
資料１ 

多チャンネル放送のチャンネル編成見直しについて 
 

１ 改編時期 令和３年４月～（前回改編：平成３０年４月） 

 

２ 現在放送中の多チャンネルのうちアンケートの対象となるもの 

ch チャンネル名 ch チャンネル名 

1 キッズステーション 7 アニマル･プラネット  

2 アニマックス 8 スカイＡ 

3 ホームドラマチャンネル 9 ショップチャンネル（アンケート対象外） 

4 AXN／アクション TV 10 旅チャンネル 

5 日本映画専門チャンネル 11 歌謡ポップスチャンネル 

6 テレ朝チャンネル２ 12 スペースシャワーTV 

 

３ アンケート実施結果について 

 ⑴ 調査期間 令和２年８月１４日 ～ ９月末まで（１０月受付分も集計対象とし

た。） 

 

 ⑵ 実施内容 

   前回の放送番組審議会で、上記１１チャンネルと現在放送していない２９チャ

ンネルの計４０チャンネルを候補として選定。現在のまま【希望する】か【希望

しない】か選んでいただき、希望しない場合は１０チャンネル以内を選択してい

ただくように方式でアンケートを実施。 

 

① アンケート用紙を８月に全戸配付をしてアンケート協力のお願い 

② 自主放送でアンケート協力のお願い 

③ 文字放送でアンケート協力のお願い 

④ インターネット加入者にメールでアンケート協力のお願い 

 

 ⑶ 回答状況 

① 件 数 １８６件 （前 回４４０件）（前々回：２１３件） 

② 回答率 ４．０％ （前 回９．１％）（前々回：４．３％） 

 

 ⑷ 集計結果 別紙のとおり 

 

 

４ 新たなチャンネル編成について 

 

５ 備考 

⑴ 選定経過及び選定に関する資料の取扱いについて 

非公表 （前回の放送番組審議会で決定済み） 

 

 ⑵ 今後、自主放送や番組表でチャンネル編成見直しについて周知 

 



　ｉネット飯山では、「お客さまにとって、より魅力あ
るデジタル放送チャンネルプラン」を編成するうえで、
ご加入者の皆さまの声をお聞きしたいと考えています。
つきましては、下部のハガキによりアンケートを実施
いたしますので、ご協力をお願いいたします。このア
ンケート結果は、令和３年４月からスタートする CS
放送チャンネル再編の参考にさせていただきます。

■調査方法 右下のハガキでご回答ください。

■対象者 ｉネット飯山加入者または加入希望者
（1 世帯 1 回答でお願いします）

■回答方法 ハガキにご覧になりたいチャンネル番
号に○を付けて、９月 30 日（水）ま
でにポストへ投函してください。（切手
は不要です）

■アンケート期間　８月 14 日（金）～９月 30 日（水）

■その他 有料チャンネルは、現在の WOWOW、
スターチャンネル、J SPORTS 4、東
映チャンネル、衛星劇場、グリーンチャ
ンネルを引き続き放送します

■お問い合わせ 飯山市役所　事業戦略室　情報政策係
☎ 62-3111（内線 387）

CS放送チャンネルの再編に向けたアンケート

●CSチャンネルの番組編成についてお伺いし
ます。令和３年４月以降も現在のままのCS
チャンネル番組を希望しますか。
（どちらかに「○」をお願いします）

【　　】希望する　　　【　　】希望しない

●希望しないとお答えいただいた方は、ご覧に
なりたいチャンネル番号を「○」で囲んでく
ださい。（10チャンネル以内でお願いします）

●その他、ご要望がありましたらご記入ください。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

ｉネット飯山　CS放送チャンネルの再編に向けた

アンケートにご協力ください
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皆さんの
「見たい」の声、
お寄せください!

いつも i ネット飯山をご利用いた
だきありがとうございます！

次ページ以降にある番組一覧を
ご覧いただき、右下のアンケート
ハガキに i ネット飯山でご覧にな
りたい番組の番号に「○」をお願
いします。



料金受取人払

飯山局承認

差出有効期限
令和2年10月31日

（切手不要）

3 8 9 2 2 9 0

飯山市大字飯山1110番地 1
（受取人）
飯山市役所　事業戦略室　行
（ｉネット飯山　チャンネルアンケート）

アニメ・ドラマ・映画 ニュース・スポーツ・総合番号 チャンネル名・番組内容

９
スーパー ! ドラマ TV
日本最大の海外ドラマ専門チャンネル スー
パー！ドラマ TV。「ブラックリスト」「スコーピ
オン」など話題作、大ヒット作、日本初の海外
ドラマが大集結！

10
チャンネル銀河
歴史ドラマ、サスペンス、日本のうたを中心に「大
人が心から楽しめる」ヒット作・話題作を続々放送！

11
テレ朝チャンネル 1
大人気ドラマ「相棒」や「ドラえもん」、「クレ
ヨンしんちゃん」など、超人気番組が目白押し
のエンタメチャンネル！ 

12
日本映画専門チャンネル
日本映画を観るなら【日本映画専門チャンネル】。
最新公開作から不朽の名作、他で観られない未
ソフト化作品まで、邦画と出会う楽しさをご自
宅の TV で！

13
ファミリー劇場
ドラマ、アニメ、バラエティ…人気番組が大集合！
ファミリー劇場は「あなたの見たい」を満足させ
る 24 時間ゴールデンタイムチャンネルです

14
FOX
全米で放送中の大人気ドラマ等、最強のエンタ
メを、FOX チャンネルが最速でお届け！ウォー
キング・デッド、Glee、など大ヒットシリーズ
をどこよりも早く！

15
フジテレビ TWO
埼玉西武ライオンズ主催試合を完全生中継！フ
ジテレビならではのヒット作や懐かしドラマを
放送！話題の韓流ドラマや人気アーティストの
音楽番組も！

16
ホームドラマチャンネル
日本初放送の韓流・華流ドラマ、CS 初・懐かし
の名作・大ヒット国内ドラマ、時代劇は「鬼平」「剣
客」「必殺」シリーズなど毎日放送中！

17
ムービープラス
ハリウッドのメガヒットや世界の名作・話題作
を続々とお届けする配信世帯数日本最大級の CS
映画専門チャンネル。世界の映画祭、最新映画
情報、オリジナル特番も！

番号 チャンネル名・番組内容

18
GAORA SPORTS
プロ野球（阪神タイガース、北海道日本ハムファ
イターズ）・テニス・プロレス等、国内外の人気
スポーツをなど幅広いジャンルを全国に放送！
スポーツ見るなら GAORA ！

19
ゴルフネットワーク
日本唯一のゴルフ専門チャンネル。PGA ツアー、
国内男子・女子ツアーなどのトーナメント中継
や、全米オープンなどの海外メジャー、ゴルフ
ギア・レッスン番組など放送中

20
CNNj
全世界 20 億人に伝えている世界最大のニュース
ブランド！CNNj は世界をリードするグローバルな
24 時間ニュースネットワーク CNN インターナショ
ナルの日本向け放送

21
J SPORTS 1
プロ野球中継（広島・楽天）や、国内（日本代
表・トップリーグ・大学・高校）や海外（スーパー
ラグビー）ラグビー、スキー、卓球・バドミントン・
柔道等国内外の中継が充実

22
J SPORTS 2
プロ野球中継（中日・楽天）、FIFA 主要大会等
サッカー中継、フットサル F リーグ、情報番組
デイリーサッカーニュース Foot ！、FIBA バス
ケ、高校バスケ中継が充実

23
J SPORTS 3
プロ野球中継（オリックス・楽天）や MLB、
社会人野球、スーパーフォーミュラ・WRC・
WEC・WTCR、B リーグ、スキージャンプ、ドキュ
メンタリーも充実

24
スカイ A
プロ野球（阪神タイガース主催の公式戦、オー
プン戦、ファーム戦）や大学野球、夏の高校野球、
ゴルフ、B リーグなど豊富なスポーツ番組を重
点的に放送しています

25
テレ朝チャンネル 2
フィギュアスケート、プロレス、サッカー、世
界体操や水泳などスポーツ盛りだくさん！さら
に、オリジナル報道番組や名作アニメ、ドラマ、
時代劇も放送中！

番号 チャンネル名・番組内容

１
アニマックス
最新のヒットアニメや、「ドラゴンボール」「機
動戦士ガンダム」「ルパン三世」など不朽の名作
まで、性別や年代を超えて楽しめるアニメを 24
時間放送！

2
映画・チャンネル NECO
日本映画の最新ヒット作から名作までたっぷり
とお届け。さらにドラマやアニメ、バラエティ
も充実した " テレビ好きの大人を満たす " エン
ターテイメントチャンネル

3
AXN ジャパン
大人気海外ドラマを観るなら AXN ！海外ドラマ
専門チャンネル。「シカゴ・ファイア」、「シカゴ 
P.D.」や、「HAWAII FIVE-0」など放送中

4
海外アニメ ! カートゥーン ネットワーク
世界のアニメがここにいる！「トムとジェリー」

「きかんしゃトーマス」などの海外 TV アニメや
「ジャングル大帝」「バカボン」の国内テレビア
ニメも放送中

５
キッズステーション
未就学児向けオリジナル子ども番組から大人も
楽しめる人気作、名作アニメまで充実のライン
アップ。“ こども・アニメ専門チャンネル ” キッ
ズステーション！

６
ザ・シネマ
ハリウッド最新作から懐かしのクラシック映画、
日本未公開の作品まで。専門チャンネルだから
洋画ファン大満足ラインナップ！充実した映画
生活は " ザ・シネマ " にお任せ

７
時代劇専門チャンネル
24 時間時代劇だけを放送！「鬼平犯科帳」「剣
客商売」「必殺仕事人」「暴れん坊将軍」「遠山の
金さん」「桃太郎侍」「大岡越前」NHK 大河等い
つでも時代劇が楽しめる！

８
女性チャンネル♪ LaLa TV
“ 人生にもっとときめきを ” をコンセプトに国内
外のドラマ、映画、舞台や音楽等のライブコン
テンツからオリジナル番組まで、魅力的で多彩
なラインナップ！

「　　　」で塗りつぶしてあ
るチャンネルは、現在放送
中のものです。

現在、ショップチャンネル
を含め 12 の番組を放送し
ています。

回答が終わりましたら、
ハガキを切り取って
９月 30 日までに
ポストへお願いします！

20
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音楽
番号 チャンネル名・番組内容

36
MTV
海外で行われるアワードの生中継や、大物海外
アーティストのライブなどを放送。さらに国内
ビッグアーティストのライブ番組や独占インタ
ビュー番組など貴重な番組が満載です

37
歌謡ポップスチャンネル
聴きたい歌が ここにある。歌謡曲、アイドル、
フォーク＆ニューミュージック、J-POP などさ
まざまなジャンルの名曲をお届け！日本で唯一
の歌謡曲専門チャンネルです

38
スペースシャワーＴＶ
日本のロック・ポップスを中心に、邦楽・洋楽・メ
ジャー・インディーズを問わず様々なジャンルの音
楽情報を網羅し、24 時間音楽番組を放送中！

39
ミュージック・エア
質の高い音楽コンテンツを多数放送しています。
日本では見ることのできなかった貴重な音楽映
像を、これからもお届けしていきます !

40
MUSIC ON! TV（エムオン !）
ヒットチャートやライブ、ミュージックビデ
オ、アーティスト情報ほか。J-POP、ロック、
アイドル、アニソン、ヴィジュアル、ダンス、
K-POP、洋楽など連日放送中！

趣味・実用
番号 チャンネル名・番組内容

29
アニマルプラネット
世界最大級の動物チャンネル。弱肉強食の世界
から大自然の営み、動物と人々の関わり、ペッ
トまで豊富なラインナップにより、動物への好
奇心を育み、感動を伝え続けます

30
囲碁・将棋チャンネル
プロ棋戦やアマチュア大会などはもちろん、レ
ベル別に分かれた講座番組、視聴者ご自身が参
加できる棋力認定などバラエティに富んだ番組
内容でお届けしています

31
旅チャンネル
世界各国、日本全国各地から旅の魅力をお送り
する旅専門チャンネル。憧れの国、話題のスポッ
ト、温泉やグルメなど、旅チャンネルならでは
の情報がいっぱい！

32
釣りビジョン
バスフィッシング、沖釣りをはじめ、さまざま
なジャンルの番組を放送している日本で唯一の
釣り専門チャンネル

33
ディスカバリーチャンネル
世界中の人々の情熱を引き出し、好奇心を満たす
上質な体験を提供。宇宙、サバイバルなど多岐に
渡る情報を、世界最大級のネットワークを駆使し、
新しい発見とともにお届け

番号 チャンネル名・番組内容

34
ナショナル ジオグラフィック
あらゆる領域の “ 未知 ” へ挑み、次世代の “ 知 ”
へと変えていくドキュメンタリーチャンネルで
す。エンターテイメント性を兼ね備え、多くの
人の知的好奇心を刺激し続けます

35
ヒストリーチャンネル
世界最大級で日本唯一の歴史エンターテイメン
ト専門チャンネル。ドキュメンタリー、ミステ
リー、ミリタリー、車、ドラマなど、多彩な番
組をお届けします。

番号 チャンネル名・番組内容

26
日経 CNBC
日経ＣＮＢＣは世界最大の金融・経済・ビジネ
ス専門チャンネルの米ＣＮＢＣと、日本経済新
聞社等の４社が共同で運営する２４時間マー
ケット・経済専門チャンネルです

27
BBC ワールドニュース
英国 BBC 放送センターからニュース、ドキュメ
ンタリー、ビジネス情報、スポーツ情報と、様々
な形で世界の「今」を 24 時間お届けしている
国際ニュースチャンネルです

28
フジテレビ ONE
東京ヤクルトスワローズ主催試合を完全生中
継！更に「プロ野球ニュース」「競馬予想 TV ！」
など、オリジナルのスポーツ番組、バラエティ
番組がぎっしり！


