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業 務 情 報 
（指示事項）
第 96 回放送記念日記念式典について
〔各部局長あて〕

2021.…2.…22

総務局長
次により、第 96 回放送記念日記念式典を実施します。

○　放送記念日記念式典
1… 日　時　3月 19 日（金）午前 10 時～ 11 時 40 分
2… 会　場　ＮＨＫ放送センター　ＣＴ－１１２
3… 招待者　…総務大臣、衆議院総務委員長、参議院総務委員長、日本民間放送連盟会長、
… 　　　　放送文化賞受賞者
… など
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4… 内　容
… … ・会長あいさつ、経営委員会委員長あいさつ
… … ・来賓祝辞
… … ・第 72 回放送文化賞贈呈式
… … ・職員表彰（会長賞）受賞者紹介
… … ・記念演奏／ＮＨＫ交響楽団（弦楽四重奏）

（本部各部局長あて）
　・新型コロナ感染拡大防止の観点から、会場への職員参集や登壇者以外の来賓招
待は行わず、“無観客”による開催とします。

　・本部各部局の職員は、館内共聴 101 チャンネル等により視聴してください。

（各放送局長あて）
　・ＣＳ回線により配信します。（回線の使用については別途放送技術局から連絡）

なお、在宅勤務者向け、関連団体社員向けにはTeams 会議での配信を予定しています
（詳細は別途連絡）

　［総務局］
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（番組編集）
国内放送 3 月の番組編成について

〔編成局〕

総合テレビでは、震災を題材としたＮスペドラマ「星影のワルツ」、10 年にわたる
復興を記録した「震災　映像記録～ 100か所の定点映像が映す“復興”～」を編成。…
Ｅテレでは、原発事故最悪のシナリオを明かす「ＥＴＶ特集…震災１０年　原爆事故“最
悪”のシナリオ」、ダウン症の青年たちの舞台づくりのドキュメント「宮本亞門とダウ
ン症の青年たち」を放送。ＢＳ１では震災時の映像を集めたＢＳ１スペシャル「映像
記録…東日本大震災」、コロナ禍のなかアイドルとしての生き方を模索するザ・ヒューマ
ン「きぼうのうた～関ジャニ∞　安田章大～」を放送。ＢＳプレミアムでは、夫を亡
くした女性と魔法使いの特集ドラマ「流れ星」、1200 年以上続く伝統儀式を生中継で放
送する「生中継　闇と炎の秘儀お水取り－奈良・東大寺修二会－」を編成。ＢＳ４Ｋでは、
東日本大震災10年特集ドラマ「あなたのそばで明日が笑う」、ＢＳ８Ｋでは、震災遺
構を記録した「８Ｋ映像が語る震災遺構「あれから１０年」版」、聖徳太子の死後 1400
年にあわせ、法隆寺 1400 年の祈り「第 1回秘仏に隠された父と子の絆」「第 2回いま
も生き続ける聖徳太子」を放送。Ｒ１では福島原発から生放送で、震災10年特集「福
島発＃ラジオ１Ｆ（いちえふ）便」を放送、ＦＭでは人気絶大のピアニスト「反田恭
平のピアノ・ジャム！」を放送。

〈総合テレビの主な番組〉
（特集番組）
・ＮＨＫスペシャル
　　「津波避難　何が生死を分けたのか」… 6 日（土）
　　「ドラマ　星影のワルツ」… 7 日（日）
　　「イナサ～風寄せる大地　16 年の記録～」… 8 日（月）
　　「私と故郷と原発事故」… 9 日（火）
　　「調査報告　“除染マネー”」… 10 日（水）
　　「震災　映像記録～ 100 か所の定点映像が映す“復興”～」… 11 日（木）
　　「いま言葉にできること　まだ言葉にできないこと
　　　～“震災遺児”１０年の歩み～」… 13 日（土）
　　「廃炉への道２０２１　映像記録…原発事故１０年の軌跡」… 14 日（日）
・５０ボイス「東日本大震災の声」… 6 日（土）
・特集ドラマ「あなたのそばで明日が笑う」… 6 日（土）
・うたコン　震災ＳＰ… 9 日（火）
・サンドのお風呂いただきます「福島・浜通りスペシャル」… 10 日（水）
・“ありがとう”を 3.11 に伝えよう委員会… 13 日（土）
・創作テレビ大賞「星とレモンの部屋」… 19 日（金）
・土曜ドラマ「きよしこ」… 20 日（土）
・音楽で心をひとつに…Music…for…Tomorrow… 27 日（土）

（定時番組）
・大河ドラマ「青天を衝け」… 7 日、14 日、21 日、28 日（日）
・ドラマ１０「ドリームチーム」… 5 日、12 日（金）
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・海外ドラマ　「ヘチ　王座への道」… 7 日、14 日、21 日、28 日（日）

（スポーツ番組）
・大相撲春場所… 14 日（日）～ 28 日（日）
・選抜高校野球… 19 日（金）～ 27 日（土）、29 日（月）、31 日（水）

〈Ｅテレの主な番組〉
（定時番組）
・ＥＴＶ特集
　　「原発事故“最悪”のシナリオ」… 6 日（土）
　　「災害関連死　命をどう守るか」… 13 日（土）
　　「アンコール　隠された毒ガス兵器」… 20 日（土）
　　「ヤマト誕生　　大いなる謎に挑む」… 27 日（土）
・１００分 de 名著
　　～１００分 de 災害を考える　寺田寅彦「天災と日本人」～… 1 日（月）
・ヒャダ×体育のワンルーム☆ミュージック… 2 日（火）
・日曜美術館「震災から１０年　アーティストたちが見つめるもの」… 7 日（日）
・ハートネットTV「東日本大震災から１０年」… 8 日（月）～ 10 日（水）
・すイエんサー「投稿スペシャル」前・後編… 9 日、16 日（火）
・世界にいいね！つぶやき英語… 11 日（木）
・ららら♪クラシック　　～シューベルトの「さすらい人幻想曲」～… 12 日（金）
・バリバラ「コロナ替え歌　のど自慢」… 18 日（木）
・サイエンスＺＥＲＯ「廃炉の現在地　次の１０年は？」… 21 日（日）
・ひろがれ！いろとりどり「出川哲朗のクイズほぉ～スクール」… 29 日（月）

（特集番組）
・レイチェルの旅ときどきキッチン……with……東北… 6 日（土）
・私だけかもしれない講座… 7 日（日）
・がんこちゃんと失われたふるさと… 11 日（木）
・全日本総合バスケ　男子決勝… 13 日（土）
・3.…11 からの、ことば～綿矢りさ「表現者」たちとの対話～… 14 日（日）
・世界コロナ 10 代会議… 15 日（月）
・思考ガチャ「ついトイレにスマホを置き忘れるワケ」… 17 日（水）
・宮本亞門とダウン症の青年たち　前・後編… 23 日（火）、24 日（水）
・福島をずっと見ているTV　スペシャル… 25 日（木）
・植物に学ぶ生存戦略 5　話す人・山田孝之… 25 日（木）
・怖い絵本… 26 日（金）
・人情不動産屋… 30 日（火）
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〈ＢＳ 1 の主な番組〉
（特集番組）
・ＢＳ１スペシャル
　　「新 3・11 万葉集～詠み人知らずたちの１０年」… 7 日（日）
　　「双葉から遠く離れて１０年」… 7 日（日）
　　「映像記録　東日本大震災」①発災からの 3日間、② 1年の苦闘… 7 日（日）
　　「最後の一人まで～宮城県警元鑑識課員の震災～」… 11 日（木）
　　「ゴミが教えてくれたこと～あるゴミ収集員の記録～」… 18 日（木）
　　「進化する野球　２０２１年の現在地」… 23 日（火）
　　「福島　幻の銘酒　１０年の復活」… 28 日（日）
・グレートレース「超高速 200km！生き残るのは誰だ？
　　　　　　　　　～ジャパントロフィー 200 沖縄～」… 23 日（火）

（定時番組）
・スポーツ×ヒューマン
　　「誰よりも自由に！ブレイキン　半井重幸」… 1 日（月）
　　「自撮りモノローグドキュメント」… 8 日（月）
　　「自問自答の旅路の果てに～スピードスケート　髙木美帆～」… 29 日（月）
・千鳥のスポーツ立志伝
　　「とびきり笑顔のマッチョガール～パラカヌー・瀬立モニカ選手～」（仮）… 10 日（水）
　　「凝り性でウルサすぎる得点王～Ｊリーグ・佐藤寿人選手～」（仮）… 17 日（水）
・チャリダー★快汗！サイクルクリニック
　　「坂バカ冬トレ SP～会談王VS坂バカ＆プロ育成チーム入団試験に挑戦！」
… 6 日（土）
　　「あなたが選ぶ！もう一度見たい名場面スペシャル」… 20 日（土）
　　「100 キロへの挑戦～めざせ脱・肥満！ 100 キロ倶楽部、汗と涙の大激走」
… 27 日（土）
・ザ・ヒューマン
　　「コロナと人間国宝～落語家・柳家小三治」… 6 日（土）
　　「命を描く画家　集大成の絵に挑む」（仮）… 13 日（土）
　　「きぼうのうた～関ジャニ∞　安田章大～」… 20 日（土）
　　「コロナ禍で理想のハーモニーを目指す～市立船橋高　吹奏楽部～」… 27 日（土）
・ランスマ倶楽部
　　「千晃とリサの最終調整　サブ３・サブ４めざす２人は？」… 7 日（日）
　　「GOODフォーム　GOODラン　スペシャル　あなたに合うフォームとは」
… 14 日（日）
　　「高樹リサ　サブ４に挑戦！」… 28 日（日）
・COOL……JAPAN
　　「国産」… 14 日（日）
　　「アスリートスペシャル～なぜ日本のアスリートは○○なの？～」… 21 日（日）

（スポーツ番組）
・Bリーグ２０２０-２１… 3 日（水）、7日（日）
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〈ＢＳプレミアムの主な番組〉
（ドラマ・アニメ）
・宮城発地域ドラマ「ペペロンチーノ」… 6 日（土）
・特集ドラマ「流れ星」… 22 日（月）

（特集番組）
・パン旅。… 2 日（火）～ 5日（金）、9日（火）～ 12 日（金）
・絶対行きたくなる！ニッポン不滅の名城
　　徹底解剖！「天守」は何のために造られたのか？… 5 日（金）
・常田大希　あくなき創作への渇望… 5 日（金）
・六角精児の呑み鉄本線・日本旅… 6 日（土）
・レギュラー番組への道
　　神田伯山の　これがわが社の黒歴史… 19 日（金）
　　浮世物語　江戸の疫病処世術… 26 日（金）
・The…Covers… 7 日、14 日、21 日、28 日（日）
・ぐっさんのニッポン国道トラック旅！… 12 日（金）
・バスで！列車で！篠山輝信×震災１０年の東北旅… 12 日（金）
・生中継　闇と炎の秘儀　お水取り　－奈良・東大寺修二会－①・②… 13 日（土）
・体感！グレートネイチャー
　　「山水画を生んだ幽玄の大絶景　～中国・黄山～」… 13 日（土）
・まいにち　養老先生、ときどき　まる　スペシャル… 13 日（土）
・たけしのこれがホントのニッポン芸能史「タレント」… 20 日（土）
・世界らん展２０２１　－花と緑の祭典－… 28 日（日）
・イタリア貴族からの招待状… 27 日（土）
・探検！巨大ミュージアムの舞台裏　～国立科学博物館　驚きの世界～… 27 日（土）
・激レア！　藤井フミヤが歌う　ギザギザハートからTRUE……LOVEまで！
　　～ベストライブイン１０１スタジオ～… 27 日（土）

〈ＢＳ４Ｋの主な番組〉
（特集番組）
・常田大希　あくなき創作への渇望… 5 日（金）
・東日本大震災１０年特集ドラマ「あなたのそばで明日が笑う」… 6 日（土）
・宮城発地域ドラマ　ペペロンチーノ… 6 日（土）
・生中継　闇と炎の秘儀　お水取り－奈良・東大寺　修二会－… 13 日（土）
・よみがえる長崎原爆の絵… 26 日（金）
・幻の銘酒　１０年目の復活… 28 日（日）

〈ＢＳ８Ｋの主な番組〉
（特集番組）
・８Ｋ中継　ナイトアクアリウム…in…江の島　夜の水族館特別公開！… 6 日（土）
・アートではじける！子どもの力～第 80 回全国教育美術展から～… 6 日（土）
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・８Ｋ映像が語る震災遺構　あれから１０年… 7 日（日）
・生中継　闇と炎の秘儀　お水取り－奈良・東大寺　修二会－… 13 日（土）
・国宝へようこそ　鳥獣戯画… 13 日（土）
・見たことのない文化財
　　遮光器土偶… 20 日（土）
　　洛中洛外図屏風　舟木本… 20 日（土）
　　百済観音… 20 日（土）
・ニッポン　世界を魅了する山梨ワイン… 21 日（日）
・８Kミュージアムコレクション　山梨県立美術館… 21 日（日）
・世界から大集合　新絶景タイムスケイプ… 27 日（土）
・法隆寺１４００年…
　　秘仏に隠された父と子の絆… 27 日（土）
　　いまに生き続ける聖徳太子… 28 日（日）
・メトロポリタン美術館… 28 日（日）
・山田洋二と夢の工場～映画に夢を見た若き者たち、その輝く時間～… 28 日（日）

〈ラジオ第 1 の主な番組〉
［特集番組］
・震災関連特集　「被災地とラジオ～さいがいＦＭの１０年～」… 6 日（土）
・震災関連特集　ラジオドキュメンタリー「１０年目の福島からあなたへ」…10 日（水）
・震災１０年特集　「福島発＃ラジオ１Ｆ便」… 13 日（土）

［定時番組］
・鉄旅・音旅　出発進行！東日本大震災１０年特集
　　石油輸送 1000ｋｍ　前例なき緊急貨物列車を走らせた鉄道マンたち… 8 日（月）
・武内陶子のごごカフェ　～特集　東日本大震災から１０年～… 11 日（木）
・にっぽん列島夕方ラジオ　311 特集… 11 日（木）
・ラジオ深夜便　特集　東北発ラジオ深夜便… 11 日（木）

［スポーツ番組］
・大相撲（２０２１年）春場所… 14 日（日）～ 28 日（日）
・選抜高校野球… 19 日（金）～ 11 日間

〈ＦＭの主な番組〉
［特集番組］
・今日は一日　“東北のうた”三昧… 14 日（日）
・反田恭平のピアノ・ジャム！… 21 日（日）

［定時番組］
・ディスカバー・ビートルズ・フェアウェルスペシャル… 28 日（日）
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国際放送 3 月の番組編成について
〔国際放送局〕

　ニュースでは、東日本大震災から 10 年の節目を大きく取り上げる。3月 11 日当日
はもとより、その前後に多くの時間を割き、復興の歩み、課題、人々の思いなど、東
北のみならず全国の放送局と連携し、大震災から 10 年後の日本を世界に発信する。新
型コロナウイルス、東京五輪情勢も引き続き注視していく。
番組でも、東日本大震災に関連した番組を集中編成する。10 年を機に再び被災地を
訪れ、暮らしの変化を追いながら、人々の思いや教訓を伝えようとする人たちの活動
を描く番組などを放送する。

… ※緊急事態宣言の影響により、一部の番組は放送日変更の可能性あり
〈ＮＨＫワールド JAPAN の主な番組〉

■東日本大震災　関連番組
・NHK…WORLD…PRIME
　　渡辺謙　僕に、できること～東日本大震災を見つめ続けた 10 年～… 6 日（土）…
・NHK…WORLD…PRIME
　　東日本大震災 10 年　被災地の子供たちはいま… 27 日（土）…
・最後の一人まで～宮城県警元鑑識課員の震災～… 28 日（日）…
・Anime…Supernova 特集　すべて見せます…
　　「松が枝を結び」by村田朋泰…… 13 日（土）…
・Hometown…Stories「モノがつなぐ過去・現在・未来
　　　　　　　　　　　　　～大熊・文化財レスキュー記」（新作）… 7 日（日）…
・3/11…-…The…Tsunami…Ep.1…The…First…3…Days…… 6 日（土）…
・3/11…-…The…Tsunami…Ep.2…The…First…Year…… 7 日（日）…
・Japanology…Plus「死者が与える力」… 9 日（火）…
・NHK…Documentary「風の電話～残された人々の声～」… 7 日（日）…
・NHK…Documentary「東日本大震災　40 ｍ巨大津波の謎に迫る」… 14 日（日）…
・CYCLE…AROUND…JAPAN…Highlights
　　「宮城…輝きは色あせず」… 11 日（木）…
・Barakan…Discovers…TOHOKU…… 14 日（日）…
・Journeys…in…Japan「みちのくトレイルを歩く　南岩手」……………… 16 日（火）…
・Journeys…in…Japan「みちのくトレイルを歩く　宮城」………………………… 23 日（火）…
・Science…View「巨大地震予測の新たなカギ…スロースリップ」… 17 日（水）…

〈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の感染状況や対策について詳報するとと
もに、東日本大震災から 10 年を迎えることから、被災地の復興の課題のほか、東京電
力福島第一原発についても、「燃料デブリ」の取り出しやトリチウムを含んだ水の扱い
などの困難な問題について最新状況を伝える。
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放送番組審議会の開催（ 2 月）

審 議 会 日　　　　時 担 当

第 678 回 中 央 放 送 番 組 審 議 会 2月 15 日（月）午後 4時 編成局

第 676回 関東甲信越地方放送番組審議会 2月 19 日（金）午後 3時 編成局

第 672 回 近畿地方放送番組審議会 2月 17 日（水）午後 3時 大阪拠点放送局

第 675 回 中部地方放送番組審議会 2月 18 日（木）午後 1時 30 分 名古屋拠点放送局

第 677 回 中国地方放送番組審議会 2月 18 日（木）午後 2時 広島拠点放送局

第 678 回 九州沖縄地方放送番組審議会 2月 18 日（木）午後 2時 福岡拠点放送局

第 681 回 東北地方放送番組審議会 2月 18 日（木）午後 2時 仙台拠点放送局

第 673 回 北海道地方放送番組審議会 2月 17 日（水）午後 3時 札幌拠点放送局

第 677 回 四国地方放送番組審議会 2月 15 日（月）午後 1時 30 分 松山拠点放送局

第 677 回 国 際 放 送 番 組 審 議 会 2月 16 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

中部地方放送番組審議会 2021.…2.…1 再 委 嘱 坂　田　守　史　氏（株式会社デザインスタジオ・ビネン代表取締役）

中国地方放送番組審議会 2021.…2.…1 再 委 嘱 松　本　協　一　氏（双湖事業化計画合同会社代表社員）

九州沖縄地方放送番組審議会 2021.2.…1 再 委 嘱 関　西　剛　康　氏（南九州大学環境園芸学部教授）

お 知 ら せ 
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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…6792996 号…

符号化装置、復号装置及びプログラム…… 2020.…11.…11… 日本放送協会…

　特　許
第…6792997 号…

符号化装置、復号装置及びプログラム…… 2020.…11.…11… 日本放送協会…

　特　許
第…6793526 号…

動画配信システム、配信サーバ、及びプログラム… 2020.…11.…12… 日本放送協会…

　特　許
第…6793595 号…

力覚提示装置… 2020.…11.…12… 日本放送協会…

　特　許
第…6795996 号…

手話ＣＧ編集装置及びプログラム… 2020.…11.…17… 日本放送協会…

　特　許
第…6795998 号…

ＭＴＦ測定装置およびそのプ…ログラム 2020.…11.…17… 日本放送協会…

　特　許
第…6796376 号…

分割装置および解析装置、ならびにプログラム… 2020.…11.…18… 日本放送協会…

　特　許
第…6796405 号…

イントラ予測器、画像符号化装置、画像復号装置お
よびプログラム…

2020.…11.…18… 日本放送協会…

　特　許
第…6796435 号…

レート制御装置、映像復号装置、及び、プログラム… 2020.…11.…18… 日本放送協会…

　特　許
第…6796463 号…

映像符号化装置、映像復号装置、及びプログラム… 2020.…11.…18… 日本放送協会…

　特　許
第…6799386 号…

固体撮像素子及びその製造方法… 2020.…11.…25… 日本放送協会…

　特　許
第…6799419 号…

画像表示装置、駆動方法及び駆動プログラム… 2020.…11.…25… 日本放送協会…

　特　許
第…6799421 号…

送信装置及び受信装置… 2020.…11.…25… 日本放送協会…

　特　許
第…6799422 号…

送信装置及び受信装置… 2020.…11.…25… 日本放送協会…

　特　許
第…6802731 号…

送信装置及び受信装置… 2020.…12.……1… 日本放送協会…

　特　許
第…6803357 号…

受信装置およびプログラム… 2020.…12.……2… 日本放送協会…

　特　許
第…6803727 号…

有機エレクトロルミネッセンス素子… 2020.…12.……3… 日本放送協会…
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