてはならないと思う。                                                    （60代男性） 

＜厳しい意見＞ 

・ 機密文書の原文が鮮明でないのは仕方ないが、表示されたテロップが白文字のうえ小さくて読みづらかった。 

（年代性別不明） 

・ 台風関係のＬ字が画面の邪魔をして見えにくく、大変残念だった。ぜひ、Ｌ字なしで再放送してほしい。 

（70代以上男性）  

 

〇 昭和天皇は何を語ったのか～初公開・秘録「拝謁（はいえつ）記」 

（８月１７日 総合 後９：００～９：５９） 

２７６件（好評意見４１件、厳しい意見３４件、その他８６件、問い合わせ１１５件） 

【主な内容】 

＜好評意見＞ 

・ 戦争について自らの道義的な責任に苦しまれる昭和天皇の実像が深く掘り下げられ、色 考々えさせられた。宮内

庁の長官が残した膨大な記録と、歴史の専門家による分析や考察で、あの戦争の歴史をさらに深く知ることがで

きた。                                         （30代男性） 

・ 昭和天皇が表明されたおことばの裏側を知ることができた。大変貴重な史料だと思う。   （50代性別不明） 

・ 天皇陛下の反省がここまで強かったことはこれまで知られていなかった。よくぞこれだけのものを掘り出してき

ちんと番組にしてくれたと感動した。                           （60代男性） 

・ とても興味深く番組を見た。再現シーンで昭和天皇を演じた片岡孝太郎さんの演技もすばらしかった。  

                                          （50代女性） 

＜厳しい意見＞ 

・ ＢＧＭが大き過ぎて語りが聞き取りにくかった。もっと穏やかな曲で、音も小さくしてほしい。 

（70代以上女性） 

 

〇「＃あちこちのすずさん・戦争×アニメ×青春！」（８月１０日 総合 後９：００～９：４９） 

２７４件（好評意見１９１件、厳しい意見２７件、その他１５件、問い合わせ４１件） 

【主な内容】 

＜好評意見＞ 

・ すばらしい企画だ。若い人へ戦争をどう伝えるかが課題となっているが、今回のような番組で伝承していくのは

いい試み。ＮＨＫのジャーナリズムの良心を感じた。                  （70代以上男性） 

・ 八乙女光くんと伊野尾慧くんが出ているので番組を見たが、身近に戦争経験者がいないので、戦争のことについ

て知ったり考えたりすることができた。                          (20代女性) 
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・ ５才と１０才の親戚の子と一緒に見たが、子どもたちにもとても分かりやすく、お姉ちゃんは夏休みの宿題に 、 

平和についての作文を一気に書いた。戦争を知らない私たちにとって貴重な番組だった。         （30代女性） 

・ 戦時中に必死で生きた方 と々、番組を通して交流できたような気持ちになった。ぜひ再放送してほしい。こうい

う番組があるから、やはり公共放送は守りたいと思った。                                           （30代女性） 

・ 「らじらー！」とＮスペとのコラボをとても興味深く見た。これまで戦争の番組ではいろいろつらい場面も見て

きたが、今回はその当時の日常に迫ったもので、癒やしだったり、楽しみだったり、当時でも大切に生活してい

たことが分かり勉強になった。                               （50代女性） 

・ スタジオゲストの映画監督・片渕須直さんが、「戦争は一人ひとりの個性を踏みにじる。戦争さえなければ…」

と語っていたことが印象に残った。このことばを誰もが忘れないよう、毎年この時期には戦争と向き合わなくて

はならないと強く思った。                                 （50代女性） 

＜厳しい意見＞ 

・ 番組を見ていた息子が「戦争中でも意外にのんびりしていたんだ」と言った。取り上げたことは事実に間違いな

いのだろうが、若い人たちが戦争をしても大したことないと思うのではないかと心配になった。  （60代女性） 

 

 

〇「激闘ガダルカナル 悲劇の指揮官」（８月１１日 総合 後９：００～９：４９） 

２４０件（好評意見３８件、厳しい意見５９件、その他４８件、問い合わせ９５件） 

【主な内容】 

＜好評意見＞ 

・ ガダルカナルで悲惨な戦闘があったことは知識としてあったが、この番組でその詳細を知ることができ、改めて

恐ろしさに慄然とした。この戦闘がなぜ実行されたのか組織の問題にも切り込んでいて、とてもよかった。  

                                (年代性別不明) 

・ 激闘の実態をドローンによる地形調査を交えて、高精細な三次元のＣＧで復元していた。大佐の部隊がどんな攻

撃を受けたのかがよく分かった。                             (50代男性) 

・ どうしてあんな戦争をしたのか、当時の国民のことを思うと気の毒で悲しい。戦争を知らない子どもたちに伝え

るため今後もこのような番組を続けてほしい。                      （70代以上女性） 

・ 新たに発見したという資料を基に、改めてガダルカナルの戦闘を分析したのがすばらしいと思った。部隊全滅の

責任を負わされた一木清直大佐の娘で、初めて取材に応じたという９０歳の長女が語った当時の思いが印象に残

った。                                                (70代以上男性) 

・ すごくいい番組だった。子どもたちが見ることができるよう、昼間の時間帯に再放送してほしい。本当に悲惨な

思いをした人たちがたくさんいて、現在の自分たちがあるんだということを教えたほうがいいと思った。 

（70代以上女性） 

＜厳しい意見＞ 

・ 番組の冒頭、カメラがジャングルの奥地に入ることの許しを森の精霊に得るため、現地の少数民族が野生の豚

を、いけにえにするというシーンがあった。とても残酷に思えて、番組を見続けることができなかった。 

(60代女性) 

・ 日本軍とアメリカ軍の位置を図上に示した際、日本が赤で、アメリカが青色だったが、当時の陸軍の図上標記は

通常、味方が青、敵が赤なので違和感があった。                                                  (70代以上女性) 
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〇「かくて“自由”は死せり～ある新聞と戦争への道～」（８月１２日 総合 後１０：００～１０：４９） 

２３６件（好評意見８６件、厳しい意見４０件、その他３０件、問い合わせ８０件） 

【主な内容】 

＜好評意見＞ 

・ 大正デモクラシーがなぜ昭和に入って１０年でついえたのか、かねてから疑問だった。「日本新聞」という右派

メディアが、軍部や政党と手を結び、リベラルな人物に非国民のレッテルを貼り、政治家を狙ったテロの首謀者

の証言を連日伝え、言論と議会政治を無力化していった様子がよく分かった。これは今の危機でもあると思う。

勇気ある放送に感謝する。                                （60代女性） 

・ 戦後に手にした自由を、国民自らが手放しつつあるように見える昨今、貴重な問題提起だった。番組関係者の努

力と勇気に頭が下がる。これからも頑張ってほしい。                    （40代男性） 

・ 日本が「自由」を手放し、「戦争への道」をどう進んだか、膨大な新聞をテキストマイニングしたことで明確に

なった。今後もこうした地道な調査報道を期待する。                                           （年代性別不明） 

・ 過去の戦争を忘れず、過去の間違いを繰り返さないためにも、このような番組は必要だと感じた。（60代女性） 

＜厳しい意見＞ 

・ 「日本新聞」がほかの新聞などとも比べて当時どれぐらい影響力があったのかが分かりづらかった。 

（40代男性） 

 

 

〇「戦争と“幻のオリンピック”アスリート 知られざる闘い」 

（８月１８日 総合 後９：００～９：４９） 

５３件（好評意見７件、厳しい意見１１件、その他１０件、問い合わせ２５件） 

〇「“ヒロシマの声”がきこえますか～生まれ変わった原爆資料館～」 

（８月６日 総合 後１０：００～１０：４９） 

５２件（好評意見１５件、厳しい意見４件、その他７件、問い合わせ２６件） 

【主な内容】 

＜好評意見＞ 

・ サッカーの長谷部誠さんや水泳の北島康介さんらが出演し、内容が分かりやすく伝わってきた。来年は東京オリ

ンピックもありタイムリーな放送だった。                         （70代以上男性） 

・ 祖父は１１０メートルハードルで当時の日本記録を持っていたようで、このオリンピックの代表選手として選ば

れていた。私が小学５年生のときに亡くなったので詳細は直接聞くことはできなかったが、番組を見て自分でい

ろいろ調べてみたいと思った。                               （40代男性） 

・ とてもすばらしかった。リニューアルされた原爆資料館に足を運ぶつもりだが、番組を先に見たことで、被爆者

への思いをさらに強く感じながら向かうことができると思った。                （30代女性） 

・ 遺品を寄付された方々 が新しい資料館で遺品を前にしたときによみがえる記憶、その姿に涙が止まらなかった。

戦争を体験した人たちが高齢になり、風化していくことが懸念されているが、記憶を形にして伝える取り組みは

意義があると強く感じた。                               （50代性別不明） 

＜厳しい意見＞ 

・ 女性のナレーターの声が小さくて聞き取りづらいところがあった。                                     (70代以上男性） 

・ 原爆のＮスペは放送開始時間がなぜ夜１０時なのかと思った。これからの子どもたちに見てもらうためにも遅い時間

ではなく、早い時間帯にしてほしかった。                          （70代以上女性） 

 
 
 
 

22





月刊みなさまの声 ２０１９年８月 

 
 

 ・ 自分はアニメオタクでドラマを嫌っていたが、たまたま妹が録画していて目に入った。ただ叫んで感動させる自

分が苦手なドラマとは違い、役者の演技がすごくて、これがドラマなのだと思った。そしてこれが初めて自分か

ら見たドラマになった。                                （19歳以下男性） 

・ 台風情報は大事なことだが、ドラマに集中することができなかった。録画して何度も見たいと思っているので再

放送してほしい。                                      （50代女性） 

・ ９月にＢＳ４Ｋで放送するようだが、わが家は見ることができないので、できれば総合テレビで再放送をしてほ

しい。                                                                                                    (60代男性) 

※再放送の要望 計１３８件 

＜厳しい意見＞ 

・ ヒロインの黒薔薇という名前や挑戦的な犯行声明とマークなど、かつて起きた事件を思い起こして気分が悪くな

った。                                                                                               （年代性別不明） 
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■９月 再放送希望の多かった番組 

 

９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６，９５３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９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９月は、６，６９３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５，６５９件を受け付けました。 

内訳は、受信不良の申し出が３，９００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２，２４９件（５８％）で、１，６５１件 

（４２％）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９月は４８２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３５６件でした。内訳は、「経営委員会」関連が１２７件、「公共放送」関連が

５５件、「職員制度」関連が９件、「情報公開」関連が７件、「予算」関連が４件、「不祥事」関連と「経営計画」関連

がそれぞれ２件、「その他」が１５０件でした。 

371件

216

117

97

70

67

64

60

57

49

★再放送実施番組

（10月24日現在）

★ガッテン！「脳梗塞・心筋梗塞に“足梗塞”！？サインはここだ！日本人総点検」

★ガッテン！「心疾患＆糖尿病をダブルで予防！すごさ再発見“あの栄養素”とは」

★竹内まりや Ｍｕｓｉｃ＆Ｌｉｆｅ～４０年をめぐる旅～ 完全版（ＢＳプレミアム）

★ブラタモリ「比叡山～比叡山はなぜ“母なる山”になった？～」

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！「高血圧も認知症も撃退！？世界に誇る日本の“減塩ワザ”ＳＰ」

★チョイス＠病気になったとき「めまい治療の新常識」（Ｅテレ）

★ＮＨＫスペシャル「ＡＩでよみがえる美空ひばり」

★ブラタモリ「京都御所～天皇の住まいはなぜこの場所だった？～」

★歴史秘話ヒストリア「夫婦で起こした家電革命 松下幸之助と妻 むめの」

事由 件数

受信不良 3,900

一次対応 2,249

個別受信設備不良 1,878

共同受信設備不良 313

建造物による受信障害 10

雑音障害 25

混信・難視聴など 23

二次対応 1,651

技術相談 （受信方法などへの問い合わせ） 1,759

5,659合計
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６．意見・要望への対応 

■視聴者からの意見・要望をもとに、地域の課題を取材し解決策を考える 
 
ＮＨＫ帯広放送局では地域の課題について、視聴

者からの意見・要望をもとに取材を行い、解決策を探

るプロジェクト「ナットク！とかちｃｈ」をローカル

ニュースで展開しています。視聴者とＮＨＫの双方向

のコミュニケーションを進め、「地域が使える放送局」

に進化することを目指す取り組みです。 
 

今年度のテーマは「人口流出」です。若い女性たちの地元

からの流出が続いている現状を受け、「女性が活躍できる 
十勝になるにはどうすればよいか」というテーマで、視聴者

からの投稿をもとに取材を続けています。 
寄せられた意見や情報をもとに、記者が人口流出をめぐる

課題や新たな取り組みなどを多角的に取材し、週に１回、 
夕方６時台のニュース番組「ほっとニュース北海道 とかち」

で放送を続けています。 
 
 
十勝の基幹産業といえば、酪農です。ことし４月から９月ま

で放送された連続テレビ小説「なつぞら」の舞台も、この十勝

でした。そこで、酪農の世界に入り、今では経営者として奮闘

している女性たちを取材し、課題解決の鍵を探りました。９月

５日には、酪農で働く女性たちの“プチサミット”が開かれ、

女性が地域に定着するには何が必要か、意見を交わしました。 
                                    

「ほっとニュース北海道 とかち」（９月１７日放送） 
 
 
「ナットク！とかちｃｈ」は、この

様子をリポートで伝え、女性が十勝に

住んで、いきいきと暮らし続けるため

の具体的な提言を紹介しました。 
                                
 

 

【視聴者の声】 

・ 十勝の女性のナマの声がしっかり伝わってきた。こうした企画を増やしてもらいたい。          (20代女性） 

・ さまざまな女性の声を帯広局の記者が取材していて、ニュースを身近に感じることができた。     (50代女性) 

・ 地元で活躍している人の顔が見えるユニークなコーナーで、取材した記者のこだわりを感じた。     (40代女性) 

 

ＮＨＫ帯広放送局では今後もプロジェクトを続けて、視聴者との結びつきを深めていくことにしています。 
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〇生活関連情報 

・ 千葉県に住んでいるが台風の被害から１０日がたったが、今でも生活情報を放送していることに感謝している。

いまだに停電と断水が続いている友人に毎日、ＮＨＫの生活情報を伝えている。      （年代性別不明） 

・ ＮＨＫだけが生活情報を流している。「被災地のことを忘れてないよ」というメッセージにも受け取れ、被災者

には心強いことだと思う。                                 （40代女性） 

・ 鮮魚店を経営しているが、ＮＨＫの生活関連情報を書いたボードを店の前に出して、お客さんに知らせた。情報

は本当に助かった。これからも今回のような取り組みを続けてほしい。             (50代男性)         

・ ＮＨＫはどこで水が得られるかを詳細に放送し続けてくれた。しかも水を入れる容器が必要かどうかも含めて伝

えてくれたのはＮＨＫだけだった。                             (60代女性) 

・ Ｌ字で生活関連の情報を流してもなかなか見ることができない。ずっと見ていることはできないので、情報の出

し方を検討してほしい。                                  (50代男性) 

〇要望 

・ 千葉県鋸南町にある実家と連絡が取れない。高齢者の多い地域で一人暮らしのお年寄りも多く心配だ。人口の多

い所だけでなく、こうした地域の被害状況も伝えてほしい。                                  (50代男性) 

・ 南房総市や富津市には酪農家が多いが、停電や断水で困っている。取材して被害の現状や要望を伝えてほしい。                                                                         

(60代女性) 

・ 伊豆大島も台風で大きな被害を受けている。大島のことを、もっと伝えてほしい。                （50代女性） 
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・ また台風が近づいているが、気象情報などでダムの水位についても伝えてほしい。        （60代女性） 

・ 雨が激しくなる前のダムの事前放流は利害や制度的なこともあって簡単にはできないが、豪雨が相次ぐ今、今後

のダム管理のあり方について専門の人たちを交えて検討し対策を考える番組を作ってほしい。 （70代以上男性） 

・ 「タイムラグ」「バックウォーター」などと言われても意味が分からない。高齢者がすぐ理解できるような表現に

してほしい。                                       （60代女性） 

 

○クローズアップ現代＋「同時多発 河川氾濫の衝撃～緊急報告・台風１９号～」（１０月１５日） 

・ 雨のピークと堤防の決壊のタイミングにズレがあることを分かりやすく解説していて、とてもいい内容だった。 

                                           （70代以上男性） 

・ 今回の災害についてコンパクトにまとめていてよかった。これだけの台風の原因は地球温暖化にもあると思うの

で、地球温暖化にテーマを絞った番組も放送してほしい。                  （70代以上女性） 

 

○ＮＨＫスペシャル「巨大台風 “流域型洪水”の衝撃」（１０月１７日） 

・  台風１９号について科学的に分析していて、非常に興味深かった。               （50代男性） 

・ とてもいい番組だった。知らなかったことが多く、これまでの台風との違いもよく分かった。必要な対策も伝え

てくれたのでよかったと思う。                               （60代男性） 

・ １時間という放送時間内に課題をたくさん盛りこみ、充実した内容だった。最終的には、私たち一人ひとりが災

害に対してどう取り組むかが問われていると思った。                     （50代男性） 

・ 地震と違い、台風は毎年やってくる。大雨も降る。課題が山積で、グランドデザインを根本的に見直さないと命

は守れないと思った。                                                                              （年代性別不明） 

・ 「新しいフェーズに入りました」と言っていたが、フェーズということばはなじみがない。日本語で十分意味が

伝わるのに、あえて外来語を使うことに違和感を覚えた。                    （60代女性）  
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【主な内容】 
＜好評意見＞ 
・ ヒロイン（広瀬すずさん）はもちろん、脇役も厚みのある演技で、それぞれの個性で演じ、内容に深みが出てい

た。                                            (50代女性) 

・ 柴田泰樹役の草刈正雄さんの年齢ごとの演じ分けが見事で、存在感があった。小畑とよ（高畑淳子さん）との腐

れ縁のような関係もいとおしかった。                                                                  （30代女性） 

・ 山田天陽役の吉沢亮さんをはじめとする若手の俳優を知るいい機会になった。すべての出演者が魅力的だった。 

(60代女性) 

※出演者を評価する意見１８６件 

・ 連続テレビ小説１００作目にふさわしい心温まるドラマだった。戦災孤児というつらい生き方を強いられた子ど

もたちが、それぞれの幸せを探し求めて多様な家族を作っていく姿は、「どれも間違っていない」と優しく肯定し

てくれているようだった。                                 (40代女性) 

・ 世界に誇る日本のアニメの原点を作っていく人々 と十勝の雄大な風景の中で過酷な生活を営む人々 、それに敗戦

後の東京で立ち直っていく人 。々それぞれが優しさを持ちつつ、夢に向かって進んでいく姿は見るたび胸に響い

た。                                           (50代女性) 

・ 朝ドラ１００作目ということで、歴代の朝ドラのヒロインたちがレギュラーやゲストで出演するという粋な演出

を堪能している。                                         （年代不明男性） 

※演技や演出を評価する意見１３３件 

・ タイトルとオープニングの曲がすばらしい。アニメーションもかわいいし、曲もあっている。ドラマの内容もと

てもよく、毎日楽しみでしかたがない。                                                               （60代女性） 

※オープニングの曲やアニメがいいという意見６４件 

・ １０月１４日に総集編があるが、今回の作品は第１００作の記念でもあり、前編・後編の各１時間半では短すぎ

る。年末でもいいので、各編３時間ぐらいの総集編を作ってほしい。                                  (40代男性)  

※続編やスピンオフドラマを要望する意見３３件 

＜厳しい意見＞ 
・ 前半は波乱万丈という感じだったが、後半は「これからどうなるのだろう」という場面が少なく感じた。

ハラハラドキドキするような展開を後半にももっと盛り込んでほしかった。             （60代男性） 

・ 主人公がとんとん拍子に行き過ぎていると感じた。東京編から登場人物が多くなり、分かりづらくなった。                                    

(70代以上男性) 

・ カラフルな衣装がファッションショーのようで、話に現実味がなかった。当時の働く女性の大変さが伝わ

ってこなかった。                                （70 代以上女性） 

※演技や演出への意見２１５件 

・ 主人公の髪が目に入るような長さで、あの時代にあんな髪型の人はいない。当時は眉毛から、２、３セン

チ上の長さが普通だったと思う。                             （70代以上女性） 

・ 登場人物のかけた眼鏡が青く光って見えた。ドラマは１９６３年という設定なので、当時はレンズが青く

光るようなコーティングはまだないと思う。不自然に感じた。                         （70代以上男性） 

※時代考証が不十分ではないかという意見１２７件 

・ 北海道弁のイントネーションがおかしく、ドラマに集中できないときがあった。        （年代性別不明） 

※方言に違和感という意見３５件 
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８．四半期（７～９月） 再放送希望 １５番組 
（※集計期間：7 月１日～9 月 30 日） 

 
７月から９月に視聴者から寄せられた再放送希望は２万１，５６３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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 放送日 件数 再放送日

1
ガッテン！
「夏休みＳＰ！
プロもうなる食と健康の究極ワザ３１連発！」

8/7 541

2
ガッテン！
「脳梗塞・心筋梗塞に“足梗塞”！？
サインはここだ！日本人総点検」

9/11 371 10/23

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)

338

4
Ｔｈｅ Ｃｏｖｅｒｓ
「亀梨和也／德永英明 持田香織」

6/23
（BSﾌﾟﾚﾐｱﾑ)

239 8/14

5
ガッテン！
「心疾患＆糖尿病をダブルで予防！
すごさ再発見“あの栄養素”とは」

9/4 216 9/25

6 永遠のニシパ 北海道と名付けた男 松浦武四郎 7/15 211
9/23 10/2
（ＢＳ４Ｋ）

7
ＮＨＫスペシャル
「全貌 二・二六事件～最高機密文書で迫る～」

8/15 202 8/18

8 ドキュメント矢沢永吉 8/24 170

9
プロフェッショナル 仕事の流儀
「神様じゃない だから、あきらめない
～内科医・天野惠子～」

8/27 167 9/3

10
映画
「ひろしま」

 8/17（Ｅテレ） 129

11
竹内まりや Ｍｕｓｉｃ＆Ｌｉｆｅ
～４０年をめぐる旅～ 完全版

9/7
（BSﾌﾟﾚﾐｱﾑ)

117
9/30

（総合）

12 第５１回 思い出のメロディー 8/17 114
8/25

（BSﾌﾟﾚﾐｱﾑ)

13
ブラタモリ
「比叡山～比叡山はなぜ“母なる山”になった？～」

9/21 99 10/8

14
ガッテン！
「急増中！風疹＆帯状ほう疹 徹底対策ＳＰ」

7/10 95 9/4

15
歴史秘話ヒストリア
「運命の御前会議 昭和天皇 戦争回避への苦闘」

7/31 93 9/24

番組名

39





                                                                     

  

 

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 


