


　　

　この報告書は、ＮＨＫの2014年度を中心とした環境保護の取り組みと今後の方針に
ついて記したものです。
　
　近年相次ぐ異常気象の背景として地球温暖化の影響が指摘されるように、環境問題
は私たちの生命や暮らしに深く関わっています。
　ＮＨＫは去年9月の「国連気候サミット」にあわせ、このままのペースで温暖化が進んだ
場合を想定した 2050年の日本の気象状況を映像化しました。その中では、2050年の
東京の8月の最高気温は40度を超え、暑さの影響で亡くなる人が6,500人を越えること
などをお伝えしました。このような恐るべき将来の事態を防ぐため、私たちはいま何を
すればよいのか、何ができるのかを考えていく必要があります。

　環境問題の解決には専門家の英知だけでなく、一人でも多くの人々の知恵の結集と
取り組みが必要です。
　ＮＨＫは公共放送として、視聴者のみなさまが環境問題に関心を持ち、環境を守る取
り組みに関わっていただけるよう、様々な番組を放送し、イベントを展開しています。
　2014年度は、近年増加している「想定を超えた」自然災害の発生原因や対策を伝え、
自然災害の脅威、命と暮らしを守るために役立つ番組を数多く放送しました。また、
東日本大震災からの復興を検証する番組など、多様な角度から地球環境を見つめ、課題
を視聴者のみなさまとともに考える取り組みを行いました。
　ＮＨＫも業務で使用するエネルギーの消費量を少しでも抑えるため、各種の取り組み
を行っています。2014年度もＥテレの深夜放送休止対象地域の拡大や環境に配慮した
各種放送設備の開発・導入などを通じていっそうの節電、CO2排出量の削減を実現する
とともに、紙の使用量の削減にも力を入れました。2002年に発行を開始したこの環境
報告書についても、今回より印刷物での発行を取りやめ、インターネットでの掲載に変更
したのもその一つです。

　これからもＮＨＫは公共放送として、放送・サービスを通して環境を守るための取り
組みやメッセージを積極的に発信してまいります。
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日本放送協会　会長
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NHKは、環境負荷の少ない社会の実現に貢献していくために、豊かで安心、たしかな未来へ、
平成24～26年度「NHK経営計画」をもとに、環境に配慮した経営を推進しました。

　豊かで安心、たしかな未来へ、平成24〜26年度「NHK
経営計画」を策定し、具体的なアクションプランを立て
て環境に配慮した経営を推進しました。

平成24〜26年度「NHK経営計画」（抜粋）

1．具体的な施策
（1）エネルギー消費量の抑制
　　Eテレの「深夜の放送休止時間帯の電波停止」を

緊急放送への即応体制の確保のもと実施しています。
　　太陽光発電、自然採光、自然換気など自然エネル

ギーを活用する設備の設置を実施しています。
　　全放送局で職場の節電活動、業務用車両のエコ

運転活動に取り組んでいます。

（2）省資源・廃棄物対策の推進
　　スタジオ美術セットの制作で、環境に優しい素

材や無駄の少ないセット構造を検討し、共通パーツ
を使って複数のセットを効率的に設計しています。
　ビデオテープやディスク類を全国の放送局から
リサイクル施設に集め、建築資材、魚網、園芸用プラ
ンター、軍手などの製品材料となるポリプロピレン、
ポリカーボネイト、ポリスチロール素材としてリサイクル
しています。

　　年度目標を定めてコピー用紙使用量の削減活動
を実施しています。

（3）放送等を通じた啓発活動
　　環境問題を考える番組を放送するとともに、それ

と連動した「地球エコイベント」を全国の NHK 放送
局で行ない、インターネット上に環境に関する動画
サイト「NHKエコチャンネル」を開設し、私たちの身
の回りの地球環境について考える「NHK 環境キャン
ペーン」を展開しています。

（4）環境マネジメントの推進
　　本部の部局長を委員とする「環境経営推進委員

会」を設け、環境へ配慮した事業運営を組織一丸と
なって進めています。

2．数値目標
　〈2014 年度の CO2 排出原単位改善〉
　　CO2 排出原単位は、CO2 総排出量（トン）÷有形固定

資産総額（百万円）で定義します。
　　2014 年度のCO2 排出原単位は、0.164。基準年度
（2011年度）の値に比べ12.8% 改善となりました。
目標は 3％の改善でした。

　NHKには、東京・渋谷の放送センターをはじめ全国に
54の放送局があります。これに加え、視聴者の皆様に
テレビやラジオの電波を送り届けるために放送所や
中継所の放送施設が3,000局以上あります。その他に、
研究所やアーカイブス、視聴者コールセンター、営業セ
ンターなどの施設を運用しています。
　2014年度に NHKが全国で使用したエネルギーを
CO2排出量に換算すると200,488トンでした。
　使用したエネルギーは電力、石油類、ガス類ですが、
その9割以上を電力が占めています。
　このため、NHKは電力使用量の抑制を重要課題とし、 
深夜の放送休止時間帯の電波停止、省エネ対応の放送
機器の開発・導入、太陽光発電など自然エネルギーの
活用、職場の節電活動等を行っています。

　東京都では「温室効果ガス排出総量削減義務と排出
量取引制度」を導入し、2010年4月から燃料、熱、電気の
使用量か原油換算で1,500kl以上の都内の事業所を対
象にCO2の削減が義務付けられました。
　NHKでは「放送センター」と「放送技術研究所」が対象
施設です。
　第1削減期間 (2010〜 2014年度)の 5年間は、期間中
の排出量を基準排出量に対して、8%以上削減すること
が求められました。
　空調用設備である冷凍機や放送機器に電源を供給す
る無停電電源装置の省エネ化、太陽光発電やマイクロ
水力発電など自然エネルギーの活用、室内照明の一部
消灯やオフィスの節電により、第1削減期間の CO2排出量
を下表の排出上限量以下とし、「温室効果ガス排出総量
削減義務」を着実に履行するよう取り組みました。

地球環境に配慮した
経営の推進 NHKのエネルギー使用概況 東京都「温室効果ガス排出総量

削減義務」の履行に向けて

環境経営の推進

環境負荷の少ない社会の実現に
貢献していきます

■2014年度にNHKが使用したエネルギーの　
CO2排出割合

NHKの削減義務

基準排出量

削減義務による
第1削減期間の
CO2排出上限量
＝「基準排出量」
×92％×5年

2010年度
CO2排出量

2011年度
CO2排出量

2012年度
CO2排出量

2013年度
CO2排出量

放送
センター 46,612トン 214,420トン 42,895トン 40,375トン 39,816トン 39,256トン

放送技術
研究所 9,115トン 41,930トン 8,116トン 7,158トン 7,313トン 7,549トン

2014年度
CO2総排出量

200,488トン

電力
92.01%

■ 電力  

■ 都市ガス

■ ガソリン

■ 灯油

■ 重油  

■ 軽油

■ プロパンガス

(P.38 環境保全効果参照 )

○環境問題やエネルギー問題を取りあげる
ニュース・番組の制作、イベントの実施

○ CO2 の削減目標を定め、放送会館・放送所や
放送機器の省エネ化、自然エネルギーの導入
を推進するとともに、廃棄物の削減等を推進

NHKの環境活動
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ハイライト

2014年度　
環境に関する放送番組

　近年、「想定を超えた･･･」という自然災害が、何度も
日本列島を襲っています。2014年度、NHKは災害発生
の原因や対策をタイムリーに伝える番組をはじめ、自然
災害の脅威を伝え、人々の命と暮らしを守るためにどの
ような備えが必要なのかを考える番組を数多く制作し
ました。
　また、4K撮影などの最新技術を使って、様々な生き物
たちの営みやそれを育む自然環境をダイナミックに描い
た大型シリーズ番組や、文明の発展と環境保護の狭間で
揺れ動くエネルギー問題を考える番組、そして、4年目
を迎えた東日本大震災からの復興を検証する番組など、
様々な角度から地球環境を巡る現状を見つめ、皆さんと
一緒に課題を考えました。

ＮＨＫスペシャル
巨大災害　MEGA DISASTER　地球大変動の衝撃
　大気と海、そして地下のプレートやマントルの大循環な
ど、地球に備わるダイナミックな変動メカニズムから、将来
起こりうる“巨大災害 MEGA DISASTER”の脅威に迫る
大型シリーズ。「異常気象」「スーパー台風」「巨大地震」

「火山大噴火」を 4 回にわたって放送しました。

第１集「異常気象 “暴走”する大気と海の大循環」
■放送：総合／8月30日(土) 午後7：30～8：43
　豪雨や熱波が各地を襲い観測記録の更新が続く日本、
250年ぶりの大洪水に見舞われた英国、500年ぶりと言
われる大干ばつが続く米国カリフォルニア州など、世界
で気象災害が激しさを増しています。その原因と指摘
されているのは、赤道から極域へと熱を運ぶ地球の“大
気と海の大循環”の異変。熱循環システムを支える一
つである中緯度帯の“偏西風”が大蛇行し、異常気象を
引き起こしているのです。産業革命以降、100年以上続
いてきた地球の平均気温の上昇。今年、国連 IPCC（気候
変動に関する政府間パネル）は報告書で、地球温暖化は

疑う余地がないと指摘し、この先も温度上昇は続いて
いくと予測しています。そのとき世界は、どのような事態に
見舞われるのでしょうか。番組では、地球の“大循環”を
可視化し、最新の観測データやシミュレーションが明ら
かにしつつある将来の気象災害の姿を見つめました。

第２集「スーパー台風 “海の異変”の最悪シナリオ」
■放送：総合／ 8月31日(日) 午後9：00～9：49
　通常の台風を遙かに上回る破壊力をもつ「スーパー
台風」。アメリカを襲った「カトリーナ」（2005）、900万
人近くが被災した「シドル」（2007）、フィリピンで観測
史上最速の暴風・風速 90m／sを記録した「ハイエン」
など、通常の台風をはるかに上回る破壊力をもつ「スー
パー台風」が近年多発しています。地球上で最も多く
の台風が生まれているのが、日本の南 3000㎞の太平洋
上。海上の観測ブイのデータから浮かび上がったのは、
通常より深くまで広がっていた暖かい海水の存在です。
台風は、熱帯の海にたまった熱エネルギーを温帯に循
環させ、均衡を保とうとする地球の巨大なシステムの
一部でもあります。しかし、今後も海水温が上がり続け
れば「スーパー台風」が頻発し、日本を襲う可能性が高
まるのです。暴風によって送電網の鉄塔が倒れ大規模
停電が発生、高潮で都心まで浸水･･･、最新のシミュレー
ションからは大都市の新たなリスクが見えてきました。
大気や海水のダイナミズムが生み出す、地球最強の気象
災害「スーパー台風」の脅威に迫ります。

自然災害の脅威に備える

第３集「巨大地震 見えてきた脅威のメカニズム」
■放送：総合／9月20日(土) 午後9：00～9：49
　インドネシアや日本、チリなどで相次いで発生して
いる巨大地震。地球を揺るがすほどの膨大なエネル
ギーは、どのようにして生まれるのでしょうか。いま科
学者たちは、地震波データを解析することで地下の構
造をレントゲン写真のように可視化する最新の“地震
波トモグラフィー”を使って、そのメカニズムに迫ろう
としています。巨大地震が危惧される南海トラフでは、
地下の構造データからプレート境界の２か所に、膨大
なエネルギーを蓄積する領域があることが分かってき
ました。観測史上最大マグニチュード 9.5の巨大地震が
発生している南米チリでは、より大きな地震が起きる
可能性が指摘され始めているのです。地球内部の大循
環システムの鍵を握っていることが分かってきた日本
の地下。番組では、地震波トモグラフィーが解き明かし
始めた地球内部の挙動から、巨大地震の発生メカニズ
ムを読み解いていきます。 

第４集「火山大噴火 迫りくる地球規模の異変」
■放送：総合／9月21日(日) 午後9：00～9：49
　富士山や浅間山など110もの活火山が集中する日本
列島。その地下 100km付近には、大量のマグマが存在し
火山に向かって上昇している様子が、最新の“地震波ト
モグラフィー”によって捉えられています。年間800回以
上も爆発的な噴火が起きている鹿児島・桜島では、マグ
マが溜まり続ける様子が観察され、近い将来、大規模な
噴火のおそれがあることがわかってきました。アメリカ
最大の火山地帯・イエローストーンでは、地下2000㎞以上
の深さから「マントルプルーム」と呼ばれる巨大で高温
のマントル物質が上昇、その熱によって長さ60km・幅30
㎞に達するマグマが生まれ、地下 5㎞付近にまで迫って
いることが確認されています。高度に発達した文明社会
で、大噴火が起きると何が起きるのでしょうか。火山研
究の最前線を取材し、その脅威の姿を見つめます。

「日本に迫る脅威　激化する豪雨」
■放送：総合／11月15日(土) 午後9：00～9：58

　シリーズ「巨大災害　MEGA DISASTER」では、地球規
模の視点から、自然災害の脅威に迫ってきました。2014
年は、西日本の太平洋側では平年比 301％の史上最多
の雨が降り、全国的にも記録的な大雨によって土砂災害
や水害が相次いで発生しました。最新の研究によると、
日本列島に流れこんだ大量の水蒸気（暖湿気）が大雨を
引き起こしていたことが明らかになります。国連IPCC

（気候変動に関する政府間パネル）は、地球温暖化が進
行することで、豪雨は今後さらに激化していくと指摘
しています。番組では、地球規模の大気と海の異変から
日本を襲った異常気象を徹底的に解明。激しさを増す
豪雨に私たちは、どう備えればよいのかを考えました。

ＮＨＫスペシャル
「緊急報告 広島 同時多発土砂災害」
■放送：総合／8月22日(金) 午後7：45～8：40
　8月20日の未明から猛烈な雨に見舞われた広島市。山
の麓の様々な場所で土砂災害が発生し、多くの命が奪わ
れました。広島市では、平成 11年、平成 25年と相次いで
土砂災害に見舞われ、対策が進められてきました。それ
にも関わらず今回、同時多発的に発生した大規模土砂災
害。なぜ局地的な豪雨が降ったのか。被害は未然に防げ
なかったのか。番組では、様々な角度から土砂災害を検
証し、今後の災害を防ぐための手立てを考えました。

ＮＨＫスペシャル
「緊急報告 御嶽山噴火～戦後最悪の火山災害～」
■放送：総合／10月4日(土) 午後7：30～8：14
　47人が亡くなり、火山災害では、戦後最悪の被害と
なった御嶽山の噴火。紅葉を楽しむ登山者たちのすぐ
そばで火山が噴火し多くの命が失われるという異例の
災害となりました。亡くなった人の多くが、爆発によって
まき散らされた噴石を体に受けていました。噴火の直
後、山頂近くでは何が起きていたのか、新たな映像や証
言、そして専門家の分析をもとに多くの命を奪った噴
石被害の恐ろしさを伝えました。また今回の噴火は、警

環境に関する放送番組やイベント
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戒レベルが 1、「火山活動は平常」と判断されていた中で
発生。しかし実際は、9月10日頃から火山性の地震が起き
るなど、変化は現れていたのです。なぜ、この情報を活か
すことができなかったの
か。火山噴火という判断
の難しい災害にどう対応
していけばいいのかを検
証しました。

週刊ニュース深読み
「大雨・突然の豪雨　あなたはどう身を守る ?
どう備える ?」
■放送：総合／7月12日(土) 午前8：15～9：28
　日本各地で、台風8号がもたらす猛烈な雨と風による
被害が相次ぎました。一方で近年、突然、天候が急激に変
化し水害をもたらすケースも…。東京都内に大量のひょ
うが降り、埼玉県の市街地では大雨によって車が水没す
る事態も発生しました。台風がもたらす猛烈な雨。局地
的に降る突然の豪雨。私達は、気象の変化にどう対応す
ればいいのでしょうか。予測はどこまで可能？どう身を
守る？どう備える？こうした課題について考えました。

国連気候サミットのキャンペーンに参加
“2050 年の日本の天気”
■放送：BS1／9月4日（木） 午後5：45～5：50ほか
　9月23日、世界の首脳が一
堂に会し、「国連気候サミッ
ト」がニューヨークの国連本
部で開かれました。NHKは
国連の世界気象機関（WMO）
と連携し、サミットに向けた特別キャンペーンに参加。国
連IPCC（気候変動に関する政府間パネル）の予測に基づ
き、このままのペースで温暖化が進んだ場合を想定した

「2050年の天気予報」を映像化。気象予報士の井田寛子
が、2050年の日本の気象状況をVTRで伝えました。

クローズアップ現代
「異常気象に適応せよ～進む農作物の温暖化対策～」
■放送：総合／8月28日（木） 午後７：30～7：56

　今、地球温暖化による気温の上昇が、食の生産現場に
深刻な影響を及ぼしています。愛媛では温州ミカンの皮
が浮き上がり、山形のサクランボではヒョウタンのよう
な奇形「双子果」が続出。コメの王様「コシヒカリ」は、新
潟で一等米の比率が 2 割となる事態も発生しました。こ
うした中、気温上昇を前提とした「適応策」が、各地で
進んでいます。産地の取り組みを通じて、適応への課題
とともに、どうすればこの窮地を、次の産業を生み出す
チャンスへつなげられるのか考えました。

BS1スペシャル
世界を襲う異常気象　「迫りくる気候変動の脅威」
■放送：BS1／11月23日（日） 午後７:00～8：49
　2014年11月に発表さ
れた国連 IPCCの最新報
告は、このままのペース
で温暖化が進めば、異常
気象が増え、食料危機や
海面上昇など被害が甚大
になると警告しています。私たちの暮らしはどうなるの
か、「ニュースウオッチ9」気象予報士の井田寛子ら専門
家がバーチャルスタジオでわかりやすく解説。西南極氷
床の最新リポートや海面上昇に苦しむバングラデシュ
のルポ、NYやロンドンの防災対策の最前線、アル・ゴア
元米副大統領からのメッセージなどをお伝えしました。

BS世界のドキュメンタリー
シリーズ　止まらない環境異変 

「メガストームに備えよ」
■放送：BS1／11月25日（火） 午前0：00～0：49
　今後も大型化し続けると予測されるハリケーンや台
風から大都市を守ることはできるのか。ハリケーン「サ
ンディ」で大きな被害を受けたアメリカ・ニューヨーク
州の対策や、国土の 4分の
1 が海面より低いため大胆
な浸水対策を進めてきた
オランダの事例を紹介し
つつ、対策の可能性と限界
を検証しました。

BS世界のドキュメンタリー
シリーズ　止まらない環境異変

「天気を操作 !? 人間のあくなき闘い」
■放送：BS1／11月27日（木） 午前0：00～0：49
　「人間が自分たちの利益のために天気をコントロール
するのは正しいことなのか？」環境問題を考える作品を
発表し続けるスウェーデンのアーティスト、ラース＆マッツ
は問いかけます。二人は、アメリカ・ミズーリ州である科
学者が提案する「竜巻方向転換機」を制作。竜巻多発地
帯へと向かう道中、竜巻シェルターの所有者や竜巻の被
害者たちに出会います。アーティスティックな映像が
各所にちりばめられた、ロードムービー風ドキュメンタ
リー。トルネードハンターで気象学者のロビンソンに合
流した二人は、竜巻が発生する瞬間に遭遇。竜巻方向転
換機はその威力を発揮できるのか―？二人の旅と同時
進行で、人類が戦争を有利に進めるために気象学を発
達させてきた歴史を振り返り、さらに不都合な天気や自
然災害を防ごうと
する世界各地の試
みを紹介しました。
　

　
BS世界のドキュメンタリー
シリーズ　止まらない環境異変

「幸せな日々は過ぎ行く
～グリーンランドとツバルの村で～」
■放送：BS1／11月28日（金） 午前0：00～0：49
　大地を覆う氷が急速に減少しているグリーンラン
ドと、海面上昇で沈みゆく太平洋の島国ツバル。2000
年以上、人間が自然との調和を保って暮らしてきた土
地で、先祖代々にわたって積み重ねられてきた幸せな
日々が、今、過ぎ去ろうとしています。温暖化の影響が
最も顕著に現れている地球上の 2つの地域で、静かに、
しかし確実に変わりゆく人々の暮らしを見つめます。

BS世界のドキュメンタリー
シリーズ　危険な時代に生きる　
第１シリーズ　第１回「乾く大地」
■放送：BS1／2015年3月3日（火） 午前0：00～0：49
　ハリウッド俳優やピュリツァー賞記者などの著名人
が、アメリカそして世界で気候変動や環境破壊に見舞わ
れている現場に赴き、最新の状況をルポするシリーズの
第1回。世界各地で深刻化する干ばつ。その社会的影響
は、食料価格の高騰から内戦に至るまで、世界の経済と
政治が直面する課題の縮図です。ピュリツァー賞記者
トーマス・フリードマンがシリアを訪れ、内戦も長年続い
た干ばつが発端であることを明かしていきます。干ばつ
の影響で相次いで食肉工場が閉鎖されている米テキサス
州を訪れるのは俳優ドン・チードル。ハリソン・フォード
はインドネシアで森林
破壊が温暖化を促進し
ている現状をルポしま
した。

BS 世界のドキュメンタリー
シリーズ　危険な時代に生きる　
第１シリーズ　第２回「森がなくなるとき」
■放送：BS1／2015年3月4日（水） 午前0：00～0：49
　インドネシアを訪れたハリソン・フォードは、アメリカで
大量に消費されるパーム油の生産が森林伐採の原因だと
知ります。伐採が止まらない背景には政治の腐敗が関
わっていると聞き、大統領に面会して直接問いただしま
した。一方、米カリフォルニア州で、森林火災が干ばつに
よって深刻化している現場を、アーノルド・シュワルツェ
ネッガー前知事が訪れ、最前線で自らの命を賭して消火
活動にあたる消防士たちの活動に密着しました。

地球温暖化と
気候変動を考える

原題：Megastorm Aftermath 
制作：Miles O’Brien Productions/WGBH Educational Foundation 

（アメリカ　2013年）

原題：The Weather War 
制作：Ginestra Film （スウェーデン　2012年）

原題：THULE　TUVALU 
制作：HesseGreutert Film （スイス　2014年）

Ⓒ Fallen tree in New York City during 
Hurricane Sandy

Ⓒ The Years Project/Courtesy of 
SHOWTIME

原題：Years of Living Dangerously：END OF THE WOODS 
制作：Roaring Fork Films 
Years of Living Dangerously LLC （アメリカ　2014年）

ⒸThe Years Project/Courtesy of 
SHOWTIME

ⒸThe Years Project/Courtesy of 
SHOWTIME

原題：Years of Living Dangerously：DRY SEASON 
制作：Roaring Fork Films　　
Years of Living Dangerously LLC （アメリカ　2014年）
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BS世界のドキュメンタリー
シリーズ　危険な時代に生きる　
第 1 シリーズ　第３回「高潮に揺れる町」
■放送：BS1／2015年3月5日（木） 午前0：00～0：49
　2012年 10月、米東海岸を直撃した巨大ハリケーン

「サンディ」。高潮によって多くの住民が命を落とした
ニューヨーク州で、地球温暖化に懐疑的な立場を取り
ながらも、被災地復興に取り組む地元の共和党議員を、
ニュースキャスターのクリス・ヘイズが取材。またTVコメ
ンテーターのM・サンジャ
ヤンは、気候変動を引き
起こす元凶とされるエル
ニーニョ現象が発生する
現場、太平洋のクリスマ
ス島を訪れました。

BS世界のドキュメンタリー
シリーズ　危険な時代に生きる　
第１シリーズ　第４回「氷と業火」
■放送：BS1／2015年3月6日（金） 午前0:00 ～0：49
　地球温暖化に一貫して懐疑的立場をとってきたアメリ
カの保守派。その牙城とも言われる南部の“バイブル・ベル
ト（聖書地帯）”にも変化が訪れ始めています。ノースカロ
ライナ州の福音派の教会で指導者を務める父と、環境問
題に目覚めた娘の確執に、俳優のイアン・サマーハルダー
が 密着。アメリカの有名
テレビ番組「60ミニッツ」
のキャスター、レスリー・ス
タールがグリーンランドで
起きている最新の変化を
リポートしました。

シリーズ　気候変動との闘い
「科学者からの警告～国連 IPCC 最新報告～」
■放送：BS1／2015年2月26日（木） 午後5:00～5：29
　異常気象が頻発する中、7年ぶりに国連 IPCCが最新
報告を発表。地球温暖化が止まらず、このままでは2100 
年に最大で 4.8度平均気温
が上昇すると警告。パチャ
ウリ議長ら科学者たちが、
いま地球はどうなってい
るのか危機的状況を語り

ました。南極の氷の融解が止まらないというNASAの最新
研究や海面上昇の予測、食料危機の懸念など気象予報士
の井田寛子のリポートも交えて伝えます。レオナルド・
ディカプリオのメッセージも。

シリーズ　気候変動との闘い
「頻発する異常気象～危機に立つアジア～」
■放送：BS1／2015年3月2日（月） 午前2:10～2：39
　フィリピンを襲ったスー
パー台風や海面上昇に苦し
むバングラデシュなど気候
変動に弱い途上国では、移
住を迫られる「気候難民」が
発生。海岸浸食や災害で故
郷を追われ都市に流れ込む人々が止まりません。温暖化
で海水面が上がるとサイクロンによる高潮被害はより
深刻化。去年、晴れているのに高潮に襲われる新たなタ
イプの災害も発生。一方、干ばつや洪水など気候の「極端
化」による食料危機も懸念されます。苦悩するアジアの
現状の最新ルポです。

シリーズ　気候変動との闘い
「ＮＹ・ロンドン　被害最小化への挑戦」
■放送：BS1／2015年3月4日（水） 午後11:20～11：49
　ハリケーン「サンディ」で
8兆円の被害が出たニュー
ヨーク、250年ぶりの大洪
水に苦しんだロンドンの防
災対策の最前線。NYでは

「タイムライン」を使った避
難計画で命を守りました。ロンドンは2100年を見据え「テ
ムズバリア」という巨大防潮堤の改修を計画。一方、CO2

を減らすためには「気候変動法」を策定し2050年の80%
削減を目指しています。アメリカでも温暖化をリスクと捉
える経済界の動きが。被害を減らすための対策を取材し
ました。

シリーズ　気候変動との闘い
「未来へ　アル・ゴアからのメッセージ」
■放送：BS1／2015年3月5日（木） 午後5:00～5：29
　ゴ ア 元 米 副 大 統 領は
2007年ノーベル平和賞を
受賞し「不都合な真実」な
ど気候変動問題に長年取
り組んでいます。最新著書

「アル・ゴア　未来を語る」
の中で、温暖化の進行で紛争が増え、世界の安全保障が
脅かされると訴え、シリアのIS台頭の背景にある大干ばつ

も指摘。短期的な視点でしか見ない現在の経済システム
にも警鐘を鳴らしています。再生可能エネルギーや原子
力の未来も分析。温暖化は人類史上最大の危機だとい
うゴアからのメッセージです。

シリーズ　気候変動との闘い
「日本の技術で世界を救え! 」
■放送：BS1／2015年3月8日（日） 午後4:10～4：39
　温暖化対策に必要な革新
的技術。ジェフリー・サックス
やエイモリー・ロビンスも、
日本の高い技術力に注目、
世界への貢献に期待してい
ます。防災に欠かせない気象観測衛星、浮体式の洋上風
力発電やスマートシティ、新しいタイプの CCS（二酸
化炭素回収貯留）、ゲノム情報を使った干ばつや洪水に
強い農作物の品種改良。食料危機とエネルギー問題の
コベネフィットに挑むソーラーシェアリングなど、日本
のテクノロジーの最前線を取材しました。

ＮＨＫスペシャル
シリーズ　エネルギーの奔流
第１回「膨張する欲望　資源は足りるのか」
■放送：総合／5月24日（土） 午後9:00～9:49
　「あと数十年で枯渇する」と言われてきた化石燃料。
ところが今、アメリカの“シェール革命”に続いて世界
各地で新たな技術が導入され、大増産の時代を迎えよ
うとしています。超深海の石油掘削に乗り出したブラ
ジル。オイルサンドからの原油抽出に成功し、世界有
数の産油国に変貌したカナダ。こうした新たな化石燃
料は、爆発的に需要が拡大する新興国が消費していま
す。一方、原発建設も加速。サウジアラビアやアラブ
首長国連邦などの産油国は経済発展に伴い電力需要が
増加し、原子力でそれを賄おうとしています。また少な
い負担で原発を導入できる新たなビジネスの仕組みが
誕生し、資金に余裕のない新興国も原発の建設に乗り
出しています。想像を超える新興国のエネルギー消費
と世界各地のエネルギー開発の現場を取材。地球規模
で加速するエネルギーの奔流を描き出します。

ＮＨＫスペシャル
シリーズ　エネルギーの奔流
第２回「欲望の代償　破局は避けられるか」
■放送：総合／5月25日（日） 午後9:00～9:49
　後編ではエネルギー開発によって翻弄される地球環
境の実態や対策の最前線に迫ります。去年、石炭が半世
紀ぶりに世界のエネルギー消費の首位に返り咲き、CO2

排出量は過去最大を更新しました。対策の切り札として
CO2を地中深く埋めるCCSが開発されましたが、課題も
多く残されています。また、温室効果ガスを出さない原発
は、ほとんどの国が使用済み核燃料の処分に行き詰まっ
ています。そこに登場したのが地球のどこかに世界各国
が共同の最終処分場を確保する巨大ビジネス。それが
新たな不安を引き起こしています。このままエネルギー
消費の膨張を続けると、地球はどうなるのか。経済発展
と地球環境の維持を両立させる術はあるのか。世界の専
門家の声に耳を傾け、エネルギーとどう向き合うのかを
問い直しました。

BS世界のドキュメンタリー
シリーズ　エネルギーの将来　地球の未来

「シェールガス開発がもたらすもの」
■放送：BS1／2015年3月10日（火） 午前0:00～0：49
　南アフリカの南部ではシェールガス開発が計画され、
住民は経済発展と雇用創出に期待を寄せています。しか
し地元で育ったディレクターのミナーは、シェールガス
採掘で被害を受けたというアメリカ人とのネットでの
やりとりをきっかけに、環境への影響を危惧するよう
に。開発は南アフリカの自然と人々の暮らしに何をも
たらすのか。真実を確かめるため、“シェールガス革命”
に沸くアメリカへ
向かいます。彼女
が目の当たりにし
たのは…。

ⒸThe Years Project/Courtesy of 
SHOWTIME

ⒸThe Years Project/Courtesy of 
SHOWTIME

原題：Years of Living Dangerously：THE SURGE 
制作：Roaring Fork Films  
Years of Living Dangerously LLC （アメリカ　2014年）

原題：Years of Living Dangerously：ICE AND BRIMSTONE 
制作：Roaring Fork Films  
Years of Living Dangerously LLC （アメリカ　2014年）

エネルギーの
課題に向き合う

原題：UNEARTHED 
制作：Stage 5 Films/Zootie Studios （南アフリカ　2014年）

ⒸUnearthed Motion Pictures CC
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BS世界のドキュメンタリー
シリーズ　エネルギーの将来　地球の未来

「地球を食い尽くすのは誰？“人口爆発”の真実」
■放送：BS1／2015年3月11日（水） 午前0:00～0：49
　世界の人口は72億。「アジアやアフリカで“人口爆発”
が続けば食料・水・エネルギー資源が不足し、温暖化も
進み、人類は滅びる」と識者は警鐘を鳴らしています。
しかし、この議論は本当なのでしょうか？人口が急増す
る貧しい国々では、一人あたりのエネルギーや食料の
消費量が先進国よりずっと少なく、人口密度も低い地域
が多いのです。本当の問題は、豊かな国が化石燃料や
食料をこのまま大量に消費し続けようとしていることでは
ないのでしょうか―。

BS世界のドキュメンタリー
シリーズ　エネルギーの将来　地球の未来

「“空中農園”が人類を救う !?」
■放送：BS1／2015年3月12日（木） 午前0:00～0：49
　アメリカの研究者が 2005年に発表した“都市型垂直
農園”。当時はコンセプトだけだったものが、水耕法や
LED照明などの技術開発によって実現に近づいていま
す。ハイテク栽培が世界で初めてビジネスとして成立し
たシンガポール、光の色によって味を変え、作物の成長
を促そうという研究が進
むオランダなど、最先端の
都市型農業を取材しまし
た。未来都市では、高層ビ
ルのような“空中農園”も夢
ではないのかもしれません。

NHKスペシャル
シリーズ　廃炉への道
第 1 回「放射能“封じ込め”果てしなき闘い」
■放送：総合／ 4月20日（日） 午後9：00～10：13

　東日本大震災で、3つの原子炉がメルトダウンすると
いう世界最悪レベルの事故を起こした東京電力福島
第一原子力発電所。現場では、溶け落ちた核燃料を取り
出し、強い放射性物質を帯びた原子炉を解体する「廃炉」
の作業がようやく始まろうとしています。3つの原子炉
を「廃炉」し、避難した住民を帰還させるという、人類史
上例を見ない試みは、果たしてどのような経過をたどる
のか。NHKスペシャルでは福島第一原発の「廃炉」を長
期にわたって徹底記録。科学的、社会的課題に向き合う
大型シリーズを4月からスタートさせました。第1回は、

「廃炉」がいかに果てしない作業か、数十年という歳月が
人びとや社会にどのような影響を与えるのかを探って
いきました。

NHKスペシャル
シリーズ　東日本大震災

「防潮堤400キロ～命と暮らしを守れるか～」
■放送：総合／5月30日（金） 午後10:00～10:49
　東日本大震災の巨大津波によって破壊された防潮堤。
自然災害を人工的なハードで防ぐことの限界が明らか
になりました。防潮堤に依存することで津波に対する油
断が生まれ、犠牲につながった可能性も指摘されている
のです。あれから3年。東北の被災地では、再び防潮堤が
建設されようとしています。高さ最大15m、総延長 400
㎞、総事業費 1兆円の巨大公共事業。防潮堤と土地のか
さ上げ工事などによって巨大津波に対しても“安全”な
町を目指そうとしているのです。防潮堤などのハードへ
の依存が、再び避難の遅れにつながらないか。老朽化を
防ぐための維持管理費が将来、被災地に重くのしかかる
ことはないか。巨大防潮堤が海辺の環境や景観を壊し
て漁業や観光業などのなりわいに悪影響を及ぼすこと
はないか。いつかまた必ず日本列島を襲う巨大津波に
どう備えるのか。東北の被災地の人々の防潮堤に対する
選択と葛藤を見つめることで、我々が海とどう向き合って
いけばいいのか考えました。

環境に関する放送番組やイベント

原題：Cities of Tomorrow: Vertical Farms 
制作：Docside Production （フランス　2014年）

ⒸARTE・DOCSIDE・RARE MEDIA

東日本大震災4年　
復興の課題を掘り下げる

NHKスペシャル
「メルトダウン File.5　知られざる大量放出」
■放送：総合／12月21日(日) 午後9：15～10：13
　最悪レベルとなった東京電力福島第一原子力発電所
の事故直後から、独自の取材と専門家による科学的検証
を重ね、事故の真相に迫り続けてきたシリーズ「メルト
ダウン」。今回は、“レベル7”とされた深刻な「放射能大量
放出」の全貌に迫りました。これまで「吉田調書」で知ら
れる政府などの公的な事故調査は、1号機から3号機、3
つの原子炉が次々にメルトダウンした 3月15日午前中ま
でを重点的に分析してきました。しかし公的調査では、

「放射能大量放出」の全体像の一部しか明らかにならな
かったのです。NHKが独自につかんだ新たなデータが
示したのは、これまで検証されてこなかった放射能大量
放出の事実。その放出によって、大熊町・双葉町の住民
の帰還を阻む高濃度の汚染や、3月末の首都圏での飲料
水の汚染など深刻な事態が引き起こされていました。番
組では、この「知られざる大量放出」を徹底検証。これま
でわかった事実とあわせて、事故の全貌を浮かび上がら
せ、突き付けられた課題を探りました。

NHKスペシャル
「流氷“大回転”」
■放送：総合／5月18日（日) 午後9：00～9：49
　オホーツク海の沖合で、流氷が数日間かけて「大回転」
することがあるといいます。しかし、このスペクタクル
を見た者はごくわずか。番組では、レーダー画像などを
手がかりに、小型機や砕氷船、そして沿岸の5か所に定点
カメラを設置し、巨大現象の全貌を記録。さらに、流氷
が消える頃に、この海で起こる魚や水鳥、シャチやクジラ
など、生き物たちの大集結と「大回転」の関係性の謎に
迫りました。

NHKスペシャル
「知床　ヒグマ運命の旅」
■放送：総合／8月3日(日) 午後9：00～9：49
　30頭以上が暮らすヒグマ密集地帯、知床・ルシャの渚。
特別保護地域に指定されたここは、日本に唯一残され
たヒグマの楽園です。私たちが、生後半年の若いオスの
兄弟と、この楽園に君臨していた老齢のオスの“王者”
を中心に撮影を始めたのは、2010年秋。その2年後、楽
園を悲劇が襲います。夏の海水温の異常な上昇によっ
て食料となるカラフトマスの遡上が遅れたことで、次々
とヒグマが餓死。私たちが追っていたオスの兄弟は、母
グマの決死の行動などでかろうじて命をつなぎ、老齢
の“王者”も危機を乗り越えました。しかしこの苦難は、
3頭のヒグマにとって、運命の旅の始まりに過ぎません
でした…。北海道・知床で、4年間にわたりヒグマたち
を記録し続けた膨大な映像を、詳細な調査に基づいた
血縁関係などから紐解く、かつてないリアルなヒグマた
ちの物語です。

NHKスペシャル
「神秘の球体　マリモ～北海道　阿寒湖の奇跡～」
■放送：総合／8月24日(日) 午後9：00～9：49
　北海道東部の阿寒湖。湖底には、「世界でもここだけ」と言
われる、不思議な丸い藻の群れがあります。国の特別天然
記念物「マリモ」です。実はこのマリモには、世界の科学者が
解明できない謎があるのです。その謎とは「マリモはなぜ
丸いのか？」。番組では、阿寒湖のマリモ群生地で特別の許
可を得て、複数の水中固定カメラを設置。知られざるマリモ
の生態を初めてとらえました。さらに、マリモを育む阿寒
一帯の美しい自然を1年にわたって撮影、その奥深さに多角
的に迫るとともに、可愛らしい丸い形に秘められた“神秘”
を紐解きました。

地球環境と生物多様性
について考える

ⒸNikolaus Geyrhalter Filmproduktion 
GmbH

ⒸNikolaus Geyrhalter Filmproduktion 
GmbH

原題：POPULATION BOOM 
制作：Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion （オーストリア　2013年）
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NHKスペシャル
ホットスポット 最後の楽園 season２

「プロローグ　生命を巡る地球の旅」
■放送：総合／10月11日(土) 午後7：30～8：43
　ホットスポットとは「その地域固有の動植物が多いに
も関わらず、既に原生の自然の７割以上が失われ、今す
ぐにでも保護の手を差し伸べるべき緊急の場所」のこ
と。NHKでは世界35カ所ある地域から12地域を選び、
2008年から6年の歳月をかけて、ホットスポットで繰り
広げられる大自然のドラマと絶滅の危機に瀕した貴重
な生きものたちの命のきらめきを記録してきました。
2011年に放送された第1シリーズ（6本）に続いて放送
される、新たな第2シリーズ（6本）のハイライトシーンや
見どころをナビゲーターの福山雅治さんが紹介。スタジ
オに、今年、自然保護団体を立ち上げた滝川クリステル
さん、宇宙飛行士の星出彰彦さんをゲストに迎え、地球
を巡る旅で考えたことや自然の大切さと地球の未来に
ついて語り合いました。

NHKスペシャル
ホットスポット 最後の楽園 season ２
第１回「謎の類人猿の王国～東アフリカ大地溝帯～」
■放送：総合／10月12日(日) 午後9：00～9：49
　アフリカ大陸の東部を南北に縦断する巨大な谷・
大地溝帯（グレート・リフト・バレー）。幅35〜100km、
総延長は7000kmにおよぶ大地の裂け目です。その西側
が赤道と交わるアルバタイン地溝の一帯は、生物多様
性の豊かさや人類が誕生した舞台として注目されてい
ます。ダイナミックな地殻運動が、周囲に氷河を頂く
高山からサバンナ、広大な湖、そしてうっそうとした熱
帯雨林という多種多様な環境を生み出しました。番組
ではナビゲーターの福山雅治さんが巨大なマウンテン
ゴリラと遭遇、類人猿たちの進化の足跡を探りながら、
ヒトに近いという謎に包まれた類人猿ボノボの驚きに
満ちた素顔にも迫ります。

NHKスペシャル
ホットスポット 最後の楽園 season ２
第２回「赤い砂漠と幻の珍獣～ナミブ乾燥地帯～
■放送：総合／11月16日(日) 午後9：00～9：49
　世界でも最も古く、最も乾燥した砂漠といわれるナミ
ブ砂漠。まるで火星に下りたったかのような渇ききった
極限の大地には、意外にも多様な生きものたちが暮ら
しています。ゾウの鼻とウサギの耳を持つ珍獣ツチブタ
や、砂丘を疾走するカメレオン、自分の目をなめて水分
を補給するヤモリの仲間、水を求めて放浪する砂漠ゾウ
など、極限の環境の中で生きものたちは独自の進化を遂
げてきました。この生きのものたちの命を支えているの
が意外な存在・シロアリと周期的に砂漠を包み込む神秘
的な霧です。小さなシロアリや霧のわずかな水分を求
めて、生きものたちが繰り広げる驚きのサバイバル術。
さらに、これまで科学者の間で大きな謎とされてきた
不思議な自然現象「フェアリーサークル（妖精の輪）」、
大地に刻まれた謎の輪に秘められた驚きの事実にテレビ
カメラが世界で初めて迫ります。 

NHKスペシャル
ホットスポット 最後の楽園 season ２
第３回「緑の魔境　生物の小宇宙～中米コスタリカ～」
■放送：総合／12月7日(日) 午後9：00～9：49
　北米大陸と南米大陸をつなぐ細い陸橋、中米コスタ
リカ。日本の九州と四国を合わせた程の狭い国土にも
関わらず、地球の生物種の5％近くが生息するという単
位面積あたりの生物多様性が地球上で最も高い場所
です。今から約300万年前、海底火山の噴火などで南北
両大陸が繋がり、両大陸からどっと生物が押し寄せま
した。新たに生まれた陸橋に、異なる起源をもつ生き物
たちが混ざり合いバトルを繰り広げることで世界に類
をみない濃密な世界が誕生しました。雨季の一日に数
十万頭のカメが一斉に集
結する「アリバダ現象」の
撮影にも成功。壮大な生
物大移動の歴史と進化の
謎に迫ります。

環境に関する放送番組やイベント

NHKスペシャル
ホットスポット 最後の楽園 season ２
第４回「天空の秘境　パンダの王国～中国　南西山岳地帯～」
■放送：総合／2015年1月11日(日) 午後9：00～9：49
　第4回は、“世界の屋根”と呼ばれるヒマラヤの造山活
動によってできたチベット高原の周辺のホットスポット
が舞台。チベット高原の東端に何本もの山脈が並行して
走る不思議な場所があります。ここは世界一級の珍獣
たちの故郷。竹林で特殊な進化を遂げたパンダや黄金
のサル・キンシコウ、そして深山幽谷でコケのような菌
類を食べる奇妙な顔をしたシシバナザルなどが暮らし
ています。さらに標高 4000mのチベット高原やその周
辺は、氷河期の生き残りの 動 物たちの宝庫です。番組
では、パンダの進化をめぐる驚きの新事実も紹介しな
がら、極限の環境に適応し特殊な進化を遂げた生きも
のたちの不思議に迫りました。

NHKスペシャル
ホットスポット 最後の楽園 season ２
第５回「巨木の森　空飛ぶ動物たち
～スンダランド ボルネオ島～」
■放送：総合／2015年2月15日(日) 午後9：00～9：49
　東南アジアにある世界で３番目に大きな島ボルネオ
島。インドネシアの島々なども含む一帯はスンダランド
と呼ばれ、高さ70mの巨木が林立する世界最古の熱帯雨
林が広がっています。ここでは「島という資源が限られ
た環境」の中で、多くの生物が生き残りをかけて独特の
進化を遂げてきました。巨木の森は奇想天外な方法で
樹上生活に適応した生きものたちの宝庫。木から木へと
見事な滑空を見せる空飛ぶトカゲやヘビ、100mも滑空
する謎の動物ヒヨケザル、クマネコの異名を持つ珍獣ビ
ントロング、体重100キロ近い巨体をもつ世界最大の樹
上動物オランウータンなど。島に閉じ込められた生きも
のたちが背負った進化の宿命に迫りました。

NHKスペシャル
ホットスポット 最後の楽園 season ２
第６回「太古の動物　奇跡の楽園～インドとスリランカ～」
■放送：総合／ 2015年3月15日(日) 午後9：00～9：49
　シリーズ「ホットスポット最後の楽園 season2」の最
終回はインドとスリランカが舞台。ガーツ地方と呼ば
れるインド亜大陸の西側とスリランカには他では見る
ことのできないユニークな自然が広がっています。そ
こは太古の面影を留めた不思議な生き物たちの宝庫。
恐竜時代の生き残りという紫色のカエルや、逆さまに
歩行する夜行性の霊長類、シロアリを食べる毛むくじゃら
なクマ、サイの角のような巨大なクチバシを持つ珍鳥
等々。その背景には壮大な地球の営みが隠されていま
した。奇妙な動物たちの箱船が生まれた不思議に迫る
と共に、福山雅治さんが
スリランカが直面する野生
動物と人間との軋轢の現
場をリポートしました。

クローズアップ現代
「動物園クライシス～ゾウやキリンが消えていく～」
■放送：総合／6月3日（火） 午後7：32～7：58
　動物園から人気者が消える日が、現実になるかもし
れない。全国の動物園で高齢化が進行し、ここ10年、国
内のアフリカゾウは4割減少。ゴリラは5割、キリンも
3割減りました。海外から新しく買おうとしても、野生
動物の取引が制限されたことや、海外での動物園建設
ラッシュなどで価格が高騰。国内で繁殖させようとし
ても、動物園同士の協力体制が整っておらず、なかな
か実現できていません。同じ問題に直面するアメリカで
は、トップダウンの強力な組織が、科学的基準に基づい
て動物の移動を推し進め、繁殖を進めています。岐路
に立つ日本の動物園が将来どうあるべきか探りました。
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地球イチバン
「地球最後の航海民族
　～ミクロネシア・中央カロリン諸島～」
■放送：総合／10月9日（木） 午後10:00～10：47
　およそ3000年前に、人類が太平洋の島々へと渡った
秘密を解き明かす伝説の民に密着。頼りになるのは、
波や星といった自然を読む技だけ。彼らは地球上でここ
にしか残っていないとされる航海術を武器に、エンジン
も羅針盤もない木造のカヌーで、数百キロもの航海を
する。台風で被災した隣の島へ食糧を届けるため、嵐の
中大海原へと繰り出した男たちの物語を追いました。

地球イチバン
「世界一オーロラに出会える街
　～アラスカ・フェアバンクス～」
■放送：総合／2015年2月5日（木） 午後10：00～10：47
　頭上に180度広がる緑の帯。雪景色の中、天空の色と
形が刻々と変化する幻想的な光景。生き物のように揺
らめく光に、女神の姿を見る人もいれば、悪魔の怒りを
見る人もいるといいます。晴れていれば毎日でもオー
ロラが見られる街で、ルー大柴がオーロラハンターと
共にその姿をキャッチ。先住民に語り継がれる謎の

「オーロラの声」の正体とは？その研究には、驚きの事
実が隠されていました。　

地球イチバン
「世界最大の湿原　～ブラジル・パンタナール～」
■放送：総合／2015年2月26日（木） 午後10：00～10：47
　地球の裏側にあるという、本州がすっぽり入る巨大な水
の大地。カピバラの親子が悠然と泳ぎ、傍らではワニが口を
開けてひなたぼっこする生命の楽園。ここには、世界でも珍
しい「水上のカウボーイ」たちが暮らしています。東京ドーム
6,400個分の広大な農場に散らばる牛たちを驚くべき連携で
管理する仕事人たち。自ら道具を全て作り上げ、じゃじゃ馬

を乗りこなす術と投げ縄の技を受け継ぐ彼らに密着。雨季
本番を控えたひと夏の物語を描きます。

地球イチバン
「世界一長い氷の道　～カナダ・アイスロード～」
■放送：総合／2015年3月5日(木) 午後10：00～10：47
　カナダ極北の広大な湿地帯に点在する先住民の
村々。1年の大半は人や車が入れない“陸の孤島”です。
その一つ、ワティ村は約500人が暮らす小さな村。平均
気温が氷点下30度となる1月、村人たちによるアイス
ロード建設が終盤に入っていました。氷の割れる危険が
伴う命がけの作業を繰り返し、ようやく開通にこぎ着け
ます。総延長約2000キロ。
世界最長の氷の道の開通
で外界とつながる先住民
の村の冬の物語。

地球イチバン
「世界一平らな大地　～ボリビア・ウユニ塩原～」
■放送：総合／2015年3月19日(木) 午後10：00～10:47
　2つの太陽が上り、“空飛ぶバス”が駆け抜ける白の大
地へ。青い空に白い雲、夕日に星空、全てを映し出し、眼
前を奇跡の絶景が埋め尽くす塩原。ここは、南北100キロ
にわたり、わずか50センチの高低差しかない、大自然の
営みが生んだ天空の鏡。ウユニ塩原を生んだ伝説が残る
村では、インカ以来の暮らしと、世界を救うと注目され
る“食の宝”との出会いがありました。

ザ・プレミアム
プレシャスブルー

「カリブ海　クジラの親子と出会う旅」
■放送：BSプレミアム／7月19日(土) 午後7:00～8:29
　世界の海を素潜りで撮影し“人魚”と呼ばれるフリーダイ
バー、二木あいさん。動物たちを怖がらせず自然な姿を
捉えるため、呼吸音や泡を出すボンベを使わない水中撮
影にこだわり、世界で注目されています。マッコウクジラ
が子育てをする楽園・ドミニカ国の海で、至近距離から
その様子を撮影する二木さんの挑戦に密着。クジラが仲

環境に関する放送番組やイベント

間たちにしか見せないありのままの姿を撮影しようと、
二木さんは透き通る紺碧の海の中をクジラの親子ととも
に泳ぎ、海の神秘に迫っていきます。

日本列島誕生～大絶景に超低空で肉薄！～
■放送：総合／2015年1月2日(金) 午後7：30～8:43
　私たちが暮らす日本列島は、4枚のプレートがひし
めく地球唯一の地殻変動地帯に存在しています。地震
や火山活動などによって、今も絶えず姿を変え続けて
おり、まさに「大変動の大地」といえる場所です。“プレー
トの沈み込みが作り出した絶景”を求めて、日本各地に
出発！無人飛行機やマルチコプターなど超低空の空撮
でとらえながら、日本列島の成り立ちを紐解いていきま
す。最大の見どころは、東京から南へ1000km離れた小
笠原諸島の「西之島」。2013年11月に突如姿を現し、今
なおマグマを噴き出し続けています。活発な火山活動の
ため、島の半径 6km以内の立ち入りが禁止されています
が、NHKの取材班は無人飛行機での撮影を敢行！初め
てその全容が４K高精細映像で明らかになります。日本
列島の大地の豊かな表情を見つめながら、誕生のロマン
に思いをはせる知的エンターテイメント番組。

特集ニッポンの里山
「春！命輝く棚田と雑木林を行く」
■放送：BSプレミアム／4月3日（木） 午後9：00～9:59
　里山が最も輝く春、写
真家の今森光彦さんと、女
優の財前直見さんが九州
を訪ね、春の息吹を探しま
す。昨年、世界農業遺産に
登録された大分県国東地
方には、シイタケ栽培のために植えたクヌギの森を中心
に田んぼやため池が一体になった美しい里山が広がり、
荘園時代のままの風景も残っています。そこは財前さん

のふるさとです。その他にも菜の花が満開の佐賀県唐津
市蕨野の棚田など、全国の美しい棚田や花の里山などを
交え、里山歩きを楽しみます。

特集ニッポンの里山
「絶景津々浦々　水をめぐる命の輝き」
■放送：BSプレミアム／9月28日（日） 午後6：45～7：30
　日本には海辺にも人と自然が共生し、命の多様性が
保たれている場所が数多くあります。そんな「海の里山」
を、日本を代表する水中写真家・中村征夫さんの映像で
全国各地に訪ねます。知床半島コンブの浜、イルカがす
む能登・七尾湾、岩ガキが育つ秋田鳥海山ろくの海底湧
水、沖縄石垣島の大サンゴ礁などで豊かな自然と伝統漁
などを紹介。中村さんと里
山の写真家・今森光彦さ
ん、女優・宮崎美子さんが
能登半島七尾湾の浜辺に
集い、海の里山の世界を伝
えます。

課外授業　ようこそ先輩
野鳥が喜ぶ町をつくろう～生物学者　池田清彦～
■放送：E テレ／7月25日（金） 午後7：25～7：47
　テレビでも人気の生物学者・池田清彦さん。最近、気
がかりなのは町でスズメを見かけなくなったこと。なぜ
スズメは姿を消したのか？教室を飛び出し、双眼鏡を手
に野鳥を観察する授業が始まります。子どもたちに伝え
たいのは、すべての生きものは支え合って生きているこ
と。そこで、“人間と生きも
のが共に暮らせる未来の
町づくりを考えてみよう”
という課題が出されまし
た。いったいどんな町が生
まれるのでしょうか。

特集番組
坂本龍一の MUSIC FOR ダンゴムシ
■放送：Eテレ／8月1日（金） 午前9：55～10：05ほか
　NHK for Schoolで配信している学習用クリップの
なかから、ダンゴムシの生態を撮影したものを厳選し、
坂本龍一さんのオリジナル音楽にのせて紹介しました。

「誕生」「脱皮」「成長」「死」そして「命の循環」の 5 曲で
構成されています。

身近な環境を見つめる
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総合テレビの主な番組
NHKスペシャル ����������������������� 午後9：00〜

4月20日㈰ シリーズ　廃炉への道
第1回「放射能“封じ込め”果てなき闘い」

5月18日㈰ 流氷“大回転”
5月24日㈯ シリーズ　エネルギーの奔流

第1回「膨張する欲望　資源は足りるのか」
5月25日㈰ シリーズ　エネルギーの奔流

第2回「欲望の代償　破局は避けられるか」
8月  3日㈰ 知床　ヒグマ運命の旅
8月24日㈰ 神秘の球体　マリモ～北海道　阿寒湖の奇跡～
8月31日㈰ 巨大災害　MEGA DISASTER　地球大変動の衝撃

第2集 「スーパー台風“海の異変”の最悪シナリオ」
9月20日㈯ 巨大災害　MEGA DISASTER　地球大変動の衝撃

第3集 「巨大地震 見えてきた脅威のメカニズム」
9月21日㈰ 巨大災害　MEGA DISASTER　地球大変動の衝撃

第4集 「火山大噴火 迫りくる地球規模の異変」
10月12日㈰ ホットスポット 最後の楽園 season2

第1回 「謎の類人猿の王国～東アフリカ大地溝帯～」
11月15日㈯ 巨大災害　MEGA DISASTER　地球大変動の衝撃

 「日本に迫る脅威　激化する豪雨」
11月16日㈰ ホットスポット 最後の楽園 season2

第2回 「赤い砂漠と幻の珍獣～ナミブ乾燥地帯～」
12月  7日㈰ ホットスポット 最後の楽園 season2

第3回 「緑の魔境　生物の小宇宙～中米コスタリカ～」
2015年

1月11日㈰ ホットスポット 最後の楽園 season2
第4回 「天空の秘境　パンダの王国～中国　南西山岳地帯～」

2月15日㈰ ホットスポット 最後の楽園 season2
第5回 「巨木の森　空飛ぶ動物たち～スンダランド ボルネオ島～」

3月15日㈰ ホットスポット 最後の楽園 season2
第6回 「太古の動物　奇跡の楽園～インドとスリランカ～」

NHKスペシャル �����������������������午後7：30〜
8月30日㈯ 巨大災害　MEGA DISASTER　地球大変動の衝撃

第1集 「異常気象“暴走”する大気と海の大循環」
10月  4日㈯ 緊急報告 御嶽山噴火～戦後最悪の火山災害～
10月11日㈯ ホットスポット 最後の楽園 season2 

「プロローグ　生命を巡る地球の旅」

NHKスペシャル �����������������������午後7：45〜
8月22日㈮ 緊急報告  広島  同時多発土砂災害

NHKスペシャル �����������������������午後9：15〜
12月21日㈰ メルトダウンFile.５　知られざる大量放出

NHKスペシャル ���������������������� 午後10：00〜
5月30日㈮ シリーズ　東日本大震災

「防潮堤400キロ～命と暮らしを守れるか～」

クローズアップ現代 �������������� ㈪〜㈭／午後7：30〜
5月26日㈪ 追跡 アフリカゾウ密猟とテロ 

6月  3日㈫ 動物園クライシス～ゾウやキリンが消えていく～
6月19日㈭ 養殖ビジネス　国際競争時代 ～日本の活路は？～
8月28日㈭ 異常気象に適応せよ～進む農作物の温暖化対策～
9月10日㈬ デング熱 感染拡大を防げ
9月29日㈪ 緊急報告 御嶽山噴火

ダーウィンが来た！　生きもの新伝説 �����㈰／午後7：30〜

さわやか自然百景 �������������������㈰／午前7：45〜

NHKアーカイブス �������������������㈰／午後1：50〜
4月13日㈰ 沈黙の春～レイチェル・カーソンの警告～
6月15日㈰ シマフクロウの森を守る
7月27日㈰ 世界文化遺産　富士山～日本人の心の山～

2015年
2月  8日㈰ 流氷に生きる動物たち

週刊ニュース深読み ������������������ ㈯／午前8：15〜
7月12日㈯ 大雨・突然の豪雨

あなたはどう身を守る?どう備える?
9月  6日㈯ 繰り返される大雨の被害　命を守るには�

マサカメT V ���������������������� ㈯／午後6：10〜
4月  5日㈯ 大公開！謎がいっぱい深海生物

プロフェッショナル　仕事の流儀 �������㈪／午後10：00〜
11月10日㈪ 開拓せよ、最強の一本釣り　カツオ漁師・明神学武

2015年
1月  5日㈪ 脅威のエボラ、英知をかけて挑む

ウイルス学者・高田礼人

地方発ドキュメンタリー �������������� ㈫／午前0：40〜
10月28日㈫ 山古志　人が自然をいたわり　自然が人を癒やす里山

2015年
3月10日㈫ ツルとともに生きる

探検バクモン ��������������������� ㈬／午後10：55〜
4月23日㈬ 深海！モンスターゾーン

サキどり↑ ������������������������� ㈰／午前8：25〜
2015年

2月22日㈰“山のやっかい者”を資源に変えるゾ大作戦！

明日へ―支えあおう― ��������������� ㈰／午前10：05〜
2015年

1月11日㈰ イナサに稲がそよぐとき
～仙台市荒浜・土の再生の記録～

金曜eye 75分 ������������������ ㈮月1回／午後7：30〜
7月25日㈮ GO！親子で大自然
9月26日㈮“異常気象” 身近に迫る危機

～命・暮らしを守るために～

地球イチバン ����������������������� ㈭午後10：00〜
10月  9日㈭ 地球最後の航海民族

～ミクロネシア・中央カロリン諸島～

2015年
1月  8日㈭ 世界一透明すぎる海の秘密～イタリア・ランペドゥーザ島～
2月  5日㈭ 世界一オーロラに出会える街

～アラスカ・フェアバンクス～
2月26日㈭ 世界最大の湿原～ブラジル・パンタナール～
3月  5日㈭ 世界一長い氷の道～カナダ・アイスロード～
3月19日㈭ 世界一平らな大地～ボリビア・ウユニ塩原～

特集番組
12月30日㈫ 午後11：00〜 プレシャスブルー

「カリブ海　クジラの親子と出会う旅」
2015年

1月  2日㈮ 午後7：30〜 日本列島誕生
～大絶景に超低空で肉薄 ! ～

1月  4日㈰ 午前7：20〜 さわやか自然百景　新春特集
「四季　日本の自然を感じる旅」

Eテレの主な番組
ふしぎがいっぱい5年����������������� ㈫／午前9:40〜

「川とつきあう」 「雲と天気」 「魚が育つには」ほか

ふしぎがいっぱい6 年 ���������������� ㈫／午前9:50〜
「火山の力」 「地球をめぐる水」 「つながる命」ほか

社会のトビラ ��������������������� ㈬／午前9:30〜
「公害」 「環境を守る」

げんばるマン ���������������������� ㈭／午前9:50〜
「きれいな地球は誰がつくる？」 「それってゴミ？」ほか

しぜんとあそぼ �������������������� ㈯／午前6:45〜
身近な生きものの生態をじっくり見ていくことで、自然の不思議や命の輝きを伝える。

モリゾー・キッコロ　森へ行こうよ！ ������� ㈯／午前7:15〜
モリゾーとキッコロが、森を通して自然環境の大切さを伝える。

サイエンスZERO ������������������ ㈰／午後11:30〜
8月24日㈰ 完全養殖マグロ　大量生産に挑む ! 
9月  7日㈰ 雲のニュータイプ出現！　エアロゾルが気候変動を支配する

10月19日㈰ 夢の生物農薬“飛ばないテントウムシ”
12月14日㈰ 西之島の噴火が大陸を生む!?

2015年
1月18日㈰ 噴火の前兆は捉えられるか
2月  8日㈰“絶滅動物”がよみがえる？

地球ドラマチック ������������������� ㈯／午後7:00〜
5月１7日㈯ 植物　“生き残り大作戦”
5月3１日㈯“アジアゴイ”の侵入を防げ！～北米　五大湖に迫る危機～
6月  7日㈯ ラッコの赤ちゃんを救え！～“501号”が海に帰る日～
8月23日㈯ こぐま物語～双子の赤ちゃん成長日記～

10月  4日㈯ 増殖中！ケムシ　森を食べつくす！驚異の生態
10月１１日㈯ 増殖中！タラバガニ　生態系を壊す！海底の王者
10月25日㈯ 土の不思議～解明！生命を育む力～
11月  8日㈯ ゾウのサイティは１年生～野生に戻るための学校～
12月  6日㈯ 不自然な“進化”～今　動物に何が!?～

2015年
1月17日㈯ 増殖中 ! アリ　大地を支配！毒針の脅威
3月  7日㈯ オランウータンを守れ！

～“森の学校”　野生に帰る日まで～

課外授業　ようこそ先輩 �������������� ㈮／午後7：25〜
7月25日㈮ 野鳥が喜ぶ町をつくろう 池田清彦 （生物学者）

特集番組
8月  1日㈮ 午前9：55〜 坂本龍一のMUSIC FOR ダンゴムシ
8月  9日㈯ 午前7：15〜 なりきり! むーにゃん生きもの学園

「ホタルになりきり!」
11月22日㈯ 午前7：15〜 なりきり! むーにゃん生きもの学園

「カマキリになりきり!」

BS1の主な番組
国際報道2014 ����������������� ㈪〜㈮／午後10:00〜

5月  8日㈭ ボルネオ先住民脅かす森林伐採
9月22日㈪ 韓国騒然　巨大企業で健康被害が

化学物質の落とし穴
12月  9日㈫ 南北アメリカの交差路に咲く　希少ランを守れ
12月12日㈮ 米中協調　温暖化阻止に次の手は

国際報道2015 ���������������� ㈪〜㈮／午後10:00〜
2月  3日㈫ アメリカ　西海岸でサケが復活　

休耕田が揺りかごに�
3月12日㈭ アメリカ核汚染　“負の遺産”を産業に

BS世界のドキュメンタリー ��������������� 午前0:00〜
4月  2日㈬ サンド・ウォーズ～広がる砂の略奪～

11月25日㈫ シリーズ　止まらない環境異変
「メガストームに備えよ」

11月27日㈭ シリーズ　止まらない環境異変
「天気を操作 !? 人間のあくなき闘い」

11月28日㈮ シリーズ　止まらない環境異変
「幸せな日々は過ぎ行く
～グリーンランドとツバルの村で～」

2015年
3月  3日㈫ シリーズ　危険な時代に生きる

第１シリーズ　第１回「乾く大地」
3月  4日㈬ シリーズ　危険な時代に生きる　

第１シリーズ　第２回 「森がなくなるとき」
3月  5日㈭ シリーズ　危険な時代に生きる　

第１シリーズ　第３回「高潮に揺れる町」
3月  6日㈮ シリーズ　危険な時代に生きる　

第１シリーズ　第４回「氷と業火」
3月10日㈫ シリーズ　エネルギーの将来　地球の未来

「シェールガス開発がもたらすもの」
3月1１日㈬ シリーズ　エネルギーの将来　地球の未来

「地球を食い尽くすのは誰？“人口爆発”の真実」
3月12日㈭ シリーズ　エネルギーの将来　地球の未来

「“空中農園”が人類を救う!?」

環境に関する放送番組やイベント

環境に関する放送番組
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2015年
1月10日㈯ 午後7：30〜 世界最大！アルプス

氷の地下迷宮～オーストリア～
2月23日㈪ 午後7：30〜 火山が生んだ“生物大進化”

～エクアドル・ガラパゴス諸島～
3月18日㈬ 午後9：00〜 “黄金色のアマゾン”1000kmを遡れ！
3月31日㈫ 午後9：00〜 “幽玄色彩”の謎を追え～南欧　クロアチア～

グレートトラバース～日本百名山一筆書き走破～
5月24日㈯ 午後7：00〜 第一集　日本縦断7800km！

屋久島・宮之浦岳から四国・剣山
7月12日㈯ 午後7：00〜 第二集　紀伊半島・大峰山から

南アルプス・北岳
8月  2日㈯ 午後7：00〜 第三集　日本アルプス大縦断！

鳳凰山から白馬岳
9月20日㈯ 午後9：00〜 第四集　富士山・八ヶ岳・尾瀬

関東近辺33座を巡る
11月29日㈯ 午後9：00〜 第五集　最終回　7800km完全踏破へ！

東北～北海道24座を巡る
※第一集、第五集は「ザ・プレミアム」として実施

発見！体感！　川紀行
6月25日㈬ 午後10：00〜“女子力”輝く木曽川紀行
7月31日㈭ 午後10：00〜 秋田美人の里　雄物川紀行
8月14日㈭ 午後10：00〜 最北の大河に花咲く　天塩川紀行
9月25日㈭ 午後9：00〜 湯煙たなびく清流　那珂川紀行

10月30日㈭ 午後9：00〜 東京・野川　オアシス散歩
12月  3日㈬ 午後10：00〜 秋色のマジック　富士川紀行
12月11日㈭ 午後10：00〜 紅葉輝く！都会の大河　荒川紀行

特集ニッポンの里山
4月  3日㈭ 午後9：00〜 春！命輝く棚田と雑木林を行く
9月28日㈰ 午後6：45〜 絶景津々浦々　水をめぐる命の輝き

ワイルドライフスペシャル
2015年

2月16日㈪ 午後8：00〜 野生動物の家族　感動の絆を見た
3月30日㈪ 午後8：00〜 命の攻防！　狩りの技に迫る

まるごと知りたい！ＡｔｏＺ
4月26日㈯ 午後9：00〜 さあ行こう！里山ワンダーランド
7月26日㈯ 午後9：00〜 今年も猛暑？どうなってるの！？異常気象

にっぽん百名山スペシャル
8月  4日㈪ 午後7：30〜 百の頂に百の喜びあり　いざ、夏山へ！

11月 3日㈪ 午後7：30〜 紅葉前線南下中！いざ　錦秋の山々へ

ザ・プレミアム　プレシャスブルー
7月19日㈯ 午後7：00〜 「カリブ海 クジラの親子と出会う旅」

ザ・プレミアム  「深海のロストワールド　追跡！謎の巨大魚」
2015年

3月21日㈯ 午後9：00〜

にっぽん百名山 ����������������� ㈪／午後7：30〜8：00
㈭／午前11：00〜11：30　㈯／午前6：30〜7：00

ラジオ第1の主な番組
ラジオあさいちばん ��������������� ㈪〜㈮／午前5:00〜

4月  9日㈬ ビジネス展望 「ご当地電力が立ち上がる」
7月31日㈭（ローカル） 「伝統的七夕の夜に天の川を見よう」
8月  6日㈬ ビジネス展望 「燃料電池自動車への期待と課題」
9月20日㈯ 復興へのメッセージ

「自然エネルギーを産業復興のモデルに」
10月  1日㈬ ビジネス展望 「国連の気候サミットと日本の温暖化対策」
10月30日㈭（ローカル）「未来に残したい鳥風景」
2015年

2月10日㈫ ビジネス展望 「ドイツの再生可能エネルギー
固定価格買い取り制度の大改革」

3月10日㈫ ビジネス展望 「エネルギー自治に向けた、西粟倉村の挑戦」

私も一言！夕方ニュース ����������� ㈪〜㈮／午後5:00〜
▼「特集」について　

4月15日㈫「IPCC最新報告書　
温室効果ガス7割削減を指摘　対策は？」

4月23日㈬「水俣病　問い直される認定制度」
5月14日㈬「この夏 家庭でできる簡単節電術！」
6月  3日㈫「水銀を規制する“水俣条約” 日本の課題と役割は？」
7月16日㈬「世界遺産登録から1年　富士山の環境を守るには？」
7月29日㈫「絶滅危惧種 ニホンウナギをどう守る？」
9月  8日㈪「異常気象で日本の食が変わる」
9月16日㈫「太平洋クロマグロを守れるか？資源回復は可能か？」

10月15日㈬「電力会社の買い取り制限　
再生可能エネルギー導入の行方は？」

11月  5日㈬「激増！クマ出没 どう防ぐ？」
11月12日㈬「“究極のエコカー” 燃料電池車 一般向け販売へ」

▼「ホットトーク」（5 時台のコーナー）について　
6月20日㈮ 地球温暖化最新事情
8月  5日㈫ ダイオウイカ大量出現の謎

10月14日㈫ 日本に世界ジオパーク続々誕生
10月16日㈭ どうなる？温暖化国際交渉
12月17日㈬ どう守る？生物多様性
12月18日㈭ 宇宙の目で地球環境を守れ
12月19日㈮ 地球温暖化　COP20の成績表

NHKジャーナル ���������������� ㈪〜㈮／午後10:00〜
5月21日㈬「福島の企業と再生可能エネルギー開発」
6月10日㈫「有明海再生へ　立ち上がった市民たち」
6月16日㈪「間伐材を再利用　液状化対策に」
8月  7日㈭「3000人の若者が林業に　緑の雇用事業」

10月21日㈫「電気バスでエコロジー＆エコノミー」
11月19日㈬「環境に優しい　除草ヤギビジネス」

2015年　
1月  5日㈪「眠っていた森を活用せよ」
3月25日㈬「アイガモ農法進化中！　労力軽減に挑む農家」

夏休み子ども科学電話相談
7月22日〜25日、7月28日〜8月1日、4日〜8日、25日〜29日
身近な環境から、温暖化や地震など地球規模の環境問題まで、科学の分野の
専門家が子ども達からの質問に答えた。

BS1スペシャル　
6月  1日㈰ 午後10:00〜 ヤンキー原発　閉鎖

～米・バーモント州　５年の記録～
11月23日㈰ 午後７:00〜 世界を襲う異常気象

「迫りくる気候変動の脅威」

グローバルディベートWISDOM　
11月24日㈪ 午後2：00〜 低炭素社会実現へ

世界は危機を克服できるか

Asia Insight ��������������������� ㈪／午後2:00〜
5月12日㈪ 終わりなき森林再生～ベトナム～

ASIAN VOICES　
12月  9日㈫ 午後2：00〜 中国　汚染のない国土を～馬軍～

巨大災害　MEGA DISASTER　～地球大変動の衝撃　特別編～
11月17日㈪ 午後9：00〜 第１集 「異常気象

“暴走”する大気と海の大循環」
11月18日㈫ 午後9：00〜 第２集 「スーパー台風

“海の異変”の最悪シナリオ」
11月19日㈬ 午後9：00〜 第３集 「巨大地震

見えてきた脅威のメカニズム」
11月20日㈭ 午後9：00〜 第４集 「火山大噴火

迫りくる地球規模の異変」

シリーズ　気候変動との闘い
2015年

2月26日㈭ 午後5：00〜 科学者からの警告
～国連 IPCC 最新報告～

3月  2日㈪ 午前2:10〜 頻発する異常気象
～危機に立つアジア～

3月  4日㈬ 午後11:20〜 ＮＹ・ロンドン　被害最小化への挑戦
3月  5日㈭ 午後5：00〜 未来へ　アル・ゴアからのメッセージ
3月  8日㈰ 午後4：10〜 日本の技術で世界を救え！

BSプレミアムの主な番組
体感！グレートネイチャー

4月12日㈯ 午後7：00〜 厳冬！モンゴル大雪原　
太陽と月の七変化

5月17日㈯ 午後7：00〜 神秘！聖なる天空砂漠
～南米アンデス・アタカマ～

6月14日㈯ 午後7：00〜 始原の大地“ソングライン”を行く
～オーストラリア～

7月26日㈯ 午後7：30〜 純白の砂漠　誕生の謎
～北米大陸チワワ砂漠～

8月25日㈪ 午後7：30〜 魅惑の大渓谷　ヨセミテ
～アメリカ・カリフォルニア～

9月15日㈪ 午後7：30〜 聖なる泉セノーテ　マヤの地下世界を行く
～メキシコ　ユカタン半島～

11月  1日㈯ 午後7：30〜 トルネードアレー
アメリカ竜巻多発地帯を行く

12月20日㈯ 午後7：30〜 潜入！イラン炎と緑の大地

NHKワールドの主な番組
◇NHKワールドTV
ASIAN　VOICES ��������������������� 午前8:30〜
12月  5日　「中国：汚染のない国土を　～環境NGO代表　馬軍～」

NEWSLINE
4月  4日　 午後13：00〜「中国：深刻ごみ処理問題」
9月16日　 午後15：00〜「木の産業を育てる」

11月26日　 午後13：00〜「開発すすむ天然ガス自動車」

Asia Insight
4月25日　 終わりなき森林再生～ベトナム～

great gear
2月16日　 エコプロダクツ2014「自家発電のエコハウス」ほか

Journeys in Japan
8月26日　“奇跡の清流”とともに暮らす～高知・仁淀川流域～

Science View
4月15日　 絶滅の危機！日本のコイ

Inside Lens
2月21日　 ARE YOU LISTENING／「村を取り戻せ !」

TOMORROW
10月27日　 森が支える東北の復興（前編）
11月  3日　 森が支える東北の復興（後編）

Side by Side
12月20日　 きれいな水を届けたい

～バングラデシュで水環境改善に挑む～

CYCLE AROUND JAPAN 
9月  7日　「夏編」北海道！雄大な自然と文化が織り成す夏景色

Climate Countdown 
12月  6日　 世界を襲う異常気象

Tackling Climate Change
12月  8日〜 シリーズ 「気候変動」（全5回）

Living Beyond Boundaries
12月13日　 Episode4：「環境」

◇NHKワールドラジオ日本
ニュース解説インサイト

9月25日　「イラン　懸念深まる干ばつ」
10月  7日　「世界に誇る、スチール缶のリサイクル」
12月19日　『クリーン・インディア』キャンペーンが変えたもの

1月29日　「世界遺産シュンドルボン重油流出事故の影響」
3月25日　「象牙取引の規制強化を図るタイ」

ラジオジャパンフォーカス
5月13日　「追い風受けて広がる自転車ビジネス」
6月26日　「命と暮らしを守る防災林を作りたい」
9月  2日　「日本の都市の温度上昇を防ぐ新アイデア」
9月  4日　「生態系を取り戻せ～鹿児島県・屋久島～」

11月  6日　「トキといっしょに米作り」
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コンクール名 開催回数 部　門

放送人グランプリ 第13回 —

放送文化基金賞 第40回 テレビドキュメンタリー番組

放送文化基金賞 第40回 テレビドキュメンタリー番組

放送文化基金賞 第40回 テレビドキュメンタリー番組

放送文化基金賞 第40回 テレビエンターテインメント番組

ギャラクシー賞 第51回 テレビ部門

ギャラクシー賞 第51回 報道活動部門

ギャラクシー賞 第51回 報道活動部門

ギャラクシー賞 第51回 テレビ部門

ギャラクシー賞 第51回 テレビ部門

ギャラクシー賞 第51回 テレビ部門

ギャラクシー賞 第51回 テレビ部門

「地方の時代」映像祭 第34回 —

「地方の時代」映像祭 第34回 放送局部門

国際ドラマフェスティバル　
東京ドラマアワード 作品賞

文化庁芸術祭 第69回 テレビ部門／ドラマの部

科学技術映像祭 第56回 —

科学技術映像祭 第56回 自然・くらし部門

コンクール名 開催回数 部　門 賞

ワールド・メディア・フェスティバル 第15回 ドキュメンタリー番組部門：家族
番組カテゴリー　

インターメディアグローブ
金賞（カテゴリー1位）

ワールド・メディア・フェスティバル 第15回 ドキュメンタリー番組部門：自然・
野生生物カテゴリー　

インターメディアグローブ
金賞（カテゴリー1位）

ワールド・メディア・フェスティバル 第15回 ドキュメンタリー番組部門：自然・
野生生物カテゴリー　

インターメディアグローブ
銀賞（カテゴリー2位）

モンテカルロ･テレビ祭 第54回 — 特別賞　レーニエ3世賞

賞（英語） 番組名等

Intermedia-globe GOLD 足元の小宇宙〜82歳植物写真家と見つめる生命〜

Intermedia-globe GOLD NHKスペシャル「謎の海底サメ王国」

Intermedia-globe SILVER NHKスペシャル　世界遺産　富士山〜水めぐる神秘〜

Prince Rainier III Special Prize BS1スペシャル「海底からの警告〜化学兵器　大量投棄の実態〜」

賞 番組名等

準グランプリ NHKスペシャル「終わりなき被爆との闘い〜被爆者と医師の68年〜」制作スタッフ

最優秀賞 ETV特集「三池を抱きしめる女たち〜戦後最大の炭鉱事故から50年〜」

奨励賞 戦後史証言プロジェクト「日本人は何をめざしてきたのか」　
第５回　福島・浜通り　原発と生きた町

奨励賞 NHKスペシャル「終わりなき被爆との闘い〜被爆者と医師の68年〜」

最優秀賞 NHK スペシャル「足元の小宇宙〜生命を見つめる植物写真家〜」

選奨 NHK スペシャル「終わりなき被爆との闘い〜被爆者と医師の68年〜」

大賞 「里山資本主義」地方、日本の新たな生き方を提案し、「解決策」を提示するシリーズ番組
放送と出版、全国的ムーブメントの創出　代表者：広島放送局　井上恭介 CP

選奨 シリーズ「ふるさとの記憶」代表者：盛岡放送局　堀川篤志 CP

奨励賞 ETV 特集「毒と命〜カネミ油症　母と子の記録〜」

奨励賞 クローズアップ現代　「激増する野生動物〜福島の生態系に何が〜」

奨励賞 証言記録　東日本大震災　第22回「岩手県宮古市田老〜巨大堤防を越えた津波〜」

奨励賞 NHK スペシャル「里海　SATOUMI　瀬戸内海」

グランプリ NHK スペシャル「里海　SATOUMI　瀬戸内海」

選奨 ETV 特集「三池を抱きしめる女たち〜戦後最大の炭鉱事故から50年〜」

優秀賞（単発ドラマ） 土曜ドラマ「足尾から来た女」

優秀賞 土曜ドラマ「足尾から来た女」（前・後編）

文部科学大臣賞 NHK スペシャル「巨大災害　MEGA　DISASTER　地球大変動の衝撃」　第４集
火山大噴火〜迫りくる地球規模の異変〜

優秀賞 NHK スペシャル「知床ヒグマ運命の旅」

平成26年度（2014年）【国内】コンクール受賞一覧

平成26年度（2014年）【国際】コンクール受賞一覧
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環境イベント

全国各地のイベントでも、
皆さまとともに「環境」について考えました
ＮＨＫでは、気軽に参加いただける環境イベントを全国各地で開催し、参加いただいた皆さまとともに

「環境」について考えました。イベントの情報や開催の模様はホームページでも紹介しました。
 （ＮＨＫエコチャンネル http://www.nhk.or.jp/eco-channel/）

「特集番組［海と生きる］関連イベント
『僕らの青～瀬戸内の詩～』キャンペーン」
（広島県広島市）
■実施月日：2014年4月22日（火）～10月8日（水）　
■実施会場：アステールプラザ大ホール、広島市こども
                 文化科学館 ほか
　広島局では、3月に瀬戸内海が日本初の国立公園に
指定されてから80年を迎えたことに合わせて、中・四国
のＮＨＫ各放送局と一緒に、特集番組「海と生きる」を
２年間のシリーズで制作。その番組を核としたキャンペーン
を展開し、番組やイベントを通して、ふるさとの海の素晴ら
しさを伝えるとともに、視聴者の皆さまと身近な海や自然
との暮らしについて考えました。

〈主な内容〉
・みんなで歌おう！『僕らの青〜瀬戸内の詩〜』動画

募集（番組「海と生きる」のイメージソングの歌唱動画
を視聴者から募集し、10月に行った『瀬戸内みらい
コンサート』で披露したほか、番組やホームページなど
で紹介しました）

・企画展「月と海の不思議なカンケイ」（来場者168,372
人）（“海と月”をテーマに、「海月（くらげ）の絵合わせ」や

「月の海」の見え方など、遊びながら環境について学
べる展示を行ないました）

・月食観察会
（10月８日、企画展に合わせて開催しました。親子連
れなど約 400人の皆さんが専門家の解説を聞きなが
ら、皆既月食の観察を楽しんでいただきました）
 

ＮＨＫ大津放送局「びわ湖 
興味新深（きょうみしんしん）」夏休みイベント

「クイズで“もっともっと”知るびわ湖」
（滋賀県草津市）
■実施月日：2014年8月18日（月）
■実施会場：滋賀県立琵琶湖博物館
　大津局では“私たちの母なる湖・びわ湖”を最新の科学
的な視点で見つめ直し、その魅力を再発見する年間キャン
ペーン「びわ湖　興味新深」を展開しました。その中で夏
休み中の子どもや家族連れを対象に、滋賀県立琵琶湖博
物館を会場に実施したのが「クイズで“もっともっと”知る
びわ湖」です。
　このイベントではクイズショーとクイズラリーを通じて、
来場者の皆さまに琵琶湖の良さや不思議に触れてもらう
ことで、自然や環境の大切さを考えていただきました。
クイズショーは滋賀県出身のテツ andトモさんをゲスト
にお招きし、琵琶湖にまつわるクイズに挑戦するなかで
参加者に環境を守ることの重要性を訴えました。また、
クイズラリーは環境との共存をテーマにした琵琶湖博
物館の展示室を舞台にしました。答えを探すなかで琵琶
湖について考えてもらい、小さなお子さまにもご家族と
一緒に楽しんでいただきました。

「ECOパーク 2014」
（東京都渋谷区）
■実施月日：2014年6月7日（土）、8日（日）
■実施会場：ＮＨＫ放送センター
　東京では、2日間にわたり渋谷の放送センターで、環境
キャンペーン関連イベント「ECOパーク 2014“あした”を
つくろう〜みんなの地球」を開催しました。
　参加・体験型のブースのほか、環境に関連した番組や
キャラクターによる盛りだくさんのステージを通して、地球
と私たちの“あした”を作るためのヒントやアイデアを来
場者の皆さまと考えました。

〈主な内容〉
・エコステージ（環境に関連した番組やキャラクターに

よるステージ）
・ＮＨＫエコスタジオ（ＮＨＫの環境への取り組み、環境

関連番組の紹介）
・学びのプロムナード（番組関連や環境問題に取り組む

学生等のワークショップ）
・エコ遊園地（人力発電のミニ電車・ミニメリーゴーラ

ウンドなど）
・エコアート広場（ダンボールアート展示）

ＮＨＫスペシャル
「ホットスポット　最後の楽園」展
～大自然と生命の神秘に触れる旅～

（東京都渋谷区）
■実施月日：2014年8月26日（火）～10月19日（日）
■実施会場：ＮＨＫスタジオパーク　イベントホール
　世界の絶滅に瀕する生物や壮大な自然のドラマを番組
プレゼンター・福山雅治さんの眼を通して描き出す大型
自然番組、NHKスペシャル「ホットスポット 最後の楽園」。
第２シリーズの放送が10月から始まるのに先立ち、原生の
自然の７割が失われ、危機に直面している世界のホット
スポットを映像や展示などで紹介することで、地球の環境
について考えていただきました。環境に適応するため
独自の進化を遂げてきた動物クイズやアリ塚などの体験
コーナーでは、子どもたちにも自然の大切さを楽しく学ん
でいただくことができました。

〈主な内容〉
・世界のホットスポット（フロアシートＭＡＰ、動物切り出し

パネルなど）
・映像と展示で巡るホットスポットコーナー（ナミブ乾燥

地帯、セラード、日本）
・体験コーナー（アリ塚体験、タッチ化石体験、記念撮影）
・番組コーナー（特殊撮影機材の紹介、第２シリーズの見

どころ紹介）
・旅の記録コーナー（福山雅治さんや番組制作スタッフ

の旅の写真・映像等の展示）

環境キャンペーン関連イベント
　ＮＨＫでは平成15年度、テレビ放送50年を記念して「子どもたちにすばらしい未来を」をテーマに「ＮＨＫ環境
キャンペーン」をスタート。公共放送として、皆さまの環境に対する関心に応えようと、放送やイベントを通じ
たキャンペーンを展開しています。
　26年度も全国各地で環境キャンペーン関連イベントを実施しました。「自然・環境保全」「生態系の理解」といった
テーマの他、各地域の課題についても取り上げています。
　全国21会場でイベントを実施。およそ26万9千人の方々に参加していただきました（Ｐ45〜46資料２「イベント一
覧」参照）。ここでは、その中から４か所のイベントの様子を紹介します。

環境に関する放送番組やイベント
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NHKエコチャンネル

新しい技術の導入や業務の改善によって、より効率的な省エネに努めています。

省エネ・省資源設備の導入

あらゆる職場で省エネ対策の推進に
取り組んでいます

　NHKエコチャンネルは、2010年４月にNHKの環境情報専門
のポータルサイトとしてオープンしました。NHKのニュースや
番組から抜粋した「おすすめ動画」や、公害や原発・節電など環
境問題に関するテーマを特集したり、ゲーム感覚で環境につい
て楽しく学べる特集など、約1500本（2015年５月現在）の動画を
掲載しています。見たい動画をすぐに視聴できるように、2015年
２月にサイトをリニューアルし、トップページに新着動画やおすす
め動画・ランキング動画を掲載しました。また新たにキッズペー
ジも併設し、教育現場での活用も積極的に進め、小中学校での
利用も広がっています。視聴者とのコミュニケーションも大切に
し、ブログの更新やツイッターでの発信も行っています。全国各
放送局で行っているイベント情報や最新の環境ニュース、NHK
の環境経営に関するページも設け、環境に関する様々な情報が
得られる総合ポータルサイトを目指しています。

 
●特集・地球温暖化 あなたの疑問に答えます
　国連のIPCCから、地球温暖化に関する最新の第５次報告
書が 2014年に発表されました。NHKエコチャンネルでは、
それに合わせて地球温暖化の特集ページを公開しました。地
球温暖化の初歩的な質問、「地球温暖化」はなぜ起こるのか？

「IPCC」とはなにか？や、IPCCが発表している報告書を参考に、
地球温暖化は世界にどんな影響をもたらすのか？私たちは
どう食い止めていけばいいのか？など、６つの疑問にわけて解
説しています。表やイラストを多用し、視覚的にわかりやすい
ページになって
おります。より詳
しく知りたい人の
ために説明を読
むボタンを配置
し、より細かく地
球温暖化につい
て解説していま
す。

●キッズページの新設
　NHKエコチャンネルでは、子どもたちにも環境に関心を
持ってもらえるようにキッズページを設けました。エコチャン
ネルのキャラクター“エコどーもくん”を作成し、キッズペー
ジのマスコットにしました。対象年齢を分けて、小さなお子さ
ま向けのページでは、ゲームや生き物の動画がすぐに見られ、
小学生・中学生向けのページでは、クイズや学習テーマに合わ
せた動画が視聴できます。小中学校などの教育現場でもエコ
チャンネルを活用する取り組みが広がり、引き続き子どもたち
の環境教育のためのコンテンツを随時、充実していきたいと考
えています。

●事業イベント等での展示・エコチャンネル体験会
　NHKエコチャンネルは、渋谷の放送センターで５月の大型
連休に開かれた「渋谷ＤＥどーも２０１４」や、６月７日・８日に
開催された「ＥＣＯパーク２０１４あしたをつくろう〜みんなの
地球〜」、11月１〜３日の「NHK文化祭２０１４」に参加しました。
大勢の家族連れが訪れ、エコチャンネルを体験しました。なか
でも「生き物カードゲーム」は、小さなお子さんが、絶滅が心配
されている生き物たちのことを楽しみながら学べると人気を
博していました。

●英語版での発信・国際貢献
　NHKエコチャンネルの英語版は、約300本（２０１５年５月現在）
の動画を掲載、世界にむけて環境情報や取り組みを発信して
います。日本語版と同様に２０１５年３月にサイトをリニューアルし、
検索方法も充実しました。なかでも Area検索では見たい地
域の動画がすぐに視聴でき、知りたい情報をキャッチできま
す。また英語版でもブログの更新やツイッターでの発信も行い、
世界にむけて環境情報の発信に力を入れて取り組みました。

　全国の放送会館（地域冷暖房を利用している放送局を
除く）において、夜間電力で作成した「冷水・温水」や「氷」
を水槽に蓄え、昼間の冷暖房に使用する「蓄熱式空調
システム」を導入し、効果的な省エネルギー化を実現して
います。
　東京・渋谷の放送センターでは、蓄熱システムを有効に
利用して電力会社の電力需給が逼迫する時間帯に冷房に
使 用 す る 電
力 を 平 準 化
することで電
力 使 用 量 を
削 減 し て い
ます。

　老朽化した空調設備を更新する際には、高効率な設備
を導入して省エネに配慮しています。　
　放送センターでは 2012年度までに全部で 12台設置
している冷凍機全てを高効率型に更新しました。これに
より CO2 排出量は冷凍機 1 台あたり、従来よりも年間
約140トン削減することができました。
　放送センターと福岡
放送会館では、空調で
使用する冷温水の落
差を利用して発電する
マイクロ水力発電シ
ステムを設置、省エネ
に寄与しています。

　全国の放送局でクールビズ、ウォームビズを実施、事務
室の室温を夏期は28℃、冬期は20℃を原則にして省エ
ネに努めています。
　冷暖房では、暖房に使用する温水はヒートポンプ方
式、冷房に使用する冷水はフリークーリング方式とい
う、共に外気の熱を有効に活用する方法を、新会館建設
や設備更新時に採用し、省エネに努めています。
　放送機器室の冷房では、機器本体が効率的に冷房され
るよう、空調の吹き出し方向や風量を調整することで、
室内温度設定の上昇、空調機器台数の削減を図る等、適
切な空調機器の運用を行っています。
　その他、スタジオ運用時間に合わせた必要最小限の
冷房運転設定や放送に影響の出ない範囲でのスタジオ
内温度設定の見直しなど、こまめな運転の工夫で省エネ
を進めています。

　放送センターでは照明を中心に省エネを進めていま
す。日常の運用では間引き点灯、安全性を確保した上で
の最小限の点灯、昼休みの一斉消灯など、こまめな節電
に努めています。また、消費電力の少ない LED、CCFL

（冷陰極管）の導入も積極的に進めています。2014年度
までに食堂の
L E D 化を実
施、整備前に
比べて 70 %
もの電 力 使
用 量 が減少
できました。

蓄熱式空調システムの概要

マイクロ水力 1階食堂

蓄熱式空調システムの
導入

空調運用における
取り組み

放送センターの照明における
節電

設備更新や新開発設備による
省エネ

環境に関する放送番組やイベント 事業運営に伴う負荷軽減の推進
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放送技術の分野では、環境負荷の軽減につながる放送設備や機器の研究開発・整備を進めています。

環境に配慮した放送設備の開発・導入

放送設備の省エネ化を
推進しています

　環境負荷軽減の取り組みの１つとして、スタジオ照明
設備の使用電力量の削減に積極的に取り組んでいます。
　NHKではスタジオ照明の省エネ化を目指し、従来の
白熱灯照明器具に代わる照明器具として、近年家庭用
の省エネ照明器具としても普及が進んでいるＬＥＤを
利用したスタジオ用ス
ポットライト（一点を集
中的に照射する照明器
具）、フラッドライト（反
射鏡により広域照射す
る照明器具）、ホリゾン
トライト（スタジオ壁面
を照射する照明器具）を

メーカーと共同開発しました。これらのＬＥＤ照明器具
は、番組制作に利用可能な明るさ・色再現性などの性能
を確保しながら、消費電力を従来のおよそ１／５に低
減（80％削減）し、大幅なエコを実現しました。ＬＥＤ
照明器具は発熱も少ないため、スタジオ内の空調の
ための消費エネルギーについても削減効果が期待され
ます。
　開発したＬＥＤ照明器具は、ニュース・情報番組を
制作するスタジオを中心として順次導入を進めてお
り、2014年度は東京・渋谷の放送センターＣＴ－４１３
スタジオ・ＣＮ－７００及び名古屋・岐阜・盛岡放送局の
ニューススタジオ、長野・青森放送局の第一スタジオを
ＬＥＤ化しました。これらを含め累計 22の放送局で、開
発したＬＥＤ照明器具を日々の番組制作に活用してい
ます。

衛星伝送車（CSK）
　CSKは、取材カメラの映像を放送局などに通信衛星
を利用して伝送する車両です。この更新にあたっては、
排ガス規制に適合した低公害車両の採用、低公害発電
機の搭載など、周囲環境に配慮した更新整備を進めま
した。

　2014年度に更新した放送局のCSK（計３台）では、車
両本体に平成22年（2010年）排出ガス規制（ポスト新長
期規制）をクリアしたエンジンを採用しました。また、車
内の放送機器に電源供給する車載発電機は、国土交通
省が定める「排出ガス対策型建機械第 3次規制」を満た
しています。さらに、車内照明に LEDを採用したり、搭
載機器を小型・省電力化したりするなど消費電力の低
減も図っており、環境に配慮した整備を進めています。

ニュースカー
　 ニュースカーは、取材カメラの映像を放送局など
に無線伝送するコンパクトな伝送車両です。ニュース

カーの更新整備にあたっては、運用中の排ガスを低減
する仕組みを採用し環境への配慮を行っています。
　2014年度に更新したニュースカー（計５台）は、2011年
度に開発した機器用大容量リチウムイオンバッテリー
システムの搭載により、エンジンを停止した状態で約 2時
間連続して運用することが可能です。住宅街等での排
ガスのないクリーンな運用を実現したほか、住宅街等
で騒音低減した静かな中継・伝送にも効果を発揮して
います。

　全国ラジオ放送所において老朽化した送信機の更
新を進めていますが、その際デジタル処理技術を導
入することで高信頼化に加え省電力化を図りました。
2014年度は大阪第２放送所の大電力送信機（送信出力
300kW）を更新しました。その結果、年間で約 500t以
上の CO2排出量が削減できると試算しています。

開発した LED 照明器具の例
（ホリゾントライト）

放送センターCT−413スタジオ

青森放送局第一スタジオ 衛星伝送車 CSK

ニュースカー

大阪・第２放送所に導入したラジオ放送機

スタジオ照明の
省エネ化

番組設備の省エネ化

ラジオ放送機の省エネ化

事業運営に伴う負荷軽減の推進
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放送センターや地方の放送会館に、太陽光発電やマイクロ水力発電を導入し、
自然エネルギーの利用を積極的に推進しています。

自然エネルギーの活用

環境にやさしい放送会館を
めざしています

　2014年に完成したＮＨＫ新京都放送会館が、第２回
京（みやこ）環境配慮建築物の最優秀賞を受賞しました。
　京環境配慮建築物とは、高いメンテナンス性に由来
する長寿命化、自然環境の積極的利用、周辺環境や
地域の歴史性の配慮等に優れた建物を普及、啓発する
目的で、2012年度に京都市により創設された顕彰制度
です。

審査に際しては、
・地域産木材を目に触れる部位に使用することによる  

普及啓発活動
・周辺建物との連続性に配慮
・歩道の提供や公開スペースを設置することによる地域

環境向上
・ダブルスキンを利用した自然換気や、横引き光ダクト

による自然光導入
など、新しいエネルギー活用技術導入等が高い評価を
受け、最優秀賞を頂くことが出来ました。

　これらの技術を活かして、より環境にやさしい放送会館
　の建設につなげていきます。

　無停電電源装置（UPS）の負荷設備は放送に直結した
設備であり、365日24時間休むことなく稼働し続ける必
要があります。
　ＮＨＫでは、渋谷の放送センターでニュース送出に
必要な UPSを更新し、変圧器の高効率化など、省エネ化
を考慮したシステム設計を行いました。これにより総
合効率は、更新前には85％であったものが更新後には
95％となり、約10％※の節電を実現し、省エネ化に貢献し
ています。
※ 75ｋＷｈ（一般家庭の約180世帯分）の電力量に相当

　全国放送会館の老朽化した冷凍機を更新する際に高
効率型機器の導入をすすめています。
　冷凍機更新では最新の機種を採用することで 20〜
30％程度の電力量削減が可能となっています。また、外
気温や室内発熱量の変動に合わせて、空調に利用する
冷水や温水の水量を細かくインバーター制御するなど
の省エネ改修工事も実施しています。

京都新会館で第２回

「京
みやこ

環境配慮建築物」
最優秀賞を受賞

ニュースセンターの
ＵＰＳ整備 冷凍機の高効率化

京都産木材を使用した公開歩道

ＵＰＳ外観 山形放送会館の新しい冷凍機

屋上緑化

ＮＨＫ新京都放送会館　全体写真

視聴者公開スペース

事業運営に伴う負荷軽減の推進
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環境への負荷を少しでも軽減するため、廃棄物の抑制とリサイクルの推進に取り組んでいます。

　東京・渋谷放送センターの2014年度の廃棄物総量は
1,767トンで、前年に比べ 191トン(9.8%)減りました。
このうち紙ゴミの量は、790トンと前年から42トン(5.0%)
減少しました。
　NHKでは、以下の「3 R」方針により廃棄物の抑制に
努め、効果をあげています。

○ Reduce （リデュース：減量）
○ Reuse （リユース：再使用）　
○ Recycle （リサイクル：再資源化）

〈主な取り組み〉
1. 共用会議室プロジェクター利用によるペーパーレス

会議の推進、コピー用紙の使用量の削減と両面、縮小
コピーによる、紙ゴミの発生量の抑制

2. 事務用品のリユースコーナーの設置・活用よる文房
具廃棄処理の抑制

　放送センターでは、毎年６月、12月に「職場環境改善
活動」月間を設け、「文書の整理・整頓」「ゴミの削減と分
別の徹底」「リユースの促進」を図り、職員のリサイクル
に関する意識向上
を図っています。
　2014年度で13 年
連続リサイクル率
90% 以上を達成し
ました。

廃棄物の総量抑制

ごみのリサイクル率は
13年連続90%超

廃棄物の抑制とリサイクルの推進

廃棄物を減らすために
さまざまな努力をしています
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放送センター塵埃処理場　

■放送センターの廃棄物総利用と紙ゴミ量の推移　 ■放送センターのリサイクル率推移　

環境に優しい素材や無駄の少ないセット構造を検討し、日々のデザイン計画の中で環境に配慮する
取り組みを行っています。

「美術セットの３R計画推進」
～コストの軽減、廃棄物の抑制を推進～

分別ゴミ収集ボックス まいもん屋 桶作家

杉家

無苦庵

輪島漆塗師屋

杉家 杉家

プレスした空缶

～共通セットパーツの有効利用～
　美術セットに共通して使用できる「セットパーツ」を開
発し、廃棄物の抑制とコスト削減を推進。デザイナーは設

定される時代感や地域色を映像表現するために配置や
装飾などを工夫し、個 の々番組美術の品質貢献に常に取
り組んでいます。

美術セットのリユースで環境配慮

連続TV小説「まれ」

大河ドラマ「花燃ゆ」

木曜時代劇「かぶき者慶次」

事業運営に伴う負荷軽減の推進 事業運営に伴う負荷軽減の推進
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～ガラスフィルムの開発と展開～
　ＡＫ制作の番組使用に加え、ドラマ制作が増えた
名古屋局で運用。

　高画質対応のリアルさを通常のガラスに張り替える
だけで表現でき、かつ繰り返し使える便利な型ガラス
フィルムを今後も開発し、各拠点局や地域ドラマなど
幅広く展開していくことで経済効果と環境貢献、更に美
術セットの質の向上を狙いとしています。

　2013年度までに 7000枚に上る「ライブラリーミュー
ジック」（放送用に専門に作られている選曲用音楽）CDを
デジタル化し、省スペースと業務環境向上を図ってきま
したが、今年度は「旧メディア」に収録されていた音源
のデジタル化に取り組みました。

　時代的に貴重な音やNHKスペシャルで海外収録され
た音源など、約2400本のDATテープと 400巻の６ mm
テープを部内のロケサーバーにまとめました。

　今後も引き続き、部内の音響資産であるアーカイブス
のサーバー化を進め、豊かなコンテンツ制作に活用し、
効率的な業務環境整備に努めていきます。

美術セットのリデュースで
廃棄物の抑制

旧メディアデータのサーバー化で
更なる省スペース化と業務環境向上！

連続TV小説「まれ」桶作家

約2400本のDATテープと400巻の6mmテープの一部
10TB の部内
ロケサーバーに
省スペース化

ドラマ10「全力離婚相談・大須ロケ用セットあんスパ屋」

「若葉」

「ゆがみ」 「きらら」

事業運営に伴う負荷軽減の推進
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　ＮＨＫは、「環境監査」と位置づけて、ニュースや番組、
イベント等を通じて環境問題に関する情報をどのよう
に提供してきたか、省エネ・リサイクルなど環境に配慮
した事業運営にどのように取り組んでいるかについて、
毎年、本部部局・放送局の監査の中で取り上げています。
　監査結果については、ＮＨＫの理事会等に定期的に報
告し、課題があれば経営全体で環境保全への取り組み
状況を検証しています。

　環境監査にあたっては、環境に配慮した事業運営への
取り組みなどを事前に報告を受け、実地監査で検証しま
した。

　本部部局では、コピー用紙の削減施策として、複数
の部局で電子会議システムやタブレット端末の活用な
ど、会議のペーパーレス化への取り組みが積極的に行
われていました。このほか、放送技術局では独自に「エコ
見える化システム」を構築し、放送技術局内の電力使用
量の進捗を確認することにより定例的に使用量の抑制
を図っていました。また、技術局では、新放送会館にお
ける電力量削減は必須事項となっており、現地局の担当
者や業者とも連携しながら、目標達成に向けた取り組み
を行うとともに、建築後の状況確認も行うなど、新たな
建設工事の実施に生かすための検証も並行して進めて
いました。
　放送局では、節電対策として、複数の局で夏期の室温
設定 28℃の徹底や人感センサーの設置などの取り組み
が行われていたほか、2012年に新会館がオープンした
甲府放送局では、「環境にやさしいエコ会館」をめざし
て、太陽光発電や地下水の利用など自然エネルギーの
有効活用に積極的に取り組んでいました。

　環境へ配慮した事業運営を全局的に進めるために、
会長をトップに「環境経営推進委員会」を設置していま
す。環境経営推進委員会では、CO2削減の数値目標、アク
ションプラン等を策定しています。この委員会の下には
環境経営タスクフォースを配置し、具体的な検討課題が
生じた場合には、分科会を立ち上げて対応します。また、
放送やイベントを通じたNHK環境キャンペーンとも連動
しながら活動を展開しています。
　「NHK経営計画」を設定し、毎年「アクションプラン」

（P.39 参照）を策定・改訂し、より具体的な施策を明示し
て環境活動を推進しています。
　全国各部局・放送局においては、各局に配置した環境
経営推進委員長・委員を中心に、各現場での環境活動に
取り組んでいます。

■環境経営推進体制

　環境活動の実施状況についてPDCA（Plan-Do-Check-
Action）サイクルを回すことで、継続的に取り組みの改善を
図り、さらなる内容の充実に努めています。

■視聴者のみなさまとともに
　NHKは、実際に環境活動を推進すると同時に、活動の
考え方や内容について視聴者のみなさまに知っていた
だき、みなさまからの信頼をいただくことが大切と考え
ています。
　NHKは、環境活動への取り組みをまとめた「環境報告
書」を2002年から発行しています。今年度も「環境報告
書」は NHKの公開ホームページでもご覧いただくことが
できます。
　環境報告書に対する視聴者コールセンターへの電話・
電子メールなど、視聴者のみなさまからさまざまな形でい
ただくご意見・ご要望を、今後の目標や活動の改善に活用
しています。

NHKの内部監査は、環境問題に関する放送への取り組みなどの業務実施状況について、
毎年、リスク評価を行い環境監査を行っています。

環境に配慮した事業活動のために、「環境経営推進委員会」のもと、
全国各部局での活動を展開しています。

監査の実施環境経営
推進体制

継続的な
改善のために

2014年度　
環境監査について

環境監査

環境に配慮した事業運営の
点検・環境監査を行っています

環境経営の実現に向けて

全局的な推進体制により、環境に
配慮した事業運営を進めています

会　長

副会長

環境経営推進委員会

環境経営タスクフォース
（検討課題が生じた場合には

別途、分科会を立ち上げて対応する）

本部・全国　部局環境経営推進委員会

局
務
事
会
員
委
進
推
営
経
境
環

（2014年7月現在）

PLAN
・環境経営推進委員会による
  環境経営アクションプランの策定
・2014年度活動
　●エネルギー消費原単位の改善
　●放送設備・機器の省エネ更新
　●オフィスの節電

ACTION
・関係部局への改善指導
・次年度の重点活動の議論・検討
・アクションプランの見直し

CHECK
・環境監査
・エネルギー消費原単位改善
・状況の各部へのフィードバックと
  役員会への報告
・省エネ診断

DO
・節電ほか各種省エネ施策の推進
・コピー用紙使用量削減
・職員への環境教育
・部内周知活動

環境マネジメント環境マネジメント
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環境マネジメント

　NHKは、環境に配慮した事業活動を行うよう努力して
います。環境に与える影響の発生を防止・抑制し、環境を
良い状態に維持するための活動や整備に要する経費を
把握し、経営の意思決定に役立てるため環境会計を導入
しています。
　また、視聴者の皆さまに対して環境経営に関する取り
組みを開示することで公共放送としての説明責任を果
たしていくことも導入の重要な目的です。　

■集計方法
❶環境省が公表している『2005 年版環境会計ガイドラ

イン』の環境保全コストの項目に準じて行っています。
❷集計対象期間は、2014年4月1日から2015年3月31日ま

での1年間です。
❸集計範囲は、海外総支局を除く国内全局を対象として

います。
❹集計内容は、環境に配慮した物品の購入・借用、工事や

資源の有効活用、環境活動等環境保全のための経費を
集計しています。

環境に配慮した事業運営に役立てるため環境会計を導入しています。

環境会計導入の
目的

環境会計

環境保全の取り組みを
経費の面からとらえました

環境保全コストおよび効果
　環境保全とは、事業活動により環境に与える影響を防止、抑制又は回避することです。また、発生してしまった自然
環境の損傷を修復する取り組みも含まれます。環境保全コストは、こうした環境保全の取り組みのための投資やかかっ
た経費のことです。

環境保全に伴う経済効果
経済効果とは、環境保全対策を進めた結果、費用節減や収益獲得により経済的に貢献したものです。
費用節減は、資源の効率的利用あるいは循環的利用により節減できた費用です。
収益は、使用済み製品のリサイクルにより実際に得られた収入です。

環境保全効果
事業活動で発生する環境負荷の防止、抑制努力の結果をそれぞれの項目ごとに量で示しています。
環境保全効果は、前年度における環境負荷の総量と、当年度における環境負荷の総量との差として算定します。
差がマイナスになっていれば効果があったことになります。

分類・主な取組項目
2014年度 2013年度 2012年度 増減額

建設費 事業費 建設費 事業費 建設費 事業費 建設費 事業費

事業エリア内コスト（事業活動で支出した経費） 220,702 485,458 242,842 467,677 997,431 815,563 ▲22,140 17,781

①公害防止（大気汚染防止・水質汚濁防止） 0 7,417 44,577 6,157 7,758 4,549 ▲44,577 1,260

②地球環境保全（地球温暖化防止） 218,638 168,831 198,265 111,393 917,173 173,160 20,373 57,438

③資源循環（効率的資源利用） 2,064 309,210 0 350,127 72,500 637,854 2,064 ▲40,917

上・下流コスト 0 0 0 0 0 0 0 0

管理活動コスト
（環境情報の開示、事業活動に伴う自然保護、緑化、美化） 0 65,163 325 36,363 0 33,370 ▲325 28,800

研究開発コスト
（環境保全に関する研究開発） 81,740 308,087 164,260 307,761 93,698 305,164 ▲82,520 326

社会活動コスト
（企業の事業活動に直接関係の無い社会活動） 0 63,293 0 91,403 0 67,743 0 ▲28,110

環境損傷対応コスト
（事業活動が環境に与える損傷への対応） 0 0 0 0 0 0 0 0

合　計 302,442 922,001 407,427 903,204 1,091,129 1,221,840 ▲104,985 18,797

分類・主な取組項目 2014年度 2013年度 2012年度 増減額

費用節減 416,743 1,338,046 2,991,040 ▲ 921,303

放送用テープの再使用による新規テープ購入費の節減 411,451 1,334,004 2,986,263 ▲ 922,553

放送用テープの再使用によるテープ処分費用の減 5,292 4,042 4,777 1,250

収益 74,840 51,203 30,572 20,631

車両、器具什器など不用品の売却による収 74,840 51,203 30,572 23,637

分類 2014年度（総量） 2013年度（総量） 2012年度（総量） 増減量・率（効果）

事業活動に投入する資源に関する環境保全効果

電力使用量 332,364千 kwh 184,462t-CO2（92.0%） 339,124千 kwh 188,214t-CO2（91.0%） 343,739千 kwh ▲ 6, 760千 kwh（▲2.0%）

ガソリン使用量 1,461kℓ 3,392t-CO2（1.7%） 1,499kℓ 3,479t-CO2（1.7%） 1,463kℓ ▲ 38kℓ（▲2.5%）

軽油使用量 444kℓ 1,164t-CO2（0.6%） 517kℓ 1,355t-CO2（0.7%） 525kℓ ▲ 73kℓ（▲14.1%）

重油使用量 718kℓ 1,948t-CO2（1.0%） 729kℓ 1,978t-CO2（1.0%） 775kℓ ▲ 11kℓ（▲1.5%）

灯油使用量 1,158kℓ 2,885t-CO2（1.4%） 1,654kℓ 4,119t-CO2（2.0%） 1,343kℓ ▲ 496kℓ（▲30.0%）

都市ガス使用量 3,169,646㎥ 6,593t-CO2（3.3%） 3,602,687㎥ 7,494t-CO2（3.6%） 3,477,033㎥ ▲ 433,041㎥（▲12.0%）

プロパンガス使用量 14,658㎏ 40t-CO2（0.0%） 16,645㎏ 50t-CO2（0.0%） 15,441㎏ ▲ 1,987㎏（▲11.9%）

事業活動から排出する環境負荷及び廃棄物に関する環境保全効果

CO2排出量 200,488t-CO2 206,690t-CO2 208,275t-CO2 ▲ 6,202t-CO2（▲3.0%）

有形固定資産総額 1,219,480百万円 1,198,139百万円 1,174,171百万円 21,341百万円（1.8%）

CO2排出原単位 0.164 0.173 0.177 ▲ 0.009（▲5.2%）

一般・産業廃棄物処分量 4,645t 4,550t 4,462t 74t（1.6％）

（単位：千円）

注 1）環境保全活動により利益に貢献した事項のうち、実質的効果のみを対象に集計しています。
注 2）放送用テープの再使用は、テープ種別ごとに設定している再使用回数を基に算出した再使用本数に平均単価を乗じて算出しています。

注）有形固定資産総額は建物・構築物を含みます。

（単位：千円）
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数値目標
エネルギーを測る指標（ＣＯ２排出原単位※1）を基準年（平成23年度）比で27年度を
４％改善、以降の3年間で毎年１％の改善を目指し、ＣＯ２の排出抑制に取組む。
※1　ＣＯ２排出原単位＝ＣＯ２総排出量（トン）÷有形固定資産総額（百万円）

H27年度 H28年度 H29年度

４％改善 ５％改善 ６％改善

主な環境経営施策 内　容 実施計画
環境関連番組の放送、
イベントの開催

環境関連の番組、イベントを展開する。

深夜放送休止時間帯の
停波実施

ラジオ第２放送で深夜放送休止時間帯の停波を引き続き実施する。 　　　

Ｅテレで深夜放送休止時間帯の停波を実施する。（対象地域の拡大） 長野、福井、北九州、山形、盛岡、高知
（予定）

金沢、山口、熊本、宮崎、秋田、青森、旭川、
北見、徳島（予定）

宇都宮、松江、長崎、大分、沖縄、
帯広、室蘭、高松（予定）

東京都環境確保条例CO2削減
義務の履行

放送センターと放送技術研究所において、H27～31年度（5年間）のCO2排出量を基準値
より17％削減する。

職員の省エネに対する
意識向上

環境経営に関する情報を積極的に事務局から発信し、職員全員の環境に対する意識改革を
図る。

職場節電活動の継続 放送センターおよび全国放送会館のオフィス部門（電灯・コンセント系）電力使用量につい
て、削減目標を定め節電活動を実施する。

放送センター、放送局の
省エネ推進

ＣＣＦＬ、ＬＥＤ照明をはじめとする電灯の省電力化更新を実施する。

全国放送会館の電力消費量を系統別に把握する省エネ管理システムを活用し、電力削減対
策を実施する。（電灯の高効率化更新、空調温度設定・運転時間の見直しなど）

冷凍機更新や空調システムの省エネ改修工事を実施する。 冷凍機更新６局程度 冷凍機更新４局程度

自然エネルギー、
余剰エネルギーの活用

放送センター（240KW）、全国放送会館（合計385KW）、菖蒲久喜ラジオ放送所（2,000KW）に
整備した太陽光発電、および放送センターに整備したマイクロ水力発電（7KW）の運用を
継続する。

省エネ型放送設備の整備 環境に配慮した省エネ型の放送設備を開発、整備する。

新放送センターの省エネ化 社会的な要請である、ＣＯ２排出量を抑制した環境にやさしい新放送センター建設に向けた設
計を進める。

新放送会館の
省エネ化

空調・照明設備の高効率化や、太陽光発電、自然エネルギーの利用、屋上緑化などを行い、
環境にやさしい放送会館を建設する。 熊本 金沢、仙台、静岡

業務用車両への低燃費車、低公
害車の導入

一般放送車、報道室車両、営業車両の低燃費車導入について検討する。放送設備関係の
ニュースカー、ＣＳＫ、中継車および中継車車載発電機の低公害化を検討する。

事業系廃棄物の削減活動

コピー用紙の削減を図るため、業務の進め方を見直し、少しでも紙を使わない業務フロー
の構築を進める。 無線LANを活用した会議の

ペーパーレス化

ごみの削減と分別の徹底、リサイクルを行うことで廃棄物総量の抑制を図る。

番組セットで使用する美術セットの共通セットパーツを図り、再利用を促進するとともに
廃材の発生を抑制する。

（省エネ管理システムにて進捗状況を確認）

（電子会議・電子決裁システムの導入の検討）

平成27～29年度経営計画の具体化

NHK環境経営アクションプラン

環境問題をとらえた番組の制作、地域の実情に合ったイベントの展開

【停波 5 時間 / 日程度】

ＣＯ２排出量削減義務▲ 17％の履行（第 2 計画期間）

「環境経営だより」、「環境報告書」の発行による情報共有の促進

職場の節電活動（電灯・コンセント系電源）

電灯設備の省エネ整備（CCFL，LED 化）

各種節電施策の実施

放送センター　太陽光発電、マイクロ水力発電の運用（年間発電量の見込 240,000kWh）
全国放送会館　太陽光発電の運用（年間発電量の見込 385,000kWh）

菖蒲久喜ラジオ放送所　太陽光発電の運用（年間発電量の見込 2,800,000kWh）

スタジオ照明のＬＥＤ化、ラジオ放送機の高効率化など

省エネに必要な要件の洗い出し、建設基本計画の策定

低燃費車両の導入の検討
燃焼効率の高度化、窒素酸化物減少による低公害化の推進

コピー用紙使用量の削減

事務用品のリユース ( 再利用 ) の促進、ごみ分別によるリサイクル率の向上

番組美術セットのリユース（共通セットパーツの有効利用）

【停波 3 時間 / 日程度】
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地域 放送局 チャンネル 放送日 放送時間 番組名

北海道

札　幌 総合

7月27日 7：45～  7：59 さわやか自然百景　雨竜沼湿原　初夏
9月21日 7：45～  7：59 さわやか自然百景　阿寒の水辺

11月16日 7：45～  7：59 さわやか自然百景　北海道　真狩川
12月  7日 7：45～  7：59 さわやか自然百景　北海道　美瑛の森
10月24日 7：30～  7：55 北海道クローズアップ　追跡！海の異変　～どうなる？北海道漁業

函　館 総合

5月22日 18：10～19：00 ほっとニュース北海道　「古民家の廃材を家具に」
8月  4日 18：10～19：00 ほっとニュース北海道　「鉄バクテリアで除染実験」

10月16日 18：10～19：00 ほっとニュース北海道　「函館で電気自動車のカーシェアリング」
11月17日 18：10～19：00 ほっとニュース北海道　「木質バイオマス暖房の運転開始」
12月  4日 18：10～19：00 ほっとニュース北海道　「広がる道南スギの活用」
1月25日 7：45～  8：00 おはよう北海道　「かんじきブナウォッチング」

釧　路 総合

4月17日 18：10～19：00 ネットワークニュース北海道　
6月  7日 12：10～12：15 12時ニュース　
7月  1日 18：10～19：00 ネットワークニュース北海道　

11月12日 18：10～19：00 ネットワークニュース北海道
3月   2日 18：10～19：00 ネットワークニュース北海道
3月25日 18：10～19：00 ネットワークニュース北海道
毎月 １回 11：50～11：54 つながる＠オホーツク
4月  3日 11：50～11：54 つながる＠オホーツク
5月19日 11：50～11：54 つながる＠オホーツク

北　見 総合 6月10日 11：50～11：54 つながる＠オホーツク
9月22日 11：50～11：54 つながる＠オホーツク

10月15日 11：50～11：54 つながる＠オホーツク
11月25日 11：50～11：54 つながる＠オホーツク

室　蘭 総合

6月23日      18：10～    ほっとニュース北海道　企画リポート「昭和新山誕生70年」
8月  8日      18：10～   ほっとニュース北海道　企画リポート「天然ガス使った大規模野菜工場完成」
9月29日      18：10～ ほっとニュース北海道　企画リポート「有珠山の観測体制」

10月24日      18：10～    ほっとニュース北海道　「バイオマス発電所　苫小牧に開設へ」
10月24日      20：00～   北海道中ひざくりげ　「知られざる室蘭の特産 “ヤヤンコンブ”」
3月12日      18：10～ ほっとニュース北海道　企画リポート「津波に強い社屋で地域貢献」

東北

仙　台 総合
5月16日 19：30～19：55 クローズアップ東北

「“指定廃棄物”をどう処分するか～原発事故　負の遺産のゆくえ～」
10月17日 20：00～20：43 東北Ｚ「サンドウィッチマンのどうなってる？原発事故の汚染物」
1月16日 20：00～20：43 東北Ｚ「生命に何が起きているのか ～阿武隈山地・科学者たちの挑戦～」
7月  9日 18：10～19：00 ニュースやまがた６時

10月  2日 18：10～19：00 ニュースやまがた６時
山　形 総合 2月  5日 18：10～19：00 ニュースやまがた６時

随時 18：10～19：00 ニュースやまがた６時　コーナー　「みんなで山形撮影隊　とてけろ」
随時 18：10～19：00 ニュースやまがた６時　コーナー　「山里を訪ねて・中津川の四季」

8月  9日 18：10～18：59 「おばんですいわて」リポート
盛　岡 総合 9月19日 18：10～18：59 「おばんですいわて」リポート

12月19日 18：10～18：59 「おばんですいわて」輝インタビュー

福　島 総合
6月  6日 19：30～19：55 福島スペシャル「畑の味のフレンチ」

平日 18：10～19：00 はまなかあいづ Today

青　森 総合

3月25日 18：10～19：00 あっぷるワイド
12月21日 18：45～19：00 ニュース６４５
6月28日 6：55～  7：00 ニュース
6月24日 18：10～19：00 あっぷるワイド
5月  8日 18：10～19：00 あっぷるワイド
7月12日 18：45～19：00 ニュース６４５

関東・
甲信越

10月31日 18：10～18：58 新潟ニュース６１０
1月22日 18：10～18：58 新潟ニュース６１０
1月30日 18：10～18：58 新潟ニュース６１０
3月27日 18：10～18：58 新潟ニュース６１０

新　潟 総合 8月  1日 19：30～19：55 金よう夜きらっと新潟「農家とともに挑む」　
9月19日 19：30～19：55 金よう夜きらっと新潟「ピカピカ☆日本ｉｎ　新潟　　総集編」

10月24日 19：30～20：00 金よう夜きらっと新潟「中越地震10年復興×未来」
11月14日 19：30～19：55 金よう夜きらっと新潟「輝きを守り継いで～山古志　ニシキゴイとともに～」
12月12日 19：30～19：55 金よう夜きらっと新潟「にいがた大調査団（仮）♯４」

地域 放送局 チャンネル 放送日 放送時間 番組名

甲　府 総合
7月  4日 19：30～19：55 ヤマナシQUEST×知るしん「県民対抗 !山梨 VS長野　クイズで旅する南アルプス」

6月 18：10～19：00 まるごと山梨「南アルプスユネスコパーク登録へ」
7月 18：10～19：00 まるごと山梨「富士山世界文化遺産から1年」

前　橋 総合

5月  1日 18：40～18：59 ほっとぐんま640「県庁で一足早くクールビズ」
7月15日 18：40～18：59 ほっとぐんま640「前橋で県内初の路上喫煙禁止」
8月28日 18：40～18：59 ほっとぐんま640「件の太陽光発電所で完成式典」
8月28日 18：40～18：59 ほっとぐんま640「環境学習施設を県内初認定」
9月  1日 18：40～18：59 ほっとぐんま640「ワカサギ釣り解禁も持ち帰り禁止」

関東・ 12月 18日 18：40～18：59 ほっとぐんま640「スキー場の照明をLEDに」
甲信越

水　戸 総合
4月  4日 18：10～18：59 ニュースワイド茨城内「藻からバイオ燃料を作れ」
5月  8日 18：10～18：59 ニュースワイド茨城内「小学生が霞ヶ浦で環境学習」
1月28日 18：10～18：59 ニュースワイド茨城内「指定廃棄物はどこへ」

宇都宮 総合 3月13日 19：30～19：55 とちぎの自然～水が織りなす四季～
4月  1日 7：45～  8：00 おはよう日本　関東甲信越＜中継＞
8月15日 18：10～19：00 首都圏ネットワーク＜いってみよう　いってみたい＞

さいたま 総合 10月 11日 7：30～  8：00 おはよう日本　関東甲信越＜土曜すてき旅＞
12月 26日 11：05～11：54 ひるまえほっと＜がんばりました2014＞

3月19日 18：10～19：00 首都圏ネットワーク＜いってみよう　いってみたい＞

名古屋 総合

4月  4日     20：00～20：43 金とく　やっほー！ 日本アルプス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「西穂高岳　冬物語　～雪が教えてくれること～」

4月11日  20：00～20：43 金とく　やっほー！ 日本アルプス　
「立山1300年の祈り　～早春の芦峅寺集落～」

6月27日 20：00～20：43 金とく　シリーズ　現場再訪　ルポルタージュ中部
「四日市公害　高度経済成長と灰色の空」

9月12日 7：45～  8：00 おはよう東海「水素ステーションどう普及させるか」
9月22日 7：45～  8：00 おはよう東海「電源を確保せよ～参入相次ぐ新電力～」

9月26日 20：00～20：43 金とく　わぉ！まるごと大自然
「南アルプス　白峰三山　ライチョウの息づく山々」

10月 14日 7：45～  8：00 おはよう東海「なぜ広がらない日本版“水産エコラベル”」
10月 24日 20：00～20：43 金とく　わぉ！まるごと大自然「太平洋　ウミガメ　はるかな旅」
10月 25日 19：30～19：55 ナビゲーション「師弟で挑んだ夢の結晶」
11月 10日 18：10～19：00 ほっとイブニング「藤前干潟で異変　環境を守るとは」
11月 14日 19：30～20：43 東海北陸スペシャル「ぞくぞく！ ZIZOKU　～持続可能な未来へ～」
12月 24日 7：45～  8：00 おはよう東海「消費生む“オーガニックコットン”」

東海・ 1月18日 19：30～19：55 ナビゲーション「水素がエネルギーを変える」
北陸 2月  5日 7：45～  8：00 おはよう東海「ゴミがエネルギーに変わる」

2月20日 20：00～20：43 金とく　シリーズ　現場再訪　ルポルタージュ中部
「イタイイタイ病　～現代への警告～」

金　沢 総合

6月  6日 18：10～19：00 かがのとイブニング　トキ野生復帰に向け放鳥はじまる
6月  6日 18：10～19：00 かがのとイブニング　輪島市の小学生が漂着ごみ調査
6月  6日 18：10～19：00 かがのとイブニング　小学生が「カジカゴリ」放流
6月  6日 18：10～19：00 かがのとイブニング　世界農業遺産後、能登の取り組み
6月  6日 18：10～19：00 かがのとイブニング　ふるさと旅日和「伏流水の恵み～白山市～」
6月  6日 18：10～19：00 かがのとイブニング　大陸からの PM2.5飛来量　長期的に見て減少

静　岡 総合

4月25日 19：55～19：58 ピタ撮り　ＳＨＩＺＵＯＫＡ
富士山麓で“カワイイ”探し～動物写真家・松原卓二さん～

5月30日 19：55～19：58 ピタ撮り　ＳＨＩＺＵＯＫＡ     山林を守る～きこり女子・本戸三保子さん～

6月27日 19：55～19：58 ピタ撮り　ＳＨＩＺＵＯＫＡ
大地の魅力を伝えたい　～ジオパークガイド・佐野勇人さん～

1月30日 19：55～19：58 ピタ撮り　ＳＨＩＺＵＯＫＡ     華道家　生け花で里山再生を
福　井 ラジオ第1 1月27日 17：00～17：55 情報たらふく

富　山 総合

4月24日 18：10～19：00 ニュース富山人　エンジョイ北陸プラス「ホタルイカ」
5月29日 18：10～19：00 ニュース富山人　エンジョイ北陸プラス「砺波平野の魅力を再発見！」
6月11日 18：10～19：00 ニュース富山人　カメラマンリポート・山への祈り「僧ヶ岳と山麓の営み」
7月  4日 18：10～19：00 ニュース富山人　金曜スペシャル「夏山開きを迎えた立山連峰」

10月 30日 18：10～19：00 ニュース富山人　エンジョイ北陸「立山で大地の恵み感じる」
2月20日 18：10～19：00 ニュース富山人　リポート・“八尾の水”が育てる「たらの芽」

津 総合
10月  7日 18：30～19：00 ほっとイブニングみえ

3月13日 18：30～19：00 ほっとイブニングみえ

全国のNHK各局では地域のみなさんに向け、さまざまな角度から環境を見つめたニュースや番組を放送しました。
その中から一部を紹介します。

「環境」をテーマにした地域放送番組（一部）

資料1
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地域 放送局 チャンネル 放送日 放送時間 番組名

岐　阜 総合

5月16日 18：30～19：00 ほっとイブニングぎふ
7月18日 18：30～19：00 ほっとイブニングぎふ
7月22日 18：30～19：00 ほっとイブニングぎふ
7月25日 18：30～19：00 ほっとイブニングぎふ

東海・ 7月24日 18：30～19：00 ほっとイブニングぎふ
北陸 10月 12日 18：30～19：00 ほっとイブニングぎふ

10月 16日 18：30～19：00 ほっとイブニングぎふ
11月 11日 18：30～19：00 ほっとイブニングぎふ
1月  2日 18：30～19：00 ほっとイブニングぎふ
2月  9日 18：30～19：00 ほっとイブニングぎふ
4月  4日 18：10～19：00（枠内） ニューステラス関西     「びわ湖の湖底で何が…」

4月7～11日 7：45～8：00 おはよう関西　中継・関西の春
4月30日 18：10～19：00（枠内） ニューステラス関西     「人気集める山の学校」
6月11日 18：10～19：00（枠内） ニューステラス関西     「間近で観察！　びわ湖の貴重なドジョウ」
7月  3日 18：10～19：00（枠内） ニューステラス関西     「島の節電をＩＴで」
7月11日 18：10～19：00（枠内） ニューステラス関西     「かんさい水中紀行　ビワコオオナマズ　産卵撮影成功！」

近畿

大　阪 総合

7月15日 18：10～19：00（枠内） ニューステラス関西     「ビワコオオナマズ」
7月23日 18：10～19：00（枠内） ニューステラス関西     「びわ湖のヨシ屋根を守る職人」
7月31日 7：45～8：00 おはよう関西　四季便り「水郷の川端（かばた）に涼を訪ねて」
8月13日 18：10～19：00（枠内） ニューステラス関西     「アオバズク見守り隊の夏」
9月25日 7：45～8：00 おはよう関西　「京都・鴨川　カモ親子の春夏秋冬」

10月 15日 7：45～8：00 おはよう関西「水害対策の要　土嚢最前線」
10月 30日 18：10～19：00（枠内） ニューステラス関西     「かんさい水中紀行　天然記念物イタセンパラ」
11月 14日 19：30～19：55 かんさい熱視線     「“奇跡”の湖を守れ～世界が注目する　びわ湖～」

11月25～28日 7：45～8：00 おはよう関西　中継・関西の秋
12月 18日 18：10～19：00（枠内） ニューステラス関西     「淀川のヌートリア」
12月 25日 7：45～  8：00（枠内） おはよう関西     「串本の海を撮り続けて・多様な生物たちの世界」

2月24日 7：45～  8：00（枠内） おはよう関西     「エネルギーも地産地消・純度１００％のエコ燃料」
3月  9日 18：10～19：00（枠内） ニューステラス関西     「びわ湖の植物で福島の除染を」

京　都 総合
10月 27日      18：10～19：00    ニュース610京いちにち　
3月 26日      18：10～19：00 ニュース610京いちにち

神　戸 総合

7月  1日 18：10～18：55.55 ニュース KOBE発　リポート「節電の島」
9月 22日 18：10～18：55.55 ニュース KOBE発　とっておき兵庫「廃材で楽しむエコロジーアート　高田雄平さん」
1月19日 18：10～18：55.55 ニュース KOBE発　宍粟市で公共施設利用の太陽光発電へ
1月27日 18：10～18：55.55 ニュース KOBE発　メガソーラー各地で盛ん

和歌山 総合 9月  4日 18：10～18：59 「あすのＷＡ！」～特集・豪雨水害から３年～

奈　良 総合

7月 14日 18：10～19：00 ならナビ（ニュース）　環境副大臣が生駒市視察
8月25日 18：10～19：00 ならナビ（ミニ企画）　水の生まれる森～吉野川源流紀行～
9月24日 18：10～19：00 ならナビ（ならコレ！）　廃材から生まれる“カリンバ”の音色

11月24日 18：10～19：00 ならナビ（ニュース）　両陛下が海づくり大会出席
2月  2日 18：10～19：00 ならナビ（ニュース）　県庁に電気自動車の充電設備
2月  4日 18：10～19：00 ならナビ（ならコレ！）世界遺産を守るハチミツ !?
4月20日 13：50～14：55 なに？なぜ？びわ湖
8月30日 17：00～17：58 クイズで“もっともっと”知るびわ湖

大　津 総合 11月  8日 10：05～10：48 びわイチ入門★サイクルラリー
3月14日 13：50～15：00 あなたが選ぶ！「びわ湖興味新深」グランプリ

毎週木曜日 18：10～19：00 （「おうみ発６１０」番組コーナー）「びわ湖興味新深」

中国

広　島 総合

4月  9日 18：10～19：00 お好みワイドひろしま「島の電気自動車」
4月11日 19：30～20：43 海と生きる「瀬戸内海　人が暮らす国立公園」
5月  9日 20：00～20：43 プライムＳ「春ゆらめく　広島　川紀行」
5月30日 20：00～20：43 海と生きる「世界最大の“天然ドック”瀬戸内海」
6月  8日 18：10～19：00 845ニュース「市民が一斉に清掃活動」
7月14日 18：10～19：00 お好みワイドひろしま「“海砂”採取の環境調査始まる」
7月23日 20：45～21：00 845ニュース「林間学校で森の役割学ぶ」

10月 17日 19：30～20：43 瀬戸内みらいコンサート
10月 19日 18：10～19：00 845ニュース「被災地の川であゆを放流」
2月22日 18：10～19：00 845ニュース「広島市で観光レンタサイクル開始」
4月19日 18：10～18：59 岡山ニュースもぎたて！～民間と行政が一斉清掃
6月  3日 18：10～18：59 岡山ニュースもぎたて！～小学生がゴミ処理を学ぶ

岡　山 総合 7月14日 18：10～18：59 岡山ニュースもぎたて！～中四国のカワウ対策協議会が発足
7月16日 18：10～18：59 岡山ニュースもぎたて！～備前で生徒ら川の清掃活動
7月28日 18：10～18：59 岡山ニュースもぎたて！～吉井川で水辺の生き物調査

鳥　取 総合
7月21日 13：07～13：21 さわやか自然百景　鳥取　浦富海岸　夏
7月21日 14：04～14：47 ふるさと発スペシャル　いのちの海の物語～鳥取　浦富の四季～

地域 放送局 チャンネル 放送日 放送時間 番組名

鳥　取 総合
11月  2日 7：45～  8：14 にっぽん百名山　大山

中国 11月  2日 11：05～11：48 あいたい　初夏の大山　風を感じて～筒井道隆　自転車の旅～
山　口 総合 1月16日 19：30～19：55 YAMAGUTIC「ふるさと再生に“妙薬”あり」

四国

松　山 総合

4月11日 19：30～20：43 海と生きる「瀬戸内海　人が暮らす国立公園」
5月16日 19：30～19：55 四国羅針盤「復活する“在来品種”」
5月30日 20：00～20：43 海と生きる「世界最大の“天然ドック”瀬戸内海」
6月  6日 19：30～19：55 四国羅針盤「原発事故からどう逃げるのか」
7月  4日 19：30～19：55 四国羅針盤「遍路　世界遺産への道」

10月17日 19：30～20：43 ドキュメントしこく「みんな“一芸”の人になる～農業に挑む障害者たち～」
11月  7日 19：32～20：45 海と生きる「人つどい　つながる海～天与の宝物　瀬戸内海～」
1月  9日 19：30～19：55 ドキュメントしこく「ふたりのゆず畑」
2月  6日 19：30～20：43 ドキュメントしこく「“限界集落”に飛び込んだ新婚夫婦」
3月13日 20：00～20：43 四国えかこと旅「とよた真帆が高知・室戸市で岩に恋する」

高　知 総合

5月31日 12：40～12：45 みてみいや土佐「河鹿の声が響く里山」
6月25日 18：10～18：59 こうち情報いちばん（枠内）記者リポート「絶滅危惧のツキノワグマを守れ」
6月28日 12：40～12：45 みてみいや土佐「新緑薫る　癒やしの道　～久保谷セラピーロード～」
7月15日 18：10～18：59 こうち情報いちばん（枠内）記者リポート「トンボ自然公園の今」
8月19日 18：10～18：59 こうち情報いちばん（枠内）夏点描「メガソーラーの夏」
1月24日 12：40～12：45 みてみいや土佐「落ちあゆ物語」

徳　島 総合 5月10日 13：55～14：00 残したい徳島の風景「写真家が見た徳島の自然（海陽町轟の滝）」
6月  3日 18：10～18：52 ゆう６かがわ・枠内企画「不法投棄」
6月17日 18：10～18：52 ゆう６かがわ・枠内企画「企業の節電」

高　松 総合 6月24日 18：10～18：52 ゆう６かがわ・枠内企画「瀬戸内海 水質改善の陰で」
7月  4日 18：10～18：52 ゆう６かがわ・枠内企画「家庭で出来る省エネ」
1月28日 18：10～18：52 ゆう６かがわ・枠内企画「瀬戸内海のノリの色落ち」

九州

福　岡 総合

7月  4日 19：30～19：55 特報フロンティア　究極のエコカーが走り出す～ＦＣＶ開発最前線～
7月11日 19：30～19：55 特報フロンティア　復旧　その先へ～豪雨2年　福岡・うきは市の挑戦～

9月19日 19：30～20：43 特報フロンティア スペシャル　
検証　原発避難計画～福島の教訓は生かされているか～

11月14日 19：30～19：55 特報フロンティア　宙に浮く太陽光発電～“買い取り制限”の波紋～
2月  6日 19：30～19：55 特報フロンティア　大噴火は起こるのか～最新報告　九州の火山～
3月13日 19：30～19：55 特報フロンティア　復興の島で～福岡県西方沖地震　玄界島の10年～

熊　本 総合
12月12日      19：30～19：55 くまもとの風「未来を変える２枚の写真　わたしのまちの○と×」
3月13日      19：30～19：55 くまもとの風「苦海浄土とその縁（えにし）」

総合テレビ

4月11日      19：30～19：55 長崎人（じげもん）「桜だより」
4月11日      18：20～19：00 イブニング長崎「小型家電リサイクル実施３分の１」

長　崎 5月18日      18：20～19：00 イブニング長崎「図書館で本のリサイクル市」
7月31日      18：20～19：00 イブニング長崎「親子で省エネ施設をバスで巡る」
2月16日 18：20～19：00 イブニング長崎「優れモノ認証」
7月18日   19：30～19：55 かごスピ！「最新報告　川内原発　～再稼働に揺れる周辺住民～」
9月12日 19：30～19：55 かごスピ！「種子島　生き物たちの夏」

鹿児島 総合 9月12日 20：00～20：43 かごしま大作戦「林業で宝物を探そう！」
1月23日 19：30～20：43 鹿児島防災シンポジウム「火山災害　どう身を守るか」
2月13日 20：00～20：43 かごしま大作戦「星降る町で“愛”を探そう！」

宮　﨑 総合

3月18日 18：20～19：00 ニュースWAVE宮崎
3月14日 18：20～19：00 ニュースWAVE宮崎

11月20日 18：20～19：00 ニュースWAVE宮崎
9月25日 18：20～19：00 ニュースWAVE宮崎
8月28日 12：15～12：20 ニュース
7月17日 12：15～12：20 ニュース

大　分 総合

5月23日 　 11：45～ 好きっちゃおおいた「日田川開き観光祭」
5月30日 　 11：45～ 好きっちゃおおいた「くじゅう山開き」
6月  6日 　 11：45～ 好きっちゃおおいた「田染ほたるの夕べ」
6月13日 　 11：45～ 好きっちゃおおいた「梅雨の花スポット」

佐　賀 総合 9月12日 20：00～20：43 「二人の首長～原発再稼働に揺れる“地元”～」

沖　縄 総合

7月24日 6：10～19：00 ニュース沖縄610企画
9月30日 6：10～19：00 ニュース沖縄610企画
1月30日 6：10～19：00 ニュース沖縄610企画
3月30日 6：10～19：00 ニュース沖縄610企画
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地域 局名 実施日 イベント名 会　場

北海道

札　幌 2月7日（土）
～8日（日） ＮＨＫ「わくわくネイチャーランド」 雪まつり　つどーむ会場

旭　川 3月17日（火）
平成26年度ＮＨＫ環境キャンペーン

「ネイチャーセミナー」
～どう変わる北海道の自然環境～

ＮＨＫ旭川放送局

釧　路 9月6日（土）
～7日（日）

「みんな来て！見て！遊んで！
ＮＨＫ釧路　会館公開2014」 ＮＨＫ釧路放送局

北　見 10月31日 (金） ＮＨＫ「ダーウィンが来た！セミナー」
in　北見工業大学 北見工業大学　講堂

関東
甲信越

本　部

6月7日（土）
～8日（日）

「ECOパーク2014
“あした”をつくろう～みんなの地球～」 ＮＨＫ放送センター

6月26日（火）
～10月19日（日）

ＮＨＫスペシャル
「ホットスポット最後の楽園」展
～大自然と生命の神秘に触れる旅～

ＮＨＫ放送センター
（スタジオパーク）

長　野 8月23日（土）
～24日（日） 信州環境フェア2014 ビッグハット

宇都宮 9月28日（日） ＮＨＫ環境キャンペーン　地球エコイベント
in 「もったいないフェア宇都宮2014」 宇都宮城址公園

名古屋 8月29日（金）
～31日（日）

ＮＨＫ名古屋放送局
テレビ放送開始60年記念

「きてみて体感！ＮＨＫ」
ＮＨＫ名古屋放送センタービル

東海・
北陸 福　井 10月13日（月･祝日）

わぉ！まるごと大自然ＮＨＫ中部ネイチャープロジェクト
金とく「若狭湾～神秘の海の秘密～」関連イベント

「杉浦太陽さんとめぐる　ふくいのうみの物語」
福井県産業情報センター　
マルチホール

津 10月11日（土）
～12日（日）

ＮＨＫ環境キャンペーン
「地球エコイベント2014 in 三重」 ＮＨＫ津放送局

奈　良

8月3日（日）

ＮＨＫ環境キャンペーン・
全国豊かな海づくり大会関連イベント

「水の生まれる森へ行こう！
　　　　　　　　　吉野川源流の森ツアー」

川上村　三之公
「吉野皮源流ー水源地の森」

近畿 9月27日（土）
～28日（日）

第34回
全国豊かな海づくり大会関連イベント
ゆたかな森からはじまる水の物語

ＮＨＫ奈良放送局特設ステージ

大　津 8月18日（月･祝日）
ＮＨＫ大津放送局「びわ湖　興味新深」　
夏休みイベント

「クイズで“もっともっと”知るびわ湖」
滋賀県立琵琶湖博物館

地域 局名 実施日 イベント名 会　場

中国

広　島
映像募集5月～9月
展示 ･ ゲーム
7月～9月

特集番組「海と生きる」関連イベント
「僕らの青～瀬戸内の詩～」キャンペーン 広島市こども文化科学館ほか

松　江 11月16日（日） ＮＨＫ松江放送局 環境キャンペーン
遊んで学んで！身近なエコを考えてねっと！ くにびきメッセ

九州

福　岡 10月18日（土）
～19日（日）

ＮＨＫ環境キャンペーン 
in「環境フェスティバルふくおか2014」 

福岡市
市役所西側ふれあい広場

熊　本 4月19日（土）
～20日（日） 熊本放送局会館公開「つつじフェア」 ＮＨＫ熊本放送局

鹿児島 10月11日（土）
～12日（日）

ＮＨＫ環境キャンペーン
in 環境フェスタかごしま2014 かごしま環境未来館

佐　賀

10月18日（土）
～19日（日）

ＮＨＫ環境キャンペーン　
in ＮＨＫ佐賀まつり2014 ＮＨＫ佐賀放送局

11月1日（土）
～3日（月･祝日）

2014佐賀インターナショナル
バルーンフェスタ

2014佐賀インターナショナル
バルーンフェスタ

沖　縄 10月18日（土） ＮＨＫ沖縄　ECO ひろば 那覇新都心公園大原っぱ

平成26年度

「環境」をテーマにした地域イベント（一部）
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2002年

◉はじめて「NHK環境報告書（2001年度報告）」を発行
◉全局的な環境経営推進体制として「環境経営推進委員会」を設置
◉重点活動目標「コピー用紙使用量 15％削減（対 2000年度）」「省エネルギー対策の推進」
◉コピー用紙使用量　対 2000年度比 7.3％増加（目標達成できず）

2003年

◉重点活動目標「省エネ・省資源の推進」「環境保全に対する職員への周知､ 教育の充実」
　「テレビ放送開始 50周年事業“地球だい好き .環境キャンペーン”をはじめとした放送 ･イベントを通じた活動」
◉「地球だい好き　環境新時代」放送スタート
◉「地球だい好き　環境キャンペーン」スタート

2004年

◉重点活動目標「コピー用紙使用量 10％削減（対 2003年度）」「居室・共用スペースの節電」
◉「デジタル化で広がる新たな放送文化　平成 16～ 18年度 NHKビジョン」で環境経営推進を明記
◉「NHK倫理・行動憲章」で地球環境への配慮を誓約
◉コピー用紙使用量　対 2003年度比 8.0％削減（目標達成できず）

2005年

◉重点活動目標「オフィスの節電」「コピー用紙使用量 10％削減（対 2003年度）」
◉ユネスコと共同で「世界遺産」をデジタル映像で記録し未来へ伝える
　「世界遺産デジタル映像アーカイブス」事業スタート
◉コピー用紙使用量　対 2003年度比 16.8％削減（目標達成）

2006年
◉重点活動目標「オフィスの節電」「コピー用紙使用量 20％削減（対 2003年度）」
◉「環境アーカイブス」事業スタート　
◉コピー用紙使用量　対 2003年度比 19.1％削減（目標達成できず）

2007年
◉重点活動目標「オフィスの節電」「コピー用紙使用量 20％削減（対 2003年度）」
◉環境経営推進委員会に「特別管理産業廃棄物対策部会」を設置
◉コピー用紙使用量　対 2003年度比 17.8％削減（目標達成できず）

2008年

◉京都議定書第 1約束期間（2008～ 2012年）における数値目標を掲げた新たな「環境自主行動計画」を策定
◉コピー用紙削減目標 5％削減（対 2006-2007年度平均比）
◉「地球エコ 2008」環境キャンペーン スタート
◉環境経営推進委員会に「エコ宣言タスクフォース」「代替エネルギー対策部会」を設置

2009年

◉「環境自主行動計画」を元に「アクションプラン」を策定
◉コピー用紙削減目標 5％削減（対 2006-2007年度平均比）
◉「地球エコ 2009」環境キャンペーン スタート
◉コピー用紙使用量　対 2006-2007年度平均比 7.0％増加（目標達成できず）

2010年

◉「アクションプラン」を改定
◉コピー用紙削減目標 5％削減（対 2006-2007年度平均比）
◉ NHK環境キャンペーン スタート
◉ NHKエコチャンネル（環境ポータルサイト）オープン

2011年

◉「アクションプラン」を改定
◉放送局省エネ管理システム導入
◉コピー用紙削減目標「前年度使用量より削減」
　結果　前年度（2010年度）に比べ 2％削減（目標達成）

2012年

◉「環境経営数値目標」を元に「アクションプラン」を改定
◉放送センター省エネ管理システム導入
◉コピー用紙削減目標「前年度使用量より削減」
　結果　0.2％増加（目標達成できず）

2013年
◉「環環境経営数値目標」を元に「アクションプラン」を改定
◉コピー用紙削減目標「前年度使用量より削減」
　結果　0.3％増加（目標達成できず）

2014年
◉「アクションプラン」を改定
◉コピー用紙削減目標「前年度使用量より5%削減」
　結果　9％削減（2014年 9月～2015年 3月　前年同月比）

2015年 ◉ NHK経営計画 2015-2017年度に「アクションプラン」を策定
◉コピー用紙削減目標「2013年度使用量より15%削減」

環境活動の歩み

環境経営の継続的な推進に取り組んでいます
NHK のこれまでの環境活動の経過をまとめました。

NHKは、みなさまの受信料で成り立つ
「公共放送」です

組織概要

◉ 名　　　称 日本放送協会（ＮＨＫ）

◉ 設　　　立
1925年３月22日　社団法人「東京放送局」仮放送開始
1950年６月 １日　放送法による特殊法人「日本放送協会」設立

◉ 本部所在地 東京都渋谷区神南２−２−１

◉ 職　員　数 10,242人（ 2014年度末）

◉ 財 政 状 況
事業収入　6,871億円（ 2014年度決算額）
事業支出　6,475億円（ 2014年度決算額）

◉ 放　送　局 全国 54 か所（本部を含む）

◉ 国 内 放 送 デジタル放送

地上放送 総合テレビ
E テレ

衛星放送 BS1
BS プレミアム

ラジオ放送 ラジオ第１放送、ラジオ第２放送、ＦＭ放送

◉ 国 際 放 送 テレビ国際放送 ＮＨＫワールドＴＶ　

テレビ番組配信 ＮＨＫワールド・プレミアム

ラジオ国際放送 ＮＨＫワールド・ラジオ日本

NHK放送センター（東京・渋谷）

本報告書について

報告対象範囲：日本放送協会（海外総支局を除く国内全局所）
報告対象期間：2014年度（2014年４月～2015年３月）を中心に記載
発　　　　行：2015年8月
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http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/kankyou/
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