東村山に関する新聞記事ＩＮＤＥＸ ２０１２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。
見出し

掲載日

地方自治を問う ２０１２年予算から ➀２６市の「借金」８３５１億円 多摩地区 地 2012年3月1日
方債残高

掲載紙

朝夕刊

読売

朝刊

東村山防災フェアの開催 東日本大震災の教訓から ３・１１以降、市が取り組ん 2012年3月1日
市報ひがしむらやま
できたこと ３・１１後の１年間を振り返って

ページ

分類

33頁 ２５０ 財政・税務
1頁 ４６０ 災害・防災

「都市計画公園・緑地の整備方針」を改定しました

2012年3月1日

市報ひがしむらやま

2頁 ６８０ 緑化

情報公開・運営審議会の市民委員が決定しました

2012年3月1日

市報ひがしむらやま

2頁 ２００ 市制一般

４０施設の電力 供給先PPSに来月から東村山市

2012年3月3日

毎日

朝刊

25頁 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

東村山市電力購入「エネット」に決定

2012年3月3日

読売

朝刊

33頁 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

地方自治を問う ２０１２年度予算から ➂市税滞納対策それぞれ ２６市で昨年
度３６５億円

2012年3月3日

読売

朝刊

33頁 ２５０ 財政・税務

地方自治を問う ２０１２年度予算から ➃生活保護総額８割増 ２６市１０年で

2012年3月4日

読売

朝刊

33頁 ２５０ 財政・税務

深層追跡 「脱東電」自治体で進む 経費節減狙う 供給不足など課題 電気代高 2012年3月6日
くなるケースも

読売

朝刊

31頁 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

電力購入先をPPSに 多摩と青梅東村山の３市 市役所などで利用

2012年3月8日

東京

朝刊

26頁 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

コンビニ強盗の犯人に画像公開

2012年3月9日

東京

朝刊

26頁 ４２０ 事件・事故

東村山強盗未遂 男の画像を公開 警視庁

2012年3月9日

毎日

朝刊

27頁 ４２０ 事件・事故

震災あす１年 各地でイベント 主な催し 東村山市防災フェア「３・１１東日本大震
災あの日を忘れない」

2012年3月10日

毎日

朝刊

22頁 ４６０ 災害・防災

東日本大震災１年 避難者「いつ帰れる」各地で鎮魂と支援の催し

2012年3月12日

産経

朝刊

22頁 ４６０ 災害・防災

東村山、小金井で１８日 脱原発訴えパレード

2012年3月13日

東京

朝刊

24頁 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

見出し

掲載日

掲載紙

朝夕刊
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犠牲少女を思い歌う 中学３年生２人が作詞 東村山第二中 復興支援コンサー
ト

2012年3月15日

朝日

朝刊

東村山市地域防災計画 平成２３年度修正を完了しました

2012年3月15日

市報ひがしむらやま

2頁 ４６０ 災害・防災

平成２４年３月定例市議会 市長施政方針説明（要旨）

2012年3月15日

市報ひがしむらやま

2頁 ２３０ 市制方針・計画

平成２４年度予算（案）の概要

2012年3月15日

市報ひがしむらやま

3頁 ２５０ 財政・税務

市区町村へ権限と事務が移譲されます（平成２４年４月１日から）

2012年3月15日

市報ひがしむらやま

4頁 ２００ 市制一般

４月１日 ファミリーサポートセンターを移転します

2012年3月15日

市報ひがしむらやま

5頁 ３８０ 社会福祉

栄町児童館 第２育成室を開設します

2012年3月15日

市報ひがしむらやま

5頁 ３８０ 社会福祉

４月１日（日）からスポーツセンターがより利用しやすくなります

2012年3月15日

市報ひがしむらやま

6頁 ８３０ スポーツ

東電離れが加速 多摩地域２９市町村、PPS前向き

2012年3月16日

朝日

朝刊

29頁 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

あすとあさって原発関連のデモ 多摩地域各地で

2012年3月16日

朝日

朝刊

29頁 ６３０ 電気・ガス・エネルギー

鎮魂の歌 被災地へ届け 東村山二中３年生がコンサート

2012年3月16日

東京

朝刊

22頁 ７２０ 中学校

JR新秋津駅に新駅ビル ３階建て今秋開業目指す

2012年3月16日

読売

朝刊

33頁 ６２０ 交通・通信

生後１１日の娘殺害罪で起訴 地検立川支部

2012年3月17日

朝日

朝刊

29頁 ４４０ 裁判

生後１１日の娘殺害、容疑の母親を起訴

2012年3月17日

産経

朝刊

25頁 ４４０ 裁判

生後１１日の長女殺害で母親起訴 地検支部

2012年3月17日

東京

朝刊

26頁 ４４０ 裁判

生後１１日の長女を殺害容疑の女起訴

2012年3月17日

毎日

朝刊

25頁 ４４０ 裁判

生後１１日の長女殺害で母親起訴

2012年3月17日

読売

朝刊

33頁 ４４０ 裁判

JR新秋津駅に駅ビル建設へ 東日本八王子支社

2012年3月17日

毎日

朝刊

25頁 ６２０ 交通・通信

税督促虎の巻 滞納阻止へ都が事例集 １写真で威圧 ２反省促し ３派手な封
筒

2012年3月19日

朝日

朝刊

10頁 ２５０ 財政・税務

29頁 ７２０ 中学校

見出し

掲載日

掲載紙

朝夕刊

ページ

分類

電車に接触、頭打ち女性死亡

2012年3月20日

東京

朝刊

26頁 ４２０ 事件・事故

ラジオアングル 遠くの局ができる支援

2012年3月21日

朝日

朝刊

29頁 ４６０ 災害・防災

２０１２年公示地価 主な都市主要地点 東京

2012年3月23日

朝日

朝刊

1頁 ５２０ 土地

東京の公示地価 東村山市

2012年3月23日

朝日

朝刊

5頁 ５２０ 土地

平成２４年 地価公示一覧 全国代表地点

2012年3月23日

産経

朝刊

22～23頁 ５２０ 土地

平成２４年 多摩地区の地価公示標準地価格

2012年3月23日

産経

朝刊

26～27頁 ５２０ 土地

東京都の公示地価 平成２４年１月１日現在（東村山市）

2012年3月23日

東京

朝刊

10～12頁 ５２０ 土地

都内地価公示 震災影響４年連続下落

2012年3月23日

東京

朝刊

26頁 ５２０ 土地

１２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 東村山市

2012年3月23日

毎日

朝刊

1～3頁 ５２０ 土地

２０１２年の公示地価 公示地価 ４年連続ダウン 東村山市

2012年3月23日

毎日

朝刊

25～26頁 ５２０ 土地

２０１２年公示価格 東京 東村山市

2012年3月23日

読売

朝刊

2～3頁 ５２０ 土地

東京都内 公示地価 東村山市

2012年3月23日

読売

朝刊

30～31頁 ５２０ 土地

JR新秋津駅にミニ駅ビル開業へ 八王子支店が着工

2012年3月23日

東京

朝刊

26頁 ６２０ 交通・通信

清水が年間最多４０勝

2012年3月23日

東京

朝刊

30頁 ８４０ 趣味・娯楽

警視庁人事（４月１日付）（橋本憲一郎）

2012年3月24日

朝日

朝刊

28頁 ５２０ 土地

警視庁人事 （４月１日付） 橋本憲一郎、秋本一二美

2012年3月24日

産経

朝刊

27頁 ４１０ 警察

警視庁人事 秋本一二美（４月１日）

2012年3月24日

東京

朝刊

24頁 ４１０ 警察

ハンセン病元患者の１０年 写真家・黒崎さん撮り続けた作品展示 人生と向き合
う ４２点 東村山の資料館

2012年3月25日

読売

朝刊

35頁 ３５１ ハンセン病

見出し

掲載日

掲載紙

朝夕刊
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分類

写真家の黒崎さん 東村山で作品展 ハンセン病元患者山下さん関連資料収集
に尽力 姿に打たれ日常に迫る

2012年3月27日

東京

朝刊

26頁 ３５１ ハンセン病

発電施設投資 新たな部署設置 都人事（斉藤修 江角義男 保坂幸尚）

2012年3月28日

東京

朝刊

26頁 ２８０ 国や都の行財政

東京消防庁（４月１日付）（甲州 寛 渡辺一臣）

2012年3月29日

朝日

朝刊

28頁 ４５０ 火災・消防

東京消防庁（甲州 寛、緒方毅、渡辺一臣）

2012年3月29日

東京

朝刊

26頁 ４５０ 火災・消防

大久保のマンション ３９歳作業員が転落死

2012年3月29日

産経

朝刊

27頁 ４２０ 事件・事故

マンション屋上から転落、作業員死亡

2012年3月29日

東京

朝刊

26頁 ４２０ 事件・事故

育児休業からの復帰 会社側との話し合いも大切

2012年3月30日

産経

朝刊

24頁 ３６０ 労働

