東村山に関する新聞記事ＩＮＤＥＸ ２０１１年３月分
ここに掲載されている記事は、切り抜きをファイルし、中央図書館に保管しています。
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夕刊
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松沢氏都知事選出馬へ

2011年3月1日

東京

松沢氏、都知事選出馬へ 神奈川県知事 きょう正式表明

2011年3月1日

読売

グリーンバス停留所の位置が移動します

2011年3月1日

市報ひがしむらやま

2 ６２０ 交通・通信

東村山市個人情報保護審議会の市民委員が決定しました

2011年3月1日

市報ひがしむらやま

2 ２００ 市政一般

東村山の伊達直人さん

2011年3月1日

市報ひがしむらやま

2 ３８０ 社会福祉

朝刊

1 ２８０ 国や都の行財政
39 ２８０ 国や都の行財政

２０１１統一地方選＠東京 松沢・神奈川県知事が都知事選出馬表明 首都圏か
2011年3月2日
ら変革 石原氏は「同志」

朝日

朝刊

27 ２８０ 国や都の行財政

統一選２０１１ 松沢氏、都知事選出馬表明

2011年3月2日

産経

朝刊

2 ２８０ 国や都の行財政

統一選２０１１ 自民「石原出馬」固執 都知事選 元・民主松沢氏に拒否反応

2011年3月2日

産経

朝刊

23 ２８０ 国や都の行財政

統一選２０１１ 「首都圏連合で恩返し」 松沢氏、転身へ強い決意

2011年3月2日

産経

朝刊

26 ２８０ 国や都の行財政

首都圏混戦 松沢氏が都知事選出馬 松沢氏「首都圏から日本変える」 石原氏
2011年3月2日
「後継」名言避ける

東京

朝刊

1 ２８０ 国や都の行財政

１１都知事選 松沢氏が出馬表明 有権者、期待と戸惑い 「首都圏から日本再
生」 松沢氏一問一答

2011年3月2日

東京

朝刊

22 ２８０ 国や都の行財政

こちら特捜部 都知事選は出世か 松沢氏 神奈川からくら替え

2011年3月2日

東京

朝刊

24 ２８０ 国や都の行財政

２０１１都知事選 松沢さん出馬表明 民主 歓迎と拒絶

2011年3月2日

東京

朝刊

27 ２８０ 国や都の行財政

都知事選 松沢氏出馬表明 神奈川県知事 「首都圏連合強化を」

2011年3月2日

毎日

朝刊

24 ２８０ 国や都の行財政

松沢氏「日本再生を」 都知事選 石原氏には電話で伝える

2011年3月2日

読売

朝刊

38 ２８０ 国や都の行財政

ドクター・中松氏 都知事選立候補へ

2011年3月2日

朝日

朝刊

38 ２８０ 国や都の行財政

見出し
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社説 都知事選 有権者の選択広げよ

2011年3月3日

東京

朝刊

野火止用水 流域市長がサミット 今秋 都県境越え連携へ

2011年3月3日

東京

朝刊

２０１１都知事選 渡辺美樹氏事務所開き

2011年3月3日

東京

よみうり風景写真コンテスト 多摩地区から６人入選 「手古舞出番です」（横山宣
2011年3月3日
明さん）

読売

朝刊

35 ８２０ 映画・演劇・写真

自民「石原さん一本」 民主はメド立たず 都知事選で注目される人たち

2011年3月3日

読売

朝刊

38 ２８０ 国や都の行財政

都知事選 動けぬ民主 蓮ホウ氏気乗り薄 連合には不満も

2011年3月4日

朝日

朝刊

4 ２８０ 国や都の行財政

ドクター・中松氏 出馬を正式表明 知事選

2011年3月4日

朝刊

29 ２８０ 国や都の行財政

渡辺氏が事務所開き 小池氏支持者ら会見

2011年3月4日

朝日

朝刊

29 ２８０ 国や都の行財政

都知事選立候補 丸山議員が検討

2011年3月4日

朝日

朝刊

38 ２８０ 国や都の行財政

渡辺氏「弱者に奉仕したい」

2011年3月4日

産経

朝刊

25 ２８０ 国や都の行財政

ドクター・中松氏 都知事選出馬へ

2011年3月4日

産経

朝刊

28 ２８０ 国や都の行財政

２０１１都知事選 ドクター・中松氏 無所属出馬表明へ

2011年3月4日

東京

朝刊

30 ２８０ 国や都の行財政

ドクター・中松氏 都知事選出馬表明

2011年3月4日

毎日

朝刊

29 ２８０ 国や都の行財政

石原氏 ４選不出馬 都知事選 自民に意向伝達

2011年3月4日

読売

朝刊

1 ２８０ 国や都の行財政

「本命」不出馬に困惑 自民 候補白紙に 民主相乗り論も 都知事選

2011年3月4日

読売

朝刊

2 ２８０ 国や都の行財政

統一選２０１１ 自民のシナリオ狂う 石原都知事不出馬 「父の説得失敗」幹事長
2011年3月4日
に批判

読売

朝刊

4 ２８０ 国や都の行財政

決戦 統一選２０１１ 「この時点で不出馬とは」 石原氏表明 声落とす都議 ドク
2011年3月4日
ター・中松氏立候補正式表明

読売

朝刊

38 ２８０ 国や都の行財政

全生園で陶芸３０年 高山さん初の個展 後遺症乗り越え ６日まで

読売

朝刊

35 ３５１ ハンセン病

2011年3月4日

朝日

夕刊

5 ２８０ 国や都の行財政
26 ６４０ 河川・湖
8 ２８０ 国や都の行財政

見出し
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廃材でぬくもり 手作りおもちゃ 東村山の「とんぼ工房」で安く販売 サポーターズ
2011年3月5日
活躍、木工教室も

朝日

朝刊

29 ３２０ 消費者

石原知事に４選出馬要請 自民都連など

2011年3月5日

朝日

朝刊

29 ２８０ 国や都の行財政

統一選２０１１ “大物”続々 石原詣で 都知事選 民主は候補擁立難航

2011年3月5日

産経

朝刊

25 ２８０ 国や都の行財政

石原知事「辞めるから･･･」

2011年3月5日

産経

朝刊

26 ２８０ 国や都の行財政

石原知事会見ファイル ４選出馬へ要請相次ぐ

2011年3月5日

東京

朝刊

26 ２８０ 国や都の行財政

２０１１都知事選 イベントで「来年からやめる」 石原知事引退示唆

2011年3月5日

東京

朝刊

30 ２８０ 国や都の行財政

１１統一選 石原氏に出馬要請相次ぐ

2011年3月5日

毎日

朝刊

27 ２８０ 国や都の行財政

豊島の製餡会社 労災隠しの疑い

2011年3月5日

産経

朝刊

25 ３６０ 労働

労災報告怠った疑い 食品会社など書類送検

2011年3月5日

読売

朝刊

33 ３６０ 労働

強制わいせつ容疑で逮捕の係長懲戒免職 東村山市が処分

2011年3月5日

朝日

朝刊

29 ２１０ 市職員

強制わいせつの係長を懲戒免職 東村山市

2011年3月5日

東京

朝刊

26 ２１０ 市職員

通勤途中に痴漢 ４０歳係長を免職 東村山市

2011年3月5日

毎日

朝刊

27 ２１０ 市職員

東村山市の係長 痴漢で懲戒免職

2011年3月5日

読売

朝刊

33 ２１０ 市職員

知事選予定者招き１７日に公開討論会 １０日までテーマ募る

2011年3月7日

朝日

朝刊

29 ２８０ 国や都の行財政

２０１１都知事選 東国原氏まだ沈黙

2011年3月7日

東京

朝刊

28 ２８０ 国や都の行財政

たま人 ｔａｍａａｂｉｔｏ 派手な衣装 踊って快感 高齢者のダンスチームを率いて１
2011年3月7日
０年 安藤栄子さん

読売

朝刊

33 ８４０ 趣味・娯楽

決戦 統一選２０１１ 民主、渡辺氏支援を検討 都知事選 独自候補擁立を断念 2011年3月7日
か
都知事選 東国原氏出馬へ 山田・創新党党首 松沢氏支援へ
2011年3月8日

読売

朝刊

38 ２８０ 国や都の行財政

朝日

朝刊

39 ２８０ 国や都の行財政

２０１１統一地方選 「築地問題」思惑外れ 都議会 民主に離脱者、可決へ

朝日

朝刊

38 ２８０ 国や都の行財政

2011年3月9日

見出し
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都知事選 東国原氏「１４日以降に」 石原氏不出馬は変わらず

2011年3月9日

産経

朝刊

26 ２８０ 国や都の行財政

こちら特捜部 東京の顔えらび さて誰を

2011年3月9日

東京

朝刊

24-25 ２８０ 国や都の行財政

１１統一選 民主公認 辞退する候補続々 他党くら替えや無所属に

2011年3月9日

毎日

朝刊

23 ２８０ 国や都の行財政

自民、石原氏へ要請継続 都知事選まで１ヵ月 民主は擁立難航

2011年3月9日

毎日

朝刊

28 ２８０ 国や都の行財政

スキャナー ＳＣＡＮＮＥＲ 都知事選 「石原不在」見えぬ構図 迫る告示 混戦か
2011年3月9日
「後継者」松沢氏？渡辺氏？それとも猪瀬氏？

読売

朝刊

3 ２８０ 国や都の行財政

育てた小麦でうどん打ったよ！

2011年3月9日

読売

朝刊

32 ７３０ 幼稚園

校長にいす投げ骨折させた疑い 元東村山高校教諭を逮捕

2011年3月10日

朝日

朝刊

35 ４２０ 事件・事故

校長を暴行容疑 元都立高教諭逮捕

2011年3月10日

産経

朝刊

23 ４２０ 事件・事故

校長殴った疑い 元高校教諭逮捕 東村山署

2011年3月10日

東京

朝刊

24 ４２０ 事件・事故

勤務先の校長 椅子でけがをさせる 元教諭を暴行と傷害容疑で逮捕

2011年3月10日

毎日

朝刊

25 ４２０ 事件・事故

校長への傷害容疑 逮捕

2011年3月10日

読売

朝刊

33 ４２０ 事件・事故

統一選２０１１ 都知事選 定まらぬ構図 政策置き去り 民主は擁立断念

2011年3月10日

産経

朝刊

26 ２８０ 国や都の行財政

２０１１統一地方選 議会力 議員の賛否 非公開 都内６２市区町村のうち５１議
2011年3月10日
会

朝日

朝刊

35 ２６０ 市議会

知事選 松沢氏が重点１０項目 「受動喫煙防止」訴え

2011年3月10日

朝日

朝刊

35 ２８０ 国や都の行財政

知事選に立候補予定 渡辺氏の不動産一時差し押さえ

2011年3月10日

朝日

朝刊

35 ２８０ 国や都の行財政

「世界では屋内禁煙」東京でも条例化公約 都知事選出馬予定の松沢氏

2011年3月10日

朝日

朝刊

38 ２８０ 国や都の行財政

「電気自動車社会に」 松沢氏、都知事選で公約

2011年3月10日

東京

朝刊

28 ２８０ 国や都の行財政

１１地方選 乱気流 東国原氏１４日出馬表明 都知事選 東京タワーで会見

2011年3月10日

毎日

朝刊

28 ２８０ 国や都の行財政

１１地方選 乱気流 民主、独自候補困難に 都知事選 支援方針も定まらず

2011年3月10日

毎日

夕刊

11 ２８０ 国や都の行財政

見出し
働く意義 中学生に語る 日本ＩＢＭ最高顧問が講演
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2011年3月10日

読売

朝刊

32 ７２０ 中学校

議会と首長 意識に差 本紙アンケート 議会の「首長チェック機能」「十分に果た
2011年3月10日
している」議長８４％、首長３１％

読売

朝刊

33 ２６０ 市議会

２０１１統一地方選＠東京 知事選予定・小池氏 福祉・雇用など公約 築地移転
2011年3月11日
中止も

朝日

朝刊

29 ２８０ 国や都の行財政

都知事選で民主 独自候補を断念

2011年3月11日

朝日

朝刊

38 ２８０ 国や都の行財政

石原氏「懊悩している」 都知事選 きょう進退表明

2011年3月11日

産経

朝刊

1 ２８０ 国や都の行財政

都知事選 高福祉政策を提唱 小池氏、「築地」移転は撤回

2011年3月11日

産経

朝刊

23 ２８０ 国や都の行財政

石原知事一問一答 「気力も体力もない。発想力はある」

2011年3月11日

産経

朝刊

26 ２８０ 国や都の行財政

２０１１都知事選 福祉優先と雇用創出 小池さんが公約発表

2011年3月11日

東京

朝刊

30 ２８０ 国や都の行財政

１１地方選 乱気流 民主、独自候補を断念 都知事選 党推薦も見送り

2011年3月11日

毎日

朝刊

28 ２８０ 国や都の行財政

石原氏 ４選出馬へ 都知事選 午後に表明

2011年3月11日

毎日

決戦 統一選２０１１ 首都の陣 急転 石原氏４選出馬へ 自民「良かった」 民
主「驚いた」

2011年3月11日

読売

朝刊

19 ２８０ 国や都の行財政

石原知事 ４選へ出馬表明 都議会 歓迎と批判 石原知事演説（要旨）

2011年3月12日

朝日

朝刊

14 ２８０ 国や都の行財政

石原都知事 出馬を表明 引退方針から一転

2011年3月12日

朝日

朝刊

17 ２８０ 国や都の行財政

「都の顔」「多選は問題」 石原知事４選出馬 歓迎と注文

2011年3月12日

産経

朝刊

16 ２８０ 国や都の行財政

石原知事 ４選出馬 「都政停滞の混乱危惧」 都知事選、一転最終決断

2011年3月12日

産経

朝刊

17 ２８０ 国や都の行財政

石原氏知事選出馬へ

2011年3月12日

東京

朝刊

8 ２８０ 国や都の行財政

２０１１都知事選 再び「最後のご奉公」 石原氏出馬表明 都知事選出馬表明の
2011年3月12日
全文

東京

朝刊

28 ２８０ 国や都の行財政

石原都知事４選出馬 引退意向撤回 「身命を賭す」

東京

朝刊

32 ２８０ 国や都の行財政

2011年3月12日

夕刊

1 ２８０ 国や都の行財政

見出し
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石原氏出馬表明 「心身衰え」と弱音も 迷った末の最終決断

2011年3月12日

毎日

朝刊

24 ２８０ 国や都の行財政

東京都知事選 石原知事が出馬表明 ４選めざし「逡巡したが決心」

2011年3月12日

毎日

朝刊

26 ２８０ 国や都の行財政

石原知事 正式出馬表明 「身命賭し最後のご奉公」

2011年3月12日

読売

朝刊

16 ２８０ 国や都の行財政

きょうから輪番停電 東電「来月末まで」

2011年3月14日

朝日

朝刊

1 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

１４日の輪番停電の予定地域（東電発表）

2011年3月14日

朝日

朝刊

20 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

東電の情報 二転三転 鉄道会社・自治体に苦情 １４日計画停電が予定されて
2011年3月14日
いた主な地域（東電発表）

朝日

輪番停電 暮らしに支障 １４日の停電エリア

2011年3月14日

産経

東日本大震災 東電実施一部見送り 鉄道・都心行き半数運休 鉄道除外を要請
2011年3月14日
国交相「安全運行が困難」

毎日

夕刊

1 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

東電計画停電グループ一覧

2011年3月14日

毎日

夕刊

6 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

停電 家庭の備えは 東電が発表した１４日の停電エリア（午前５時現在）

2011年3月14日

読売

夕刊

12 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

輪番停電 きょうの予定

2011年3月14日

読売

朝刊

17 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

輪番停電 生活を直撃 想定される１４日の主な停電エリア（東電発表）

2011年3月14日

読売

朝刊

24 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

計画停電 東電が開始 １時間強 一部被災地も

2011年3月15日

朝日

朝刊

1 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

計画停電の時間割り

2011年3月15日

朝日

朝刊

4 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

２０１１統一地方選＠東京 石原氏・松沢氏、同席会見

2011年3月15日

朝日

朝刊

18 ２８０ 国や都の行財政

松沢氏 出馬撤回 都知事選、石原氏と調整

2011年3月15日

朝日

朝刊

21 ２８０ 国や都の行財政

松沢氏、都知事選出馬を断念

2011年3月15日

産経

朝刊

4 ２８０ 国や都の行財政

松沢氏出馬断念で都知事 「首都圏連合推進 公約に」

2011年3月15日

産経

朝刊

21 ２８０ 国や都の行財政

１１都知事選 「後味の悪い選挙」 松沢氏不出馬で知事

2011年3月15日

東京

朝刊

16 ２８０ 国や都の行財政

夕刊
朝刊

3 ６３０ 電気・ガス・エネルギー
5 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

見出し

掲載日

掲載紙
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分類

都知事選 松沢氏出馬辞退へ 東国原氏が出馬断念へ

2011年3月15日

東京

朝刊

29 ２８０ 国や都の行財政

都知事選 松沢氏 出馬取りやめ 石原氏との争い避ける

2011年3月15日

毎日

朝刊

21 ２８０ 国や都の行財政

計画停電わが家はいつ？ １５～１８日の計画停電の時間割

2011年3月15日

産経

朝刊

26 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

きょう計画停電が予定されている地域

2011年3月15日

毎日

計画停電１都８県で 東電発表 １５日のエリア

2011年3月15日

読売

平成２３年３月定例市議会 市長施政方針説明

2011年3月15日

市報ひがしむらやま

1 ２３０ 市政方針・計画

平成２３年度予算（案）の概要

2011年3月15日

市報ひがしむらやま

2 ２５０ 財政・税務

武蔵大和駅のエレベーターが完成します

2011年3月15日

市報ひがしむらやま

3 ６２０ 交通・通信

４月１０日（日） 東京都知事選挙 ４月２４日（日）市議会議員・市長選挙

2011年3月15日

市報ひがしむらやま

4 ２７０ 選挙

東京陸軍少年通信兵学校跡地を市文化財に指定しました

2011年3月15日

市報ひがしむらやま

7 ９４０ 史蹟・文化財

さくらまつりで春を楽しみませんか

2011年3月15日

市報ひがしむらやま

8 ０６０ 動物・植物

夕刊
朝刊

7 ６３０ 電気・ガス・エネルギー
32 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

オピニオン イチから分かる東京都知事 桁違いの予算持つトップ 石原氏らが出
2011年3月16日
馬表明

産経

朝刊

12 ２８０ 国や都の行財政

計画停電「鉄道は除外」東電が合意 １５～１８日の計画停電の時間割り

2011年3月16日

産経

朝刊

9 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

計画停電実施時の多摩地区市町村の対応

2011年3月16日

産経

朝刊

21 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

計画停電 グループと時間割

2011年3月16日

東京

朝刊

17 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

東電きょうの計画停電

2011年3月16日

毎日

朝刊

4 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

東京電力計画停電 グループ分け（残りの地域）

2011年3月16日

毎日

朝刊

20 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

東電、計画停電実施 午前２グループ 需要次第で２回目も

2011年3月16日

毎日

計画停電 時間帯は日替わり

2011年3月16日

読売

朝刊

25 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

計画停電 影響世帯さらに拡大へ １７～２１日の計画停電の時間割

2011年3月17日

産経

朝刊

9 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

夕刊

3 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

見出し

掲載日

掲載紙
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分類

計画停電時の対象区市町村の対応

2011年3月17日

産経

朝刊

21 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

「どのグループなんだ」東日本大震災計画停電 情報食い違い混乱

2011年3月17日

東京

朝刊

16 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

計画停電 グループと時間割

2011年3月17日

東京

朝刊

17 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

東電きょうの計画停電 東電、３日目実施

2011年3月17日

毎日

朝刊

5 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

計画停電４日目に 東電 被災地除く全世帯対象

2011年3月17日

毎日

計画停電グループ分け

2011年3月17日

読売

朝刊

25 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

２０１１年公示地価 主な都市主要地点 東京

2011年3月18日

朝日

朝刊

22 ５２０ 土地

平成２３年 多摩地区の地価公示標準値価格

2011年3月18日

産経

朝刊

20 ５２０ 土地

都内の地価 １４地点、上昇に転じる 多摩地区 稲城などで回復傾向

2011年3月18日

東京

朝刊

16 ５２０ 土地

１１年地価公示特集 東京圏の沿線別駅周辺住宅地の公示価格例

2011年3月18日

毎日

朝刊

17-19 ５２０ 土地

地価公示 ３年連続で下落 ２．０％減 率は大幅縮小 東村山市

2011年3月18日

毎日

朝刊

21-22 ５２０ 土地

２０１１年公示地価

2011年3月18日

読売

朝刊

20-22 ５２０ 土地

計画停電 需要逼迫 「綱渡り供給」 １８～２４日の計画停電の時間割

2011年3月18日

産経

朝刊

9 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

計画停電時の対象区市町村の対応

2011年3月18日

産経

朝刊

21 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

４選目指す石原氏 千葉県知事が支持

2011年3月18日

産経

朝刊

23 ２８０ 国や都の行財政

東電 きょうの計画停電

2011年3月18日

毎日

朝刊

8 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

東日本大震災 足立区、大型病院も計画停電で混乱相次ぐ 断水２２７０戸、濁水
2011年3月18日
１０万戸 都水道局 １６日の計画停電で 東村山市

毎日

朝刊

計画停電 東電 連日の「２巡目」 なお大規模停電の恐れ

2011年3月18日

毎日

計画停電グループ分け

2011年3月18日

読売

朝刊

25 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

都内の統一選 予定通り実施

2011年3月18日

朝日

朝刊

25 ２８０ 国や都の行財政

夕刊

夕刊

3 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

23 ６５０ 上下水道
2 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

見出し

掲載日

掲載紙
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分類

渡辺氏の支援を民主都連が検討 都知事選

2011年3月19日

朝日

朝刊

25 ２８０ 国や都の行財政

石原氏が優勢 都知事選 態度未定は６割

2011年3月19日

東京

朝刊

3 ２８０ 国や都の行財政

「節電に強制力必要」 計画停電、自治体は３連休も対応 計画停電時の区市町
2011年3月19日
村問い合わせ先

産経

朝刊

21 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

「制約もある」「防災論争を」 都知事選候補者

2011年3月19日

東京

東京電力の計画停電のスケジュール 東電 計画停電きょう見送り

2011年3月19日

毎日

計画停電見送り 実施後初

2011年3月19日

毎日

計画停電グループ分け

2011年3月19日

読売

朝刊

23 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

都内の公示地価 下

2011年3月19日

読売

朝刊

22 ５２０ 土地

郵便局強盗容疑で男逮捕

2011年3月20日

東京

朝刊

16 ４２０ 事件・事故

郵便局強盗容疑で逮捕

2011年3月20日

読売

朝刊

23 ４２０ 事件・事故

計画停電グループ分け

2011年3月20日

読売

朝刊

22 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

石原氏は防災服 選挙カー自粛へ 知事選へ事務所開き

2011年3月21日

朝日

朝刊

25 ２８０ 国や都の行財政

１１都知事選 石原氏が事務所開き

2011年3月21日

東京

朝刊

16 ２８０ 国や都の行財政

都議会自・公 石原氏推薦へ

2011年3月21日

読売

朝刊

25 ２８０ 国や都の行財政

東国原氏出馬へ 都知事選、きょう正式表明

2011年3月22日

産経

朝刊

21 ２８０ 国や都の行財政

東国原氏が出馬 都知事選、きょう正式表明

2011年3月22日

東京

朝刊

1 ２８０ 国や都の行財政

東久留米 開場式で黙とう きょうまで創美流華道展

2011年3月21日

東京

朝刊

東京電力の計画停電のスケジュール 東電計画停電きょうも回避か

2011年3月21日

毎日

朝刊

3 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

計画停電グループ分け

2011年3月21日

読売

朝刊

25 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

計画停電「不公平」の声 グループ間で世帯数２倍差 計画停電の時間割り

2011年3月22日

朝日

朝刊

29 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

夕刊
朝刊
夕刊

6 ２８０ 国や都の行財政
8 ６３０ 電気・ガス・エネルギー
2 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

16 ８４０ 趣味・娯楽

見出し

掲載日

掲載紙
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分類

計画停電時 区市町村の問い合わせ先

2011年3月22日

産経

朝刊

20 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

計画停電きょう再開 東京電力の計画停電時間割り

2011年3月22日

東京

朝刊

20 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

東京電力の計画停電のスケジュール 計画停電きょう再開 東電 企業活動活発
2011年3月22日
化見込み

毎日

朝刊

6 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

４日ぶり計画停電 グループを細分化

2011年3月22日

毎日

計画停電グループ分け

2011年3月22日

読売

朝刊

23 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

東京、三重知事選 候補者擁立を断念 減税日本

2011年3月22日

読売

朝刊

29 ２８０ 国や都の行財政

東国原氏、出馬表明へ 都知事選

2011年3月22日

読売

朝刊

29 ２８０ 国や都の行財政

２０１１統一地方選 １２知事選 あす告示 東国原氏 都知事選出馬を表明 都
知事選独自候補民主が正式に断念

2011年3月23日

朝日

朝刊

4 ２８０ 国や都の行財政

２０１１統一地方選＠東京 都知事選あす告示 石原氏に新顔挑む 東国原氏会
2011年3月23日
見 渡辺氏が公約発表

朝日

朝刊

25 ２８０ 国や都の行財政

都知事選、民主は自主投票

2011年3月23日

産経

朝刊

4 ２８０ 国や都の行財政

都知事選あす告示 「防災」争点に急浮上

2011年3月23日

産経

朝刊

20 ２８０ 国や都の行財政

統一選２０１１ 東国原氏 都知事選に正式表明 「日本の元気 東京から」

2011年3月23日

産経

朝刊

21 ２８０ 国や都の行財政

２０１１と知事選 「超・後出し」で出そろう 東国原さん出馬表明 異例ずくめ選挙 2011年3月23日

東京

朝刊

20 ２８０ 国や都の行財政

１１都知事選 「都政に経営力を」渡辺さん公約発表 防災対策を柱に 「震災予
防宣言」を発表 小池さんが追加公約

2011年3月23日

東京

朝刊

16 ２８０ 国や都の行財政

知事選あす告示 統一選 ３県２０市町村延期

2011年3月23日

毎日

朝刊

4 ２８０ 国や都の行財政

１１統一選 現職に４新人ら挑む 知事選あす告示 災害対策どう訴える

2011年3月23日

毎日

朝刊

21 ２８０ 国や都の行財政

１１統一地方選 乱気流 東京都知事選 東国原氏が出馬表明

2011年3月23日

毎日

朝刊

23 ２８０ 国や都の行財政

統一選２０１１ 出馬表明、鉄器亜 土壇場まで 知事選あす告示 前哨戦から波
2011年3月23日
乱含み

読売

朝刊

23 ２８０ 国や都の行財政

夕刊

1 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

見出し

掲載日

掲載紙
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分類

東国原氏が出馬正式表明 都知事選 五輪誘致中止など公約

2011年3月23日

読売

朝刊

29 ２８０ 国や都の行財政

東京電力の計画停電の時間割り

2011年3月23日

東京

朝刊

20 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

東京電力の計画停電スケジュール 計画停電 東電きょう午前見送り ２グループ
2011年3月23日
午後は実施の方針

毎日

朝刊

7 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

計画停電グループ分け

2011年3月23日

読売

朝刊

22 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

多摩連合読売会が新小１に防犯ブザー

2011年3月23日

読売

朝刊

22 ７１０ 小学校

多摩ＹＰＣコンテスト 最優秀賞に横山さん 最優秀賞 横山宣明さん

2011年3月23日

読売

朝刊

22 ８２０ 映画・演劇・写真

フル稼働阻む計画停電 品薄解消へ頑張る食品工場 製造工程途中で止められ
2011年3月23日
ず 休日返上、品目絞り増産

読売

朝刊

23 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

都議会民主は渡辺氏を支援 自公会派は石原氏推薦

2011年3月24日

朝日

朝刊

4 ２８０ 国や都の行財政

２０１１統一地方選＠東京 都知事選きょう告示 主な利候補者予定者の訴え

2011年3月24日

朝日

朝刊

25 ２８０ 国や都の行財政

公明、都知事選で石原氏推薦

2011年3月24日

産経

朝刊

4 ２８０ 国や都の行財政

統一地方選２０１１ １２都道県知事選きょう告示 与野党対決 ２道県のみ

2011年3月24日

産経

朝刊

4 ２８０ 国や都の行財政

都知事選きょう告示 都議会民主は渡辺氏 選挙人名簿登録者数

2011年3月24日

産経

朝刊

20 ２８０ 国や都の行財政

統一地方選 １２知事選きょう告示 各候補震災対策掲げる

2011年3月24日

東京

朝刊

3 ２８０ 国や都の行財政

１１都知事選 各陣営かく戦う 都議会民主 渡辺さん支援 自民・公明は石原さ
ん推薦

2011年3月24日

東京

朝刊

16 ２８０ 国や都の行財政

首都防災 誰に 地方選まず１２知事選告示 都知事選利候補者（届け出順）

2011年3月24日

東京

夕刊

1 ２８０ 国や都の行財政

１２知事選告示 民自対決は３都道県 関東地方の知事選立候補者（届け出順）
東京

2011年3月24日

東京

夕刊

2 ２８０ 国や都の行財政

東京都知事選 主な立候補者はこんな人（キャッチフレーズ、重点政策、人物紹
介）

2011年3月24日

東京

夕刊

3 ２８０ 国や都の行財政

見出し

掲載日

掲載紙

朝夕刊 ページ
夕刊

分類

２０１１都知事選 有権者の声 暮らしの安全守る力は 候補者街へ

2011年3月24日

東京

１１統一地方選 乱気流 党首「第一声」見送り 共産除き きょう知事選告示

2011年3月24日

毎日

朝刊

4 ２８０ 国や都の行財政

１１統一選 １０人が出馬意思示す 知事選 きょう告示 主な陣営幹部に聞く

2011年3月24日

毎日

朝刊

21 ２８０ 国や都の行財政

「原発」「防災」も争点 統一選スタート １２知事選告示 石原都政１２年を問う

2011年3月24日

毎日

夕刊

1 ２８０ 国や都の行財政

各知事選の情勢 東京都知事選 無党派層奪い合い 各候補知名度勝負に

2011年3月24日

毎日

夕刊

4 ２８０ 国や都の行財政

統一選２０１１ 石原氏に新人挑む構図 きょう告示 都議会民主渡辺氏を支援

2011年3月24日

読売

都知事選候補「防災」訴え 統一選スタート 選挙カー自粛、黙祷も

2011年3月24日

読売

金町浄水場 水道水から放射性物質 乳児のミルク困った

2011年3月24日

朝日

東村山浄水場測定地追加へ

2011年3月24日

東京

計画停電 午前見送り ２３区除外に不公平感

2011年3月24日

朝日

朝刊

28 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

東京電力の計画停電時間割

2011年3月24日

東京

朝刊

20 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

東京電力の計画停電のスケジュール 東京電力の計画停電 きょうは夕方

2011年3月24日

毎日

朝刊

7 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

計画停電 第１グループ実施 午前や２巡目見送り

2011年3月24日

毎日

第２～４グループ実施せず きょうの計画停電

2011年3月24日

読売

朝刊

25 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

停電 ごみ処理遅れる 焼却追いつかず滞留 １６市町村 減量化、住民に訴え

2011年3月24日

読売

朝刊

25 ３１０ 環境・公害

統一選スタート 知事選も原発焦点

2011年3月25日

朝日

朝刊

4 ２８０ 国や都の行財政

都知事選スタート 主な候補者 初日の訴え 知事選候補者一覧

2011年3月25日

朝日

朝刊

25 ２８０ 国や都の行財政

朝刊
夕刊
朝刊
夕刊

夕刊

10 ２８０ 国や都の行財政

24 ２８０ 国や都の行財政
10 ２８０ 国や都の行財政
25 ６５０ 上下水道
1 ６５０ 上下水道

3 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

見出し

掲載日

掲載紙

朝夕刊 ページ

分類

１２知事選告示、都は１１人出馬 統一選 新たに３１選挙延期

2011年3月25日

産経

朝刊

1 ２８０ 国や都の行財政

統一選２０１１ “第一声”自粛 異例の選挙戦

2011年3月25日

産経

朝刊

4 ２８０ 国や都の行財政

統一地方選２０１１ 都知事選１１人が立候補 震災犠牲者に黙祷、街宣も控えめ 2011年3月25日

産経

朝刊

24 ２８０ 国や都の行財政

知事選 東京１１人 神奈川４人

2011年3月25日

東京

朝刊

1 ２８０ 国や都の行財政

統一選 政党色さらに薄く １２知事選に３９人 知事選立候補者（届け出順）

2011年3月25日

東京

朝刊

4 ２８０ 国や都の行財政

社説 どうする東京のかたち 都知事選告示

2011年3月25日

東京

朝刊

7 ２８０ 国や都の行財政

１１都知事選告示 １０６９万票の行方は 都知事選駆け歩き 都知事選立候補者
2011年3月25日
（左上から届出順） 主な候補の第一声

東京

朝刊

16 ２８０ 国や都の行財政

都知事トリビア 権限、歴史、実態探る 主な５候補の経歴（右から届け出順）「短
2011年3月25日
命」首相より存在感

東京

朝刊

17 ２８０ 国や都の行財政

２０１１統一地方選 選挙戦術様変わり

2011年3月25日

東京

朝刊

22 ２８０ 国や都の行財政

１１統一地方選 乱気流 １２知事選告示 知事選候補者 東京

2011年3月25日

毎日

朝刊

4 ２８０ 国や都の行財政

１１統一選 選挙人名簿登録者数発表 過去最高１０６８万９３９５人

2011年3月25日

毎日

朝刊

20 ２８０ 国や都の行財政

１１統一選 「都政安定」か「世代交代」か 知事選告示 １１人が立候補 主要候
2011年3月25日
補５人の第一声

毎日

朝刊

21 ２８０ 国や都の行財政

「非常時」の統一選 地域防災で論戦 知事選立候補者

2011年3月25日

読売

朝刊

6-7 ２８０ 国や都の行財政

首都の顔 １１人の争い 震災配慮 静かに訴え 知事選告示 主要候補の動き

2011年3月25日

読売

朝刊

24-25 ２８０ 国や都の行財政

禁止区域でマッサージ店営業

2011年3月25日

東京

朝刊

16 ４２０ 事件・事故

きょうも夕方まで回避 計画停電細分化「２５」発表へ 東京電力の計画停電時間
2011年3月25日
割り

東京

朝刊

20 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

東京電力の計画停電のスケジュール

2011年3月25日

毎日

朝刊

7 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

計画停電 「４月末終了は困難」

2011年3月25日

毎日

夕刊

3 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

見出し

掲載日

掲載紙

朝夕刊 ページ

分類

「第２」以外は実施せず きょうの計画停電

2011年3月25日

読売

朝刊

25 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

計画停電の時間割り ２６日以降のグループ分け 計画停電

2011年3月26日

朝日

朝刊

5 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

計画停電グループと時間割

2011年3月26日

東京

朝刊

6 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

東京電力の計画停電のスケジュール グループ分け変更なし 第１～第５グルー
2011年3月26日
プさらにＡ～Ｅ５分割

毎日

朝刊

20 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

計画停電 ２５地域に細分化

2011年3月26日

産経

朝刊

8 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

東京電力の計画停電のスケジュール 東電 計画停電週末見送り ２６、２７日
終日回避は５日ぶり

2011年3月26日

毎日

朝刊

23 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

きょう・あす停電見送り

2011年3月26日

読売

朝刊

25 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

計画停電の新グループ分け Ｑ＆Ａ 停電グループ、なぜ見直し？ 不公平感の
解消狙う

2011年3月26日

読売

朝刊

28 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

２０１１都知事選 素顔の候補者 １ 渡辺美樹さん 政界進出の陰に母の死 選
2011年3月26日
挙駆け歩き

東京

朝刊

20 ２８０ 国や都の行財政

都知事選 主な候補者の横顔

2011年3月26日

朝日

朝刊

24 ２８０ 国や都の行財政

統一選２０１１ 震災配慮 選挙戦様変わり 知事選 選挙カー自粛／連呼・パ
フォーマンスも遠慮気味

2011年3月26日

産経

朝刊

20 ２８０ 国や都の行財政

知事選 主な候補者の横顔 １ 渡辺美樹氏 無新 経営感覚武器に都政挑戦

2011年3月26日

産経

朝刊

20 ２８０ 国や都の行財政

２０１１統一地方選＠東京 候補者「防災」に重点 知事選 音量抑えて訴え

2011年3月27日

朝日

朝刊

26 ２８０ 国や都の行財政

統一地方選２０１１ 震災選挙も民主に逆風 被災地救援・原発事故で不手際

2011年3月27日

産経

朝刊

4 ２８０ 国や都の行財政

都知事選 東国原氏は知名度生かす

2011年3月27日

産経

朝刊

20 ２８０ 国や都の行財政

２０１１都知事選 素顔の候補者 ２ 石原慎太郎さん（７８） あの地震で出馬宿
命と 選挙駆け歩き

2011年3月27日

東京

朝刊

16 ２８０ 国や都の行財政

見出し
主な知事選候補者の横顔 １ （届け出順） 渡辺美樹氏 ５１ 無新

掲載日

掲載紙

朝夕刊 ページ

分類

2011年3月27日

毎日

朝刊

19 ２８０ 国や都の行財政

都知事選２０１１ 主な候補者の横顔 １ 渡辺美樹さん 無新 「ありがとう」集め
2011年3月27日
たい

読売

朝刊

23 ２８０ 国や都の行財政

計画停電 対象外エリア広域に 鉄道への送電確保などで 多摩地区の計画停
電グループ分け

2011年3月27日

東京

朝刊

16 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

計画停電 今日も見送りへ 東京電力の計画停電時間割

2011年3月27日

東京

朝刊

20 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

停電 きょうも見送りの予定

2011年3月27日

読売

朝刊

23 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

計画停電の時間割り 午前は第２「ＡＢＣ」 計画停電、細分化し実施

2011年3月28日

朝日

朝刊

5 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

計画停電 第２のＡ、Ｂ、Ｃから

2011年3月28日

産経

朝刊

8 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

計画停電 細分化一部 きょう実施

2011年3月28日

東京

朝刊

20 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

きょうの計画停電（東京電力２７日発表）

2011年3月28日

毎日

朝刊

21 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

東京電力の計画停電スケジュール 計画停電 対象地域を細分化 ２５グループ
2011年3月28日
に きょうから実施

毎日

朝刊

23 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

第４、５以外は見送り 計画停電

2011年3月28日

読売

朝刊

25 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

２０１１統一地方選＠東京 知事選主要候補 新顔は「反対」「検討」 築地移転
「推進」は現職だけ

2011年3月28日

朝日

朝刊

26 ２８０ 国や都の行財政

統一選２０１１ 舌戦控えめ、事務所は節電 都知事選 異例の選挙サンデー

2011年3月28日

産経

朝刊

22 ２８０ 国や都の行財政

２０１１都知事選 素顔の候補者 ３ ドクター・中松さん 政治は見えない発明 選
2011年3月28日
挙駆け歩き

東京

朝刊

16 ２８０ 国や都の行財政

主な知事選候補者の横顔 ２ （届け出順） 石原慎太郎氏 ７８ 無新

2011年3月28日

毎日

朝刊

21 ２８０ 国や都の行財政

都知事選２０１１ 主な候補者の横顔 ２ 石原慎太郎さん ７８ 無現 引退一転
2011年3月28日
「これは宿命」

読売

朝刊

25 ２８０ 国や都の行財政

自粛ムードで静かな選挙戦 知事選

2011年3月28日

読売

朝刊

25 ２８０ 国や都の行財政

計画停電の時間割り きょうの計画停電見送り

2011年3月29日

朝日

朝刊

5 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

見出し

掲載日

掲載紙

朝夕刊 ページ

分類

計画停電 きょう見送り 平日初

2011年3月29日

産経

朝刊

8 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

東京電力の計画停電時間割

2011年3月29日

東京

朝刊

20 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

きょうの計画停電（東京電力２８日発表）

2011年3月29日

毎日

朝刊

22 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

東京電力の計画停電スケジュール 東京電力 計画停電きょう見送り 平日初
気温上昇で需要抑制

2011年3月29日

毎日

朝刊

25 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

停電 全グループ見送り

2011年3月29日

読売

朝刊

25 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

２０１１統一地方選＠東京 知事選主な新顔 新銀行に厳しい評価 現職は再建
に期待

2011年3月29日

朝日

朝刊

24 ２８０ 国や都の行財政

知事選 主な候補者の横顔 ２ 石原慎太郎氏 無現 美学に反し「政治家」優先 2011年3月29日

産経

朝刊

22 ２８０ 国や都の行財政

２０１１都知事選 素顔の候補者 ４ 東国原英夫さん 徒手空挙で奇跡起こす

2011年3月29日

東京

朝刊

16 ２８０ 国や都の行財政

主な知事選候補者の横顔 ３ （届け出順） ドクター・中松氏 ８２ 無新

2011年3月29日

毎日

朝刊

23 ２８０ 国や都の行財政

都知事選２０１１ 主な候補者の横顔 ３ ドクター・中松さん ８２ 無新 知性と笑
2011年3月29日
い 挑戦５度目

読売

朝刊

25 ２８０ 国や都の行財政

東京都人事（４月１日付）

2011年3月29日

東京

朝刊

17 ２８０ 国や都の行財政

議会だより ２８日 東村山市

2011年3月29日

読売

朝刊

25 ２６０ 市議会

計画停電 きょうも見送り

2011年3月30日

朝日

朝刊

5 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

計画停電きょうも見送り 東京電力の計画停電時間割り

2011年3月30日

東京

朝刊

24 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

きょうの計画停電（東京電力２９日発表）

2011年3月30日

毎日

朝刊

24 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

東京電力の計画停電スケジュール きょう計画停電中止

2011年3月30日

毎日

朝刊

27 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

停電きょうも見送り予定

2011年3月30日

読売

朝刊

25 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

東京消防庁人事（４月１日付）

2011年3月30日

朝日

朝刊

24 ４５０ 消防・防災

見出し

掲載日

掲載紙

朝夕刊 ページ

分類

２９９６人が異動 東京消防庁

2011年3月30日

東京

朝刊

20 ４５０ 消防・防災

２０１１統一地方選＠東京 知事選主要候補 五輪招致、賛否割れる

2011年3月30日

朝日

朝刊

24 ２８０ 国や都の行財政

知事選 主な候補者の横顔 ３ ドクター・中松氏 無新 「資質満たすのは私だ
け」

2011年3月30日

産経

朝刊

20 ２８０ 国や都の行財政

２０１１都知事選 素顔の候補者 ５ 小池晃さん 都政の「病気」治したい

2011年3月30日

東京

朝刊

20 ２８０ 国や都の行財政

２０１１都知事選 私の首都像 上 震災編

2011年3月30日

東京

朝刊

28 ２８０ 国や都の行財政

主な知事選候補者の横顔 ４ （届け出順） 東国原英夫氏 ５３ 無新

2011年3月30日

毎日

朝刊

25 ２８０ 国や都の行財政

都知事選２０１１ 主な候補者の横顔 ４ 東国原英夫さん ５３ 無新 閉塞感の
2011年3月30日
打破 東京でも

読売

朝刊

25 ２８０ 国や都の行財政

東村山の中学校でチャリティー演奏会

2011年3月30日

読売

朝刊

25 ７２０ 中学校

計画停電の時間割り 計画停電きょうも見送り ３日連続

2011年3月31日

朝日

朝刊

32 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

きょうも計画停電なし 東京電力の計画停電時間割

2011年3月31日

東京

朝刊

20 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

きょうの計画停電（東京電力３０日発表）

2011年3月31日

毎日

朝刊

22 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

東京電力の計画停電スケジュール 計画停電 ３日連続終日見送り

2011年3月31日

毎日

朝刊

25 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

停電きょうも見送り 多摩地域

2011年3月31日

読売

朝刊

25 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

明日をひらく絵画 第２９回上野の森美術館大賞展 入選 小林由佳（東村山市） 2011年3月31日

産経

朝刊

18 ８１２ 音楽・美術

２０１１統一地方選＠東京 選管、停電にピリピリ 都知事選の期日前投票

2011年3月31日

朝日

朝刊

28 ２８０ 国や都の行財政

統一選２０１１ 「新しい戦略で防災」 石原知事がフォーラム

2011年3月31日

産経

朝刊

22 ２８０ 国や都の行財政

知事選 主な候補者の横顔 ４ 東国原英夫氏 無新 「東京ミラクル」起こす

2011年3月31日

産経

朝刊

22 ２８０ 国や都の行財政

１１都知事選 啓発 節電で「待った」 公告キャンセルに危機感 選管「関心上が
2011年3月31日
らない」

東京

朝刊

16 ２８０ 国や都の行財政

２０１１都知事選 私の首都像 下 各論編

東京

朝刊

24 ２８０ 国や都の行財政

2011年3月31日

見出し

掲載日

掲載紙

朝夕刊 ページ

分類

主な候補者の横顔 ５ （届け出順） 小池晃氏 ５０ 無新

2011年3月31日

毎日

朝刊

22 ２８０ 国や都の行財政

知事選 主な５候補者アンケート １ 届け出順

2011年3月31日

毎日

朝刊

23 ２８０ 国や都の行財政

都知事選２０１１ 主な候補者の横顔 ５ 小池晃さん ５０ 無新（共産推薦） 「弱
2011年3月31日
者を救う」思い新た

読売

朝刊

25 ２８０ 国や都の行財政

東京消防庁人事（４月１日）

2011年3月31日

毎日

朝刊

22 ４５０ 消防・防災

八王子市の一部 ４０００世帯発表漏れ 金町浄水場の放射性物質問題

2011年3月31日

毎日

朝刊

22 ６５０ 上下水道

企業探訪 いなせ 映像、アニメで粋な企画

2011年3月31日

読売

朝刊

24 ５９０ 商工業

都道建設事業許可取り消し請求棄却

2011年3月31日

読売

朝刊

25 ６１０ 道路・都市計画

