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（資料１）

「改革推進プロジェクト」等の開催状況（平成２1 年度第４四半期）  

  

平成２２年 

 １月 ８日 改革推進会議（第４回） 

▽平成２２年度予算・事業計画と２２年度放送計画をテーマに開催された本部

局長・全国放送局長会議にあわせて、「改革推進会議」を開催し、平成２２年

度に向けた課題の共有を行った。 

▽経営計画の達成に向けて、２１年度部局目標（放送局のちから）の取り組み

総括と２２年度部局目標の設定の進め方について確認した。 

▽また、２１年１２月１５日の役員会で、「受信料の支払率向上と収入確保に向

けたオールＮＨＫの取り組み」の１５項目を組織を挙げて実施して行くこと

が了承されたのを受け、準備が整った項目から、具体的な取り組みを開始し

ていくことを確認した。あわせて、「オールＮＨＫの取り組み」の情報共有を

図っていくことを確認した。 

 

 １月２６日 経営委員会に 平成２１年度第３四半期業務報告 

▽経営委員会への会長報告（案）は、経営企画局が改革推進プロジェクトと連

携して取りまとめた。 

▽主な検証ポイントとして、接触者率の向上と受信料支払率向上の経営２目標

とあわせて、「放送局のちから」の達成状況を取り上げた。 

 

 １月２９日 ブロック経営会議（第３回）  

▽第３四半期業務報告で、経営２目標とあわせて、「放送局のちから」の達成状

況を検証したことを踏まえて、「放送局のちから」の取り組みの具体的な課題

と対応、そして「ブロック経営」の課題について、議論を深めた。 

▽また、平成２３年７月のテレビ放送の完全デジタル化に向けて、「２０１１年

完全デジタル移行委員会」（２９日開催）を踏まえ、ＢＳ契約者へのアナログ

放送終了周知とアンケートの実施や番組のレターサイズ化などの「放送展開

プロジェクト」の取り組み状況を共有した。あわせて、それぞれの地域で抱

えるデジタル化の課題を共有し、円滑な完全移行に向けての取り組みをさら

に強化していくことを確認した。 

▽平成２１年１２月から開始した「受信料の支払率向上と収入確保に向けたオ

ールＮＨＫの取り組み」の進捗状況を共有し、組織を挙げて取り組みを進め

ていくことを確認した。 

▽会長指示に基づく「中長期経営課題」の課題整理の取り組み状況について、

情報を共有した。     
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 ２月 ５日 改革推進プロジェクト本部担当者会議  

▽第３四半期業務報告を踏まえ、「第３回ブロック経営会議」との一連で、本部

担当者による改革推進プロジェクト会議を開催した。 

▽２１年度の年間総括となる第４四半期業務報告に向けて、どう取り組みを進

めるかについて情報共有を行った。 

▽２２年度の事業計画工程表の策定に向けたスケジュールを示し、実質的な作

業を開始した。３月中の完成に向けて、適宜方針別分科会を開催するなどし

て、作業を進めていくことを確認した。 

▽このほか、第３回ブロック経営会議の議事内容を共有するとともに、「受信料

の支払率向上と収入確保に向けたオールＮＨＫの取り組み」の最新状況を紹

介し、共有した。 

 

３月１０日 改革推進プロジェクト全体会議（第７回）  

▽第４四半期業務報告の作成にあたって、平成２１年度の１年間の総括をどの

ように行うかを議論し、情報を共有した。また、５３放送局の「放送局のち

から」については、２２年度も視聴者のみなさまへの約束として位置づけ、

公開ホームページで公表することと、四半期業務報告の会長報告の付属資料

として、２１年度の簡潔な総括を作成して公表することを確認した。 

▽平成２２年度の部局目標（放送局は「放送局のちから」）について、自主修正

期間後の目標を確認して全体で共有した。 

▽平成２２年度事業計画工程表について、改革推進プロジェクトの方針別分科

会などで１か月かけて検討を続けてきた結果を踏まえて、詰めの議論を行っ

た。必要な修正を行った上で、プロジェクトとしての案を確定することを確

認した。 

▽「受信料の支払率向上と収入確保に向けたオールＮＨＫの取り組み」の進捗

状況を確認した。 

▽２１年９月の改革推進プロジェクト全体会議（第５回）で情報共有した組織

横断的な課題（完全デジタル化に向けた総合的施策の検討、接触者率向上の

ための取り組み、ブロック経営の強化など）について、取り組みの現状を共

有した。 

▽「若者トークセッション」の平成２２年度の進め方について報告した。 
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（資料２）

＜平成２１年度 第１四半期 主な受賞番組＞ 
 

● 第４５回 ヒューゴ・テレビ賞 
【ドキュメンタリー（歴史・伝記）部門】金賞 

NHK スペシャル「解かれた封印～米軍カメラマンが見たＮＡＧＡＳＡＫＩ～」 
【ドキュメンタリー（社会・政治）部門】金賞 

NHK スペシャル「言論を支配せよ～“プーチン”帝国とメディア～」 
  【教育部門】奨励賞 
    いないいないばぁ！「おそとでみーつけた」 

【ドキュメンタリー（科学・自然）部門】 奨励賞 
ＮＨＫスペシャル｢雨の物語～大台ケ原 日本一の大雨を撮る～｣ 

 
● 第１７回 橋田賞 

大河ドラマ「篤姫」 
 
● 第５回 アルジャジーラ国際ドキュメンタリー映像祭 特別賞 

ETV 特集「手の言葉で生きる」 
 
● 児童福祉文化賞 

小さな旅「空高く キューポラ」 
 
● 第３５回放送文化基金賞  

【テレビドキュメンタリー番組】 
本賞 

NHK スペシャル「解かれた封印～米軍カメラマンが見たＮＡＧＡＳＡＫＩ～」 
  優秀賞 

NHK スペシャル「ヤノマミ～奥アマゾン・原初の森に生きる～」 
番組賞 

NHK スペシャル「職業“詐欺”～増殖する若者犯罪グループ～」 
番組賞 

ハイビジョン特集「“認罪”～中国撫順戦犯管理所の６年～」 
【テレビドラマ番組】 
本賞 

広島発 特集ドラマ「帽子」 
優秀賞 

特集ドラマ「お買い物」 
【テレビエンターテインメント番組】 

本賞 
ハイビジョン特集「築地市場 大百科 ＡtoＺ」 

【ラジオ番組】 
番組賞 

サウンドスケープみなと三景音楽散歩「ヨコハマ湾岸ソウルフルワールド」 
 

● ワールド・メディアフェスティバル２００９  
【ニュース番組部門（時事）】グランドアワード 

ＮＨＫスペシャル｢激流中国 病人大行列～１３億人の医療～｣ 
【ドキュメンタリー部門（ヒューマン）】金賞 

特集｢心に響け いのちの授業｣ 
 1
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【ドキュメンタリー部門（スポーツ）】金賞 
NHK スペシャル｢ミラクルボディ 第１回 アサファ・パウエル 史上最速の男｣ 

 
● 第４６回 ギャラクシー賞 

大賞  
ハイビジョン特集「“認罪”～中国撫順戦犯管理所の６年～」 

   優秀賞 
特集ドラマ「お買い物」 

 
● アメリカ国際フィルム・ビデオ祭 

グランプリ、ゴールドカメラ賞  
発掘アジアドキュメンタリー「インド・マレガオンのスーパーマン」 

   ゴールドカメラ賞（部門１位） 
NHK スペシャル「言論を支配せよ～“プーチン”帝国とメディア～」 

シルバーエクセレンス賞（部門２位） 
NHK スペシャル「北極大変動 第１集 氷が消え悲劇が始まった」 

クリエイティブエクセレンス賞（部門３位） 
ETV 特集「アンジェイ・ワイダ 祖国ポーランドを撮り続けた男」 

クリエイティブエクセレンス賞（部門３位） 
課外授業ようこそ先輩「みんな生きていればいい」 

 
● ２００９年バンフテレビ祭 

【インタラクティブ（双方向）番組部門】大賞・ロッキー賞 
「天才テレビくんＭＡＸビットワールド 緊急生放送！とじこめられたトーヤを救え｣ 

 
● 第１５回上海テレビ祭 

【自然ドキュメンタリー部門】マグノリア金賞 
ＮＨＫスペシャル｢雨の物語～大台ケ原 日本一の大雨を撮る～｣ 

 
● モンテカルロテレビ祭ゴールドニンフ賞／ 

ワールドメディアフェスティバル グランドアワード  
ＮＨＫスペシャル｢激流中国 病人大行列～１３億人の医療～｣ 
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＜平成２１年度 第２四半期 主な受賞番組＞ 
 

● 第６１回 イタリア賞 
【テレビドキュメンタリー（時事問題）部門】イタリア賞（部門最優秀賞）  

NHK スペシャル「激流中国 病人大行列 ～１３億人の医療～」 
 
● 第４回 ソウルドラマ賞  

【単発ドラマ部門】優秀賞 
特集ドラマ「お買い物」 

 
● 第９回 世界自然・野生生物映像祭  

環境賞 
NHK スペシャル「北極大変動 第１集 氷が消え悲劇が始まった」 

 
● ２００９年 JCJ 賞 

NHK スペシャル「こうして核は持ち込まれた～空母オリスカニの秘密～」 
 
 

＜平成２１年度 第３四半期 主な受賞番組＞ 
 
● ABU 賞 

【ドラマ番組部門】ABU 賞 
天地人 第２回「泣き虫与六」 

【スポーツ番組部門 オープニングタイトル】ABU 賞 
第８８回天皇杯全日本サッカー選手権大会決勝 ガンバ大阪対柏レイソル 

 
● ATP 賞 

【ドキュメンタリー部門】最優秀賞 
BS 世界のドキュメンタリー シリーズ四川大地震 被災地は今「第２回 李先生と 
３０人の子どもたち～紅白中心学校～」 

【情報バラエティ部門】最優秀賞 
笑劇開演～小林賢太郎テレビ～ 

【ドラマ部門】優秀賞 
ドラマ８「キャットストリート」全６回 

【ドキュメンタリー部門】 
優秀賞 総務大臣賞 

BS 世界のドキュメンタリー「いのちの声～コロンビア誘拐被害者へのラジオ放送～」 
優秀賞 

ハイビジョン特集「初女さんのおむすび～岩木山麓・ぬくもりの食卓～」 
ETV 特集「全身漫画家～真説・赤塚不二夫論～」 

【情報バラエティ部門】 
優秀賞 

絵金伝説～幕末土佐を生きた闇の絵師～ 
アレ今どうなった？全８回 

総務大臣特別賞 
迷宮美術館スペシャル「珠玉の名画大集合 美の秘密を解き明かせ！」 
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● 国際ドラマフェスティバル in TOKYO 
優秀賞 
特集ドラマ「お買い物」 

ローカル・ドラマ賞 
NHK 仙台放送局開局８０周年記念ドラマ「お米のなみだ」 

 
● 山形国際ドキュメンタリー映画際 

【国際コンペティション部門】 
特別賞 市民賞（観客が一番印象に残った作品に投票して決まる賞） 
ハイビジョン特集 シリーズ東京モダン「ナオキ」 

特別賞（アジア千波万波賞） 
ハイビジョン特集 シリーズ新中国人Ⅱ～オリンピックの年に～「ハルビン螺旋階段」 

 
● ２００９年度グッドデザイン賞 

【ネットワーク領域－メディア】グッドデザイン賞 
天才てれびくん MAX ビットワールド～緊急生放送！過去と現在ふたつの部屋～ 

 
● ゴールデンチェスト国際テレビ祭 

【テレビレポート部門】グランプリ＜最優秀賞＞ 
NHK スペシャル「激流中国 病人大行列～１３億人の医療～」 

 
● インド CMS VATAVARAN－環境と野生生物フィルムフェスティバル 

【今年のテーマ（持続可能なテクノロジー部門）】最優秀作品賞 
NHK スペシャル「映像詩 里山 森と人 響きあう命」 

 
● 釜山国際映画祭 

ニューカレンツ賞、FIPRESCI 賞（国際映画批評家連盟賞） 
僕たちのキックオフ 

 
● 国際エミー賞  

【コメディー部門】国際エミー賞（部門最優秀賞） 
特集「星新一ショートショート」 

  
● 「地方の時代」映像祭  

優秀賞  
沖縄 慰霊の日特集｢“集団自決”戦後６４年目の告白～沖縄・渡嘉敷島～｣ 

奨励賞 
ハイビジョンふるさと発 シリーズ格闘２００８「底辺からはいあがれ～富山・元“ホ

ームレス”たちの第一歩～｣ 
 

● シカゴ国際子ども映像祭 
【テレビ向けアニメーション部門】最優秀賞 

みんなのうた「PoPo Loouise（ポポ ルイーズ）」 
   
 

● 国際水中映像祭 
観客特別賞  

NHK スペシャル「謎の海洋民族 モーケン」 
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● ミラノ国際スポーツ映像祭 

【テレビショー・ニューテクノロジー部門】奨励賞 
「SAMURAI SPIRIT－KENDO（剣道）｣ 

 
● 文化庁芸術祭 

【テレビ部門】 

大賞 

広島発ドラマ 「火の魚」 

優秀賞 

   ドラマスペシャル 「白洲次郎 第１回 カントリージェントルマンへの道」 

優秀賞 

   ＮＨＫスペシャル 「日本海軍 ４００時間の証言 第２回 特攻“やましき沈黙”」 

【ラジオ部門】 

大賞 

   ＦＭシアター「風に刻む」 

優秀賞 

   ＦＭシアター「鳥」 

 

● 高柳記念奨励賞 

ＮＨＫスペシャル「病の起源 第４集 読字障害 ～文字が生んだ病～」 

 

● 第６回中国国際アニメ・デジタルアートフェスティバル 

【テレビ番組部門】奨励賞 

プチプチ・アニメ「ニャッキ！（３７） 雪だるま」 

 
 

＜平成２１年度 第４四半期 主な受賞番組＞ 
 

● ＡＭＤアワード年間コンテンツ賞 
優秀賞 

特ダネ投稿ＤＯ画 
 
● 地球環境映像祭 

アース・ビジョン大賞 
ＮＨＫスペシャル「雨の物語～大台ケ原 日本一の大雨を撮る～」 

子どもアース・ビジョン大賞 
ＮＨＫスペシャル「映像詩 里山 森と人 響きあう命」 

子どもアース・ビジョン賞 
アニメ「川の光」 

 
● 科学技術映像祭 

内閣総理大臣賞 
ＮＨＫスペシャル MEGAQUAKE 巨大地震 第２回「KOBE １５秒の真実 その

とき地下で何が」 
優秀賞 

復活した“脳の力”～テイラー博士からのメッセージ～ 
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ＮＨＫオンデマンド主要数値　平成２１年度第４四半期　
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