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飛び降り自殺か 小５男児転落死 東村山のマンション

2010年12月1日

朝日

朝刊

29 ４２０ 事件・事故

小５男児転落死 飛び降り自殺か

2010年12月1日

産経

朝刊

24 ４２０ 事件・事故

「いじめの事実ない」東村山市教委、小５自殺で

2010年12月1日

東京

朝刊

26 ４２０ 事件・事故

東村山・小５転落死 市教委に動揺 両親「理由、思い当たらない」

2010年12月1日

毎日

朝刊

21 ４２０ 事件・事故

男児転落死 原因なお不明 校長「クラスでも明るい子」

2010年12月1日

読売

朝刊

33 ４２０ 事件・事故

第２４回東村山市青少年善行表彰

2010年12月1日

市報ひがしむらやま

1 ７４０ 社会教育

カメラニュース １０年後の東村山を考えよう！「第４次総合計画」、「第４次行財政
2010年12月1日
改革大綱」について語る会を開催しました

市報ひがしむらやま

6 ２３０ 市政方針・計画

民生委員・児童委員（老人相談員）、主任児童委員が改選されました

2010年12月1日

市報ひがしむらやま

2 ３８０ 社会福祉

２００９年政治資金 国会議員の収入一覧 衆議員（東京）、参議院

2010年12月7日

東京

朝刊

ノロウイルス園児が集団感染

2010年12月7日

東京

朝刊

24 ３５０ 衛生・医療

無作為抽出の市民が討議 １２日 東村山が初開催

2010年12月7日

読売

朝刊

29 ２００ 市政一般

訃報 大谷藤郎さん

2010年12月9日

朝日

朝刊

39 ３５１ ハンセン病

大谷藤郎氏

2010年12月9日

産経

朝刊

25 ３５１ ハンセン病

ハンセン病で尽力 大谷藤郎さん死去

2010年12月9日

東京

夕刊

9 ３５１ ハンセン病

大谷藤郎さん死去 ハンセン病で尽力

2010年12月9日

毎日

朝刊

29 ３５１ ハンセン病

大谷藤郎氏死去 ハンセン病問題解決に尽力

2010年12月9日

読売

朝刊

34 ３５１ ハンセン病

全国中学生人権作文コンテスト東京都大会 優秀賞 （佐野基 田中沙紀）

2010年12月11日

東京

朝刊

蓮舫氏、衆院くら替えに含み

2010年12月15日

産経

朝刊

東村山

20-21 ２８０ 国や都の行財政

19-20 ７２０ 中学校
5 ２８０ 国や都の行財政
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自治会フォーラムの開催

2010年12月15日

市報ひがしむらやま

1 ３４０ 自治会

平成２２年１２月定例市議会 市長所信表明（要旨）

2010年12月15日

市報ひがしむらやま

2 ２６０ 市議会

新秋津駅第２駐輪場が閉鎖となります

2010年12月15日

市報ひがしむらやま

2 ６２０ 交通・通信

スポーツセンター屋内プール改修工事についての説明会を開催します

2010年12月15日

市報ひがしむらやま

2 ２４０ 市民施設

平成２２年度納税標語が決まりました

2010年12月15日

市報ひがしむらやま

2 ２５０ 財政・税務

青少年の健全育成をはかるために １８５ 人と人をつなぐ言葉

2010年12月15日

市報ひがしむらやま

3 ７００ 教育一般

平成２１年度 決算の概要

2010年12月15日

市報ひがしむらやま

4-5 ２５０ 財政・税務

財政健全化法に基づく東村山市の財政指標

2010年12月15日

市報ひがしむらやま

6 ２５０ 財政・税務

平成２２年度上半期 ４月１日～９月３０日の財政状況

2010年12月15日

市報ひがしむらやま

6 ２５０ 財政・税務

ビジネスＴＡＭＡ 「七福神めぐり」日本酒 来月のイベントにちなみ販売

2010年12月16日

読売

朝刊

32 ５９０ 商工業

削減か維持か 市町村議の数 統一地方選を控える市町村議会の定数削減状況 2010年12月17日

朝日

朝刊

29 ２６０ 市議会

緑茶成分で感染を予防 この冬どうする？ インフルエンザ対策

2010年12月17日

産経

朝刊

22 ３５０ 衛生・医療

ＡＰＥＣ警備協力 防犯協会に感謝状 東村山

2010年12月18日

読売

朝刊

32 ４１０ 警察

東京ＮＥＷＳ２０１０ ３ 民主防戦の参院選 民意「漂流」第三極が乱立

2010年12月21日

東京

朝刊

20 ２８０ 国や都の行財政

議会だより ２０日 東村山

2010年12月21日

読売

朝刊

35 ２６０ 市議会

高齢者叙勲（１月１日） 伊藤綏之氏

2010年12月22日

読売

朝刊

32 ０１０ 叙位叙勲

多摩ＹＰＣコンテスト 最優秀賞に宮森さん 最優秀賞「農家の店先」宮森義雄さん 2010年12月22日

読売

朝刊

32 ８２０ 映画・演劇・写真

タクシーと衝突、オートバイの男性死亡

2010年12月23日

朝日

朝刊

35 ４３０ 交通事故

転回中のタクシー衝突、バイクの男性死亡

2010年12月23日

産経

朝刊

21 ４３０ 交通事故

小平でバイクの男性死亡

2010年12月23日

東京

朝刊

20 ４３０ 交通事故

見出し
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タクシーと衝突死亡

2010年12月23日

読売

朝刊

22 ４３０ 交通事故

東国原氏 都知事選へ 出馬意向固める

2010年12月27日

毎日

朝刊

取材メモから ２０１０警視庁 ４ 年金機構の入札情報漏洩 仕事一筋、すべて
失った

2010年12月28日

朝日

朝刊

東国原氏が都知事選出馬検討本格化

2010年12月28日

産経

朝刊

民主「予想超す逆風」 統一選 危機感 名刺「党名隠し」 票奪い合いも

2010年12月28日

読売

朝刊

25 ２７０ 選挙

市町村職員 給与水準下がる ラスパイレス指数 平均０．７減の１０１．１に

2010年12月31日

読売

朝刊

27 ２１０ 市職員

東村山市長選 歯科医が出馬意向

2010年12月31日

読売

朝刊

31 ２７０ 選挙

1 ２８０ 国や都の行財政
27 ４２０ 事件・事故
5 ２８０ 国や都の行財政

