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月刊みなさまの声 ２０１９年１月 

 
 

■１月 再放送希望の多かった番組 
 

１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８，４６８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１月は、５，５１６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４，７４３件を受け付けました。 

内訳は、受信不良の申し出が２，６５１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２，０９２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１，２２８件（４６％）で、１，４２３件 

（５４％）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１月は１３７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１０６件でした。主な内訳は、「不祥事」関連が２７件、「経営計画」関連が１５

件、「職員制度」関連が１０件、「公共放送」関連が６件「経営委員会」関連が４件などでした。 

408件

233

171

171

170

145

144

118

114

91

★再放送実施番組

（2月28日現在）

第６９回ＮＨＫ紅白歌合戦「夢を歌おう」（総合、ＢＳ４Ｋ、ＢＳ８Ｋ、ラジオ第１）

     ★アナザーストーリーズ 運命の分岐点
     「羽生結弦 オリンピック連覇～メダリストたちが語る“最強”伝説～」（ＢＳプレミアム）

★ＮＨＫスペシャル 平成史スクープドキュメント 第４回「安室奈美恵 最後の告白」

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！「平成最後の年に贈る！家庭のフライ新常識」

★ガッテン！「新発見“寿命がわかる数値”！？１分間で寿命点検ＳＰ」

ウィーン・フィル ニューイヤーコンサート２０１９ （Ｅテレ）

★ガッテン！「医療の常識が大逆転！患者１３３０万人“腎臓病”治療革命」

★ブラタモリ「＃１２２ ローマ」

ファミリーヒストリー「堺正章～父は伝説の喜劇役者 引き継がれる覚悟～」

事由 件数

受信不良 2,651

一次対応 1,228

個別受信設備不良 1,096

共同受信設備不良 97

建造物による受信障害 6

雑音障害 23

混信・難視聴など 6

二次対応 1,423

技術相談 （受信方法などへの問い合わせ） 2,092

合計 4,743
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月刊みなさまの声 ２０１９年１月 

 
 

■中国語のニュースや番組を新たにインターネット配信 

【視聴者の意見･要望】 
・ 中国人の知り合いから、中国語でニュースや交通情報などの情報を得られる手段がないか聞かれた。ＮＨＫでは

何か番組を放送しているのか。                               (60代男性) 

・ 日本を訪れる外国人がこれからますます増えると思う。緊急時の情報など外国語の放送を今後も充実してほしい。 
                                             （60代女性） 

・ 震度６弱を観測した１月３日の熊本県での地震の時に、外国人にどれだけ情報が伝わっているか心配になった。

外国人旅行者の不安を解消するためにも、中国語など外国語の放送を始めてほしい。       （60代男性） 

 
 ２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックを前に、日本を訪れる外国人観光客は増え続け、このうちのおよ

そ半数は中国語圏からの観光客が占めています。 
ＮＨＫの国際放送「ＮＨＫワールド ＪＡＰＡＮ」は、１月１５日から新たな中国語サービス「ＮＨＫ華語視界（中

国語名：华语视界 ホァユーシージエ）」を始めました。中国語のニュースや番組を編成し、インターネットで配

信するサービスで、日本の文化や地域の紹介はもちろん、災害時には、安全・安心に役立つ情報源になることを目指し

ています。 
 
 
 
 
 
 
 
  進行役の矢野浩二さん 桜庭ななみさん 段文凝さん       ニュースを伝える鎌倉千秋アナウンサー 
 
「ＮＨＫ華語視界」月曜日～金曜日（原則祝日除く）に配信  https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/zh/live/ 
〇１８時～     番組案内…中国にゆかりのある３人の進行役（矢野さん・桜庭さん・段さん）が、中国語で番組 

紹介、感想を語り合う 
〇１９時～     ニュース…５人のキャスターが日替わりでライブ配信 
〇１９時１４分～  番組  …旅やポップカルチャー、ドキュメンタリー、ビジネスなど多彩な番組を編成 
〇２０時～ １９時台のリピート 
〇翌日１４時～１５時４６分  前日のニュースを除く配信部分のリピート 
   

【サービス開始後の声】   

＜「ＮＨＫ ＷＯＲＬＤ－ＪＡＰＡＮ」フェイスブックから＞ 

・ すばらしい試みだ。中国人は国外の意見にもっと接するべきだと思っているので、日本からの視点は役に立つと

思う。中国と日本の距離が、これからはもっと縮まってほしい。 

・ 世界の人々 に向け、もっといろいろな言語での字幕を付けてくれるとうれしい。 

＜制作現場へ直接寄せられた声＞ 

・ 見終わったあと余韻があり、番組、ニュースともにとてもよかった。          (中国四川省楽山市) 

・ 毎日見ている。時間は長くないが、内容十分で客観的なところが非常に気に入っている。  (中国江蘇省南京市) 

・ キャスターが中国語を母国語としないため読み方が中国人のキャスターとは違うが、独特の魅力と風格があると

思う。                            (東京都内で中国語を学習している人から) 

・ ニュース枠を増やして１時間あるいは２時間にしてほしい。                 (中国上海市) 
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月刊みなさまの声 ２０１９年１月 

 
 

【主な内容】※件数は重複カウントあり 

＜好評意見＞ 

・ 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、また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く、今後の展開

が楽しみだ。                                      （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） 

・ 毎週、登場人物たちと一緒にその時代を駆けているような感じがしてとてもおもしろい。  （19 歳以下女性） 

・ オリンピックやスポーツに対する、正と負の両面を考えさせてくれそうな内容で、来年の東京オリンピックをど

う捉えるか、自分の中で考えるきっかけにもなりそうだ。                  （40 代女性） 

・ 日曜の夜、翌日のことを考えると泣きたいような気分でも、見終わったあとに「さてあしたからまた頑張るか」

とすがすがしく軽快な気持ちになれるドラマだ。                      （40 代女性） 

・ 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）※出演者への好評意見１６１件 

・ 疾走感のあるオープニングを見ると元気が出て、何度でも見返したくなる。          （50 代女性） 

・ 資料映像がふんだんに使われていて、この時代を取り上げるからこそのリアリティがあっていいと思う。 

（40代女性） 

・ 車や建物などセットがとても昔っぽく作ってあり、こだわりがすごいと思った。        （60 代男性） 

・ 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）※脚本・演出への好評意見２６６件 

・ 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） 

 

＜厳しい意見＞ 

・ 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） 

・ あまりにも展開が速すぎて話についていけない。夫婦で見ているが「今どうなっているんだ」とお互いに聞く始

末だ。高齢者にも分かりやすい展開にしてほしい。                   （70 代以上女性） 

・ 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） 

・ 登場人物のしぐさや行動が、少しオーバーな感じもする。（年代性別不明）※脚本・演出への厳しい意見６８件 

・ 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）※同様意見４３件 

・ 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）※時代考証に関する厳しい意見５１件 

・ 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）※同様意見１９件 
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（参考） 
 
  

２０１９年２月 
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月刊みなさまの声 ２０１９年２月 

■２月 再放送希望の多かった番組 
 

２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７，０３０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２月は、４，１８６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３，５７５件を受け付けました。 

内訳は、受信不良の申し出が１，９９８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１，５７７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９９６件（４９．８％）で、１，００２件 

（５０．２％）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２月は２９７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２４５件でした。内訳は、「経営計画」関連が１４件、「公共放送」関連が１２件

「職員制度」関連が８件、「不祥事」関連が５件で、「予算」「経営委員会」関連がそれぞれ４件、「関連団体」関連が

１件、「その他」が１９７件でした。 

203件

196

191

150

147

133

104

104

89

80

★再放送実施番組

（3月28日現在）

★ガッテン！ 「“新原因”発見！ 衝撃の肩・首のこり改善ＳＰ」

★ガッテン！ 「人類共通の“欠点”が原因！？おしっこの悩み大改善ＳＰ」

   ★アナザーストーリーズ 運命の分岐点
    「羽生結弦 オリンピック連覇～メダリストたちが語る“最強”伝説～」（ＢＳプレミアム）

★ガッテン！ 「慢性痛しびれが改善！逆子も治る！？東洋の神秘“はり治療”ＳＰ」

ＮＨＫスペシャル 「大往生～わが家で迎える最期～」

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
   平成史スクープドキュメント 第５回「“ノーベル賞会社員”～科学技術立国の苦闘～」

Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの昭和にジャンプ

★密着ドキュメント 小田和正～毎日が“アンコール”～（ＢＳプレミアム）

★ブラタモリ 「＃１２６ パリ」

事由 件数

受信不良 1,998

一次対応 996

個別受信設備不良 866

共同受信設備不良 94

建造物による受信障害 9

雑音障害 9

混信・難視聴など 8

二次対応 1,002

技術相談 （受信方法などへの問い合わせ） 1,577

合計 3,575
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（参考） 
 

  

２０１９年３月 
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月刊みなさまの声 ２０１９年３月 

 
 

■３月 再放送希望の多かった番組 
 

３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８，０８０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３月は、４，９７７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４，２５４件を受け付けました。 

内訳は、受信不良の申し出が２，４１７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１，８３７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１，１９５件（４９％）で、１，２２２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３月は３２２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１８５件でした。内訳は、「不祥事」関連が２７件、「公共放送」関連が２３

件、「職員制度」関連が１３件、「経営計画」関連が１２件、「予算」関連が７件、「情報公開」関連が３件、「経営委員

会」関連が２件、「関連団体」関連が１件、「その他」が９７件でした。 

281件

175

135

120

120

117

114

112

109

91

★再放送実施番組

（4月12日現在）

★ガッテン！「認知症や難病にまで！神経にたまる“ゴミ”の脅威」

★ＮＨＫスペシャル「“隠れ脂肪肝”が危ない」

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のど自慢チャンピオン大会２０１９

竹内まりや Ｍｕｓｉｃ＆Ｌｉｆｅ ～４０年をめぐる旅～

★歴史秘話ヒストリア「まんぷく家族が生んだ魔法のラーメン」
                           ★ＢＳ世界のドキュメンタリー
                           「素顔のボヘミアン・ラプソディ 無一文からの名声」（ＢＳ１）

桑田佳祐 大衆音楽史“ひとり紅白歌合戦”「昭和・平成そして新たな時代へ」

ひよっこ２（１）＜全４回＞朝ドラから２年、オールキャスト大集合！

ＮＨＫニュース おはよう日本 ５時台放送のリポートへの要望

事由 件数

受信不良 2,417

一次対応 1,195

個別受信設備不良 1,013

共同受信設備不良 145

建造物による受信障害 8

雑音障害 20

混信・難視聴など 9

二次対応 1,222

技術相談 （受信方法などへの問い合わせ） 1,837

合計 4,254
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月刊みなさまの声 ２０１９年３月 

 
 

＜その他＞ 

・ おかみさんが頑張っている旅館にぜひ、泊まりたい。連絡先を教えてほしい。 

（70代以上女性）※旅館の連絡先問い合わせ２５件 

・ まだまだ大変な思いをしている人たちを応援したい。社長が開発したわかめの加工食品を購入したいので販売先

を教えてほしい。                    （年代不明女性）※購入希望の問い合わせ２２件 

 

○「終（つい）の住みかと言うけれど…～取り残される被災者～」 

＜好評意見＞ 

・ 震災後の住居の実態を知ることができた。どのように支援すればいいのか、改めて考えるきっかけとなった。 

(70代以上女性) 

・ 被災者の悲惨な面を取り上げて感情に訴えるだけの番組かと思っていたが、今の住宅支援制度では補うことがで

きない面や、ＮＰＯの活動が住民を支えていることがよく分かった。              (40代女性) 

・ 被災地の現状を知らなかった自分がとても恥ずかしく情けなく思った。被災者の苦痛が８年も続いていることは

想像を絶するが、現状を丁寧に取材し伝えていた。                     (年代不明女性) 

・ 住宅補助が打ち切られることや被災者が住んでいるのに仮設住宅が閉鎖されてしまうことなど、支援が次々 と打

ち切られていることを分かりやすく伝えていた。今回の震災特集はすばらしかった。       (30代女性) 

＜厳しい意見＞ 

・ ナレーションのトーンが、番組内容に合わないのではないかと感じた。           (70代以上男性) 

＜その他＞ 

・ 被災者支援の住宅であっても個人情報を理由に隣に誰が住んでいるのかさえ知らされていないことを伝えていた。

住民同士のつながりが絶たれるのでは本末転倒だ。行政には臨機応変な対応が求められていると思った。 

(60代男性) 

・ 住宅の土台部分が津波や地震の揺れでだめになって住み続けることができないのに、完全に壊れていないからと

いって仮設住宅にも入れない基準に疑問を感じた。                       (50代男性) 

 

○「“震災タイムカプセル” 拝啓 二十歳の自分へ」 

＜好評意見＞ 

・ 未来の自分に宛てた手紙と、それぞれに成長した皆の生きる強さに感動した。人を支えることの大切さ、家族と

の絆を感じた。                                     （50 代女性） 

・ 私も小学生のときにカプセルを埋めた経験がある。かなわなくても夢はすばらしいと思う。将来への展望につな

がる番組を見ることができてよかった。                         (70代以上女性) 

 

○廃炉への道２０１９「核燃料デブリとの闘いが始まった」 

＜好評意見＞ 

・ 私の住んでいる所にも福島から避難している人がいる。原発はコントロールできず、廃炉に向けてどれだけ大変

な作業が行われているのかがよく分かる番組だった。                    （60 代女性） 

・ 原発をこれからどうするのかは、いちばん大事な問題と言えるのではないかと思っている。ぜひ継続して取材、

放送してほしい。                                    （60 代男性） 

＜厳しい意見＞ 

・ 大変よく作られていて、番組担当者の苦労や熱意が伝わってきた。ただ原発の問題は国民全体で議論すべきだと

思うのでもう少し突っ込んでほしかった。                         （60 代男性） 

・ 取り出した後の核燃料デブリはどのように処分するのか、具体的な方法を提示してほしかった。 （60 代女性）                                       

・ ナレーションに俳優を使う必要性があまり感じられなかった。               （年代不明女性） 
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【主な内容】 
＜好評意見＞ 
・ このドラマは「自分の周りの人を信じる」「明るく前向きに、ポジティブに考える」「多少のことがあってもへこ

たれない」など、脚本家のメッセージが分かりやすく伝わってきて、見ると元気が出た。     (40代女性) 

・ 主人公の福子（安藤サクラさん）の物の見方は人を元気にさせ、しなやかな生き方に共感できた。考え方次第で

試練も乗り越えられることを改めて感じた。                         (50代女性) 

・ 最初はせりふの大阪弁に違和感があったが、そんな事も気にならなくなるくらいドラマに引き込まれた。萬平(長

谷川博己さん)の最後まで諦めない姿や周りの人たちの優しさに心が温かくなるドラマだった。   (40代女性) 

・ 半年間楽しい朝ドラをありがとう。学校でつらいことや大変なことがあっても、「まんぷく」を見て頑張ろうと自

分を奮い立たせてきた。今回の朝ドラはクラスメートも見ている人が多く、毎朝、感想を語り合うのが日課だっ

た。                                         (19歳以下女性) 

・ 主人公が荒波にもまれる中でも笑いの要素がところどころに入り、いつも明るい気持ちで番組を見ることができ

た。                                         (70代以上女性) 

・ 老若男女問わず楽しめる非常によいドラマで、登場人物一人一人に愛着が湧いた。いくつになってもひらめきを

忘れずにいることのよさや、家族や仲間の大切さが伝わってきた。             (年代不明女性) 

・ 毎回ハラハラドキドキの連続だった。最終回はずっと泣きっぱなしだったが、とても幸せな気持ちで、こんなに

ハマった朝ドラは初めてだ。                               (30代性別不明) 

・ 毎朝楽しみに見ていた。福ちゃんとともに泣き、笑い、喜んだ。この半年間は日頃、あまり食べないラーメンを

たくさん食べた。この作品は愛に満ちた作品だった。                   (年代不明女性) 

・ 脇を固める俳優の皆さんの演技もよく、キャラクターもおもしろかった。個性あふれる脇役の皆さんのスピンオ

フや本編の続編も見たい。                        (40代女性) ※同様意見２２件 

＜厳しい意見＞ 
・ フィクションとはいえ実在の人物をモデルにしたのだから、資料に基づくべきではないか。都合のよいところだ

けを集めてドラマを作っているように感じる。                                         (60代男性) 

・ 戦争中なのに服装が華やかすぎる。食糧不足で着るものもないはずで、不自然に感じた。     (60代男性) 

・ 萬平がかけている眼鏡のレンズが緑っぽく反射し、不自然に感じる。これはコーティングされたレンズで、この

時代に合っていないのではないか。                           (70代以上男性) 

・ 再現ドラマではないので、ある程度、その時代にはないことがあってもかまわないとは思うが、服装や小物、こ

とばづかいなど気になる点もあるので時代考証をしっかりしてほしい。           (70代以上男性) 

※時代考証が不十分ではないかという内容の意見１６０件 

・ せりふの大阪弁が不自然に聞こえるところがあり、楽しめなかった。                    （70代以上男性） 

・ 大阪弁の発音が違う。語尾を上げれば大阪弁になるというのは違うので、気を付けてほしい。     （30代男性） 

※方言に違和感があるという内容の意見４４件 

・ 今回の朝ドラは食事の場面で、登場人物が口に物を入れたまましゃべるシーンが多い。私たちの時代は口に物を

入れてしゃべると怒られたので気になってしまう。                                           (70代以上女性) 

・ 福子が髪を触ったり、頭をボリボリとかいたりするのがとても不潔に見えて気になる。演出なのは理解できるが、

あえてやらなければならないしぐさではないと思う。                         (40代女性) 

・ 登場人物の箸や茶碗の持ち方がおかしい。撮影のとき気が付かないのか。          (70代以上女性) 

※行儀が悪いという内容の意見３６件 

・ オープニングの曲の歌詞をテロップで出してほしい。早くて聞き取れない。           (60代女性) 

・ 主題歌は週に１回歌詞を表示するとか、工夫してほしかった。               (70代以上男性) 

※歌詞が分かりづらいという意見２６３件 
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８．四半期（1～３月） 再放送希望 １５番組 
（※集計期間：1 月１日～3 月 31 日） 

 
２０１９年度四半期（１～３月）に視聴者から寄せられた再放送希望は２万３，５７８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
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)

439

2 第６９回ＮＨＫ紅白歌合戦 「夢を歌おう」
2018/12/31
（総合、BS4K、

BS8K、ラジオ第１）

437

3
アナザーストーリーズ 運命の分岐点
「羽生結弦 オリンピック連覇
～メダリストたちが語る“最強”伝説～」

1/29
（BSﾌﾟﾚﾐｱﾑ）

418 2/4

4
ガッテン！
「認知症や難病にまで！神経にたまる“ゴミ”の脅威」

3/6 281 3/9

5
ガッテン！
「人類共通の“欠点”が原因！？
おしっこの悩み大改善ＳＰ」

2/27 280 3/2

6
ガッテン！
「“新原因”発見！ 衝撃の肩・首のこり改善ＳＰ」

2/13 207 2/16

7
ＮＨＫスペシャル
平成史スクープドキュメント
第４回「安室奈美恵 最後の告白」

1/20 199 2/13、4/14

8
ガッテン！
「平成最後の年に贈る！家庭のフライ新常識」

1/16 181 3/23

9
ガッテン！
「医療の常識が大逆転！
患者１３３０万人“腎臓病”治療革命」

1/30 177 2/2

10
ＮＨＫスペシャル
「“隠れ脂肪肝”が危ない」

3/24 175 4/2

11
ＮＨＫスペシャル
「大往生～わが家で迎える最期～」

2/24 166 4/11

12
プロフェッショナル 仕事の流儀
ＳＭＡＰスペシャル

2011/10/10 164

13
ガッテン！
「慢性痛しびれが改善！逆子も治る！？
東洋の神秘“はり治療”ＳＰ」

2/20 159 2/23

14
ガッテン！
「新発見“寿命がわかる数値”！？
１分間で寿命点検ＳＰ」

1/9 149 1/12、2/9

15 ウィーン・フィル ニューイヤーコンサート２０１９
2019/1/1
(Ｅテレ）

148 1/6

番組名
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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 


