東村山に関する新聞記事ＩＮＤＥＸ ２０１２年１０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

更衣室盗撮目的侵入容疑で逮捕 東村山市保育園職員

2012年10月2日

朝日

朝刊

29頁 ４２０ 事件・事故

保育士が更衣室侵入の疑い

2012年10月2日

産経

朝刊

23頁 ４２０ 事件・事故

更衣室侵入容疑保育士の男逮捕 東村山

2012年10月2日

東京

朝刊

24頁 ４２０ 事件・事故

住民投票条例案を東村山市議会提出へ リサイクル施設是非

2012年10月2日

毎日

朝刊

21頁 ３１０ 環境・公害

保育士の男 侵入容疑 職場更衣室で盗撮目的か 東村山

2012年10月2日

読売

朝刊

33頁 ４２０ 事件・事故

高架化で渋滞緩和 西武東村山駅 都市計画を決定

2012年10月3日

東京

朝刊

22頁 ６１０ 道路・都市計画

高架化で側道整備 東村山市

2012年10月3日

読売

朝刊

29頁 ６１０ 道路・都市計画

自立支援施設で職員暴行と提訴 都など相手に元生徒

2012年10月4日

朝日

朝刊

29頁 ４４０ 裁判

住民投票条例 市議会が否決 東村山市・リサイクル施設

2012年10月5日

朝日

朝刊

31頁 ３１０ 環境・公害

住民投票条例案を東村山市議会否決 リサイクル施設是非

2012年10月5日

毎日

朝刊

25頁 ３１０ 環境・公害

議会だより 東村山市

2012年10月6日

読売

朝刊

31頁 ２６０ 市議会

ひき逃げ容疑で東村山の男逮捕

2012年10月6日

東京

朝刊

24頁 ４３０ 交通事故

くらし 健康 病院の実力 １２４ 眼科技術示す硝子体手術 高齢化で白内緒緑
内障増加 主な医療機関の眼科手術件数

2012年10月7日

読売

朝刊

16頁 ３５０ 衛生・医療

病院の実力 多摩編５７ 病院の実力「眼科」 緑内障 点眼薬治療が基本 医療
機関別２０１１年治療実績（読売新聞調べ）

2012年10月7日

読売

朝刊

27頁 ３５０ 衛生・医療

ごみはどこへ 生ごみ編 上 気になる臭い試行錯誤 生ごみ分別 多摩は切実
市区町村に本社アンケート

2012年10月10日

朝日

朝刊

28頁～29頁 ３１０ 環境・公害

危険業務従事者叙勲（可児正樹 長南恒男 西嶋尚文）

2012年10月13日

朝日

朝刊

28頁 ０１０ 叙位叙勲

危険業務従事者叙勲１６７人 瑞宝双光章 可児正樹 長南恒男 瑞宝単光章
西嶋尚文

2012年10月13日

産経

朝刊

25頁 ０１０ 叙位叙勲

見出し

掲載日

掲載紙

朝夕刊

ページ

分類

危険業務従事者叙勲（敬称略）（可児正樹 長南恒男 西嶋尚文）

2012年10月13日

東京

朝刊

24頁 ０１０ 叙位叙勲

危険業務従事者叙勲（敬称略） 瑞宝双光章 警察功労（可児正樹 長南恒男）
瑞宝単光章 警察功労（西嶋尚文）

2012年10月13日

毎日

朝刊

20頁 ０１０ 叙位叙勲

危険業務従事者叙勲受章者（可児正樹 長南恒男 西嶋尚文）

2012年10月15日

読売

朝刊

34頁 ０１０ 叙位叙勲

東村山駅付近の連続立体交差化計画などの都市計画が決定しました

2012年10月15日

市報ひがしむらやま

1頁～2頁 ６１０ 道路・都市計画

市民意識調査の結果概要報告

2012年10月15日

市報ひがしむらやま

3頁 ２００ 市政一般

市シルバー人材センターと協定 東村山市も

2012年10月19日

東京

朝刊

22頁 ３９０ 老人

４人の個人情報 私的閲覧 東村山市職員 住基システム端末で

2012年10月19日

読売

朝刊

33頁 ２１０ 市職員

運行４５年 守れ「電車図書館」 東京・東村山 有志ら、あす支援の臨時列車

2012年10月20日

朝日

朝刊

14頁 １３０ 文庫

市民個人情報 業務外で閲覧 東村山市職員を戒告

2012年10月20日

朝日

朝刊

29頁 ２１０ 市職員

ギネス認定「最も先進的」 多摩六都科学館プラネタリウム １億４０００万の星／
LEDで省エネ

2012年10月20日

朝日

朝刊

29頁 ２００ 市政一般

住民基本台帳を職員が無断閲覧 東村山市が処分

2012年10月20日

東京

朝刊

22頁 ２１０ 市職員

東村山市職員が個人情報を閲覧 住民基本台帳端末で

2012年10月20日

毎日

朝刊

27頁 ２１０ 市職員

綱紀粛正へ推進本部 「私的閲覧」で東村山市長

2012年10月20日

読売

朝刊

33頁 ２１０ 市職員

絶対隔離下の全生園展示 ハンセン病資料館 北条民雄の執筆基に

2012年10月23日

読売

朝刊

35頁 ３５１ ハンセン病

各種異常を想定 運転士らが訓練 JR訓練センター

2012年10月24日

毎日

朝刊

25頁 ６２０ 交通・通信

JR運転士 真剣訓練 東村山の施設 報道陣公開

2012年10月24日

読売

朝刊

33頁 ６２０ 交通・通信

西武東村山駅 都が高架化へ 渋滞解消に来年度着手

2012年10月25日

朝日

朝刊

29頁 ６１０ 道路・都市計画

石原東京都知事 午後に緊急会見 新党構想言及か

2012年10月25日

朝日

夕刊

起訴の保育士を分限休職

2012年10月25日

東京

朝刊

石原新党午後表明 都知事辞任の可能性

2012年10月25日

毎日

夕刊

2頁 ２８０ 国や都の行財政
22頁 ２１０ 市職員
1頁 ２８０ 国や都の行財政

見出し

掲載日

掲載紙

朝夕刊
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東村山の保育士休職の分限処分 女性更衣室侵入で

2012年10月25日

毎日

朝刊

24頁 ２１０ 市職員

侵入で起訴受け保育士休職処分

2012年10月25日

読売

朝刊

33頁 ２１０ 市職員

石原都知事が辞職 新党結成し衆院選へ 猪瀬氏を後継者に指名 １２月１６日で
調整 投開票日

2012年10月26日

朝日

朝刊

1頁 ２８０ 国や都の行財政

都政投げ出し 突然転身 石原慎太郎氏のあゆみ

2012年10月26日

朝日

朝刊

2頁 ２８０ 国や都の行財政

首都の顔 １３年ぶり交代 既成政党 擁立難行も 過去の都知事選の主な候補
者

2012年10月26日

朝日

朝刊

3頁 ２８０ 国や都の行財政

知事選候補探せ 都議走る 民主・自民が緊急会合

2012年10月26日

朝日

夕刊

15頁 ２８０ 国や都の行財政

石原乱流 上 ８０歳大望の季節 旧友「衝動的に彼は動く」 石原知事の主な発
言

2012年10月26日

朝日

朝刊

39頁 ２８０ 国や都の行財政

都知事選 １２月９日か１６日 猪瀬副知事 後継指名に「ああそうですか」

2012年10月26日

産経

朝刊

29頁 ２８０ 国や都の行財政

石原知事 辞職表明 来月上旬 新党 衆院出馬へ ４期目途中「後継に猪瀬氏」

2012年10月26日

東京

朝刊

1頁 ２８０ 国や都の行財政

石原の選択 都知事辞職と新党 上 ８０歳「健康は大丈夫だ」 検診でゴーサイン

2012年10月26日

東京

朝刊

1頁 ２８０ 国や都の行財政

筆洗

2012年10月26日

東京

朝刊

1頁 ２８０ 国や都の行財政

首都の顔 突然消えた ポスト石原 猪瀬氏・出馬明言せず 知事与党は白紙状
態

2012年10月26日

東京

朝刊

2頁 ２８０ 国や都の行財政

石原氏一問一答「自民と連立 考えない」「都民 理解してくれる」「新憲法つくれば
いい」

2012年10月26日

東京

朝刊

6頁 ２８０ 国や都の行財政

こちら特捜部 ニュースの追跡 石原氏「国政」宣言 尖閣揺れる日中新たな火種
にも

2012年10月26日

東京

朝刊

28頁 ２８０ 国や都の行財政

「途中退場」戸惑う都民 防災これから／築地移転やり残し 都政の課題関係者
南関東３知事「応援したい」「共感」

2012年10月26日

東京

朝刊

30頁 ２８０ 国や都の行財政

強い指導力 反面独善 石原知事辞職へ 任期後半は失速、迷走 福祉予算切り
込み 財政再建に手腕

2012年10月26日

東京

朝刊

31頁 ２８０ 国や都の行財政

物議と怪哉 石原節 石原氏と石原都政の歩み

2012年10月26日

東京

朝刊

32頁 ２８０ 国や都の行財政

見出し

掲載日

掲載紙

朝夕刊
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都選管 大わらわ 石原知事 突然の辞意表明

2012年10月26日

東京

夕刊

1頁 ２８０ 国や都の行財政

「空 さっぱりしている」 石原知事 辞職表明一夜明け

2012年10月26日

東京

夕刊

8頁 ２８０ 国や都の行財政

都知事選１２月上～中旬 統一地方選から外れる

2012年10月26日

毎日

朝刊

30頁 ２８０ 国や都の行財政

有権者賛否割れ 「やり散らかした印象」「男気と行動力に期待」 石原都政を巡る
動き

2012年10月26日

毎日

朝刊

30頁 ２８０ 国や都の行財政

電撃辞職 上 「東京のために国政」 石原知事 都政意欲薄れ

2012年10月26日

毎日

朝刊

31頁 ２８０ 国や都の行財政

「副知事として全力」 猪瀬氏 出馬明言避ける

2012年10月26日

東京

朝刊

31頁 ２８０ 国や都の行財政

都知事選候補者 各党白紙の状態

2012年10月26日

読売

夕刊

1頁 ２８０ 国や都の行財政

知事選対応 大わらわ 都議会各会派「来夏の都議選で手いっぱい」

2012年10月27日

朝日

朝刊

29頁 ２８０ 国や都の行財政

戦前のハンセン病患者に迫る 北条民雄企画展 東村山で 「一生懸命生きた」思
いを

2012年10月27日

朝日

朝刊

29頁 ３５１ ハンセン病

石原の選択 都知事辞職し新党 中 尖閣購入 理由作れず トップダウンに職員
苦渋

2012年10月27日

東京

朝刊

1頁 ２８０ 国や都の行財政

石原知事 会見ファイル ２６日発言 後に続く人へ 教育の破壊的改革をやってく
れ

2012年10月27日

東京

朝刊

22頁 ２８０ 国や都の行財政

こちら特捜部 分析・石原流レトリック 弁解？開き直り？「辞職」無理な論理

2012年10月27日

東京

朝刊

24頁～25頁 ２８０ 国や都の行財政

尖閣待避所とても無理 都推計で「数百億円、工期１０年」 内部でも疑問の声 都
知事選候補者選び始動

2012年10月27日

東京

朝刊

27頁 ２８０ 国や都の行財政

石原語録 知事会見から 教育の破壊的改革できなかった 気にしていたら何もで
きない

2012年10月27日

毎日

朝刊

26頁 ２８０ 国や都の行財政

知事選投開票１２月１６日強まる

2012年10月27日

毎日

朝刊

31頁 ２８０ 国や都の行財政

石原の選択 都知事辞職と新党 下 投げ出された独自政策 国政展望開けぬ三
極結集

2012年10月28日

東京

朝刊

1頁 ２８０ 国や都の行財政

電撃辞職 下 「首都の顔」の重み 迫る師走決戦 出馬表明ゼロ

2012年10月28日

毎日

朝刊

31頁 ２８０ 国や都の行財政

叙位叙勲（２６日）（前田博 真崎淳子）

2012年10月28日

読売

朝刊

34頁 ０１０ 叙位叙勲

見出し

掲載日

掲載紙

朝夕刊
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都民の選択 次はどんな人 過去の都知事選から占う ９５年青島氏から無党派
連勝 知事が交代した東京都知事選（敬称略）

2012年10月29日

東京

朝刊

1頁 ２８０ 国や都の行財政

都知事選出馬へ 白洲氏の孫調整

2012年10月29日

東京

朝刊

27頁 ２８０ 国や都の行財政

都知事選１２月１６日投開票 選管決定

2012年10月29日

東京

夕刊

1頁 ２８０ 国や都の行財政

都知事選１２月１６日投開票

2012年10月29日

毎日

夕刊

1頁 ２８０ 国や都の行財政

都知事選１２月１６日投開票

2012年10月29日

読売

朝刊

14頁 ２８０ 国や都の行財政

チェック石原都政 １２．１６知事選 この人に聞く １ 羽田空港の再国際化 青山
佾元副知事

2012年10月30日

朝日

朝刊

29頁 ２８０ 国や都の行財政

マック赤坂氏が知事選出馬表明

2012年10月30日

朝日

朝刊

29頁 ２８０ 国や都の行財政

都知事選 前回候補者らは チャンス？「時間がない」 人気が先行「政策が届か
ない」悩み

2012年10月30日

東京

朝刊

28頁 ２８０ 国や都の行財政

衆院で委員長人事（加藤公一氏）

2012年10月30日

読売

朝刊

4頁 ２８０ 国や都の行財政

選管 知事選準備に悲鳴 １２月１６日投開票 人手、会場 懸命の確保

2012年10月30日

読売

朝刊

33頁 ２８０ 国や都の行財政

チェック石原都政 １２．１６知事選 この人に聞く ２ 横田基地軍民共用化 市民
団体前代表 遠藤洋一さん

2012年10月31日

朝日

朝刊

29頁 ２８０ 国や都の行財政

都知事候補 後だし競争 有力者だんまり 猪瀬氏・東国原氏・・・ 苦い歴史 民・
自も慎重

2012年10月31日

朝日

朝刊

39頁 ２８０ 国や都の行財政

石原知事退職 都議会が同意へ

2012年10月31日

朝日

夕刊

11頁 ２８０ 国や都の行財政

高齢者支援で協定 東村山市と新聞販売店

2012年10月31日

産経

朝刊

25頁 ３９０ 老人

要援護者の情報共有で安否確認 東村山市など協定

2012年10月31日

東京

朝刊

22頁 ３９０ 老人

石原都知事が正式辞職 議会同意へ 都政１３年半に幕

2012年10月31日

毎日

夕刊

1頁 ２８０ 国や都の行財政

石原知事辞職 成果１期目に集中 識者「２期目後、独善的」 石原都政の主な施
策と問題発言

2012年10月31日

毎日

夕刊

11頁 ２８０ 国や都の行財政

