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 熊本放送（ＲＫＫ）基本理念  

 

 

熊本放送（ＲＫＫ）は「森の都」「水の都」とも呼ばれ、自然豊かな農業県・熊本県にあ

ります。県土の約７割が森林に占められ、その森林は４つの一級河川や１０００か所以上の 

湧水地をもたらしています。そして、日射量も全国的に高く森林などを豊かに育んでいます。

この｢森｣｢水｣｢太陽｣によってもたらされる「自然の循環」は、豊かな風土を造ってくれます。

しかし、近年の地球環境の変化は、温暖化による異常気象など、世界規模の危機に直面して

います。また、原子力発電所の稼動停止に伴う再生可能エネルギーによる発電など、この危

機に対する政策や議論も進められています。 

私たちメディア企業も社会的責任として、放送や活動を通じて地球環境の保護、温暖化防

止への意識の普及・啓発に努めると共に、自助努力として環境負荷低減事業に取り組むなど、

長期的視点で環境保全に貢献することを目標とし、恵まれた熊本の風土を守り残すために努

力します。 

 

 

 基本方針  

 

１） 私たちは、放送番組や事業活動などを通し様々な環境問題に対する意識の普及・啓発に

努めます。 

 

２） 私たちは、自らの企業活動により環境システムの改善と維持に努めます。 

・ 消費電力をはじめとした、消費エネルギーの削減に努力します。 

・ 再生紙の利用及びペーパーレスの推進に努めます。 

 ・ 太陽光発電事業を通して、再生可能エネルギーの推進に努めます。 

 

３）環境保全に関する法令や自主行動計画を遵守し、環境に配慮した視点を持ちその責任を

遂行します。 

 

４）この環境方針とこの方針に基づく各取り組みについて、当社ホームページなど 

で情報開示します。 
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 ＥＣＯ活動への取り組み  

 

 環境負荷低減事業  

 

■ 太陽光発電事業 

・「ＲＫＫソーラーパーク・荒尾」（平成 25年 10月より稼動） 

・環境負荷低減事業の一環として、また遊休地の有効活用手段として、 

 ラジオ送信所（荒尾市）の敷地 14、000㎡の土地を利用した、太陽光発電 

事業を開始。（20年間運用予定） 

 ・年間発電量： 950ＭＷｈ（最大発電電力 ：890kW） 

一般家庭に換算すると、約 264世帯分（1世帯あたり 3,600kWhとして算出）。 

   ・太陽光発電で得られた電力は九州電力株式会社に売電。 

   ・この取り組みを通し、子供たちへ太陽光発電の必要性、安全性を分かりやすく 

提示し、再生可能エネルギーへの理解を深めてもらう。 

   ・本館見学者スペースに於いて、太陽光発電の仕組みや日ごとの発電量などを 

専用画面で表示。日ごと・月ごと・年間での発電量を数値化、グラフ化する 

など、社の取り組みを分かりやすく伝えている。同時に、アンテナに設置した 

カメラで、ソーラー発電所のライブ映像を紹介。ソーラー発電の様子を、視覚 

的にも伝える工夫をしている。 

   ・この事業により削減される CO2量は、693.4 t-CO２となる。 

この CO２削減量は、平成 26年 1月～12月の年間発電量 1,123,770 kWhに 

九州電力㈱平成 25年度排出係数 0.000617 t-CO２/kWhを乗じたものです。 

 

 社内に於ける環境負荷低減活動  

 

■ 森林資源による削減活動 

・ 自社所有の山林の育成、整備と伐採を森林組合と定期的に実施しており、 

今後も熊本県林業公社等と連携を図りながら、森林資源の育成と水資源の 

保全活動に向け山林の養生に努めていく。 

・ 所有森林の二酸化炭素送吸収量の算出を実施 

＜（IPCC）に準拠した算式により 2009年度の実態から独自算出＞ 

熊本放送の所有する山林の二酸化炭素吸収量は、2,999 t-CO２/年と算出。  

      熊本放送の企業活動による二酸化炭素排出量は、1,546 t-CO２/年と算出。 

                      

■ 電力量の使用量削減 

・ LＥＤ照明を導入。（平成 24年 6月～） 

・ 毎月の電気・ガス使用量と金額をメールで周知。節電・節ガス効果により 

使用量は確実に減少傾向にある。 
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・ 消灯時間設定(昼休み 12時から 13時：夜 22時消灯） 

・ 土曜・日曜を含め帰宅時に、照明やパソコンなど身の回りにある電気製品の電源ス

イッチを切り、無駄をなくす節電を実施。 

・ パソコンについては、90分以上使用しない場合の電源ＯＦＦ。 

また、休憩時間、会議など離席する場合はアプリケーションを閉じ、 

スリープモードを使用。 

・ 各部署のテレビも昼休み・帰宅時には電源ＯＦＦ。 

夜間巡回の際に、消し忘れをチェックし、該当部署には注意を促す。 

・ クールビズの実施 5月 1日～10月 31日 

     夏季空調室温 28度。及び空調時間設定 9時から 21時まで。 

     自動販売機のディスプレイ箇所の消灯及びタイマー運転。 

・ ウォームビズの実施 11月 1日～3月 31日 

     冬季空調室温 22度。及び空調時間設定 9時から 21時まで。 

・ エレベーター運行の制限。 

原則として 1台運行。会議などで必要な場合、申請により 2台運行。 

    

 

■ 燃料その他の資源使用量の削減 

・ 冬季空調は室温 22度設定。（ウォームビズの実施） 

     空調用の温水の温度を下げることによりガス使用量削減。 

・ インクカートリッジのリサイクルなど廃棄物の再資源化。 

・ コピー用紙の削減呼びかけ・不要コピー用紙の裏面活用・両面コピーの励行。 

・ 機密文書のリサイクルとして、Ｈ25年 11月より溶解処理を採用。 

古紙のみにとどまらず、廃プラスチックや金属、溶解に使用した水までリサイクル

できる。個人情報の漏洩防止と同時に、環境負荷軽減・シュレッダー不使用による

節電など多面的な効果を生んでいる。 
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 ＣＯ２排出削減の目標設定について  

 

熊本放送はメディア企業の社会的責任として、地球環境保護と温暖化防止の取り組みを 実施し

ています。 

CO２排出量の削減目標については、5年間で 5％削減する（平成25年度～平成29年度）ことを目

標に取り組みを進めます。平成 24年度（2012年度）の排出量を基準年度とします。 

 

平成 24年度の CO２排出量 1,726.7 t-CO２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   ※平成24年度から3年間のCO2削減率 

      1726,7 t－1424,4 t＝302.3 t  302,3 t÷1424,4 t＝21.2％    

 

＜CO２排出量の計算式＞ 

 平成27年度  

電気使用によるCO２排出量 (t-CO２)  

＝ 電気使用量 (kWh) × 九州電力のCO２排出係数 (0.000528 t -CO２/ kWh) 

＝ 2,162,792 kWh × 0.000528 t -CO２/ kWh 

＝ 1141.6 t-CO２ 

 

 ガス使用による CO２排出量 (t-CO２) 

＝ ガス使用量 ( m³) × 西部ガスのCO２排出係数 (0.00227 t -CO２/ m³) 

＝ 124,585 m³× 0.00227 t -CO２/ m³ 

＝ 282.8 t-CO２ 

 

 電気とガス使用による CO２排出量 (t-CO２) の合計 

  ＝ 1141.6 t-CO２ ＋ 282.8 t-CO２ 

  ＝ 1424.4 t-CO２ 

 

 両社が発表したCO2排出係数  

   ≪九州電力≫ 平成 24年度  0.000599(t)  平成25年度  0.000617(t)  

平成 26年度  0.000598(t)  平成27年度  0.000528(t)  

 

  ≪西部ガス≫ 平成 24年度～27年度  0.00227(t) 

 

※平成２８年度のCO2排出量は、電力・ガス両社からの排出係数発表後、上書き掲載します。 

目標年度 CO２排出量 (t-CO２） 前年比削減率 (％) 

平成25年度 1,727.5 +0.05 

平成26年度 1,623.8 -6.39 

平成27年度 1,424.4 -14.0 

平成28年度   

平成29年度   
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 放送番組・イベントを通しての環境に関しての情報提供  

 

■テレビ番組 

「世界一の九州が始まる！」 

○看板がよみがえる！  2015年 3月 1日放送 

これまで「ありそうでなかった」看板再生の新ビジネスが、熊本でスタートした。色褪せた看板

再生の方法は、色の塗り直しではなく、白い液剤（水性塗料）を使う。看板の交換に比べコスト

は３分の１～５分の１。看板の色彩がよみがえり、紫外線による退色劣化の進行を遅らせる効

果もある。 事業を始めたのは熊本のトマト農家。農業を続けながら、潜在的な「看板再生」市

場を掘り起こしていくことになった。世の中に古い看板は、膨大な数が存在している。看板再生

ビジネスは、すぐに注目を集め、全国展開を目指すビジネスパートナーも現れた…。 

 

 ○土ビジネス！？阿蘇黄土のパワー  2015年 12月 13日放送 

阿蘇地域でとれる見た目はただの黄色い土。実は9万年前までの阿蘇の大噴火でマグマの成

分が溶け出したリモナイトと呼ばれる鉱物なのだ！㈱日本リモナイトは、リモナイトに含まれる

ミネラル分を活かし畜産用飼料としてなど様々なかたちでリモナイトの販路を拡大しているが、

新たにマレーシアでパームやし工場の排水の浄化剤として現地にリモナイトを売り込む予定だ。

そんな“土”ビジネス企業の奮闘に迫る！  

 

○発掘！？都市油田    2016年 4月 3日放送  

一般家庭などの使用済み植物性油からバイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）を製造、販売する熊本

市の「自然と未来」。「値段が高い・使えば故障する」といった イメージが根強いＢＤＦだが「自

然と未来」の「くまエネ 100」は従来の業界常識を覆し、軽油とほぼ同等の品質を誇るまでに。 

一般的な普及には程遠く、原油価格が下落する今は経営的にも厳しいＢＤＦビジネス。 

しかし社長の星子文(40)は自らの理想実現のため新工場の建設を決断した。 

 

○牛が守る！「千年の草原」  2016年 9月 11日放送 

阿蘇郡産山村の井信行（い のぶゆき）さん（81）は 60年以上「あか牛」を育てている。 阿蘇の

広大な草原は人々の営みで千年もの間、維持されてきた。阿蘇の草原を守るためには、 畜産

農家を増やす必要がある。井さんが行っているのが牛用のGPSの開発。また元手が少ない新

規参入者でも畜産ができるような取り組みも始めた。 それは処分されるジャージー牛の雄の

子牛を安く手に入れ、美味しい牛に育てることだ。 
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「新九州遺産」 

○草原に生きる  2015年 12月 31日放送 

阿蘇の広大な草原は野焼きや放牧、刈り干し切りなど千年に及ぶ人々の営みで守られてき

た。産山で畜産業を営む井さんは牛の堆肥を田畑に撒き、稲わらを子牛のえさにし、籾殻

を牛舎に敷くという循環型農業を実践してきた。阿蘇の草原は明治時代からすると半減し

ている。戦後の造林政策や牛肉の輸入自由化で畜産農家が減ったことが原因だ。人と自然

が共生して守ってきた知恵を是非次世代に伝えていきたいと、井さんは願っている。 

                             

○「第 13回 エコ電レース大会」  2015年 11月 1日放送 

 「日本ＥＶクラブくまもと」が技術を探求する学生に、自動車交通におけるクリーンエネル

ギー、その有効利用を目的として提供する「エコ電カーレース大会」。 

競技を通して「モノ作りの苦労」「チームワークの大切さ」「エネルギーの尊さ」 

「ボランティア活動」を体験し、21世紀に生きる地球人として、環境・エネルギー 

問題に実践的な取り組みができる若者を育てます。 

 

 

■イベント 

「みどりと遊ぼう！立田山グリーンンウォーク」         毎年秋開催 

熊本市内にある自然林・立田山を親子で歩き自然の恵みに触れ、自然の大切さを伝え

る体感型イベント。 

当日、「緑の募金」活動を実施、集まった募金は全て熊本県緑化推進委員会を通じて、

緑の保全活動に生かしてもらっている。 

 

 

 

                           

【この件に関する、お問合せ先】 

    〒860-8611 

     熊本市中央区山崎町 30 

     株式会社 熊本放送 

           エコ委員会 事務局 

℡ 096‐328‐5543 


