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業 務 情 報 
（番組編集）
国内放送 1 月の番組編成について

〔編成局〕

総合テレビでは、ＳＤＧｓキャンペーンの一環として新シリーズNHKスペシャル
「２０３０未来への分岐点」第１回「温暖化」、中村七之助が若き若冲を演じる正月時
代劇「ライジング若冲～天才　かく覚醒せり～」を編成。Ｅテレでは、「ヒャダ×体育
のワンルーム☆ミュージック」のシリーズがスタート、非正規滞在の外国人の実態を
描くＥＴＶ特集　「ただふつうに生きたい～ナイジェリア人女性…30 年の願い～」を編
成。ＢＳ１では世界の若者たちが気候変動に声をあげたＢＳ１スペシャル「クライメ
ートジャスティス　若者たちは何に怒っているのか」、コロナで苦しむニューヨークに
在住の日本人芸術家を取り上げるザ・ヒューマン「アートに才能なんていらない　～
ＮＹ美術家　松山智一の 300 日～」を編成。ＢＳプレミアムでは、アニメ化もされた
名作「おもひでぽろぽろ」を令和時代のホームドラマとして描く特集ドラマの他、バ
イキングの知られざる姿に迫る「歴史ロマン　バイキング～新発見が描き出す真実の
姿とは？～」を編成。ＢＳ４Ｋでは、海外ドラマ「キャサリン　スペイン王女の華麗
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なる野望　〈全 8回〉」がスタート。ＢＳ８Ｋでは、響きに徹底的にこだわった「２２．２
ch で楽しむ　日本エコー遺産紀行　ゴスペラーズの響歌」、人体内部を高精細の映像で
描く「からだの中の宇宙～超高精細映像が解き明かす～」を放送。R１では「Sexy…
Zone のらじらー！サタデースペシャル」が 2年ぶりに復活、FMでは乃木坂 46 の魅力
をたっぷりお伝えする「今日は一日“乃木坂 46”三昧」を編成。

〈総合テレビの主な番組〉
（特集番組）
・【元旦特集】超体感！ニッポン創世　神々の道をたどる
　　～日本書紀 1300 年　出雲・高千穂　神秘と絶景の参詣道～… 1 日（金）
・【元旦特番】２０２１年新春！ニッポン“ふるさと”リレー… 1 日（金）
・もふもふモフモフ「お正月だヨ　わんにゃん集合」… 1 日（金）
・偉人たちの至高のレシピ… 1 日（金）
・あたらしいテレビ２０２１… 1 日（金）
・コントの日　お年玉ＳＰ版… 2 日（土）
・さわやか自然百景　新春特集… 2 日（土）
・世界は教科書でできている　お正月ＳＰ… 2 日（土）
・【正月時代劇】「ライジング若冲～天才　かく覚醒せり～」… 2 日（土）
・神秘のヨーロッパ絶景紀行　空から見つけた美しい街の不思議な秘密… 2 日（土）
・映画「ラ・ラ・ランド」… 2 日（土）
・東西笑いの殿堂… 3 日（日）
・明日へつなげよう　震災 10 年特集… 3 日（日）
・日本最強の城スペシャル… 3 日（日）
・ブラタモリ×鶴瓶の家族に乾杯…新春スペシャル… 3 日（日）
・ＳＯＮＧＳ　ＯＦ　ＴＯＫＹＯ　Festival　２０２０… 3 日（日）
・ファミリーヒストリー　長谷川博己… 4 日（月）
・完全解剖　大ピラミッド七つの謎… 5 日（火）
・ドキュメンタリー常田大希　あくなき創作への渇望… 8 日（金）
・ＮＨＫスペシャル「２０３０　未来への分岐点」　第 1回　温暖化… 9 日（土）
・サンデースポーツ　２０２１五輪ＳＰ… 10 日（日）
・ひとモノガタリ… 11 日（月）
・お取り寄せ不可！？列島縦断宝メシグランプリ２０２１… 11 日（月）
・東洋医学ホントのチカラ… 13 日（水）
・おやすみ日本　眠いいね！… 17 日（日）
・あの日あのときあの番組　震災 10 年①… 24 日（日）
・ＮＨＫだめ自慢～みんながでるテレビ～… 30 日（土）

（定時番組）
・土曜時代ドラマ「立花登青春手控え 2」（1）、（2）、（3）、（4）
… 9 日、16 日、23 日、30 日（土）
・よるドラ「ここは今から倫理です」（1）〈新〉、（2）、（3）… 16 日、23 日、30 日（土）
・ドラマ 10「ドリームチーム」（1）〈新〉、（2）… 22 日、29 日（金）
・アニメ「進撃の巨人」（5）、（6）、（7）… 11 日、18 日、25 日（月）
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（スポーツ番組）
・第 100 回天皇杯決勝　全日本サッカー選手権… 1 日（金）
・第 57 回全国大学ラグビー　準決勝… 2 日（土）
・第 57 回全国大学ラグビー　決勝… 11 日（月）
・大相撲初場所… 10 日（日）～ 24 日（日）
・卓球全日本選手権　決勝… 17 日（日）

〈Ｅテレの主な番組〉
（定時番組）
・ＥＴＶ特集
　　「陰翳礼讃～谷崎潤一郎・美の世界～」… 2 日（土）
　　「ただ　ふつうに生きたい～ナイジェリア人女性　30 年の願い～」… 9 日（土）
　　「夫婦別姓・結婚できない二人の取材日記」… 16 日（土）
　　「円空　母への愛は世界を救う」… 23 日（土）
　　選「親のとなりが自分の居場所～小堀先生と親子の日々～」… 30 日（土）
・先人たちの底力　知恵泉「新春スペシャル　歴史を彩った“女傑たち”」… 1 日（金）
・１００分 de 名著　萩尾望都… 2 日（土）
・グレーテルのかまど「沖縄のムーチー」… 4 日（月）
・ヒャダ×体育のワンルーム☆ミュージック〈新〉… 5 日（火）
・ハートネットTV「特集　施設で育った若者たちは今」… 12 日（火）
・ねほりんぱほりん「ゴミ記事ライター」… 13 日（水）
・アニメ　ログ・ホライズン外伝「円卓崩壊編」… 13 日（水）
・地球ドラマチック「冥王星　生ける氷の天体」… 23 日（土）
・にっぽんの芸能「いとうせいこう流　名作文楽を味わう」… 29 日（金）

（特集番組）
・ウィーンフィル　ニューイヤーコンサート２０２１… 1 日（金）
・待ってました！歌舞伎生中継… 2 日（土）
・新春将棋特番～ＮＨＫ杯の 70 年～… 3 日（日）
・新春スペシャル囲碁対局　中邑菫 vs 芝野虎丸… 3 日（日）
・第 64 回　ＮＨＫニューイヤーオペラコンサート… 3 日（日）
・ヒャダ×体育のワンルーム☆ミュージック　スタートアップ SP… 3 日（日）
・みいつけた！ステージでショー　あいち… 11 日（月）
・NHK浪曲特選・冬… 23 日（土）
・学びたいのに学べない… 30 日（土）

〈ＢＳ 1 の主な番組〉
（特集番組）
・ＢＳ１スペシャル
　　「欲望の資本主義２０２１～格差拡大　社会の深部に亀裂が走る時～」… 1 日（金）
　　「グリーンリカバリー」… 3 日（日）
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　　「クライメートジャスティス　若者たちは何に怒っているのか」… 3 日（日）
　　「非行の根っこに、寄り添う～福岡県警・少年育成指導官の日々～」… 23 日（土）
　　「ラストトーキョー 2～母とコロナと歌舞伎町～」… 30 日（土）
・COOL……JAPAN　新春スペシャル「世界が驚いたニッポンのNEWS！」… 1 日（金）
・街角ピアノ「京都」… 2 日（土）
・ラグビートップリーグ開幕　あの興奮を呼び起こせ！（仮）… 11 日（月）
・ディレクソン・スペシャル～東北の若者たちがBOSAI を進化させる～… 16 日（土）
・熱戦凝縮！
　　「全日本総合バドミントン選手権」… 17 日（日）
　　「全日本卓球選手権」… 24 日（日）
・地球タクシー
　　「仙台」… 17 日（日）
　　「飛騨高山」… 24 日（日）

（定時番組）
・スポーツ×ヒューマン
　　チーム「弱虫ペダル」の挑戦　自転車　シクロクロス… 11 日（月）
　　私は「2人」で強くなる　レスリング　向田真優… 18 日（月）
　　給水係から「キャプテン」へ　ラグビー　徳永祥尭… 25 日（月）
・千鳥のスポーツ立志伝
　　「“美しすぎる”跳躍～パラ陸上・中西麻耶選手～」… 6 日（水）
　　「“大げさすぎる”小さな巨人～ラグビー・田中史朗選手～」… 13 日（水）
　　「その気になりすぎて金メダル～バドミントン・高橋礼華選手～」… 20 日（水）
・ザ・ディレクソン「in 栃木」… 30 日（土）
・チャリダー★快汗！サイクルクリニック
　　「100 キロ倶楽部の大合宿～自転車で楽しく“健康”を手に入れよう！」… 16 日（土）
　　「マウンテンバイク全日本選手権～ 2大オリンピアンの指南で大自然を駆ける」
… 23 日（土）
・ザ・ヒューマン
　　「アートに才能なんていらない～NY美術家　松山智一の３００日～」… 9 日（土）
　　「信じるのは音楽のチカラ～市立船橋吹奏楽部と熱血先生」… 16 日（土）
・球辞苑
　　「ワンポイントリリーフ」… 16 日（土）
　　「ヒットエンドラン」… 30 日（土）
・ランスマ倶楽部
　　「ドリーム駅伝　前編」… 17 日（日）
　　「ドリーム駅伝　後編」… 24 日（日）
　　「全国高校駅伝大会 SP　未来のスターを探せ！」… 31 日（日）
・COOL……JAPAN
　　「牛」… 3 日（日）
　　「マッサージ」… 10 日（日）
　　「再現」… 24 日（日）
　　「ＳＤＧｓシリーズ第４弾　質の高い教育をみんなに」… 31 日（日）
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（スポーツ番組）
・Bリーグ２０２１　オールスター… 16 日（土）
・Bリーグ２０２０−２１… 23 日、30 日（土）
・ラグビートップリーグ… 17 日（日）、30 日（土）

〈ＢＳプレミアムの主な番組〉
（ドラマ・アニメ）
・【ＢＳ新春時代劇】大岡越前スペシャル～初春に散る影法師～… 1 日（金）
・ドラマ「おもひでぽろぽろ」… 9 日（土）
・プレミアムドラマ「カンパニー～逆転のスワン」〈新〉〈全 8回〉… 10 日（日）
・【正月時代劇】「ライジング若冲～天才　かく覚醒せり～」… 16 日（土）
・秋田発地域ドラマ「金色の海」… 16 日（土）
・京都人の密（ひそ）かな愉（たの）しみ　Ｂｌｕｅ　修業中４　燃える秋… 30 日（土）

（特集番組）
・邪馬台国サミット２０２１… 1 日（金）
・ワイルドライフ正月 SP「地球大劇場！命のスペクタクルに迫る」… 2 日（土）
・グレートトラバース 3～日本三百名山全山人力踏破～
　　（31）「津軽海峡大横断！青森・北海道の 6座」… 2 日（土）
・英雄たちの選択スペシャル　「古代人のこころを発掘せよ！」… 3 日（日）
・絶対行きたくなる！ニッポン不滅の名城「五稜郭」… 8 日（金）
・レギュラー番組への道
　　明鏡止水～武のＫＡＭＩＷＡＺＡ～①、②… 8 日、15 日（金）
　　投稿……0 ～ 3 歳・珍プレーキッズ「２０２１冬」… 22 日（金）
　　「まいにち　養老先生、ときどき　まる～冬編～」①… 29 日（金）
・ワイルドライフ　スペシャル
　　オカバンゴ　水の魔法が生み出すアフリカの奇跡… 9 日（土）
・歴史ロマン　バイキング～新発見が描き出す真実の姿とは？～… 9 日（土）
・たけしのこれがホントのニッポン芸能史「海外ロケ番組」… 16 日（土）
・体感！グレートネイチャーＳＰ「ヒマラヤ」… 16 日（土）
・今夜は絵顔で眠りたいⅡ… 15 日（金）
・こわでん～怖い伝説～…第 3 弾… 22 日（金）
・離島にポツンッ！ラストファミリー物語… 29 日（金）
・ビューティフル・アルプス
　　名峰モンブラン　夏のフランス・秋のイタリアの絶景を楽しむ極上トレッキング
… 30 日（土）
・解体キングダム２０２０　～築 400 年の古刹を解体せよ！～… 30 日（土）
・徹底討論　三島由紀夫　50 年目の“素顔”… 30 日（土）
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〈ＢＳ４Ｋの主な番組〉
（特集番組）
・新“水の怪物”速さを解剖～東京２０２０へ　競泳・ドレセル～… 9 日（土）
・ドラマ　おもひでぽろぽろ… 9 日（土）
・キャサリン　スペイン王女の華麗なる野望　〈全 8回〉
… 10 日、17 日、24 日、31 日（日）
・京都人の密かな愉しみ　Ｂｌｕｅ　修業中 4　燃える秋… 30 日（土）

（スポーツ番組）
・大相撲　初場所… 10 日（日）～ 24 日（日）

〈ＢＳ８Ｋの主な番組〉
（特集番組）
・２２．２ch で楽しむ　日本エコー遺産紀行　ゴスペラーズの響歌… 9 日（土）
・舞台「銀牙−流れ星　銀−」～絆編～… 10 日（日）
・８Ｋ映画　帰郷… 17 日（日）
・ふるさと発見！タイムラプス
　　関東甲信越… 16 日（土）
　　近畿… 23 日（土）
・からだの中の宇宙～超高精細映像が解き明かす～… 23 日（土）
・ジャズメイア・ホーン・ナイト　マルタ・ジャズ・フェスティバル… 24 日（日）

（スポーツ番組）
・大相撲　初場所… 10 日（日）～ 24 日（日）

〈ラジオ第 1 の主な番組〉
［特集番組］
・あけまして！発掘！ラジオアーカイブス… 1 日（金）
・美輪明宏の金色の時間… 1 日（金）
・王手！最後のお願い… 1 日（金）
・江戸ラジヲ　令和 3年正月編… 1 日（金）
・高橋源一郎の飛ぶ教室　～新春！初夢スペシャル～… 1 日（金）
・２０２１　新型コロナが変える世界… 2 日（土）
・タマリバラボ４… 2 日（土）
・Sexy　Zone のらじらー！サタデー新春スペシャル… 2 日（土）
・岡村靖幸のカモンエブリバディ　２０２１初笑い… 3 日（日）
・ひふみんと錦織健の対局クラシック　～第 4局～… 3 日（日）
・うたことば　～エレファントカシマシ～… 3 日（日）
・みんなでひきこもりラジオ… 11 日（月）
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［スポーツ番組］
・天皇杯　全日本サッカー選手権　決勝… 1 日（金）
・東京箱根間往復大学駅伝… 2 日（土）、3日（日）
・大相撲
　　初場所… 10 日（日）～ 23 日（土）
　　千秋楽… 24 日（日）
・全国大学ラグビー　決勝… 11 日（月）

〈ＦＭの主な番組〉
［特集番組］
・元旦吉例！弘兼北原熱血音楽対決… 1 日（金）
・きき初め　邦楽特選… 1 日（金）、2日（土）、3日（日）
・雅楽… 1 日（金）
・新春吟詠… 2 日（土）、3日（日）
・新春謡曲狂言… 1 日（金）、2日（土）、3日（日）
・オペラ寄席すぱげっ亭　～第 9章　冬席～… 1 日（金）、2日（土）、3日（日）
・新春民謡列島２０２１… 1 日（金）
・クイズで楽しむアスリートサウンド… 1 日（金）
・ウィーンフィルニューイヤーコンサート２０２１… 1 日（金）
・坂本龍一ニューイヤー・スペシャル２０２１… 1 日（金）
・プレイバック東京ＪＡＺＺ２０１７～２０１９ＰＡＲＴⅡ… 2 日（土）
・Rock…to…the…CLASSIC…PART3… 2 日（土）、3日（日）
・ディープ・リスニング… 2 日（土）
・ジャズ・トゥナイト新春デラックス… 2 日（土）
・第 74 回全日本学生音楽コンクール全国大会… 3 日（日）
・第 64 回ＮＨＫニューイヤーオペラ・コンサート… 3 日（日）
・しりすぎてるうた～「あまちゃん」オープニングのすべて～… 3 日（日）
・眠れない親父へ… 3 日（日）
・ウィークエンドサンシャインウインタースペシャル… 9 日（土）
・今日は一日“乃木坂 46”三昧… 11 日（月）
・世界の快適音楽セレクション新春 SP… 16 日（土）…
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国際放送 1 月の番組編成について
〔国際放送局〕

ニュースでは、国内外で再び感染が拡大している新型コロナウイルスの状況に引き
続き着目する。気温・湿度低下が感染悪化を招くとされ、また日本では受験シーズン
も迎える中、政府がどのような対策を取り、またその成果がどうなるか等について伝
える。海外では、アメリカのバイデン新大統領が就任式を経て本格的な政権運営に着
手するとみられ、外交・経済など日本とアジアに与える影響について詳しく伝えていく。
番組では、東日本大震災から 10 年の節目の年を迎え、さらに阪神・淡路大震災の発
生から 26 年となる 1月の重点テーマに「防災・減災」を掲げ、震災の記録や災害に備
えるための情報を発信する。また、コロナ禍でもつながりをもって前向きな取り組み
を続ける人々の姿を伝える番組を編成し、世界の視聴者に元気を届ける。

〈ＮＨＫワールド JAPAN の主な番組〉
■防災・減災関連番組
・NHK…WORLD…PRIME
　3/11…-…The…Tsunami…
　　Ep.1…The…First…3…Days… 9 日（土）
　　Ep.2…The…First…Year… 16 日（土）
… （日本語版「映像記録…東日本大震災」は、ＢＳ１で放送予定）
・BOSAI：Science…that…Can…Save…Your…Life
　　「台風・都市部を襲う暴風のリスク」… 11 日（月）
　　「地震・免震装置を破壊する長周期パルス」… 31 日（日）

■その他の番組
・サピエンスとパンデミック
　　～ユヴァル・ノア・ハラリ特別授業～… 16 日（土）
・NHK…WORLD…PRIME
　　グレートレース…この世界を走ってつなぐUTMB…for…the…planet…170km
… 23 日（土）
・ABU…TV…SONG…FESTIVAL
　　～アジア太平洋…国境を越えた歌のエール～… 31 日（日）
・GLOBAL…AGENDA
　　どこへ行く？新大統領のアメリカと世界…（仮）… 30 日（土）

〈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を巡る問題を伝えるとともに、アメリ
カ新大統領の就任、北朝鮮の党大会、核兵器禁止条約の発効などを巡る国際情勢につ
いても日本とアジアの反応を中心に詳報する。
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放送番組の受賞
〔編成局〕

次のとおり受賞しました。

デジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤー’19 ／第 25 回 AMD アワード年間コンテンツ賞

賞 受 　 賞

大賞／総務大臣賞
ＡＩ美空ひばり　
… （日本放送協会／ヤマハ／ひばりプロダクション／秋元康／日本コロムビア）

年間コンテンツ賞
「優秀賞」

ラグビーワールドカップ２０１９　放送プロジェクト
… （日本放送協会／日本テレビ放送網）

第 10 回　衛星放送協会オリジナル番組アワード

賞 部 門 受 　 賞 制作部局

グランプリ／…
最優秀賞

ドラマ番組部門
スペシャルドラマ
「ストレンジャー…～上海の芥川龍之介～」

制作局　

最優秀賞 ミニ番組部門 驚異の魚図鑑　衆鱗図 高松放送局

第 72 回　イタリア賞
賞 部 門 受 　 賞 制作部局

イタリア賞

ウェブ・
インタラクティ
ブ部門

ＮＨＫ「体感　首都直下地震」プロジ
ェクト

大型企画開発センター／制
作局／報道局／編成局／デ
ジタルセンター／アナウン
ス室／デザインセンター／
首都圏放送局／ラジオセン
ター／放送技術局／広報
局／事業センター／営業
局／ＮＨＫエンタープライ
ズ

お 知 ら せ 
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MIPCOM　ダイバーシファイ・テレビ・エクセレンス・アワード

賞 部 門 受 　 賞 制作部局

最優秀賞
LGBTQ+…
台本なし部門

ＢＳ１スペシャル
「ジェイクとシャリース…～僕は歌姫だ
った～」

制作局／ＮＨＫエンタープ
ライズ／ドキュメンタリー
ジャパン／フィリピンＡＢ
Ｓ−ＣＢＮ

東京ドラマアウォード２０２０

賞 部 門 受 　 賞 制作部局

グランプリ 連続ドラマ部門
大河ドラマ　
「いだてん～東京オリムピック噺～」

制作局　

優秀賞 連続ドラマ部門 ドラマ 10　「これは経費で落ちません」
編成局／日テレアックスオ
ン

優秀賞 単発ドラマ部門
スペシャルドラマ　
「ストレンジャー…～上海の芥川龍之介～」

制作局

ローカルドラマ
賞

NHK福岡ドラマ　「となりのマサラ」 福岡放送局

助演女優賞
伊藤　沙莉　
（ドラマ10　「これは経費で落ちません」）

科学放送高柳賞

賞 受 　 賞 制作部局

優秀賞
ｉＰＳ細胞が心臓病患者を救う　～世界初の手術…実施ま
での軌跡～

編成局／ＮＨＫエデュケー
ショナル
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第 36 回　ATP 賞テレビグランプリ

賞 部 門 受 　 賞 制作部局

優秀賞
ドキュメンタリー

部門
ＢＳ１スペシャル　「戦争花嫁たちのア
メリカ」

大型企画開発センター／国
際放送局／ＮＨＫエンター
プライズ／テムジン

優秀賞
ドキュメンタリー

部門
日中国際共同制作　「陶王子…2 万年の旅…
器の来た道」

編成局／ＮＨＫエデュケー
ショナル／プロダクション
エイシア／Tencent…
Penguin…Pictures（中国）

奨励賞
ドキュメンタリー

部門

ＢＳ１スペシャル　「バレエの王子にな
る！～“世界最高峰”ロシア・バレエ学
校の青春」

編成局／ＮＨＫエンタープ
ライズ／日本電波ニュース
社

奨励賞
ドキュメンタリー

部門

聖なる巡礼路を行く　
～カミーノ・デ・サンティアゴ 1500 キ
ロ～

編成局／ＮＨＫエンタープ
ライズ／ドキュメンタリー
ジャパン

奨励賞
ドキュメンタリー

部門
ザ・ヒューマン　
誇り高き悪魔　ジーン・シモンズ

編成局／ＮＨＫグローバル
メディアサービス／オルタ
スジャパン

優秀賞 ドラマ部門 完本　怪談牡丹燈籠
編成局／ＮＨＫエンタープ
ライズ／オッティモ

優秀賞 ドラマ部門
ドラマ１０　「これは経費で落ちませ
ん！」

編成局／日テレアックスオ
ン

優秀賞
情報バラエティ

部門

スイーツ列車紀行　オリエント急行ラ
イン・お菓子秘話　西欧の魅力／東欧
の甘美

編成局／ＮＨＫエンタープ
ライズ／ドキュメンタリー
ジャパン

奨励賞
情報バラエティ

部門

アナザーストーリーズ　運命の分岐点
熱気が生んだ真夜中の解放区　～オー
ルナイトニッポン伝説～

編成局／ＮＨＫエデュケー
ショナル／スローハンド

奨励賞
情報バラエティ

部門
急上昇↑ ZOOチューバー

制作局／ＮＨＫエンタープ
ライズ

優秀新人賞
出口　明（ＮＨＫエンタープライズ）　　
　プロフェッショナル仕事の流儀　「全力で行ってみよう！コメディアン萩本欽一」

奨励新人賞
内山　悠介（パオネットワーク）　
　明日につなげよう　証言記録　東日本大震災 89 回　
　心の傷に寄り添う　～訪問型ケアの現場から～
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奨励新人賞
中川　奈津子（テレビマンユニオン）　
　地球リアル　手帳類図書室～４００冊の心の内、貸します。～

奨励新人賞
塩田　明里（テレビマンユニオン）　
　サラメシ　都道府県弁当の石橋さん

総務大臣賞 完本…怪談牡丹燈籠
編成局／ＮＨＫエンタープ
ライズ／オッティモ

第 10 回　「地方の時代」映像祭

賞 部 門 受 　 賞 制作部局

グランプリ 放送局部門
ＥＴＶ特集　「おいでや！おやこ食堂
へ」

大阪拠点放送局　

優秀賞 放送局部門
ＢＳ１スペシャル　
「ラストトーキョー　“はぐれ者”たち
の新宿・歌舞伎町」

制作局　

選奨 放送局部門
ＥＴＶ特集　「“ひとりぼっち”で死な
せない　～依存症高齢者の介護施設～」

水戸放送局／制作局　

第 38 回　ミラノ国際スポーツ映像祭

賞 部 門 受 　 賞 制作部局

最優秀賞
パラリンピック

部門

ＮＨＫスペシャル「“ふたり”ならもっ
と強くなれる…～「絆」で目指す世界の
頂点～」

報道局

第 47 回　伊藤熹朔賞

賞 受 　 賞

本　賞
ＮＨＫスペシャル　体感…首都直下地震　　ドラマ　「パラレル東京」
加藤　隆弘　　室岡　康弘　　田中　理実　　平田　彩（デザインセンター）
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放送番組審議会の開催（ 12 月）

審 議 会 日　　　　時 担 当

第 676 回 中 央 放 送 番 組 審 議 会 12 月 21 日（月）午後 4時 編成局

第 674回 関東甲信越地方放送番組審議会 12 月 18 日（金）午後 3時 編成局

第 670 回 近畿地方放送番組審議会 12 月 16 日（水）午後 3時 大阪拠点放送局

第 673 回 中部地方放送番組審議会 12 月 17 日（木）午後 2時 名古屋拠点放送局

第 675 回 中国地方放送番組審議会 12 月 17 日（木）午後 2時 広島拠点放送局

第 676 回 九州沖縄地方放送番組審議会 12 月 17 日（木）午後 3時 福岡拠点放送局

第 679 回 東北地方放送番組審議会 12 月 17 日（木）午後 2時 仙台拠点放送局

第 671 回 北海道地方放送番組審議会 12 月 16 日（水）午後 3時 30 分 札幌拠点放送局

第 675 回 四国地方放送番組審議会 12 月 21 日（月）午後 1時 30 分 松山拠点放送局

第 675 回 国 際 放 送 番 組 審 議 会 12 月 15 日（火）午後 4時 国際放送局

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 2020.12.…1 新規委嘱 小　沢　秀　行　氏（朝日新聞社論説副主幹）

〃 2020.10.31 退　　任 立　野　純　二　氏（朝日新聞社論説主幹代理）

関東甲信越地方放送番組審議会 2020.12.…1 再 委 嘱 杉　山　弘　子　氏（アサヤ食品株式会社代表取締役社長）

四国地方放送番組審議会 2020.12.…1 新規委嘱 阿　部　和　孝　氏（松山市農業協同組合代表理事組合長）

〃 2020.11.30 退　　任 菊　地　秀　明　氏（愛媛たいき農業協同組合代表理事組合長）
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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…6764714 号…

画像表示システム… 2020.……9.…16… 日本放送協会…

　特　許
第…6765246 号…

送信装置及びプログラム… 2020.……9.…17… 日本放送協会…

　特　許
第…6767128 号…

手話ＣＧ生成装置及びプログラム… 2020.……9.…23… 日本放送協会…

　特　許
第…6768413 号…

光電変換素子および撮像装置… 2020.……9.…25… 日本放送協会…

　特　許
第…6768431 号…

画像生成装置及びプログラム… 2020.……9.…25… 日本放送協会…

　特　許
第…6768475 号…

映像信号変換装置およびそのプログラム、ならびに、
映像表示装置……

2020.……9.…25… 日本放送協会…

　特　許
第…6769817 号…

アンテナ特性測定装置… 2020.……9.…28…
日本放送協会…
株式会社精工技研…

　特　許
第…6769818 号…

アンテナ特性測定装置… 2020.……9.…28…
日本放送協会…
株式会社精工技研…

　特　許
第…6770363 号…

顔方向推定装置及びそのプログラム…… 2020.……9.…29… 日本放送協会…

　特　許
第…6770373 号…

送信装置及び受信装置… 2020.……9.…29… 日本放送協会…

　特　許
第…6770442 号…

画像処理装置及びそのプログラム… 2020.……9.…29… 日本放送協会…

　特　許
第…6770847 号…

チャンネル識別システム、装置、方法及びプログラ
ム…

2020.……9.…30… 日本放送協会…

　特　許
第…6770871 号…

端末装置及びプログラム… 2020.……9.…30… 日本放送協会…

　特　許
第…6770872 号…

端末装置及びプログラム… 2020.……9.…30… 日本放送協会…

　特　許
第…6770899 号…

有機エレクトロルミネッセンス素子… 2020.……9.…30… 日本放送協会…

　特　許
第…6770900 号…

有機エレクトロルミネッセンス素子… 2020.……9.…30… 日本放送協会…

　特　許
第…6771079 号…

受信装置、端末装置、及びプログラム… 2020.……9.…30… 日本放送協会…

　特　許
第…6774788 号…

色調整装置および色調整システム…… 2020.…10.……7… 日本放送協会…
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番……号 発明考案の名称 登録年月日… 権　利　者

　特　許
第…6774824 号…

復号装置、ホログラム再生装置、及び復号方法… 2020.…10.……7… 日本放送協会…

　特　許
第…6774848 号…

インピーダンス測定装置… 2020.…10.……7… 日本放送協会…

　特　許
第…6775075 号…

データ送出システム、受信装置、およびプログラム… 2020.…10.……7… 日本放送協会…

　特　許
第…6778059 号…

送信装置及び受信装置… 2020.…10.…13… 日本放送協会…

外国登録権利
〔放送技術研究所〕

番……号 発明の名称 登録年月日 権　利　者

アメリカ
特許
第 10681346…号

画像符号化装置、画像復号化装置、及びこれらのプ
ログラム…

2020.……6.……9… 日本放送協会…

アメリカ
特許
第 10757441…号

符号化装置、復号装置及びプログラム… 2020.……8.…25… 日本放送協会

支局所在地（住所表示）の変更
〔福岡拠点放送局〕

支局名 新所在地 変更年月日

大牟田支局
〒 836-0843
福岡県大牟田市不知火町 2丁目 1-10
シーザーズパレス不知火 1201 号室

2020.…12.……3
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