
1

主　　要　　目　　次

編集・発行　総務局

業務情報
 （指示事項）
　・日本放送協会放送受信規約の一部変更について（例規）… ……………………………………… …1

 （番組編集）
　・国内放送 10 月の番組編成について… ……………………………………………………………… …3
　・国際放送 10 月の番組編成について… ……………………………………………………………… …7

お知らせ
　・放送番組審議会の開催（ 9月）… …………………………………………………………………… …9
　・放送番組審議会委員の委嘱等………………………………………………………………………… 10
　・登録権利………………………………………………………………………………………………… 11
　・部外からの表彰………………………………………………………………………………………… 12

2021年 9 月 27日　第４５１７号

業 務 情 報 
（指示事項）
日本放送協会放送受信規約の一部変更について（例規）

2021.9.27
会　　長

放送法（昭和 25 年法律第 132 号）第６４条第３項の規定により、総務大臣の認可を
受けて、日本放送協会放送受信規約（会長達示（昭和 43.4.1））の一部を次のように変
更します。

次の表により、現行欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「下線部分」という。）
でこれに対応する変更後欄に掲げる規定の下線部分があるものは、これを当該下線部
分のように改め、変更後欄に掲げる規定の下線部分でこれに対応する現行欄に掲げる
規定の下線部分がないものは、これを加え、現行欄に掲げる規定の下線部分でこれに
対応する変更後欄に掲げる規定の下線部分がないものは、これを削る。
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日本放送協会放送受信規約　新旧対照表　　　… （　　　部分は変更部分）
変更後 現行

付　則
（施行期日）
１…　この規約は、令和３年１０月１日から施行
する。

付　則
（施行期日）
１…　この規約は、令和３年４月１日から施行…
する。

（…新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた
延滞利息に関する措置）
１…０　第１２条の２の規定にかかわらず、令和
２年４月から令和４年３月までの間の放送受
信料については、支払いを延滞した場合であ
っても、同条に定める延滞利息は発生しない。
また、当該期間は同条に定める３期分以上の
延滞に通算しない。

（…新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた
延滞利息に関する措置）
１…０　第１２条の２の規定にかかわらず、令和
２年４月から令和３年９月までの間の放送受
信料については、支払いを延滞した場合であ
っても、同条に定める延滞利息は発生しない。
また、当該期間は同条に定める３期分以上の
延滞に通算しない。

〔営業局〕
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（番組編集）
国内放送 10 月の番組編成について

〔編成局〕

総合テレビでは、多様性を認め合う場所を求めるドラマ 10 の新シリーズ「群青領域」、
地元愛を楽しむ２０２１年度後期新番組「ロコだけが知っている」を編成。Ｅテレでは、
自然に多様性を認めていくハートネットＴＶ「ふたりの台所」、自宅療養などコロナ禍
の現状を取材するＥＴＶ特集「こぼれ落ちてしまった命～新型コロナの訪問看護　戦
いの日々～」を編成。ＢＳ１では、無人となった放射能汚染地帯の生態系を取材した
ＢＳ１スペシャル「被曝の森２０２１　変わりゆく大地」、フランス料理と漆器の可能
性に挑むＢＳ１スペシャル「共に創る！フレンチシェフと漆塗師　-コロナ禍を越えて -」
を編成。ＢＳプレミアム・ＢＳ４Ｋでは、西城秀樹の魅力満載の「伝説のコンサート
～永久保存版！西城秀樹デビュー５０年スペシャル」、ＢＳプレミアムではパリの今を
中継する「もう一度逢いたい、恋しいパリ」を編成。ＢＳ８Ｋでは、北海道の世界的
木版絵本作家・手島圭三郎の魅力を伝える「絵本作家　北の息吹を刻む」、新進気鋭の
作詞家・児玉雨子が芭蕉の旅路をたどる「「おくのほそ道」紀行　～時をめぐる絶景旅」
を編成。Ｒ１では、いとうあさこと大久保佳代子が気ままにトークする「あさこ・佳
代子の大人なラジオ女子会」、ＦＭでは、巨匠マイルス・デイビスの魅力に迫る「ジャ
ズマイルス　Ⅲ」を編成する。

〈総合テレビの主な番組〉
（特集番組）
・おやすみ日本　眠いいね！… 2 日（土）
・シブヤノオト… 9 日（土）
・ＮＨＫスペシャル
　　「REGENERATION　銃弾のスラム　再生の記録」… 10 日（日）
　　「赤いネオンが再び灯（とも）る日
　　　～ニューヨーク　ジャズの聖地　復活への苦闘～」… 17 日（日）
・もうすぐ！連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」… 23 日（土）
・わが心の大阪メロディー… 26 日（火）
・たけしのその時カメラは回っていた… 27 日（水）
・今夜も生でさだまさし　沖縄　首里城公園… 30 日（土）
・令和 3年度　ＮＨＫ新人お笑い大賞… 31 日（日）

（定時番組）
・ロコだけが知っている… 6 日、13 日、20 日、27 日（水）
・土曜ドラマ「正義の天秤」　（2）～（5）… 2 日、9日、16 日、23 日（土）
・よるドラ「古見さんはコミュ症です。」　（5）～（8）… 4 日、11 日、18 日、25 日（月）
・ドラマ 10「群青領域」〈新〉　（1）、（2）、（3）… 15 日、22 日、29 日（金）

（スポーツ番組）
・日本女子オープンゴルフ選手権２０２１　第２日～最終日… 1 日（金）～ 3日（日）
・日本オープンゴルフ選手権２０２１　第１日～最終日… 14 日（木）～ 17 日（日）
・ＡＴＰテニスロレックス　上海マスターズ　決勝… 20 日（水）
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・競馬２０２１
　　第 82 回菊花賞… 24 日（日）
　　第 164 回天皇賞… 31 日（日）

〈Ｅテレの主な番組〉
（定時番組）
・ＥＴＶ特集
　　「選・白い灰の記憶　～大石又七が歩んだ道～」… 2 日（土）
　　「遠藤周作～新発見小説の“許しと憎しみ”～」… 9 日（土）
　　「こぼれ落ちてしまった命　～新型コロナの訪問看護　戦いの日々～」… 16 日（土）
　　「選・ドキュメント　精神科病院×新型コロナ」… 23 日（土）
・ひろがれ！いろとりどり
　　「出川哲朗のクイズ　ほぉ～スクール」… 4 日（月）
　　「ぼくドコ　ギターの一生」… 11 日（月）
　　「リフォーマーズの杖」… 18 日（月）
　　「漂流兄妹」… 25 日（月）
・１００分 de 名著「ヘミングウェイ・スペシャル」… 4 日（月）
・大西泰斗の英会話☆定番レシピ… 4 日（月）
・クラシックTV「小曽根真とピアノの魅力」… 7 日（木）
・ねほりんぱほりん「女子刑務所にいた人　前編」… 8 日（金）
・ハートネットＴＶ「ふたりの台所」… 13 日（水）
・グレーテルのかまど「アイルランドのハロウィーン」… 18 日（月）
・アニメ　ギガントサウルス… 29 日（金）

（特集番組）
・今年もやるよ～！ねほりんぱほりん… 1 日（金）
・決定！こども囲碁名人～第４２回全国少年少女囲碁大会～… 9 日（土）
・すくすくナイト「子どもにどう伝える？性とジェンダー」… 9 日（土）
・言葉にできない、そんな夜。… 9 日（土）
・第 49 回ローザンヌ国際バレエコンクール… 10 日（日）
・ティーンズビデオ２０２１
　　「創作テレビドラマ部門」… 16 日（土）
　　「テレビドキュメント部門」… 16 日（土）
・カラフルな魔女～角野栄子の物語が生まれる暮らし… 18 日（月）
・タンカツ　～日本航空高校編～… 24 日（日）
・今君電話… 29 日（金）

〈ＢＳ 1 の主な番組〉
（特集番組）
・ＢＳ１スペシャル
　　「勝敗を越えた夏２０２１～ドキュメント日本高校ダンス部選手権～」… 3 日（日）
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　　「被曝の森　２０２１　変わりゆく大地」… 3 日（日）
　　「共に創る！フレンチシェフと漆塗師　- コロナ禍を越えて -」… 23 日（土）
　　「おうちに帰ろう～在宅医療の新たな挑戦～」… 23 日（土）
　　シリーズ“２０３０　未来への分岐点”
　　　「第 4回“神の領域”への挑戦～ゲノムテクノロジーの光と影」… 24 日（日）
　　　「第 5回　AI 戦争　果てなき恐怖」… 31 日（日）

（定時番組）
・スポーツ×ヒューマン
　　「パラトライアスロン」（仮）… 18 日（月）
・チャリダー★快汗！サイクルクリニック
　　「プロレスラー・棚橋弘至を“お接待ライド”鳥取砂丘で爆走！」… 2 日（土）
　　「はじめての自転車キャンプ in 秩父」… 16 日（土）
　　「自転車ひとり旅　佐賀編～絶景と文化に触れる 270km」… 23 日（土）
　　「マウンテンバイク大運動会　トップ選手とオモシロ協議で真剣勝負！」
… 30 日（土）
・ランスマ倶楽部
　　「いよいよレースシーズン！ハリー・千晃・なだぎのドタバタ中間報告」…10 日（日）
　　「レジェンド対談　増田明美×野口みずき」… 31 日（日）
・COOL　JAPAN～発掘！かっこいいニッポン～
　　「睡眠」… 3 日（日）
　　「ファンタジー」… 10 日（日）
　　「外国人が選ぶ“横浜”」… 17 日（日）
　　「SDGｓシリーズ第５弾　住み続けられるまちづくり」… 24 日（日）
　　「外国人が選ぶ穴場スポットスペシャル」… 31 日（日）

（スポーツ番組）
・プロ野球２０２１… 随時
・Jリーグ２０２１… 随時
・日本オープンゴルフ… 14 日（木）～ 17 日（日）
・ＮＨＫ杯ジャンプ… 24 日（日）

〈ＢＳプレミアム・ＢＳ４Ｋの主な番組〉
（特集番組）
・絶対行きたくなる！ニッポン不滅の名城「会津若松城」… 1 日（金）［４K同時］
・レギュラー番組への道
　　「こんなの借りるのどんな人？」①・②… 1 日、8日（金）
・Ｔｈｅ　Ｃｏｖｅｒｓ… 3 日、10 日、17 日、24 日、31 日（日）［４K同時］
・家族になろうよ　犬と猫と私たちの未来… 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～
　　「知床・十勝　初夏の 6座に挑む」… 2 日（土）［４K同時］
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・伝説のコンサート～永久保存版！西城秀樹デビュー 50 年スペシャル
… 2 日（土）［４K同時］
・ヒューマニエンス　40 億年のたくらみ
　　山中伸弥スペシャル「ｉＰＳ細胞から見えた！人間とは何か」
… 7 日（木）［４K同時］
・奇跡の宮殿　フォンテーヌブロー　王と王妃の“美の館”… 9 日（土）［４K同時］
・解体キングダム　第 4弾… 15 日（金）
・たけしのこれがホントのニッポン芸能史　＃ 27「トリオ」… 16 日（土）
・日本アルプス大縦断！新たなる挑戦
　　～トランスジャパンアルプスレース２０２１～　第 1部・第 2部
… 16 日（土）［４K同時］
・歌える！ J-POP　黄金のヒットパレード決定版！… 16 日（土）［４K同時］
・ねこ育て　いぬ育て　＃ 9… 23 日（土）［４K同時］
・体感！グレートネイチャー
　　魔境ミニヤコンカと天空の花園～中国・横断山脈～… 23 日（土）［４K同時］
・鉄オタ選手権　～相模鉄道の陣～… 29 日（金）
・もう一度逢いたい　恋しいパリ… 30 日（土）

（ドラマ・アニメ）
・プレミアムドラマ「山女日記３」〈新〉〈全 6回〉… 17 日（日）［４K同時］
・海外ドラマ「王女ピョンガン　月が浮かぶ川」〈新〉〈全 22 回〉… 31 日（日）

〈ＢＳ８Ｋの主な番組〉
（特集番組）
・ＮＨＫバレエの饗宴… 3 日（日）
・絵本作家　北の息吹を刻む… 17 日（日）
・N響定期演奏会… 22 日（金）
・「おくのほそ道」紀行　～時をめぐる絶景旅～… 23 日（土）

〈ラジオ第 1 の主な番組〉
［定時番組］
・古家正亨の POP★A〈新〉… 30 日（土）
・あさこ・佳代子の大人なラジオ女子会〈新〉… 30 日（土）

［スポーツ番組］
・プロ野球２０２１… 2 日、9日、16 日、23 日（土）
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〈ＦＭの主な番組〉
［特集番組］
・第 90 回日本音楽コンクール最終予選… 11 日（月）～ 15 日（金）
・ジャズマイルスⅢ… 19 日（火）～ 23 日（土）

［定時番組］
・Ｎ響演奏会… 16 日（土）
・鍵盤のつばさ… 16 日（土）…

国際放送 10 月の番組編成について
〔国際放送局〕

ニュースでは、衆議院が 10 月 21 日に任期満了を迎えることから、この時期に行わ
れる総選挙について、正確にわかりやすく伝えていく。また、秋に多い台風など災害
に的確に対応していくほか、新型コロナをめぐる医療やワクチン接種などの動きにも
注目していく。
番組では、「ETV特集」の英語化「アフガン 2021」や、「GLOBAL…AGENDA」では

アフガニスタンの今に注目する。また、地域応援キャンペーンとして青森県関連番組
を重点的に放送する。青森放送局制作「Tsugaru… Shamisen:…A…Four…Movement…
Sonata」のほか、関連番組をアンコールし、青森の文化・風土の魅力を伝える。

〈ＮＨＫワールド JAPAN の主な番組〉
■後期改定 新番組
・Danko…&…Danta,…Cardboard…Craft…Creations!… 毎週（土）
　　2日（土）「ランドセル」、9日（土）「釣り竿」、16 日（土）「マーチングドラム」、
　　23 日（土）「電子レンジ」、30 日（土）「カプセルトイ」を放送予定

■特集番組
・アフガニスタン　運命の 8月… 2 日（土）
・GLOBAL…AGENDA…#5　
　　アフガニスタン　タリバンと国際社会は人々をどこに導くのか… 30 日（土）
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■青森特集　おもな関連番組
・A…Four…Movement…Sonata:Tsugaru…Shamisen…… 24 日（日）
〈アンコール〉
・Seasoning…the…Seasons
　　「津軽海峡」… 4 日（月）
・Hometown…Stories
　　「されどそこには夢がある…57 歳新人マグロ漁師奮闘記」… 10 日（日）
・Journeys…in…Japan
　　「津軽ぬくもりを探して」… 12 日（火）
・Document…72hours
　　「津軽海峡年越しフェリー」… 12 日（火）
… その他、多数編成あり

■そのほかの特集番組
・NHK…WORLD…PRIME
　　ワタシたちは“ガイジン”じゃない！
　　　日系ブラジル人…笑いと涙の 30 年… 16 日（土）
・NHK…WORLD…PRIME
　　結…～花街の片隅で～… 23 日（土）

〈ラジオ国際放送の主な番組〉
ニュースでは、総選挙に関連する日本の政治状況を詳報する一方、新型コロナウイ
ルスの感染の現状についても、ワクチン接種の進捗状況などを中心に引き続き詳細に
伝える。また、ノーベル賞については日本とアジアの受賞者を中心に業績や意義につ
いて多角的に伝える。
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放送番組審議会の開催（ 9 月）

審 議 会 日　　　　時 担 当

第 684 回 中 央 放 送 番 組 審 議 会 9月 13 日（月）午後 4時 編成局

第 682回 関東甲信越地方放送番組審議会 9月 17 日（金）午後 3時 編成局

第 678 回 近畿地方放送番組審議会 9月 15 日（水）午後 3時 大阪拠点放送局

第 681 回 中部地方放送番組審議会 9月 16 日（木）午後 1時 30 分 名古屋拠点放送局

第 683 回 中国地方放送番組審議会 9月 16 日（木）午後 2時 広島拠点放送局

第 684 回 九州沖縄地方放送番組審議会 9月 16 日（木）午後 2時 福岡拠点放送局

第 687 回 東北地方放送番組審議会 9月 16 日（木）午後 2時 仙台拠点放送局

第 678 回 北海道地方放送番組審議会 9月 15 日（水）午後 2時 30 分 札幌拠点放送局

第 683 回 四国地方放送番組審議会 9月 13 日（月）午後 1時 30 分 松山拠点放送局

第 683 回 国 際 放 送 番 組 審 議 会 9月 21 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

関東甲信越地方放送番組審議会 2021.…9.…1 再 委 嘱 尾　形　玲　子　氏（養蜂家・ひふみ養蜂園株式会社代表取締役）

近畿地方放送番組審議会 2021.…9.…1 新規委嘱 井　上　信太郎　氏（㈱善兵衛　代表取締役）

〃 2021.…8.31 退　　任 安　井　良　則　氏（大阪府済生会中津病院臨床教育部部長兼感染管理室室長）

〃 2021.…7.31 途中退任
添　田　隆　昭　氏（…総本山金剛峯寺執行長・…

高野山真言宗宗務総長・高野山学園理事長）

九州沖縄地方放送番組審議会 2021.…9.…1 新規委嘱 いのうえ　ちず　氏（雑誌モモト編集長）

〃 2021.…9.…1 新規委嘱 吉　島　夕莉子　氏（吉島伸一鍋島緞通株式会社 5代目技術継承者　デザイナー）

〃 2021.…9.…1 新規委嘱 吉　水　請　子　氏（極東ファディ株式会社取締役兼商品経営本部本部長）

〃 2021.…8.31 退　　任 秋　本　順　子　氏（金属造形作家）

〃 2021.…8.31 退　　任 大　鋸　あゆり　氏（伊万里ケーブルテレビジョン株式会社取締役放送部長）

〃 2021.…8.31 退　　任 籠　田　淳　子　氏（有限会社ゼムケンサービス代表取締役）

〃 2021.…8.31 退　　任 富　田　めぐみ　氏（琉球芸能大使館代表）

東北地方放送番組審議会 2021.…9.…1 新規委嘱 佐　藤　多　恵　氏（シンガーソングライター）

〃 2021.…9.…1 新規委嘱 武　田　靖　子　氏（株式会社ジョイン専務取締役）

〃 2021.…9.…1 再 委 嘱 佐　藤　勘三郎　氏（株式会社ホテル佐勘代表取締役社長）

〃 2021.…8.31 退　　任 佐　藤　美　嶺　氏（防災士）

〃 2021.…8.31 退　　任 鷹　山　ひばり　氏（七戸町立鷹山宇一記念美術館館長）

四国地方放送番組審議会 2021.…9.…1 再 委 嘱 半　井　真　司　氏（四国旅客鉄道代表取締役会長）

〃 2021.…8.31 途中退任 中　矢　憲　吉　氏（愛媛新聞社論説委員室委員長）
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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 6920884 号

受信端末及びプログラム 2021.……7.…29 日本放送協会

　特　許
第 6920942 号

階調補完装置及びプログラム 2021.……7.…29 日本放送協会

　特　許
第 6924031 号

オブジェクト検出装置及びこれらのプログラム 2021.……8.……3 日本放送協会

　特　許
第 6924041 号

データ通信システム、端末装置、及びデータ中継装
置

2021.……8.……3
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 6924108 号

プラン作成装置、プラン作成方法及びプラン作成プ
ログラム

2021.……8.……3 日本放送協会

　特　許
第 6924586 号

立体像表示装置 2021.……8.……4 日本放送協会

　特　許
第 6924606 号

シングルキャリア方式の送信装置 2021.……8.……4 日本放送協会

　特　許
第 6924622 号

フォーカスアシスト装置及びそのプログラム 2021.……8.……4 日本放送協会

　特　許
第 6924862 号

音声信号処理装置 2021.……8.……4 日本放送協会

　特　許
第 6924863 号

音声信号処理装置 2021.……8.……4 日本放送協会

　特　許
第 6925201 号

有機エレクトロルミネッセンス素子およびその製造
方法、表示装置、照明装置

2021.……8.……5 日本放送協会

　特　許
第 6925489 号

チャート装置 2021.……8.……5 日本放送協会

　特　許
第 6928509 号

電力測定装置 2021.……8.…11 日本放送協会

　特　許
第 6928534 号

有機電界発光素子用材料及び有機電界発光素子 2021.……8.…11
日本放送協会
株式会社日本触媒

　特　許
第 6929123 号

カメラ校正装置及びカメラ校正プログラム 2021.……8.…12 日本放送協会

　特　許
第 6931616 号

番組関連情報送信装置および番組関連情報受信装
置、ならびに、それらのプログラム

2021.……8.…18 日本放送協会

　特　許
第 6932075 号

再送出システム、再送出装置、受信装置、およびプ
ログラム

2021.……8.…19 日本放送協会

　特　許
第 6934386 号

動体追尾装置及びそのプログラム 2021.……8.…25 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 6934797 号

ホログラム用記録信号処理装置、これを備えたホロ
グラム記録装置およびホログラム用記録信号処理方
法

2021.……8.…26 日本放送協会

部外からの表彰

〔技術局〕
日本ＩＴＵ協会創立 50 周年記念賞

年月日 表彰者 功績概要 受賞者

2021.…9.…1
一般財団法人
日本ＩＴＵ協会

1996 年からＩＴＵ－Ｒにおける放送業務の標準化活動
に携わり、ＳＧ6副議長、ＷＰ6Ｂ議長などを歴任し、
2015 年にアジア太平洋地域では初めてＳＧ 6議長に就
任。議長 2期目の現在、放送分野の標準化のみならず、
ＩＴＵ－Ｒの活動全般に貢献。これまでに、ハイビジョ
ンの世界統一規格および実用化への寄与をはじめ、映
像・音声の品質評価、地上デジタル放送、データ放送
など数多くの勧告化を牽引。特に、日本提案の４Ｋ・
８Ｋスーパーハイビジョンの放送実用化に向けて、国
際標準提案当初から 2018 年の衛星放送開始に至るま
で、国内外において多大な貢献を果たした。

西　田　幸　博
（放送技術研究所）
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