東村山に関する新聞記事ＩＮＤＥＸ ２０１２年６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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放射能対策費用 東村山市も請求 東電に２３３２万円

2012年6月1日

朝日

朝刊

23頁 ３１０ 環境・公害

放射性物質の対策費 東電に賠償申し入れ 東村山市

2012年6月1日

産経

朝刊

23頁 ３１０ 環境・公害

東電に２３００万円賠償求める 東村山市

2012年6月1日

東京

朝刊

22頁 ３１０ 環境・公害

東電に２３００万円を東村山市が請求 放射線対策費など

2012年6月1日

毎日

朝刊

21頁 ３１０ 環境・公害

東電へ賠償請求 東村山市は２３００万

2012年6月1日

読売

朝刊

29頁 ３１０ 環境・公害

多磨全生園に保育園移転 入所者 園児と交流「待ち遠しい」

2012年6月1日

読売

朝刊

29頁 ３５１ ハンセン病

第２４回 東村山菖蒲まつり

2012年6月1日

市報ひがしむらやま

1頁 ５６０ 商工会

秋水園ごみ焼却施設 ダイオキシン類 濃度測定結果

2012年6月1日

市報ひがしむらやま

2頁 ３１０ 環境・公害

「トトロの森」保全 都内で初取得 東村山、地権者が寄付

2012年6月2日

朝日

朝刊

29頁 ３１０ 環境・公害

衆院選 予想の顔触れ 東京

2012年6月2日

産経

朝刊

18頁～19頁 ２８０ 国や都の行財政

多磨全生園 子供の声 身近に 敷地内に保育園完成 来月開館

2012年6月2日

東京

朝刊

22頁 ３５１ ハンセン病

認可保育所７月開所 多磨全生園 待機児童解消効果も 入所者ら「余生は子供 2012年6月2日
の声聞いて過ごしたい」

毎日

夕刊

21頁 ３５１ ハンセン病

待機児童解消に期待 東村山市長「花さき保育園」移転で

2012年6月2日

読売

朝刊

31頁 ３５１ ハンセン病

「社会復帰」の悩み浮き彫り ハンセン病資料館企画展

2012年6月3日

読売

朝刊

27頁 ３５１ ハンセン病

小川前法相 指揮権発動 首相に相談 報告書問題 起訴促す？

2012年6月5日

東京

朝刊

1頁 ２８０ 国や都の行財政

「指揮権発動相談」識者は 「検察の信頼失われる」「追及、ある意味正しい」

2012年6月5日

東京

朝刊

28頁 ２８０ 国や都の行財政

議会だより ５日 東村山市

2012年6月6日

読売

朝刊

29頁 ２６０ 市議会

小平霊園コブシやモミジ墓標 都立で初 樹林墓地 背景に墓地不足 自然葬人 2012年6月7日
気 高い注目度

朝日

朝刊

27頁 ８６０ 宗教

見出し

掲載日

掲載紙

朝夕刊
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取材・新聞製作 記者が出張授業 東村山の中学校

2012年6月10日

朝日

朝刊

33頁 ７２０ 中学校

入梅 摘まれて美しく 東村山

2012年6月10日

朝日

朝刊

33頁 ６７０ 公園・遊歩道

枯れ花摘み際立つ紫 東村山

2012年6月10日

読売

朝刊

31頁 ６７０ 公園・遊歩道

庁舎使用料 職労から徴収 東村山市が方針 年４８万で交渉へ

2012年6月12日

読売

朝刊

33頁 ２１０ 市職員

市職労に賃料請求へ 東村山市 庁舎地下の事務所

2012年6月13日

朝日

朝刊

29頁 ２１０ 市職員

ハナショウブあでやか 東村山・北山公園 今週見ごろ ２４日まで菖蒲まつりも

2012年6月14日

東京

朝刊

24頁 ６７０ 公園・遊歩道

文化包丁で交際相手刺した疑い 東村山の少年逮捕

2012年6月15日

毎日

朝刊

19頁 ４２０ 事件・事故

包丁で交際女性刺す 殺人未遂容疑で逮捕

2012年6月15日

読売

朝刊

35頁 ４２０ 事件・事故

平成２４年６月定例市議会市長所信表明（要旨）

2012年6月15日

市報ひがしむらやま

1頁 ２３０ 市制方針・計画

平成２３年度の財政状況

2012年6月15日

市報ひがしむらやま

3頁 ２５０ 財政・税務

お近くの地域サービス窓口をご利用ください あなたの地域の地域包括支援セン
ター

2012年6月15日

市報ひがしむらやま

4頁 ２４０ 市民施設

第９４回全国高校野球選手権 東・西東京大会２６５校、挑戦の夏 来月７日開幕
対戦校決まる

2012年6月17日

朝日

朝刊

29頁 ８３０ スポーツ

日大三、早実が同ブロック 高校野球都大会 組み合わせ決まる 東東京 西東
京

2012年6月17日

産経

朝刊

24頁 ８３０ スポーツ

夏の高校野球 西東京大会組み合わせ

2012年6月17日

東京

朝刊

24頁 ８３０ スポーツ

全国高校野球 東・西東京大会 組み合わせ決まる 東１４８校、西１１９校参加
西東京大会

2012年6月17日

毎日

朝刊

23頁 ８３０ スポーツ

高校野球 夏 都大会 ２６５チーム 対戦決定 西・東京大会 本命不在の混戦
模様 西大会

2012年6月17日

読売

朝刊

29頁 ８３０ スポーツ

第９４回全国高校野球選手権 東・西 東京大会 全試合の球場決定 西東京大
会

2012年6月20日

朝日

朝刊

28頁 ８３０ スポーツ

見出し

掲載日

掲載紙

朝夕刊

高校野球 試合球場決まる 西東京

2012年6月20日

産経

朝刊

25頁 ８３０ スポーツ

夏の高校野球 西東京大会組み合わせ

2012年6月20日

東京

朝刊

20頁 ８３０ スポーツ

全国高校野球 東・西東京大会 球場と開始時間決まる 西東京大会

2012年6月20日

毎日

朝刊

22頁 ８３０ スポーツ

「外出なし」高齢者２６％ 介護サービス未利用調査 孤立死で立川市
ごみ収集時に安否確認 東村山市 業者組合と協定

2012年6月20日

読売

朝刊

29頁 ３９０ 老人

発電所建設 猫の町の選択 便利と安全問う短編アニメ「子どもにメッセージ」

2012年6月21日

朝日

朝刊

28頁 ８２０ 映画・演劇・写真

八国山緑地の観察手引 １４０種の動植物 写真で紹介 市民団体作成 催し参
加時に配布

2012年6月22日

朝刊

30頁 ０６０ 動物・植物

賃料 １１市区町徴収 庁舎内の公務員労組事務所 本社調べ 新たに７市意向
市民目線を意識か

2012年6月23日

朝日

朝刊

29頁 ２１０ 市職員

議会だより ２２日 東村山市

2012年6月23日

読売

朝刊

33頁 ２６０ 市議会

ごみはどこへ上 単独焼却「もう限界」広域化する都内の可燃ごみ処理 可燃ごみ
の処理施設、どうなっているの？

2012年6月26日

朝日

朝刊

29頁 ３１０ 環境・公害

ごみはどこへ下 行政、「有料化」へ傾斜 家庭ごみ有料化 どうなってるの？

2012年6月27日

朝日

朝刊

29頁 ３１０ 環境・公害

東村山で戦時の企画展 焼却命令免れた徴兵の記録今に 町長日記に終戦の日
の記述も ふるさと歴史館

2012年6月27日

東京

朝刊

22頁 ９１０ 郷土館

消費税引き上げ可決 多摩選出８人 全員賛成 自民造反に憤り 民主「情勢変
化に適応」

2012年6月27日

読売

朝刊

31頁 ２８０ 国や都の行財政

入所者「こどもの声、やっと」 国立ハンセン病療養所に保育園

2012年6月28日

朝日

朝刊

13頁 ３５１ ハンセン病

教えて先輩 働きながら養成学校通い転職 技術、もてなしの心 大事に ネイル
デザイン シーエス 根本美香さん

2012年6月28日

読売

朝刊

30頁 ５９０ 商工業

笑顔咲く森へ上 多磨全生園に保育園 未来背負う子ども見守る

2012年6月29日

読売

朝刊

29頁 ３５１ ハンセン病

笑顔咲く森へ中 療養所内に保育園 熊本では･････ 子どもと交流 戸惑いも

2012年6月30日

読売

朝刊

33頁 ３５１ ハンセン病

読売
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