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岩佐卓實
辻 信一
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岡本直輝
松田泰子
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奥谷美津子
森 健蔵

（放送事業者側出席者）えふえむ草津 　第５１回番組審議会議事録
青木 均（代表取締役）えふえむ草津 　第５１回番組審議会議事録
山本正雄（オブザーバー）えふえむ草津 　第５１回番組審議会議事録
４．議

題

（１）えふえむ草津 　第５１回番組審議会議事録会社等の概要についての出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名概要についてについて
（２）えふえむ草津 　第５１回番組審議会議事録放送番組審議会について
（３）えふえむ草津 　第５１回番組審議会議事録近況報告
（４）えふえむ草津 　第５１回番組審議会議事録番組“イブニングロケッツ７８５”についてイブニングロケッツ７８５”についてについて
（５）えふえむ草津 　第５１回番組審議会議事録前回審議会における改善意見等に対する措置事項改善意見等の概要についてに対する措置事項する改善意見等に対する措置事項措置事項
（６）えふえむ草津 　第５１回番組審議会議事録訂正または取消し放送の実施状況取消し放送の実施状況し放送の実施状況放送の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名実施状況
（７）えふえむ草津 　第５１回番組審議会議事録その出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名他

５．議事の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名概要について
（１）えふえむ草津 　第５１回番組審議会議事録会社等の概要についての出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名概要についてについて
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資料１の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名とおり
（２）えふえむ草津 　第５１回番組審議会議事録放送番組審議会について
資料２の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名とおり
委員の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名長として岡本直輝氏、副委員長として森健蔵氏を互選とし放送の実施状況て岡本直輝氏、副委員の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名長として岡本直輝氏、副委員長として森健蔵氏を互選とし放送の実施状況て森健蔵氏を互選互選

（３）えふえむ草津 　第５１回番組審議会議事録近況報告
台風接近に伴い、９月３０日に非常時の放送体制を敷いて放送およびホームい、９月３０日に非常時の放送体制を敷いて放送およびホーム月３０日に非常時の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名放送体制を敷いて放送およびホームを互選敷いて放送およびホームいて放送およびホームホーム
ページから台風情報を発信した。今後も緊急時の体制整備に努める。から台風情報を発信した。今後も緊急時の体制整備に努める。台風情報を互選発信し放送の実施状況た。今後も緊急時の体制整備に努める。今後も緊急時の体制整備に努める。も緊急時の体制整備に努める。緊急時の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名体制を敷いて放送およびホーム整備に努める。に努める。める改善意見等に対する措置事項。今後も緊急時の体制整備に努める。
また、新しい執行体制になったことから１０月５日に全スタッフを対象としし放送の実施状況い執行体制を敷いて放送およびホームになったことから台風情報を発信した。今後も緊急時の体制整備に努める。１０月５日に全スタッフを対象としスタッフを対象としを互選対する措置事項象としとし放送の実施状況
た親睦会（兼意見交換会）えふえむ草津 　第５１回番組審議会議事録を互選実施し放送の実施状況て経営方針の共有化を図った。の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名共有化を互選図った。った。今後も緊急時の体制整備に努める。
緊急放送訓練として、１１月１日にとし放送の実施状況て、１１月１日に J アラートによる緊急地震速報訓練を行による改善意見等に対する措置事項緊急地震速報訓練として、１１月１日にを互選行
うと共に、生放送の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名中で啓発報道を行った。で啓発報道を行った。啓発報道を行った。を互選行った。今後も緊急時の体制整備に努める。
更に、１１月２日には通常番組イブニングロケット７８５を延長して、ボラに、１１月２日には取消し放送の実施状況通常番組イブニングロケットによる緊急地震速報訓練を行７８５を互選延長として岡本直輝氏、副委員長として森健蔵氏を互選し放送の実施状況て、ボラ
ンティアスタッフを対象としの出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名協力を得ながら「草津街あかり・華あかり・夢あかり」のを互選得ながら「草津街あかり・華あかり・夢あかり」のながら台風情報を発信した。今後も緊急時の体制整備に努める。「草津街あかり・華あかり・夢あかり」の草津街あかり・華あかり・夢あかり」のあかり・華あかり・夢あかり」の華あかり・夢あかり」のあかり・華あかり・夢あかり」の夢あかり」のあかり」の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名
実況中で啓発報道を行った。継を行うと共に、１１月１４日には草津小学校２年生の生活科「町探を互選行うと共に、１１月１４日には取消し放送の実施状況草津小学校２年生の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名生活科「草津街あかり・華あかり・夢あかり」の町探
索」を互選受け入れてスタジオ見学や体験を実施した。け入れてスタジオ見学や体験を実施した。れてスタジから台風情報を発信した。今後も緊急時の体制整備に努める。オ見学や体験を実施した。体験を実施した。を互選実施し放送の実施状況た。今後も緊急時の体制整備に努める。
クレアホールの出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名ラジから台風情報を発信した。今後も緊急時の体制整備に努める。オロビーコンサートによる緊急地震速報訓練を行については取消し放送の実施状況、生中で啓発報道を行った。継を行うと共に、１１月１４日には草津小学校２年生の生活科「町探で啓発報道を行った。毎月実施し放送の実施状況た。今後も緊急時の体制整備に努める。

（４）えふえむ草津 　第５１回番組審議会議事録番組“イブニングロケッツ７８５”についてイブニングロケッツ７８５”についてについて

“イブニングロケッツ７８５”についてイブニングロケッツ ７８５”についての出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名音源を１５分間にまとめ直したものを聴取いを互選１５分間にまとめ直したものを聴取いにまとめ直し放送の実施状況たも緊急時の体制整備に努める。の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名を互選聴取い
ただいた後も緊急時の体制整備に努める。、番組審議に入れてスタジオ見学や体験を実施した。った。今後も緊急時の体制整備に努める。

A 委員の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名
パーソナリティは取消し放送の実施状況声が聞きやすいが、アシスタントの存在が分かりにくく「うんが聞きやすいが、アシスタントの存在が分かりにくく「うんきや体験を実施した。すいが、アシスタントによる緊急地震速報訓練を行の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名存在が分かりにくく「うんが分かりにくく「草津街あかり・華あかり・夢あかり」のうん、
うん」と相槌を打っているだけ。もう少し掛け合いが必要ではないか？を互選打っているだけ。もう少し掛け合いが必要ではないか？っている改善意見等に対する措置事項だけ。今後も緊急時の体制整備に努める。も緊急時の体制整備に努める。う少し掛け合いが必要ではないか？し放送の実施状況掛け合いが必要ではないか？け合いが必要ではないか？いが必要についてで啓発報道を行った。は取消し放送の実施状況ないか？

B 委員の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名
アシスタントによる緊急地震速報訓練を行の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名役割が充分に果たせていない。が充分に果たせていない。たせていない。今後も緊急時の体制整備に努める。
パーソナリティは取消し放送の実施状況好感が持てるので、一人でも良いのではないか。が持てるので、一人でも良いのではないか。てる改善意見等に対する措置事項の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名で啓発報道を行った。、一人でも良いのではないか。で啓発報道を行った。も緊急時の体制整備に努める。良いのではないか。いの出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名で啓発報道を行った。は取消し放送の実施状況ないか。今後も緊急時の体制整備に努める。
草津の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名事を互選取り上げていただいているので、今後も情報番組として積極的に扱っげていただいている改善意見等に対する措置事項の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名で啓発報道を行った。、今後も緊急時の体制整備に努める。も緊急時の体制整備に努める。情報番組とし放送の実施状況て積極的に扱っに扱っっ
ていただきたい。今後も緊急時の体制整備に努める。

C 委員の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名
効果たせていない。音など、話題に関連した音が有るとわかりやすい。し放送の実施状況た音が有る改善意見等に対する措置事項とわかりや体験を実施した。すい。今後も緊急時の体制整備に努める。
また、曲を流している部分にゲストとは関係の無い音楽が流されている点についを互選流している部分にゲストとは関係の無い音楽が流されている点についし放送の実施状況ている改善意見等に対する措置事項部分にゲストによる緊急地震速報訓練を行とは取消し放送の実施状況関係の無い音楽が流されている点についの出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名無い音楽が流されている点についい音楽が流されている点についが流している部分にゲストとは関係の無い音楽が流されている点についされている改善意見等に対する措置事項点についについ
て、出演者の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名演奏曲を流している部分にゲストとは関係の無い音楽が流されている点についがあれば良い。良いのではないか。い。今後も緊急時の体制整備に努める。
メジから台風情報を発信した。今後も緊急時の体制整備に努める。ャーの出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名 FM を互選聞きやすいが、アシスタントの存在が分かりにくく「うんいている改善意見等に対する措置事項と、何となく情景がイメージできるように工夫しとなく情景がイメージできるように工夫しがイメージから台風情報を発信した。今後も緊急時の体制整備に努める。で啓発報道を行った。きる改善意見等に対する措置事項ように工夫しし放送の実施状況
ている改善意見等に対する措置事項。今後も緊急時の体制整備に努める。
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B 委員の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名
折角、音楽が流されている点についを互選されている改善意見等に対する措置事項ゲストによる緊急地震速報訓練を行に来ていただいているので、出演者の録音を流していただいている改善意見等に対する措置事項の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名で啓発報道を行った。、出演者の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名録音を互選流している部分にゲストとは関係の無い音楽が流されている点についし放送の実施状況
た方が良いのではないか。い。今後も緊急時の体制整備に努める。
事務局
放送当日の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名番組で啓発報道を行った。は取消し放送の実施状況、曲を流している部分にゲストとは関係の無い音楽が流されている点についを互選選んだ説明が、出演される方々を応援する歌として紹が、出演される改善意見等に対する措置事項方々を応援する歌として紹を互選応援する歌として紹する改善意見等に対する措置事項歌として紹とし放送の実施状況て紹
介できていたと思うが、今回聞いていただいた音源の編集の仕方に問題があったので啓発報道を行った。きていたと思うが、今回聞いていただいた音源の編集の仕方に問題があったのうが、今回聞きやすいが、アシスタントの存在が分かりにくく「うんいていただいた音源を１５分間にまとめ直したものを聴取いの出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名編集の仕方に問題があったのの出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名仕方に問題があったの出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名
かも緊急時の体制整備に努める。し放送の実施状況れないの出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名で啓発報道を行った。、今後も緊急時の体制整備に努める。は取消し放送の実施状況留意する改善意見等に対する措置事項。今後も緊急時の体制整備に努める。

B 委員の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名
ゲストによる緊急地震速報訓練を行に１５分だけスタジから台風情報を発信した。今後も緊急時の体制整備に努める。オに来ていただいているので、出演者の録音を流していただいて「草津街あかり・華あかり・夢あかり」の～こういうことで啓発報道を行った。す」というだ
けで啓発報道を行った。は取消し放送の実施状況イメージから台風情報を発信した。今後も緊急時の体制整備に努める。が伝わらない。わら台風情報を発信した。今後も緊急時の体制整備に努める。ない。今後も緊急時の体制整備に努める。
事務局
練として、１１月１日に習場面等の概要についてを互選取材できれば良いが、番組づくりに必要な予算が無くスタッフも足で啓発報道を行った。きれば良い。良いのではないか。いが、番組づくりに必要についてな予算が無くスタッフも足が無い音楽が流されている点についくスタッフを対象としも緊急時の体制整備に努める。足
りない。今後も緊急時の体制整備に努める。
今後も緊急時の体制整備に努める。、情景がイメージできるように工夫しを互選イメージから台風情報を発信した。今後も緊急時の体制整備に努める。がで啓発報道を行った。きる改善意見等に対する措置事項よう努める。力を得ながら「草津街あかり・華あかり・夢あかり」のする改善意見等に対する措置事項。今後も緊急時の体制整備に努める。

A 委員の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名
例えば、新聞の朝刊を紹介するラジオ放送では、ページをめくる音が入っているえば良い。、新しい執行体制になったことから１０月５日に全スタッフを対象とし聞きやすいが、アシスタントの存在が分かりにくく「うんの出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名朝刊を紹介するラジオ放送では、ページをめくる音が入っているを互選紹介できていたと思うが、今回聞いていただいた音源の編集の仕方に問題があったのする改善意見等に対する措置事項ラジから台風情報を発信した。今後も緊急時の体制整備に努める。オ放送で啓発報道を行った。は取消し放送の実施状況、ページから台風情報を発信した。今後も緊急時の体制整備に努める。を互選めくる改善意見等に対する措置事項音が入れてスタジオ見学や体験を実施した。っている改善意見等に対する措置事項
が、こういうことも緊急時の体制整備に努める。非常に効果たせていない。的に扱っ。今後も緊急時の体制整備に努める。

D 委員の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名
会話の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名中で啓発報道を行った。の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名言葉に横文字や専門用語が多く、特に年齢が高い方は難しくて理解でに横文字や専門用語が多く、特に年齢が高い方は難しくて理解でや体験を実施した。専門用語が多く、特に年齢が高い方は難しくて理解でが多く、特に年齢が高い方は難しくて理解でく、特に年齢が高い方は難しくて理解でに年齢が高い方は難しくて理解でが高い方は難しくて理解でい方は取消し放送の実施状況難しくて理解でし放送の実施状況くて理解でで啓発報道を行った。
きない。今後も緊急時の体制整備に努める。
本当に、リスナーがちゃんと理解でで啓発報道を行った。きている改善意見等に対する措置事項の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名だろうか疑問。今後も緊急時の体制整備に努める。
コンサートによる緊急地震速報訓練を行の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名告知なら、聴きに行きたくなるような工夫が必要。なら台風情報を発信した。今後も緊急時の体制整備に努める。、聴きに行きたくなる改善意見等に対する措置事項ような工夫しが必要について。今後も緊急時の体制整備に努める。

B 委員の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名
分かりにくい言葉に横文字や専門用語が多く、特に年齢が高い方は難しくて理解でが出てきた場合いが必要ではないか？、それを互選補足する改善意見等に対する措置事項の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名も緊急時の体制整備に努める。アシスタントによる緊急地震速報訓練を行の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名役割が充分に果たせていない。。今後も緊急時の体制整備に努める。
聞きやすいが、アシスタントの存在が分かりにくく「うんいている改善意見等に対する措置事項人でも良いのではないか。が「草津街あかり・華あかり・夢あかり」の知なら、聴きに行きたくなるような工夫が必要。っている改善意見等に対する措置事項」ということが前提ではいけない。で啓発報道を行った。は取消し放送の実施状況いけない。今後も緊急時の体制整備に努める。
例えば、新聞の朝刊を紹介するラジオ放送では、ページをめくる音が入っているえば良い。、分かりにくいことに対する措置事項し放送の実施状況て、アシスタントによる緊急地震速報訓練を行が「草津街あかり・華あかり・夢あかり」のそれってどういう意味でで啓発報道を行った。
すか」というふうにすれば良い。良いのではないか。い。今後も緊急時の体制整備に努める。
事務局
一人でも良いのではないか。で啓発報道を行った。すべて説明が、出演される方々を応援する歌として紹する改善意見等に対する措置事項とくどくてし放送の実施状況つこくなる改善意見等に対する措置事項の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名で啓発報道を行った。、アシスタントによる緊急地震速報訓練を行の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名役割が充分に果たせていない。とし放送の実施状況て
合いが必要ではないか？いの出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名手で確認すると良い。また今後「声の広報」の活用などによって情報を分かで啓発報道を行った。確認すると良い。また今後「声の広報」の活用などによって情報を分かする改善意見等に対する措置事項と良いのではないか。い。今後も緊急時の体制整備に努める。また今後も緊急時の体制整備に努める。「草津街あかり・華あかり・夢あかり」の声が聞きやすいが、アシスタントの存在が分かりにくく「うんの出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名広報」の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名活用などによって情報を互選分か
りや体験を実施した。すく伝わらない。えていける改善意見等に対する措置事項ように工夫しする改善意見等に対する措置事項。今後も緊急時の体制整備に努める。

B 委員の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名
草津市の話題については、これからもどんどん取り上げていただきたい。の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名話題については取消し放送の実施状況、これから台風情報を発信した。今後も緊急時の体制整備に努める。も緊急時の体制整備に努める。どんどん取り上げていただいているので、今後も情報番組として積極的に扱っげていただきたい。今後も緊急時の体制整備に努める。
例えば、新聞の朝刊を紹介するラジオ放送では、ページをめくる音が入っているえば良い。大阪のイベントであったとしても、草津市との関連があれば紹介するなどの出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名イベントによる緊急地震速報訓練を行で啓発報道を行った。あったとし放送の実施状況ても緊急時の体制整備に努める。、草津市の話題については、これからもどんどん取り上げていただきたい。との出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名関連した音が有るとわかりやすい。があれば良い。紹介できていたと思うが、今回聞いていただいた音源の編集の仕方に問題があったのする改善意見等に対する措置事項など
聞きやすいが、アシスタントの存在が分かりにくく「うんき耳を立ててもらうような工夫が必要。を互選立ててもらうような工夫が必要。てても緊急時の体制整備に努める。ら台風情報を発信した。今後も緊急時の体制整備に努める。うような工夫しが必要について。今後も緊急時の体制整備に努める。
事務局
ご指摘のとおり、草津を起点として紹介するようにしたい。指摘のとおり、草津を起点として紹介するようにしたい。の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名とおり、草津を互選起点についとし放送の実施状況て紹介できていたと思うが、今回聞いていただいた音源の編集の仕方に問題があったのする改善意見等に対する措置事項ようにし放送の実施状況たい。今後も緊急時の体制整備に努める。
またクレアホールで啓発報道を行った。の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名コンサートによる緊急地震速報訓練を行などについても緊急時の体制整備に努める。、「草津街あかり・華あかり・夢あかり」の草津で啓発報道を行った。身近に楽が流されている点についし放送の実施状況める改善意見等に対する措置事項こと
がある改善意見等に対する措置事項よ」というふうに掘り下げていくことも大切だと考えている。り下げていくことも大切だと考えている。げていくことも緊急時の体制整備に努める。大切だと考えている。だと考えている。えている改善意見等に対する措置事項。今後も緊急時の体制整備に努める。
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E 委員の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名
放送で啓発報道を行った。は取消し放送の実施状況、「草津街あかり・華あかり・夢あかり」のあの出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名～」「草津街あかり・華あかり・夢あかり」のえぇ～」という言葉に横文字や専門用語が多く、特に年齢が高い方は難しくて理解では取消し放送の実施状況入れてスタジオ見学や体験を実施した。ら台風情報を発信した。今後も緊急時の体制整備に努める。ない方が良いのではないか。い。今後も緊急時の体制整備に努める。
また、どういうリスナーを互選対する措置事項象としとし放送の実施状況ている改善意見等に対する措置事項の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名かが気になる。になる改善意見等に対する措置事項。今後も緊急時の体制整備に努める。
高い方は難しくて理解で齢が高い方は難しくて理解で者で啓発報道を行った。ある改善意見等に対する措置事項我々を応援する歌として紹が聞きやすいが、アシスタントの存在が分かりにくく「うんく時には取消し放送の実施状況キンキン聞きやすいが、アシスタントの存在が分かりにくく「うんこえる改善意見等に対する措置事項。今後も緊急時の体制整備に努める。また、本当に我々を応援する歌として紹が聞きやすいが、アシスタントの存在が分かりにくく「うんきたい
番組がある改善意見等に対する措置事項の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名か、またどういう年齢が高い方は難しくて理解でを互選対する措置事項象としとし放送の実施状況ている改善意見等に対する措置事項の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名か。今後も緊急時の体制整備に努める。
パーソナリティは取消し放送の実施状況、だいたい同年代の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名方が多く、特に年齢が高い方は難しくて理解でいの出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名で啓発報道を行った。は取消し放送の実施状況ないか。今後も緊急時の体制整備に努める。
広い年代層を対象にしている事を意識する番組づくりや、対象となる年齢層に聞を互選対する措置事項象としにし放送の実施状況ている改善意見等に対する措置事項事を互選意識する番組づくりや、対象となる年齢層に聞する改善意見等に対する措置事項番組づくりや体験を実施した。、対する措置事項象としとなる改善意見等に対する措置事項年齢が高い方は難しくて理解で層を対象にしている事を意識する番組づくりや、対象となる年齢層に聞に聞きやすいが、アシスタントの存在が分かりにくく「うん
いていただける改善意見等に対する措置事項よう、それが伝わらない。わる改善意見等に対する措置事項と良いのではないか。い。今後も緊急時の体制整備に努める。
事務局
生放送、収録番組、娯楽が流されている点につい番組、公共公益番組、市の話題については、これからもどんどん取り上げていただきたい。民チャレンジ番組なのか、そのチャレンジから台風情報を発信した。今後も緊急時の体制整備に努める。番組なの出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名か、その出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名
目的に扱っや体験を実施した。特に年齢が高い方は難しくて理解で性を見極め、情報を誰に届けるのかというターゲットを絞ることが大切だを互選見極め、情報を互選誰に届けるのかというターゲットを絞ることが大切だに届けるのかというターゲットを絞ることが大切だける改善意見等に対する措置事項の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名かというターゲットによる緊急地震速報訓練を行を互選絞ることが大切だる改善意見等に対する措置事項ことが大切だと考えている。だ
と考えている。えており、そういう観点についで啓発報道を行った。全スタッフを対象とし体の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名番組構成を互選見直し放送の実施状況ている改善意見等に対する措置事項。今後も緊急時の体制整備に努める。

F 委員の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名
他の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名放送局で啓発報道を行った。は取消し放送の実施状況同じ原稿を朝と夜に使っているが、繰り返し伝えることも大切な原稿を朝と夜に使っているが、繰り返し伝えることも大切なを互選朝と夜に使っているが、繰り返し伝えることも大切なに使っているが、繰り返し伝えることも大切なっている改善意見等に対する措置事項が、繰り返し伝えることも大切なり返し伝えることも大切なし放送の実施状況伝わらない。える改善意見等に対する措置事項ことも緊急時の体制整備に努める。大切だと考えている。な
事で啓発報道を行った。あり、情報を互選伝わらない。える改善意見等に対する措置事項という中で啓発報道を行った。で啓発報道を行った。共通し放送の実施状況て読む原稿があっても良いのではないかむ草津 　第５１回番組審議会議事録原稿を朝と夜に使っているが、繰り返し伝えることも大切ながあっても緊急時の体制整備に努める。良いのではないか。いの出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名で啓発報道を行った。は取消し放送の実施状況ないか。今後も緊急時の体制整備に努める。
また、働いている人が聞けない時間帯については、家でラジオを聴いているのはいている改善意見等に対する措置事項人でも良いのではないか。が聞きやすいが、アシスタントの存在が分かりにくく「うんけない時間にまとめ直したものを聴取い帯については、家でラジオを聴いているのはについては取消し放送の実施状況、家でラジオを聴いているのはで啓発報道を行った。ラジから台風情報を発信した。今後も緊急時の体制整備に努める。オを互選聴いている改善意見等に対する措置事項の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名は取消し放送の実施状況
高い方は難しくて理解で齢が高い方は難しくて理解で者や体験を実施した。主婦層を対象にしている事を意識する番組づくりや、対象となる年齢層に聞だが、例えば、新聞の朝刊を紹介するラジオ放送では、ページをめくる音が入っているえば良い。主婦層を対象にしている事を意識する番組づくりや、対象となる年齢層に聞が聞きやすいが、アシスタントの存在が分かりにくく「うんいてくれる改善意見等に対する措置事項と、その出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名情報を互選子ども緊急時の体制整備に努める。や体験を実施した。夫しに伝わらない。
えてくれる改善意見等に対する措置事項ことも緊急時の体制整備に努める。有る改善意見等に対する措置事項の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名で啓発報道を行った。、主婦層を対象にしている事を意識する番組づくりや、対象となる年齢層に聞を互選取り込むことも大切ではないか。む草津 　第５１回番組審議会議事録ことも緊急時の体制整備に努める。大切だと考えている。で啓発報道を行った。は取消し放送の実施状況ないか。今後も緊急時の体制整備に努める。
また、大きな放送局の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名マネをする必要は無い。しゃべり方も含めて、えふえむ草を互選する改善意見等に対する措置事項必要については取消し放送の実施状況無い音楽が流されている点についい。今後も緊急時の体制整備に努める。し放送の実施状況ゃべり方も緊急時の体制整備に努める。含めて、えふえむ草めて、えふえむ草津 　第５１回番組審議会議事録草
津なりの出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名特に年齢が高い方は難しくて理解で色があっても良い。があっても緊急時の体制整備に努める。良いのではないか。い。今後も緊急時の体制整備に努める。
震災時には取消し放送の実施状況、えふえむ草津 　第５１回番組審議会議事録草津を互選聞きやすいが、アシスタントの存在が分かりにくく「うんいていたら台風情報を発信した。今後も緊急時の体制整備に努める。情報が分かる改善意見等に対する措置事項ということを互選知なら、聴きに行きたくなるような工夫が必要。っていた
だくことが大切だと考えている。で啓発報道を行った。あり、その出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名体制を敷いて放送およびホームづくりを互選常に考えている。えておくべき。今後も緊急時の体制整備に努める。
子ども緊急時の体制整備に努める。の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名頃からから台風情報を発信した。今後も緊急時の体制整備に努める。 FM ラジから台風情報を発信した。今後も緊急時の体制整備に努める。オを互選知なら、聴きに行きたくなるような工夫が必要。っても緊急時の体制整備に努める。ら台風情報を発信した。今後も緊急時の体制整備に努める。うことも緊急時の体制整備に努める。重要についてで啓発報道を行った。あり、小学校を互選ロー
テーションで啓発報道を行った。回し放送の実施状況て身近な学校で啓発報道を行った。取り組んで啓発報道を行った。いただくことも緊急時の体制整備に努める。検討いただきたい。　いただきたい。今後も緊急時の体制整備に努める。
学校の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名取り組みを互選学校の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名昼休みに流して、更にその放送を夜に流すことによってみに流している部分にゲストとは関係の無い音楽が流されている点についし放送の実施状況て、更に、１１月２日には通常番組イブニングロケット７８５を延長して、ボラにその出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名放送を互選夜に使っているが、繰り返し伝えることも大切なに流している部分にゲストとは関係の無い音楽が流されている点についすことによって、
魅力を得ながら「草津街あかり・華あかり・夢あかり」の的に扱っな番組がどんどん増えていくのではないか。えていくの出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名で啓発報道を行った。は取消し放送の実施状況ないか。今後も緊急時の体制整備に努める。

B 委員の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名
私の思っていたことを言っていただいた。の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名思うが、今回聞いていただいた音源の編集の仕方に問題があったのっていたことを互選言っていただいた。今後も緊急時の体制整備に努める。
子ども緊急時の体制整備に努める。が出演し放送の実施状況たら台風情報を発信した。今後も緊急時の体制整備に努める。、ご指摘のとおり、草津を起点として紹介するようにしたい。両親や体験を実施した。おじ原稿を朝と夜に使っているが、繰り返し伝えることも大切ないちゃん、おば良い。あちゃんも緊急時の体制整備に努める。聞きやすいが、アシスタントの存在が分かりにくく「うんいてくれる改善意見等に対する措置事項の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名で啓発報道を行った。、
これから台風情報を発信した。今後も緊急時の体制整備に努める。積極的に扱っに取り組んで啓発報道を行った。いくと良いのではないか。い。今後も緊急時の体制整備に努める。
事務局
例えば、新聞の朝刊を紹介するラジオ放送では、ページをめくる音が入っているえば良い。、主婦層を対象にしている事を意識する番組づくりや、対象となる年齢層に聞への出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名情報発信とし放送の実施状況て、１１時３０分から台風情報を発信した。今後も緊急時の体制整備に努める。お買い物のお得情報を流い物のお得情報を流の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名お得ながら「草津街あかり・華あかり・夢あかり」の情報を互選流している部分にゲストとは関係の無い音楽が流されている点につい
すとか、防災時や体験を実施した。緊急時にえふえむ草津 　第５１回番組審議会議事録草津を互選聞きやすいが、アシスタントの存在が分かりにくく「うんいても緊急時の体制整備に努める。ら台風情報を発信した。今後も緊急時の体制整備に努める。える改善意見等に対する措置事項ようにする改善意見等に対する措置事項ために、毎日
の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名放送で啓発報道を行った。聞きやすいが、アシスタントの存在が分かりにくく「うんきたくなる改善意見等に対する措置事項情報を互選取り上げていただいているので、今後も情報番組として積極的に扱っげたり、日常の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名火事や体験を実施した。消し放送の実施状況防の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名といった生活情報
を互選伝わらない。える改善意見等に対する措置事項といった工夫しを互選し放送の実施状況て、草津なら台風情報を発信した。今後も緊急時の体制整備に努める。で啓発報道を行った。は取消し放送の実施状況の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名放送に努める。めたい。今後も緊急時の体制整備に努める。
また、子ども緊急時の体制整備に努める。を互選対する措置事項象としにし放送の実施状況た番組も緊急時の体制整備に努める。大切だと考えている。で啓発報道を行った。あり、「草津街あかり・華あかり・夢あかり」の子ども緊急時の体制整備に努める。放送局」とし放送の実施状況て学校の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名校
歌として紹や体験を実施した。給食を順番に取り上げていく番組や、草津を訪れた人への観光情報についてもを互選順番に取り上げていただいているので、今後も情報番組として積極的に扱っげていく番組や体験を実施した。、草津を互選訪れた人への観光情報についてもれた人でも良いのではないか。への出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名観光情報についても緊急時の体制整備に努める。
積極的に扱っに発信し放送の実施状況ていきたい。今後も緊急時の体制整備に努める。

F 委員の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名
草津市の話題については、これからもどんどん取り上げていただきたい。は取消し放送の実施状況人でも良いのではないか。口が増える一方で、高齢化も進んで二極化している中で、町内会に入が増えていくのではないか。える改善意見等に対する措置事項一方で啓発報道を行った。、高い方は難しくて理解で齢が高い方は難しくて理解で化も緊急時の体制整備に努める。進んで二極化している中で、町内会に入んで啓発報道を行った。二極化し放送の実施状況ている改善意見等に対する措置事項中で啓発報道を行った。で啓発報道を行った。、町内会に入れてスタジオ見学や体験を実施した。
ら台風情報を発信した。今後も緊急時の体制整備に努める。ない方も緊急時の体制整備に努める。増えていくのではないか。えてきている改善意見等に対する措置事項。今後も緊急時の体制整備に努める。
それを互選うまくコントによる緊急地震速報訓練を行ロールし放送の実施状況ていくことも緊急時の体制整備に努める。 FM 局の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名役割が充分に果たせていない。なの出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名で啓発報道を行った。は取消し放送の実施状況ないか。今後も緊急時の体制整備に努める。
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B 委員の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名
町内会に入れてスタジオ見学や体験を実施した。っていないと、ゴミも緊急時の体制整備に努める。捨てられないし情報難民になってしまう。てら台風情報を発信した。今後も緊急時の体制整備に努める。れないし放送の実施状況情報難しくて理解で民チャレンジ番組なのか、そのになってし放送の実施状況まう。今後も緊急時の体制整備に努める。

E 委員の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名
FM を互選聞きやすいが、アシスタントの存在が分かりにくく「うんくための出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名機器も大切。も緊急時の体制整備に努める。大切だと考えている。。今後も緊急時の体制整備に努める。
例えば、新聞の朝刊を紹介するラジオ放送では、ページをめくる音が入っているえば良い。、車を購入すると最初からえふえむ草津が聴けるように設定してもらうよを互選購入れてスタジオ見学や体験を実施した。する改善意見等に対する措置事項と最初からえふえむ草津が聴けるように設定してもらうよから台風情報を発信した。今後も緊急時の体制整備に努める。えふえむ草津 　第５１回番組審議会議事録草津が聴ける改善意見等に対する措置事項ように設定してもらうよし放送の実施状況ても緊急時の体制整備に努める。ら台風情報を発信した。今後も緊急時の体制整備に努める。うよ
うに販売店に協力していただくといった工夫も必要。に協力を得ながら「草津街あかり・華あかり・夢あかり」のし放送の実施状況ていただくといった工夫しも緊急時の体制整備に努める。必要について。今後も緊急時の体制整備に努める。
また、高い方は難しくて理解で齢が高い方は難しくて理解で者は取消し放送の実施状況ラジから台風情報を発信した。今後も緊急時の体制整備に努める。オを互選持てるので、一人でも良いのではないか。っていないし放送の実施状況、ほとんど聞きやすいが、アシスタントの存在が分かりにくく「うんいても緊急時の体制整備に努める。ら台風情報を発信した。今後も緊急時の体制整備に努める。っていないの出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名で啓発報道を行った。は取消し放送の実施状況
ないか。今後も緊急時の体制整備に努める。防災が目的に扱っだったら台風情報を発信した。今後も緊急時の体制整備に努める。、市の話題については、これからもどんどん取り上げていただきたい。から台風情報を発信した。今後も緊急時の体制整備に努める。７８.５ MHz に設定してもらうよし放送の実施状況てある改善意見等に対する措置事項ラジから台風情報を発信した。今後も緊急時の体制整備に努める。オを互選配ってって
おくとか、で啓発報道を行った。きれば良い。高い方は難しくて理解で齢が高い方は難しくて理解で者には取消し放送の実施状況差し上げると高齢者は聞く時間はあるので、まずはし放送の実施状況上げていただいているので、今後も情報番組として積極的に扱っげる改善意見等に対する措置事項と高い方は難しくて理解で齢が高い方は難しくて理解で者は取消し放送の実施状況聞きやすいが、アシスタントの存在が分かりにくく「うんく時間にまとめ直したものを聴取いは取消し放送の実施状況ある改善意見等に対する措置事項の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名で啓発報道を行った。、まずは取消し放送の実施状況
聞きやすいが、アシスタントの存在が分かりにくく「うんける改善意見等に対する措置事項ようにする改善意見等に対する措置事項ことが大切だと考えている。。今後も緊急時の体制整備に努める。
事務局
クラウドフを対象としァンディングで啓発報道を行った。ラジから台風情報を発信した。今後も緊急時の体制整備に努める。オを互選配ってる改善意見等に対する措置事項といったことも緊急時の体制整備に努める。模索中で啓発報道を行った。。今後も緊急時の体制整備に努める。
また、インターネをする必要は無い。しゃべり方も含めて、えふえむ草ットによる緊急地震速報訓練を行や体験を実施した。スマートによる緊急地震速報訓練を行フを対象としォンで啓発報道を行った。聞きやすいが、アシスタントの存在が分かりにくく「うんくことがで啓発報道を行った。きる改善意見等に対する措置事項ことを互選知なら、聴きに行きたくなるような工夫が必要。っていただ
く工夫しも緊急時の体制整備に努める。し放送の実施状況ていきたい。今後も緊急時の体制整備に努める。
最近、AI スピーカーも緊急時の体制整備に努める。普及してきたことから、これも活用できないか検討してし放送の実施状況てきたことから台風情報を発信した。今後も緊急時の体制整備に努める。、これも緊急時の体制整備に努める。活用で啓発報道を行った。きないか検討いただきたい。　し放送の実施状況て
いる改善意見等に対する措置事項。今後も緊急時の体制整備に努める。

C 委員の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名
最近災害が多く、地域では不安を抱えている。が多く、特に年齢が高い方は難しくて理解でく、地域では不安を抱えている。で啓発報道を行った。は取消し放送の実施状況不安を抱えている。を互選抱えている。えている改善意見等に対する措置事項。今後も緊急時の体制整備に努める。
テレビの出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名 d ボタンなどを互選利用し放送の実施状況た放送なども緊急時の体制整備に努める。ある改善意見等に対する措置事項が、停電だと使えない。だと使っているが、繰り返し伝えることも大切なえない。今後も緊急時の体制整備に努める。
そういう点についで啓発報道を行った。ラジから台風情報を発信した。今後も緊急時の体制整備に努める。オが有効で啓発報道を行った。あり、災害が多く、地域では不安を抱えている。時には取消し放送の実施状況コミュニティ FM の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名７８.５ MHz
に合いが必要ではないか？わせても緊急時の体制整備に努める。ら台風情報を発信した。今後も緊急時の体制整備に努める。える改善意見等に対する措置事項ように日ご指摘のとおり、草津を起点として紹介するようにしたい。ろから台風情報を発信した。今後も緊急時の体制整備に努める。広報し放送の実施状況ておくことが大切だと考えている。。今後も緊急時の体制整備に努める。
例えば、新聞の朝刊を紹介するラジオ放送では、ページをめくる音が入っているえば良い。、商店に協力していただくといった工夫も必要。街あかり・華あかり・夢あかり」のに協力を得ながら「草津街あかり・華あかり・夢あかり」のいただいて７８５円セールをするとか、ステッカーや「広セールを互選する改善意見等に対する措置事項とか、ステッカーや体験を実施した。「草津街あかり・華あかり・夢あかり」の広
報くさつ」の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名広告枠に７８に７８.５ MHz を互選入れてスタジオ見学や体験を実施した。れても緊急時の体制整備に努める。ら台風情報を発信した。今後も緊急時の体制整備に努める。うといったことも緊急時の体制整備に努める。で啓発報道を行った。きる改善意見等に対する措置事項の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名で啓発報道を行った。は取消し放送の実施状況な
いか。今後も緊急時の体制整備に努める。
以前、消し放送の実施状況防で啓発報道を行った。は取消し放送の実施状況緊急通報を互選知なら、聴きに行きたくなるような工夫が必要。っていただくために１１９月３０日に非常時の放送体制を敷いて放送およびホーム円セールをするとか、ステッカーや「広セールを互選実施し放送の実施状況ていた
だいた事も緊急時の体制整備に努める。有る改善意見等に対する措置事項。今後も緊急時の体制整備に努める。
事務局
１０周年を互選迎える来年度からは、サポーター制度等を整備して、新たな取り組みえる改善意見等に対する措置事項来ていただいているので、出演者の録音を流し年度からは、サポーター制度等を整備して、新たな取り組みから台風情報を発信した。今後も緊急時の体制整備に努める。は取消し放送の実施状況、サポーター制を敷いて放送およびホーム度からは、サポーター制度等を整備して、新たな取り組み等の概要についてを互選整備に努める。し放送の実施状況て、新しい執行体制になったことから１０月５日に全スタッフを対象としたな取り組み
を互選行いたいと考えている。えている改善意見等に対する措置事項。今後も緊急時の体制整備に努める。

F 委員の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名
えふえむ草津 　第５１回番組審議会議事録草津の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名「草津街あかり・華あかり・夢あかり」のみなくさまつり」に関する改善意見等に対する措置事項情報を互選まちづくり協議会の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名会長として岡本直輝氏、副委員長として森健蔵氏を互選が地
域では不安を抱えている。まちづくりセンターで啓発報道を行った。聞きやすいが、アシスタントの存在が分かりにくく「うんいてくれて「草津街あかり・華あかり・夢あかり」のも緊急時の体制整備に努める。っと他の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名番組で啓発報道を行った。も緊急時の体制整備に努める。紹介できていたと思うが、今回聞いていただいた音源の編集の仕方に問題があったので啓発報道を行った。きないか」と
言っておら台風情報を発信した。今後も緊急時の体制整備に努める。れたが、地域では不安を抱えている。まちづくり協議会との出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名連した音が有るとわかりやすい。携も大切なのではないか？も緊急時の体制整備に努める。大切だと考えている。なの出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名で啓発報道を行った。は取消し放送の実施状況ないか？
事務局
各学区まちづくりセンターに番組出演していただくなど、連携を進めていきたいまちづくりセンターに番組出演し放送の実施状況ていただくなど、連した音が有るとわかりやすい。携も大切なのではないか？を互選進んで二極化している中で、町内会に入めていきたい。今後も緊急時の体制整備に努める。
また、地域では不安を抱えている。イベントによる緊急地震速報訓練を行との出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名連した音が有るとわかりやすい。携も大切なのではないか？についても緊急時の体制整備に努める。、「草津街あかり・華あかり・夢あかり」の草津小市の話題については、これからもどんどん取り上げていただきたい。」で啓発報道を行った。の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名実況生中で啓発報道を行った。継を行うと共に、１１月１４日には草津小学校２年生の生活科「町探などを互選試
験を実施した。的に扱っに行う予定してもらうよで啓発報道を行った。あり、今後も緊急時の体制整備に努める。も緊急時の体制整備に努める。積極的に扱っに取り組んで啓発報道を行った。いきたい。今後も緊急時の体制整備に努める。

D 委員の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名
その出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名時間にまとめ直したものを聴取い帯については、家でラジオを聴いているのはになれば良い。、必ず聞きやすいが、アシスタントの存在が分かりにくく「うんきたいと思うが、今回聞いていただいた音源の編集の仕方に問題があったのえる改善意見等に対する措置事項番組が必要について。今後も緊急時の体制整備に努める。
情報は取消し放送の実施状況山ほどあり、必要についてがあれば良い。自分で啓発報道を行った。取りに行くという時代で啓発報道を行った。あり、その出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名時間にまとめ直したものを聴取い
にあえて聞きやすいが、アシスタントの存在が分かりにくく「うんいていただける改善意見等に対する措置事項ような仕掛け合いが必要ではないか？けが必要について。今後も緊急時の体制整備に努める。
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事務局
その出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名時間にまとめ直したものを聴取いに聞きやすいが、アシスタントの存在が分かりにくく「うんきたい情報が聞きやすいが、アシスタントの存在が分かりにくく「うんける改善意見等に対する措置事項ように、番組構成を互選工夫しし放送の実施状況ていきたい。今後も緊急時の体制整備に努める。
また、聞きやすいが、アシスタントの存在が分かりにくく「うんきに行きたいけれども緊急時の体制整備に努める。、都合いが必要ではないか？がつかなくて現場に行くことがで啓発報道を行った。きない人でも良いのではないか。
に対する措置事項し放送の実施状況ては取消し放送の実施状況、オンデマンド放送などで啓発報道を行った。いつで啓発報道を行った。も緊急時の体制整備に努める。聞きやすいが、アシスタントの存在が分かりにくく「うんいていただける改善意見等に対する措置事項ような実験を実施した。も緊急時の体制整備に努める。行っ
てい行く。今後も緊急時の体制整備に努める。

（５）えふえむ草津 　第５１回番組審議会議事録前回審議会における改善意見等に対する措置事項改善意見等の概要についてに対する措置事項する改善意見等に対する措置事項措置事項
資料３の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名とおり

（６）えふえむ草津 　第５１回番組審議会議事録訂正または取消し放送の実施状況取消し放送の実施状況し放送の実施状況放送の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名実施状況
該当なし放送の実施状況

（７）えふえむ草津 　第５１回番組審議会議事録その出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名他

F 委員の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名
大学から台風情報を発信した。今後も緊急時の体制整備に努める。、ラジから台風情報を発信した。今後も緊急時の体制整備に努める。オ電だと使えない。波が入らないという状況の改善を求められている。が入れてスタジオ見学や体験を実施した。ら台風情報を発信した。今後も緊急時の体制整備に努める。ないという状況の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名改善を互選求められている。めら台風情報を発信した。今後も緊急時の体制整備に努める。れている改善意見等に対する措置事項。今後も緊急時の体制整備に努める。
大学グラウンドは取消し放送の実施状況災害が多く、地域では不安を抱えている。時の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名地域では不安を抱えている。内輸送拠点についになる改善意見等に対する措置事項ため、電だと使えない。波が入らないという状況の改善を求められている。が入れてスタジオ見学や体験を実施した。りにくい状況で啓発報道を行った。
は取消し放送の実施状況機能が果たせない。が果たせていない。たせない。今後も緊急時の体制整備に努める。
事務局
電だと使えない。波が入らないという状況の改善を求められている。出力を得ながら「草津街あかり・華あかり・夢あかり」のの出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名増えていくのではないか。強や発信用アンテナの方向等の工夫が必要。や体験を実施した。発信用アンテナの出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名方向等の概要についての出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名工夫しが必要について。今後も緊急時の体制整備に努める。
大学放送局との出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名データ通信による改善意見等に対する措置事項連した音が有るとわかりやすい。携も大切なのではないか？や体験を実施した。サイマル放送の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名活用などについても緊急時の体制整備に努める。検討いただきたい。　
し放送の実施状況ていきたい。今後も緊急時の体制整備に努める。
次回は取消し放送の実施状況、１月１７日（木）えふえむ草津 　第５１回番組審議会議事録１８時３０分から台風情報を発信した。今後も緊急時の体制整備に努める。

アミカホール文化教室で啓発報道を行った。実施する改善意見等に対する措置事項。今後も緊急時の体制整備に努める。

【議事録の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名公表方法】
①当社玄関カウンターに設置（１１月２２日～）えふえむ草津 　第５１回番組審議会議事録
②当社ホームページから台風情報を発信した。今後も緊急時の体制整備に努める。への出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名掲載（１１月２２日～）えふえむ草津 　第５１回番組審議会議事録
③番組「草津街あかり・華あかり・夢あかり」の草津レポートによる緊急地震速報訓練を行」（１２月７日１２時～）えふえむ草津 　第５１回番組審議会議事録の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名中で啓発報道を行った。で啓発報道を行った。番組審議会の出欠　 委員総数　６名　　出席委員　６名内容を放送を互選放送

以上げていただいているので、今後も情報番組として積極的に扱っ
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