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Environmental Report

この報告書は職場での省エネ対策やリサイクルの推進など、
NHK の環境経営の取り組みをまとめたもので、
2020 年度の内容を中心に 2021 年度の取り組みも一部掲載しています。
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環境経営の推進

環境経営アクションプランとエネルギーの使用概況
新たに策定された「NHK 環境経営アクションプラン 2021～2023 年度」をもとに、
「エネルギー
を減らす」
「エネルギーを選ぶ」
「エネルギーを作る」の 3 つの取り組みを進め、公共メディアと
して二酸化炭素（以下 CO2）排出量削減に努めるとともに、放送・イベントなどを通じての環境
問題に関する情報発信や地域と一体となった環境活動にも一層取り組み、脱炭素社会の実現に貢
献していきます。
Reuse、Recycle）
を継続して実施していきます。

昨年度（2018 年度～ 2020 年度）
までの取り組み

（2）エネルギーを選ぶ
再生可能エネルギー (グリーン電力)の導入などに
よりCO2 の削減に取り組みます。

大切なことを、
より深く、
より身近に～ “公共メディア”の
ある暮らし、2018 ～ 2020年度「NHK経営計画」
を策定

（3）エネルギーを作る

し、具体的なアクションプランを立てて環境に配慮した

放送センター、全国放送会館、菖蒲久喜ラジオ放

経営を推進してきました。そして基準年度（2011年度）
の

送所に整備した太陽光発電および放送センターに設

値に比べ2020年末までに15％改善を目標に取り組んで

置したマイクロ水力発電の運用を継続し、
みずからも

きました。2020年度のCO2排出原単位は、0.140で、基

エネルギーを作っていきます。

準年度（2011年度）の値0.188に比べ約26％の改善とな
りました。

ＮＨＫのエネルギー使用概要

2025 年度末までに電力使用による
CO2 排出量をＮＨＫ全体の 25% 削減

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

「NHK環境経営アクションプラン2021 ～ 2023年度」
では「エネルギーを減らす」
「エネルギーを選ぶ」
「エネル

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

ギーを作る」の3つの取り組みから、2025年度末までに

所の放送施設が 3,000局以上あります。その他に、研

東京・渋谷の放送センターでの電力使用によるCO２排出

究所やアーカイブス、視聴者コールセンター、営業セン

量相当分（年間約48,000t NHK全体の25%）をゼロに

ターなどの施設を運用しています。

することを目指します。
CO2 の排出量

（P.13-14環境経営アクションプラン参照）

2020年度にＮＨＫが全国で使用したエネルギーを

具体的な施策

CO2排出量に換算すると194,321トンでした。使用した

（1）
エネルギーを減らす

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。

緊急放送への即応体制の確保のもと、Eテレやラ

このため、ＮＨＫは電力使用量の抑制を重要課題とし、

ジオ第２で深夜放送休止時間帯の停波を継続して
実施していきます。放送センターや放送局の建替、

深夜の放送休止時間帯の電波停止、省エネ対応の放送

計画的な設備の更新により、省エネ型設備を積極

機器の導入、太陽光発電など自然エネルギーの活用、

的に導入しています。

職場の節電活動などを引き続き行っています。

オフィスのLED化とともに事務機器の削減を進
め、省エネを図っていきます。また、業務用車両に
電気自動車等の導入を検討し環境に配慮していくほ
か、分別を徹底しリサイクル率を向上させ廃棄物の
削減を一層図ります。美術セットでは 3R（Reduce、
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CO2 の排出量の削減
NHKではこれまでCO2排出原単位【CO2総排出量（ト
ン）÷有形固定資産総額（百万円）
】で定義し、改善を
図ってきました。
「NHK環境経営アクションプラン2021 ～
2023年度」では東京・渋谷の放送センターでの電力使用
によるCO2 の排出量相当分（年間約48,000t NHK全体
の25%）
をゼロにするという、CO2 の実質的な削減量を定
めて取り組んでいきます。

東京都「温室効果ガス排出総
量削減義務」
の履行に向けて
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2計画期間（2015 ～ 2019年度）
に続く、第3計画期
間（2020 ～ 2024年度）の5年間は、期間中のCO2排出
量を基準排出量に対して、27％以上削減することが求め
られています。
NHKでは「温室効果ガス排出総量削減義務」を着実
に履行するように取り組んでいます。

エネルギー使用概況
2020 年度

2019 年度

増減

エネルギー使用量

CO2 排出量

比率

エネルギー使用量

CO2 排出量

325,205千kWh

180,449 t

92.9%

326,659千kWh

181,296 t

1,047 kℓ

2,429 t

1.2%

1,167 kℓ

2,708 t

1.4%

軽油使用量

224 kℓ

578 t

0.3%

323 kℓ

845 t

重油使用量

605 kℓ

1,638 t

0.8%

509 kℓ

灯油使用量

852 kℓ

2,122 t

1.1%

3,185,872 ㎥

7,104 t

351 ㎏

1t

電力使用量
ガソリン使用量

都市ガス使用量
プロパンガス使用量
CO2排出量
（合計）
有形固定資産総額

CO2排出原単位

比率

エネルギー使用量 CO2 排出量
増減
増減
▲ 847 t

▲ 0.5%

▲ 120 kℓ

▲ 279 t

▲ 10.3%

0.4%

▲ 99 kℓ

▲ 267 t

▲ 31.6%

1,380 t

0.7%

96 kℓ

258 t

18.7%

863 kℓ

2,148 t

1.1%

▲ 11 kℓ

▲ 26 t

▲ 1.2%

3.7%

2,975,211 ㎥

6,188 t

3.2%

210,661 ㎥

916 t

14.8%

0.0%

348 ㎏

1t

0.0%

3㎏

0t

0.0%

194,321 t

194,566 t

1,391,544百万円

1,364,564百万円

0.140

0.143

※今年度よりエネルギー使用概況の表示を変更し、
新たにCO2排出量の増減を追加しました。
※2020年度環境報告書のエネルギー使用概況の数値を一部修正いたしました。
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93.2% ▲ 1,454千kWh

CO2 増減率

▲ 245 t
26,980百万円

▲ 0.003

▲ 0.1%
有形固定資産
総額増減

2.0%
CO2 排出
原単位増減

▲ 2.1%

環境経営の推進

NHK のエネルギー使用について
2020年度はNHKの使用エネルギー全体によるCO2 排
出量の92.9%が電力で、次いで都市ガス（3.7%）
、
ガソリ

います。CO2 排出量を減らすため、職場での省エネ対策、
放送設備の省エネに努め、電力の使用量を下げる施策を

ン（1.2%)となっており、
そのほとんどを電力使用が占めて

行っています。

CO2 排出量に占める割合（％）
ガソリン 1.2
軽油 0.3

重油 0.8
灯油 1.1
都市ガス 3.7

電力 92.9
2020年度

排出量全体 194,321トン

環境経営推進にあたって
環境へ配慮した事業活動のために環境経営アクションプランを策定し全国各部局での活動を展開しています。
■視聴者のみなさまとともに

環境経営推進

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年から発行しており、NHKの公開のホームペー
ジでご覧いただくことができます。

NHKでは「NHK経営計画」
に沿った環境経営を推進する
ため、CO2 削減にむけた数値指標をさだめ、環境経営アク
ションプラン（2021 ～ 2023年度）(P.13参照)を策定し、具
体的な施策を明示して、全国各部局・放送局の現場で環境

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

活動に取り組んでいます。

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。

■環境経営タスクフォース
NHKの環境経営について多角的に検討を行うため、局
内公募プロジェクト「環境経営タスクフォース」
を2021年7月
に立ち上げました。北海道から沖縄までの各放送局から
集まった若手職員で構成されており、職種もアナウンサー、
ディレクター、報道、事務、技術などさまざまです。国内
外企業のリサーチや先進企業の視察などをおこないなが
ら、環境への意識向上に向けた取り組みなどを進めました。
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事業運営に伴う環境負荷の軽減

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。

蓄熱式空調システムの導入

空調運用における取り組み

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」

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。
新会館建設時には、中温冷水を利用した蓄熱槽や井

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。

水の活用などによる高効率な空調システムなどを採用し、
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など、
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。

蓄熱式空調システムの概要

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
放送センターでは照明を中心に省エネを進めていま

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。

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

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。

に努めています。また、消費

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

電力の少ないLEDの導入も
積極的に進めています。

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。

マイクロ水力発電

東館１階喫茶（丸コア）
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事業運営に伴う環境負荷の軽減

放送設備の省エネ化
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。

るさや色再現性などの性能を確保しながら、従来の白

スタジオ照明の省エネ化

熱灯に比べて消費電力を約80%削減することができま
す。また、発熱も少ないため、スタジオ内の空調のため
の消費電力も削減することができます。全国の放送局の

LED照明

ニュースや情報番組を制作するスタジオを中心に、LED
照明器具の導入を進めています。

NHKでは、環境負荷軽減の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。

2020年度は、渋谷放 送センターではCT-512、CT-

従来の白熱灯に代わる照明器具として、LEDを利用し

414、CU-558スタジオほか、放送局では新・札幌放送会

たスポットライト(一点を集中的に照射)、フラッドライト

館、新・大津放送会館、神戸局、福島局に導入しまし

(反射鏡により広域照射)、
ホリゾントライト(スタジオ壁面

た。2020年度末現在、渋谷放送センターの15スタジオ

を照射)をメーカーと共同開発しました。

と全国38の放送局のスタジオで日々の番組制作に活用し
ています。

これらのLED照明器具は、番組制作に要求される明

新・札幌放送会館

T1 スタジオ

CT-512 スタジオ

CU-558 スタジオ
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CO2排出量を、旧会館より約25％削減する計画としてい

放送会館の建設

ます。
エコボイド（吹き抜け）を活用した自然換気システム、
中温冷水を利用した蓄熱槽や井水の活用などによる高効

新・大津放送会館

率な空調システム、Low-Eガラスによる熱負荷軽減、全
館LED照明の採用、太陽光発電など、環境に配慮した

2021年4月にオープンした新・大津放送会館は、環境
に配慮したさまざまな施策の導入により床面積当たりの

建物になっています。

新・大津放送会館の外観

太陽光発電設備

新・大津放送会館の省エネルギー技術

環境報告書 2021

7

事業運営に伴う環境負荷の軽減

新送信機は、電力増幅部に高効率な増幅方式とデバ

送受信設備の省エネ化

イスを採用し、温度により冷却ファンの回転数制御を行
うことで、消費電力を従来機の約半分に削減することが
できます。また、発熱量も抑えられるため、空調設備の

送信設備の省エネ化（基幹局テレビ送信機の更新）

小規模化にもつながります。
2020年度は、和歌山局、静岡局、山口局、沖縄局、

テレビ放送所(基幹局)では、地上デジタル放送開始
時に整備し、老朽化が進んだ送信設備を順次更新して

仙台局の送信設備の更新を実施しました。今後も、消

います。

費電力とCO2削減を推進していきます。

仙台局大年寺山テレビ放送所（基幹局） 送信機
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事業運営に伴う環境負荷の軽減

廃棄物の抑制とリサイクル、脱プラの推進
廃棄物を減らすために、さまざまな取り組みをしています。
ゴミの分別回収の徹底とリサイクルを推進し、環境への負荷の軽減に努めています。

廃棄物の総量抑制

給水スポット

東京・渋谷の放送センターの2020年度の廃棄物総量

プラスチックごみの削減と環境への意識向上のため、
「マイボトル」
を推進しています。2021年度からマイボトル

は1,541トンでした（前年度比272トン減）
。
NHKでは、Reduce（リデュース：減量）、Recycle

専用の給水スポットを放送センター内11か所に導入しま

（リサイクル：再資源化）、Reuse（リユース：再使用）

した。環境経営タスクフォースと連携して、利用者増に
向けたＰＲを行っています。

に取り組み、廃棄物の抑制と再資源化、再使用に努め
ています。

塵埃処理場

放送センターから回収したゴミをさらに細かく分別

<主な取り組み>

ペットボトルのリサイクル

1. 在宅勤 務推 進、WEB会議、申
請書 類 等 の電子 化によりペー

放送センターから排出されたペットボトルはリサイクル

パーレスを促進し、紙ごみの発

しています。ボトル内の残液を抜いてリサイクル効率を上

生量を抑制

げているほか、圧縮して量をためてから排出することで

2.事務用品はリユースコーナーを設

輸送効率を上げ、CO2削減につなげています。

け、再使用により文房具廃棄量
を抑制
3.ごみの分別の徹底、意識向上活動

事業系一般廃棄物の
再利用率の向上について

結束されたペットボトル

2020年度の総量は619トンで、再利用率の実 績は
85％でした。
（前年度比202トン減）回収した紙ゴミや廃
プラスチック類廃棄物等は、塵埃処理場でより細かく選
別するほか、食堂の生ゴミの一部を専門業者により「肥
料化」
するなど、事業系一般廃棄物の削減と再利用率の
向上に取り組んでいます。

まとめて排出
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事業運営に伴う環境負荷の軽減

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～
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。

【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
～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

3DCGを合成する技術を活用することで「リデュース」の

し、廃棄物の抑制とコスト削減を推進。ドラマ番組で

取り組みも推進しています。

は、設定される時代感や地域色など様々な空間を映像

一般番組汎用セット開発を行い、様々な番組にも流用可

表現するために、配置や装飾、壁紙の張替などを工夫

能なセットを製作し、個々の番組美術の品質貢献と「リ

しています。また、3DCGでセットを作成し、実セットと

ユース」
に常に取り組んでいます。

大河ドラマ「青天を衝け」
〜 3DCG合成することで実セットを「リデュース」〜

「パリ

凱旋門上」スタジオ実セット +CG 合成
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大河ドラマ「青天を衝け」～共通「セットパーツ」を活用して「リユース」～

「渋沢家」

「パリ

ペルゴレーズ」

連続テレビ小説「おかえりモネ」
～報道番組のキャスターテーブルを塗り替えて
「リユース」～

「あさキラッ

スタジオセット」

「ニュース」
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バーチャルセット活用例①

「NHK スペシャル

～セット廃棄量の削減への取組み～

新型コロナ第 5 波」バーチャルセット

【Recycle】
再利用する
：美術セットの「リサイクル」を促進
～廃棄セットの木材をリサイクルに～

プなどに分別され活用されています。
「再生素材」
に生まれ

セットに使用された木材については集積材などのもととな

変わらせることで、環境に配慮する取組みを推進してい

る原料用チップや畜産農家の敷料用おがくず、燃料チッ

ます。

廃棄木材セットの搬出状況

チップ
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資料

NHK環境経営アクションプラン
（2021～2023年度）
政府が2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすることを目指す方針を示したことを
踏まえて、ＮＨＫは放送事業者として、みずからも二酸化炭素等の削減に向けた取り組みを加速させ
るとともに、放送やイベントなどを通じて環境問題に関する情報発信や地域と一体となった環境活動
に一層取り組み、脱炭素社会の実現に貢献していきます。

エネルギーを減らす
エネルギー効率のよい設備を導入するとともに、複合機などのオフィ
ス機器の削減や働き方の見直しによる職場の節電などで、使用電力の
削減をこれまで以上に進めていきます。

エ ネルギーを選ぶ
放送センターで使用する電力の一部を再生可能エネルギーにより発電
された電力で賄うなどして、電力使用による二酸化炭素排出量の削減
に取り組んでいきます。

エ ネルギーを作る
建設中の新放送センターや全国で新たに建て替える放送局などで太陽
光発電などを積極的に取り入れて、みずから使用電力を作る取り組み
も進めていきます。

これらの取り組みを進めて、2025年度末までに東京・渋谷の放送センターでの電力使用による
二酸化炭素の排出量相当分（年間約48,000t・NHK 全体の25%）をゼロにすることを目指します。
全国の放送局なども含めＮＨＫ全体として2050年までの温室効果ガスの排出ゼロ社会の実現に
向けた取り組みを強化していきます。

取組内容の詳細については別表をご参照ください。
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< 別表 > 環境経営アクションプラン（2021〜2023 年度）
数値目標

2025年度末までに電力使用によるCO 2排出量を25%削減（放送センター排出量相当分・2018年度比）
実 施 内 容

2021年度

2022年度

Ｅテレ、ラジオ第２で深夜放送休止時間帯の停波を継続。
メディアの整理・削減として 2023 年度に衛星１波を削減し、
2025 年度にラジオ１波を整理、削減する方向で検討します。

各種設備の
更新等で
省エネルギー推進

放送センター・放送局の建替に伴い空調・照明設備の高効率
化、屋上緑化などを行い省エネを推進、環境にやさしい放送会
館を建設します。

ラジオ第 2：停波約 5 時間 / 日、E テレ：停波約 4 時間 / 日を継続
BS2K のうち１波を削減
（建替による新会館の省エネ化）

佐賀・富山会館

放送設備の省エネ化として、電源設備や空調設備の省エネ化、
全国送信所の送信機の低消費電力化、スタジオ照明の LED 化
を進めます。

松江会館

（冷凍機省エネ化）
盛岡・帯広会館

青森会館・豊橋支局

長野会館・松本支局

（送信機低消費電力化）
1局を更新

3局を更新

3局を更新

オフィス設備の省エネ化として、LED 化を進めるとともに、
事務機器の削減を進め消費電力を削減します。
また、電子化によりペーパーレスも推進します。

再生可能
エネルギーで
CO2 削減

2023年度

オフィス照明の LED 化、一部エレベーターの夜間・休日休止による省エネ
複合機などの事務機器の削減・ペーパーレスも推進

再生可能エネルギー（グリーン電力等）の導入などにより
CO2 削減に取り組みます。

放送センターで導入開始

全国の放送局での展開も検討

放送センター、全国放送会館、菖蒲久喜ラジオ放送所に整備し
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
の運用を継続します。

自然エネルギーを利用した設備の運用を継続

業務用車両の
見直し

業務用車両に電気自動車等の導入を検討し環境に配慮します。

取材用車両等の更新にあわせて電気自動車等の導入を検討

廃棄物削減・
リサイクル率向上

分別を徹底しリサイクル率を向上させて廃棄物の削減を一層
図ります。美術セットの３R を継続します。

ＳＤＧｓキャンペーン 環境問題に関する番組を放送するほか、ＳＤＧｓキャンペーン
「未来へ１７アクション」を実施します。
実施

放送センターのリサイクル率の向上 、全国の放送局でも取り組み強化
美術セットの 3R(Reduce,Reuse,Recycle) の継続
「未来へ 17 アクション」実施
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各種キャンペーンを検討

資料

ＮＨＫスペシャル 2030 未来への分岐点

環境に関する放送番組

2021年




総合テレビの主な番組
うまいッ！

… ………………………………………………………………



2月  7日㈰ 午後9：15〜 （2）
「飽食の悪夢…

…
“脱炭素”への挑戦」

～水・食料クライシス～」
…
大量消費社会の限界」

2月28日㈰ 午後9：00〜 （3）
「プラスチック汚染の脅威

㈪／午後0：20～

クローズアップ現代＋
7月  7日㈫ 午後10:00〜「
【梅雨末期の豪雨】
…

命奪う脅威・どう避難“新時代”の備え」
9月  8日㈫ 午後10:00〜「
【台風】
新たな脅威…

“未来図”が現実に？注目のポイントが」

さわやか自然百景… ………………………………………………… ㈰／午前7：45～
明日へ つなげよう…………………………………………………… ㈰／午前10：05～
ダーウィンが来た！………………………………………………… ㈰／午後7：30～

2021年

ＮＨＫスペシャル


1月  9日㈯ 午後9：00〜 （1）
「暴走する温暖化



4月19日㈰ 午後9：00〜 「ヒグマと老漁師…

～世界遺産・知床を生きる～」



あなたは？国内で循環させる」

3月  2日㈫ 午後10:00〜「語り部バス映像化 …

震災の記憶を伝え続け
山から津波が来た」

	
～あなたは命をどう守る～」
7月12日㈰ 午後9：00〜 「豪雨災害 いま何が必要か…
あさイチ
6月  4日㈭ 午前8:15〜 「みんなで備えよう！新型コロナの…

～命を守る“避難スイッチ”～」
8月23日㈰ 午後9：00〜 ホットスポット最後の楽園…

不安が続くなかでの災害対策」
2021年

「命をめぐる10年の記録」
3月11日㈭ 午前8:15〜 「震災10年の東北旅 …
9月  5日㈯ 午後9：00〜 「“最強”台風接近 …

どう守る 命と暮らし」 
篠山輝信と伝える東北のいま」
9月13日㈰ 午後9：00〜 「オランウータン いのちの学校」
11月14日㈯ 午後9：00〜 「激闘 シャチ対シロナガスクジラ…
ごごナマ

～巨大生物集う謎の海域～」 2021年
3月11日㈭ 午後1:40〜 「東日本大震災 あの日から10年」
2021年
1月  1日㈮ 午後7：20〜 「三千万年の旅 …

列島誕生ジオ・ジャパン」 くらし☆解説
3月  6日㈯ 午後9：00〜 「津波避難 何が生死を分けたのか」
6月17日㈬ 午前10:30〜「どう防ぐ 住宅浸水」
3月  8日㈪ 午後10：00〜「イナサ…
6月18日㈭ 午前10:30〜「大雨特別警報 その後も警戒を！」
7月  7日㈫ 午前10:50〜「相次ぐ豪雨被害 …

～風寄せる大地 16年の記録～」
3月  9日㈫ 午後10：00〜「私と故郷と原発事故」

逃げ遅れゼロを目指して」
3月11日㈭ 午後10：00〜「定点映像 10年の記録 …
7月  9日㈭ 午前10:10〜「大雨災害 覚えておきたい“10か条”」
8月28日㈮ 午前10:05〜「台風シーズン …

～100か所のカメラが映した“復興”～」
3月13日㈯ 午後9：00〜 「大震災と子どもたちの10年 …

“かつてない大雨”に注意を」
9月  1日㈫
午前10:10〜

いま言葉にできること」
「コロナ禍の防災 …
3月14日㈰ 午後9：00〜 廃炉への道2021 …

在宅避難の備えは？」

「原発事故10年の軌跡」 10月14日㈬ 午前10:05〜「台風１９号から１年 …
3月28日㈰ 午後9：00〜 「ワイルド東京」

水害リスク“空白地域”に注意」
12月  2日㈬ 午前10:05〜「気候変動 日本への影響は？」
12月25日㈮ 午前10:10〜「豪雪による立往生を防ぐには」
ＮＨＫスペシャル ホットスポット最後の楽園 season 3
4月26日㈰ 午後9：00〜 （4）
2021年
「天空と荒野の両極世界…
1月14日㈭ 午前10:05〜「“脱炭素社会”へどう変わる？」

～アフリカ エチオピア高原～」
6月  7日㈰ 午後9：00〜 （5）
「太古の命守る奇跡の森…

～ブラジル マタアトランティカ～」 みみより！くらし解説


6月20日㈯ 午後9：00〜 「新型コロナと水害危機…

2月16日㈫ 午後10:00〜「プラごみリサイクルどう実現？…

2021年

ＮＨＫスペシャル 列島誕生 ジオ・ジャパン 2
6月14日㈰ 午後9：00〜 （1）
「列島大隆起」
6月21日㈰ 午後9：00〜 （2）
「列島大分裂」

3月31日㈬ 午前10:05〜「プラごみ資源化 どう変わる？」

時論公論


6月24日㈬ 午後11:30〜「“ウィズコロナ”時代の…
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プラスチック問題」

…
施設の高齢者をどう守る」
7月13日㈪ 午後11:30〜「記録的豪雨 …

被災者支援と感染対策は」
7月16日㈭ 午後11:30〜「なぜ続いた豪雨被害？…

“気候危機”時代の災害にどう向き合う」
8月  4日㈫ 午後11:30〜「7月豪雨1か月 …

激化する豪雨 対策 総動員を」
9月  7日㈪ 午後11:30〜「台風10号 これからの避難の課題」
9月17日㈭ 午後11:30〜「台風による大規模停電 …

対策は進んだか」
9月18日㈮ 午後11:30〜「台風10号 …

異例の呼びかけは適切だったのか」
9月25日㈮ 午後11:30〜「アフターコロナとSDGs …

持続可能な復興へ」
10月14日㈬ 午後11:30〜「台風19号から1年 …

命を守る避難と共助」
11月  6日㈮ 午後11:30〜「“2050年脱炭素社会”への課題」


7月  7日㈫ 午後11:35〜「記録的豪雨

潜れ！さかなクン


5月  6日㈬ 午後7:30〜 「熊本・八代海…

～知られざる神秘の海へ～」

8月19日㈬ 午後7:30〜 「探検！沈没船スペシャル」

知られざる水の世界 尾瀬の四季
6月14日㈰ 午後1:50〜

証言記録スペシャル いつか来る日のために
6月28日㈰ 午後2:00〜 「どうする！？コロナ禍の“豪雨避難”」
2021年
3月13日㈯ 午後4:00〜 「“あなたを守る”体験者の言葉」

神秘のヨーロッパ 絶景紀行
7月24日㈮ 午後9:00〜 「聖なる巡礼路を行く ～カミーノ・デ・…

サンティアゴ 1500km～」
7月25日㈯ 午後9:00〜 「崖の上に街があった」
2021年
1月  2日㈯ 午後9:00〜 「水辺の街の不思議な秘密」

2021年

…
アファンの森よ永遠に～C.W.ニコルからのメッセージ～
隠れた断層のリスクをつかめ」
8月10日㈪ 午後9:00〜
3月10日㈬ 午後11:30〜「原発事故10年 …

いまだ遠い廃炉への道のり」
へんてこ生物アカデミー


1月18日㈪ 午後11:30〜「阪神・淡路大震災26年

8月13日㈭ 午後7:30〜

時論公論 クエスチョン・タイム

2021年

2021年
2月23日㈫ 午前10:55〜「東日本大震災10年 未来への教訓」



視点・論点

8月24日㈪ 午後7:57〜

2021年
3月23日㈫ 午前4:40〜 「東日本大震災10年…

原子力災害の伝承と教訓」

逆転人生



ごろごろパンダ日記 ～タンタンと飼育員の日々～
12月30日㈬ 午後9:10〜

もっと見たい！新絶景タイムスケイプ

2021年



集中講義スペシャル」

“美ら海”ドローン大航海 ～八重山・宮古の島々へ～

8月18日㈫ 午前3:50〜 「いのちを守る森づくり」



2月11日㈭ 午前8:45〜 「林先生としょこたんの…

12月31日㈭ 午前5:10〜

2月  1日㈪ 午後10:00〜「“奇跡の湯”…

守る３兄弟 大災害からの再出発」 さわやか自然百景 新春特集
…
2021年
東電社員たちの10年」
1月  2日㈯ 午前8:20〜 「日本列島 島にきらめく命」

3月  1日㈪ 午後10:00〜「あの日“加害者”になった私

目撃！にっぽん

未来へ17ACTION☆TV

4月19日㈰ 午前6:10〜 「負けてたまるか…

〜叔父と甥 港町の震災9年〜」
9月27日㈰ 午前6:10〜 「震災10年の“言葉”を刻む…

～小説家・古川日出男 福島踏破～」
12月  6日㈰ 午前6:10〜 「“空師”～吉野の山に生かされて～」

2021年

…
そしてクリーンに 電気代0円主婦」
2月23日㈫ 午後8:45〜 「SDGs12 つかう責任つくる責任 …

畑の都合にあわせるフレンチ」


2月11日㈭ 午後8:45〜 「SDGs7 エネルギーをみんなに

2021年



3月14日㈰ 午前6:10〜 「あなたの生きた町で

…
～大槌町職員と遺族の震災10年～」

日曜討論

2月23日㈫ 午後10:15〜

未来への手紙 2021

2021年



未来王2030
2021年

3月7日㈰ 午前9:00〜 「東日本大震災・原発事故10年

…
被災地は 復興は」

2021年
3月6日㈯ 午後4:42〜 「10年目のビデオレター」
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資料

Ｅテレの主な番組



なりきり！ むーにゃん生きもの学園… …………………… ㈯／午前7:15〜



猫のしっぽ カエルの手…
〜京都大原 ベニシアの手づくり暮らし〜… …………㈰／午後6:00〜
NHK高校講座 生物基礎



NHK高校講座 地学基礎……………………………………………㈬／午後2:40〜



ETV特集



6月13日㈯ 午後11:00〜「引き裂かれた海…

～長崎・国営諫早湾干拓事業の中で～」

2021年
3月  6日㈯ 午後11:00〜「原発事故“最悪のシナリオ”…



福島からの学び」

3月17日㈬ 午後1:50〜 「原発事故10年 福島の復興のために」

地球ドラマチック

…………………………………………… ㈫／午後2:40〜



企業の取り組み」

10月13日㈫ 午後1:50〜 「SDGs 若い世代と未来をつくる」
2021年
1月12日㈫ 午後1:50〜 「パーム油から考えるSDGs」
3月  8日㈪ 午後1:50〜 「東日本大震災10年 心のケア …

しぜんとあそぼ……………………………………………………………㈫／午後3:45〜



9月30日㈬ 午後1:50〜 「脱炭素社会の実現を目指す…

～そのとき誰が命を懸けるのか～」
…
福島1995人の“経緯書”」

3月13日㈯ 午後11:00〜「震災関連死 何が命を奪ったのか

サイエンスZERO



4月11日㈯ 午後7:00〜 「動物ロボット スパイ大作戦…

～自然を生き抜く絆～」

8月  1日㈯ 午後7:00〜 「動物の赤ちゃん日記…

～危険でいっぱいの毎日～」

8月  8日㈯ 午後7:00〜 「動物の赤ちゃん日記…

～命のレッスン～」

9月  5日㈯ 午後7:00〜 「太古のミステリー…

～消えた大型哺乳類～」
「インド秘境の森 野生の楽園」
「大接近！リスの世界」
「びっくりアニマルフレンズ」
「水中カプセルの挑戦！…

ポリネシアの海洋大調査」
11月28日㈯ 午後7:00〜 「オオアルマジロ 大自然の守り人」
9月12日㈯
10月  3日㈯
10月24日㈯
11月  7日㈯

午後7:00〜
午後7:00〜
午後7:00〜
午後7:00〜

2021年
3月  6日㈯ 午後7:00〜 「動物たちの秘めたるパワー

4月  5日㈰ 午後11:30〜「超省エネ社会の実現へ！…

…
次世代パワー半導体」 
スピード編」
4月19日㈰ 午後11:30〜 シリーズ原発事故
（20）
…
3月13日㈯ 午後7:00〜 「動物たちの秘めたるパワー …

「克服できるか 廃炉への難題」 
感覚機能編」
6月21日㈰ 午後11:30〜「大調査！尾瀬 知られざる地下世界」
11月29日㈰ 午後11:30〜「被害ゼロを目指せ！ …
ハートネットＴＶ 水害から命を守る

台風予測の最前線」
6月  9日㈫ 午後8:00〜 （1）
「障害がある人の“避難行動”」


2021年
1月17日㈰ 午後11:30〜「阿蘇 知られざる“人と大地の絆”」

6月10日㈬ 午後8:00〜 （2）
「障害がある人の“避難生活”」

3.11から10年


3月  7日㈰ 午後11:30〜「地震学者たちが挑んだ“超巨大地震”」
3月14日㈰ 午後11:30〜「命を救うための挑戦“津波防災”…

最前線」

3月21日㈰ 午後11:30〜「廃炉10年 現在地と未来への挑戦」

～原発被災地 精神障害者の日々～」

学ぼうBOSAI 命を守るチカラ
6月16日㈫ 午前10:05〜「天気予報で災害を防ぐ・気象台」
ズームバック×オチアイ
6月18日㈭ 午後10:30〜（1）
「半歩先のニューエコロジー」

2021年

1月  1日㈮ 午前9:00〜 「カマキリ」

ターシャの森から

11月  1日㈰ 午後6:00〜 「ハロウィーンと幸せのタネ」

植物に学ぶ生存戦略 話す人・山田孝之
8月26日㈬ 午後10:50〜（４）

12月20日㈰ 午後6:00〜 「指おり数えるクリスマス」
2021年
2月21日㈰ 午後6:00〜 「雪は大地の毛布」
3月28日㈰ 午前0:30〜 「イースターと不思議な卵」

2021年
3月25日㈭ 午後10:45〜（５）

視点・論点



2021年
3月  8日㈪ 午後8:00〜 （1）
「逃げられなかった“要支援者”」
3月  9日㈫ 午後8:00〜 （2）
「誰もが助かる地域をめざして」
3月10日㈬ 午後8:00〜 （3）
「ゆらぎ続けて、
なお…



香川照之の昆虫すごいぜ！
5月  6日㈬ 午前9:00〜 香川照之の“おうちで”昆虫すごいぜ！
5月31日㈰ 午後4:20〜 香川照之の“おうちで”昆虫すごいぜ！…

リターンズ
7月23日㈭ 午前9:00〜 「特別編 夏の森でクワガタ探し」
8月21日㈮ 午前9:15〜 「セミ」



ハートネットＴＶ シリーズ東日本大震災10年

4月20日㈪ 午後1:50〜 「黒潮大蛇行と生き物大異変」
7月21日㈫ 午後1:50〜 「温暖化時代の備え …

季節予測の最前線」

猫のしっぽ カエルの手 ～京都大原 ベニシアの手づくり暮らし～
7月25日㈯ 午後2:00〜 「2020 夏」
11月28日㈯ 午後3:00〜 「2020 秋」

9月28日㈪ 午後1:50〜 「コロナで加速する産業構造転換と…

“脱炭素社会”」
環境報告書 2021
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BS1の主な番組

BSプレミアムの主な番組

BS1スペシャル

にっぽん百名山……………………………………………………………㈪／午後7:30〜

6月  7日㈰ 午後10:00〜「ヒグマを叱る男…

ワイルドライフ… …………………………………………………………㈪／午後8:00〜
～完全版36年の記録～」
11月  1日㈰ 午後8:00〜 「千曲川決壊 そのとき住民は」
コズミック フロント☆NEXT… ……………………………… ㈭／午後10:00〜



2021年
1月  3日㈰ 午後10:00〜「グリーンリカバリーをめざせ！







晴れ、
ときどきファーム！… …………………………………… ㈭／午後11:15〜
…
ビジネス界が挑む脱炭素」 グレートトラバース3 日本三百名山全山人力踏破
  ㈯／午後7:30〜 ほか ※月1回程度（24）
1月  3日㈰ 午後11:00〜「クライメート・ジャスティス …
〜
（32）
パリ“気候旋風”の舞台裏」
体感！グレートネイチャー
2月14日㈰ 午後8:00〜 「消えた窯元 10年の軌跡」
4月11日㈯ 午後7:30〜 「新発見！七色の大地と沸騰する川…
2月26日㈮ 午後8:00〜 「モーリシャス 汚れた海 …

～ペルー・アンデス山脈～」
失われた楽園の長き闘い」
5月16日㈯ 午後7:30〜 「超高速！大陸移動がつくる絶景…
3月  7日㈰ 午後8:00〜 「双葉から遠く離れて 10年」

～オーストラリア～」
3月14日㈰ 午後10:00〜「10年目の約束 ～福島の子どもたちが…
2021年
3月13日㈯ 午後7:30〜 「謎の立体山水画 ～中国・大黄山～」
描いた“未来”～」

国際報道2020


5月29日㈮ 午後10:00〜「コロナ禍で増える野生動物の密猟」
9月23日㈬ 午後10:05〜「ヨーロッパ 動きだす…

“グリーンリカバリー”」

11月17日㈫ 午後10:00〜「スウェーデン「アップサイクル」
で…



循環型ビジネス」
12月  1日㈫ 午後10:00〜「広がるグリーン水素…

～自動車レースで水素技術を開発～」

グレートヒマラヤトレイル
10月17日㈯ 午後6:00〜 （3）
「ジャヌー 神のすむ大岩壁」
10月24日㈯ 午後6:00〜 （4）
「カンチェンジュンガ …

“五大宝蔵”を求めて」
テントを背負って

8月21日㈮ 午後10:00〜
2021年
2月12日㈮ 午後10:00〜（2）
「白うさぎを探して＆…



黒潮の海に遊ぶ」

ホットスポット最後の楽園 スペシャル
5月23日㈯ 午後6:00〜 「奇跡の絶景編」
2021年
7月18日㈯ 午後6:00〜 「生きものたちの箱舟～ウォーレシア・…
1月  5日㈫ 午後10:00〜「待ったなしの気候変動対策 …

スリランカ・ブラジル～」

アフリカの実態」
9月  5日㈯ 午後6:00〜 「魅惑の熱帯…
1月15日㈮ 午後10:00〜「欧州自動車業界ルノー会長インタ …

～東南アジア・中米・アフリカ～」

脱ガソリンはどこへ」 12月12日㈯ 午後6:00〜 「天と地の両極世界～エチオピア～」
1月26日㈫ 午後10:00〜「バイデン政権始動 …
2021年
2月20日㈯ 午後6:00〜 「砂漠と氷河のロストワールド …

～環境政策の理想と現実～」

～南米 アンデス山脈～」
3月18日㈭ 午後10:00〜「中国、
欧州… …

世界のEVバッテリー開発競争を追う」 吉田類のにっぽん百低山
3月25日㈭ 午後10:00〜「台湾 …
11月23日㈪ 午後7:30〜 （1）
「鋸山・千葉」

水不足で半導体への影響回避に苦心」 11月30日㈪ 午後7:30〜 （2）
「大山・神奈川」

国際報道2021

京都 山里の宿
〈全4回〉

ＢＳ世界のドキュメンタリー
7月28日㈫ 午前0:00〜 「中国 汚染された町で」
2021年



1月26日㈫
2月10日㈬
3月23日㈫
3月24日㈬

   7月  1日㈬〜22日㈬ 午後10:14〜

午後11:00〜「薄氷のシベリア 温暖化への警告」
午後11:00〜「アッテンボローと世界を見る」
午後11:00〜「天空の脱炭素－航空機業界の未来－」
午後11:00〜「コペンハーゲンに“山”を造れ！…

ごみ処理場 建築家の日記」

しろくまピース20歳 完全版
4月25日㈯ 午後6:00〜

アフリカ サファリツアー大中継 総集編
7月25日㈯ 午後6:00〜

捜索4年！ 屋久島“伝説の超巨大杉”完全版
9月26日㈯ 午後6:00〜

COOL JAPAN～発掘！かっこいいニッポン～
オランウータン・ジャングルスクール season2〈全10回〉
4月19日㈰ 午後6:00〜 「リサイクル～Recycling～」
10月3日〜12月5日㈯ 午前8:45〜
10月18日㈰ 午後6:00〜 「陸の豊かさを守ろう…
〜LIFE ON LAND〜」 カールさんとティーナさんの古民家村だより
11月28日㈯ 午後6:00〜

ごろごろパンダ日記 ～タンタンと飼育員の日々～

躍動する大自然 奇跡の絶景ストーリー
12月  7日㈪ 午後7:00〜 「伊賀と甲賀 忍者を生んだ山野」
12月  8日㈫ 午後7:00〜 「愛知・奥三河 戦国武将が駆けた山」
12月10日㈭ 午後7:00〜 「岐阜・恵那山 ふるさとの山を描く」
12月11日㈮ 午後7:00〜 「立山カルデラ 崩れる大地に挑む」

12月12日㈯ 午後9:00〜

巨樹 神様の木に会う 完全版
2021年
1月  1日㈮ 午後10:30〜
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資料

BS4Kの主な番組

BS8Kの主な番組

にっぽん百名山……………………………………………………………㈪／午後7:30〜

オカバンゴ 水の魔法が生み出すアフリカの奇跡
4月  5日㈰ 午後2:30〜

ワイルドライフ… …………………………………………………………㈪／午後8:00〜
ニッポンの里山 ふるさとの絶景に出会う旅……… ㈪／午後10:50〜

ニッポンの里山プレミアム
4月12日㈰ 午後6:30〜 「和食と和菓子 絶景を味わう」

ニッポン島旅… ……………………………………………………………㈫／午後9:00〜

桜島 奇跡の瞬間に迫る
4月19日㈰ 午後8:00〜

小さな旅… ……………………………………………………………………㈬／午後7:30〜
コズミックフロント☆NEXT…

………………………………

知られざる水の世界 尾瀬の四季

㈭／午後10:00〜

5月10日㈰ 午後3:00〜

さわやか自然百景… ……………………………………………………㈰／午前7:45〜

8K動く写真集 今森光彦
「里山少年が見つめた世界」
5月17日㈰ 午後9:00〜

ダーウィンが来た！

…………………………………………………… ㈰／午後7:30〜

ミステリアス プラネット
5月  1日㈮ 午前11:55〜「エチオピア 天と地の両極世界」
6月13日㈯ 午後11:10〜「ブラジル 珍獣たちの避難所」

8K映像が語る震災遺構
「あれから10年」
版

にっぽん百名山 スペシャル
6月22日㈪ 午後7:30〜 「さわやか初夏！オススメの山 大集合」
8月17日㈪ 午後7:30〜 「LOVE 夏山！」
11月  9日㈪ 午後7:30〜 「紅葉きらめく剱・立山へ！」

もしものときのがんこちゃん

ドキュメント 列島誕生 ジオ・ジャパン
7月18日㈯ 午後7:30〜 （１）
「大海原への旅立ち…

～奇跡の島々が生まれた～」
7月25日㈯ 午後7:30〜 （２）
「絶景への路…

～故郷の山河が生まれた～」

2021年

2021年
3月  7日㈰ 午後7:00〜

みち

2021年
3月28日㈰ 午後1:30〜 「富士山がふんかしたら」

8Kドローンで火山防災に挑む～鹿児島県・桜島～
3月31日㈬ 午後6:00〜

厳冬 北海道の野鳥～写真家・嶋田忠が見つめる千歳の森～
2021年
3月31日㈬ 午後7:30〜

グレートヒマラヤトレイル
ハッブルがとらえた宇宙絶景
10月17日㈯ 午後6:00〜 （３）
「ジャヌー 神のすむ大岩壁」
5月24日㈰ 午後1:00〜
10月24日㈯ 午後6:00〜 （４）
「カンチェンジュンガ …

“五大宝蔵”を求めて」 10月25日㈰ 午後1:30〜 「秋・冬の夜空を旅する」
空から見たヨーロッパの絶景

ワイルドライフ 野生の王国 アフリカ

2021年

2021年

3月  6日㈯ 午後5:30〜 「地中海の島々の古代遺跡」

3月  5日㈮ 午後1:00〜 「大草原サバンナを生き抜く！」

3月  7日㈰ 午後5:30〜 「ドイツ・ロマンチック街道の城と教会」

3月  5日㈮ 午後1:59〜 「熱帯の森をサルが生き抜く！」

空から見たエーゲ海の絶景

写真家新井幸人が撮る 水と光の宇宙 コケの森

2021年

8月28日㈮ 午後8:00〜

3月23日㈫ 午後7:00〜 「キクラデス諸島」

3月24日㈬ 午後7:00〜 「クレタ島と東エーゲ海の島々」

完全版！世界遺産屋久島 伝説の超巨大杉を探せ！
9月26日㈯ 午後6:00〜

空から見た中国の絶景
2021年

巨大地下空間 龍の巣に挑む 完全版

3月25日㈭ 午後6:30〜 「世界遺産 九寨溝」

12月31日㈭ 午後6:00〜

日本一の氷瀑に挑む
2021年



3月27日㈯ 午後10:15〜「立山連峰ハンノキ滝 …

はん

単独初登攀の記録」
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ラジオ第1の主な番組

NHKワールドJAPANの主な番組

マイあさ！／三宅民夫のマイあさ！… … ㈪〜㈮午前5:00～／6:40～
4月20日㈪「投資家の関心高まるESG投資」
6月30日㈫「熱中症警戒アラート “災害”として対応を」
8月  5日㈬「中国で燃料電池車が普及」
10月  9日㈮「森林環境税で林業を成長産業に」
10月29日㈭「“愛知目標”から10年 失われる生物多様性」
11月  5日㈭「どうなる?原発処理水“海への放出”」
12月25日㈮「化石燃料依存社会から脱炭素社会へ」

Asia Insight

Biz Stream
10月  3日「豊かな海を守り、
持続可能な漁業を目指す」
10月10日「暮らしに必要な水を極限まで節約」
11月  7日「捨てられるものから誕生した新素材の可能性」

2021年

2021年

2021年
3月19日「巨大ダムは人も自然も守れるのか？ ラオス」

1月16日「水素エネルギー その可能性と課題とは」
3月13日「“100%脱石油”プラスチックへ 続く挑戦」
日豪の水素製造」
2月17日㈬「カーボンプライシング 導入への課題」
2月18日㈭「欧米の脱炭素政策で日本企業は」
Direct Talk
3月  9日㈫「2050年 脱炭素社会への道筋は」
2021年
1月20日「イザベラ・トゥリー Isabella Tree …
Nらじ… ………………………………………………………………… ㈪〜㈮／午後6：00〜

作家・環境保護活動家
（イギリス）
」
4月22日㈬「コロナ感染とごみ・リサイクル問題」
3月  3日「ニュレハン・ダオウリ Nureehan Da-ouli …
8月25日㈫「ワインボトルも紙に ヨーロッパでは」

サイチョウ保護活動家
（タイ）
」
9月  3日㈭「流域治水に国が転換 あふれる水にどう備える」
11月10日㈫「再生可能エネルギーの地産地消は進むのか」
Her Story
11月26日㈭「ふくしまお魚まつり 福島漁業はいま」
9月30日「マレーシア 女性たちが守る村の自然」
12月10日㈭「あと10年あまりで新車は脱ガソリン？ …
2021年
1月  6日「水棲生物の母」

社会の課題をさぐる」



1月15日㈮「石炭大国オーストラリアで始まった…

2021年
2月  2日㈫「この冬の電力不足 背景にある課題は」

2月24日㈬「新燃料 イーフューエルから考える脱炭素の課題」

Japan's Top Invention
4月16日「水質浄化剤」

NHKジャーナル… …………………………………………… ㈪〜㈮／午後10:00〜
RISING
4月21日㈫「イカナゴが伝える …
8月27日「地熱とIoTで新たな農業を 兒玉則浩」

「きれいな海」
瀬戸内海に足りないものとは？」 2021年
1月21日「グリーンリカバリーで地域を変える 吉田廣子」
7月  7日㈫「コロナ禍で見えた動物保護の課題とは？」
7月  9日㈭「グリーンリカバリー …

アフターコロナの気候変動対策とは」 Science View
9月14日㈪「温暖化対策 再生可能エネルギー拡大の鍵は」
9月23日「土ハンターが挑む！100億人を養う土壌づくり」
10月  6日㈫「7月の豪雨で倒壊したご神木から…

気候変動の歴史を学ぶ」 The Signs
12月14日㈪「光浦靖子の“わからん”～核のごみ～」
12月  5日「エネルギーは地産地消！EV が開く新時代」
12月28日㈪ 年末スペシャル
12月19日
「脱炭素戦争」
「フードロス・ゼロを目指して」
2021年

2021年

2月  8日㈪「地熱発電の課題」

1月23日「プラスチックごみを無くせ！」

3月  4日㈭「原発事故と新型コロナ」

子ども科学電話相談
子ども科学電話相談

… ……………………………………………

BOSAI: Science that can Save Your Life
9月  5日「URBAN FLOODING」

㈰／午前10:05〜

2021年
1月11日「URBAN WINDSTORMS」

5月  2日㈯～5月  6日㈬ 午前10:05～

夏休み子ども科学電話相談

冬休み子ども科学電話相談

Zeroing In; Carbon Neutral 2050
11月  7日 第1回
「Power of Youth」
11月12日 第2回
「Sharing Our Bounty」

12月26日㈯～12月29日㈫ 午前8:05～

2021年

8月  1日㈯～8月  9日㈰ 午前8:05～ ※6日㈭は午前9:05～
8月22日㈯ 午前10:05～、
8月23日㈰ 午前9:00～

2月27日 第3回
「Let the Nature Grow Our Food」

※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

2月28日 第4回
「Superpower」

分野の専門家が子どもたちからの質問に答えた。
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NH K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

◉設

立

日本放送協会（ＮＨＫ）

1925年 ３ 月

社団法人「東京放送局」仮放送開始

1926年 8 月

3放送局が合併し、社団法人「日本放送協会」発足

1950年 ６ 月

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

10,175人（2020年度末）

員

数

◉財政状況

◉放

送

局

◉国内放送

◉国際放送

事業収入

7,121億円（2020年度決算額）

事業支出

6,870億円（2020年度決算額）

全国54か所（本部を含む）

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

ラジオ第１、ラジオ第２、ＦＭ

BS4K
BS8K

ＮＨＫワールド JAPAN
ＮＨＫワールド・プレミアム
ＮＨＫワールド・ラジオ日本

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：2020年度(2020年4月～2021年3月)を中心に2021年度の
取り組みも一部記載
N H K放送センター（東京・渋谷）

発

行：2022年3月
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NHK 環境経営推進委員会事務局（NHK 総務局内）
〒150-8001 東京都渋谷区神南 2-2-1

http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/kankyou/
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