


　　

　2015年度、世界の温暖化対策は歴史的な転換点を迎えました。COP21で「パリ協定」

が採択され、先進国だけに温室効果ガスの削減を義務付けてきた「京都議定書」に

代わり、発展途上国を含む全ての国が温暖化対策に取り組む国際的な枠組みが合意

されました。

　日本も、２度の石油危機を乗り切った経験をもとにした省エネ技術や電気自動車、

水素の活用など世界最先端の技術での貢献が期待されています。

　公共放送ＮＨＫは、環境問題を問いかけ続ける責務を負っています。2015年度も、

命と暮らしを守るため、自然災害に備えるとともに、多彩なテーマで地球温暖化や気候

変動、生物多様性等について掘り下げた番組を数多く放送しました。また、各地の放送

局では環境について視聴者の皆さまと一緒に考えるイベント等も開催しました。

　また、ＮＨＫ自らも目標をかかげ、電力使用量の削減、紙の減量、廃棄物の減少、リサ

イクル率の向上など、さまざまな環境対策に取り組んできました。2015年度もＥテレ

の深夜放送休止対象地域の拡大や本部・放送局のスタジオ照明のＬＥＤ化などに取り

組みました。

　この報告書は、ＮＨＫの2015年度の環境保護の取り組みと、未来に向けた方針に

ついて記したものです。ＮＨＫは、東京オリンピック・パラリンピックが開催され、世界

から日本への注目が集まる2020年に向けて、これからも、環境に配慮しながら放送・

サービスをいっそう充実させてまいります。　　

　これからも公共放送ＮＨＫへのご理解とご支援をよろしくお願い申し上げます。
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日本放送協会　会長

未来を生きる子どもたちのために
環境問題に全力で取り組みます

会長あいさつ
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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、平成27～29年度「NHK 経営計画」
をもとに、環境に配慮した経営を推進しています。

　信頼をより確かに、未来へつなぐ創造の力、平成 27～
29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ています。

平成27〜29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
　〈2015 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。
　　2015年度のCO2排出原単位は、0.158。基準年度
（2011年度）の値に比べ 16%改善となりました。目標
は 4％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。
　2015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195,574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
使用量が原油換算で 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計画期間 （2010～2014年度）に続く、第2計画期
間（2015～2019年度）の5年間は、期間中の排出量を基
準排出量に対して、17 %以上削減することが求められ
ています。
　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、「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んでいます。

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

■2015年度にNHKが使用したエネルギーの　
CO2排出割合

2015年度
CO2総排出量
195,574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

電力
92.3%

（P.36環境保全効果参照）

○CO2の削減目標を定め、一部の放送で深夜休止
の継続、放送会館や放送機器の省エネや廃棄物
の削減などを推進

○ニュースや番組、イベントなどを通じて、環境問
題を取り上げる情報を発信

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

NHKの環境活動
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ハイライト

2015年度　
環境に関する放送番組

【総合】
ＮＨＫスペシャル
シリーズ「巨大災害　MEGA DISASTERⅡ 日本に迫る脅威」
第 1 集「極端化する気象〜海と大気の大変動〜」
■放送：総合／9月5日(土) 午後7：30～8：43
　北・東日本で統計開始以来の高温や記録的な降水量に
なるなど、気象の変化が“極端”になり始めている。原因
は、地球に仕組まれた「振り子」のような大気や海の変動
がいくつも重なったためであることが 明らかになって
きた。一方、木の年輪を数千年分解析する研究プロジェ
クトは、過去の日本を襲った「大変動」の存在を突き止め
た。今後、温暖化によって、異常気象が頻発するのではな
いか。大変動が襲うとき何がおきるのか。司会・タモリで
徹底解明する。

シリーズ「巨大災害　MEGA DISASTERⅡ 日本に迫る脅威」
第2集「大避難〜命をつなぐシナリオ〜」
■放送：総合／9月6日(日) 午後9：00～9：49
　巨大災害の脅威に立ち向かうため、「避難」を科学的に
分析する重要性が指摘されている。特に急がれるのが、
大都市を直撃した場合、膨大な数の住民避難が必要とな
る「スーパー台風」、そして、短時間で大津波が襲う「南海
トラフ巨大地震」だ。かつてない数百万人規模の避難＝

“大避難”が、迅速に実現できなければ、多くの命が奪わ
れるおそれがある。住民一人一人の避難行動を分析する

「エージェントシミュレーション」と呼ばれる解析技術を使っ
て、科学者たちが都市全体の避難を検証していく。

シリーズ「巨大災害　MEGA DISASTERⅡ 日本に迫る脅威」
第3集「火山列島　地下に潜むリスク」
■放送：総合／10月4日(日) 午後9：00～9：49
　鎌倉時代以来とされる噴火が確認された箱根山で
は、観測衛星「だいち2号」によって、噴火の予兆と考え

1. 自然災害の脅威に備える

られる地表の膨張が確認された。他にも地震波トモグラ
フィーとよばれる人工地震を使った解析によって、地下
のマグマの位置や大きさが特定されるなど、最新鋭の観
測網によって日本の火山の“いまの姿”が明らかになって
きている。科学者たちは、甚大な被害をもたらす「巨大カ
ルデラ噴火」による火山災害にも目を向け始めている。
研究の最前線を取材し、大噴火への備えを考えていく。

シリーズ「巨大災害　MEGA DISASTERⅡ 日本に迫る脅威」
「地震列島　見えてきた新たなリスク」
■放送：総合／2016年4月3日(日) 午後9：00～9：49
　巨大地震から5年、地震学の“常識”をくつがえすよう
な新たな脅威の可能性が次々と浮かび上がっている。地
下深くのマントルによって、大地の隆起や海底の複雑な
動きが引き起こされ、大地震につながることが危惧され
ている。さらに、日本列島がのる巨大な岩盤・プレートが
複数のブロックに分かれ、その裂け目で大規模な地震が
起きるリスクも指摘されている。いま日本の地下で何が
起きているのか、地震研究の最前線に迫る。 

NHKスペシャル
「緊急報告　列島大水害」
■放送：総合／9月12日(土) 午後7：30～8：43
　記録的な大雨となった東日本。茨城県常総市では鬼怒
川が、宮城県大崎市では渋井川が決壊し、未曽有の大水害
となった。常総市の決壊現場では、多くの住民が行方不明
になっているとともに、救助活動が今なお続けられてい
る。番組では、現地の最新取材、専門家による科学的な検
証から、被害の実態に迫るとともに近年、日本列島で相次
ぐ豪雨災害に、改めて警鐘をならす。

クローズアップ現代
「活発化する火山“共生”への模索」
■放送：総合／5月20日(水) 午後7：30～7：56
　火山活動が活発化している神奈川県の箱根山。4月
26日以来火山性の地震が相次ぎ、5月6日には、噴火警戒
レベルが「2」に引き上げられた。NHKは地元の専門家
の協力を得て、箱根山の地下で何が起きているのか、そ
の実像に迫る。長期化も懸念される中、日本有数の観光
地は今回の事態にどう対処していくのか難しい対応を
迫られている。多くの活火山を抱え、その恵みも受けて
きた日本。戦後最悪の被害となった御嶽山の噴火以降、
火山との向き合い方が問われる今、火山とどう共存して
いくのか考える。 【出演】東京大学名誉教授 火山噴火
予知連絡会会長 藤井敏嗣

クローズアップ現代
「間近に迫った火砕流〜緊急報告　口永良部島噴火〜」
■放送：総合／6月1日(月) 午後7：32～7：58
　爆発的な噴火を起こした鹿児島県の口永良部島。気象
庁は、噴火警戒レベルを「3」（入山規制）から、「5」（避難）
に引き上げ、町は全住民に避難指示を出した。口永良部島
では、去年 8月にも噴火があり、警戒態勢が続いていた。し
かし、結果的に、噴火前の警戒レベルの引き上げと住民の
避難には至らなかった。あらためて火山の噴火を予知し、
噴火警戒レベルを引き上げる判断の難しさを突きつけた
形となった。桜島、阿蘇山、箱根山など全国各地で火山活
動が活発になっている日本列島。今回の噴火を検証し、ど
う備えるかを考える。【ゲスト】京都大学名誉教授 火山噴
火予知連絡会副会長 石原和弘

週刊ニュース　深読み
「あいつぐ自然災害　あなたは逃げられますか？」
■放送：総合／9月26日(土) 午前8：15～9：28
　堤防決壊、町が濁流に襲われるなど大きな被害をも
たらした関東・東北豪雨から 2週間。茨城県常総市では
4000人以上の人が自衛隊や消防によって救助され、九死
に一生を得た。専門家によると、これはいくつか好条件が
あったからだと指摘されている。今回、事前に様々な情報

　記録的な豪雨がもたらした大水害、活発化する火山。2015年度は、自然災害の脅威が日本列島を襲った年でした。
命と暮らしを守るために、私たちは何に備えなければならないのか。迫りくる巨大災害に向き合う番組を、気候変動
やエネルギーの課題を考える番組とともに数多く放送しました。
　また東日本大震災の発生から 5年を経た今なお、福島の原発問題は解決の出口が見えません。廃炉への取り組みや
放射性廃棄物をめぐる諸問題、避難地域の現状と再生に向けた課題等、福島が抱える様々な問題を検証する番組を制作
し、日本の未来を皆さんと一緒に考えました。

6つの柱

１.自然災害の脅威に備える
２.東日本大震災5年　原発問題と復興への課題に向き合う
３.エネルギーの課題を考える
４.地球温暖化と気候変動を考える
５.地球環境と生物多様性について掘り下げる
６.身近な環境について見つめる
　  （自然の豊かさ、公害、伝染病、新技術など、その他環境関連全般）

環境に関する放送番組やイベント
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があったにも関わらず、なぜ多くの人が逃げなかったの
か、逃げられなかったのか？　自然災害があいつぐ中、命
を守るための“逃げる”を徹底的に深読みする。

【BS1】
BS1スペシャル

「大水害　メガシティを襲う高潮・洪水の脅威」
■放送：BS1／12月5日（土） 午後7：00～8：49
　世界の沿岸部にあるメガシティは今、気候変動により
大水害の脅威にさらされている。11月30日からパリで開
催された温暖化防止のための国連の会議COP21のさな
か、フランスとの国際共同制作で放送した大型ドキュメン
タリー。ハリケーンサンディで高潮に直撃されたニュー
ヨーク、摩天楼が地盤沈下している上海、地下水のくみ
上げや海面上昇で村が水没していくバンコク、そして海
抜ゼロメートル地帯を襲う液状化に立ち向かう東京な
ど、世界のメガシティの知られざるリスクと最新の対策
を、一流の科学者たちが解き明かす。【ナビゲーター】　
井田寛子（気象予報士）

国際報道2015
「高波20ｍ　猛烈サイクロンの実態」
■放送：BS1／5月12日（火） 午後10：00～10：50
　3月にバヌアツを直撃したサイクロン「パム」は、世界で
も数えるほどしか記録されていない「スーパー台風」だっ
たが、80余りの小さな島からなる島嶼国のため、被害の
全容は十分明らかになっていない。京都大学防災研究所
が、日本の研究グループとして初めて現地調査を行った
ところ、今回の暴風と高波が、世界でも最大級だったこと
が分かってきた。一方で死者は11人。比較的犠牲者を抑
えることができた背景には、この国ならではの「備え」が
あった。現地調査から見えてきた被害の実態と、そこから
浮かび上がる災害対策の課題を伝えた。

【総合】
NHK スペシャル
シリーズ 東日本大震災

「故郷（ふるさと）つなぐ相馬野馬追
〜原発事故 5 年目の夏〜」
■放送：総合／9月1日（火） 午後10：00～10：49
　福島県相馬地方で 7月下旬に行われた「相馬野馬追」。
今年、今も原発事故による避難を続ける住民たちが、特
別な思いを抱いて参加した。仕事のため、埼玉に避難す
る家族と離ればなれで暮らす男性。そして、元の自宅に
住めず新たな土地で住宅を探す家族…。事故から4年以
上たってなお、事故の影響に翻弄される住民たちだが、
野馬追のときには一斉に集まり、ふるさととつながり続
ける意味を確認する。祭りにかける人々の姿を追った。

シリーズ 東日本大震災
「“津波の海”を潜る〜三陸・破壊と回復の5年間〜」
■放送：総合／10月31日（土） 午後9：00～9：49
　東日本大震災の津波で大きな被害を受けた三陸の海。
あの日、海の中で何が起き、それによって生態系にどうい
う影響が出たのか、さまざまな分野の研究者たちが調査
を続けている。それによると、思わぬ形で複雑に影響が出
たことやその影響が今も出続けていること、一方で、場所
によっては想像以上に回復しているところもあるなど、知
られざるメカニズムが少しずつ明らかになってきた。さま
ざまな水中映像によって海の生命力に迫る。

シリーズ 東日本大震災　
「追跡　原発事故のゴミ」
■放送：総合／11月21日(土) 午後9：00～9：49
　東京電力福島第一原発の事故によって東日本に降り
注いだ放射性物質。汚染された土や稲わらなどのかたち
で発生した廃棄物（ゴミ）は全国でおよそ3000万トンを

超えると国は推計してきた。ところが、どこに、どのよう
な状態で置かれているのか、これまで全体像ははっきり
してこなかった。それが今回、大規模な自治体へのアン
ケートで初めて明らかになった。処分の方策すら見つか
らないこうしたゴミとどう向き合えばよいのか、考える。

シリーズ 東日本大震災　
「原発事故5年　ゼロからの“町再建”
〜福島　楢葉町の苦闘〜」
■放送：総合／2016年1月23日（土） 午後9：00～9：49
　去年 9月、原発事故による避難指示が解除された福島
県楢葉町。しかし商店や働く場、医療機関などが戻らず、
4か月経っても帰還した住民は人口のわずか 5%にとど
まる。町の存続をかけて商店や企業の帰還推進や誘致に
奮闘する職員たち。しかしその前には、一自治体では解
決できないさまざまな壁が立ちはだかる。原発事故で何
年もの間、人の暮らしが消えた“空白の町”は作り直せる
のか。その試金石である楢葉町の苦闘を見つめる。

シリーズ 東日本大震災　
「“26兆円” 復興はどこまで進んだか」
■放送：総合／2016年3月12日（土） 午後9：15～10：13
　全額国費で26兆円の復興予算をかけて進められてき
た東日本大震災からの復興。住宅再建や産業再生、イン
フラの復旧、そして生活者の支援など、予算が投じられ
た事業は多岐にわたる。今回、NHKはそれぞれの事業
と規模を独自に可視化。全体像を詳細に掴みながら、そ
こに、さまざまなデータを
組み合わせ、被災地はどう
変わり、どこに可能性や課
題が見えてきたのか、現
場のルポや識者の提言な
どを交えて伝える。

NHKスペシャル
シリーズ 廃炉への道 2015

「“核燃料デブリ”未知なる闘い」
■放送：総合／5月17日（日） 午後9：00～9：49

　未曽有の原発事故を起こした福島第一原発で進む、世
界でも例のない「廃炉」の取り組みを記録するシリーズ。
今回は、廃炉の最大の難関“核燃料デブリ”との闘いに
迫る。今なお位置さえ特定できていないデブリ。素粒子
を使った“透視”や、ロボットカメラなど、最新の技術を
使ってデブリの姿を捉えようという試みが急ピッチで
進む。最新の研究ではデブリに潜むリスクも浮かび上
がった。未知なる闘いの最前線をルポする。　

NHKスペシャル
「“原発避難”7日間の記録
〜福島で何が起きていたのか〜」
■放送：総合／2016年3月5日（土） 午後9：00～9：49
　原発の状況や放射性物質の行方など、重要な情報が住
民に届かなかった福島第一原発事故。人々はいかに過酷
な状況に置かれていたのか。渦中にいた人たちが重い口
を開き始めている。NHKは、住民、自治体職員、国の関係
者など取材。さらに膨大な証言や当時のメモ、映像記録
を収集。混乱の中、迫られた重い判断や、取り残された人
たちの壮絶な日々が明らかになってきた。ビッグデータ
も活用し、事故直後の7日間を徹底再現する。

NHKスペシャル
「被曝（ひばく）の森〜原発事故 5年目の記録〜」
■放送：総合／2016年3月6日（日） 午後9：00～9：58
　福島第一原発事故によって9万人もの住民が強制避難
して生まれた広大な無人地帯。5年の歳月で、世界に類
を見ない生態系の激変が起きている。人を恐れないイノ
シシの群れが白昼堂々と街中を歩き、ネズミやアライグマ
が住宅に侵入して荒らすなど「野生の王国」化が進む。原
発事故が生んだ“被曝の森”は今どうなっているのか？生
物への放射能の影響は？世界中の科学者たちの調査等か
ら明らかになる知られざる避難地域の5年目の記録。

2.東日本大震災5年　原発問題と　　
　 復興への課題に向き合う
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NHKスペシャル
「原発メルトダウン　危機の88時間」
■放送：総合／2016年3月13日（日） 午後9：00～10：29
　5年前、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。最前線で人々が何を考え、どう
行動していたのか、関係者 500人を取材し、全貌に迫る。
想像以上に混乱を極めていた原発内部、「東日本壊滅を
覚悟した」と吉田昌郎所長が語った過酷な現場…。事態
が最も深刻化した“88時間”を徹底再現、水素爆発や巨
大津波なども詳細に映像化し、原発という“密室”で、人
類史上初めて直面した事態をひもといていく。

明日へ−支えあおう−
「放射能汚染からの漁業再生 〜福島・いわき市 Part2〜」
■放送：総合／7月19日（日） 午前10：05～10：53
　知恵ある専門家を被災地に招き、復興への道筋を探る

「復興サポート」。今回は「放射能汚染からの漁業再生」が
テーマ。原発事故によって、深刻な被害を受けた福島の
海。いわき市では、県の調査で国の食品基準を長期間に
わたり下回っていることが確認された魚種のみを水揚
げし出荷しているが、現在64種にまで回復した。しかし、
福島産の魚への風評に加え、震災後、高齢化と後継者不
足が加速し、将来の見えない状況が続いている。科学的
な最新のデータを元に、どうすれば漁業を再び地域の生
業としていけるか手立てを探る。【復興サポーター】東京
海洋大学教授 神田穣太、萩大島船団丸代表 坪内知佳

週刊ニュース　深読み
「出張深読みin福島　どう支える？“原発避難者”」
■放送：総合／2016年3月12日（土） 午前8：15～9：30
　原発事故の発生から5年。国は復興政策として仮設住
宅に代わる「復興公営住宅」の整備を進めている。深読
みコーナーでは、福島県いわき市の復興公営住宅から生
中継。大熊町・双葉町・富岡町・浪江町などから避難して
きた住民と一緒に、原発事故からの復興について考える。

取材を進めると、住民からは5年たった今も「復興を実感
できていない」との声が…。原発事故からの復興には何
が必要なのか、深読みする。

NEXT　未来のために
「社員たちの原発事故／東京電力　復興本社」
■放送：総合／2016年1月13日（水） 午前0：24～0：53
　原発事故による避難指示が解除され、住民の帰還が始
まった福島県楢葉町。5年近く放置されてきた家屋の掃
除や、庭の草刈りを毎日行っているグループがある。東
京電力「復興本社」の社員たち。地元住民からの信頼を回
復するため、ベテラン社員が数年交代で送りこまれ、業
務として清掃活動を行っている。会社が起こした原発事
故。その被害者に最前線で向き合う社員たちはいま、何
を思い活動に従事しているのか…。3か月密着した。

【Eテレ】
ETV 特集

「終わりなき戦い〜ある福島支援プロジェクトの記録〜」
■放送：Eテレ／4月18日（土） 午後11：00～11：59
　3.11以降、毎月福島に通っては住民の不安に耳を傾
け、被ばく量を減らす実践的な対策や放射線とのつきあ
い方のアドバイスを続けている人たちがいる。放射線
防護学者の安斎育郎さんを中心としたメンバー 5人の

「福島プロジェクト」だ。除染が済んでもなお残るホット
スポットや暮らし続けることに不安を抱える住民、幼児
たちのさらなる安全を求める保育園など。今後も気が遠
くなるほどの期間、放射線と向き合って生活せざるを得
ない福島の人たち。現実のなかで彼らをどう支えていく
ことができるのか。福島プロジェクトの活動現場に密着
し、フクシマのいまを見つめる。

【BS1】
BS 世界のドキュメンタリー

「“FUKUSHIMA”後の世界　
〜岐路に立つインディアンポイント原発〜」
■放送：BS1／2016年3月9日（水） 午後11：00～11：48「前編」
　1960年代に建設され、免許の更新時期を迎えたイン
ディアンポイント原発。非常事態に備えた訓練が頻繁に
行われ、周辺住民向けに安全性を説明する集会を開くが、

議論は平行線をたどっている。米原子力規制委員会のヤ
ツコ委員長 (当時)は、福島
の事故の惨状に衝撃を受
け、安全規制の強化を提案
するが、業界は猛烈に反対
する。【出演】水野倫之解説
委員

■放送：BS1／2016年3月10日（木） 午後11：00～11：46「後編」
　今から半世紀前、原発は最先端の産業であり、そこで
働く技術者や周辺住民の誇りだったが、多くの原発が老
朽化する中、転機を迎えている。ヤツコ委員長は結局辞
任。一方、環境保護団体は原発取水口のフィルターや排
出される温水が生態系に影響を与えていると訴える。こ
うした中、原発の閉鎖を主
張するクオモ州知事は取
水許可を出さない方針を
固めた。一方、辞任から 2
年後、ヤツコ氏は福島を再
訪し、その経験を生かせと
訴え続ける。

【BSプレミアム】
そしてイナサは吹き続ける〜風寄せる集落の11年〜
■放送：BSプレミアム／2016年3月6日（日） 午後1：00～2：29
　仙台湾に大漁をもたらす海風「イナサ」。この恵みの風
に包まれ、1700人が暮らした仙台市荒浜は、東日本大
震災の津波で集落ごと流された。人々は仮住まいの中、
浜でのつながりを頼りに苦難に立ち向かってきたが、今
年、仮設住宅が閉鎖されバラバラになる。震災5年目に訪
れた“集落解散”。人々はどのように受け止め、どのよう
に生きていくのか。NHKが11年前から撮り続けてきた
映像で、震災を生き抜いた人々の姿を伝える。

【総合】
クローズアップ現代

「足元に眠る宝の山〜知られざる下水エネルギー〜」
■放送：総合／5月26日（火） 午後7：30～7：56
　全国に46万㎞も張り巡らされた日本の下水道網。今、
これを新たなエネルギー源として活用する動きが広

がっている。下水処理場に発電所を設置し、下水処理の
過程で生まれるガスを燃料にした発電を行う自治体が
相次いでいる。仙台市では企業と共同で、下水道管から
直接、熱を取り出す実証研究が始まっている。福岡市で
は下水処理場のガスから水素を製造。水素が安定的に製
造できればCO2を全く出さない究極のエコカー燃料にな
ると期待を集めている。資源としての可能性はどこまで
伸ばせるのか。下水エネルギー開発の最前線を紹介する。

【ゲスト】大阪産業大学教授 津野洋

クローズアップ現代
「電気料金は安くなるか？〜消費者が選ぶ時代へ〜」
■放送：総合／10月15日（木） 午後7：30～7：56
　家庭でも電気を好きな会社から購入できるようになる
電力小売りの全面自由化が、2016年4月から始まる。電気
料金の値下げやサービスの拡大などを期待できるだけで
なく、再生可能エネルギーの活用や電力の安定供給のあ
り方にも影響を与えられるようになるとされる。自由化に
よって開放される市場規模は 8兆1000億円。新規参入す
る電力会社が消費者へのきめ細やかなサービスで顧客獲
得をめざす一方、旧来の大手電力会社は、これまでの高コ
スト体質の改善に動き出している。電力自由化は消費者に
何をもたらすのか。電力の未来を考える。【ゲスト】東京大
学社会科学研究所教授 松村敏弘

【Eテレ】
サイエンスZERO

「エコな水素社会は実現するか？」
■放送：Eテレ／4月12日（日） 午後11：30～0：00
　今年、水素で走る燃料電池自動車の本格的な生産や、
水素ステーションの本格的な整備が始まって、官民挙げ
て「水素元年」として盛り上がっている。背景には燃料
電池などの技術革新があるが、現状では水素は主に天
然ガスなどから作られている。つまり、もとは限りある

Ⓒ Indian Point Film Productions LLC

Ⓒ Indian Point Film Productions LLC

3.エネルギーの課題を考える
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化石燃料で、水素を作る過程では温暖化ガスである二
酸化炭素が排出されているのである。そこで、エコな方
法で水素を取り出すための最新の取り組みに注目する。

サイエンスZERO
「進化型バイオマス燃料　バイオコークス」
■放送：Eテレ／5月3日（日） 午後11：30～0：00
　石炭のようなバイオマス燃料「バイオコークス」が注目
されている。原料は植物ならばなんでもOKで、短時間の
加工で黒くて光沢を持つ燃料に変化する。すでに鉄鋼分
野では、石炭コークスの代替として試験的な利用が始
まっている。良質の鉄を作るには1500℃もの高温を実現
する必要があるが、従来の普通のバイオマス燃料では温度
が上がる前に燃え尽きるために実現できなかった。この
燃料はどのように実現したのか。そして普及へのカギは。

特集番組
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　未来への選択
第8回「エネルギー消費社会〜新たなエネルギーを求めて〜」
■放送：Eテレ／2016年1月30日（土） 午後11：00～0：30
　石炭から石油へ、エネルギー消費社会となった日
本。1973年の石油危機は大きな見直しを迫った。エネ
ルギーの多元化を目指し原発の誘致を進め、「サンシャ
イン計画」に着手。太陽光電池の開発が進む。90年代以
降、風力発電など地域で再生可能エネルギーの導入が始
まった。今政府は 2030年までに再生可能エネルギーを
総発電量の20％以上にする目標を掲げた。その軌跡を岩
手県・葛巻町、北海道、福島など地域から見つめる。

【BS1】
ドキュメンタリーWAVE

「岐路に立つシェール革命　〜アメリカ　テキサス州〜」
■放送：BS1／6月14日（日） 午後10：00～10：49
　新たな石油エネルギーとして登場したシェールオイ
ル。一大産地となった米テキサス州には新たな雇用と莫
大な経済効果がもたらされた。しかし今、早くもシェール
オイル業界が岐路に立たされている。原因は原油価格の
急落。シェールオイルは採掘コストが割高なため、採算
割れを起こし破たんする企業が相次いでいるのだ。背後

にある中東の産油国との駆け引き。シェール革命の行方
は？シェールオイル採掘の最前線、テキサスからの報告。

ドキュメンタリーWAVE
「私たち発電所をつくりました
〜スペイン　再生可能エネルギーをめざす市民たち〜」
■放送：BS1／12月6日（日） 午後10：00～10：49　

　11月末にパリで開かれるCOP21では「温室効果ガス
排出量規制の枠組み」の合意が期待されている。その中
で、再生可能エネルギー普及率世界一のスペインで取
り組まれている新たな試みが注目されている。市民が
中心となって風力・太陽光の発電所を作り、再エネだけ
で生活しようというのだ。会員が4年で2万人を超え、議
論を繰り返しながら発電所作りにまい進する「ソム・エ
ネルジア」の活動に密着、再エネ普及の可能性を見る。

【総合】
クローズアップ現代
シリーズ　瀬戸際の温暖化対策（1）「世界は一つになれるか」
■放送：総合／11月25日（水） 午後7：30～7：56
　11月末、地球温暖化対策の新たな枠組みの合意を目指す
COP21が、パリで開かれる。世界最大のCO2排出国である中国
は、対策に後ろ向きと批判された従来の姿勢を改め、石炭火力
発電所の閉鎖を進めながら、再生可能エネルギーにシフトす
るなど積極的に取り組み始めている。一方で世界3位の排出国
インドは、対策の必要性に理解は示しつつも温暖化対策の費
用は先進国が負担すべきとの姿勢を崩していない。世界共通
の目標に向けて、途上国を巻き込んだ新たな枠組みを構築す
ることはできるのか、瀬戸際に立つ温暖化対策の最前線を追
う。【ゲスト】地球環境戦略研究機関 上席研究員 田村堅太郎

環境に関する放送番組やイベント

クローズアップ現代
シリーズ　瀬戸際の温暖化対策（2）「“石炭”めぐる攻防」
■放送：総合／11月26日（木） 午後7：30～7：56
　CO2削減のカギを握るとされる「石炭」。京都議定書を
離脱し、温暖化対策に後ろ向きと見られてきたアメリカ・オ
バマ政権は、石炭火力発電から再生エネルギーなどへの
転換を促し、大規模なCO2削減を打ち出している。一方日
本では、逆に石炭火力発電所を建設する動きが強まって
いる。国内にある古い石炭火力発電所を効率の良い最新
型に置き換えれば、より確実にCO2を減らせるとの考え
だ。さらに国は、日本の優れた石炭火力発電設備を途上
国などに輸出すれば、世界全体のCO2削減にも貢献でき
ると考えている。石炭をめぐる各国の取り組みを追う。

【ゲスト】名古屋大学大学院教授　髙村ゆかり

これでわかった！世界のいま
「インド猛暑1200人死亡　世界気象がおかしい？」
■放送：総合／5月31日（日） 午後6：10～6：42
　5月、アメリカで季節外れの雪を観測する一方で、イン
ドを熱波が襲い、南部では連日45度以上を記録。暑さには
慣れているはずのインドでも熱中症や脱水症状の患者が
相次ぎ、2週間で1200人が死亡する事態になった。その原
因はインド洋の海水温の上昇だが、実は海面水温の上昇
は世界中で起きている。今後、日本の世界のどこでも異常
気象が起きる可能性があり、干ばつや豪雨・台風などの災
害をもたらす危険性が高まっていることを指摘した。

【BS1】
グローバル・アジェンダ

「地球温暖化に世界はどう立ち向かうのか」
■放送：BS1／12月8日（火） 午後6：00～6：50
　2014年からNHKワール
ドで始まった英語の討論
番組「グローバル・アジェン
ダ」。NHKワールドでの放
送後、日本語吹き替え版を
制作し、BS1でも放送。2015年11月、パリでCOP21が開
催されたのを機に、気候変動をテーマにロンドンで公開
討論を行った。参加したのは、OECDの事務局次長やNHK
と討論を共催した気候変動の研究所の専門家。地球温暖

化が経済や社会にどのような影響をもたらすのか、その
原因や責任はどこにあるのか、温暖化阻止に向けて立場
が違う各国に何ができるのか、活発な議論が展開された。

BS世界のドキュメンタリー
シリーズ　地球温暖化を防げ

“お笑い活動家”の戦い「イエスメンの反乱」
■放送：BS1／12月7日（月） 午後11：00～11：44「前編」
　ユーモアを武器に地球温暖化の防止を訴える「イエス
メン」こと、アンディーとマイク。今回はアメリカ商工会
議所の広報官に化けてインチキ会見を実施。「炭素税の
導入に賛成」を表明し、CNNも速報で伝える大ニュース
に。更に、オバマ大統領も
やって来るコペンハーゲ
ンの COP15でも一芝居打
つ。彼らのギャグメッセー
ジは、世界を変えるのか？

■放送：BS1／12月8日（火） 午後11：00～11：49「後編」
　過激なユーモアで世の中の欺まんや大企業の不正を
世論に訴えようという“志”を持って活動してきたイエ
スメンの 2人。しかし相方のマイクが活動に愛想をつか
して去ったため、アンディーは北極圏での石油採掘を阻
止すべく孤軍奮闘する。や
がてマイクが戻り、アラブ
の春など社会の激変を目
の当たりにした2人が至っ
た結論とは…？

国際報道 2015
「世界異常気象　猛暑で溶け出すアルプス氷河」
■放送：BS1／8月25日（火） 午後10：00～10：50
　世界的な異常気象の影響で、アメリカでは大規模な山
火事が発生し、アジアでは数千人が命を落としている。こ
の影響は、アルプスの氷河をも直撃。麓のサンジェルベ村
では、溶け出した大量の氷河の水が村を押し流してしまう
のではないかと危機感が高まっている。世界規模で進む
異常気象の現状についてリポートするとともに、世界の山
を見続けてきた登山家の田部井淳子さんをスタジオに招
いてお話をうかがった。

国際報道 2015
COP21「二大排出国」アメリカ・中国の「本気度」は？
■放送：BS1／12月1日（火） 午後10：00～10：50

Ⓒ Human Race

Ⓒ Human Race

4. 地球温暖化と
　気候変動を考える
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　これまで排出削減に後ろ向きだと指摘されていた最
大排出国・中国。習近平国家主席は米中首脳会談で初め
て排出量の削減時期を明言し、以降もCOP21の成功に貢
献すると繰り返している。一方、同じく動向が注目される
のが、もうひとつの巨大排出国アメリカ。レイムダック化
も指摘される中、オバマ大統領は、「レガシー」として気
候変動の分野で足跡を残したいと考えている。会議に米
中がどう臨むのか、両国の環境対策の現場を取材したリ
ポートを交えて伝えた。

国際報道 2015
「“脱石炭”は可能か〜石炭依存国に広まる波紋〜」
■放送：BS1／12月10日（木） 午後10：00～10：50
　COP21で「脱石炭」の議論が活発になる中、“石炭依存
国”で波紋が広がっている。深刻な石炭の煙害に苦しむ
モンゴルでは、日本の技術を使って石炭消費を減らす取
り組みを進めているがコスト面などで大きな課題を抱
えている。一方、石炭輸出国のオーストラリアでは、石炭
への投資を停止しようとする自治体もあるが、石炭業界
の反発は増すばかり。COP21での議論が進む「脱石炭」
は図れるのか、モンゴルとオーストラリアの現状を取材
し、その行方を展望した。

【Eテレ】
サイエンスZERO

「温暖化の新たな危機！海洋酸性化」
■放送：Eテレ／2016年1月10日（日） 午後11：30～0：00
　12月に採択されたCOP21のパリ協定。二酸化炭素の
排出削減が世界的に進められることになったが、一方で
新たな問題となっているのが二酸化炭素による「海の酸
性化」だ。海はこれまで人類が排出する二酸化炭素を吸
収してきた。しかし酸性化が進んだ結果、サンゴや貝類、
さらには食物連鎖の起点となる植物プランクトンの生
育にも影響。生態系が崩れる危険性が指摘されている。
地球温暖化の新たな危機・海洋酸性化に迫る。

【総合】
NHKスペシャル

「明治神宮　不思議の森〜100年の大実験〜」
■放送：総合／5月2日（土） 午後9：00～9：49
　東京に世にも不思議な森が残されている。明治神宮の
森は、100年がかりで人工的に作られた太古の原生林な
のだ。今回、封印されてきた神の森の全貌が初めて明ら
かになる。東京で絶滅したはずの生物、奇妙な粘菌、猛き
んまで 3000種もの生物の宝庫を、特殊撮影を駆使した
鮮やかな映像で撮影。そして世界でも例を見ない 100年
の大実験の秘密を解き明かす。明治の天才が仕掛けた驚
きのカラクリとは？出演は解剖学者の養老孟司。

NHKスペシャル
「小笠原の海にはばたけ〜アホウドリ移住計画〜」
■放送：総合／7月26日（日） 午後9：00～9：49
　特別天然記念物アホウドリ。日本でしか繁殖しない希少な
渡り鳥だ。噴火による絶滅の危機から救おうと、前代未聞の
計画が進んでいる。火山島の伊豆諸島・鳥島から、安全な小笠
原の聟（むこ）島へヒナを引越しさせ人の手で飼育。そこに新
たな繁殖地を作ろうというものだ。前例のない試みは全てが
手探り。たび重なる悪戦苦闘の末、ついに2世誕生が確認され
た。人とアホウドリの挑戦を8年にわたり密着。波乱万丈の命
のドラマを描く。

NHKスペシャル
「新島誕生　西之島〜大地創成の謎に迫る〜」
■放送：総合／8月23日（日） 午後9：00～9：49
　「西之島」では、人類が初めて目撃する壮大な現象が
進行している。海底火山の噴火により新島が姿を現した
のは、2013年 11月。今も拡大を続け、火山学の常識を根
底から覆す現象として科学者たちを悩ませている。番組
では、圧倒的な自然のエネルギーを、迫力の超接近映像
で捉えるとともに、科学的データを収集する大オペレー
ションを展開。日本を代表する火山、海洋、生物などの科
学者が集結し西之島の謎を徹底的に解明していく。

環境に関する放送番組やイベント

クローズアップ現代
「海に漂う“見えないゴミ”〜マイクロプラスチックの脅威〜」
■放送：総合／10月29日（木） 午後7：30～7：56
　一見ゴミも浮いていないような海に、微細な物質が大量に
漂っている。大きさ5㎜以下のプラスチック＝“マイクロプラ
スチック”だ。世界中から海に流れ出るプラスチックの量は、
推計最大1300万トン。それが砕け、目に見えないほど小さ
くなり、海に漂っているのだ。“マイクロプラスチック”は、海
水中の有害物質を吸着させる特徴を持っていて、100万倍
に濃縮させるという研究結果も出ていて、生態系への影
響が懸念され始めている。いま世界の海で何がおきてい
るのか。マイクロプラスチック汚染の実態と、始まった対策
を追う。【ゲスト】東京農工大学教授 高田秀重

NEXT　未来のために
「チームパンダ　絶滅危惧種を育てる」
■放送：総合／4月16日（木） 午前0：10～0：39
　世界に2000頭しかいない絶滅危惧種、ジャイアントパ
ンダ。自然界では、母親パンダは双子を産んでも強い1頭
だけしか育てず、もう1頭は死んでしまうという。しかし、
和歌山県にある民間の動物公園では、自然界では見られ
ない「2頭の子育て」に挑んでいる。その結果、母親パン
ダにはストレスがかかる。飼育係「チームパンダ」は母親
に声をかけ、エサなどを気遣い、代わりに授乳したりお
しっこの世話をしたりしながら、母親を支える。初めて
目の当たりにした「舞台裏」には、愛情があふれていた。

探検バクモン
「ちきゅうと地球のヒミツ」
■放送：総合／2016年2月17日（水） 午後10：55～11：20
　日本が世界に誇る、地球深部探査船「ちきゅう」。長さ
210ｍ、中央にそびえるやぐらの高さは121ｍ！海底のそ

のまた下、1万メートルまで掘り進むことのできる世界
唯一の船です。「ちきゅう」がこれまで掘ってきた深部の
地層からは、過去の大地震の痕跡やきわめて原始的な生
物が発見されるなど、画期的な研究成果がもたらされ
てきました。「ちきゅう」の上から下まで巡り、数々の巨大
機械を目撃、いったいどんな船なのか？そして、これま
での研究の成果は？爆笑問題の二人が迫ります。

所さん！大変ですよ
「謎の巨大生物を隔離せよ」
■放送：総合／5月7日（木） 午後10：55～11：20
　兵庫県の深い山中の研究所に、ある巨大生物が厳重に
隔離されている。世界最大の両生類で、日本では天然記念
物として保護されているオオサンショウウオ。施設を訪ね
てみると体長1メートルをこすオオサンショウウオ220匹
がうごめいていた。実はこれは、日本固有のオオサンショ
ウウオと外来種である中国オオサンショウウオの交雑種、
いわゆる“ハイブリッド”。いま、京都の鴨川ではこのハイブ
リッドが年々増加、その影響で日本の固有種が減ってしま
う事態に陥っている。番組では交雑種、誕生の謎に迫った。

特集番組
「モンゴル アルタイ山脈　桐谷健太が目撃！ 
幻のユキヒョウ」
■放送：総合／8月25日（火）午後7：30～8：43
　標高4000m級の峰々、アルタイ山脈。寒く険しい山岳地
帯に、謎に包まれた大型肉食獣がすんでいる。ユキヒョウ
だ。暮らしぶりはおろか、姿を見ることさえ奇跡に近い“幻
の動物”。それに挑む男が、俳優の桐谷健太さんだ。現地の
研究者、遊牧民とチームを組んでユキヒョウ探索を敢行。
これまで断崖の岩穴で子育てをする様子など、世界でも
類を見ないユキヒョウの姿をとらえてきた猛者とともに
痕跡調査や無人カメラ作戦、断崖からの観察などで、ユキ
ヒョウの真の姿、知られざる素顔に迫っていく。

5. 地球環境と生物多様性に
　ついて掘り下げる
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【BS1】
BS1スペシャル

「ウナギ　未来への旅」
■放送：BS1／7月18日（土） 午後8：00～8：49
　ウナギが、絶滅の危機にある。2014年、国際自然保護
連合 (IUCN)はニホンウナギを絶滅危惧種に指定。条約
によって貿易を規制しようという動きも出始めている。
天然の稚魚が激減していることが原因だが、自然界での
ウナギの生態は多くの謎に包まれている。ウナギの謎を
解明し、減少を食い止めようと奮闘する研究の最前線を
追った。誰も見たことがない海中での産卵風景を、世界
で初めて撮影しようとする科学者に密着。ウナギに卵を
産ませて人工的に育てあげる完全養殖の研究も紹介し、
ウナギを未来に残すための道を探る。

世界で花咲け！なでしこたち
「コアラ　森に帰る日まで」
■放送：BS1／2016年3月4日（金）午後9：00～9：49
　野生動物の宝庫、オーストラリアにあるコアラ専門の
病院。ここには、毎日のように、傷ついたコアラたちが運
び込まれてくる。この病院で、医師たちと共に奮闘して
いる日本人女性が番組の主人公・平野聡美さんだ。開発
によって、生息地の８割が失われてしまうなど、コアラは
今、危機に瀕している。そんなコアラを守るために、何を
すべきなのか。時には安楽死という道を選択しなければ
ならない現実を前に、悩み
ながらも日々、小さな命と
向き合い続ける平野さん
に密着する。

【BSプレミアム】
ワイルドジャパン

「第 1 集　本州〜荒ぶる自然と響きあう命〜」
■放送：BSプレミアム／7月27日（月） 午後8：00～8：59

「第2集　北海道〜挑み続ける生きものたち〜」
■放送：BSプレミアム／8月3日（月） 午後8：00～8：59

「第 3 集　南西諸島〜神秘の島々に命かがやく〜」
■放送：BSプレミアム／8月10日（月） 午後8：00～8：59
　都市化が進んだ狭い国土に１億人以上も住みながら、
極北から亜熱帯まで地球上の多様な環境が凝縮された
日本列島。そこには世界の人たちがうらやむほど多くの
野生が満ちている。類いまれな日本の自然を、NHKとイ
ギリスBBCの合同クルーが２年がかりで撮影・制作した

「ワイルドジャパン」。本州、北海道、南西諸島の自然を
３回シリーズでスケール感豊かに描く。人の営みのすぐ
そばに息づく本州のツキノワグマやタヌキ、過酷な試練
をたくましく生き抜く北海道のヒグマやタンチョウ、シ
カと不思議な共存関係を見せる屋久島のサルなど、生き
物たちの躍動を珠玉の映
像で捉えると共に、尾野真
千子さんが日本中を訪ね、
番組を案内した。

【総合】
NHKスペシャル

「幻の山　カカボラジ〜アジア最後の秘境を行く〜」
■放送：総合／4月11日（土） 午後9：00～9：49
　アジア最後の秘境といわれるミャンマー、亜熱帯の密林。
その奧に天を突いてそびえる山があるという。カカボラジ

（標高5881メートル）。謎に包まれた幻の山の登頂に日本
人クライマーが挑んだ。毒蛇や吸血ヒルがうごめくジャン
グルを歩くこと240キロ。ようやく目にしたのは想像を絶
する剣が峰だった…。灼熱のジャングルから氷の山へ。過
酷な自然に体当たりした2か月間の冒険を追った。

特集番組
Great Earth　バヌアツ「体感！激烈火山」
■放送：総合／2016年1月1日（金） 午後7：20～8：43
　南太平洋のバヌアツは、激しい噴火が繰り返される火
山列島。数分ごとに高さ300ｍの火柱が吹き上がる“炎の
間欠泉”や真っ赤な溶岩がグツグツと煮えたぎる“溶岩
湖”、“地球の鼓動”を間近で体感できる秘境だ。その激烈

環境に関する放送番組やイベント

火山に世界的ダンサーの田中泯さんが挑む。大自然のエ
ネルギーを体全体で吸収し、即興の「場踊りで表現してき
た田中さんにとって自らの踊りの原点を見つめる旅。火
山と人類の深い結びつきを目の当たりにする。

【Eテレ】
特集番組
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　未来への選択
第３回「公害先進国から環境保護へ」
■放送：Eテレ／7月18日（土） 午後11：00～0：30
　日本の環境保護は公害対策から始まった。60年代後
半、四日市ぜんそくなど4大公害訴訟が
続く。この四日市を教訓として、住民た
ちがコンビナート誘致を阻止したのが
静岡県三島・沼津だった。その後、公害
防止対策法が制定され、環境庁が発足。
環境権に基づいた住民の訴えが始ま
る。90年代に入ると日本は京
都会議で地球温暖化対策で
主導的役割を果たしていく。
公害先進国から環境保護へ。
戦 後日本の軌跡を多角的な
証言で描く。

【BS1】
グローバルディベート WISDOM

「農業のグローバル化　21世紀の食をどう守るか」
■放送：BS1／12月20日（日） 午後10：00～11：49
　いま、私たちが生きていくことに直結する農業と食に、
自由貿易の波が押し寄せている。FTA=自由貿易協定の
発効件数は、1990年代から急増。それに伴い、農産物の貿
易額は、90年代に比べて約3倍に増えた。これによって、
消費者は食料品を海外から安く手に入れることができる
ようになったが、一方で、輸入品との価格競争が自国の農
業を衰退させることへの懸念も各国で広がっている。この
グローバル化の時代に、農業はどのように対応すべきか。
食料を安定的に確保する
ために何が求められるの
か。世界の専門家をつな
いで議論した。

【BSプレミアム】
特集　ニッポンの里山

「輝き再び　東北・花と水の絶景」
■放送：BSプレミアム／9月22日（火） 午後8：00～8：59
　東日本大震災から4年経ち、町の復興に先行して輝きを
取り戻しつつある東北地方の里山を｢ニッポンの里山｣の
撮影者でもある二人の写真家が旅した。ひとりは今森光
彦さん。東北の自然にひかれ福島や岩手を巡り始めた矢

先に震災が起き、撮影を中断していた。もうひとりは、里
海や伝統漁法をテーマに活動する水中写真家の中村征夫
さん。かつて北海道・奥尻島で津波の襲われた経験を持つ
中村さんは恐怖から三陸
の海には潜れずにいた。番
組では、震災後初めて二人
が本格的に東北を巡り、里
山・里海の今を見つめた。

グレートトラバース2～日本二百名山一筆書き踏破～
プロローグ　「田中陽希・二百名山へ！新たなる旅立ち」
■放送：BSプレミアム／6月27日（土） 午後9：00～9：59

第一集「春〜初夏・北海道10座に挑む」
■放送：BSPプレミアム／8月1日（土） 午後9：00～10：59

第二集「夏・東北〜新潟18座に挑む」
■放送：BSプレミアム／9月12日（土） 午後9：00～10：59

第三集「夏から秋へ・関東〜南アルプス19座に挑む」
■放送：BSプレミアム／10月10日（土） 午後9：00～10：59

第四集「秋・日本アルプス大縦断」
■放送：BSプレミアム／11月14日（土） 午後9：00～10：59

第五集「北アルプスから西へ！」
■放送：BSプレミアム／12月26日（土） 午後9：00～10：59

第六集「最終回　冬・四国〜九州の12座そしてゴールへ！」
■放送：BSプレミアム／2016年1月30日（土） 午後9：00～10：59

日本二百名山完全人力踏破 達成スペシャル
■放送：BSプレミアム／2016年2月23日（火） 午後7：00～7：44
※第一集～第六集は「ザ・プレミアム」として実施。
　プロアドベンチャーレーサー田中陽希が、日本百名山
を一筆書きで踏破した「グレートトラバース」。その感動
のゴールから7か月、田中が再び動き出した。目指すは「日
本二百名山完全踏破」。5月下旬に日本最北端の北海道・
宗谷岬をスタートし、暑寒別岳から、ひと筆書きで南下、
100座目となる鹿児島・桜島へ。そしてゴールの鹿児島・
佐多岬まで、すべて自分の足とカヤックだけで進む。総移
動距離は前回を超えるおよそ8000ｋｍ、7か月以上にも
及ぶ過酷な旅となる。番組では、7か月間、田中の旅に完
全密着。二百名山全ての山での登山の様子から、山と山の
間のロードでの人々との出会い、そして旅の途中、田中が
苦悩する様子などを徹底ドキュメント。山国日本の四季
の中、全国各地の山の豊かな自然と併せ、その壮大な挑戦
の全貌を、全6回の特集番組と、予告編となるプロローグ、
ゴール達成特番などで紹介した。

6.身近な環境について見つめる
（自然の豊かさ、公害、伝染病、
新技術など、その他環境関連全般）
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総合テレビの主な番組
さわやか自然百景 ������������������ ㈰／午前7：45～

ダーウィンが来た！　生きもの新伝説 ����� ㈰／午後7：30～

クローズアップ現代 �������������� ㈪～㈭／午後7：30～
4月13日㈪ ついに発見!?　地球外生命に挑む科学者たち 
6月10日㈬ 水族館からイルカが消える!?～国際批判に揺れる現場～
9月  7日㈪ サンマ争奪戦～どう守る“日本の秋の味覚”～

10月19日㈪ フォルクスワーゲンで何が�～“排ガス不正”の真相～
2016年

1月12日㈫“未来の紙”が世界を変える!?～日本発・新素材の可能性～

プロフェッショナル　仕事の流儀 ������� ㈪／午後10：00～
4月  6日㈪  “雪と闘うプロ”スペシャル

探検バクモン ��������������������� ㈬／午後10：55～
12月  9日㈬ 海という名のフロンティア

NEXT　未来のために ���������������� ㈬／午前0：10～
5月20日㈬“野生牛”にかける～北海道　畜産農家の挑戦～

所さん！大変ですよ ����������������� ㈭／午後10：55～
2016年

1月  7日㈭ 衝撃映像！“緑の怪物”が家をのみこむ!?

特報首都圏 ������������������������㈮／午後7：30～
5月22日㈮ 誰にも言えない　語れない～新潟水俣病　50年目の被害者たち～

11月13日㈮ 日本一のコメに“異変”!?　産地・新潟からの報告

金曜e ye  �������������������������㈮／午後7：30～
7月31日㈮ 鉄道で自然へGO！

ドキュメント72時間 ����������������� ㈮／午後10：55～
5月  1日㈮ 桜をたどって川上へ　多摩川3日間の旅

週刊ニュース深読み ������������������ ㈯／午前8：15～
6月  6日㈯ 火山国日本　これからどうなる？どう備える

2016年
3月  5日㈯ 震災5年　“命を守る”防災はどこまで進んだ？

目撃！日本列島 ������������������� ㈯／午前11：30～
10月  3日㈯ 漆の森に生きる～5千年の伝統を支える職人たち～
10月24日㈯ 200年の森に夢を託して

マサカメT V ���������������������� ㈯／午後6：10～
11月  7日㈯ 山歩き

ブラタモリ ����������������������� ㈯／午後7：30～
10月10日㈯ ＃19　富士山

NHKスペシャル………………………………………………… 午後9：00～
4月11日㈯ 幻の山　カカボラジ～アジア最後の秘境を行く～
5月  2日㈯ 明治神宮　不思議の森～100年の大実験～
5月17日㈰ 廃炉への道　2015「“核燃料デブリ”未知なる闘い」
7月26日㈰ 小笠原の海にはばたけ～アホウドリ移住計画～
8月23日㈰ 新島誕生　西之島～大地創成の謎に迫る～
9月  6日㈰ 巨大災害　MEGA　DISASTERⅡ　日本に迫る脅威

第2集「大避難～命をつなぐシナリオ～」
10月  4日㈰ 巨大災害　MEGA　DISASTERⅡ　日本に迫る脅威

第3集「火山列島　地下に潜むリスク」
10月31日㈯ 東日本大震災「“津波の海”を潜る～三陸・破壊と回復の5年間～」
11月21日㈯ 東日本大震災「追跡　原発事故のゴミ」

2016年
1月23日㈯ 東日本大震災「原発事故5年

ゼロからの“町再建”～福島　楢葉町の苦闘～」
2月  6日㈯ 史上最悪の感染拡大　エボラ　闘いの記録
3月  5日㈯“原発避難”7日間の記録～福島で何が起きていたのか～
3月  6日㈰ 被曝（ひばく）の森～原発事故　5年目の記録～
3月13日㈰ 原発メルトダウン　危機の88時間
4月  3日㈰ 巨大災害　MEGA　DISASTERⅡ　日本に迫る脅威

「地震列島　見えてきた新たなリスク」

NHKスペシャル…………………………………………………午後7：30～
9月  5日㈯ 巨大災害　MEGA　DISASTERⅡ　日本に迫る脅威

第1集「極端化する気象～海と大気の大変動～」
9月12日㈯ 緊急報告　列島大水害

NHKスペシャル…………………………………………………午後10：00～
9月  1日㈫ 東日本大震災

「故郷（ふるさと）つなぐ相馬野馬追～原発事故5年目の夏～」

サキどり↑……………………………………………………㈰／午前8：25～
4月19日㈰ 下水に光を！活用しよう下水資源

明日へ　支えあおう/明日へ　つなげよう ������� ㈰／午前10：05～
6月  7日㈰ 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～

NHKアーカイブス…………………………………………㈰／午後1：50～
11月  1日㈰ 火の山と生きる

～火山列島日本・どう向き合うのか～

これでわかった！世界のいま……………………………㈰／午後6：10～
12月13日㈰ 北京の汚染どれだけ？濃度別 PM2.5体験

特集番組
5月  4日㈪ 午後7：30～ 知られざるアフリカの夜

～体感！鈴木亮平が見た野生の大地～
7月20日㈪ 午前8：15～ ミラノ　食の万博“おいしい地球”の英知

12月26日㈯ 午後10：00～ ゾウ家族　命をつなぐ旅
12月28日㈪ 午後7：30～ プレシャスブルー

～美しきハンター　シャチとの交流～

Eテレの主な番組
ふしぎがいっぱい5年����������������� ㈫／午前9:30～

ふしぎがいっぱい6 年 ���������������� ㈫／午前9:40～

しぜんとあそぼ �������������������� ㈫／午後3：45～

なりきり！むーにゃん生きもの学園�������� ㈯／午前7:15～

スーパープレゼンテーション ���������� ㈬／午後10：25～
10月14日㈬「ヨットでひらめいた“循環型経済”」

人生デザインU－29 ����������������� ㈪／午後7：25～
11月30日㈪「養蜂家」

地球ドラマチック ������������������� ㈯／午後7:00～
4月  4日㈯「野生へ！ 動物の赤ちゃん成長記

第１回ナマケモノが肺炎に！」
4月11日㈯「野生へ！動物の赤ちゃん成長記

第２回アリクイがアリを食べる特訓！」
5月  9日㈯「野生へ！動物の赤ちゃん成長記

第３回カンガルー“群れデビュー”」
8月  1日㈯「砂漠の船に乗って～世界ラクダ物語～」

12月26日㈯「ビーバー大活躍！よみがえる水辺」
2016年

1月30日㈯「リス　究極のサバイバー～小さな体に潜む驚異の力～」
3月12日㈯「巨大昆虫はなぜ絶滅したのか」

 SWITCHインタビュー　達人達（たち） ���� ㈯／午後10：00～
7月25日㈯「さかなクン×磯田道史」

 ETV特集 ����������������������� ㈯／午後11：00～
9月19日㈯「帰還への遠い道～福島・楢葉町　一年の記録～」

サイエンスZERO ������������������ ㈰／午後11:30～
9月  6日㈰「食糧危機の切り札!?　耐塩性作物」 

11月15日㈰「温泉が電気を生み出す！注目の低熱発電」
11月29日㈰「祝！ノーベル賞（1）大村智さん　微生物から薬を生み出せ！」
12月13日㈰ シリーズ原発事故（15）

「最新報告　廃炉を阻む壁　核燃料デブリ」

特集番組
7月11日㈯ 午後2：00～ TVシンポジウム

「ミラノ万博にみる日本の“食と農”―その課題と将来」
2016年

3月  5日㈯ 午後2：00～ TVシンポジウム　
「農業を変える女子力～可能性をどう広げるか～」

BS1の主な番組
キャッチ！世界の視点 ������������������ 午前7：00～

11月30日㈪ シリーズCOP21
(1)途上国をどう支援するか・温暖化被害とCO2削減・
多額の支出を強いられるインド・先進国の責任を追及

12月  1日㈫ シリーズCOP21
(2)合意の鍵を握るアメリカ・レガシー作り狙うオバマ大統領・
CO2 削減の義務化巡りEUと対立

12月  2日㈬ シリーズCOP21
(3) 動き出すCO2 最大排出国中国・大気汚染対策がCO2 削減
でも効果発揮・北京市の工場抜き打ち検査

2016年
2月  3日㈬ フィンランド「核のゴミ」の最終処分場・

地下400ｍに10万年貯蔵・周辺住民の理解をどう得たか

B S世界のドキュメンタリー �������������� 午前0:00～
4月  7日㈫ シリーズ危険な時代に生きる

第5回　「政治家たちの覚悟」
4月  8日㈬ シリーズ危険な時代に生きる

第6回　「変革の風」
4月  9日㈭ シリーズ危険な時代に生きる

第7回　「反乱・再建・刷新」
4月10日㈮ シリーズ危険な時代に生きる

第8回　「待ち受ける未来」
4月14日㈫ シリーズ危険な時代に生きる

第9回　「山を動かすとき」

B S世界のドキュメンタリー ������������� 午後11：00～
11月  9日㈪ 絶滅へのギャンブル　～アフリカ野生動物の危機～
11月25日㈬ 遺伝子組み換え戦争　“戦略作物”を巡る闘い 欧vs.米

2016年
3月  9日㈬“FUKUSHIMA”後の世界

～岐路に立つインディアンポイント原発～　前編
3月10日㈭“FUKUSHIMA”後の世界

～岐路に立つインディアンポイント原発～　後編

国際報道2015 ���������������� ㈪～㈮／午後10:00～
6月  3日㈬ アマゾン保全に切り札　驚きの森林農法とは？　ほか
6月12日㈮ バイカル湖に異変�アザラシが危機に直面　ほか
6月26日㈮ 拡大する中国開発援助・カンボジアで進む発電所建設・

環境破壊が問題に　ほか
7月23日㈭ スマホの普及で違法採掘が横行　南国の楽園が危ない！　ほか
7月30日㈭ フィリピン・世界遺産の棚田を守れ！　ほか

10月15日㈭ 森林火災　オランウータンが危機　
インドネシア煙害実態　ほか

経済フロントライン ���������������� ㈯／午後10：00～
4月11日㈯ 究極のエコ社会・水素革命で暮らしが変わる！　ほか

10月10日㈯ 電気料金は安くなる？小売り全面自由化で　 ほか

ドキュメンタリーWAVE ������������� ㈰／午後10：00～
2016年

3月13日㈰ 岐路に立つ中国の漁村～乱獲の果てに～

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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地球事変　GIGA MYSTERY
9月19日㈯ 午後7：30～ 氷河期

2016年
2月27日㈯ 午後7：30～ 酸素大発生

発見！体感！
8月20日㈭ 午後10：00～ 峡谷を駆ける急流の夏　黒部川紀行
9月21日㈪ 午後8：00～ 豊穣（じょう）と鎮魂の流れ　広島・太田川紀行

10月28日㈬ 午後9：00～ 古代ロマンとネオンの街　福岡・那珂川紀行
11月  3日㈫ 午後10：00～ 札幌を潤すサケの故郷　豊平川紀行
12月  2日㈬ 午後9：00～ 会津と越後を結ぶ悠久の流れ　阿賀野川紀行
12月10日㈭ 午後10：00～ めざせ富士山“母なる川”を

遡（さかのぼ）る　相模川紀行
2016年

1月29日㈮ 午後9：00～ 世界遺産　合掌造りの里の冬支度　庄川紀行
3月29日㈫ 午後9：00～ 大都会　東京を潤す　神田川紀行

一本の道
6月17日㈬ 午後10：00～「イギリス　コーンウォール“地の果て”をゆく」

10月29日㈭ 午後9：00～ 「フランス・ヴェルドン渓谷　地を裂く谷をゆく」

ザ・プレミアム　怪魚ハンターが行く！
5月16日㈯ 午後9：00～ 「～犬を飲み込む魚!? オーストラリアに追う～」

11月14日㈯ 午後7：00～ 「北米大陸　3メートルの巨大魚を追う」

特集番組
5月30日㈯ 午後9：00～ 須藤元気　天空への道を翔（かけ）る

「アマゾン・アンデス　ディープ紀行」
9月  7日㈪ 午後9：00～ ジパング・ハンター　

～天空と地下の迷宮鉱山～
2016年

1月  2日㈯ 午後9：00～ 完全版　明治神宮　不思議の森
3月19日㈯ 午後7：30～ ザ・プレミアム「プレシャスブルー

～幻の人魚伝説　ジュゴンとの出会い～」

震災関連番組
2016年

3月  6日㈰ 午後1：00～ そしてイナサは吹き続ける
～風寄せる集落の11年～

ラジオ第1の主な番組
先読み！夕方ニュース ������������� ㈪～㈮／午後5:00～
▼「特集」について　

4月  9日㈭「火山と向き合って暮らしていくには？」　
4月13日㈪「難航する汚染水対策　“凍土壁”の課題は？」
5月27日㈬「どうなるイルカ問題　水族館への影響は」
7月  1日㈬「富士山をどう楽しみ守るのか」
8月  1日㈯「“複合災害”にどう備えるか」
9月14日㈪「検証・豪雨被害」

10月16日㈮「VW不正問題の波紋」
11月  5日㈭「どうなる？ことしの冬の感染症」
12月17日㈭「中国で大気汚染が深刻化　日本への影響は？」
2016年

3月  2日㈬「世界から見た国産食材の安全性」

▼「ホットトーク」（5 時台のコーナー）について　
7月  7日㈫「水素社会がやってくる？」
7月31日㈮「韓国で広がったMERSコロナウイルスと国内対策」
8月  2日㈰「エボラ出血熱と国内対策」
9月  8日㈫「水俣病に学ぶ」

10月  9日㈮「めざせ！エネルギー自給率100%」
11月24日㈫「COP21　どうなる？国際交渉」
11月25日㈬「COP21　どこまで進む？温暖化」
11月26日㈭「COP21　深刻化する？温暖化被害」
12月17日㈭「世界の温暖化対策」
12月22日㈫「地球温暖化対策」

2016年
2月  3日㈬「水から見た地球環境問題」
2月  4日㈭「北極からのメッセージ」

NHKジャーナル ���������������� ㈪～㈮／午後10:00～
6月26日㈮「脱産廃　女性経営者が変える」
9月17日㈭「水銀汚染をなくすために　熊本の取り組み」
9月30日㈬「秋吉台　トレイルランニングで町おこし」

10月26日㈪「野生動物の捕獲に企業参入」
12月15日㈫「電車で発電　新たな活用法を探れ」

2016年
2月  9日㈫「ヤンバルクイナをネコの被害から救え」

夏休み子ども科学電話相談
7月21日～24日、7月27日～31日、8月3日～8月5日、8月24日～28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たちからの質問に答えた。

特集番組　
7月  3日㈮ 午後9:00～ 廃炉への道　全記録　2015

「“核燃料デブリ”未知なる闘い」

BS1スペシャル　
11月21日㈯ 午後11：00～「長良川河口堰（ぜき）

～公共事業は誰のものか～」
2016年

2月27日㈯ 午後11：00～「廃炉の記録
～福島第一原発・放射能との闘い～」

奮闘！日本人～エキサイト・アジア～　
7月20日㈪ 午後9：30～ 「村に水道を～中国・貴州省～」

巨大災害　MEGA DISASTER Ⅱ　日本に迫る脅威
11月11日㈬ 午後9：05～ 第1集「極端化する気象

～海と大気の大変動～」
11月12日㈭ 午後9：00～ 第2集「大避難

～命をつなぐシナリオ～」

BSプレミアムの主な番組
グレートトラバース2～日本ニ百名山一筆書き踏破～

6月27日㈯ 午後9：00～ プロローグ
「田中陽希・二百名山へ！新たなる旅立ち」

8月  1日㈯ 午後9：00～ 第一集「春～初夏・北海道 10座に挑む」
9月12日㈯ 午後9：00～ 第二集「夏・東北～新潟 18座に挑む」

10月10日㈯ 午後9：00～ 第三集「夏から秋へ・関東
～南アルプス 19座に挑む」

11月14日㈯ 午後9：00～ 第四集「秋・日本アルプス大縦断」
12月26日㈯ 午後9：00～ 第五集「北アルプスから西へ！」
2016年

1月30日㈯ 午後9：00～ 第六集「最終回　冬・四国
～九州の12座そしてゴールへ！」

2月23日㈫ 午後7：00～ 日本二百名山完全人力踏破　達成スペシャル
※第一集～第六集は「ザ・プレミアム」として実施

にっぽん百名山スペシャル
8月11日㈫ 午後7：30～ 夏山を楽しもう！

11月  3日㈫ 午後7：30～ あなたが好きな山！深田久弥が愛した名峰へ

体感！グレートネイチャー
4月18日㈯ 午後7：30～ 壮烈の荒野と“動く石”の謎

～アメリカ　デスバレー～
6月  6日㈯ 午後7：30～ 南米パタゴニア　蒼（あお）き大氷河の懐へ
8月25日㈫ 午後9：00～ 爽快！極北の巨大滝

～アイスランド・氷と火のミステリー～
11月28日㈯ 午後7：30～ 変幻！砂漠が大湿原に!?

～アフリカ　大地のミステリー～
12月19日㈯ 午後7：30～ 地中海“激烈火山”の謎

～イタリア・ギリシャ～
2016年

1月16日㈯ 午後7：00～ “怪速”！大隆起の絶景～美麗島　台湾～
3月  5日㈯ 午後7：30～ 大いなる水　大瀑布（ばくふ）誕生の謎

～南米　イグアスの滝～

NHKワールドの主な番組
Asia Insight
2015年  4月10日 市民の新しい足　自転車シェアリング～台湾～
2016年  2月  5日 ホワイトビーチを守れ！～フィリピン～

GLOBAL AGENDA
2015年11月28日 どう食い止める地球温暖化

～いま世界がなすべきことは～

great gear
2015年 4月16日 スマートエネルギーWeek 2015
2016年  2月25日 エコプロダクツ展

Japan Railway Journal
2015年 6月12日 世界をリードするハイブリッドディーゼル車両
2015年 7月10日 世界が注目！バッテリー電車最前線

Japanology Plus
2015年  4月23日 ごみ・リサイクル

J-TECH Innovation & Evolution
2016年 3月26日 未来の都市を創る～柏の葉スマートシティ～

RISING
2015年 6月25日 ミドリムシで世界を救う　

バイオベンチャー代表　出雲充
2015年11月12日 古着を燃料に！夢はゴミのない世界

～リサイクル事業　高尾正樹～

SAMURAI WHEELS 
2015年  4月  3日 クリーンディーゼル搭載　新ＳＵＶ
2015年  5月  8日 充電できる車のある暮らし
2015年  6月  5日 夢が現実に！燃料電池自動車

Science View
2015年 6月17日 夢の生物農薬“飛ばないテントウムシ”

Side by Side
2015年  9月28日 森を救い、人々を守る

～ミャンマー植物資源保護・牧野植物園～

NHK Documentary
2015年11月29日 MEGA　ＤISASTER　第１集　異常気象
2015年12月  6日 MEGA　ＤISASTER　第２集　スーパー台風
2015年12月13日 MEGA　ＤISASTER　第３集　巨大地震
2015年12月20日 MEGA　ＤISASTER　第４集　火山大噴火

STSフォーラム
2015年11月15日 Advancing Our Society: 

The 2015 STS Forum in Kyoto

FLOOD　～メガシティを襲う高潮の脅威～
2015年11月29日 第１部

A Global Menace for Coastal Megacities
2015年11月29日 第2部

Protections for Megalopolis
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コンクール名 開催回数 部　門
優良放送番組推進会議 旅番組部門（ＢＳ）
優良放送番組推進会議 会議が選ぶ２０１４年度の番組（ＢＳ）　
優良放送番組推進会議 ドキュメンタリー番組部門（ＢＳ）
農業ジャーナリスト賞 第30回 —
農業ジャーナリスト賞 第30回 —
ギャラクシー賞 第52回 テレビ部門
ギャラクシー賞 第52回 テレビ部門
ギャラクシー賞 第52回 テレビ部門
ギャラクシー賞 第52回 テレビ部門
ギャラクシー賞 第52回 テレビ部門
ギャラクシー賞 第52回 テレビ部門
ギャラクシー賞 第52回 テレビ部門
ギャラクシー賞 第52回 テレビ部門
ギャラクシー賞 第52回 ラジオ部門
放送文化基金賞 第41回 テレビドキュメンタリー番組
放送文化基金賞 第41回 テレビドキュメンタリー番組
菊池寛賞 第63回 —
石橋湛山記念　　　　　　　　　　　
早稲田ジャーナリズム大賞 第15回 公共奉仕

科学技術映像祭 第57回 自然・くらし部門
科学技術映像祭 第57回 自然・くらし部門
科学技術映像祭 第57回 研究開発・教育部門

コンクール名 開催回数 部　門 賞
グリーンイメージ国際環境映像祭 第2回 —　 グリーンイメージ賞

ニューヨーク・フェスティバル テレビ・ドキュメンタリー情報番組部門
（自然・野生生物）　 金賞

ニューヨーク・フェスティバル テレビ・ドキュメンタリー情報番組部門
（科学技術） 銀賞

ニューヨーク・フェスティバル テレビ・ニュース番組部門（調査報道） 銀賞

考古学チャンネル国際フィルム・ビデオ
映像祭 第12回 作品部門・脚本部門・ナレーション部門・アニメーション＆効果

部門・撮影部門・音楽部門・観客のお気に入り作品部門 奨励賞

アメリカ国際フィルム・ビデオ祭 ドキュメンタリー　科学/リサーチ/
テクノロジー

シルバー･スクリーン賞
（カテゴリー２位）

アルベール国際動物フィルムフェスティバル 第25回 — 観客賞
世界自然・野生生物映像祭 第12回 水中の生態部門 水中撮影技術賞
ドイツ国際自然映像祭 第9回 — 最優秀撮影賞
四川テレビ祭 第13回 ドキュメンタリー　自然・環境部門 最優秀監督賞
バンコク科学映像祭 — ビジュアル・エフェクツ＆撮影賞

賞（英語） 番組名等
Green Image Award ＮＨＫスペシャル 「神秘の球体　マリモ～北海道 阿寒湖の奇跡～」

Gold World Medal ＮＨＫスペシャル 「ホットスポット 最後の楽園 season2」

Silver World Medal 神の数式　第1回　この世は何からできているのか

Silver World Medal 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」

Mentioned Honored NHKスペシャル「和食　千年の味のミステリー」、BS１スペシャル「和食・魅惑の世
界～千年の一滴　だし　しょうゆ」

SILVER SCREEN 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」

Audience Award ＮＨＫスペシャル　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～」
Best Underwater Cinematography Award ＮＨＫスペシャル 「神秘の球体　マリモ～北海道 阿寒湖の奇跡～」
Best Cinematography ＮＨＫスペシャル　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～」　
Best Director ＮＨＫスペシャル　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～」　
Visual Effects & Cinematography Award ＮＨＫスペシャル　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」

賞 番組名等
世界ふれあい街歩き
世界ふれあい街歩き
新日本風土記

農業ジャーナリスト賞 明日へ　支えあおう　復興サポート　「放射能汚染からの漁業再生～福島・いわき市～」
農業ジャーナリスト賞 ＥＴＶ特集「それでも道はできる～福島・南相馬　コメ農家の挑戦～」
選奨 東日本大震災プロジェクト　シリーズ　「明日へ　-支えあおう-　復興サポート」
奨励賞 ＮＨＫスペシャル「メルトダウンFile.5　知られざる大量放出」
奨励賞 NHKスペシャル「狂気の戦場 ペリリュー　～“忘れられた島”の記録～」
奨励賞 ＮＨＫスペシャル「水爆実験　６０年目の真実～ヒロシマが迫る“埋もれた被ばく”～」
奨励賞 ＥＴＶ特集「ふるさと“水俣”に生きる～次世代からのメッセージ～」　　　
奨励賞 ＮＨＫスペシャル　シリーズ　廃炉への道　
奨励賞 新日本風土記「廃墟」
奨励賞 幻の東京計画～首都にありえた３つの夢～　　　　　　　　　　　
奨励賞 震災４年　ラジオ特集「福島産、どうですか？」～いま”風評”を読み解く～
奨励賞 ＮＨＫスペシャル「水爆実験　６０年目の真実～ヒロシマが迫る“埋もれた被ばく”～」
奨励賞 ＮＨＫスペシャル「知られざる衝撃波～長崎原爆・マッハステムの脅威～」
菊池寛賞 ＮＨＫスペシャル「カラーでよみがえる東京」および「カラーでみる太平洋戦争」

奨励賞 ＮＨＫスペシャル「水爆実験　６０年目の真実～ヒロシマが迫る“埋もれた被ばく”～」

文部科学大臣賞 ＮＨＫスペシャル「新島誕生　西之島　大地創成の謎に迫る」
部門優秀賞 ＮＨＫスペシャル「小笠原の海にはばたけ　アホウドリ移住計画」
部門優秀賞 コズミックフロント・プラネタリウム版　ファーストスター誕生

平成27年度（2015年）【国内】コンクール受賞一覧

平成27年度（2015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/）

渋谷ＤＥどーも2015
「ＮＨＫ環境キャンペーン  体験！エコゾーン」
（東京都渋谷区）
■実施月日：2015年５月３日（日・祝）～５日（火・祝）　
■実施会場：ＮＨＫ放送センター
　東京では、３日間にわたり渋谷の放送センターで開
催したイベント「渋谷ＤＥどーも 2015」の中で「ＮＨＫ環
境キャンペーン 体験！エコゾーン」を行いました。体験
型のイベントを通して、ファミリー層を中心とした来場
者の皆さまとともに、地球と私たちの未来のために何
ができるかについて様々な視点から考えました。
　自転車のペダルをこいで発電しミニ電車やメリーゴ
ウラウンドを動かす「人力発電遊園地で遊ぼう！」の
コーナーでは、電気を起こす大変さと節電の大切さを
楽しみながら体感していただきました。また、ＮＨＫの
環境関連番組のワークショップや、環境問題に取り組
む大学生やＮＰＯと連携した体験型ブースを設置し、ご
み問題やリサイクルへの理解促進などの身近な環境問
題から、森林保全、生物多様性など、エコに関わる様々
なテーマについて理解を深めていただくきっかけとなり
ました。

 

ＮＨＫ名古屋放送局　
「ダーウィンが来た！親子セミナー」
（愛知県名古屋市）
■実施月日：2015年８月30日（日）
■実施会場：ＮＨＫ名古屋放送センタービル
　名古屋放送局では、夏休みのファミリーに向けに開催
した会館公開イベント「きてみて体感！ＮＨＫ」の会場で、

「ダーウィンが来た！親子セミナー」を実施しました。
　子どもたちに人気の自然番組「ダーウィンが来た！」の
制作ディレクターを講師に、番組で取り上げた『オサガメ』

『テンレック』など、世界中の珍しい動物たちの生態を紹介
しながら、動物たちが生活する海や森など自然環境の大
切さを感じていただくことがねらいです。
　外洋で生活するため、これまで生態の詳細が不明だっ
たオサガメの甲羅に小型カメラを取り付け、生活の一端を
垣間見た様子や、敵が現れると身を守るために動きをと
めて存在を隠すテンレックのかわいい姿などの貴重な映
像と、現地で取材したディレクターならではのトークに来
場者の皆さまは熱心に聞き入っていました。
　また、ＮＨＫスペシャルで大きな反響があった「ダイオウ
イカ」の制作秘話や、取材中の駿河湾（静岡県）「謎の海底
サメ王国」の様子も紹介し、近くの海で生活する不思議な
生き物の姿からも、自然の魅力や環境の大切さを感じて
いただきました。

NHK函館放送局
「 はこだて国際科学祭2015
“NHK体験サイエンス”〜ダーウィンが来た！
『ヒゲじいの生きものクイズ』〜」
（北海道函館市）
■実施月日：2015年８月29日（土）
■実施会場：五稜郭タワー内
　函館市内各地でテーマに沿って多彩なイベントが開催
される「はこだて国際科学祭」の会場内で、2015年度の
テーマ「環境」にちなみ、函館局では、総合テレビで放送中
の「ダーウィンが来た！生きもの新伝説」で人気のキャラ
クター“ヒゲじい”のクイズショーを実施しました。映像を
用いながら番組で紹介した生きものに関するクイズに、小
さなお子さまをはじめとした多くの皆さまに参加してい
ただき、身の回りの生きものの意外な生態に驚きの声があ
がっていました。
　また、会場内には、ＮＨＫエコチャンネルホームページ
内の「生きものカードゲーム」体験コーナーも設置し、あ
わせて楽しく学んでいただきました。

ＮＨＫ松江放送局
「ＮＨＫ環境キャンペーン『ＮＨＫエコ広場』」
（島根県松江市）
■実施月日：2015年11月15日（日）
■実施会場：くにびきメッセ
                （「2015 松江市環境フェスティバル」内）
　松江放送局では、10年以上にわたって毎年、松江市が
主催する環境フェスティバルにブース出展をしていま
す。2015年度は、子どもから大人まで幅広い世代にエ
コについて楽しみながら学んでいただけるように「工作
コーナー」と「番組上映コーナー」を展開しました。
　工作コーナーでは、「ダーウィンが来た！」のぬり絵を
楽しんでもらいながらＮＨＫの自然番組をＰＲしたほか、

「どーもくん」や番組キャラクターを使ったオリジナルエ
コバッグづくりを通してゴミの減量やリサイクルについ
て学んでいただきました。いずれも開場時から満席とな
り、順番待ちができるほどの盛況となりました。
　番組上映コーナーでは、松江放送局が制作した「ダー
ウィンが来た！『これぞ親子愛！完全密着ミサゴの子育
て』」などの環境に関する番組を上映しました。島根県の
絶滅危惧種に指定されている野鳥「ミサゴ」が地元松江
で巣作りや子育てを行う姿をご覧いただき、環境保護の
重要性を改めて認識していただきました。

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。
　27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、全国15会場でおよそ５万７千人の方々に参加
していただきました（Ｐ43～44　資料2「環境」をテーマにした地域イベント　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 1650本

（2016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。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2013年から2014年にかけて発表されました。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。この特集ページは2015年にフランス・パリで
開かれた国連の会議「COP21」（国連　気候変動枠組み条
約第21回締約国会議）を受けて増補改訂しました。

●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2015」や、11月１～３日
の「NHK文化 2015」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。

　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 2014年度までに6台の蒸気発生機

（小型ボイラー）を高効率型に更新しました。
　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。2015年度
は、食堂、ふれあ
いホールのエント
ランス、特高変電
所などの照明を
LED化し、省エネ
と照度向上によ
る環境改善を実
現しました。

蓄熱式空調システムの概要

マイクロ水力 ５階食堂（ばらえ亭）

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

25
環境報告書 2016

26
環境報告書 2016



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開発・導入を進めています。

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
20％に低減し、大幅な省エネを実現しました。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、平成
27年度は東京・渋谷の放送センターCT-114・CT-415・
CU-555スタジオ及び大阪局ニューススタジオ、大分局
制作スタジオをLED化しました。これを含め累計24の放
送局で、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。設備更新にあたっては、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、周囲環境に配慮しています。
　平成27年度に更新した放送局のCSK（計 5台）では、車
両本体に平成22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
機器に電源を供給する車載発電機は、国土交通省が定め
る「排出ガス対策型建設機械第3次基準」を満たしていま
す。さらに車内照明にLEDを採用し、かつ搭載機器の小
型・省電力化を進め、消費電力の低減も図るなど、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、環境に配慮しています。
　平成27年度に更新したニュースカー（計5台）は、平成
23年度に開発した機器用大容量リチウムイオンバッテ
リーシステムを搭載しており、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、騒音
を低減した静かな中継・伝送にも効果を発揮しています。

　深夜の放送休止時間帯に送信機を停止するため、制
御時計を追加する補完整備を進めています。平成27年
度は9局の整備を完了し、年間で約 204,000kWhの電力
消費（CO2換算で約 112t）を削減できると試算していま
す。

放送センターCT-114スタジオ

大阪局ニューススタジオ

衛星伝送車（CSK）

ニュースカー

制御時計を追加整備

スタジオ照明の省エネ化 番組設備の省エネ化

Ｅテレ深夜休止に向けた
補完整備

事業運営に伴う負荷軽減の推進

27
環境報告書 2016

28
環境報告書 2016



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2015年度の廃棄物総量は
2,060㌧でした。
　廃棄物の多くを占めるコピー用紙をはじめ新聞・雑誌
等の紙類の廃棄量は、ピーク時の2012年度891㌧に比べ、
2015年度は755㌧と▲15％減っています。
　NHKでは、以下の「3R」により廃棄物の抑制と再資源
化に努めています。
　○ 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. 資料の電子化、共用会議室のプロジェクターや無線

ＬＡＮ会議システムを利用したペーパーレス会議の推進
2. コピー用紙の使用量の削減と両面コピー、2アップ（まと

めて１枚）による、紙ゴミの発生量の抑制
3. 事務用品のリユースコーナーの設置・再活用による

文房具廃棄処理の抑制

　放送センターでは、これまで生ゴミに一部混在して
いた廃プラスチック類廃棄物を、より厳密に分別する他、
食堂生ゴミの一部を、専門業者により「肥料化」処理する
等、事業系一般廃棄物の削減及び再利用率の向上に取り
組んでいます。

　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」を図っています。
　「混ぜればごみ、分ければ資源」のスローガンで職員の
リサイクルに対する感心を高め、意識の向上に努めています。

廃棄物の総量抑制

「職場環境改善活動」の実施

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

放送センター塵埃処理場　

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～

事業系一般廃棄物の再利用率
の向上について

分別ゴミ収集ボックス

プレスした空缶

京・真田屋敷

森田屋　厨房 青柳商店　居間 青柳商店　玄関 浜松　小橋家　中庭

上田城・大広間

魅惑のソノタ

聚楽第・大広間

GOSISON らららクラシック

〜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。ドラマ番組
では、設定される時代感や地域色を映像表現するため

に配置や装飾などに工夫し、文化教養番組、音楽伝統番
組などにおいても「セットパーツ」を展開し、番組美術の
品質を確保しつつ環境にも配慮しています。

美術セットのリユースで環境配慮

大河ドラマ「真田丸」

連続テレビ小説「とと姉ちゃん」

文化福祉「GOSISON」、社会情報「魅惑のソノタ」、音楽伝統「らららクラシック」

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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〜台本リサイクルペーパーの利用〜
　ＮＨＫの収録台本を切断破砕し、壁紙素材として再
利用するユニークなリサイクル手法を、ＩＮＰＵＴ（世界
公共放送番組会議）において会場の美術セットや出席
者への提供品などに使用。
　初めて日本で開催する国際会議で使用することで、
世界に向けてＮＨＫの環境貢献を紹介しました。

〜ガラスフィルムの開発と展開〜
　東京制作の番組使用に加え、大阪局でのテレビ小説
メインセットで運用。
　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。

リサイクル素材の開発

美術セットのリデュースで
廃棄物の抑制

　2016年 8月のスーパーハイビジョン試験放送の開
始に向けて、ＳＨＶコンテンツ制作が加速する中、高品
質な22.2ch音場を実現する準備環境が新たに必要とな
りました。そこで音響デザイン部では従来のステレオ
/5.1chサラウンド準備室を、22.2chにも対応できる準備
室に工夫を凝らして生まれ変わらせ、省スペース化を図
りました。
　これまでの既存の考え方を廃し、準備室前方を向け
ば、ステレオ/5.1chサラウンド対応に。（写真①）
　そして後方を向き、巨大なスクリーンを天井から引き

　
出すことにより、22.2chサラウンドでの準備が可能に
なります。（写真②）
　26個ものスピーカーが前後左右、そして天井上部から
吊り下げられ、コンパクトな部屋を最大限活用した準備
室になっています。
　27年度制作された 8K22.2chコンテンツは、29本。中
継スポーツ・文化教養・音楽・ヒューマンドキュメント・自
然番組など、さまざまなジャンルに亘りました。今後も
制作本数の増加を見据え、準備室を活用した効率的な制
作と新たな創造的音響表現を追求していきます。

一つの音響準備室が、
ステレオ～ 5.1ch～ 22.2ch対応にマルチ変化！

INPUT2015東京・パネルセット

加野銀行 レストラン

連続テレビ小説「とと姉ちゃん」

写真① 写真②

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。

　本部部局や放送局共通の取り組みとして、電子会議
システムやタブレット端末の導入など会議のペーパー
レス化のほか、複合機にＩＤカード認証機能を導入する
ことで印刷ミスを抑制するなど、コピー用紙の削減施策
が、引き続き積極的に行われていました。
　このほか、放送技術研究所では、東京都条例により平
成 27年度から5年間、特定温室効果ガス（ＣＯ2）排出力
削減義務量が大幅に引き上げられたことを受け、「電気
式、ガス式冷暖房用熱源機の効率的な運用」や「クール
ビズの実施」、「技研ビル入居の関連団体への省エネへ
の取り組みと協力要請」などに、ビル管理会社と連携し
て取り組んでいました。
　放送局では、節電対策として、複数の局で事務室やス
タジオの照明のＬＥＤ化の取り組みが行われていたほ
か、前橋放送局では放送会館の壁面の一部にグリーン
カーテンを施して、夏季の冷房効率を上げる試みに取
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.37 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

2015 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

（2015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
・2015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、2015年4月1日から2016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。

分類・主な取組項目
2015年度 2014年度 2013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） 48,655 558,283 220,702 485,458 242,842 467,677 ▲172,047 72,825

①公害防止（大気汚染防止・水質汚濁防止） 180 18,372 0 7,417 44,577 6,157 180 10,955

②地球環境保全（地球温暖化防止） 48,475 265,587 218,638 168,831 198,265 111,393 ▲170,163 96,756

③資源循環（効率的資源利用） 0 274,324 2,064 309,210 0 350,127 ▲2,064 ▲34,886

上・下流コスト
（事業活動の上・下流で支出した経費） 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 37,498 0 65,163 325 36,363 0 ▲27,665

研究開発コスト
（環境保全に関する研究開発） 151,975 399,570 81,740 308,087 164,260 307,761 70,235 91,483

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 17,320 0 63,293 0 91,403 0 ▲45,973

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 200,630 1,012,671 302,442 922,001 407,427 903,204 ▲101,812 90,670

（単位：千円）

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 2015年度 2014年度 2013年度 増減額

費用節減 168,126 416,743 1,338,046 ▲ 248,617

放送用テープの再使用による新規テープ購入費の節減 161,291 411,451 1,334,004 ▲ 250,160

放送用テープの再使用によるテープ処分費用の減 6,835 5,292 4,042 1,543

収益 181,651 74,840 51,203 106,811

車両、器具什器など不用品の売却による収入 181,651 74,840 51,203 106,811

分類 2015年度（総量） 2014年度（総量） 2013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 325,296千 kwh 180,540t-CO2（92.3%） 332,364千 kwh 184,462t-CO2（92.0%） 339,124千 kwh ▲7,068千 kwh（▲2.1%）

ガソリン使用量 1,381kℓ 3,205t-CO2（1.6%） 1,461kℓ 3,392t-CO2（1.7%） 1,499kℓ ▲ 80kℓ（▲5.5%）

軽油使用量 432kℓ 1,133t-CO2（0.6%） 444kℓ 1,164t-CO2（0.6%） 517kℓ ▲ 12kℓ（▲2.7%）

重油使用量 669kℓ 1,814t-CO2（0.9%） 718kℓ 1,948t-CO2（1.0%） 729kℓ ▲ 49kℓ（▲6.8%）

灯油使用量 865kℓ 2,154t-CO2（1.1%） 1,158kℓ 2,885t-CO2（1.4%） 1,654kℓ ▲ 293kℓ（▲25.3%）

都市ガス使用量 3,211,098㎥ 6,679t-CO2（3.4%） 3,169,646㎥ 6,593t-CO2（3.3%） 3,602,687㎥ 41,452㎥（1.3%）

プロパンガス使用量 16,191㎏ 49t-CO2（0.0%） 14,658㎏ 40t-CO2（0.0%） 16,645㎏ 1,533㎏（10.5%）

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 195,574t-CO2 200,488t-CO2 206,690t-CO2 ▲ 4,914t-CO2（▲2.5%）

有形固定資産総額 1,238,214百万円 1,219,480百万円 1,198,139百万円 18,734百万円（1.5%）

CO2排出原単位 0.158 0.164 0.173 ▲ 0.006（▲3.7%）

一般・産業廃棄物処分量 5,358t 4,645t 4,550t 713t（15.3％）

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）上記、事業費には環境保全を目的に投資した設備等の減価償却費、環境保全活動に要した人件費および環境番組制作費は含んでいません。

（単位：千円）

注）有形固定資産総額は建物・構築物を含みます。
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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

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
1月  8日 20：00～20：43 北海道スペシャル「小さな賢者たち　天空のお花畑 大雪山」
7月17日 20：00～20：43 北海道スペシャル「知床（シリエトク）映像史～人と大自然の百年物語～」

11月  6日 19：30～19：55 北海道クローズアップ「アザラシ急増！ ～野生生物との共存は～」 

旭　川 総合

6月  2日 18：10～19：00 ほっとニュース北海道「田んぼの学校」開校
7月17日 18：10～19：00 ほっとニュース北海道「トド稚内の島を中継し回遊」
9月  6日 7：45～  8：00 さわやか自然百景「北海道　大雪山系の夏」
1月  8日 20：00～20：43 北海道スペシャル「小さな賢者たち　天空のお花畑　大雪山
3月  6日 　7：45～  8：00 さわやか自然百景「北海道　厳冬　トムラウシ山」　
3月 27日 7：45～  8：00 さわやか自然百景「厳冬　宗谷」　　

釧　路 総合

8月   9日 18：10～19：00 ほっとニュース北海道
12月   1日 18：10～19：00 ほっとニュース北海道
2月  2日 18：10～19：00 ほっとニュース北海道
2月   7日 18：10～19：00 ほっとニュース北海道
2月 15日 18：10～19：00 ほっとニュース北海道
2月 28日 18：10～19：00 ほっとニュース北海道

北　見 総合

毎月１回 11：50～11：54 つながる＠オホーツク
7月   2日 11：50～11：54 つながる＠オホーツク
7月14日 11：50～11：54 つながる＠オホーツク
9月   7日 11：50～11：54 つながる＠オホーツク
9月   8日 11：50～11：54 つながる＠オホーツク
2月25日 11：50～11：54 つながる＠オホーツク

室　蘭 総合

5月28日      18：10～    ほっとニュース北海道
6月   6日        7：30～   おはよう北海道土曜プラス「ぶらりみてある記」
7月   8日      18：10～ ほっとニュース北海道
8月10日      18：10～    ほっとニュース北海道
9月18日      18：10～  ほっとニュース北海道

12月  6日      18：10～ ほっとニュース北海道

東北

仙　台 総合

4月17日 20：00～20：43 東北Ｚ「“里浦”に生きる～石巻　長面浦の４年～」

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～」

6月26日 19：30～19：55 クローズアップ東北「三陸の海　水中で何が起きているか」
7月17日 19：32～19：57 クローズアップ東北「風は起きるか～福島“エネルギー復興”はいま～」
8月  7日 12：43～12：45 君に見せたい　東北がある～夏編～
9月11日 20：00～20：43 東北Ｚ「よみがえる　ふるさとの情景」

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」
10月31日 11：18～11：20 君に見せたい　東北がある～秋編～
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～」
2月   1日 12：43～12：45 君に見せたい　東北がある～冬編～
2月19日 20：00～20：43 東北Ｚ「福島　ふるさとつなぐ　記憶の街」

山　形 総合

4月  3日 19：30～19：55 やまがたスペシャル　杉の未来を切り開く　～天童・家具メーカーの挑戦～　
10月  2日 19：30～19：55 やまがたスペシャル　思いをつなぐデザイン ～人生に寄り添う家具修復～
8月19日 6：55～  7：00 ニュース
9月11日 18：10～19：00 ニュースやまがた６時
9月30日 18：10～19：00 ニュースやまがた６時

11月27日 18：10～19：00 ニュースやまがた６時

盛　岡 総合

6月24日 12：20～12：43 「ひるブラ　自然の力を生かす～岩手県なかほら牧場～」
7月26日 7：45～  7：59 「さわやか自然百景　岩手　三陸の湧水」

10月10日 7：30～  8：00 「ウィークエンド東北　よみがえる三陸の海」
12月18日 18：10～18：59 「おばんですいわて　輝インタビュー　西和賀の自然を守る」

福　島 総合 平日 18：10～19：00 はまなかあいづ Today

青　森 総合

4月17日 　7：45～  8：00 おはよう青森
4月29日 18：45～19：00 ニュース645
5月  4日 18：45～19：00 ニュース645
6月  1日 18：10～19：00 あっぷるワイド
7月  1日 　7：45～  8：00 おはよう青森
7月  7日 18：10～19：00 あっぷるワイド

10月25日 18：45～19：00 ニュース645
11月18日 18：55～19：00 ニュース655
11月27日 18：10～19：00 あっぷるワイド

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）

地域 放送局 チャンネル 放送日 放送時間 番組名

関東・
甲信越

新　潟 総合

6月  5日 19：30～19：55 金よう夜きらっと新潟「阿賀野川と生きる～新潟水俣病　あれから半世紀～」
10月30日 19：30～19：55 金よう夜きらっと新潟「開拓者たちの戦後70年～妙高・大洞原～」
10月30日 19：30～19：55 金よう夜きらっと新潟「徹底討論　コメ王国の未来」
11月  6日 19：30～19：55 金よう夜きらっと新潟「ピカピカ☆日本　とっておきの秋み～つけた」

4月30日 18：10～18：58 新潟ニュース610
5月31日 18：10～18：58 新潟ニュース610
6月24日 18：10～18：58 新潟ニュース610
8月20日 18：10～18：58 新潟ニュース610
3月   9日 18：10～18：58 新潟ニュース610

甲　府 総合

6月  4日 18：10～19：00 まるごと山梨　富士北麓だより
6月22日 18：10～19：00 まるごと山梨　河口湖キャラバン
6月23日 18：10～19：00 まるごと山梨　CATV通信
7月22日 18：10～19：00 まるごと山梨　ニュース
9月  3日 18：10～19：00 まるごと山梨　ニュース

10月25日 18：10～19：00 まるごと山梨　ニュース
5月 20日 18：40～18：59 ほっとぐん640「サル被害をGPSで防げ」
6月  5日 18：40～18：59 ほっとぐん640「環境の日でゴーヤなど配布」

前　橋 総合 7月 14日 18：40～18：59 ほっとぐん640「小学生が水生生物を調査」
10月 21日 18：40～18：59 ほっとぐん640「木材コンビナート起工式」
11月18日 18：40～18：59 ほっとぐん640「狩猟解禁　新対策」
4月  6日 18：10～19：00 茨城ニュース　いば６

水　戸 総合 5月28日 18：10～19：00 茨城ニュース　いば６
2月   4日 18：10～19：00 茨城ニュース　いば６

宇都宮 総合

4月30日 18：40～18：58 とちぎ640
6月  2日 18：40～18：58 とちぎ640

7月10日他 11：30～12：00 ときめきとちぎ
7月30日 18：40～18：58 とちぎ640

10月  6日 18：40～18：58 とちぎ640
10月13日 18：40～18：58 とちぎ640
12月18日 18：40～18：58 とちぎ640
2月12日 20：00～20：25 とちぎの自然　～里山の恵みとともに～

さいたま

総合 4月22日 7：45～  8：00 おはよう日本　関東甲信越
ＦＭ 6月   4日 18：00～18：50 日刊！さいたま～ず

総合

7月 23日 11：05～11：54 ひるまえほっと＜夏休み　いちおしスポット＞
10月  7日 7：45～  8：00 おはよう日本　関東甲信越
10月27日 7：45～  8：00 おはよう日本　関東甲信越＜中継＞
12月  1日 7：45～  8：00 おはよう日本　関東甲信越

東海・
北陸

名古屋 総合

4月15日 18：10～19：00 ほっとイブニング「山を学ぶ学習机」
5月12日  18：10～19：00 ほっとイブニング「アサリはどこへ」
5月22日 19：30～19：55 ナビゲーション「“究極のエコ”水素社会実現のカギは」
6月12日 20：00～20：43 金とく　現場探訪ルポルタージュ中部「魚道　～長良川河口堰　運用開始20年～」
8月14日 18：10～19：00 ほっとイブニング「究極！省エネ店舗」
9月25日 20：00～20：43 金とくスペシャル「ウナギを未来へ　～神秘の魚を絶滅から守れ～」

10月   9日 20：00～20：43 金とく　中部ネイチャーシリーズ「奇跡の清流・銚子川」
10月12日 18：10～19：00 ほっとイブニング「超伝導実用化に前進」

10月 30日 20：00～20：43 金とく　中部ネイチャーシリーズ
「能登の里山里海　命をつないできた日本の原風景」

3月   9日 18：10～19：00 ほっとイブニング「発電まきストーブ」

金　沢 総合

5月 19日 18：10～19：00 かがのとイブニング
5月 27日 18：10～19：00 かがのとイブニング
6月 12日 18：10～19：00 かがのとイブニング
7月 23日 18：10～19：00 かがのとイブニング
1月 19日 18：10～19：00 かがのとイブニング
2月  1日 18：10～19：00 かがのとイブニング

静　岡 総合
10月  8日 18：10～19：00 たっぷり静岡　～堂ヶ島ビジターセンター　ピアドーム天窓から生放送～
11月   5日 18：10～19：00 たっぷり静岡　　太陽光発電で電力の“地産地消”を
12月27日 21：59～22：00 ふくい　未来に残したい風景　～越前町　水仙～

福　井 総合 10月23日 19：57～19：58 ふくい　未来に残したい風景　～宮ノ下　コスモス広苑～
10月27日 18：58～18：59 ふくい　未来に残したい風景　～南越前町　夜叉ヶ池～
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地域 放送局 チャンネル 放送日 放送時間 番組名

東海・
北陸

7月  4日 20：44～20：45 ふくい　未来に残したい風景　～高浜町日引の棚田～
福　井 総合 7月  8日 19：57～19：58 ふくい　未来に残したい風景　～南越前町の花はす公園～

7月19日 　7：59～  8：00 ふくい　未来に残したい風景　～越前市上真柄町治左川の梅花藻～

富　山 総合

4月22日 18：10～19：00 ニュース富山人　カメラマンリポート「富山の春にぎわいは終わらない」
5月15日 18：10～19：00 ニュース富山人　リポート「黒部川ラフティング」
6月  8日 18：10～19：00 ニュース富山人　カメラマンリポート「立山・初夏の色彩」

12月 15日 18：10～19：00 ニュース富山人　リポート「富山の漁業～カニ」
1月   5日 18：10～19：00 ニュース富山人　「ことしにかける～イタイイタイ病節目の年に」
2月23日 18：10～19：00 ニュース富山人　「音楽家・髙木正勝さんインタビュー」

津 総合
4月30日 18：30～19：00 ほっとイブニングみえ
7月23日 18：30～19：00 ほっとイブニングみえ

岐　阜 総合

7月  6日 18：30～19：00 ほっとイブニングぎふ
7月28日 18：30～19：00 ほっとイブニングぎふ
8月  6日 18：30～19：00 ほっとイブニングぎふ
9月  9日 18：30～19：00 ほっとイブニングぎふ
6月24日 18：30～19：00 ほっとイブニングぎふ

近畿

大　阪 総合

4月21日 18：10～19：00（枠内） ニュースほっと関西「いま、伝えたい　関西の戦後70年『守り継ぐ、吉野山の桜』」
5月21日 18：10～19：00（枠内） ニュースほっと関西かんさい水中紀行「淡水魚の宝庫・淀川　繁殖の季節」　
6月15日 18：10～19：00（枠内） ニュースほっと関西「田辺市に大規模なサンゴ群落～調査同行」

10月14日 18：10～19：00（枠内） ニュースほっと関西「秋の森の不思議」
1月  5日 18：10～19：00（枠内） ニュースほっと関西ことしにかける「廃棄される布に命を吹き込め」
3月  7日 18：10～19：00（枠内） ニュースほっと関西「原発事故教訓に水源びわ湖を守れ」
3月23日 18：10～19：00（枠内） ニュースほっと関西「滋賀の鈴鹿山脈周辺大自然に魅せられた人」
5月12日   7：30～  8：00（枠内） ウィークエンド関西　西日本の旅「サンゴの海に心寄せて～和歌山県串本町」
7月25日   7：30～  8：00（枠内） ウィークエンド関西　西日本の旅「いのち育む川の恵み～兵庫県宍粟市揖保川」
9月18日 19：30～19：55 かんさい熱視線「淀川は大丈夫か？～“大阪水没”　その時あなたは～」

京　都 総合
11月 13日 18：30～19：00 ニュース630京いちにち
2月 16日 18：30～19：00 ニュース630京いちにち

神　戸 総合
5月20日 18：30～18：58.55 ニュース KOBE発
5月 27日 18：30～18：58.55 ニュース KOBE発

和歌山 総合 9月  4日 18：30～18：59 「あすの WA!」～特集・豪雨水害から４年～　

奈　良 総合

5月 13日 18：30～19：00 ならナビ（ならコレ！）チョウが舞う自然をもう一度
5月28日 18：30～19：00 ならナビ（リポート）クモの糸が“最強”素材に

10月19日 18：30～19：00 ならナビ（カメラマン企画）不思議なキノコ
11月26日 18：30～19：00 ならナビ（輝け！いちばん星）磯城野高校環境デザイン科
1月 27日 18：30～19：00 ならナビ（ならコレ！）川上村のコケ博士
3月31日 18：30～19：00 ならナビ（まちかど Live）廃材に命吹き込む家具工房～田原本町～

大　津 総合 毎月第２金曜日 18：30～18：59 クイズで知るびわ湖（「おうみ発630」内のコーナー）

中国

広　島 総合

4月 22日 18：10～19：00 お好みワイドひろしま「もみ殻燃料アフリカへ」
5月21日 20：45～21：00 845ニュース「園児がアユを放流」
6月12日 18：00～19：00 お好みワイドひろしま「温暖化対策でスーパークールビズ PR」
6月14日 18：00～19：00 お好みワイドひろしま「市全域で市民がごみ拾い」
8月11日 　6：53～  6：59 ニュース・気象情報「海の生物で児童が環境学ぶ」
9月  7日 18：10～19：00 お好みワイドひろしま「廃プラを油に」
9月12日 18：10～19：00 お好みワイドひろしま「小学校が水について学ぶ授業」
9月 29日 20：45～21：00 845ニュース「尾道・アサリ復活へ干潟を耕す」

10月 21日 18：10～19：00 お好みワイド広島「福山で『マイはし』づくり」
11月13日 19：30～19：58 フェイス「ソーラーパネル急増の陰で～普及と安全をどう両立するか～」」

岡　山 総合

6月11日 7：45～  8：00 おはよう岡山　～中学生が流れ藻の回収作業
6月 13日 12：10～12：15 昼ニュース　～小学生が環境について学ぶ
6月17日 18：10～18：59 岡山ニュースもぎたて！　～環境省が海上の不法投棄監視のパトロール
7月   5日 12：10～12：15 昼ニュース　～瀬戸内海一斉クリーン作戦
7月   8日 18：10～18：59 岡山ニュースもぎたて！　～生ゴミで循環型社会
8月   5日 　7：45～  8：00 おはよう岡山　～「水」テーマぬ環境ツアー

松　江 総合

9月15日 18：59～19：00 いいね、しまね。「隠岐諸島」
11月30日 18：59～19：00 いいね、しまね。「宍道湖」
12月   2日 18：59～19：00 いいね、しまね。「高津川」

3月10日 12：44～12：45 いいね、しまね。「幻の魚ゴギ」
鳥　取 総合 5月  1日 19：30～19：55 ドキュメント鳥取発　Restart　～大山で踏み出す新たな一歩～

5月29日 19：32～19：57 四国羅針盤「“密漁”から海を守れるか」
6月26日 19：30～19：55 ドキュメントしこく「イカナゴの群れを追う～瀬戸内・伝統漁にかける男たち～」

四国 松　山 総合 9月 11日 19：30～19：55 四国羅針盤「増殖するミドリガメ～どう規制する“人気のペット”～」
9月 18日 19：30～19：55 四国羅針盤「失われる豊かな海～瀬戸内海で起こる異変～」

10月   2日 20：00～20：43 しこく８「下弦の月の神秘～巨大サンゴ“大産卵”の謎に迫る～」

地域 放送局 チャンネル 放送日 放送時間 番組名

四国

松　山 総合
10月16日 19：30～19：55 四国羅針盤「救世主となるか“宝の薬草”～四国発・漢方の可能性～」
3月18日 19：30～19：55 ドキュメントしこく「希望の種をまく～カンボジア地雷原の村で～」
3月18日 20：00～20：43 しこく８「四国の海を潜る～知られざる　ふしぎの世界～」

高　知 総合

4月14日 　7：45～  8：00 おはようこうち
5月  9日 11：05～11：19 さわやか自然百景
7月  4日 11：15～11：30 早春　命育むサンゴの楽園
7月23日 　7：45～  8：00 おはようこうち
7月23日 11：35～11：40 みてみいや土佐
7月25日 　7：30～  8：00 おはよう四国
9月26日 12：40～12：45 みてみいや土佐

10月  2日 20：00～20：43 しこく８
11月28日 12：40～12：45 みてみいや土佐
1月30日 12：40～12：45 みてみいや土佐
2月13日 　7：30～  8：00 おはよう四国
3月26日 12：40～12：45 みてみいや土佐　

徳　島 総合 3月25日 18：10～19：00 「とく６徳島」内「残したい徳島の風景」
9月  4日 18：10～18：52 ゆう６かがわ・枠内特集「豊島に人を集めたい」

高　松 総合 9月16日 18：10～18：52 ゆう６かがわ・枠内特集「カタクチイワシ大不漁の謎」
12月  9日 18：10～18：52 ゆう６かがわ・枠内特集「貴重な水源・伏流水」

九州

福　岡 総合

5月  1日 19：30～19：55 特報フロンティア　進む再稼働の裏側で～川内原発・民意を見つめた県議選～ 
6月  5日 19：30～19：55 特報フロンティア　全島避難”の後で～検証・口永良部島噴火～ 
6月26日 19：30～20：43 特報フロンティア　揺れる水族館～“イルカ騒動”は何を問うか～ 
7月  3日 19：30～19：55 特報フロンティア　忍び寄る“長雨リスク”～あなたの備えは大丈夫？～ 
8月13日 19：30～19：55 特報フロンティア　原発再稼働～問われる未来への責任～ 

12月11日 19：30～19：55 特報フロンティア　シリーズ　地方サバイバル (2)　町を“消滅”から守れ !
3月18日 19：30～19：55 なるほど実感報道ドドド！　どう選ぶ？あなたの電気 電力自由化で異変 !?」

熊　本 総合 11月13日      19：30～19：55 くまもとの風「２枚の写真で未来を変えよう～わたしのまちの○と×～」

総合

6月  9日 18：10～19：00 イブニング長崎
6月15日 18：10～19：00 イブニング長崎

長　崎 6月22日 18：10～19：00 イブニング長崎
10月23日 18：10～19：00 イブニング長崎
12月12日 18：10～19：00 イブニング長崎
4月17日 19：30～19：55 かごスピ「太古の地球を刻んだ島」

鹿児島 総合 5月15日 19：30～19：55 かごスピ「硫黄島　生命輝く春」
3月18日 19：30～20：43 鹿児島防災シンポジウム「火山災害　避難とその後」

宮　﨑 総合

4月15日 12：15～12：20 正午のニュース「県内の海水浴場の水質検査始まる」
6月  8日 12：15～12：20 正午のニュース「夏の省エネ大作戦」
6月18日 18：10～18：45 イブニング宮崎　カメラマンリポート「女子大生農村生活に挑戦」
7月  9日 12：15～12：20 正午のニュース「水質・大気はおおむね良好」

12月16日 　6：55～6：59.55 おはよう655 「世界農業遺産認定」
2月27日 18：45～18：53 ニュース645 「大淀川の環境講座」
2月14日 12：15～12：20 正午のニュース「宮崎県の環境計画について」
2月24日 18：10～18：45 イブニング宮崎　日南支局だより「竹灯篭」
3月  4日 18：10～18：45 イブニング宮崎　おでかけ「宮崎県立青島亜熱帯植物園」

大　分 総合

5月  8日 11：45～12：00 好きっちゃおおいた「由布岳山開き祭」
5月22日 11：45～12：00 好きっちゃおおいた「日田川開き観光祭」
6月  5日 11：45～12：00 好きっちゃおおいた「宝泉寺温泉ホタル祭り」
6月19日 11：45～12：00 好きっちゃおおいた「神楽女湖花しょうぶ観賞会」
7月  3日 11：45～12：00 好きっちゃおおいた「宝八幡アジサイ祭り」
2月12日 11：45～12：00 好きっちゃおおいた「河津桜まつり（津久見）」
3月18日 11：45～12：00 好きっちゃおおいた「菜の花フェスタ（豊後高田市）」
5月16日 19：30～20：43 大分スペシャル　国東半島　祈りのこころ
9月11日 20：00～20：43 大分スペシャル　体感！くじゅうの旅
9月15日 18：10～19：00(内容5分） しんけんワイド大分　リポート　どう防ぐアライグマ被害

10月27日 18：10～19：00(内容5分） しんけんワイド大分　リポート　農業の可能性広げる“バークマット”
佐　賀 総合 10月16日 19：30～19：55 佐賀イズム「200年後に夢を托して」

資料1
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地域 局名 実施日 イベント名 会　場

北海道

札　幌 7月4日（土） ＮＨＫ公開セミナー「にっぽん百名山」
北翔大学
北方学園学術情報センター

「ポルト」

北　見 7月5日（日） ＮＨＫ公開セミナー「にっぽん百名山」 斜里町公民館ゆめホール知床

函　館 8月29日（土）
はこだて国際科学祭2015

“ＮＨＫ体験サイエンス”
～ダーウィンが来た！「ヒゲじいの生きものクイズ」～

五稜郭タワーアトリウム

帯　広 10月3日 ( 土） ＮＨＫ公開セミナー
「コズミックフロント☆ NEXT」 浦幌町コスミックホール

関東
甲信越

本　部 5月3日（日・祝日）～
5日（火・祝日）

渋谷ＤＥどーも2015
「ＮＨＫ環境キャンペーン　体験！エコゾーン」 ＮＨＫ放送センター

長　野 8月22日（土）
～23日（日） 信州環境フェア2015 ビッグハット

（若里多目的スポーツアリーナ）

宇都宮 9月27日（日） ＮＨＫ環境キャンペーン　
「もったいないフェア宇都宮2015」 宇都宮城址公園

千　葉 10 月 3 日（土）
～4日（日）

ＮＨＫ千葉会館公開
「みんなとみなとまつり」 ＮＨＫ千葉放送局

東海・
北陸

名古屋 8月30日（日） きてみて体感！ＮＨＫ
「ダーウィンが来た！親子セミナー」 ＮＨＫ名古屋放送センタービル

津 10月10日（土）
～11日（日） ＮＨＫ津ふれあいデー2015 ＮＨＫ津放送局

地域 局名 実施日 イベント名 会　場

近畿 奈　良 9月12日（土）
～13日（日） ＮＨＫ奈良会館公開「わくわくステーション」 ＮＨＫ奈良放送局

中国 松　江 11月15日（日） ＮＨＫ環境キャンペーン「ＮＨＫエコ広場」 くにびきメッセ
（島根県立産業交流会館）

鹿児島 4月25日（土）
～26日（日）

ＮＨＫふれあい広場2015
～環境キャンペーン～ ＮＨＫ鹿児島放送局

九州・
沖縄 佐　賀 7月25日（土） ＮＨＫ公開セミナー

「コズミックフロント☆ NEXT」
佐賀県立宇宙科学館
ゆめぎんが

沖　縄 10月17日（土） ＮＨＫ沖縄エコブース in おもろまち秋まつり 那覇新都心公園　
大原っぱ

平成27年度

「環境」をテーマにした地域イベント

資料2
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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」

2016年

◉コピー用紙削減目標「2017年度末で2013年度より20%削減」
◉オフィス部門の電力使用量削減目標「2017年度末で2013年度より9%削減」
◉CO２排出量削減目標「2020年度末で2011年度より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。
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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 10,074人（2015年度末）

◉ 財 政 状 況
事業収入　6,868億円（2015年度決算額）
事業支出　6,475億円（2015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：2015年度（2015年４月～2016年３月）を中心に記載
発　　　　行：2016年9月
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