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コンクール名 部門 賞 番組名等 

橋田賞 
 

  橋田賞 連続テレビ小説「あさが来た」 
  橋田賞 大森 美香（脚本家） 

連続テレビ小説「あさが来た」のオリジナル脚本に対して 

児童福祉文化賞 
映像・メディア等部門 児童福祉文化賞推薦作

品 
ＥＴＶ特集「小さき命のバトン」 

放送人グランプリ 
 

  グランプリ 国谷 裕子（クローズアップ現代）  
  優秀賞 ＮＨＫスペシャル「新・映像の世紀」シリーズ 

  企画賞 １００分 de名著シリーズ 
  第２回 大山勝美賞 中島 由貴  

ＮＨＫエンタープライズ ドラマ番組 ＥＤ 

ＪＰＰＡアワード 
 

映像技術分野 グランプリ ＮＨＫスペシャル「生命大躍進」ＶＦＸチーム 
映像技術分野︓テレ
ビドキュメンタリー部門 

ゴールド賞 ＮＨＫスペシャル「カラーでみる太平洋戦争～3 年８か月・
日本人の記録～」NHK メディアテクノロジー 

ギャラクシー賞 
 

ラジオ部門 優秀賞 遠くなる戦争を語り継ぐ～女性ノンフィクション作家の対話～ 
テレビ部門 優秀賞 ＥＴＶ特集「“書きかえられた”沖縄戦 ～国家と戦死者・

知られざる記録～」 
  特別賞 国谷 裕子「クローズアップ現代」キャスターとしての功績に対

して 
テレビ部門 選奨 土曜ドラマ「６４（ロクヨン）」 

テレビ部門 選奨 団地ともお スペシャル「夏休みの宿題は終わったのかよ︖と
もお」 

テレビ部門 選奨 木曜時代劇「ちかえもん」 

テレビ部門 選奨 ＮＨＫスペシャル シリーズ東日本大震災「追跡 原発事故
のゴミ」 

テレビ部門 奨励賞 ＮＨＫスペシャル「戦後７０年 ニッポンの肖像 -日本人と
象徴天皇-」 第１回「”戦後”はこうして誕生した」、第２回
「平和を願い続けて」 

テレビ部門 奨励賞 ブラタモリ  
テレビ部門 奨励賞 あさイチ 特集「アッキーがゆく もっと知りたい︕沖縄」 

テレビ部門 奨励賞 ＮＨＫスペシャル「沖縄戦 全記録」 

テレビ部門 奨励賞 ＮＨＫスペシャル 「戦後７０年  ニ ッポンの肖像」                                   
「豊かさを求めて 第１回、第２回」、「世界の中で 第１
回、第２回、第３回」 

テレビ部門 奨励賞 明日へ  -支えあおう - 証言記録  東日本大震災                                
第４２回「福島県富岡町～原発事故 想定が崩れたとき
～」 

テレビ部門 奨励賞 特報首都圏「問い続けた３０年 日航機事故の遺児たち」 
テレビ部門 奨励賞 ＮＨＫスペシャル「密室の戦争～発掘・日本人捕虜の肉声

～」 
テレビ部門 奨励賞 ＮＨＫスペシャル「女たちの太平洋戦争～従軍看護婦激戦

地の記録～」 
テレビ部門 奨励賞 ハートネット TV シリーズ戦後７０年 障害者と戦争 ナチス

から迫害された障害者たち 第１回「２０万人の大虐殺は
なぜ起きたのか」、第２回「ある視覚障害者の抵抗」  

テレビ部門 奨励賞 ＥＴＶ特集「むのたけじ１００歳の不屈～伝説のジャーナリ
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スト次世代への遺言～」 
テレビ部門 奨励賞 ドキュメント７２時間「街角のダビング店舗 よみがえる映像」 

テレビ部門 奨励賞 ＮＨＫスペシャル「調査報告 介護危機 急増︕無届け介
護ハウス」 

テレビ部門 奨励賞 ＮＨＫスペシャル「新・映像の世紀 第３集 時代は独裁
者を求めた」 

テレビ部門 奨励賞 新春スペシャル「１００分 de平和論」 

テレビ部門 奨励賞 ＮＨＫスペシャル「震度７ 何が生死を分けたのか～埋もれ
たデータ ２１年目の真実～」 

テレビ部門 奨励賞 ハートネット TV「待ちわびて～袴田巌死刑囚 姉と生きる今
～」 

テレビ部門 奨励賞 クローズアップ現代「広がる“労働崩壊”～公共サービスの担
い手に何が～」 

テレビ部門 奨励賞 ＮＨＫスペシャル「原発メルトダウン 危機の８８時間」 
テレビ部門 奨励賞 本当にあった幸せ物語「もう一度、会いたい～亡き夫の人生

を追って～」 

放送文化基金賞 
 

テレビドキュメンタリー番
組部門 

優秀賞 ＮＨＫスペシャル「原発メルトダウン 危機の８８時間」 

テレビドキュメンタリー番
組部門 

奨励賞 ＮＨＫスペシャル「震度７ 何が生死を分けたのか～埋もれ
たデータ ２１年目の真実～」  

テレビドキュメンタリー番
組部門 

奨励賞 【ＡＴＰ枠】ＮＨＫスペシャル「女たちの太平洋戦争～従軍
看護婦・激戦地の記録～」 

テレビドラマ番組部門 奨励賞 福岡発地域ドラマ「いとの森の家」 

テレビドラマ番組部門 演技賞 福岡発地域ドラマ「いとの森の家」出演 樹木 希林  

テレビエンターテインメン
ト番組部門 

優秀賞 【ＡＴＰ枠】１００分 de平和論 

テレビエンターテインメン
ト番組部門 

奨励賞 ブラタモリ「＃１４ 松江」、「＃２１ 富士山頂」 

テレビエンターテインメン
ト番組部門 

演出賞 「１００分 de 平和論」ディレクター 羽根井 信英／テレコ
ムスタッフ 

ラジオ番組部門 優秀賞 ＦＭシアター「あいちゃんは幻」 

ラジオ番組部門 脚本賞 「あいちゃんは幻」脚本家 
瀬戸山 美咲／劇団「ミナモザ」主宰 

個人・グループ部門
【放送文化】 

  「被災地からの声」制作チーム 

個人・グループ部門
【放送文化】 

  「ハートネットＴＶ」班 戦後７０年関連制作チーム 

個人・グループ部門
【放送技術】 

  多視点ロボットカメラ開発グループ（代表者︓放送技術研
究所 立体映像研究部 池谷 健佑） 

MM総研大賞   話題賞 アプリ「NHK プロフェッショナル 私の流儀」 

伊藤熹朔賞 
 

  本賞 「SONGS スペシャル 井上陽水」 
山口 高志 （デザインセンター 映像デザイン部） 
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  特別賞 廣谷 鏡子（放送文化研究所 メディア研究所） 

ATP賞 テレビグランプリ 
 

  グランプリ ザ・プレミアム「京都人の密かな愉しみ」 
ドキュメンタリー部門 最優秀賞 ＮＨＫスペシャル「いのち 瀬戸内寂聴 密着５００日」 

情報・バラエティ部門 最優秀賞 ザ・プレミアム「京都人の密かな愉しみ」 

ドラマ部門 最優秀賞 新春スペシャルドラマ「富士ファミリー」 
ドキュメンタリー部門 優秀賞 ザ・プレミアム「ドキュメンタリードラマ 戦後ゼロ年」 

ドキュメンタリー部門 優秀賞 ファミリーヒストリー「森山良子～日系２世の父 ２つの祖国
のはざまで～」 

ドキュメンタリー部門 優秀賞 ザ・プレミアム「草間彌生 わたしの富士山～浮世絵版画へ
の挑戦～」 

ドキュメンタリー部門 奨励賞 ＢＳ１スペシャル「戦場の真心 チムグクル～沖縄を救った
日系人～」 

ドキュメンタリー部門 奨励賞 ザ・プレミアム「歴史エンターテインメント “大江戸炎上”」 

情報・バラエティ部門 奨励賞 オレアレ 
情報・バラエティ部門 奨励賞 人生は１８歳で決まる︕︖ 

ドラマ部門 奨励賞 洞窟おじさん 完全版 

  奨励新人賞 山中 康祐 （ＮＨＫエデュケーショナル） 
日曜美術館 まど・みちおの秘密の絵 

  奨励新人賞 永井 朝香 （ドキュメンタリージャパン） 
極私的ドキュメントにっぽんリアル 私は故郷に帰るのか︖ 

衛星放送協会オリジナ
ル番組アワード 
 

ドラマ番組部門 最優秀賞 スペシャルドラマ 洞窟おじさん 

情報・教養番組部門 最優秀賞 球辞苑～野球が１００倍面白くなるキーワードたち～「ホー
ムスチール」 

ミニ番組・番組ＰＲ番
組部門 

奨励賞 ｏｕｒ ＳＰＯＲＴＳ︕「ざっくり１００コマ フェンシング」 

映像技術賞 
アニメーション技術部
門 

映像技術賞 団地ともおスペシャル「夏休みの宿題は終わったのかよ︖とも
お」 

日本医学ジャーナリスト
協会賞 

映像部門 大賞 村井晶子ディレクター ETV 特集「それはホロコーストの"リハ
ーサル"だった～障害者虐殺 70年目の真実」 

「地方の時代」映像祭 
 

放送局部門 優秀賞 NEXT 未来のために「“いのちの交差点”に立つ ある救急医
の闘い」 

放送局部門 優秀賞 ＮＨＫスペシャル「きのこ雲の下で何が起きていたのか」 

放送局部門 選奨 ＥＴＶ特集「水俣病 魂の声を聞く～公式確認から６０年
～」 

科学放送高柳賞 
  最優秀賞 ＮＨＫスペシャル「ミラクルボディー 世界最強の人魚たち シ

ンクロナイズドスイミング ロシア代表」 

文化庁芸術祭 
 

テレビ・ドラマ部門 大賞 プレミアム・ドラマ「奇跡の人」  
ラジオ・ドキュメンタリー
部門 

大賞 広島原爆の日ラジオ特集「あの日、母は少女だった  ～被
爆の記憶をたどる母と息子の対話～」 



国内コンクール受賞番組 

  2016 

テレビ・ドラマ部門 優秀賞 木曜時代劇「ちかえもん」 

テレビ・ドキュメンタリー
部門 

優秀賞 NHK スペシャル「ある文民警察官の死～カンボジアＰＫＯ 
２３年目の告白～」 

テレビ・ドキュメンタリー
部門 

優秀賞 ＮＨＫスペシャル「被曝の森 原発事故 5年目の記録」 

ラジオ・ドラマ部門 優秀賞 ＦＭシアター「ふたりの娘」 

ラジオ・ドラマ部門 優秀賞 ＦＭシアター「ほかの誰でもないアヤコ」 

エイボン女性年度賞 
  エイボン芸術賞 「連続テレビ小説」制作チーム 

放送ウーマン賞   放送ウーマン賞 大橋グレース愛喜恵さん（「バリバラ」レギュラー出演者） 

芸術選奨 
放送部門 芸術選奨文部科学大臣

新人賞 
井上 剛 制作局第 2 制作センター ドラマ番組部 チーフ
ディレクター 
「トットテレビ」の成果に対して 

科学技術映像祭 
 

研究開発部門  文部科学大臣賞 ＮＨＫスペシャル「天使か悪魔か 羽生善治 人工知能を
探る」 

自然・くらし部門 部門優秀賞 ＮＨＫスペシャル「シリーズ ＭＥＧＡ ＣＲＩＳＩＳ 巨
大危機 第１集 加速する異常気象との闘い」 

VFX－JAPAN アワード 
 

テレビ番組部門 最優秀賞 ザ・プレミアム「知られざる恐竜王国ニッポン」 ＶＦＸチーム 
テレビ番組部門 優秀賞 大河ドラマ「真田丸」ＶＦＸチーム 

日本映画テレビ照明協
会 照明技術賞 
 

ドラマ部門 審査員特別賞 土曜ドラマ「夏目漱石の妻」第 1 回 照明担当︓富岡 幸
春 

ドラマ部門 審査員特別賞 木曜時代劇「ちかえもん」第 8回 照明担当︓牛尾 裕一 

ドラマ部門 新人賞 三重発地域ドラマ「ラジカセ」 照明担当︓斉藤 智久 

総合部門 「再現ドキュメント」優秀照
明賞 

ＮＨＫスペシャル「原発メルトダウン 危機の 88 時間」 照
明担当︓井村 正美 

坂田記念ジャーナリズム
賞 

第１部門放送の部
（スクープ ・企画報
道） 

坂田記念ジャーナリズム賞 ＮＨＫスペシャル「ある文民警察官の死～カンボジアＰＫＯ 
２３年目の告白～」取材班 代表︓大阪放送局報道部 
三村忠史ＣＰ 

東日本大震災復興支
援坂田記念ジャーナリズ
ム賞 

放送の部 東日本大震災復興支援
坂田記念ジャーナリズム賞 

ＮＨＫスペシャル「廃炉への道」取材班（仙台放送局、福
島放送局） 
代表︓福島放送局放送部 池本端副部長 

 


