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月刊みなさまの声 ２０１９年１０月 

 
 

■１０月 再放送希望の多かった番組 
 

１０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７，９８６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１０月は、６，１６３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５，１３４件を受け付けました。 

内訳は、受信不良の申し出が３，３５３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、７８１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１，８２７件（５４％）で、１，５２６件 

（４６％）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１０月は６３２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４３０件でした。内訳は、「経営委員会」関連が１４９件、「公共放送」関連が

３０件、「不祥事」関連と「職員制度」関連がそれぞれ７件、「情報公開」関連が４件、「予算」関連が２件、「その

他」が２３１件となっています。  
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★再放送実施番組

（11月20日現在）

ガッテン！「睡眠・めまい・肺炎 ようやく呼べた！！レジェンド研究者ＳＰ」

★ガッテン！「長引く痛みの対策に革命！イキイキ生活への新たな道ＳＰ」

プロフェッショナル 仕事の流儀「吉永小百合スペシャル」

ＳＯＮＧＳ ＯＦ ＴＯＫＹＯ ＦＥＳＴＩＶＡＬ ２０１９ Part 1（ＮＨＫワールド ＪＡＰＡＮ）

クローズアップ現代＋「たくさんの薬は害になる！？～“多剤服用”の深刻なリスク～」

★あしたも晴れ！人生レシピ「疲れも痛みもオサラバ！？ヒミツの体の使い方」（Ｅテレ）

★ＮＨＫスペシャル「ＡＩでよみがえる美空ひばり」

★スーパープレミアム「八つ墓村」（ＢＳプレミアム）

★所さん！大変ですよ「夫婦あわせて２０１歳 健康長寿の秘けつとは？」

ＮＨＫスペシャル「ラグビー日本代表 密着５００日～快進撃の舞台裏～」

事由 件数

受信不良 3,353

一次対応 1,827

個別受信設備不良 1,606

共同受信設備不良 174

建造物による受信障害 4

雑音障害 28

混信・難視聴など 15

二次対応 1,526

技術相談 （受信方法などへの問い合わせ） 1,781

5,134合計
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月刊みなさまの声 ２０１９年１０月 

 
 

６．意見・要望への対応 
■台風１９号 外国人向けに情報を多言語で発信 
台風１９号は、東日本の広い範囲に甚大な被害をもたらしました。１０月はラグビーワールドカップ日本大会が開催

されていたこともあり、およそ２５０万人の外国人観光客が日本を訪れていました。ＮＨＫは、外国の人たちにも台風

に関する情報を伝え、身の安全を確保してもらうため、多言語の情報発信に力を入れました。 
 
●国際放送局の取り組み 
テレビ国際放送「ＮＨＫワールド ＪＡＰＡＮ」では、台風が接近

した１１日から１４日にかけて合わせて２２時間にわたって、台風

に関する情報を伝え続けました。ラジオ国際放送でも、英語など 

１７の言語で台風についての情報を７８時間にわたって伝えまし

た。さらに、ラジオ第２放送でも特別に外国人向けの放送を行いま

した。 
 
ネットを通じた情報発信にも力を入れ、「ＮＨＫワールド  

ＪＡＰＡＮ」のホームページに英語の特設サイトを設け、台風の進路

図や気象キャスターによる解説動画などを掲載しました。このサイト

に誘導するＱＲコードを総合テレビのＬ字画面に表示したほか、ラグ

ビーワールドカップの公式サイトや日本政府観光局のサイトでも紹

介され、多くの外国人が災害情報を知るきっかけとなりました。 
台風が上陸した１２日には、通常の５０倍近い１２８万人が 

ＮＨＫワールドの英語ニュースサイトを利用しました。 
【外国人からの反響】 

・ オーストラリアから旅行で子どもたちと一緒に日本を訪れていたが、ＮＨＫの台風情報が役に立った。                                             

 
●報道局の取り組み                

日本で暮らす外国人向けにやさしい日本語で書いたニュースサ

イト「ＮＥＷＳ ＷＥＢ ＥＡＳＹ」で台風情報を繰り返し発信しま

した。台風接近時の注意点や交通情報、台風の予想進路情報などに

多くのアクセスがありました。ツイッターでの情報発信も初めて本

格的に行いました。９日から１５日までの間、ツイッターに計１５

回、全文ひらがなで台風の予想進路図や大雨特別警報などを発信し

ました。 

９日の投稿は、リツイートが２万５，０００件に上り、「いいね」

は２万８，０００件を超えました。この「全文ひらがなツイート」

については、複数のネットメディアが取り上げ、災害時の外国人向

け情報発信の一つとして注目されました。 

 
【利用者の反響】 
・ 日本にいる外国人がみな英語を使いこなせるわけではないので、  

この試みは助かるし、思いやりのあるものだと思う。  (50代男性) 

・ひらがなはとても分かりやすい。日本語を勉強中の外国人には  

このツイートは非常に助かる。                  （19歳以下不明） 
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月刊みなさまの声 ２０１９年１０月 

 
 

【主な内容】 

＜好評意見＞ 

・ 主人公の戸田恵梨香さんの演技力がすばらしく、脇を固める俳優も皆、上手で誰一人として違和感がない。 

(60代女性) 

・ 新聞記者で庵堂ちや子役の水野美紀さんがコミカルでいい。元「荒木荘」の女中で大久保のぶ子役の三林京子さ

んは存在感がある。主人公の両親役の富田靖子さんと北村一輝さんも安定感がある。       (50代女性) 

・ 物語にテンポがあっておもしろい。貧しくても暗くならず、しっかり者のヒロインとお父さんの掛け合いは絶妙

だ。子役の演技が上手で、特に表情が豊かで、その表現力に感心させられた。                      （50代女性） 

・ 戸田さんをはじめ出演者に関西出身の人が多いので関西弁が自然で聞きやすく、見ていておもしろい。 

 (40代女性) 

 主人公の喜美子が大阪で働くことになってからは登場する人物が皆、より生き生きとしていて個性豊かだ。今後、

喜美子がどのように認められていくのか楽しみだ。                      (30代女性) 

・ つらい環境でも素直で明るく、負けん気を持ったヒロインの姿に毎朝、励まされている。物語の展開がとても自

然で、分かりやすいドラマだと思う。                            (30代女性) 

・ 朝が楽しみな連続テレビ小説が帰ってきた。細かい人物描写がすばらしい。           (40代女性)             

・ 物語の端々 に張られた伏線、登場人物のせりふや所作、セットに至る細部まで情熱を持ってドラマを制作してい

ることが伝わってくる。                                  (20代女性) 

・ 内容もすばらしいが、下宿の家の調度品など、美術セットの一つ一つに配慮が行き届いていて感激した。 

(60代男性) 

・ オープニングの主題歌と映像が楽しみだ。番組の最後に登場する写真で作品を紹介するコーナー「自信作できま

した！」も楽しみだ。                                   (50代女性) 

＜厳しい意見＞ 

・ 「女に学問はいらない」というような内容のせりふが何度も出てきた。男尊女卑が当たり前の時代かもしれない

が、その考えは今でも社会の根底にあって、女性を取り巻く環境は厳しいのが現状だと思う。不愉快に感じた。                     

(40代女性) 

・ 父親が主人公を思いきり平手打ちするシーンがあった。子どもに対する虐待が問題になっている今、非常に不快

に感じた。子どもと一緒に見たくはなかった。                        (50代女性) 

・ いじめが重大な社会問題として深刻化する中、主人公への厳しい仕打ちを繰り返すシーンは我慢できない。いじ

めを助長することにつながりかねないと思った。                       (50代男性) 

・ リヤーカーを引いて来た父親のシャツが白すぎるように見えた。長旅のあとだから汗で汚れているはずではない

か。                                           (60代男性) 

・ オープニングは粘土細工が回っている映像だ。信楽焼で、ろくろの上で粘土をこねていくイメージだと思うが、

ずっと見ていると目が回ってしまう。                            (50代女性) 

・ オープニングで出演者の名前が左と右から交互に出てくるので、見づらい。         (70代以上男性) 

＜その他・問い合わせ＞ 

・ タイトルの「スカーレット」とはどういう意味なのか。                  (70代以上男性) 

※タイトルの意味の問い合わせ７０件 

※スカーレット… 

陶芸作品に表れる理想の色のひとつ。伝統的に炎の色とされ、黄色味のある鮮やかな赤、緋色（ひいろ）のこと。 
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２０１９年１１月 

13









月刊みなさまの声 ２０１９年１１月 

 
 

４．技術・受信相談への意見 
 

技術・受信相談に関して１１月は、４，８８０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４，２２２件を受け付けました。 

内訳は、受信不良の申し出が２，６４４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、５７８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１，３０５件（４９％）で、１，３３９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１１月は１５１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１０９件でした。内訳は、「経営委員会」関連が１２件、「公共放送」関連が 

１０件、「経営計画」関連が９件、「職員制度」関連が４件、「不祥事」関連が３件、「情報公開」関連が１件、「その

他」が７０件となっています。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事由 件数

受信不良 2,644

一次対応 1,305

個別受信設備不良 1,136

共同受信設備不良 126

建造物による受信障害 11

雑音障害 26

混信・難視聴など 6

二次対応 1,339

技術相談 （受信方法などへの問い合わせ） 1,578

4,222合計
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月刊みなさまの声 ２０１９年１１月 

 
 

■地域の子育て世代との“タッチポイント”に 神戸局にふれあいスペース  
 

ＮＨＫ神戸放送局に１１月、親子で気軽に利用できる広場「トアステキッズの森」がオープンしました。神戸局では

平日の昼間、視聴者プラザが地域の視聴者に十分活用されていないことが課題でした。そこで、子育て中の職員が中心

となってプロジェクトを立ち上げ、７月から準備を進めてきました。 

 

 

キャッチフレーズは“子どもとＮＨＫに遊びに行こう”。親子で絵本を読んだり、お絵かきをしたりするキッズスペ

ースを設置し、授乳室も整備しました。 

 

 

１１月３日にはオープンを記念して、アナウンサーに

よるトークイベントが行われました。地元神戸にゆかり

のある３人のアナウンサーが、子育てをテーマに自らの

体験を語るとともに、絵本の読み聞かせのコツを実演を

交えて紹介しました。アナウンサーが一息で絵本を読み

上げる“朗読バトル”も行われました。会場には親子連

れを中心に１３０人以上が詰めかけ、盛況でした。 

 

 

 

 

 

【来場者の声】 
・ トーク内容が身近でとても満足した。子どもが飽きないように読み聞かせもありとても楽しかった。(30代女性) 

・ 読み聞かせは大人も楽しめ、アナウンサーの人柄がうかがえてよかった。靴を脱いでくつろげた。  (40代女性) 

・ 『チコちゃん』、『おしりたんてい』の絵本に子どもたちが大喜びだった。                             (40代女性) 

・ スペースの広さがちょうどよく、利用しやすかった。                                                   (30代女性) 

・ 今度は友だちも連れて一緒に来ようと思う。                                                            (30代女性) 

 

神戸放送局では今後も親子で楽しめるさまざまなイベントを開催し、「トアステキッズの森」を子育て世代とＮＨＫ

の交流を深める場として定着させていきたいとしています。 

 
 

 

アナウンサーによるトークイベント（１１月３日） 
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月刊みなさまの声 ２０１９年１１月 

 
 

〇 「ＤＡＹ１ あなたを襲う震度７の衝撃」  １２月２日（月）総合 後７：３０～８：４２ 

 「ＤＡＹ２ 多発する未知の脅威」    １２月３日（火）総合 後１０：００～１１：００ 

「ＤＡＹ３ 命の瀬戸際 新たな危機」  １２月４日（水）総合 後１０：００～１１：００ 

「ＤＡＹ４ 危機を生きぬくために」   １２月５日（木）総合 後１０：００～１１：００ 

【主な内容】 

＜好評意見＞ 

・ とてもいい番組だった。中学生の子どもも一緒に見て防災をともに考える機会になった。     （40代女性） 

・ 真剣に地震の事を考えるスペシャル番組だからということで、家族でスタンバイして見た。地震の怖さを思い知

ることができただけでなく、地震が起きた時にどうしたらいいか話し合うきっかけになった。   （50代女性）                                                         

・ 怖かったが、防災意識は確実に高まった。群衆雪崩や地震洪水など今まで知らなかった危機も知ることが出来た

ので、今後に生かしたいと思う。                                                   （40代女性） 

・ とてもリアルで、分かりやすくてよかった。早速、手のひらサイズのラジオも買ってきた。災害が起きてからで

は遅いので、こういう番組はありがたいと思った。                                           （40代女性） 

・ 子どもと一緒に何気なく見ていたが、かなり引き込まれ考えさせられた。主人の会社で「あのドラマは絶対見た

方がいい」と話題になったということだった。                                             （50代女性） 

・ 大変すばらしい内容で、防災対策の啓発として自治会などでも共有したい。ＤＶＤを制作してほしい。 

  （70代以上男性） 

・ とてもいい番組で見る価値があると思ったし心に響いた。現場のパニックやどうしようもない状況を報道する側

も確かに被災者だと思った。色んな思いがドラマを通じて伝わってきて、備えを自分で考えることが大切なのだ

と思った。                                                                         （20代女性） 

・ 今回の番組は大変有意義だと思う。女性キャスター役の小芝風花さんの演技は臨場感があってとてもよく、脇を

固める役者も実力派揃いで見応えがあった。ドラマから制作側の苦悩も伝わってきた。            （40代男性） 

・ 東京に住む身として、地震への備えをしなければならないと、感じさせてもらえる番組だった。家族みんなで見

て、とても怖かったが、これこそ本当に必要な番組だと思った。首都圏に住んでいる人にはみんなに見てもらい

たいので、何度も再放送もしてほしい。                                                             （30代女性） 

＜厳しい意見＞ 

・ リアルすぎる。実際に起こっているのかと思って、東京にいる知人に連絡をとってしまった。 

ドラマであることをもっとはっきり分かるように表示してほしかった。             （60代男性） 

※リアルすぎた、怖かったという内容の意見 計３８件 

・ ゲスト同士の会話で、専門家の話が遮られ聞き取りづらいところがあった。                     （60代女性） 

・ 今回のようなテーマではタレントの起用が多すぎるのではないか。                         （50代男性） 

                                       ※タレントを起用することへの意見 計３２件  

・ ＤＡＹ２以降の放送が午後１０時開始だったが、家族全員で考えようという内容であれば、午後１０時は遅すぎ

ると思う。多くの人が視聴できる早い時間帯に放送してほしかった。                              （50代男性） 

※午後１０時の放送開始は遅いという意見 計２１件 

・ ＢＧＭが大きすぎてドラマのセリフやナレーションが聞き取りづらいところがあった。            （50代男性） 

※同様意見１０件 

 

 

 

 

 

 

23



月刊みなさまの声 ２０１９年１１月 

 
 

〇 「終わりの見えない被災」１２月７日（土）総合 後９：００～９：５５ 

【主な内容】 

＜好評意見＞ 

・ 見応えのある、いい番組だった。見ていて舌を巻くというか、とても説得力のある力作だった。  （60代男性） 

・ 首都直下地震が起きた場合の危機の連鎖を分かりやすく伝える「被災ツリー」が国民や企業に広く認知されれば、

多くの知恵が出てきて、地震への備えが進むと思う。「被災ツリー」を見やすい形で公開し、今後もいろいろな形

で伝え続けてほしい。                                                                  （70代以上男性） 

                               ※「被災ツリー」をネットなどで公開してほしいという要望７件 

・ 大地震に備えるため、まず、起こり得る想定を直視することから始めるという番組の趣旨に賛同する。一度、発

災すれば、長期間の影響は免れず、終わりの始まりとなりうる。                                    （50代男性） 

・ 首都直下地震のシリーズを全て見て感じるのは、首都圏に日本の中枢機能が全て集中しているリスクだ。東京一

極集中の解消、中枢機能の分散こそが一番の課題だ。                                          （50代男性） 

・ 首都直下のシリーズ、よくぞここまで作ったという気持ちだ。この番組を総理大臣や東京都知事に見せて、コメ

ントをとってほしかった。                                                                             （60代男性） 

・ 引き続き、このシリーズを継続してほしい。ガラスの破片が危険だというのなら代わりに何を使えばいいのかな

ど、次回はより具体的な対策を伝えてほしい。期待している。                                    （60代男性） 

＜厳しい意見＞ 

・ スタジオの背景のスクリーン画面が動くので見づらく、出演者の話に集中できなかった。せっかくすばらしい有

益な内容なのに残念だ。                                                      （60代女性） 

・ ＮＨＫが総力を挙げてこのシリーズを作りあげたことに敬意を表したい。ただ、番組にタレントが出演しすぎだ

と感じた。                                                            （60代男性） 

 

〇 「災害に耐える社会へ」１２月８日（日）総合 後９：００～９：４９ 

【主な内容】 

＜好評意見＞ 

・ 自分が住んでいる地域の映像が何度も映り、災害を自分のこととして捉える大きなきっかけとなった。番組を見

て今まで知らなかった防災の課題が理解できた。再放送をして、より多くの人たちに注意を喚起してほしい。 

（40代女性)  

・ 東京一極集中によって地震の被害が甚大になるということが改めて理解できた。                    (30代男性) 

・ すごい番組だ。環境問題への対応と同様に、防災の取り組みが今後、企業価値を高めるというゲストの発言は同

感だ。そうした観点からの番組を今後も放送してほしい。                                           (60代女性) 

・ こうした番組こそＮＨＫらしい。シリーズのＤＶＤ化を実現してほしい。                     (70代以上男性) 

・ 被害想定図を示しながら、対策を丁寧に紹介していたので分かりやすかった。                      (60代女性) 

・ 大変ためになった。放送内容を詳しく学べるように、関連する書籍やウェブサイトの情報も紹介してくれると、

より一層参考になったと思う。                                                     (40代男性) 

・ 個人や地域の対策とともに、企業の取り組みの大切さがよく分かった。                             (60代男性) 

＜厳しい意見・その他＞ 

・ 首都直下地震が起きた場合、直接の被災地ではない地方ではどのような影響が考えられるのかも知りたかった。 

（年代性別不明) 

・ 首都直下地震が起きた時の具体的な防災対策についてもっと紹介してほしかった。                 (60代男性)  
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（参考） 
 

  

２０１９年１２月 
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月刊みなさまの声 ２０１９年１２月 

 
 

■１２月 再放送希望の多かった番組 

 

１２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６，９０４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１２月は、４，６９０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３，９３１件を受け付けました。 

内訳は、受信不良の申し出が２，４７０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１，４６１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１，２１２件（４９％）で、１，２５８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１２月は４１３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４０４件でした。内訳は、「不祥事」関連が９２件、「経営計画」関連が８８件

「経営委員会」関連が５８件、「公共放送」関連が１７件、「職員制度」関連が４件、「情報公開」関連が２件、「予

算」関連が１件、「その他」が１４２件でした。 

234件

152

142

134

132

124

119

85

84

81

★再放送実施番組

（1月23日現在）

ＮＨＫスペシャル シリーズ 体感 首都直下地震「ＤＡＹ１ あなたを襲う震度７の衝撃」

ＮＨＫスペシャル シリーズ 体感 首都直下地震「ＤＡＹ２ 多発する未知の脅威」

★ガッテン！「今が旬のヘルシー白菜 うまみ濃厚！食感自在！激ウマ活用術」

ガッテン！「野菜ファースト・カット野菜・塩こうじ 食卓の革命児大集結ＳＰ」

ＮＨＫスペシャル シリーズ 体感 首都直下地震「ＤＡＹ３ 命の瀬戸際 新たな危機」

ＮＨＫスペシャル シリーズ 体感 首都直下地震「ＤＡＹ４ 危機を生きぬくために」

★ＮＨＫスペシャル シリーズ 体感 首都直下地震「プロローグ あなたは生きのびられるか」

陽水の５０年～５人の表現者が語る井上陽水～

★ＮＨＫスペシャル シリーズ 体感 首都直下地震「災害に耐える社会へ」

★ブラタモリ「姫路城～姫路城で江戸城のロケをするのはあり！？～」

事由 件数

受信不良 2,470

一次対応 1,212

個別受信設備不良 1,085

共同受信設備不良 89

建造物による受信障害 12

雑音障害 19

混信・難視聴など 7

二次対応 1,258

技術相談 （受信方法などへの問い合わせ） 1,461

3,931合計

 

29
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【主な内容】※件数は重複カウントあり 

＜好評意見＞ 

・ とても楽しい内容だった。舞台の照明や音楽などいろんな工夫があってよかった。いつも途中で飽きて他の番組に変

えてしまうが、今年は最後まで楽しく見られた。                                                          （70代以上女性） 

・ とても感動した。番組の始まりから、みんなで盛り上がれる内容でとても温かい気持ちになった。毎年、紅白を見て感

動して涙が出そうになる。本当にありがとう。                         （30代女性） 

・ ラグビー選手が出演していてよかった。ラグビー界にもいい影響を与えたと思う。今回の紅白はオリンピック関連の企

画もあって、いつもとちょっと違う感じがしてよかった。                       （60代男性） 

・ 楽しくにぎやかな気持ちになるとともに、新年もまた頑張ろうと元気をもらえた。やっぱり歌はいつの時代も人々 に寄

り添い力をくれる偉大なものだなと改めて感じた。                       （19歳以下女性） 

・ 今年の紅白はすばらしかった。音楽はいい。音楽には国境がなく、世界が一つになる。来年、歌で世界が平和になれば

いいと思った。                                       （70代以上男性） 

・ 紅白初出場のＫｉｓ‐Ｍｙ‐Ｆｔ２が念願の大舞台で堂々 と最高のパフォーマンスをしている姿に感動した。とても

力強く輝いていてパワーをもらえた。                              （40代女性）  

※Ｋｉｓ‐Ｍｙ‐Ｆｔ２に対する好評意見１５８件 

・ Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの「上を向いて歩こう」がとてもよかった。祖父母や親戚がみんな口ずさみながら見ていて

家族団らんの時間を感じた。                                   （20代女性）  

※Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰに対する好評意見９０件 

・ 氷川きよしさんの歌唱がすばらしかった。歌唱力、スター性、豪華さ、これぞまさに紅白歌合戦という舞台だった。  

１０代の息子が、氷川さんの歌を聞いて「紅白歌合戦、すごい！録画を保存する」と言っている。   （50代女性）        

※氷川きよしさんに対する好評意見７３件                           

・ ＡＩ美空ひばりさんの歌を聞いた。ひばりさんの歌がこんな形で聞けるとは思わなかった。亡くなった母が大ファンだ

ったので、今日の放送を見ていたらどんなにうれしかったか、喜んだろうかと涙が出てきた。制作はとても大変だった

と思うが、本当にすばらしい歌で感動した。明日への一歩を踏み出す勇気をもらった。      （70代以上女性）             

・ 楽しそうで仲のいい３人の司会がとてもよかった。周りを明るくにぎやかにさせる綾瀬はるかさん、安定感があり臨

機応変に司会をこなす櫻井翔さん、司会はもちろん、さまざまなパフォーマンスで盛り上げる内村光良さん、すばら

しいチームワークだった。                                （19歳以下女性） 

・ 今年になって４Ｋテレビを購入したが、音声がとてもすばらしいので感激している。自分は目があまりよくないので、

音楽をこうして存分に楽しめるのはとてもうれしい。                       （50代女性） 

 

＜厳しい意見＞ 

・ 演出や、インタビューなど歌合戦本来の趣旨から外れたところに力を入れすぎている。紅白は原点に戻って、歌手が

主役であってほしいと思う。                                 （40代女性） 

※歌をじっくり聞きたかったという意見１０５件 

・ 三山ひろしさんのけん玉企画では、ハラハラして歌に集中できなかった。また、落としてしまった人がネットで拡散さ

れて本当にかわいそうだ。企画を見直してほしい。                                                        （年代性別不明） 

                               ※歌と直接、関係のないパフォーマンスに対する意見３３件 

・ 例年だったら審査員の方を１人ずつ紹介するのに紹介されなかった。せっかく来てくれているのに失礼ではないか。き

ちんと紹介するべきだと思う。                                 （60代女性） 

                                     ※審査員の紹介、席順についての意見２９件 

・ 「紅組」「白組」が「男性」と「女性」で分けられているが、世の中には「男性」「女性」に当てはまらない方もいる。

従来の価値観に固執しない、すべての人にやさしい分け方を模索すべきではないか。        （年代性別不明）

                              ※紅白を男女で分けていることに対する意見１０件 
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８．四半期（１０～１２月） 再放送希望 １５番組 
（※集計期間：１０月１日～１２月３１日） 

 
１０月から１２月に視聴者から寄せられた再放送希望は２万１，８４５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！
「睡眠・めまい・肺炎 ようやく呼べた！！レジェンド研究者ＳＰ」

10/23 439

2
プロフェッショナル 仕事の流儀
「吉永小百合スペシャル」

10/26 310

3
ガッテン！
「長引く痛みの対策に革命！イキイキ生活への新たな道ＳＰ」

10/2 305
※「国会中継」のため、
１０月９日再放送休止

10/30

4
ＮＨＫスペシャル シリーズ 体感 首都直下地震
「ＤＡＹ１ あなたを襲う震度７の衝撃」

12/2 235

5
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)

190

6
ガッテン！
「長寿＆がん予防で注目！腸内細菌パワー覚醒術」

11/20 173 11/27

7
ＮＨＫスペシャル シリーズ 体感 首都直下地震
「ＤＡＹ２ 多発する未知の脅威」

12/3 152

8
ガッテン！
「今が旬のヘルシー白菜 うまみ濃厚！食感自在！激ウマ活用術」

12/4 143 12/11 1/3

9
ガッテン！
「野菜ファースト・カット野菜・塩こうじ食卓の革命児大集結ＳＰ」

12/11 134

10
ＮＨＫスペシャル シリーズ 体感 首都直下地震
「ＤＡＹ３ 命の瀬戸際 新たな危機」

12/4 132

11
ＮＨＫスペシャル シリーズ 食の起源
第１集「ご飯～健康長寿の敵か？味方か？～」

11/24 129 11/26

12
ＮＨＫスペシャル シリーズ 体感 首都直下地震
「ＤＡＹ４ 危機を生きぬくために」

12/5 125

13
美と若さの新常識ＳＰ
「ファシアで解決！美スタイルへの特急券」

11/6 124 1/5

14
ＮＨＫスペシャル シリーズ 体感 首都直下地震
「プロローグ あなたは生きのびられるか」

12/1 122 12/5

15
クローズアップ現代＋
「たくさんの薬は害になる！？～“多剤服用”の深刻なリスク～」

10/22 119

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４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 


