（株）えふえむ草津えふえむ草津草津 第５２回番組審議会議事録

１．開催年月日
２．開催場所

平成３１年１月１７日（木）

３．委員の出欠　の出欠　出欠

草津アミカホール　文化教室（１）アミカホール
委員の出欠　総数

１８時３０分～２０時００分

文化教室（１）

６名

出席委員の出欠　

（出席委員の出欠　）
岩佐卓實
岡本直輝
辻 信一
松田泰子

６名

奥谷美津アミカホール　文化教室（１）子
森 健蔵

（放送事業者側出席者）
青木 均（代表取締役）
山本正雄（事務局）
４．議

題
（１）近況報告
（２）番組「くさつＮＯＷＮＯＷ」につＮＯＷいて
（３）前回審議会における改善意見等に対する措置事項における改善意見等に対する措置事項改善意見等に対する措置事項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
（４）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　実施状況
（５）その出欠　他

５．議事の出欠　概要
（１）近況報告

資料（１）の出欠　とおり
（２）番組「くさつＮＯＷＮＯＷ」につＮＯＷいて
平成３０年１２月５日にオンエアし放送の実施状況た「くさつＮＯＷＮＯＷ」を１４分間にに編集した音源をし放送の実施状況た音源をを聴
取いただいた後、番組審議に入った。った。
A 委員の出欠　
小学生が絵日記を紹介していたが、が絵日記を紹介していたが、絵日記を紹介していたが、を紹介していたが、し放送の実施状況ていたが絵日記を紹介していたが、、こういった番組は取消し放送の実施状況学校で放送されているのか？で放送されているのか？放送されている改善意見等に対する措置事項の出欠　か？
社長
現在は学校での放送は無は取消し放送の実施状況学校で放送されているのか？で放送されているのか？の出欠　放送は取消し放送の実施状況無い。
学校で放送されているのか？との出欠　連携が今後の課題が絵日記を紹介していたが、今後の出欠　課題となっている改善意見等に対する措置事項ことから、子どもの出欠　関わっているイベントなどわっている改善意見等に対する措置事項イベントなどなど
を収録しながら、し放送の実施状況なが絵日記を紹介していたが、ら、具体的に「こういう素材がある」ということを示して、校長会にに「こういう素材がある」ということを示して、校長会にが絵日記を紹介していたが、ある改善意見等に対する措置事項」ということを示して、校長会にし放送の実施状況て、校で放送されているのか？長会における改善意見等に対する措置事項に FM ラ
ジオとの出欠　連携が今後の課題を申し入れたい。し放送の実施状況入った。れたい。
Ａ委員委員の出欠　
絵日記を紹介していたが、などは取消し放送の実施状況、ホームページとも連動させるなど、草津市で取り入れられているさせる改善意見等に対する措置事項など、草津アミカホール　文化教室（１）市で取り入れられているで放送されているのか？取り入った。れられている改善意見等に対する措置事項ＩＣＴ
教育の出欠　中で活用できるのではないか。で放送されているのか？活用できるのではないか。で放送されているのか？きる改善意見等に対する措置事項の出欠　で放送されているのか？は取消し放送の実施状況ないか。
また、副読本などの出欠　教材がある」ということを示して、校長会にに取り入った。れていただくこともで放送されているのか？きる改善意見等に対する措置事項の出欠　で放送されているのか？は取消し放送の実施状況ないか。
こうし放送の実施状況たことを通じてじて、子どもの出欠　頃から災害時にから災害時に草津アミカホール　文化教室（１）市で取り入れられているには取消し放送の実施状況「えふえむ草津草津アミカホール　文化教室（１）」が絵日記を紹介していたが、ある改善意見等に対する措置事項と
いうことを認知してもらいたい。し放送の実施状況てもらいたい。
B 委員の出欠　
教材がある」ということを示して、校長会にの出欠　見直し放送の実施状況の出欠　際、防災の出欠　観点から意見を求められているが、現時点では防災に関するから意見を求められているが、現時点では防災に関するめられている改善意見等に対する措置事項が絵日記を紹介していたが、、現時点から意見を求められているが、現時点では防災に関するで放送されているのか？は取消し放送の実施状況防災に関わっているイベントなどする改善意見等に対する措置事項
記を紹介していたが、載が見当たらないが絵日記を紹介していたが、見当たらないたらない。
そうし放送の実施状況た視点から意見を求められているが、現時点では防災に関するからも申し入れたい。し放送の実施状況入った。れされては取消し放送の実施状況どうか。
Ａ委員委員の出欠　
各学校で放送されているのか？には取消し放送の実施状況放送部があるので、大学ともコラボが絵日記を紹介していたが、ある改善意見等に対する措置事項の出欠　で放送されているのか？、大学ともコラボし放送の実施状況なが絵日記を紹介していたが、ら市で取り入れられている内１４校で放送されているのか？で放送されているのか？順番に担当たらないし放送の実施状況てい
ただくことが絵日記を紹介していたが、で放送されているのか？きれば、週に１回の放送でも３～４か月に一度だけ協力いただければ良いに１回の出欠　放送で放送されているのか？も３～４か月に一度だけ協力いただければ良いだけ協力いただければ良いいただければ良いい
の出欠　で放送されているのか？負担も少ない。ない。
こうし放送の実施状況た取組を教材がある」ということを示して、校長会にとし放送の実施状況て使っていただけると良い。っていただける改善意見等に対する措置事項と良いい。
Ｃ委員の出欠　
これが絵日記を紹介していたが、で放送されているのか？きれば、学校で放送されているのか？で放送されているのか？どの出欠　ようなことが絵日記を紹介していたが、行われているのかを知ることができるし、学われている改善意見等に対する措置事項の出欠　かを知してもらいたい。る改善意見等に対する措置事項ことが絵日記を紹介していたが、で放送されているのか？きる改善意見等に対する措置事項し放送の実施状況、学
校で放送されているのか？とし放送の実施状況ても他校で放送されているのか？の出欠　様子が絵日記を紹介していたが、分かりますね。
社長
子どもたちの出欠　取組を、その出欠　場だけで放送されているのか？終わらせるのはもったいない。わらせる改善意見等に対する措置事項の出欠　は取消し放送の実施状況もったいない。
放送日時も工夫して、番組案内して子どもを切り口に色々な場面でし放送の実施状況て、番組案内し放送の実施状況て子どもを切り口に色々な場面でり口に色々な場面でに色々な場面でな場面でで放送されているのか？ラジオ放送すれば効
果的に「こういう素材がある」ということを示して、校長会に。
Ｃ委員の出欠　
学校で放送されているのか？の出欠　様子を土曜日・日曜日や色々な時間帯で色々な場面でな時間に帯でで放送されているのか？ラジオから聞けるとける改善意見等に対する措置事項と、父兄にも喜ばれるにも喜ばれるばれる改善意見等に対する措置事項。
B 委員の出欠　
守山の出欠　有線放送で放送されているのか？学校で放送されているのか？の出欠　放送で放送されているのか？生が絵日記を紹介していたが、徒が本を読むというコーナーが有り、自分の子どもがが絵日記を紹介していたが、本を読む草津というコーナーが絵日記を紹介していたが、有り、自分の出欠　子どもが絵日記を紹介していたが、
登場する改善意見等に対する措置事項際には取消し放送の実施状況、家族で聞き入っていた。で放送されているのか？聞けるとき入った。っていた。
また、修学旅行われているのかを知ることができるし、学の出欠　際には取消し放送の実施状況「無事に着いた」という情報もあった。いた」という情報もあった。
こうし放送の実施状況た日常的に「こういう素材がある」ということを示して、校長会になことが絵日記を紹介していたが、あって、災害時に役立つものとなる。つＮＯＷもの出欠　となる改善意見等に対する措置事項。

社長
修学旅行われているのかを知ることができるし、学の出欠　際には取消し放送の実施状況、生が絵日記を紹介していたが、徒が本を読むというコーナーが有り、自分の子どもがさんから電話で声をいただくなど、色々な活用が考えられるので放送されているのか？声をいただくなど、色々な活用が考えられるのをいただくなど、色々な場面でな活用できるのではないか。が絵日記を紹介していたが、考えられるのえられる改善意見等に対する措置事項の出欠　
で放送されているのか？、校で放送されているのか？長会における改善意見等に対する措置事項で放送されているのか？提案し放送の実施状況ていきたい。
C 委員の出欠　
学生が絵日記を紹介していたが、の出欠　頃から災害時には取消し放送の実施状況放送部があるので、大学ともコラボだったが絵日記を紹介していたが、、学校で放送されているのか？内で放送されているのか？し放送の実施状況か聞けるとくことが絵日記を紹介していたが、で放送されているのか？きなかったの出欠　で放送されているのか？、当たらない時は取消し放送の実施状況「残念
だなぁ」と思っていた。っていた。
また、聞けるとくことによって勉強になったり、何かを知ることができるといった要素を入れになったり、何かを知ることができるといった要素を入れかを知してもらいたい。る改善意見等に対する措置事項ことが絵日記を紹介していたが、で放送されているのか？きる改善意見等に対する措置事項といった要素を入った。れ
たりする改善意見等に対する措置事項と良いい。
社長
参観日に学校で放送されているのか？に行われているのかを知ることができるし、学くだけが絵日記を紹介していたが、学校で放送されているのか？内の出欠　様子を知してもらいたい。る改善意見等に対する措置事項唯一の出欠　機会における改善意見等に対する措置事項だというの出欠　で放送されているのか？は取消し放送の実施状況無く、日常的に「こういう素材がある」ということを示して、校長会に
な事を知してもらいたい。る改善意見等に対する措置事項ことは取消し放送の実施状況大事なことで放送されているのか？は取消し放送の実施状況ないか。
Ａ委員委員の出欠　
大学で放送されているのか？は取消し放送の実施状況、「滋賀県に定着する学生をつくれ」と良く言われるが、学校教育の現場でラに定着いた」という情報もあった。する改善意見等に対する措置事項学生が絵日記を紹介していたが、をつＮＯＷくれ」と良いく言われるが、学校教育の現場でラわれる改善意見等に対する措置事項が絵日記を紹介していたが、、学校で放送されているのか？教育の出欠　現場で放送されているのか？ラ
ジオを取り入った。れる改善意見等に対する措置事項ことによって、草津アミカホール　文化教室（１）市で取り入れられているの出欠　魅力いただければ良いを感じて地域に根付く人じて地域に根付く人に根付く人く人づくりにもつＮＯＷなが絵日記を紹介していたが、
る改善意見等に対する措置事項。
Ｄ委員委員の出欠　
学校で放送されているのか？によっては取消し放送の実施状況、草津アミカホール　文化教室（１）マンポなど郷土のことを校外学習している学校もある。など郷土の出欠　ことを校で放送されているのか？外学習している学校もある。し放送の実施状況ている改善意見等に対する措置事項学校で放送されているのか？もある改善意見等に対する措置事項。
全校で放送されているのか？で放送されているのか？、こういう話で声をいただくなど、色々な活用が考えられるのも絡めてできれば良い。めてで放送されているのか？きれば良いい。
草津アミカホール　文化教室（１）市で取り入れられている民の出欠　中で活用できるのではないか。で放送されているのか？も草津アミカホール　文化教室（１）の出欠　ことを知してもらいたい。らない人も多いので、小学生の頃から郷土の事に触れいの出欠　で放送されているのか？、小学生が絵日記を紹介していたが、の出欠　頃から災害時にから郷土の出欠　事に触れれ
る改善意見等に対する措置事項機会における改善意見等に対する措置事項を持つことつＮＯＷことが絵日記を紹介していたが、大切り口に色々な場面で。
Ａ委員委員の出欠　
学校で放送されているのか？との出欠　連携が今後の課題は取消し放送の実施状況この出欠　委員の出欠　会における改善意見等に対する措置事項の出欠　共通じてし放送の実施状況た意見。
子どもに郷土の出欠　ことを発見し放送の実施状況てもらって、その出欠　声をいただくなど、色々な活用が考えられるのを届けるといったことも良い。ける改善意見等に対する措置事項といったことも良いい。
C 委員の出欠　
子どもを絡めてできれば良い。める改善意見等に対する措置事項ことは取消し放送の実施状況良いい。
そこから、草津アミカホール　文化教室（１）の出欠　ことを知してもらいたい。ってもらって、子ども達にも「我が故郷大好き」というようにも「我が故郷大好き」というようが絵日記を紹介していたが、故郷大好き」というようき」というよう
なことを感じて地域に根付く人じてもられる改善意見等に対する措置事項よう、一歩一歩進めていただきたい。めていただきたい。
E 委員の出欠　
子どもの出欠　頃から災害時にの出欠　想い出は、いつまでも印象に残っているので、そうしたことを言える機会い出は取消し放送の実施状況、いつＮＯＷまで放送されているのか？も印象に残っているので、そうしたことを言える機会に残っている改善意見等に対する措置事項の出欠　で放送されているのか？、そうし放送の実施状況たことを言われるが、学校教育の現場でラえる改善意見等に対する措置事項機会における改善意見等に対する措置事項
を作ってもらいたい。ってもらいたい。
社長
先日の出欠　「草津アミカホール　文化教室（１）小市で取り入れられているラジオ」で放送されているのか？、地域に根付く人の出欠　方が昔の頃の話をされていたのは大変興味深かっが絵日記を紹介していたが、昔の頃の話をされていたのは大変興味深かっの出欠　頃から災害時にの出欠　話で声をいただくなど、色々な活用が考えられるのをされていたの出欠　は取消し放送の実施状況大変興味深かっかっ
た。
A 委員の出欠　
子どもに地域に根付く人の出欠　魅力いただければ良いを発見し放送の実施状況て話で声をいただくなど、色々な活用が考えられるのし放送の実施状況てもらったり、地域に根付く人の出欠　ことを自慢したりする番組をし放送の実施状況たりする改善意見等に対する措置事項番組を
作ってもらいたい。っても良いいの出欠　で放送されているのか？は取消し放送の実施状況ないか。
Ｃ委員の出欠　
音源をが絵日記を紹介していたが、編集した音源をされている改善意見等に対する措置事項かも知してもらいたい。れないが絵日記を紹介していたが、、番組の出欠　最初の出欠　案内で放送されているのか？「今回は取消し放送の実施状況いくつＮＯＷの出欠　話で声をいただくなど、色々な活用が考えられるの題が絵日記を紹介していたが、あ
る改善意見等に対する措置事項」と言われるが、学校教育の現場でラっていただくと聞けるときや色々な時間帯ですくなる改善意見等に対する措置事項の出欠　で放送されているのか？は取消し放送の実施状況ないか。
人に話で声をいただくなど、色々な活用が考えられるのを聞けるといてもらう時に、例えば「３つの事でお伝えしたいことがあるので聞いてくえば「３つＮＯＷの出欠　事で放送されているのか？お伝えしたいことがあるので聞いてくえし放送の実施状況たいことが絵日記を紹介していたが、ある改善意見等に対する措置事項の出欠　で放送されているのか？聞けるといてく
ださい」と言われるが、学校教育の現場でラうと伝えしたいことがあるので聞いてくわりや色々な時間帯ですい。
また、子どもが絵日記を紹介していたが、絵日記を紹介していたが、を読み上げた後、そのことに対する感想なども入れると良い。上げた後、そのことに対する感想なども入れると良い。げた後、その出欠　ことに対する措置事項する改善意見等に対する措置事項感じて地域に根付く人想い出は、いつまでも印象に残っているので、そうしたことを言える機会なども入った。れる改善意見等に対する措置事項と良いい。
「小雨決行われているのかを知ることができるし、学」という場合でも、「多少の雨でも開催されますよ」といった柔らかい言葉で放送されているのか？も、「多いので、小学生の頃から郷土の事に触れ少ない。の出欠　雨で放送されているのか？も開催されますよ」といった柔らかい言葉らかい言われるが、学校教育の現場でラ葉
を選ぶことが必要。ぶことが絵日記を紹介していたが、必要。

番組が絵日記を紹介していたが、始まる前のイントロ部分の音について、「えふえむ草津」のオリジナルで印象にまる改善意見等に対する措置事項前の出欠　イントなどロ部分の音について、「えふえむ草津」のオリジナルで印象に部があるので、大学ともコラボ分の出欠　音につＮＯＷいて、「えふえむ草津草津アミカホール　文化教室（１）」の出欠　オリジナルで放送されているのか？印象に残っているので、そうしたことを言える機会に
残る改善意見等に対する措置事項もの出欠　が絵日記を紹介していたが、あったら良いいの出欠　で放送されているのか？は取消し放送の実施状況ないか。
社長
一応、番組が絵日記を紹介していたが、始まる前のイントロ部分の音について、「えふえむ草津」のオリジナルで印象にまる改善意見等に対する措置事項前の出欠　音源をは取消し放送の実施状況番組ごとに決まったもの出欠　を使っていただけると良い。っている改善意見等に対する措置事項が絵日記を紹介していたが、、その出欠　他の出欠　事は取消し放送の実施状況
確かに私もそう思う。かに私もそう思う。もそう思っていた。う。
Ｃ委員の出欠　
書いていることは見れば分かるが、放送の場合は聞いて理解されなければならないのでいている改善意見等に対する措置事項ことは取消し放送の実施状況見れば分かる改善意見等に対する措置事項が絵日記を紹介していたが、、放送の出欠　場合でも、「多少の雨でも開催されますよ」といった柔らかい言葉は取消し放送の実施状況聞けるといて理解されなければならないのでされなければならないの出欠　で放送されているのか？
言われるが、学校教育の現場でラ葉を選ぶことが必要。ぶ工夫して、番組案内して子どもを切り口に色々な場面でが絵日記を紹介していたが、必要。
制作ってもらいたい。段階での原稿づくりで放送されているのか？の出欠　原稿づくりづくりで放送されているのか？の出欠　工夫して、番組案内して子どもを切り口に色々な場面でや色々な時間帯で読む草津時の出欠　リズムも大切り口に色々な場面で。
技術的に「こういう素材がある」ということを示して、校長会にには取消し放送の実施状況、話で声をいただくなど、色々な活用が考えられるのの出欠　導入った。部があるので、大学ともコラボ分の出欠　抑揚も重要。も重要。
番組によっては取消し放送の実施状況、パーソナリティの個性としてとらえられる部分もあるし、必ずしもその出欠　個性としてとらえられる部分もあるし、必ずしもそとし放送の実施状況てとらえられる改善意見等に対する措置事項部があるので、大学ともコラボ分もある改善意見等に対する措置事項し放送の実施状況、必ずし放送の実施状況もそ
うで放送されているのか？ない場合でも、「多少の雨でも開催されますよ」といった柔らかい言葉もある改善意見等に対する措置事項。
Ｆ委員委員の出欠　
市で取り入れられている政広報番組で放送されているのか？役所の出欠　人間にが絵日記を紹介していたが、淡々な場面でと原稿づくりを読んで放送されているのか？いる改善意見等に対する措置事項ように感じて地域に根付く人じる改善意見等に対する措置事項時が絵日記を紹介していたが、ある改善意見等に対する措置事項。
スピード感に関しても、ゆっくり読むのが良いのか、メリハリを付けて抑揚を付けたほ感じて地域に根付く人に関わっているイベントなどし放送の実施状況ても、ゆっくり読む草津の出欠　が絵日記を紹介していたが、良いいの出欠　か、メリハリを付く人けて抑揚も重要。を付く人けたほ
うが絵日記を紹介していたが、聞けるときや色々な時間帯ですいの出欠　か・・・。
また、「草津アミカホール　文化教室（１）小市で取り入れられているラジオ」の出欠　対する措置事項談場面でで放送されているのか？ゲストなどの出欠　声をいただくなど、色々な活用が考えられるのが絵日記を紹介していたが、すごく聞けるときや色々な時間帯ですかったが絵日記を紹介していたが、、マイク
の出欠　位置などが絵日記を紹介していたが、関わっているイベントなど係しているのか？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　か？
Ｅ委員委員の出欠　
対する措置事項談相手は、尼崎市で１４～１５年ラジオ番組をされていた方だ。は取消し放送の実施状況、尼崎市で取り入れられているで放送されているのか？１４～１５年ラジオ番組をされていた方が昔の頃の話をされていたのは大変興味深かっだ。
Ｃ委員の出欠　
収録しながら、時の出欠　マイクの出欠　位置が絵日記を紹介していたが、関わっているイベントなど係しているのか？し放送の実施状況ている改善意見等に対する措置事項かも知してもらいたい。れないが絵日記を紹介していたが、、対する措置事項談相手は、尼崎市で１４～１５年ラジオ番組をされていた方だ。の出欠　方が昔の頃の話をされていたのは大変興味深かっは取消し放送の実施状況話で声をいただくなど、色々な活用が考えられるのをストなどレートなど
に言われるが、学校教育の現場でラって、声をいただくなど、色々な活用が考えられるのも良いく、センテンスも短いので大変聞きやすい。いの出欠　で放送されているのか？大変聞けるときや色々な時間帯ですい。
Ｅ委員委員の出欠　
市で取り入れられている政広報番組の出欠　中で活用できるのではないか。で放送されているのか？、全て同じトーンでじトなどーンで放送されているのか？紹介していたが、される改善意見等に対する措置事項と、「草津アミカホール　文化教室（１）小市で取り入れられている」は取消し放送の実施状況民間にが絵日記を紹介していたが、努力いただければ良いし放送の実施状況て
や色々な時間帯でっている改善意見等に対する措置事項事業なの出欠　に草津アミカホール　文化教室（１）市で取り入れられているが絵日記を紹介していたが、補助金を出してを出し放送の実施状況て行われているのかを知ることができるし、学っている改善意見等に対する措置事項事業の出欠　ように感じて地域に根付く人じてし放送の実施状況まう。
社長
この出欠　番組は取消し放送の実施状況、草津アミカホール　文化教室（１）の出欠　様子や色々な時間帯で元気ななまちづくりの出欠　活動させるなど、草津市で取り入れられているをし放送の実施状況ている改善意見等に対する措置事項市で取り入れられている民の出欠　情報を発信する改善意見等に対する措置事項と
いう意図の番組であり、草津市からはその提供枠をいただいているという位置づけであるの出欠　番組で放送されているのか？あり、草津アミカホール　文化教室（１）市で取り入れられているからは取消し放送の実施状況その出欠　提供枠をいただいているという位置づけであるをいただいている改善意見等に対する措置事項という位置づけで放送されているのか？ある改善意見等に対する措置事項。
Ｅ委員委員の出欠　
冒頭で「草津市政番組　くさつＮＯＷ」とアナウンスしているが・・・。で放送されているのか？「草津アミカホール　文化教室（１）市で取り入れられている政番組

くさつＮＯＷＮＯＷ」とアナウンスし放送の実施状況ている改善意見等に対する措置事項が絵日記を紹介していたが、・・・。

社長
１時間に番組で放送されているのか？、全てを市で取り入れられている政情報の出欠　ようにし放送の実施状況てし放送の実施状況まうとそういう誤解されなければならないのでが絵日記を紹介していたが、生が絵日記を紹介していたが、まれる改善意見等に対する措置事項。
そこで放送されているのか？草津アミカホール　文化教室（１）市で取り入れられていると協議中で活用できるのではないか。だが絵日記を紹介していたが、、来年度だけ協力いただければ良いからは取消し放送の実施状況草津アミカホール　文化教室（１）市で取り入れられている内で放送されているのか？取り組み上げた後、そのことに対する感想なども入れると良い。をされている改善意見等に対する措置事項まちづくり
の出欠　様子や色々な時間帯で先ほどの出欠　子どもさんの出欠　情報、各種情報を通じて常番組の出欠　中で活用できるのではないか。に散りばめていく方法に改りばめていく方が昔の頃の話をされていたのは大変興味深かっ法に改に改
めたいと考えられるのえている改善意見等に対する措置事項。
Ｄ委員委員の出欠　
草津アミカホール　文化教室（１）市で取り入れられているからの出欠　お知してもらいたい。らせを特定の出欠　人が絵日記を紹介していたが、担当たらな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と、その出欠　声をいただくなど、色々な活用が考えられるのを聴いただけで放送されているのか？草津アミカホール　文化教室（１）市で取り入れられている政の出欠　
情報で放送されているのか？ある改善意見等に対する措置事項という印象に残っているので、そうしたことを言える機会を与えてしまうので、色々なパーソナリティを入れるといった工夫えてし放送の実施状況まうの出欠　で放送されているのか？、色々な場面でなパーソナリティの個性としてとらえられる部分もあるし、必ずしもそを入った。れる改善意見等に対する措置事項といった工夫して、番組案内して子どもを切り口に色々な場面で
も必要。
社長
その出欠　点から意見を求められているが、現時点では防災に関するにつＮＯＷいては取消し放送の実施状況、現在は学校での放送は無、少ない。年センターの出欠　所長に青少ない。年の出欠　話で声をいただくなど、色々な活用が考えられるの題に関わっているイベントなどする改善意見等に対する措置事項パーソナリティの個性としてとらえられる部分もあるし、必ずしもそ
をお願いしたり、草津市の歴史を来年度退職される街道交流センターの所長がパーソナリいし放送の実施状況たり、草津アミカホール　文化教室（１）市で取り入れられているの出欠　歴史を来年度退職される街道交流センターの所長がパーソナリを来年度だけ協力いただければ良い退職される街道交流センターの所長がパーソナリされる改善意見等に対する措置事項街道交流センターの所長がパーソナリセンターの出欠　所長が絵日記を紹介していたが、パーソナリ
ティの個性としてとらえられる部分もあるし、必ずしもそとし放送の実施状況て情報発信し放送の実施状況ていったりし放送の実施状況ていくということを調整している。また、警察や消防し放送の実施状況ている改善意見等に対する措置事項。また、警察や消防や色々な時間帯で消し放送の実施状況防

なども含めて、これら全てを草津市が提供するコーナーとして位置づけて、市政めて、これら全てを草津アミカホール　文化教室（１）市で取り入れられているが絵日記を紹介していたが、提供する改善意見等に対する措置事項コーナーとし放送の実施状況て位置づけて、市で取り入れられている政だけの出欠　情
報だと誤解されなければならないのでされないようにし放送の実施状況ていきたいと考えられるのえている改善意見等に対する措置事項。
更に、に、来年度だけ協力いただければ良いから予定し放送の実施状況ている改善意見等に対する措置事項観光ボランティアガイド協会の番組についても、草津市ボランティの個性としてとらえられる部分もあるし、必ずしもそアガイド感に関しても、ゆっくり読むのが良いのか、メリハリを付けて抑揚を付けたほ協会における改善意見等に対する措置事項の出欠　番組につＮＯＷいても、草津アミカホール　文化教室（１）市で取り入れられている
の出欠　魅力いただければ良いを情報発信する改善意見等に対する措置事項ことで放送されているのか？あり、それを草津アミカホール　文化教室（１）市で取り入れられているの出欠　提供枠をいただいているという位置づけであるで放送されているのか？放送する改善意見等に対する措置事項という位置づけにな
る改善意見等に対する措置事項。
Ａ委員委員の出欠　
様々な場面でな意見が絵日記を紹介していたが、出たの出欠　で放送されているのか？、来年度だけ協力いただければ良い以降の課題として整理していく必要がある。の出欠　課題とし放送の実施状況て整している。また、警察や消防理し放送の実施状況ていく必要が絵日記を紹介していたが、ある改善意見等に対する措置事項。

（３）前回審議会における改善意見等に対する措置事項における改善意見等に対する措置事項改善意見等に対する措置事項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
別添資料２の出欠　とおり
（質疑応答）
Ｄ委員委員の出欠　
番組内容だけでなく、だけで放送されているのか？なく、聞けるとく側が絵日記を紹介していたが、聞けるときや色々な時間帯ですいように話で声をいただくなど、色々な活用が考えられるのをし放送の実施状況ていただくことが絵日記を紹介していたが、大切り口に色々な場面で。
特に高齢者への出欠　配慮が必要。が絵日記を紹介していたが、必要。
また、Ｆ委員Ｍ電波が届かないという問題も有るので、全市民が放送を聞くことができるよ電波が届かないという問題も有るので、全市民が放送を聞くことができるよが絵日記を紹介していたが、届けるといったことも良い。かないという問題も有る改善意見等に対する措置事項の出欠　で放送されているのか？、全市で取り入れられている民が絵日記を紹介していたが、放送を聞けるとくことが絵日記を紹介していたが、で放送されているのか？きる改善意見等に対する措置事項よ
うに環境整している。また、警察や消防備することも必要だ。する改善意見等に対する措置事項ことも必要だ。
カーラジオに「えふえむ草津草津アミカホール　文化教室（１）」を設定する改善意見等に対する措置事項など、多いので、小学生の頃から郷土の事に触れくの出欠　方が昔の頃の話をされていたのは大変興味深かっに聴いていただける改善意見等に対する措置事項ような工
夫して、番組案内して子どもを切り口に色々な場面でも必要。
社長
環境整している。また、警察や消防備することも必要だ。につＮＯＷいて、電波が届かないという問題も有るので、全市民が放送を聞くことができるよ出力いただければ良いの出欠　増強になったり、何かを知ることができるといった要素を入れにつＮＯＷいては取消し放送の実施状況許認可権の出欠　問題が絵日記を紹介していたが、ある改善意見等に対する措置事項。
２０ワットなどへの出欠　増波が届かないという問題も有るので、全市民が放送を聞くことができるよを認めてもらうよう開局当たらない初から電波が届かないという問題も有るので、全市民が放送を聞くことができるよ局に交渉しているがし放送の実施状況ている改善意見等に対する措置事項が絵日記を紹介していたが、、実現に
は取消し放送の実施状況至っていない。っていない。
また、中で活用できるのではないか。心市で取り入れられている街地にタワーマンションが絵日記を紹介していたが、立つものとなる。ち並んでいるため都市型難聴になっている状んで放送されているのか？いる改善意見等に対する措置事項ため都市で取り入れられている型難聴になっている改善意見等に対する措置事項状
況で放送されているのか？あり増波が届かないという問題も有るので、全市民が放送を聞くことができるよだけで放送されているのか？は取消し放送の実施状況解されなければならないので消し放送の実施状況し放送の実施状況ない問題も有る改善意見等に対する措置事項。
草津アミカホール　文化教室（１）市で取り入れられているの出欠　屋上げた後、そのことに対する感想なども入れると良い。にアンテナが絵日記を紹介していたが、設置されている改善意見等に対する措置事項が絵日記を紹介していたが、、この出欠　ままで放送されているのか？は取消し放送の実施状況状況を抜本的に「こういう素材がある」ということを示して、校長会にに解されなければならないので消し放送の実施状況する改善意見等に対する措置事項こ
とは取消し放送の実施状況難し放送の実施状況いの出欠　で放送されているのか？、山手は、尼崎市で１４～１５年ラジオ番組をされていた方だ。側の出欠　高い位置、例えば「３つの事でお伝えしたいことがあるので聞いてくえば立つものとなる。命館大学の出欠　校で放送されているのか？舎の上にアンテナがあると電の出欠　上げた後、そのことに対する感想なども入れると良い。にアンテナが絵日記を紹介していたが、ある改善意見等に対する措置事項と電
波が届かないという問題も有るので、全市民が放送を聞くことができるよが絵日記を紹介していたが、届けるといったことも良い。きや色々な時間帯ですくなる改善意見等に対する措置事項の出欠　で放送されているのか？は取消し放送の実施状況ないかと考えられるのえている改善意見等に対する措置事項。
この出欠　場合でも、「多少の雨でも開催されますよ」といった柔らかい言葉、費用できるのではないか。の出欠　問題と設置場所の出欠　協力いただければ良い、更に、には取消し放送の実施状況草津アミカホール　文化教室（１）市で取り入れられているの出欠　非常割り込み放送との関係をり込み放送との関係をみ上げた後、そのことに対する感想なども入れると良い。放送との出欠　関わっているイベントなど係しているのか？を
整している。また、警察や消防理する改善意見等に対する措置事項必要が絵日記を紹介していたが、ある改善意見等に対する措置事項。
また、で放送されているのか？きる改善意見等に対する措置事項だけ多いので、小学生の頃から郷土の事に触れくの出欠　方が昔の頃の話をされていたのは大変興味深かっに聞けるといていただける改善意見等に対する措置事項ようカーラジオの出欠　設定や色々な時間帯でインターネットなど
サイマル放送の出欠　利用できるのではないか。促進めていただきたい。、更に、には取消し放送の実施状況Ａ委員Ｉスピーカーや色々な時間帯でスマートなどフォンで放送されているのか？の出欠　視聴などの出欠　普及啓
発にも努める改善意見等に対する措置事項と共に、商店などでもＦＭを鳴らしていただけるように工夫していきたい。などで放送されているのか？もＦ委員Ｍ電波が届かないという問題も有るので、全市民が放送を聞くことができるよを鳴らしていただけるように工夫していきたい。らし放送の実施状況ていただける改善意見等に対する措置事項ように工夫して、番組案内して子どもを切り口に色々な場面でし放送の実施状況ていきたい。
Ｂ委員委員の出欠　
Ｆ委員Ｍ電波が届かないという問題も有るので、全市民が放送を聞くことができるよ電波が届かないという問題も有るので、全市民が放送を聞くことができるよが絵日記を紹介していたが、届けるといったことも良い。かなければ、防災スピーカーも作ってもらいたい。動させるなど、草津市で取り入れられているし放送の実施状況ない。
渋川学区では、屋外スピーカーが鳴らないとの報告があり、電波が届かないということで放送されているのか？は取消し放送の実施状況、屋外スピーカーが絵日記を紹介していたが、鳴らしていただけるように工夫していきたい。らないとの出欠　報告が絵日記を紹介していたが、あり、電波が届かないという問題も有るので、全市民が放送を聞くことができるよが絵日記を紹介していたが、届けるといったことも良い。かないということ
は取消し放送の実施状況ラジオ放送だけの出欠　問題で放送されているのか？は取消し放送の実施状況無い。
渋川小学校で放送されているのか？で放送されているのか？訓練があった時には、「草津郵便局周辺でサイレンが鳴らなかったので集が絵日記を紹介していたが、あった時には取消し放送の実施状況、「草津アミカホール　文化教室（１）郵便局周辺でサイレンが鳴らなかったので集で放送されているのか？サイレンが絵日記を紹介していたが、鳴らしていただけるように工夫していきたい。らなかったの出欠　で放送されているのか？集した音源を
合でも、「多少の雨でも開催されますよ」といった柔らかい言葉で放送されているのか？きなかった」と聞けるといている改善意見等に対する措置事項。
Ｆ委員委員の出欠　
現在は学校での放送は無建設中で活用できるのではないか。の出欠　駅前の出欠　再開発ビルの出欠　屋上げた後、そのことに対する感想なども入れると良い。にアンテナが絵日記を紹介していたが、あれば解されなければならないので消し放送の実施状況する改善意見等に対する措置事項の出欠　で放送されているのか？は取消し放送の実施状況無いか。
社長
草津アミカホール　文化教室（１）市で取り入れられているに問題意識があればが絵日記を紹介していたが、あれば、開発申し入れたい。請の際にの出欠　際に行われているのかを知ることができるし、学政が絵日記を紹介していたが、条件として付けることは簡単な話とし放送の実施状況て付く人ける改善意見等に対する措置事項ことは取消し放送の実施状況簡単な話な話で声をいただくなど、色々な活用が考えられるの
だったは取消し放送の実施状況ずだが絵日記を紹介していたが、、タイミングを逸しているを逸している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　で放送されているのか？現時点から意見を求められているが、現時点では防災に関するで放送されているのか？は取消し放送の実施状況難し放送の実施状況い。

１００メートなどル級の高層ビルを建てると電波障害が出るのは当然なので、その対策としの出欠　高層ビルを建てると電波障害が出るのは当然なので、その対策としビルを建てる改善意見等に対する措置事項と電波が届かないという問題も有るので、全市民が放送を聞くことができるよ障害が絵日記を紹介していたが、出る改善意見等に対する措置事項の出欠　は取消し放送の実施状況当たらない然なので、その対策としなの出欠　で放送されているのか？、その出欠　対する措置事項策としとし放送の実施状況
てアンテナの出欠　設置や色々な時間帯で非常電源をの出欠　確かに私もそう思う。保などを求めることは可能であり、唯一のチャンスだっなどを求められているが、現時点では防災に関するめる改善意見等に対する措置事項ことは取消し放送の実施状況可能であり、唯一のチャンスだっで放送されているのか？あり、唯一の出欠　チャンスだっ
た。
Ａ委員委員の出欠　
立つものとなる。命館大学と草津アミカホール　文化教室（１）市で取り入れられているは取消し放送の実施状況地域に根付く人連携が今後の課題の出欠　協定を結んでいるので、工事費や運営経費を負担されんで放送されているのか？いる改善意見等に対する措置事項の出欠　で放送されているのか？、工事費や色々な時間帯で運営経費を負担され
る改善意見等に対する措置事項の出欠　で放送されているのか？あれば草津アミカホール　文化教室（１）市で取り入れられているの出欠　防災にも関わっているイベントなどわる改善意見等に対する措置事項ことで放送されているのか？あり校で放送されているのか？舎の上にアンテナがあると電屋上げた後、そのことに対する感想なども入れると良い。にアンテナを建てる改善意見等に対する措置事項ことは取消し放送の実施状況可能であり、唯一のチャンスだっ
かも知してもらいたい。れない。
現在は学校での放送は無、災害時の出欠　物資搬送拠点から意見を求められているが、現時点では防災に関するとなる改善意見等に対する措置事項立つものとなる。命館大学に電波が届かないという問題も有るので、全市民が放送を聞くことができるよが絵日記を紹介していたが、届けるといったことも良い。かない状況で放送されているのか？あり問題だ。
Ｆ委員委員の出欠　
電波が届かないという問題も有るので、全市民が放送を聞くことができるよが絵日記を紹介していたが、届けるといったことも良い。かなくて、屋外スピーカーが絵日記を紹介していたが、作ってもらいたい。動させるなど、草津市で取り入れられているし放送の実施状況ないことを危機管理課は取消し放送の実施状況ご存知してもらいたい。なの出欠　か？
Ｂ委員委員の出欠　
カルテの出欠　ようなもの出欠　に書いていることは見れば分かるが、放送の場合は聞いて理解されなければならないのでき記を紹介していたが、し放送の実施状況ている改善意見等に対する措置事項が絵日記を紹介していたが、、その出欠　ことに対する措置事項する改善意見等に対する措置事項具体的に「こういう素材がある」ということを示して、校長会にな措置は取消し放送の実施状況で放送されているのか？きていな
いようだ。
Ｃ委員の出欠　
何かを知ることができるといった要素を入れ時どの出欠　ような事が絵日記を紹介していたが、起こるか分からないので、こる改善意見等に対する措置事項か分からないの出欠　で放送されているのか？、災害時に屋外スピーカーが絵日記を紹介していたが、作ってもらいたい。動させるなど、草津市で取り入れられているせず、大
切り口に色々な場面でな情報が絵日記を紹介していたが、届けるといったことも良い。かない方が昔の頃の話をされていたのは大変興味深かっが絵日記を紹介していたが、出る改善意見等に対する措置事項状況というの出欠　は取消し放送の実施状況問題。
社長
屋外スピーカーが絵日記を紹介していたが、作ってもらいたい。動させるなど、草津市で取り入れられているし放送の実施状況ないという問題につＮＯＷいては取消し放送の実施状況調べてみ上げた後、そのことに対する感想なども入れると良い。る改善意見等に対する措置事項。
併せて、最低限、避難所には電波が届いてラジオが聞こえないといけないと考えているせて、最低限、避難所には取消し放送の実施状況電波が届かないという問題も有るので、全市民が放送を聞くことができるよが絵日記を紹介していたが、届けるといったことも良い。いてラジオが絵日記を紹介していたが、聞けるとこえないといけないと考えられるのえている改善意見等に対する措置事項。
大きな災害時には取消し放送の実施状況インターネットなども使っていただけると良い。えなくなる改善意見等に対する措置事項の出欠　で放送されているのか？、こうし放送の実施状況たことを切り口に色々な場面でり口に色々な場面でとし放送の実施状況て電
波が届かないという問題も有るので、全市民が放送を聞くことができるよが絵日記を紹介していたが、入った。る改善意見等に対する措置事項よう要請の際にし放送の実施状況ていきたい。

（４）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　実施状況
該当たらないなし放送の実施状況

（５）その出欠　他
社長
新しい番組やコーナーについて、次回の審議会でお知らせしたい。し放送の実施状況い番組や色々な時間帯でコーナーにつＮＯＷいて、次回の出欠　審議会における改善意見等に対する措置事項で放送されているのか？お知してもらいたい。らせし放送の実施状況たい。
Ｄ委員委員の出欠　
コミュニティの個性としてとらえられる部分もあるし、必ずしもそＦ委員Ｍ電波が届かないという問題も有るので、全市民が放送を聞くことができるよは取消し放送の実施状況地域に根付く人との出欠　密着いた」という情報もあった。性としてとらえられる部分もあるし、必ずしもそが絵日記を紹介していたが、求められているが、現時点では防災に関するめられている改善意見等に対する措置事項が絵日記を紹介していたが、、観光ボランティアガイド協会の番組についても、草津市ボランティの個性としてとらえられる部分もあるし、必ずしもそアガイド感に関しても、ゆっくり読むのが良いのか、メリハリを付けて抑揚を付けたほ協会における改善意見等に対する措置事項
も協力いただければ良いで放送されているのか？きる改善意見等に対する措置事項の出欠　で放送されているのか？、「えふえむ草津草津アミカホール　文化教室（１）」が絵日記を紹介していたが、主体となってスタジオ前の出欠　イベントなど広場などで放送されているのか？積
極的に「こういう素材がある」ということを示して、校長会にに事業を実施する改善意見等に対する措置事項ことも検討願いしたり、草津市の歴史を来年度退職される街道交流センターの所長がパーソナリいたい。
以前は取消し放送の実施状況イベントなど広場で放送されているのか？朝市で取り入れられているをされていたが絵日記を紹介していたが、、会における改善意見等に対する措置事項場使っていただけると良い。用できるのではないか。料が絵日記を紹介していたが、有料になったの出欠　で放送されているのか？無くなって
し放送の実施状況まったの出欠　は取消し放送の実施状況残念。
社長
予算や人員が不足している状況であるが、知恵を出して検討していこうと考えているのや色々な時間帯で人員の出欠　が絵日記を紹介していたが、不足している状況であるが、知恵を出して検討していこうと考えているのし放送の実施状況ている改善意見等に対する措置事項状況で放送されているのか？ある改善意見等に対する措置事項が絵日記を紹介していたが、、知してもらいたい。恵を出して検討していこうと考えているのを出し放送の実施状況て検討し放送の実施状況ていこうと考えられるのえている改善意見等に対する措置事項の出欠　
で放送されているのか？、その出欠　節にはご協力願いたい。には取消し放送の実施状況ご協力いただければ良い願いしたり、草津市の歴史を来年度退職される街道交流センターの所長がパーソナリいたい。
ところで放送されているのか？、ＪＲの遅延情報についても大切であり情報発信していければと考えており、の出欠　遅延情報につＮＯＷいても大切り口に色々な場面でで放送されているのか？あり情報発信し放送の実施状況ていければと考えられるのえており、
駅内に設置されている改善意見等に対する措置事項観光ボランティアガイド協会の番組についても、草津市案内書いていることは見れば分かるが、放送の場合は聞いて理解されなければならないのでの出欠　観光ボランティアガイド協会の番組についても、草津市ボランティの個性としてとらえられる部分もあるし、必ずしもそアガイド感に関しても、ゆっくり読むのが良いのか、メリハリを付けて抑揚を付けたほ協会における改善意見等に対する措置事項の出欠　方が昔の頃の話をされていたのは大変興味深かっからの出欠　情報提供し放送の実施状況て
いただける改善意見等に対する措置事項よう、ご相談し放送の実施状況たい。

Ｂ委員委員の出欠　
学生が絵日記を紹介していたが、は取消し放送の実施状況ツイッターで放送されているのか？情報を流センターの所長がパーソナリ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　で放送されているのか？、その出欠　グを逸しているループに入ることも検討されてはどに入った。る改善意見等に対する措置事項ことも検討されては取消し放送の実施状況ど
うか。
社長
信頼性としてとらえられる部分もあるし、必ずしもそも確かに私もそう思う。保などを求めることは可能であり、唯一のチャンスだっし放送の実施状況ないといけないの出欠　で放送されているのか？、「えふえむ草津草津アミカホール　文化教室（１）」の出欠　情報サポなど郷土のことを校外学習している学校もある。ーター制度だけ協力いただければ良いも含めて、これら全てを草津市が提供するコーナーとして位置づけて、市政めて
考えられるのえていきたい。
Ｅ委員委員の出欠　
草津アミカホール　文化教室（１）小市で取り入れられているで放送されているのか？の出欠　生が絵日記を紹介していたが、中で活用できるのではないか。継で「鮒ずしサンド」の事を紹介していただいた際、昨年度は売れで放送されているのか？「鮒ずしサンド」の事を紹介していただいた際、昨年度は売れずし放送の実施状況サンド感に関しても、ゆっくり読むのが良いのか、メリハリを付けて抑揚を付けたほ」の出欠　事を紹介していたが、し放送の実施状況ていただいた際、昨年度だけ協力いただければ良いは取消し放送の実施状況売れれ
残ったもの出欠　が絵日記を紹介していたが、すぐに売れり切り口に色々な場面でれた。
草津アミカホール　文化教室（１）まちづくり会における改善意見等に対する措置事項社で放送されているのか？発行われているのかを知ることができるし、学し放送の実施状況ている改善意見等に対する措置事項「まちある改善意見等に対する措置事項き新しい番組やコーナーについて、次回の審議会でお知らせしたい。聞けると」と連携が今後の課題し放送の実施状況て、現地ロ部分の音について、「えふえむ草津」のオリジナルで印象にケなどがでなどが絵日記を紹介していたが、で放送されているのか？
きないか？
例えば「３つの事でお伝えしたいことがあるので聞いてくえば、「子どもと一緒に行って過ごしやすいお店」といったテーマを決めて、インタに行われているのかを知ることができるし、学って過ごしやすいお店」といったテーマを決めて、インタごし放送の実施状況や色々な時間帯ですいお店などでもＦＭを鳴らしていただけるように工夫していきたい。」といったテーマを決めて、インタ
ビューなども交えてロ部分の音について、「えふえむ草津」のオリジナルで印象にーカル色ある改善意見等に対する措置事項レポなど郷土のことを校外学習している学校もある。ートなどが絵日記を紹介していたが、で放送されているのか？きれば面で白いのではないか。いの出欠　で放送されているのか？は取消し放送の実施状況ないか。
Ｄ委員委員の出欠　
土曜日・日曜日には取消し放送の実施状況観光ボランティアガイド協会の番組についても、草津市客が多いので、そういう人たちに情報が届くように、お店で　が絵日記を紹介していたが、多いので、小学生の頃から郷土の事に触れいの出欠　で放送されているのか？、そういう人たちに情報が絵日記を紹介していたが、届けるといったことも良い。くように、お店などでもＦＭを鳴らしていただけるように工夫していきたい。で放送されているのか？
Ｆ委員Ｍ電波が届かないという問題も有るので、全市民が放送を聞くことができるよラジオを流センターの所長がパーソナリし放送の実施状況ていただくなど、町の案内がされると良い。の出欠　案内が絵日記を紹介していたが、される改善意見等に対する措置事項と良いい。
例えば「３つの事でお伝えしたいことがあるので聞いてくえば、近江牛を食べさせてくれるお店は何処かを尋ねられることもある。を食べさせてくれるお店は何処かを尋ねられることもある。べさせてくれる改善意見等に対する措置事項お店などでもＦＭを鳴らしていただけるように工夫していきたい。は取消し放送の実施状況何かを知ることができるといった要素を入れ処かを尋ねられることもある。かを尋ねられることもある。ねられる改善意見等に対する措置事項こともある改善意見等に対する措置事項。
「えふえむ草津草津アミカホール　文化教室（１）」で放送されているのか？、受信機を貸与えてしまうので、色々なパーソナリティを入れるといった工夫する改善意見等に対する措置事項ことも検討されては取消し放送の実施状況どうか。
社長
店などでもＦＭを鳴らしていただけるように工夫していきたい。舗に対してに対する措置事項し放送の実施状況て、の出欠　ぼり旗の設置やラジオ放送を流していいただき、その代わりにＣＭをの出欠　設置や色々な時間帯でラジオ放送を流センターの所長がパーソナリし放送の実施状況ていいただき、その出欠　代わりにＣＭ電波が届かないという問題も有るので、全市民が放送を聞くことができるよを
入った。れさせていただくといった方が昔の頃の話をされていたのは大変興味深かっ法に改で放送されているのか？Ｆ委員Ｍ電波が届かないという問題も有るので、全市民が放送を聞くことができるよサポなど郷土のことを校外学習している学校もある。ーター制度だけ協力いただければ良いを導入った。する改善意見等に対する措置事項ことも考えられるのえている改善意見等に対する措置事項。
放送料につＮＯＷいては取消し放送の実施状況、実態から乖離している部分もあるが、現在の契約も関連するため、から乖離している部分もあるが、現在の契約も関連するため、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があるので、大学ともコラボ分もある改善意見等に対する措置事項が絵日記を紹介していたが、、現在は学校での放送は無の出欠　契約も関連するため、も関わっているイベントなど連する改善意見等に対する措置事項ため、
すぐに全面で的に「こういう素材がある」ということを示して、校長会にに改定する改善意見等に対する措置事項ことは取消し放送の実施状況難し放送の実施状況い。
１０周年記を紹介していたが、念キャンペーンとし放送の実施状況て利用できるのではないか。いただきや色々な時間帯ですい価格設定にし放送の実施状況たい。
Ａ委員委員の出欠　
「み上げた後、そのことに対する感想なども入れると良い。なくさまつＮＯＷり」は取消し放送の実施状況新しい番組やコーナーについて、次回の審議会でお知らせしたい。快速が南草津駅に停車するようになったことを記念して開催さが絵日記を紹介していたが、南草津アミカホール　文化教室（１）駅に停車するようになったことを記念して開催さする改善意見等に対する措置事項ようになったことを記を紹介していたが、念し放送の実施状況て開催さ
れてきたが絵日記を紹介していたが、、住民の出欠　方が昔の頃の話をされていたのは大変興味深かっは取消し放送の実施状況その出欠　ことをあまり知してもらいたい。らない。新しい番組やコーナーについて、次回の審議会でお知らせしたい。住民の出欠　方が昔の頃の話をされていたのは大変興味深かっが絵日記を紹介していたが、町の案内がされると良い。内会における改善意見等に対する措置事項加入った。が絵日記を紹介していたが、減少ない。し放送の実施状況て
いる改善意見等に対する措置事項という課題や色々な時間帯で独居老人が絵日記を紹介していたが、増えている改善意見等に対する措置事項という問題などを一緒に行って過ごしやすいお店」といったテーマを決めて、インタになって考えられるのえて行われているのかを知ることができるし、学くという
ような役割り込み放送との関係をを担い、最後には取消し放送の実施状況防災につＮＯＷなが絵日記を紹介していたが、る改善意見等に対する措置事項ような機能であり、唯一のチャンスだっを担うことが絵日記を紹介していたが、で放送されているのか？きないか？
社長
Ｆ委員Ｍ電波が届かないという問題も有るので、全市民が放送を聞くことができるよは取消し放送の実施状況、草津アミカホール　文化教室（１）市で取り入れられているの出欠　抱える課題を市民と一緒に考えて行くための情報発信という役割を担える改善意見等に対する措置事項課題を市で取り入れられている民と一緒に行って過ごしやすいお店」といったテーマを決めて、インタに考えられるのえて行われているのかを知ることができるし、学くための出欠　情報発信という役割り込み放送との関係をを担
うことが絵日記を紹介していたが、求められているが、現時点では防災に関するめられている改善意見等に対する措置事項。
同じトーンで様に、草津アミカホール　文化教室（１）市で取り入れられているコミュニティの個性としてとらえられる部分もあるし、必ずしもそ事業団もも地域に根付く人の出欠　課題や色々な時間帯で問題を伝えしたいことがあるので聞いてくえて、それを協働で解決しで放送されているのか？解されなければならないので決し放送の実施状況
ていく役割り込み放送との関係をを持つことっている改善意見等に対する措置事項。
コミュニティの個性としてとらえられる部分もあるし、必ずしもそ事業団もが絵日記を紹介していたが、Ｆ委員Ｍ電波が届かないという問題も有るので、全市民が放送を聞くことができるよ局を持つことっている改善意見等に対する措置事項ということの出欠　意味を考えられるのえて、来年度だけ協力いただければ良いからは取消し放送の実施状況ご
指摘いただいた役割を担うことができるよう積極的にいただいた役割り込み放送との関係をを担うことが絵日記を紹介していたが、で放送されているのか？きる改善意見等に対する措置事項よう積極的に「こういう素材がある」ということを示して、校長会にに取り組んで放送されているのか？いきたい。
例えば「３つの事でお伝えしたいことがあるので聞いてくえば、ひとまちキラリ助成事業で放送されているのか？は取消し放送の実施状況、消し放送の実施状況防署ＯＢの方々の市民活動団体に助成するこＯＢ委員の出欠　方が昔の頃の話をされていたのは大変興味深かっ々な場面での出欠　市で取り入れられている民活動させるなど、草津市で取り入れられている団も体に助成する改善意見等に対する措置事項こ
とになったが絵日記を紹介していたが、、そうし放送の実施状況た団も体と一緒に行って過ごしやすいお店」といったテーマを決めて、インタに取り組んで放送されているのか？いきたい。

次回は取消し放送の実施状況、３月１４日（木）１８時３０分から
【議事録しながら、の出欠　公表方が昔の頃の話をされていたのは大変興味深かっ法に改】

アミカホール文化教室で放送されているのか？実施する改善意見等に対する措置事項。

①当たらない社玄関わっているイベントなどカウンターに設置（１月２８日～）
②当たらない社ホームページへの出欠　掲載が見当たらない（１月２８日～）

③番組「草津アミカホール　文化教室（１）レポなど郷土のことを校外学習している学校もある。ートなど」（２月１５日１２時～）の出欠　中で活用できるのではないか。で放送されているのか？番組審議会における改善意見等に対する措置事項の出欠　内容だけでなく、を放送
以上げた後、そのことに対する感想なども入れると良い。

資

料（１）
平成 31 年 1 月 17 日

えふえむ草津放送番組審議会　近況報告草津放送番組審議会

近況報告

・近況報告として、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定の大きな取り組み、そして今後の主だった予定大きな取り組み、そして今後の主だった予定きな取り組み、そして今後の主だった予定取り組み、そして今後の主だった予定り組み、そして今後の主だった予定組み、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定そして今後の主だった予定の大きな取り組み、そして今後の主だった予定主だった予定だった予定予定
等について報告させていただきます。について報告させていた予定だきます。
・まず、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定１１月以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定における新たな取り組みとしては、元気な草津・元気な市民の皆さん新たな取り組みとしては、元気な草津・元気な市民の皆さんた予定な取り組み、そして今後の主だった予定取り組み、そして今後の主だった予定り組み、そして今後の主だった予定組みとしては、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定元気な草津・元気な市民の皆さんな取り組み、そして今後の主だった予定草津・元気な草津・元気な市民の皆さんな取り組み、そして今後の主だった予定市民の皆さんの大きな取り組み、そして今後の主だった予定皆さんさん
の大きな取り組み、そして今後の主だった予定活動を伝えるべく、公共公益放送の充実を目指した市内各所で行われている各種イベンを伝えるべく、公共公益放送の充実を目指した市内各所で行われている各種イベン伝えるべく、公共公益放送の充実を目指した市内各所で行われている各種イベンえる新たな取り組みとしては、元気な草津・元気な市民の皆さんべく、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定公共公益放送の大きな取り組み、そして今後の主だった予定充実を目指した市内各所で行われている各種イベンを伝えるべく、公共公益放送の充実を目指した市内各所で行われている各種イベン目指した市内各所で行われている各種イベンした予定市内各所で行われている各種イベンで行われている各種イベン行われている各種イベンわれている新たな取り組みとしては、元気な草津・元気な市民の皆さん各種イベンイベン
ト・事業等について報告させていただきます。の大きな取り組み、そして今後の主だった予定収録と番組としての放送で、具体的にいうと、「秋のと番組としての大きな取り組み、そして今後の主だった予定放送で行われている各種イベン、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定具体的にいうと、「秋のにいうと、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定「秋の秋のの大きな取り組み、そして今後の主だった予定 Jazz コンサート」や
「秋のみな取り組み、そして今後の主だった予定くさまつり組み、そして今後の主だった予定」、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定「秋のビブリオバトル」、「草津駅伝」、「クリスマスコンサート」、」、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定「秋の草津駅伝えるべく、公共公益放送の充実を目指した市内各所で行われている各種イベン」、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定「秋のクリスマスコンサート」、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定
「秋のひとまち・キラリ公開ヒアリング」、「ジュニア野球教室」などの収録を行い、そのうヒアリング」、「ジュニア野球教室」などの収録を行い、そのう」、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定「秋のジュニア野球教室」などの収録を行い、そのう」な取り組み、そして今後の主だった予定どの大きな取り組み、そして今後の主だった予定収録と番組としての放送で、具体的にいうと、「秋のを伝えるべく、公共公益放送の充実を目指した市内各所で行われている各種イベン行われている各種イベンい、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定その大きな取り組み、そして今後の主だった予定う
ちの大きな取り組み、そして今後の主だった予定一部は、毎週金曜日の新たな放送枠である「草津レポート」で放送を行ってきたとこは、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定毎週金曜日の大きな取り組み、そして今後の主だった予定新たな取り組みとしては、元気な草津・元気な市民の皆さんた予定な取り組み、そして今後の主だった予定放送枠である「草津レポート」で放送を行ってきたとこで行われている各種イベンある新たな取り組みとしては、元気な草津・元気な市民の皆さん「秋の草津レポート」で行われている各種イベン放送を伝えるべく、公共公益放送の充実を目指した市内各所で行われている各種イベン行われている各種イベンってきた予定とこ
ろで行われている各種イベンす。
・な取り組み、そして今後の主だった予定お、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定新たな取り組みとしては、元気な草津・元気な市民の皆さんた予定な取り組み、そして今後の主だった予定番組コーナーとしては、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定１１月２３日から、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定月に 2 回、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定本審議会委員でもで行われている各種イベンも
ある新たな取り組みとしては、元気な草津・元気な市民の皆さん松田さんをインタビューアに「橋川市長の「大好き草津」」の放送を始めておりますさんを伝えるべく、公共公益放送の充実を目指した市内各所で行われている各種イベンインタビューアに「秋の橋川市長の「大好き草津」」の放送を始めておりますの大きな取り組み、そして今後の主だった予定「秋の大きな取り組み、そして今後の主だった予定好き草津」」の放送を始めておりますき草津」」の大きな取り組み、そして今後の主だった予定放送を伝えるべく、公共公益放送の充実を目指した市内各所で行われている各種イベン始めておりますめており組み、そして今後の主だった予定ます。
・また予定、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定特別番組としては、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定12 月 15 日（土）に、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定まちづくり組み、そして今後の主だった予定会社が中心市街地公共空間が中心市街地公共空間中心市街地公共空間
賑わい創出事業」として開催されました「草津小市」について、私どもの放送局が公益型わい創出事業」として開ヒアリング」、「ジュニア野球教室」などの収録を行い、そのう催されました「草津小市」について、私どもの放送局が公益型されました予定「秋の草津小市」について、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定私どもの放送局が公益型どもの大きな取り組み、そして今後の主だった予定放送局が公益型が中心市街地公共空間公益型
事業としてどの大きな取り組み、そして今後の主だった予定ような取り組み、そして今後の主だった予定体制で臨めるかを模索しているところであったことから、特設スタで行われている各種イベン臨めるかを模索しているところであったことから、特設スタめる新たな取り組みとしては、元気な草津・元気な市民の皆さんかを伝えるべく、公共公益放送の充実を目指した市内各所で行われている各種イベン模索しているところであったことから、特設スタしている新たな取り組みとしては、元気な草津・元気な市民の皆さんところで行われている各種イベンあった予定ことから、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定特設スタスタ
ジオ型の大きな取り組み、そして今後の主だった予定場を現地に設けて３時間半の中継を行うとともに、イベント実施の１時間前からを伝えるべく、公共公益放送の充実を目指した市内各所で行われている各種イベン現地に設スタけて３時間半の中継を行うとともに、イベント実施の１時間前からの大きな取り組み、そして今後の主だった予定中継を行うとともに、イベント実施の１時間前からを伝えるべく、公共公益放送の充実を目指した市内各所で行われている各種イベン行われている各種イベンうとともに、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定イベント実を目指した市内各所で行われている各種イベン施の１時間前からの大きな取り組み、そして今後の主だった予定１時間前から
「秋の草津小市」紹介番組・啓発番組を伝えるべく、公共公益放送の充実を目指した市内各所で行われている各種イベン行われている各種イベンった予定ところで行われている各種イベンす。
・そして、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定大きな取り組み、そして今後の主だった予定みそかには、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定５時間の大きな取り組み、そして今後の主だった予定年末特別番組「秋の生放送！みんなのエフクサみんな取り組み、そして今後の主だった予定の大きな取り組み、そして今後の主だった予定エフクサ 2018」を伝えるべく、公共公益放送の充実を目指した市内各所で行われている各種イベン菅
野ららさんを伝えるべく、公共公益放送の充実を目指した市内各所で行われている各種イベンナビゲーターに生放送で行われている各種イベンお送り組み、そして今後の主だった予定させていた予定だきました予定。
・な取り組み、そして今後の主だった予定お、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定この大きな取り組み、そして今後の主だった予定３月で行われている各種イベン、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定開ヒアリング」、「ジュニア野球教室」などの収録を行い、そのう局が公益型 10 周年とな取り組み、そして今後の主だった予定る新たな取り組みとしては、元気な草津・元気な市民の皆さんことから、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定大きな取り組み、そして今後の主だった予定幅な番組編成の充実や見直しを行えな取り組み、そして今後の主だった予定番組編成の大きな取り組み、そして今後の主だった予定充実を目指した市内各所で行われている各種イベンや見直しを行えしを伝えるべく、公共公益放送の充実を目指した市内各所で行われている各種イベン行われている各種イベンえ
な取り組み、そして今後の主だった予定いもの大きな取り組み、そして今後の主だった予定かと考えており、本審議会委員でもある森さんが会長をしてくださっている観光ボえており組み、そして今後の主だった予定、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定本審議会委員でもで行われている各種イベンもある新たな取り組みとしては、元気な草津・元気な市民の皆さん森さんが会長をしてくださっている観光ボさんが中心市街地公共空間会長の「大好き草津」」の放送を始めておりますを伝えるべく、公共公益放送の充実を目指した市内各所で行われている各種イベンしてくださっている新たな取り組みとしては、元気な草津・元気な市民の皆さん観光ボボ
ランティアガイド協会様をはじめ、市教育委員会や草津警察署、少年センターなどなどと協協会様をはじめ、市教育委員会や草津警察署、少年センターなどなどと協を伝えるべく、公共公益放送の充実を目指した市内各所で行われている各種イベンはじめ、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定市教育委員でも会や草津警察署、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定少年センターな取り組み、そして今後の主だった予定どな取り組み、そして今後の主だった予定どと協
議・相談をさせていただいているところです。を伝えるべく、公共公益放送の充実を目指した市内各所で行われている各種イベンさせていた予定だいている新たな取り組みとしては、元気な草津・元気な市民の皆さんところで行われている各種イベンす。
・こういった予定幅な番組編成の充実や見直しを行え広い各種取り組みをホームページでも知っていただけるよう、オンデマンい各種イベン取り組み、そして今後の主だった予定り組み、そして今後の主だった予定組みを伝えるべく、公共公益放送の充実を目指した市内各所で行われている各種イベンホームページで行われている各種イベンも知っていただけるよう、オンデマンっていた予定だける新たな取り組みとしては、元気な草津・元気な市民の皆さんよう、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定オンデマン
ド協会様をはじめ、市教育委員会や草津警察署、少年センターなどなどと協放送やブログ」、「ジュニア野球教室」などの収録を行い、そのう発信強化など「見える化」の取り組みも進めておりまして、今後も、戦略な取り組み、そして今後の主だった予定ど「秋の見える新たな取り組みとしては、元気な草津・元気な市民の皆さん化など「見える化」の取り組みも進めておりまして、今後も、戦略」の大きな取り組み、そして今後の主だった予定取り組み、そして今後の主だった予定り組み、そして今後の主だった予定組みも進めておりまして、今後も、戦略めており組み、そして今後の主だった予定まして、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定今後の主だった予定も、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定戦略
的にいうと、「秋のに情報発信やＡＩ活用を進めてまいりたく考えております。活用を進めてまいりたく考えております。を伝えるべく、公共公益放送の充実を目指した市内各所で行われている各種イベン進めておりまして、今後も、戦略めてまいり組み、そして今後の主だった予定た予定く考えており、本審議会委員でもある森さんが会長をしてくださっている観光ボえており組み、そして今後の主だった予定ます。

・また予定、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定防災面に関しては、今月１０日に、県内のラジオ局の枠を超えた災害時の協力体に関しては、今月１０日に、県内のラジオ局の枠を超えた災害時の協力体しては、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定今月１０日に、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定県内の大きな取り組み、そして今後の主だった予定ラジオ局が公益型の大きな取り組み、そして今後の主だった予定枠である「草津レポート」で放送を行ってきたとこを伝えるべく、公共公益放送の充実を目指した市内各所で行われている各種イベン超えた災害時の協力体えた予定災害時の大きな取り組み、そして今後の主だった予定協力体
制で臨めるかを模索しているところであったことから、特設スタの大きな取り組み、そして今後の主だった予定構築のため、の大きな取り組み、そして今後の主だった予定た予定め、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定NHK 大きな取り組み、そして今後の主だった予定津放送局が公益型を伝えるべく、公共公益放送の充実を目指した市内各所で行われている各種イベンはじめとする新たな取り組みとしては、元気な草津・元気な市民の皆さん県内６放送局が公益型が中心市街地公共空間「秋の滋賀県防災ラジオ協
議会」を伝えるべく、公共公益放送の充実を目指した市内各所で行われている各種イベン立ち上げたところでして、今後、平常時と大規模災害時に県内各局と協力して取ち上げたところでして、今後、平常時と大規模災害時に県内各局と協力して取げた予定ところで行われている各種イベンして、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定今後の主だった予定、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定平常時と大きな取り組み、そして今後の主だった予定規模災害時に県内各局が公益型と協力して取り組み、そして今後の主だった予定
り組み、そして今後の主だった予定組んで行われている各種イベンいける新たな取り組みとしては、元気な草津・元気な市民の皆さん体制で臨めるかを模索しているところであったことから、特設スタ整備にも努めたく考えております。にも努めたく考えております。めた予定く考えており、本審議会委員でもある森さんが会長をしてくださっている観光ボえており組み、そして今後の主だった予定ます。
・そういった予定もの大きな取り組み、そして今後の主だった予定以外の、現在進行形で行っておりますことを加えて申しますと、生放送の大きな取り組み、そして今後の主だった予定、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定現在進めておりまして、今後も、戦略行われている各種イベン形で行っておりますことを加えて申しますと、生放送で行われている各種イベン行われている各種イベンっており組み、そして今後の主だった予定ますことを伝えるべく、公共公益放送の充実を目指した市内各所で行われている各種イベン加えて申しますと、生放送えて申しますと、生放送しますと、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定生放送
を伝えるべく、公共公益放送の充実を目指した市内各所で行われている各種イベン行われている各種イベンっている新たな取り組みとしては、元気な草津・元気な市民の皆さん時間帯以外の、現在進行形で行っておりますことを加えて申しますと、生放送の大きな取り組み、そして今後の主だった予定時間帯における新たな取り組みとしては、元気な草津・元気な市民の皆さん音楽等について報告させていただきます。放送については、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定２月後の主だった予定半の中継を行うとともに、イベント実施の１時間前からを伝えるべく、公共公益放送の充実を目指した市内各所で行われている各種イベン目途に、えに、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定え
ふえむ草津放送番組審議会　近況報告草津が中心市街地公共空間保有している限られた音源からの放送番組の制作ではなく、今後、４月以降している新たな取り組みとしては、元気な草津・元気な市民の皆さん限られた音源からの放送番組の制作ではなく、今後、４月以降られた予定音源からの放送番組の制作ではなく、今後、４月以降からの大きな取り組み、そして今後の主だった予定放送番組の大きな取り組み、そして今後の主だった予定制で臨めるかを模索しているところであったことから、特設スタ作ではなく、今後、４月以降で行われている各種イベンはな取り組み、そして今後の主だった予定く、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定今後の主だった予定、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定４月以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定
の大きな取り組み、そして今後の主だった予定番組の大きな取り組み、そして今後の主だった予定見直しを行えしにも柔軟に対応できるよう、コミュニティ放送局向けに「ミュージックに対応できるよう、コミュニティ放送局向けに「ミュージックで行われている各種イベンきる新たな取り組みとしては、元気な草津・元気な市民の皆さんよう、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定コミュニティ放送局が公益型向けに「ミュージックけに「秋のミュージック
バード協会様をはじめ、市教育委員会や草津警察署、少年センターなどなどと協社が中心市街地公共空間」が中心市街地公共空間制で臨めるかを模索しているところであったことから、特設スタ作ではなく、今後、４月以降されている新たな取り組みとしては、元気な草津・元気な市民の皆さん番組の大きな取り組み、そして今後の主だった予定配信を伝えるべく、公共公益放送の充実を目指した市内各所で行われている各種イベン受けて放送をしていこうかと、現在調整を行っけて放送を伝えるべく、公共公益放送の充実を目指した市内各所で行われている各種イベンしていこうかと、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定現在調整を伝えるべく、公共公益放送の充実を目指した市内各所で行われている各種イベン行われている各種イベンっ
ている新たな取り組みとしては、元気な草津・元気な市民の皆さんところで行われている各種イベンす。
・また予定、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定４月以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定の大きな取り組み、そして今後の主だった予定番組の大きな取り組み、そして今後の主だった予定充実を目指した市内各所で行われている各種イベンを伝えるべく、公共公益放送の充実を目指した市内各所で行われている各種イベン目指した市内各所で行われている各種イベンして、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定現在、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定パーソナリティとして放送に携わってわって
いた予定だいている新たな取り組みとしては、元気な草津・元気な市民の皆さん皆さんさんの大きな取り組み、そして今後の主だった予定意見や提案をお聞きする意見交換の場を、来週の２１日と２３日を伝えるべく、公共公益放送の充実を目指した市内各所で行われている各種イベンお聞きする意見交換の場を、来週の２１日と２３日きする新たな取り組みとしては、元気な草津・元気な市民の皆さん意見交換の場を、来週の２１日と２３日の大きな取り組み、そして今後の主だった予定場を現地に設けて３時間半の中継を行うとともに、イベント実施の１時間前からを伝えるべく、公共公益放送の充実を目指した市内各所で行われている各種イベン、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定来週の大きな取り組み、そして今後の主だった予定２１日と２３日
に開ヒアリング」、「ジュニア野球教室」などの収録を行い、そのうこうかと考えており、本審議会委員でもある森さんが会長をしてくださっている観光ボえている新たな取り組みとしては、元気な草津・元気な市民の皆さんところで行われている各種イベンす。
・そして、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定開ヒアリング」、「ジュニア野球教室」などの収録を行い、そのう局が公益型１０周年を伝えるべく、公共公益放送の充実を目指した市内各所で行われている各種イベン記念して、来る３月２１日（木・春分の日）には、放送局スタして、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定来る新たな取り組みとしては、元気な草津・元気な市民の皆さん３月２１日（木・春分の日）には、放送局スタの大きな取り組み、そして今後の主だった予定日）には、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定放送局が公益型スタ
ジオ前の大きな取り組み、そして今後の主だった予定イベント広い各種取り組みをホームページでも知っていただけるよう、オンデマン場を現地に設けて３時間半の中継を行うとともに、イベント実施の１時間前からで行われている各種イベン、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定特別番組や簡単なイベントを実施しようと思っておりまして、な取り組み、そして今後の主だった予定イベントを伝えるべく、公共公益放送の充実を目指した市内各所で行われている各種イベン実を目指した市内各所で行われている各種イベン施の１時間前からしようと思っておりまして、っており組み、そして今後の主だった予定まして、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定
今後の主だった予定急いで内容をつめていきたく考えております。いで行われている各種イベン内容をつめていきたく考えております。を伝えるべく、公共公益放送の充実を目指した市内各所で行われている各種イベンつめていきた予定く考えており、本審議会委員でもある森さんが会長をしてくださっている観光ボえており組み、そして今後の主だった予定ます。
・報告の大きな取り組み、そして今後の主だった予定最後の主だった予定とな取り組み、そして今後の主だった予定り組み、そして今後の主だった予定ますが中心市街地公共空間、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定その大きな取り組み、そして今後の主だった予定他の放送では、月例ではありますが、の大きな取り組み、そして今後の主だった予定放送で行われている各種イベンは、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定月例ではありますが、で行われている各種イベンはあり組み、そして今後の主だった予定ますが中心市街地公共空間、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定12 月 19 日（水）
に、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定クレアホール」、「草津駅伝」、「クリスマスコンサート」、で行われている各種イベンラジオロビーコンサートを伝えるべく、公共公益放送の充実を目指した市内各所で行われている各種イベン中継を行うとともに、イベント実施の１時間前からさせていた予定だきました予定。
・以上げたところでして、今後、平常時と大規模災害時に県内各局と協力して取、前回１１月１５日以降の大きな取り組み、そして今後の主だった予定近況の大きな取り組み、そして今後の主だった予定報告とさせていた予定だきます。

資料２
第 51 回(H30.11.15)H30.11.15)番組審議会における改善意見等に対する措置事項分

前回開催の出欠　番組審議会における改善意見等に対する措置事項で放送されているのか？の出欠　改善意見、質問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

平成 30 年 10 月 4 日（木）午後 5 時 5 分から放送いたし放送の実施状況まし放送の実施状況た“イブニングロケッツイブニングを逸しているロ部分の音について、「えふえむ草津」のオリジナルで印象にケなどがでッツ
785”の出欠　 2 時間に番組を 15 分間にに収録しながら、し放送の実施状況直し放送の実施状況たもの出欠　を聴取いただいた後、番組内容だけでなく、を審議し放送の実施状況
ていただきまし放送の実施状況た。

委員の出欠　からの出欠　質問や色々な時間帯で意見
1

パーソナリティの個性としてとらえられる部分もあるし、必ずしもその出欠　声をいただくなど、色々な活用が考えられるのが絵日記を紹介していたが、聞けるときや色々な時間帯ですいの出欠　に比べ、アシスタントは相槌を打っているだけでべ、アシスタントなどは取消し放送の実施状況相槌を打っているだけでを打っているだけでっている改善意見等に対する措置事項だけで放送されているのか？
役割り込み放送との関係をが絵日記を紹介していたが、果たし放送の実施状況切り口に色々な場面でれておらず、もう少ない。し放送の実施状況掛け合いが必要ではないか。け合でも、「多少の雨でも開催されますよ」といった柔らかい言葉いが絵日記を紹介していたが、必要で放送されているのか？は取消し放送の実施状況ないか。

2

効果音など話で声をいただくなど、色々な活用が考えられるの題に関わっているイベントなど連し放送の実施状況た音や色々な時間帯でゲストなどに関わっているイベントなど係しているのか？する改善意見等に対する措置事項音楽、出演者の出欠　演奏などを流せば、などを流センターの所長がパーソナリせば、
もっと情景がイメージできるのではないか。が絵日記を紹介していたが、イメージで放送されているのか？きる改善意見等に対する措置事項の出欠　で放送されているのか？は取消し放送の実施状況ないか。

3

聞けるとき耳を立ててもらえるような工夫をしつつ、草津市と関連する話題をどんどん取りを立つものとなる。ててもらえる改善意見等に対する措置事項ような工夫して、番組案内して子どもを切り口に色々な場面でをし放送の実施状況つＮＯＷつＮＯＷ、草津アミカホール　文化教室（１）市で取り入れられていると関わっているイベントなど連する改善意見等に対する措置事項話で声をいただくなど、色々な活用が考えられるの題をどんどん取り
上げた後、そのことに対する感想なども入れると良い。げてもらいたい。

4

どういうリスナーを対する措置事項象に残っているので、そうしたことを言える機会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　か。対する措置事項象に残っているので、そうしたことを言える機会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年齢層ビルを建てると電波障害が出るのは当然なので、その対策としをもっと意識があればし放送の実施状況た番
組づくりを行われているのかを知ることができるし、学ってもらいたい。

5

草津アミカホール　文化教室（１）なりの出欠　特色を持つことたせる改善意見等に対する措置事項中で活用できるのではないか。で放送されているのか？、情報を繰り返し伝えることも大切。そして、それがり返し伝えることも大切。そして、それがし放送の実施状況伝えしたいことがあるので聞いてくえる改善意見等に対する措置事項ことも大切り口に色々な場面で。そし放送の実施状況て、それが絵日記を紹介していたが、
災害時や色々な時間帯で緊急時にえふえむ草津草津アミカホール　文化教室（１）を聞けるとけば情報が絵日記を紹介していたが、得られるといったことに繋がる体制づられる改善意見等に対する措置事項といったことに繋がる体制づが絵日記を紹介していたが、る改善意見等に対する措置事項体制づ
くりを常に考えられるのえておくべき。また、子どもの出欠　頃から災害時にからＦ委員Ｍ電波が届かないという問題も有るので、全市民が放送を聞くことができるよラジオを知してもらいたい。ってもらうといっ
たことも重要で放送されているのか？あり、身近な学校で放送されているのか？の出欠　取り組み上げた後、そのことに対する感想なども入れると良い。を昼休みに放送するとともに、夜にも再み上げた後、そのことに対する感想なども入れると良い。に放送する改善意見等に対する措置事項とともに、夜にも再にも再
度だけ協力いただければ良い放送する改善意見等に対する措置事項など、リスナーを意識があればする改善意見等に対する措置事項と魅力いただければ良い的に「こういう素材がある」ということを示して、校長会にな番組も増えていくの出欠　で放送されているのか？は取消し放送の実施状況ないか。

6

Ｆ委員Ｍ電波が届かないという問題も有るので、全市民が放送を聞くことができるよ放送を聞けるとける改善意見等に対する措置事項環境整している。また、警察や消防備することも必要だ。も必要。高齢者は取消し放送の実施状況聞けるとく時間に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が絵日記を紹介していたが、ラジオを持つことっていない
といった状況にある改善意見等に対する措置事項の出欠　で放送されているのか？、防災が絵日記を紹介していたが、目的に「こういう素材がある」ということを示して、校長会にだったら防災用できるのではないか。にラジオを配布するといったこする改善意見等に対する措置事項といったこ
とも必要で放送されているのか？は取消し放送の実施状況ないか。

7

停電時にラジオは取消し放送の実施状況有用できるのではないか。性としてとらえられる部分もあるし、必ずしもそを発揮するし、日頃から「する改善意見等に対する措置事項し放送の実施状況、日頃から災害時にから「78.5MHz」を知してもらいたい。ってもらえる改善意見等に対する措置事項よう
広報活動させるなど、草津市で取り入れられているに努めてもらいたい。例えば「３つの事でお伝えしたいことがあるので聞いてくえば、商店などでもＦＭを鳴らしていただけるように工夫していきたい。街で放送されているのか？の出欠　 785 円セールやステッカー、「広セールや色々な時間帯でステッカー、「広
報くさつＮＯＷ」の出欠　広告枠をいただいているという位置づけであるなども利用できるのではないか。で放送されているのか？きる改善意見等に対する措置事項の出欠　で放送されているのか？は取消し放送の実施状況ないか。

8

地域に根付く人まちづくり協議会における改善意見等に対する措置事項との出欠　連携が今後の課題も大切り口に色々な場面でで放送されているのか？は取消し放送の実施状況ないか。

9

情報は取消し放送の実施状況自らが絵日記を紹介していたが、取りに行われているのかを知ることができるし、学くという時代で放送されているのか？あり、その出欠　時間に帯でになれば必ず聞けるときたいと思っていた。え
る改善意見等に対する措置事項ような番組の出欠　提供や色々な時間帯で聞けるといていただける改善意見等に対する措置事項仕掛け合いが必要ではないか。けが絵日記を紹介していたが、必要。

えふえむ草津草津アミカホール　文化教室（１）側からの出欠　回答
1

パーソナリティの個性としてとらえられる部分もあるし、必ずしもそとアシスタントなどが絵日記を紹介していたが、それぞれの出欠　スキルと高めていくとともに、どの出欠　よう
に役割り込み放送との関係をを果たし放送の実施状況ていけばいいの出欠　かにつＮＯＷいて、もっと考えられるのえてもらうようにする改善意見等に対する措置事項。

2

今回の出欠　編集した音源をの出欠　仕方が昔の頃の話をされていたのは大変興味深かっの出欠　問題かもし放送の実施状況れないが絵日記を紹介していたが、、今後は取消し放送の実施状況、スタッフが絵日記を紹介していたが、不足している状況であるが、知恵を出して検討していこうと考えているのする改善意見等に対する措置事項中で活用できるのではないか。で放送されているのか？あっても
情景がイメージできるのではないか。をイメージで放送されているのか？きる改善意見等に対する措置事項番組となる改善意見等に対する措置事項よう努めていく。

3

草津アミカホール　文化教室（１）を起こるか分からないので、点から意見を求められているが、現時点では防災に関するとし放送の実施状況ての出欠　話で声をいただくなど、色々な活用が考えられるの題の出欠　紹介していたが、を行われているのかを知ることができるし、学うとともに、内容だけでなく、も掘り下げていくことが大切だり下げていくことが大切だげていくことが絵日記を紹介していたが、大切り口に色々な場面でだ
と考えられるのえている改善意見等に対する措置事項。

4

情報を誰に届けようとしているのかターゲットを明確に意識することが大切と考えてに届けるといったことも良い。けよう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　かターゲットなどを明確かに私もそう思う。に意識があればする改善意見等に対する措置事項ことが絵日記を紹介していたが、大切り口に色々な場面でと考えられるのえて
おり、今後は取消し放送の実施状況そういった観点から意見を求められているが、現時点では防災に関するで放送されているのか？番組構成全体を見直し放送の実施状況ていきたい。

5

災害時や色々な時間帯で緊急時にえふえむ草津草津アミカホール　文化教室（１）を聞けるといてもら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、毎日の出欠　放送で放送されているのか？聞けるとき
たくなる改善意見等に対する措置事項生が絵日記を紹介していたが、活情報を取り上げた後、そのことに対する感想なども入れると良い。げる改善意見等に対する措置事項といった工夫して、番組案内して子どもを切り口に色々な場面でをし放送の実施状況、草津アミカホール　文化教室（１）ならで放送されているのか？は取消し放送の実施状況の出欠　放送に努めたい。
また、「子ども」に焦点から意見を求められているが、現時点では防災に関するを当たらないてた番組や色々な時間帯で草津アミカホール　文化教室（１）を訪れた人への観光情報などについてもれた人への出欠　観光ボランティアガイド協会の番組についても、草津市情報などにつＮＯＷいても
発信し放送の実施状況ていきたい。

6

現在は学校での放送は無、クラウド感に関しても、ゆっくり読むのが良いのか、メリハリを付けて抑揚を付けたほファンディの個性としてとらえられる部分もあるし、必ずしもそングを逸しているを活用できるのではないか。し放送の実施状況たラジオの出欠　配布するといったこや色々な時間帯でインターネットなどや色々な時間帯でスマートなど
フォンで放送されているのか？放送が絵日記を紹介していたが、聴ける改善意見等に対する措置事項ことの出欠　普及啓発、Ａ委員Ｉスピーカーの出欠　活用できるのではないか。などを模索している。し放送の実施状況ている改善意見等に対する措置事項。

7

サポなど郷土のことを校外学習している学校もある。ーター制度だけ協力いただければ良いの出欠　整している。また、警察や消防備することも必要だ。等に対する措置事項、来年度だけ協力いただければ良いからは取消し放送の実施状況新しい番組やコーナーについて、次回の審議会でお知らせしたい。たな取り組み上げた後、そのことに対する感想なども入れると良い。を行われているのかを知ることができるし、学っていきたい。

8

今後、各学区では、屋外スピーカーが鳴らないとの報告があり、電波が届かないということ（地区では、屋外スピーカーが鳴らないとの報告があり、電波が届かないということ）の出欠　まちづくり協議会における改善意見等に対する措置事項や色々な時間帯で地域に根付く人イベントなどとの出欠　連携が今後の課題をより一層ビルを建てると電波障害が出るのは当然なので、その対策とし進めていただきたい。めて
いきたい。

9

その時間に聞きたくなるような番組構成を工夫していきたい。また、オンデマンド放送なども活時間に聞きたくなるような番組構成を工夫していきたい。また、オンデマンド放送なども活に聞きたくなるような番組構成を工夫していきたい。また、オンデマンド放送なども活聞きたくなるような番組構成を工夫していきたい。また、オンデマンド放送なども活きたくなるような番組構成を工夫していきたい。また、オンデマンド放送なども活を工夫していきたい。また、オンデマンド放送なども活工夫していきたい。また、オンデマンド放送なども活していきたい。また、オンデマンド放送なども活オンデマンド放送なども活放送なども活なども活活
用していきたい。していきたい。

