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経営目標とエネルギーの使用概況
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

エネルギー使用概況
2016 年度
エネルギー使用量
電力使用量

比率

エネルギー使用量

CO2 排出量

比率

増減量

増減率

182,179 t

(92.1%)

325,296千kwh

180,540 t

(92.3%)

2,954千kwh

(0.9%)

1,363 kℓ

3,164 t

(1.6%)

1,381 kℓ

3,205t

(1.6%)

▲ 18 kℓ

(▲1.3%)

軽油使用量

397 kℓ

1,042 t

(0.5%)

432 kℓ

1,133t

(0.6%)

▲ 35 kℓ

(▲8.1%)

重油使用量

677 kℓ

1,836 t

(0.9%)

669kℓ

1,814t

(0.9%)

8 kℓ

(1.2%)

灯油使用量

1,074 kℓ

2,676 t

(1.4%)

865 kℓ

2,154t

(1.1%)

209 kℓ

(24.2%)

3,275,038 ㎥

6,812 t

(3.4%)

3,211,098 ㎥

6,679t

(3.4%)

63,940 kℓ

(2.0%)

19,586 ㎏

59 t

(0.0%)

16,191 ㎏

49t

(0.0%)

3,395 ㎏

(21.0%)

2,194 t

(1.1%)

13,429百万円

(1.1%)

0.000

(0.0%)

都市ガス使用量
プロパンガス使用量
CO2排出量
（合計）

197,768 t

195,574 t

有形固定資産総額

1,251,643百万円

1,238,214百万円

0.158

0.158

CO2排出原単位

2

CO2 排出量

増減

328,250千kwh

ガソリン使用量
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環境経営推進体制

職場での省エネ対策の推進
新しい設備の導入や運用方法の工夫によって、より効率的な省エネに努めています

環境経営推進体制

継続的な改善のために

蓄熱式空調システムの導入

空調運用における取り組み

設備更新や新開発設備による
省エネ

放送センターの照明における
節電

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
・2016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

DO

・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

・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

CHECK

会

・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

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

環
境
経
営
推
進
委
員
会
事
務
局

部局環境経営推進委員会
（2016年7月現在）
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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
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廃棄物の抑制とリサイクルの推進
放送会館の建設

環境への負荷を少しでも軽減するため、廃棄物を減らすさまざまな努力をしています。

事業系一般廃棄物の
再利用率の向上について

廃棄物の総量抑制

職員の職場環境改善に
関する意識向上活動
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【Reduce】ごみそのものを減らす【Reuse】繰り返し使う
：美術セットの「リデュース」
「リユース」で環境配慮
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【Recycle】
再利用する
：美術セットの
「リサイクル」
で廃棄物の抑制
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資料

NHK環境経営アクションプラン
平成27～29年度経営計画の具体化
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）

主な環境経営施策
環境関連番組の放送、
イベントの開催

H27年度

H28年度

H29年度

４％改善

５％改善

６％改善

内 容

実施計画

環境関連の番組、イベントを展開する。

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

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。
深夜放送休止時間帯の
停波実施

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）

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。

【停波 5 時間 / 日程度】
【停波 3 時間 / 日程度】
旭川、
北見、
青森、
秋田、
金沢、
徳島、
山口、

帯広、
室蘭、
宇都宮、
松江、
高松、
長崎、

熊本、
宮崎

大分、
沖縄
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
（省エネ管理システムにて進捗状況を確認）
職場の節電活動（電灯・コンセント系電源）

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。
放送センター、
放送局の
省エネ推進

自然エネルギー、
余剰エネルギーの活用

省エネ型放送設備の整備

電灯設備の省エネ整備（CCFL，LED 化）

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）

各種節電施策の実施

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

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。

放送センター

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。

事業系廃棄物の削減活動

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化を図り、再利用を促進するととも
に廃材の発生を抑制する。
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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
熊本

金沢、
仙台、
静岡

低燃費車両の導入の検討

業務用車両への低燃費車、
低公 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。
害車の導入
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。

冷凍機更新４局程度

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

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

釧路、
函館、
前橋、鳥取、佐賀、鹿児島

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
無線LANを活用した会議の
ペーパーレス化

無線ＬＡＮ等本部共用会議室への
ペーパーレス設備の整備

ペーパーレス化、
ワークスタイル改革の
ためのオフィス環境の整備

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）
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環境に関する放送番組

ＮＨＫスペシャル 東日本大震災

バスで！列車で！アッキーがゆく
“復興の地”

2017年

2017年 3月11日㈯ 午前9：28～

3月11日㈯ 午後8：00～ 「“仮設６年”は問いかける～巨大災害に備えるために～」

総合テレビの主な番組

3月11日㈯ 午後9：00～ 「避難指示“一斉解除”～福島でいま何が～」

8月25日㈭「原発再稼働は」

プラネットアースⅡ

��������������������� 午後7：30～

ＮＨＫスペシャル 廃炉への道２０１６

3月29日㈬ 第１集「島

生命の小宇宙」

3月31日㈮ 第３集「砂漠

ひしめく命」

不毛の大地」

5月29日㈰ 午後9：00～ 「核燃料デブリ 迫られる決断」

ダーウィンが来た！
明日へ

つなげよう

生きもの新伝説����� ㈰／午後7：30～
 ����������������

㈰／午前10：05～

11月 6日㈰ 午後9：00～ 「調査報告 膨らむコスト～誰がどう負担していくか～」

くらし☆解説������������������ ㈫〜㈮／午前10：05～

9月3日㈯「奪われる故郷の墓 福島
“加速化”する復興の陰で」

5月24日㈫「ジカ熱

国内の感染対策のポイントは」

5月31日㈫「オリンピックで森林を元気に」

5月 8日㈰「水俣病の60年～終わらない 戦後最大の公害病～」
5月15日㈰「チェルノブイリが語ること～原発事故30年の教訓～」

6月17日㈮「生かせ！新しい洪水ハザードマップ」
11月 1日㈫「なにがエコなの？
“代替フロン”
規制へ」

10月17日㈪「再稼働に民意は」
11月 8日㈫「核のゴミ処分は」

2017年

11月11日㈮「日印原子力協定」

3月16日㈭ 午前2：15～ 「ニュージーランド 美しきハンター シャチとの交流」

12月 2日㈮「原油減産合意」
12月 5日㈪「原発避難いじめ」

解説スタジアム

12月 6日㈫「温暖化対策は？」

8月26日㈮ 午後11：55～「どこに向かう

日本の原子力政策」

12月13日㈫「廃炉費用負担」
12月19日㈪「もんじゅ教訓は」

海洋アドベンチャー タラ号の大冒険

2017年
1月24日㈫「燃料デブリは」

7月18日㈪ 午後11：15～

2月17日㈮「溶融燃料の調査」

2017年
1月 6日㈮「手洗いで感染防ごう

ノロウイルス」

視点・論点��������������������� ㈪〜㈮／午前4：20～

NHKスペシャル………………………………………………… 午後10：00～

2月10日㈮「海に異変？イカの記録的不漁」

5月25日㈬「土砂災害への備えを」

2017年

3月10日㈮「高校生が挑む

6月15日㈬「日本海の海洋調査から見えてきたもの」

3月10日㈮「15歳、
故郷への旅～福島の子どもたちの一時帰宅～」

10月 4日㈫「中小河川の防災」

プレシャスブルー

6月 3日㈮「変わる世界の石炭事情」

NHKアーカイブス………………………………………… ㈰／午後1：50～

9月29日㈭「OPEC減産へ」

10月21日㈮「なぜ高速炉開発」

4月14日㈭「地域を守ろう！小水力発電コンテスト」

NEXT 未来のために ���������������� ㈯／午後5：30～

8月30日㈫「台風10号と防災」
9月20日㈫「もんじゅ問題は」

2017年
3月30日㈭ 第２集「熱帯の森

さわやか自然百景������������������ ㈰／午前7：45～

………………………………………… ㈪〜㈮／午後11：55～

4月26日㈫「事故30年廃炉は」

1月 9日㈪ 午後10：00～ 「それでも、生きようとした

～原発事故から5年・福島からの報告～」

時論公論…

福島県農水産物の風評被害」

3月30日㈭「ガスも自由化が始まる」

10月27日㈭ シリーズ「もんじゅ」
を考える①「エネルギー社会ともんじゅ」

2月22日㈬「トランプ温暖化」
3月 7日㈫「事故６年廃炉は」
3月10日㈮「復興を阻む壁」
3月28日㈫「放射性物質検査」

10月28日㈮ シリーズ「もんじゅ」
を考える②「廃炉と核燃料サイクルの見直し」

ＮＨＫスペシャル

クローズアップ現代＋ ����������� ㈪〜㈭／午後10：00～

MEGA CRISIS 巨大危機～脅威と闘う者たち～

 ��

午後9：00～

6月30日㈭「追跡！
“人食いグマ”
～もうヒトを恐れない？～」
7月 7日㈭「暗い夜が楽しい～いま星空は見えていますか～」

9月 4日㈰ 第１集
「加速する異常気象との闘い」
2017年
1月14日㈯ 第3集
「ウイルス“大感染時代”～忍び寄るパンデミック～」

8月29日㈪「台風
“異変”迫る脅威」

1月12日㈭「災害時の避難情報を考える」

濁流が襲った～緊急報告・台風10号～」

12月25日㈰ 午後9：00～ 第 1 集 「極限の地のサバイバル」
2017 年

2017年

ＮＨＫスペシャル

メルトダウン

File．
6

午後9：00～

2017 年
3月12日㈰「原子炉冷却 12日間の深層～見過ごされた
“危機”
～」

6月 5日㈰ 午前10：55～

1月23日㈪「原発事故被災者の居住保障」
1月26日㈭「危機に立つ日本の魚食文化」

特集 明日へ つなげよう

1月31日㈫「南極観測60周年に思う」

2017年

3月 9日㈰「震災６年 汐凪を捜して～津波と原発事故 ある被災者の６年～」

3月13日㈪「東日本大震災から6年
（2）被災者支援 立ちはだかる壁」

3月12日㈰ 午前10：05～「あの日の記憶を胸に →2020 未来へ」

3月14日㈫「東日本大震災から6年
（3）福島第一原発 廃炉への課題」

サキどり……………………………………………………… ㈰／午前8：25～
7月10日㈰「電気をためて暮らしを変える！“蓄エネ”最前線」
10月 9日㈰「木で高層ビル！？

ニッポンの山に革命を」

10月30日㈰「
“奇跡のイス”が森を救う！？」

日曜討論������������������������� ㈰／午前9：00～
所さん！大変ですよ……………………………………… ㈭／午後8：15～
6月 9日㈭「衝撃映像！謎の
“タダライオン”
」
9月 8日㈭「ミステリー
11月17日㈭「大追跡

一夜にして裏山が消えた !?」

9月18日㈰「相次ぐ集中豪雨

1月15日㈰「木がニッポンのミライを変える！？森のサキどりさんＳＰ」

2017年
3月12日㈰「震災６年 “未来”をどう描く」

謎の“和牛ロンダリング”!?」
10月 1日㈯「町民をつなぐ
“ふたばのわ”～福島双葉町 原発避難５年半～」
11月12日㈯「岩泉

パンダ

いま必要なことは」

目撃！日本列島 ������������������� ㈯／午前11：30～

6月12日㈰ 午後9：00～ 第３集「緑の魔境に幻の巨大ザルを追う」
8月 7日㈰ 午後9：00～ 第４集「最後のイゾラド 森の果て 未知の人々」

第６７回 全国植樹祭ながの２０１６

3月11日㈯ 午後1：50～

2017年

ＮＨＫスペシャル 大アマゾン 最後の秘境

豊かな恵みを守るために」

3月10日㈮「東日本大震災から６年
（1）福島復興と賠償の課題」

6月 5日㈰「暮らしが変わる！？省エネ住宅最前線」
 ������

9月19日㈪ 午後1：05～

3月 8日㈬「震災６年 埋もれていた子どもたちの声～“原発避難いじめ”の実態」

1月29日㈰ 午後9：00～ 第２集 「激変の大地に生きる」
2月19日㈰ 午後9：00～ 第３集 「新天地への挑戦」

第３６回 全国豊かな海づくり大会～やまがた～

2017年
1月10日㈫「オホーツク海

12月12日㈪「１兆円投じた“夢の原子炉” もんじゅ廃炉方針のなぜ！?」

12月23日㈮ 午後7：30～ プロローグ 「新たなる地球の旅へ」

12月16日㈮「新しい
“農本主義”
の目覚め」

8月23日㈫「“加害企業”救済の裏で～水俣病60年“極秘メモ”が語る真相～」
9月 1日㈭「突然

ＮＨＫスペシャル プラネットアースⅡ

12月14日㈬「OPEC減産合意をどう見るか」

山へ帰る

～密着記録

2017年 2月27日㈪ 午後10：25～

野生化プロジェクト～

正念場の冬～台風10号からの再起～」

ハートネットＴＶ ������������������ ㈪〜㈭／午後8：00～

E テレの主な番組

国際報道２０１６ ���������������� ㈪〜㈮／午後10：00～

BS1 の主な番組

4月19日㈫ 緊急報告・熊本地震
（2）
「どう支える 被災地の要支援者」

4月25日㈪ チェルノブイリ原発事故から30年
「未だ消えぬ放射線の恐怖」

4月27日㈬ 緊急報告・熊本地震
（3）
「どう支える 被災した障害者」

しぜんとあそぼ

�������������������

4月28日㈭ 緊急報告・熊本地震
（4）
「どう支える 被災した高齢者」

㈫／午後3：45～

4月26日㈫ チェルノブイリ原発事故から30年「故郷を奪われたある被災者の熱き思い」

15分でにっぽん百名山

��������������

7月12日㈫「海の
“プラごみ”
回収大作戦」

㈪／午後4：30～

8月 2日㈫「深刻化するグレートバリアリーフの環境被害！実態に迫る」

スーパープレゼンテーション�������������� ㈭／午後11：00～

なりきり！ むーにゃん生きもの学園������ ㈯／午前7：15～

7月 7日㈭ 地球の未来を考える
（1）

「アル・ゴア
“不都合な真実”
のその後」

学ぼうＢＯＳＡＩ�������������������� ㈭／午前9：45～

7月14日㈭ 地球の未来を考える
（2）

5月 1日㈰ 午後8：00～

「氷の世界を撮る」

ＥＴＶ特集…

5月28日㈯「水俣病

魂の声を聞く～公式確認から60年～」

6月25日㈯「飯舘村

５年～人間と放射能の記録～」

10月 8日㈯「原発に一番近い病院

3月 3日㈮ 午後9：00～

4月26日㈫ 午前0：00～

4月27日㈬ 午前0：00～

廃炉への道

2月 8日㈬「森林と林業」

9月 6日㈫「学校コラボ企画第２弾

2月22日㈬「環境を守る」

躍動する大自然

3月 6日㈪ 午後11：00～ シリーズ

現代文明社会の死角

「チェルノブイリ“鋼鉄シェルター・プロジェクト”のすべて」
3月 7日㈫ 午後11：00～ シリーズ

3月 8日㈬「自然災害を防ぐ」

食卓へのおくりもの ～第46回日本農業賞～

3月 9日㈬ 午後11：00～ シリーズ

2017年 3月25日㈯ 午後3：00～

2017年

モーガン・フリーマン

11月10日㈭ 午後9：00～ 「北アルプス

山岳古道を行く」

現代文明社会の死角

great gear����������������������� ㈯／午前３：00～

2017年 3月 3日㈮ 午後10：00～ 「海は思考するのか？」

サイエンスＺＥＲＯ ������������������ ㈰／午後11：30～
4月10日㈰「地球を救う!? 神秘の生物

9月 4日㈰ 午後3：00～ 防災の日スペシャル「生き延びるチカラ＠熊本」

4月24日㈰「微生物から電気を起こせ！
“発電菌”研究最前線」

おも

8月28日㈰「独占密着！海底に眠る巨大鉱床！」

東北発☆未来塾

2017年

ニコル流 自然と生きるチカラ���� 午後11：00～

2017年

汚染水との戦い」

3月18日㈯「震災対策技術展」

のこ

12月 4日㈰ 午後3：00～ 特別編「写真家・安田菜津紀～想いを遺すチカラ～」

7月17日㈰「水の生態調査の大革命！環境ＤＮＡ」

2月12日㈰「シリーズ原発事故
（16）最新報告

10月15日㈯「オフィス防災エキスポ」
2017年

東北発☆未来塾

ミドリムシ」

2月19日㈰「遺伝子解析でサンゴを救え！」

2月 6日㈪「(1)

ヨウコソ！ イヤシ ノ モリ ヘ」

3月12日㈰「最新報告 チェルノブイリと福島～廃炉編～」

2月13日㈪「(2)

モリノガッコウ ハジメマシタ！」

3月19日㈰「最新報告 チェルノブイリと福島～環境編～」

2月20日㈪「(3)

モリガ キョーシツ！ モリガ キョーカショ！」

ドキュメンタリーＷＡＶＥ
4月17日㈰ 午後10：00～ 「食料廃棄物をゼロにせよ～フランス社会の挑戦～」
9月24日㈯ 午後10：00～ 「ジカ熱 感染拡大を防げ～アメリカ フロリダの闘い～」

経済フロントライン����������������� ㈯／午後10：00～
6月11日㈯「食品ロスを減らせ」

生放送！学ぼうBOSAIスペシャルin防災パーク

シンサイミライ学校 続・
１０年後の未来へ

8月27日㈯ 午後0：00～ 「地震から命を守ろう」

2017年 3月12日㈰ 午後3：00～
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ふしぎの海岸線」

11月13日㈰ 午後0：00～ 「伊勢志摩の海」

「海に消えたプラスチック」

時空を超えて

奇跡の絶景ストーリー
3000ｍ峰を縦走」

1月21日㈯ 午後2：00～ 「自由化時代のエネルギー～どう変わる電気・ガス市場～」
3月 5日㈰ 午後3：00～ 「農業改革と日本農業の未来～人口減少に立ち向かう～」

迫られる決断」

11月 9日㈬ 午後9：05～ 「南アルプス
11月11日㈮ 午後9：00～ 「福井

現代文明社会の死角

「“世界最大の原発”建設へ インドのジレンマ」

ＴＶシンポジウム
5月 7日㈯ 午後2：00～ 「農業女子力で変える・変わる！日本の農業」

全記録 ２０１６

7月17日㈰ 午後10：00～ 「核燃料デブリ

シリーズ チェルノブイリ原発事故から30年

2017年

5月31日㈫「学校コラボ企画～農業女子の世界」

水産ガール増加中！」

シリーズ チェルノブイリ原発事故から30年

「チェルノブイリのおばあちゃん」

��������������������� ㈬／午前9：35～

2017年

������������������������� ㈫／午後6：55～

楢葉町～

6月18日㈯ 午後4：00～

「チェルノブイリ～消せない“負の遺産”～」

8月 3日㈬ 午前９：15～ 「突然の災害～雷と大雨～」

10月22日㈯「事態を侮らず 過度に恐れず～
“福島プロジェクト”の挑戦～」

Ｒの法則

「深海魚マーケットを開拓せよ 未知の生物に熱視線」

ＢＳ世界のドキュメンタリー

子ども安全リアル・ストーリー

社会のトビラ

3月14日㈫「電力不足のインドネシアに地熱発電を！」

故郷をつなぐ鮭（さけ）
～福島

10月10日㈪ 午前９：00～ 「トノサマバッタ」

ある老医師の2000日」

国際報道２０１7���������������� ㈪〜㈮／午後10：00～

津波の中にいた」

2017年

香川照之の昆虫すごいぜ！

9月10日㈯「武器ではなく 命の水を～医師・中村哲とアフガニスタン～」

COP22の不安渦巻く現場から最新状況を報告」

「原発事故５年目の記録（後編）無人の町は今」

6月19日㈰ 午後8：00～ 「あの時

9月15日㈭「未来の
“デジタル農業”
」

……………………………………………… ㈯／午後11：00～

11月16日㈬「地球温暖化対策『パリ協定』がトランプ次期大統領で危機に？

5月 1日㈰ 午後7：00～ 「原発事故５年目の記録（前編）被曝の森」

7月28日㈭ 地球の未来を考える
（4）

地球ドラマチック…………………………………………… ㈯／午後7：00～

11月15日㈫「ドイツで広がる家庭用太陽光発電パネル！

ＢＳ１スペシャル

「ブータン・気候変動との闘い」
福島をずっと見ているＴＶ	��������� ㈪／午後11：00～

11月14日㈪「地熱大国アイスランドの可能性と課題」

Asia Insight ���������������������� ㈪／午後2：00～

再生可能エネルギー先進国の最新事情を報告」

7月21日㈭ 地球の未来を考える
（3）

～京都大原 ベニシアの手づくり暮らし～ ����� ㈰／午後6：00～

9月28日㈬「地球温暖化でアラスカ永久凍土の溶解が加速？」

10月24日㈪「究極の水のリサイクル～シンガポール～」

「バリ島のレジ袋撤廃運動」

猫のしっぽ カエルの手

9月 7日㈬「ハワイの気候に異変？
『貿易風』減少で大気汚染や健康被害も」

実践！にっぽん百名山 ���������������� ㈯／午後5：00～
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国際バラとガーデニングショウ２０１６

BSプレミアムの主な番組

ラジオ第1の主な番組

5月14日㈯ 午後3：00～

四季

にっぽんトレッキング100������������� ㈫／午後7：00～

里山に暮らす
（秋） 今森光彦の絵手紙

先読み！夕方ニュース������������� ㈪〜㈮／午後5:00～

12月 3日㈯ 午後10：30～ 「オーレリアンの庭 今森光彦 四季を楽しむ里山暮らし」

Asia Insight
10月14日「究極の水リサイクル～シンガポール～」

▼「特集」について
8月 2日㈫「オバマ広島訪問は何をもたらしたか」

ニッポンの里山 ふるさとの絶景に出会う旅�� ㈪／午前7：00～
四季
にっぽん百名山

NHKワールドの主な番組

里山に暮らす
（冬） 今森光彦の絵手紙

9月14日㈬「長期化する原発避難と帰還への課題」
10月 6日㈭「温暖化防止パリ協定発効へ

2017年

�������������������� ㈪／午後7：30～

2月25日㈯ 午後10：30～ 「オーレリアンの庭 今森光彦 四季を楽しむ里山暮らし」

四季と心をつむぐ
“色”～染織家・志村ふくみの日々～

どうする日本」

Biz Buzz Japan
8月26日「
“アグリビジネス”最前線」

2017年
2月17日㈮「都市鉱山で2020のメダル

ワイルドライフ����������������������������㈪／午後8：00～
驚き！地球！グレートネイチャー �������������� ㈬／午後7：00～

11月11日「豆腐村の挑戦〜インドネシア〜」

その可能性」

11月25日「
“森林資源”活用最前線」

3月 6日㈪「被災地の現状と復興への課題は？」

2017年

3月 7日㈫「進まぬ住宅再建～
『住まいの復興』
の課題は？」

10月31日㈪ 午後0：00～

1月27日「
“蓄エネビジネス”最前線」

3月 8日㈬「被災者のこころと地域の今後は？」

体感！グレートネイチャー������������� ㈯／午後9：00～など

体感！グレートネイチャーＳＰ

3月 9日㈭「福島第一原発事故による避難指示解除の課題」

2017年

3月10日㈮「東日本大震災から６年

復興の課題」

12月21日「環境活動家

1月 2日㈪ 午後9：00～ 「体感！ヒマラヤ造山帯

晴れ、
ときどきファーム！������������������� ㈮／午後11：15～

N H Kジャーナル���������������� ㈪〜㈮／午後10:00～
4月12日㈫「原発事故から５年

プレミアムドラマ 山女日記～女たちは頂を目指して～ ㈰／午後10：00～
池内博之の漂流アドベンチャー 黒潮に乗って奇跡の島へ

11月6日〜12月18日

ヘレナ・ノーバーグ＝ホッジ」

2017年

～世界最深・カリガンダキ河をゆく～」

2月 1日「環境NGO代表

マー・チュン」

茨城の漁業者は…」

5月11日㈬「紫外線対策」

Face To Face

6月 8日㈬「蚊が媒介する感染症」

7月18日㈪ 午後9：00～

12月25日「造礁職人

金城浩二」

6月22日㈬「屋外にいるダニに注意」

グレートシーマン
天空のお花畑

9月14日㈬ 午後10：00～ 「シーカヤックで行く三陸海岸」

大雪山～
“小さな賢者”の物語

10月10日㈪ 午後8：00～

8月 3日㈬「エコで健康的な真夏の快眠法」

great gear

9月20日㈫「台風10号被害

2017年

岩手の水産業は」

9月30日㈮「水田地帯を活用し水害を防げ」

ザ・プレミアム
7月 2日㈯ 午後7：30～

Direct Talk

特集

グレートトラバース外伝

ニッポンの里山

10月11日㈫「東京湾を豊かな海に」

10月 1日㈯ 午後8：00～ 「絶景に絶品あり」

「大冒険パタゴニア～田中陽希 世界の頂点に挑む～」

11月28日㈪「新しい
“音環境”
を現代の生活に」

J-TECH
7月10日「グリーン・ゴールド～藻から作るバイオエネルギー」

2017年

2017年

2月15日㈬「花粉症対策」

発見！体感！にっぽん水紀行

3月11日㈯ 午後9：00～ 「東北さくら旅」

6月23日㈭ 午後9：00～ 「水の歴史のパワースポット！～滋賀・近江八幡～」

にっぽんカメラアイ

7月29日㈮ 午後9：00～ 「金沢

2017年

8月24日㈬ 午後10：00～ 「夏！北アルプス きらめく湧水～安曇野・松本～」

2月28日㈫ 午前4：45～ 「大分

2月 9日「エコプロダクツ展」

住吉川みずすましクルーズ」

プレシャスブルー
3月18日㈯ 午後9：00～ 「ガラパゴス

NHK Documentary

百万石が輝く夏」

7月 9日「被曝の森～原発事故５年目の記録」

夏休み子ども科学電話相談

10月14日㈮ 午後9：00～ 「富士山からの贈りもの」

7月21日～22日、7月25日～29日、8月1日～8月5日、8月23日～26日

12月 1日㈭ 午後10：00～ 「水郷の城下町～福岡

※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、

柳川～」

2017年

RISING
6月 2日「産業廃棄物処理業

石坂典子」

7月21日「アップサイクル起業家

科学の分野の専門家が子どもたちからの質問に答えた。

3月 4日㈯ 午後9：00～ 「遠野

2017年

3月15日㈬「黄砂に注意」

水野浩行」

不思議なる冬の物語」
SAMURAI WHEELS

奇跡の海を撮る」
北アルプス

ワイルドライフスペシャル�������������� ㈪／午後8：00～

6月29日「実用車時代へ発進！燃料電池車」

未知の大峡谷に挑む

11月 2日「世界水準のクリーンディーゼルエンジン」

9月19日㈪ 午前10：30～

7月25日㈪「巨大魚の滝登り！干潟にシカ大群！水の恵みが育む命に迫る」

魔法の庭 ダルメイン～イギリス湖水地方の田園ライフ～

12月26日㈪「ゾウの川渡り 札幌リスの冬じたく 緑の森に命が輝く」

Science View
7月 6日「エコ社会の切り札、
『水素』
の生成技術」

8月20日㈯ 午後7：30～

9月 7日「進化型バイオマス燃料『バイオコークス』
」
10月 5日「新たなる危機
“海洋酸性化”
」
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組織概要
◉名

称

◉設

立

日本放送協会（ＮＨＫ）

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

10,273人（2016年度）

員

数

◉財政状況

◉放

送

局

事業収入

7,073億円（2016年度決算額）

事業支出

6,793億円（2016年度決算額）

全国54か所（本部を含む）

◉国内放送

◉国際放送

デジタル放送
地上放送

総合テレビジョン
教育テレビジョン

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

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
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