東村山に関する新聞記事ＩＮＤＥＸ ２０１２年４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。
掲載日

掲載紙

朝夕刊

都教職員異動（１日付）

2012年4月1日

朝日

朝刊

28頁 ７００ 教育一般

２０１２年度の東京都教員異動

2012年4月1日

東京

朝刊

1頁～7頁 ７００ 教育一般

都教職員８５６６人が異動

2012年4月1日

毎日

朝刊

24頁 ７００ 教育一般

都教職員８５６６人が異動

2012年4月1日

読売

朝刊

28頁 ７００ 教育一般

衆院選 予想顔ぶれと情勢 税・エネルギー問う「第三極」伸長に注目

2012年4月1日

東京

朝刊

12頁～13頁 ２８０ 国や都の行財政

厚生労働省人事（１日） 朝戸裕

2012年4月1日

読売

朝刊

多文化共生・男女共同参描画推進交流室の開設

2012年4月1日

市報ひがしむらやま

1頁 ２４０ 市民施設

４月１日（日）から市の組織を一部変更します

2012年4月1日

市報ひがしむらやま

1頁 ２００ 市制一般

見出し

第４次総合計画実施計画（平成２４年度～２６年度）の平成２４年度版が完成しま 2012年4月1日 市報ひがしむらやま
した
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28頁 ３５１ ハンセン病

1頁 ２３０ 市政方針・計画

「東村山市交通安全計画」を策定しました

2012年4月1日

市報ひがしむらやま

2頁 ６２０ 交通・通信

公的資金補償金免除繰上償還にかかわる下水道事業経営健全化計画を策定し
ました

2012年4月1日

市報ひがしむらやま

2頁 ６５０ 上下水道

人権擁護委員が再任されました

2012年4月2日

市報ひがしむらやま

2頁 ２００ 市制一般

東村山人事（１日）

2012年4月3日

読売

朝刊

30頁 ２１０ 市職員

開花目前の桜 強風で倒れる ハンセン病療養所・多摩全生園

2012年4月6日

朝日

朝刊

33頁 ０６０ 動物・植物

第３９回将棋大賞

2012年4月7日

東京

夕刊

5頁 ８４０ 趣味・娯楽

叙位叙勲（１０日） 村上和雄

2012年4月11日

読売

朝刊

32頁 ０１０ 叙位叙勲

放射線量測定器 東村山市貸与へ

2012年4月11日

読売

朝刊

33頁 ３１０ 環境・公害

掲載日

掲載紙

朝夕刊

「ハンセン病の歴史」シンポ 「納骨堂には４０００人以上 これを残したかった」多
摩全生園の全自治会長ら資料館開設の経緯など語る

2012年4月12日

東京

朝刊

22頁 ３５１ ハンセン病

危険業務従事者叙勲 永野正文 松下賢嗣 両角範夫

2012年4月14日

朝日

朝刊

26頁 ０１０ 叙位叙勲

危険業務従事者叙勲１７５人 瑞宝双光章 永野正文 松下賢嗣 瑞宝単光章 両
角 範夫

2012年4月14日

産経

朝刊

23頁 ０１０ 叙位叙勲

危険業務従事者叙勲 永野正文 松下賢嗣 両角範夫

2012年4月14日

東京

朝刊

24頁 ０１０ 叙位叙勲

危険業務従事者叙勲 喜びの受章者（敬称略） 永野正文 松下賢嗣 両角範夫

2012年4月14日

毎日

朝刊

22頁 ０１０ 叙位叙勲

危険業務従事者叙勲の受章者（敬称略） 永野正文 松下賢嗣 両角範夫

2012年4月14日

読売

朝刊

32頁 ０１０ 叙位叙勲

東村山市の自治力アップを目指して 東村山市「（仮称）自治基本条例」策定に取
り組んでいます

2012年4月15日

市報ひがしむらやま

1頁 ２３０ 市政方針・計画

放射線量測定器 貸し出し開始 予約制・団体対象

2012年4月15日

市報ひがしむらやま

1頁 ３１０ 環境・公害

市民による事業評価 評価結果（報告）

2012年4月15日

市報ひがしむらやま

1頁 ２００ 市制一般

市職員の人事異動

2012年4月15日

市報ひがしむらやま

2頁 ２１０ 市職員

市職員の接遇に関する窓口アンケート調査

2012年4月15日

市報ひがしむらやま

2頁 ２００ 市制一般

久米川小学校屋内運動場が完成しました

2012年4月15日

市報ひがしむらやま

2頁 ７１０ 小学校

平成２４年度予算が決まりました

2012年4月15日

市報ひがしむらやま

4頁～5頁 ２５０ 財政・税務

放射線量測定器５台を貸し出し 東村山市・２０日から

2012年4月15日

市報ひがしむらやま

23頁 ３１０ 環境・公害

山車を引いて五穀豊穣祈る 東村山

2012年4月16日

読売

朝刊

31頁 ９５０ 民俗・郷土芸能

首都直下型地震 暮らし直撃、欠かせぬ備え 想定される被害状況

2012年4月19日

朝日

朝刊

32頁 ４６０ 災害・防災

首都地震 そのとき建物は 火災は 東京で想定される４地震の震度分布 想定
される被害状況 三つのプレート

2012年4月19日

朝日

朝刊

36頁 ４６０ 災害・防災

立川断層帯地震「予想以上の被害想定」各市、防災計画に反映へ 多摩直下地
震、立川断層地震で想定される被害（冬の１８時発生）

2012年4月19日

東京

朝刊

24頁 ４６０ 災害・防災

見出し
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掲載日

掲載紙

朝夕刊

首都直下地震 ドーナツ状に火の手 東京湾北部地震で想定される消失する建
物の分布 火災延焼による建物被害と死者の想定

2012年4月19日

東京

朝刊

30頁 ４６０ 災害・防災

立川で震度７の恐れ 多摩直下「６強」４割 都防災会議報告書 多摩３０市町村
の被害想定

2012年4月19日

読売

朝刊

33頁 ４６０ 災害・防災

東京湾北部地震 ２３区西部の被害大 ２～３割が焼失

2012年4月20日

毎日

朝刊

27頁 ４６０ 災害・防災

地方自治を問う 多摩地区 ３年まえと比べ介護保険料１９％増

2012年4月21日

読売

朝刊

35頁 ３８０ 社会福祉

「ご当地グルメ」食べて決めて

2012年4月24日

産経

朝刊

23頁 ５９０ 商工業

中学生徒３０人分 健康診断票紛失 東村山

2012年4月28日

朝日

朝刊

25頁 ７２０ 中学校

１年生３０人分の健康診断紛失 東村山の中学で

2012年4月28日

東京

朝刊

24頁 ７２０ 中学校

中学生徒３０人分の健康診断票紛失 東村山

2012年4月28日

毎日

朝刊

27頁 ７２０ 中学校

３０人分の健康診断票 東村山の中学で紛失

2012年4月28日

読売

朝刊

31頁 ７２０ 中学校

警視庁人事（５月７日）山崎洋二

2012年4月28日

産経

朝刊

21頁 ４１０ 警察

警視庁人事（５月７日）山崎洋二

2012年4月28日

東京

朝刊

24頁 ４１０ 警察

春の叙勲 都内３８３人 紺野武郎 佐藤博 宮島二郎 高島克彦 高橋堅助

2012年4月29日

朝日

朝刊

33頁 ０１０ 叙位叙勲

春の叙勲 都内３８３人 紺野武郎 佐藤博 宮島二郎 高島克彦 高橋堅助

2012年4月29日

産経

朝刊

21頁 ０１０ 叙位叙勲

春の叙勲 受章者（敬称略） 紺野武郎 佐藤博 宮島二郎 高島克彦 高橋堅助

2012年4月29日

東京

朝刊

22頁 ０１０ 叙位叙勲

春の叙勲 喜びの受章者（敬称略） 紺野武郎 佐藤博 宮島二郎 高島克彦
高橋堅助

2012年4月29日

毎日

朝刊

26頁 ０１０ 叙位叙勲

叙勲受章者 （敬称略） 紺野武郎 佐藤博 宮島二郎 高島克彦 高橋堅助

2012年4月29日

読売

朝刊

30頁 ０１０ 叙位叙勲

見出し
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