
       番組            小浜市    町 高浜町         若狭町上中                  
 月  日 月  月  日 火  月  日 水  月  日 木  月  日 金  月  日 土  月  日 日 

 

 
     小浜 若狭 高浜  

    情報 文字      
     小浜 若狭 高浜  

    情報 文字      
     小浜 若狭 高浜  

    情報 文字      
     小浜 若狭 高浜  
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     小浜 若狭 高浜  
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     小浜 若狭 高浜  
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     特別放送
     防災番組  本 
     制作    

     特別放送
     防災番組  本 
     制作    

     特別放送
     防災番組  本 
     制作    

             広域放送              広域放送              広域放送     
               広域放送 
                  

  

    

 

          放送 各市町          放送 各市町          放送 各市町  

 
       水位情報 降水         水位情報 降水         水位情報 降水             情報＜文字＞          情報＜文字＞          情報＜文字＞          放送 各市町   

  

     特別放送
                番組
     ※ 時間  分

                
                

    年前      放送
         

     特別放送
                番組
     ※ 時間  分

                
                

    年前      放送
         

     特別放送
                番組
     ※ 時間  分

                
                

    年前      放送
         

             広域放送              広域放送              広域放送           情報＜文字＞

  

    

 

          放送 各市町          放送 各市町          放送 各市町 
    
                 広域放送 
                   

 

 
           情報＜文字＞          情報＜文字＞          情報＜文字＞   
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           放送 各市町   

 

          放送 各市町          放送 各市町          放送 各市町 
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     水位情報 降水         水位情報 降水         水位情報 降水         水位情報 降水    

  

    

 

 
             広域放送              広域放送              広域放送 

          情報＜文字＞

 

 
    

           放送 各市町          放送 各市町          放送 各市町   

           情報 文字          情報 文字          情報 文字   

  

 
      特別放送
         花火大会

      特別放送
         花火大会

      特別放送
         花火大会

          情報
       制作 福井     

          情報
       制作 福井     

          情報
       制作 福井     

          情報
       制作 福井     

 

  
    

  
      特別放送
     防災番組  本 
     制作    

      特別放送
     防災番組  本 
     制作    

      特別放送
     防災番組  本 
     制作    

          情報
       制作 丹南     

          情報
       制作 丹南     

          情報
       制作 丹南     

          情報
       制作 丹南     

  

    

  

 
          情報
       制作 嶺南     

          情報
       制作 嶺南     

          情報
       制作 嶺南     

          情報
       制作 嶺南     

 

  
        水位情報 降水          水位情報 降水          水位情報 降水      

  
      特別番組案内 
        日～  日

      特別番組案内 
        日～  日

      特別番組案内 
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         ＜文字＞

           情報
         ＜文字＞

           情報
         ＜文字＞

           情報
         ＜文字＞

  

    

  

 

      特別放送
                番組
     ※ 時間  分

                
                

    年前      放送
         

      特別放送
                番組
     ※ 時間  分

                
                

    年前      放送
         

      特別放送
                番組
     ※ 時間  分

                
                

    年前      放送
         

              広域放送               広域放送               広域放送      
                 広域放送 
                   

 

  
    

            放送 各市町           放送 各市町           放送 各市町   

            情報＜文字＞           情報＜文字＞           情報＜文字＞           放送 各市町   
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          情報
        ＜文字＞
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        ＜文字＞
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              広域放送               広域放送               広域放送      

                 広域放送 
                   

 

  
    

  
      特別放送
     防災番組  本 
     制作    

      特別放送
     防災番組  本 
     制作    

      特別放送
     防災番組  本 
     制作    

          放送 各市町           放送 各市町           放送 各市町   

            情報＜文字＞           情報＜文字＞           情報＜文字＞           放送 各市町   

  

 
          情報
       制作 福井     

          情報
       制作 福井     

          情報
       制作 福井     

          情報
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        水位情報 降水          水位情報 降水          水位情報 降水      
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                番組
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    年前      放送
         

      特別放送
                番組
     ※ 時間  分

                
                

    年前      放送
         

      特別放送
         花火大会
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       放送案内

          情報
       制作 嶺南     

          情報
       制作 嶺南     

          情報
       制作 嶺南     
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       制作 嶺南     

 

  
    

  
初回              
             広域放送 

初回              
             広域放送 

初回                
             広域放送 

           情報
         ＜文字＞
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         ＜文字＞

  

    

  

           放送 各市町           放送 各市町           放送 各市町 

初回                 
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                 広域放送 
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              広域放送               広域放送               広域放送 
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          放送 各市町           放送 各市町           放送 各市町 
     
                 広域放送 
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 都合   番組編成 変           了承下   

 広域放送 更新  平日 毎日 初回放送      最終翌日      計  回  一週間        土曜更新 初回放送      最終翌日      計  回

     放送 更新  若狭町上中 高浜町   月曜        木曜         小浜市    町   火曜        金曜       


