東村山に関する新聞記事ＩＮＤＥＸ ２０１２年９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

掲載紙

朝夕刊

ページ

分類

リサイクル施設問う 住民投票条例否決 東村山市議会

2012年9月1日

産経

朝刊

平成２３年度 市の人事行政の運営等の状況を公表します

2012年9月1日

市報ひがしむらやま

市民ステーション「サンパルネ」（東村山駅西口・ワンズタワー）をご利用ください
「市内観光ミニツアー」スタートします

2012年9月1日

市報ひがしむらやま

「東京維新の会」都議ら結成へ

2012年9月4日

読売

夕刊

7頁 ２８０ 国や都の行財政

都議会に「東京維新の会」

2012年9月5日

産経

朝刊

21頁 ２８０ 国や都の行財政

食事や出会い楽しんで 「むらコン」参加者募集 東村山・久米川駅周辺で２２日

2012年9月5日

東京

朝刊

24頁 ５９０ 商工業

深層追跡 樹木葬人気集める 小平霊園 定員の１６倍超 費用安く、核家族化も
背景

2012年9月5日

読売

朝刊

31頁 ８６０ 宗教

議会だより ６日 東村山市

2012年9月7日

読売

朝刊

31頁 ２６０ 市議会

東京維新の会設立 知事「結構なこと」

2012年9月8日

産経

朝刊

21頁 ２８０ 国や都の行財政

衆院選 予想顔ぶれと情勢 新党参入で激戦必至 脱原発、消費税問う 東京２５
2012年9月8日
選挙区 比例 民主７選挙区で未定

東京

朝刊

12頁～13頁 ２８０ 国や都の行財政

大規模合同コンパ 東村山で２２日開催

2012年9月9日

読売

朝刊

31頁 ５９０ 商工業

全生園夫婦の日常写す 東村山の写真家２５日出版 「ハンセン病知ってもらう機
会に」

2012年9月9日

読売

朝刊

31頁 １２０ 図書出版

都合唱コン 府中四中など全国大会へ（東村山五）

2012年9月11日

朝日

朝刊

28頁 ８１２ 音楽・美術

相談役に大阪市顧問 「東京維新の会」設立 都議会に

2012年9月11日

産経

朝刊

27頁 ２８０ 国や都の行財政

ごみリサイクル率最高に １１年度多摩地区、３７．９％

2012年9月11日

読売

朝刊

29頁 ３１０ 環境・公害

地方自治を問う［反問権］逆質問生かされず 多摩市議会 ２年前導入 東村山
特別委で慎重論が多数

2012年9月12日

読売

朝刊

33頁 ２６０ 市議会

25頁 ３１０ 環境・公害
4頁～5頁 ２１０ 市職員
7頁 ２４０ 市民施設

見出し

掲載日

掲載紙

朝夕刊

2012年9月13日

読売

朝刊

34頁 ０４０ 人物

いじめ「実態把握を」 疑い含め１万１５０７件 都教委調査 公立小・中学校の「い
2012年9月14日
じめ緊急調査」

朝日

朝刊

29頁 ７８０ 教育行政

東京維新、日本維新の系列に

2012年9月14日

産経

朝刊

第６７回都合唱コンクール ９．１６．１７日 文京で（東村山五）

2012年9月15日

朝日

朝刊

平成２４年 ９月定例市議会 市長所信表明（要旨）

2012年9月15日 市報ひがしむらやま

1頁 ２３０ 市政方針・計画

「声の市報」配信開始

2012年9月15日 市報ひがしむらやま

2頁 ２００ 市政一般

ハンセン病に目を向けて 写真家の片野田さん 患者密着２年半 全生園で展示

2012年9月18日

朝日

朝刊

31頁 ３５１ ハンセン病

基準地価 下落率０．７％に縮小 都内の基準地価 東村山

2012年9月20日

朝日

朝刊

28頁 ５２０ 土地

東京都の基準地価 東村山市

2012年9月20日

産経

朝刊

22頁 ５２０ 土地

東村山で２２日に「むらコン」

2012年9月20日

産経

朝刊

23頁 ５９０ 商工業

東京都の基準地価（東村山市）

2012年9月20日

東京

朝刊

22頁 ５２０ 土地

基準地価 上昇２４カ所に増加 全体では４年連続下落

2012年9月20日

毎日

朝刊

22頁～23頁 ５２０ 土地

東京都内基準地価 基準地価好転の兆し 区市町村別の変動率

2012年9月20日

読売

朝刊

28頁～29頁 ５２０ 土地

交番で警官から暴行、告訴受理 被害男性怒りあらわ

2012年9月20日

読売

朝刊

30頁 ４１０ 警察

傷害容疑で警官を告訴

2012年9月20日

読売

朝刊

34頁 ４１０ 警察

長女を殺害の罪 起訴内容認める 地裁立川支部で初公判

2012年9月21日

朝日

朝刊

29頁 ４４０ 裁判

起訴内容を認める 東村山の長女殺害で初公判

2012年9月21日

東京

朝刊

22頁 ４４０ 裁判

乳児殺害の母親 起訴内容認める 地裁支部初公判

2012年9月21日

毎日

朝刊

25頁 ４４０ 裁判

生後１１日の長女殺害 起訴事実を認める

2012年9月21日

読売

朝刊

29頁 ４４０ 裁判

教えて先輩 ジェイ・エム・シートムスポーツ 兼山友美さん 常に客楽しませる企
画を やり遂げた経験自信に

ページ

分類

5頁 ２８０ 国や都の行財政
28頁 ８１２ 音楽・美術

見出し

掲載日

掲載紙

朝夕刊

ページ

分類

３党合意手腕に評価 野田代表再選 景気・雇用期待や注文

2012年9月22日

読売

朝刊

31頁 ２８０ 国や都の行財政

片野田さんが写真集 ハンセン病療養所の山内さんモデルに 前を向き生きてき
た姿写す

2012年9月25日

毎日

朝刊

27頁 １２０ 図書出版

母親に懲役４年求刑 東村山の長女殺害 弁護側は猶予求める

2012年9月26日

東京

朝刊

22頁 ４４０ 裁判

心神耗弱認め懲役４年求刑 東村山・長女殺害

2012年9月26日

毎日

朝刊

25頁 ４４０ 裁判

乳児殺害公判で求刑

2012年9月26日

読売

朝刊

33頁 ４４０ 裁判

東京消防庁人事（１０月１日付）（菊池勲 河村良一）

2012年9月27日

朝日

朝刊

28頁 ４５０ 火災・消防

東京消防庁人事（菊池勲 河村良一）

2012年9月27日

産経

朝刊

23頁 ４５０ 火災・消防

東京消防庁人事（菊池勲 河村良一）

2012年9月27日

東京

朝刊

22頁 ４５０ 火災・消防

東京消防庁人事（１０月１日）（菊池勲 河村良一）

2012年9月27日

毎日

朝刊

26頁 ４５０ 火災・消防

東京消防庁人事（１０月１日）（菊池勲 河村良一）

2012年9月27日

読売

朝刊

32頁 ４５０ 火災・消防

安倍自民新総裁 経験、外交手腕に評価 多摩地区衆院選予定者ら

2012年9月27日

読売

朝刊

33頁 ２８０ 国や都の行財政

乳児殺、猶予判決 地裁支部 母親の心身耗弱考慮

2012年9月28日

朝日

朝刊

29頁 ４４０ 裁判

東京維新の会、地域政党に

2012年9月28日

産経

朝刊

28頁 ２８０ 国や都の行財政

生後１１日長女殺害母に執行猶予判決 地裁立川支部

2012年9月28日

東京

朝刊

26頁 ４４０ 裁判

心身耗弱を認め母親に猶予判決 東村山・娘窒息死

2012年9月28日

毎日

朝刊

27頁 ４４０ 裁判

母親に猶予付き判決 乳児殺害裁判員裁判

2012年9月28日

読売

朝刊

29頁 ４４０ 裁判

介護予防通知書内容に誤り発覚 東村山市

2012年9月28日

朝日

朝刊

27頁 ３９０ 老人

記憶伝える「シンサイカルタ」 宮城の大学院生ら制作 明治学院中で出前授業

2012年9月28日

東京

朝刊

26頁 ７２０ 中学校

介護予防の通知ミス 東村山市 １万８０００人に訂正送付

2012年9月29日

東京

朝刊

26頁 ３９０ 老人

お店発見 草門去来荘（東村山市） 緑に囲まれゆったり懐石

2012年9月29日

読売

朝刊

34頁 ５９０ 商工業

