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業 務 情 報 
（番組編集）
国内放送 11 月の番組編成について

〔編成局〕

総合テレビでは、18 世紀の首里城の姿を CGで復元し、沖縄の心と秘密を描き出す
特番や、高齢の親が中高年となったひきこもりの本人と共に孤立してしまう「8050 問題」
に迫るＮＨＫスペシャルを編成。Ｅテレでは、中高年の引きこもりを在宅医療の現場
から見つめるドキュメントや、ターシャ・テューダーの森を受け継いだ孫一家の暮ら
しを紹介する。ＢＳ１では、アメリカ大統領選の勝敗のカギを握る「ミレニアル世代」
の肉声を伝える特集や、一流サッカー選手のワンプレーに秘められた極意に迫る番組
を放送。ＢＳプレミアムでは、傑作時代劇「十三人の刺客」を中村芝翫主演でリメイ
クした特集ドラマのほか、ドイツ人とアルゼンチン人の夫妻が新潟の田園地帯に美し
くよみがえらせた古民家村の心地よい暮らしを伝える。ＢＳ８Ｋでは、日本の国宝を
８Kで記録するシリーズや、伊藤若冲の最高傑作「動植綵絵」を８Kで撮影しその“い
のちの美”を楽しむ特集を編成。ラジオ第１では、ヤバイＴシャツ屋さんと大竹しの
ぶがパーソナリティーを務める番組が、それぞれレギュラー化する。
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〈総合テレビの主な番組〉
（特集番組）
・のど自慢　おうちパフォーマンス大賞… 1 日（日）
・あの日あの時あの番組「再建へ！沖縄のシンボル首里城」… 1 日（日）
・２０２０年度…ＮＨＫ新人お笑い大賞… 1 日（日）
・もふもふモフモフ… 3 日（火）
・ひとモノガタリ… 3 日（火）
・さし旅… 3 日（火）
・不思議の首里城〜沖縄　こころの物語〜… 3 日（火）
・おげんさんといっしょ… 3 日（火）
・ロコだけが知っている… 11 日（水）
・たけしのその時カメラは回っていた… 21 日（土）
・ＮＨＫだめ自慢… 21 日（土）
・民謡魂…ふるさとの唄　愛知県小牧市… 22 日（日）
・もうすぐ「連続テレビ小説『おちょやん』」… 23 日（月）
・高専ロボコン２０２０「地区大会」… 23 日（月）
・２０２０年度…ＮＨＫ新人落語大賞… 23 日（月）
・ひとモノガタリ… 23 日（月）
・もふもふモフモフ… 25 日（水）
・不可避研究中… 27 日（金）
・今夜も生でさだまさし… 29 日（日）
・青春の主張２０２０… 29 日（日）

（定時番組）
・ドラマ１０「タリオ　復讐代行の 2人」（5）、（6）、（7）… 6 日、13 日、20 日（金）
・よるドラ「閻魔堂沙羅の推理奇譚」（2）、（3）、（4）、（5）
… 7 日、14 日、21 日、28 日（土）
・海外ドラマ「グッド・ファイト 2」（1）〈新〉、（2）、（3）、（4）
… 8 日、15 日、22 日、29 日（日）
・ＮＨＫスペシャル
　　「アメリカ大統領選挙　分断の行方」… 1 日（日）
　　「世界最強の頭脳×全論文AI解読〜新型コロナ…感染再爆発か…収束か〜」… 8 日（日）
　　「激闘　シャチ対シロナガスクジラ〜巨大生物集う謎の海域〜」… 14 日（土）
　　「三島由紀夫〜 50 年目の真実〜」… 21 日（土）
　　「ドラマ　こもりびと」… 22 日（日）
　　「“ひきこもり死”限界家族の記録」… 29 日（日）

（スポーツ番組）
・競馬「第 162 回天皇賞」〜東京競馬場〜… 1 日（日）
・大相撲 11 月場所… 8 日（日）〜 22 日（日）
・関東大学ラグビー対抗戦「早稲田」対「慶應」〜秩父宮ラグビー場〜… 23 日（月）
・ＮＨＫ杯フィギュア… 27 日（金）、28 日（土）、29 日（日）
・Ｊリーグ第 30 節… 28 日（土）
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〈Ｅテレの主な番組〉
（特集番組）
・ＥＴＶ特集
　　「アンコール　隠された毒ガス兵器」… 7 日（土）
　　「ユヴァル・ノア・ハラリと語ろう　〜人類とパンデミック〜」… 14 日（土）
　　「密着！中高年のひきこもり　〜在宅医療から見えてくる可能性〜」… 21 日（土）
　　「転生する三島由紀夫　〜没後 50 年目の証言〜」… 28 日（土）
・ターシャの森から　「＃１　ハロウィン」… 1 日（日）
・怖い絵本… 1 日（日）
・第 98 回　全国学生相撲選手権… 7 日（土）
・東京六大学野球「早稲田」対「慶応」… 8 日（日）
… （サブチャンネル）
・ヌマーソニック（「沼にハマって聞いてみた」特番）… 9 日（月）
・TVシンポジウム「コロナ禍の中小企業　〜どう乗り越えるか後継者難〜」… 14 日（土）
・歌でつながろう！Ｎコン２０２０みんなのコンサート… 23 日（月）
・カラフルな魔女の物語②〜角野栄子 85 歳の鎌倉暮らし〜… 28 日（土）

（定時番組）
・シュガー&シュガー… 3 日、10 日、17 日、24 日（火）
・ねほりんぱほりん… 4 日、11 日、18 日、25 日（水）
・ソーイングビー２… 5 日、12 日、19 日、26 日（木）
・浦沢直樹の漫勉　neo… 5 日、12 日、19 日、26 日（木）
・世界にいいね！つぶやき英語… 5 日、12 日、19 日、26 日（木）
・ドキュランドへようこそ「セルフポートレート〜拒食症を生きる〜」… 6 日（金）
・ハートネットTV
　　壊れた家族を乗り越えてあなたに寄り添いたい―漫画家・最上うみみ―
… 11 日（水）
・ドキュランドへようこそ「兄と奏でるノクターン〜発達障害　家族の情景〜」
… 13 日（金）
・１００分 de 名著「伊勢物語」… 16 日（月）
・ＳＷＩＴＣＨインタビュー達人達（たち）「佐野史郎×京極夏彦」… 21 日（土）
・きょうの料理「バスク風チーズケーキ」… 25 日（水）

〈ＢＳ 1 の主な番組〉
（特集番組）
・ＢＳ１スペシャル
　　「ザ・リアル・ボイス〜ダイナーからアメリカの本音が聞こえてくる２０２０〜」
　　… 1 日（日）
　　「黒澤明の映画は、こうして作られた
　　　〜証言　秘蔵資料からよみがえる巨匠の制作現場〜」… 8 日（日）
　　「市民が見たアメリカ大統領選」… 8 日（日）
　　「コロナ時代の人情酒場　横浜・野毛の一か月」… 15 日（日）
　　「モスクワ五輪ボイコット　40 年目の真実」… 22 日（日）
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　　「夢はキング・オブ・コメディ〜米大統領選を笑い飛ばせ！〜」… 28 日（土）
　　「中国　異形のHERO」… 29 日（日）
・大相撲どすこい研　第３回　はたき込み… 7 日（土）
・サッカーの園〜究極のワンプレー〜
　　「ボレーシュート」… 14 日（土）
　　「ドリブル」… 21 日（土）
・ズームバック×オチアイ　特別編　落合陽一、オードリー・タンに逢う… 14 日（土）
・沁みる夜汽車　２０２０秋… 23 日（月）

（定時番組）
・スポーツ×ヒューマン
　　「男子に勝つ　それがカッコイイ　競艇　大山千広」… 9 日（月）
　　「日本で見つけた格闘技の道　柔術　ハイサム・リダ」… 23 日（月）
・チャリダー★快汗！サイクルクリニック
　　「激走・志賀高原！戦場カメラマンがヒルクライムに初挑戦」… 21 日（土）
　　「坂バカだよりスペシャル〜ニッポンの素敵な坂を丸かじり」… 28 日（土）
・ランスマ倶楽部
　　「女王・福島和可菜　強さの秘密を徹底解剖」… 15 日（日）
　　「コロナ禍　効果的な練習法は」… 22 日（日）
　　「サブ３/サブ４への道　千昌とリサの中間テスト」… 29 日（日）
・COOL　JAPAN
　　「楽器」… 8 日（日）
　　「江戸文化」… 15 日（日）

（スポーツ番組）
・講道館杯全日本柔道体重別選手権２０２０… 1 日（日）
・第 62 回ＮＨＫ杯ジャンプ… 3 日（火）
・ＡＴＰテニス　マスターズ１０００　
　　ロレックス　パリマスターズ… （現地時間）2日（月）〜 8日（日）
　　ニットー　ＡＴＰファイナル… （現地時間）15 日（日）〜 22 日（日）
・ＮＨＫ杯フィギュア… 27 日（金）〜 29 日（日）
・競馬ジャパンカップ… 29 日（日）

〈ＢＳプレミアムの主な番組〉
（ドラマ・アニメ）
・スペシャル時代劇「十三人の刺客」… 28 日（土）

（特集番組）
・故郷ざわつきリサーチ「相模原の逆襲」… 6 日（金）
・レギュラー番組への道
　　せりざんまい〜落札者密着物語〜　「重機のせり」… 6 日（金）
　　本日閉店「としまえん　ラストデイズ」… 13 日（金）
　　港で気になる“コンテナ”全部開けちゃいました！… 20 日、27 日（金）
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・にっぽん百名山スペシャル「秋だ！トコトン剱と立山」… 9 日（月）
・たけしのこれがホントのニッポン芸能史…「ひとり芸」… 14 日（土）
・グレートトラバース３　日本三百名山全山人力踏破
　　（29）「百花繚（りょう）乱！真夏の東北 6座」… 14 日（土）
・歌える！ J-POP 決定版！　at ＮＨＫホール… 14 日（土）
・本気でイグ・ノーベル賞狙います！… 20 日（金）
・にっぽんトレッキング 100 ＳＰ
　　「歩いてしか行けない！秋の絶景秘湯＆野湯　Part2」… 21 日（土）
・体感！グレートネイチャー SP「アフリカ　うごめく大地　7000kmをゆく」
… 21 日（土）
・“イマジン”は生きている　ジョンとヨーコからのメッセージ… 21 日（土）
・六角精児の呑み鉄本線日本旅… 27 日（金）
・カールさんとティーナさんの古民家村だより… 28 日（土）
・“魔改造”の夜 part2… 28 日（土）

〈ＢＳ４Ｋの主な番組〉
（特集番組）
・フランケンシュタインの誘惑　科学史　闇の事件簿
　　「ノーベル賞　爆薬王の遺言」… 1 日（日）
　　「ナチスとアスペルガーの子どもたち」… 29 日（日）
・８Ｋベストウインドー　国宝へようこそ
　　「姫路城」… 7 日（土）
　　「日月山水図屏風」… 14 日（土）
　　「春日大社」… 21 日（土）
　　「西本願寺」　… 28 日（土）
・にっぽん百名山スペシャル「秋だ！トコトン剱と立山」… 9 日（月）【ＢＳプレミアム同時】
・歌える！ J-POP 決定版！　at ＮＨＫホール… 14 日（土）【ＢＳプレミアム同時】
・カールさんとティーナさんの古民家村だより… 28 日（土）【ＢＳプレミアム同時】
・スペシャル時代劇「十三人の刺客」… 28 日（土）【ＢＳプレミアム同時】

（スポーツ番組）
・大相撲　11 月場所… 8 日（日）〜 22 日（日）

〈ＢＳ８Ｋの主な番組〉
（特集番組）
・ライブ・エール（録画）… 1 日（日）
・国宝へようこそ
　　「姫路城」… 1 日（日）
　　「日月山水図屏風」… 8 日（日）
　　「春日大社」… 15 日（日）
　　「西本願寺」… 22 日（日）
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・皇室が守り続けた“いのちの美”… 3 日（火）
・キノコのワンダーランド… 22 日（日）
・宝塚スペシャルシート２０２０… 29 日（日）

（スポーツ番組）
・大相撲　11 月場所… 8 日（日）〜 20 日（金）
・ＮＨＫ杯フィギュア… 27 日（金）〜 29 日（日）

〈ラジオ第 1 の主な番組〉
［特集番組］
・ＦＭシアター「かささぎ橋で会いましょう」… 3 日（火）
・ＮＨＫ東日本大震災　音声アーカイブス〜あれから、そして未来へ〜… 14 日（土）
・挟間美帆のニューヨークヴァイブス… 14 日（土）
・ディスカバービートルズサマー SPリメイク… 23 日（月）
・岡村靖幸のカモンエブリバディ… 23 日（月）
・ラジオ特集「虐待された少女たちの“その後”」… 23 日（月）
・みんなでひきこもりラジオ… 23 日（月）

［定時番組］
・祝日も！らじるラボ… 3 日（火）
・武内陶子のごごカフェ祝日 SP… 3 日（火）
・ヤバイラジオ屋さん〈新〉… 7 日（土）
・大竹しのぶのスピーカーズコーナー〈新〉… 21 日（土）

［スポーツ番組］
・大相撲　11 月場所… 8 日（日）〜 21 日（土）
・大相撲　11 月場所千秋楽… 22 日（日）
・プロ野球日本シリーズ
… 21 日（土）、22 日（日）、24 日（火）〜 26 日（木）、28 日（土）、29 日（日）

〈ＦＭの主な番組〉
［定時番組］
・今日は一日“音の風景”三昧… 3 日（火）
・第 89 回日本音楽コンクール… 12 日（木）、13 日（金）、16 日（月）〜 19 日（木）
・今日は一日“アイマス”三昧… 23 日（月）

…
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国際放送 11 月の番組編成について
〔国際放送局〕

ニュースでは、アメリカ大統領選挙の行方に注目する。コロナ禍という特殊な状況
の中で行われる選挙の投開票の結果はどのようなものになるか、さらに結果がもたら
す世界への影響について、日本、アジアからの視点を意識しながら多角的に伝える。ま
た、日本の菅新政権について、外交、内政、コロナ対策などにどのような手腕を発揮
していくのかにも着目して伝えていく。　
番組では、沖縄・首里城火災から 1年になることから、沖縄に関連した番組を集中
編成する。「幻」と呼ばれる琉球織物の美の世界に秘められた歴史を紐解く「幻の布…桐
板を求めて〜琉球染織紀行〜」や、沖縄ゆかりのアーティストたちによる演奏を届け
る「首里城火災から 1年　沖縄から響け…エールソング」などを放送する。また、国境
を越えていじめに取り組むきっかけとなることを目指す番組「FACES… Special… –…How…
we…survived…being…bullied…-」などを編成する。

〈ＮＨＫワールド JAPAN の主な番組〉
■沖縄特集　関連番組
・NHK…WORLD…PRIME
　「幻の布…桐板を求めて〜琉球染織紀行〜」… 7 日（土）
・首里城火災から 1年　沖縄から響け…エールソング… 29 日（日）
〈その他関連番組（新作）〉
・Seasoning…the…Seasons「石垣島」… 9 日（月）
〈その他関連番組（アンコール）〉
・Close…to…ART「沖縄県立博物館・美術館」… 4 日（水）
・空から見た日本「九州・沖縄」… 8 日（日）
・Document…72…Hours「沖縄 7000 人のウチナーンチュ大会」… 10 日（火）
・Medical…Frontiers…Special「ニッポン　長寿の秘密〜沖縄〜」… 14 日（土）
・Seasoning…the…Seasons「豆腐」… 23 日（月）
・The…Mark…of…Beauty「沖縄の風をはらむ　芭蕉布」… 23 日（月）
・Document…72…Hours「激走 400 キロ！沖縄 1周サバイバルラン」… 24 日（火）
・The…Mark…of…Beauty「琉球の心を映す…紅型」… 30 日（月）
・Lunch…ON!「ランニングおにぎりの昼がきた」… 26 日（木）

■その他の特集番組
〈特集番組〉
・白い杖の留学生
　　途上国の視覚障害者を支えた日本の半世紀… 7 日（土）
・NHK…WORLD…PRIME…
　　「隠された日米毒ガス戦」… 14 日（土）
・NHK…WORLD…PRIME
　　「FACES…Special…–…How…we…survived…being…bullied…-」… 21 日（土）
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〈ラジオ国際放送の主な番組〉
ニュースでは、引き続き新型コロナウイルスによる国内外の影響や対策、課題など
を詳しく紹介する。また米大統領選挙の結果については、日本やアジア各国の反応を
中心に詳報する。横田めぐみさん拉致から 43 年については、国内で行われる催しや拉
致問題の現状などについて伝える。
番組では、多言語メディア部がユニ取材で制作するテレビ番組「Culture…Crossroads」
のラジオ化として、日本のプラスチックごみ事情や最新研究を取り上げた回を「プラ
グインニッポン」で放送する。

放送番組審議会の開催（ 10 月）

審 議 会 日　　　　時 担 当

第 674 回 中 央 放 送 番 組 審 議 会 10 月 19 日（月）午後 4時 編成局

第 672回 関東甲信越地方放送番組審議会 10 月 16 日（金）午後 3時 編成局

第 668 回 近畿地方放送番組審議会 10 月 21 日（水）午後 3時 大阪拠点放送局

第 671 回 中部地方放送番組審議会 10 月 15 日（木）午後 2時 名古屋拠点放送局

第 673 回 中国地方放送番組審議会 10 月 15 日（木）午後 2時 広島拠点放送局

第 674 回 九州沖縄地方放送番組審議会 10 月 15 日（木）午後 2時 福岡拠点放送局

第 677 回 東北地方放送番組審議会 10 月 15 日（木）午後 2時 仙台拠点放送局

第 669 回 北海道地方放送番組審議会 10 月 21 日（水）午後 2時 30 分 札幌拠点放送局

第 673 回 四国地方放送番組審議会 10 月 19 日（月）午後 1時 30 分 松山拠点放送局

第 673 回 国 際 放 送 番 組 審 議 会 10 月 20 日（火）午後 4時 国際放送局

お 知 ら せ 
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放送番組審議会委員の委嘱等
〔編成局〕

審 議 会 年 月 日 委 嘱 等 氏　　　　　　　名

中 央 放 送 番 組 審 議 会 2020.…10.……1 再 委 嘱 栗　原　　　友　氏（料理家）

〃 2020.……9.…30 退　　任 出　口　治　明　氏
（…ライフネット生命保険株式会社創業者／…
立命館アジア太平洋大学学長）

近畿地方放送番組審議会 2020.…10.……1 再 委 嘱 帯　野　久美子　氏（関西経済同友会常任幹事）

中部地方放送番組審議会 2020.…10.……1 新規委嘱 平　本　督太郎　氏（金沢工業大学ＳＤＧｓ推進センター長）

〃 2020.…10.……1 新規委嘱 廣　田　憲　吾　氏（愛知県農業協同組合中央会常務理事）

〃 2020.……9.…30 退　　任 井　口　昭　久　氏（愛知淑徳大学健康医療科学部教授）

〃 2020.……9.…30 退　　任 德　田　八十吉　氏（德田八十吉陶房代表）

2020.……9.…30 途中退任 都　築　紀　理　氏（愛知県農業協同組合中央会元常務理事）

北海道地方放送番組審議会 2020.……9.…30 退　　任 山　下　徹　也　氏（株式会社グローバル経営センター代表取締役専務）

放送技術審議会の開催
〔技術局〕

審　　議　　会 日　　時 担　　当

第 168 回　放送技術審議会 11 月 13 日（金）午後 3時 技術局
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登録権利
〔放送技術研究所〕

番……号 発明考案の名称 登録年月日… 権　利　者

　特　許
第…6733990 号…

解説音声再生装置、解説音声生成装置及び解説音声
再生プログラム…

2020.……7.…13…
日本放送協会…
一般財団法人ＮＨＫエン
ジニアリングシステム……

　特　許
第…6734131 号…

コンテンツ推薦装置、コンテンツ推薦方法及びコン
テンツ推薦プログラム………

2020.……7.…13… 日本放送協会…

　特　許
第…6735147 号…

表示装置、及びプログラム… 2020.……7.…15… 日本放送協会…

　特　許
第…6735643 号…

受信装置およびプログラム… 2020.……7.…16… 日本放送協会…

　特　許
第…6739958 号…

ポリマー構造の製造方法… 2020.……7.…28… 日本放送協会…

　特　許
第…6740110 号…

データ配信システム、通信端末、及びプログラム 2020.……7.…28… 日本放送協会…

　特　許
第…6740533 号…

符号化装置、復号装置及びプログラム…
…

2020.……7.…29… 日本放送協会…

　特　許
第…6740534 号…

符号化装置、復号装置及びプログラム… 2020.……7.…29… 日本放送協会…

　特　許
第…6741439 号…

薄膜トランジスタの製造方法… 2020.……7.…29… 日本放送協会…

　特　許
第…6741452 号…

光変調素子、空間光変調器及び表示装置… 2020.……7.…29…
日本放送協会…
国立大学法人秋田大学……
産学連携推進機構…

　特　許
第…6741453 号…

光変調素子、空間光変調器及び表示装置… 2020.……7.…29…
日本放送協会…
国立大学法人秋田大学……
産学連携推進機構…

　特　許
第…6741478 号…

音響処理装置、音響処理方法、及びプログラム 2020.……7.…29… 日本放送協会…

　特　許
第…6741479 号…

信号変換係数算出装置、信号変換装置及びプログラ
ム…

2020.……7.…29… 日本放送協会…

　特　許
第…6741543 号…

画像信号変換装置及びプログラム… 2020.……7.…29… 日本放送協会…

　特　許
第…6742131 号…

ＯＦＤＭ信号送信装置及びＯＦＤＭ信号受信装置…… 2020.……7.…30…
日本放送協会…
一般財団法人ＮＨＫエン
ジニアリングシステム……

　特　許
第…6742138 号…

ＯＦＤＭ信号送信装置及びＯＦＤＭ信号受信装置…… 2020.……7.…30…
日本放送協会…
一般財団法人ＮＨＫエン
ジニアリングシステム……
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番……号 発明考案の名称 登録年月日… 権　利　者

　特　許
第…6742178 号…

ＭＴＦ測定装置およびそのプログラム… 2020.……7.…30… 日本放送協会…

　特　許
第…6742180 号…

ＭＴＦ測定装置及びそのプログラム… 2020.……7.…30… 日本放送協会…

　特　許
第…6742221 号…

オブジェクト追跡装置及びそのプログラム… 2020.……7.…30… 日本放送協会…

　特　許
第…6744965 号…

アパーチャ操作装置… 2020.……8.……4… 日本放送協会…

　特　許
第…6745198 号…

端末装置、受信装置及びプログラム… 2020.……8.……5… 日本放送協会…

部外からの表彰

〔技術局〕
第 65 回 前島密賞（第 2 条第 2 号）

年月日 表彰者 事　　由 受賞者

2020.……9.…18
公益財団法人
通信文化協会

新たなスマホ連携ハイブリッドキ
ャストの開発と実用化への貢献

大　亦　寿　之
（放送技術研究所（当時）、技術局（現在））

池　尾　誠　哉　
（放送技術研究所（当時）、放送総局（現在））

令和２年度 東京都功労者表彰（技術振興功労）

年月日 表彰者 事　　由 受賞者

2020.…10.……1 東京都
ケーブルテレビ伝送技術の
研究開発と標準化

中　村　直　義　（放送技術研究所）



12

2020.10.26（月）	 No.4506

第 48 回日本ＩＴＵ協会賞

年月日 賞 事　　由 受賞者

2020.…10.…6

功績賞

多年にわたり ､IP 技術を用いる放送システム
やコンテンツ配信技術などの放送技術の発展
に従事 ｡ITU-R と ITU-T、また ISO/IEC な
どでの標準化を通じて、日本の 4K・8K放送
や北米の次世代地上放送の実現に寄与。
ITU-R… SG6 関連会合では、WP6B 副議長と
して各国の連携・合意形成を推進。

青　木　秀　一
　（放送技術研究所）

奨励賞

ITU-R…WP5C に日本代表団メンバーとして
継続的に参加し、国内標準規格となった番組
素材伝送用のミリ波帯無線伝送システムを、
周波数共用条件の勧告や固定業務の最新動向
に関するレポートに反映。WRC-19 議題に関
連して、HAPS と既存業務の周波数共用条件
の検討を実施し、レポート作成やCPM文書
に反映。

鴨　田　浩　和
　（放送技術研究所）

奨励賞

放送業務および放送補助業務に関わるWRC
議題において、他業務との周波数共用検討を
技術的観点から主導すると共に、地上放送、
衛星放送および放送素材伝送など多岐にわた
る放送業務の ITU-R 勧告・レポートの改訂
作業を推進し、ITU での標準化活動に大き
く貢献。

西　本　友　成
　（技術局）
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放送局所在地（住所表示）の変更
〔奈良放送局〕

放送局名 新所在地 変更年月日

奈良放送局
〒 630-8540
奈良市三条大路一丁目 1番 20 号

2020.……9.…28

支局所在地（住所表示）の変更
〔青森放送局〕

支局名 新所在地 変更年月日

むつ支局
〒 035-0071
青森県むつ市小川町 2-5-23
（ソフィア小川町内）

2020.…10.…20
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