東村山に関する新聞記事ＩＮＤＥＸ ２０１３年１２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

市報ひがしむらやま

分類

民生委員・児童委員（老人相談員）、主任児童委員が改選されました

2013/12/1

ストーカー代行 ゆがんだ構図

2013/12/2

産経

朝刊

26 ４２０ 事件・事故

東村山消防署 ２人に感謝状 路上で心臓マッサージ・・・救命

2013/12/2

朝日

朝刊

29 ４５０ 火災・消防

東村山 路上で倒れた人救う 女性２人に消防総監感謝状

2013/12/2

東京

朝刊

22 ４５０ 火災・消防

心肺停止の女性救った！ 路上で心臓マッサージ ２人へ消防総監感謝状

2013/12/4

読売

朝刊

31 ４５０ 火災・消防

教えて先輩 興和東京創薬研究所 纐纈章泰さん 新薬開発 結実へあと一歩

2013/12/5

読売

朝刊

32 ３５０ 衛生・医療

「交換ストーカー」３人目逮捕 互いの元交際相手らに嫌がらせ 闇サイトで知り合
2013/12/5
う

読売

夕刊

14 ４２０ 事件・事故

ひと・まち 東京ネットワーク ふしぎ探検隊 バスは闇をぬけて 「銀河鉄道株式
2013/12/6
会社」（東村山市）

朝日

朝刊

24 ６２０ 交通・通信

復讐サイトで交換ストーカー 容疑者３人を逮捕

2013/12/6

朝日

朝刊

25 ４２０ 事件・事故

ストーカー代行で新たな容疑者逮捕

2013/12/6

産経

朝刊

27 ４２０ 事件・事故

ストーカー代行容疑、新たに女逮捕

2013/12/6

産経

朝刊

28 ４２０ 事件・事故

ストーカー協力容疑 歯科医ら２人再逮捕 交際断られ虫死骸送る

2013/12/6

毎日

朝刊

27 ４２０ 事件・事故

ごみ収集車で「詐欺にご注意」

2013/12/7

産経

朝刊

23 ４１０ 警察

２０１２年政治資金 国会議員の収入一覧

2013/12/7

東京

朝刊

叙位叙勲（和田淳蔵氏）

2013/12/7

読売

朝刊

28 ０１０ 叙位叙勲

ハンセン療養所 介護不安 職員減少 国立ハンセン病療養所の入所者と平均
年齢

2013/12/7

読売

夕刊

14 ３５１ ハンセン病

1 ﾍﾟｰｼﾞ

3 ３８０ 社会福祉

10-11 ２８０ 国や都の行財政

見出し

掲載日

若者ら「自由のない国、反対」 秘密保護法 代々木公園に５５００人

掲載紙

朝夕刊 ページ

分類

2013/12/8

朝日

朝刊

37 ２８０ 国や都の行財政

ルポルタージュ多摩 古紙GPS効果あり 東村山市調査に同行 持ち去り情報減
2013/12/8
る

読売

朝刊

29 ３１０ 環境・公害

ごみ収集車で注意喚起 振り込め詐欺の防止で 東村山市

2013/12/10

毎日

朝刊

27 ３１０ 環境・公害

東村山市の市民団体 北川の環境保全に取り組み１８年 会報が通算１００号に 2013/12/11

東京

朝刊

26 ６４０ 河川・湖

東村山駅付近を高架化 総事業費７１４億円 都、２０２４年度完成目指す

2013/12/11

東京

朝刊

26 ６１０ 道路・都市計画

西武東村山駅 高架化 事業認可

2013/12/11

読売

朝刊

33 ６１０ 道路・都市計画

伝統の「秋津囃子」楽しんで 東村山の小学生が特養ホームで披露 保存会から
2013/12/12
学び、練習 お年寄りは笑顔で拍手

東京

朝刊

26 ９５０ 民俗・郷土芸能

西武３線一部立体交差認可 東村山駅周辺踏切

2013/12/12

毎日

朝刊

25 ６１０ 道路・都市計画

ハンセン病施設保全 人権の森構想へ寄付 東村山、入所者ら市に

2013/12/13

朝日

朝刊

29 ３５１ ハンセン病

「人権の森構想」実現を 多磨全生園が東村山市に寄付

2013/12/13

産経

朝刊

25 ３５１ ハンセン病

東村山市に２００万円 全生園自治会が寄付 「人権啓発活動などに使って」

2013/12/13

東京

朝刊

26 ３５１ ハンセン病

多磨全生園自治会 東村山市に寄付

2013/12/13

読売

朝刊

33 ３５１ ハンセン病

特定秘密保護法 国会議員の投票行動

2013/12/14

東京

朝刊

学びやの歌 夢をもち 力合わせながら 東村山市立秋津小学校

2013/12/14

読売

朝刊

28 ７１０ 小学校

「振り込め詐欺に注意」 ごみ収集車からアナウンス 東村山市で２０日から

2013/12/14

東京

朝刊

26 ４１０ 警察

平成２５年市議会１２月定例会市長所信表明（要旨）

2013/12/15

市報ひがしむらやま

平成２４年度決算の概要

2013/12/15

市報ひがしむらやま

4-5 ２５０ 財政・税務

平成２５年度上半期 ４月１日～９月３０日の財政状況

2013/12/15

市報ひがしむらやま

6 ２５０ 財政・税務

2 ﾍﾟｰｼﾞ

6 ２８０ 国や都の行財政

2 ２３０ 市政方針・計画

見出し

掲載日

掲載紙

朝夕刊 ページ

分類

財政健全化法に基づく東村山市の財政指標

2013/12/15

市報ひがしむらやま

6 ２５０ 財政・税務

カメラニュース ひがっしー ゆるキャラグランプリで第３２４位獲得

2013/12/15

市報ひがしむらやま

7 ２００ 市政一般

猪瀬知事 辞職表明 「都政停滞させられぬ」 選挙、２月２日か９日有力

2013/12/19

朝日

夕刊

1 ２８０ 国や都の行財政

後継選び 各党本格化 猪瀬知事辞職 小池・蓮舫氏の名も

2013/12/19

朝日

夕刊

2 ２８０ 国や都の行財政

猪瀬知事きょう辞職表明 後継選び急務 本命不在で各党奔走

2013/12/19

産経

朝刊

1 ２８０ 国や都の行財政

都知事選 師走の奔走 各党、候補者選び加速

2013/12/20

朝日

夕刊

2 ２８０ 国や都の行財政

都知事の肖像 猪瀬氏辞職 上 投開票２月２日か９日有力

2013/12/20

産経

朝刊

１,3 ２８０ 国や都の行財政

都知事選 敗北の歴史 自公推薦に“ジンクス” 民主に舛添氏擁立論 浮上

2013/12/20

産経

朝刊

5 ２８０ 国や都の行財政

首都直下地震 発生時間で被害変化 死者最大１万３０００人を想定

2013/12/20

東京

朝刊

24 ４６０ 災害・防災

新聞の軽減税率適用 東村山市議会が意見書

2013/12/20

読売

朝刊

30 ２６０ 市議会

猪瀬都政 １年で幕 首長・都民「辞職やむなし」

2013/12/20

読売

朝刊

33 ２８０ 国や都の行財政

都知事選へ師走の悲鳴 選管、職員 年末年始休暇も返上！？

2013/12/21

産経

朝刊

24 ２８０ 国や都の行財政

自民党候補者選び 党執行部に一任

2013/12/25

朝日

朝刊

39 ２８０ 国や都の行財政

都知事選 ２月９日投票 来月２３日告示 経費膨らみ５０億円

2013/12/25

朝日

夕刊

1 ２８０ 国や都の行財政

都知事選２月９日投開票 １月２３日告示 各党候補選定急ぐ

2013/12/25

読売

夕刊

1 ２８０ 国や都の行財政

変転 ２０１４都知事選 首都の顔は？ 「スポーツ選手も手」「知名度ある女性」
「今の都政変える」

2013/12/26

朝日

朝刊

39 ２８０ 国や都の行財政

都知事選２月９日投開票 “勝てる候補”選び急ピッチ

2013/12/26

産経

朝刊

22 ２８０ 国や都の行財政

都知事選 ３年で３回 費用１３０億 ２月９日投開票「任期全うできる人を」

2013/12/26

読売

朝刊

32 ２８０ 国や都の行財政

被災幼稚園に贈り物 東村山・多摩みどり幼稚園 絵本や楽器１０園へ

2013/12/27

読売

朝刊

27 ７３０ 幼稚園

3 ﾍﾟｰｼﾞ

見出し

掲載日

掲載紙

朝夕刊 ページ

分類

都知事選 本命なく越年へ 自民、舛添氏望む声も

2013/12/28

朝日

朝刊

いじめ防げ 生徒会サミット 東村山の７中学、成果を標語に

2013/12/28

朝日

朝刊

33 ７２０ 中学校

変転 ２０１４都知事選 共産、宇都宮氏に秋波 候補絞り込み「政権の是非、争
点に」

2013/12/28

朝日

朝刊

38 ２８０ 国や都の行財政

宇都宮氏、出馬へ 都知事選

2013/12/28

朝日

夕刊

11 ２８０ 国や都の行財政

都知事選へ正月休み返上

2013/12/28

産経

朝刊

21 ２８０ 国や都の行財政

都知事選 宇都宮氏出馬へ 午後表明「９条改憲歯止め」

2013/12/28

東京

夕刊

1 ２８０ 国や都の行財政

前回次点の宇都宮氏、出馬へ

2013/12/28

毎日

夕刊

6 ２８０ 国や都の行財政

変転 ２０１４都知事選 宇都宮氏が立候補表明「安倍政権の暴走止める」

2013/12/28

朝日

朝刊

34 ２８０ 国や都の行財政

選択「首都の顔」２月都知事選 宇都宮氏 安心して暮らせる街に 「猪瀬氏選ん
2013/12/29
だこと考えて」

産経

朝刊

19 ２８０ 国や都の行財政

選択「首都の顔」２月都知事選 新鮮味争う「後出しじゃんけん」戦略 宇都宮氏が
2013/12/29
初名乗り

産経

朝刊

23 ２８０ 国や都の行財政

都知事選 宇都宮氏が出馬表明 「安倍政権の暴走止める」

2013/12/29

東京

朝刊

1 ２８０ 国や都の行財政

「憲法擁護」も政策の基礎 宇都宮氏「五輪前に原発収束を」

2013/12/29

東京

朝刊

22 ２８０ 国や都の行財政

首都変転 宇都宮氏が出馬表明 都知事選「政権の暴走止める」

2013/12/29

毎日

朝刊

24 ２８０ 国や都の行財政

都知事選 宇都宮氏が出馬表明

2013/12/29

読売

朝刊

24 ２８０ 国や都の行財政

選択「首都の顔」２月都知事選 民主独自か相乗りか

2013/12/30

産経

朝刊

22 ２８０ 国や都の行財政

4 ﾍﾟｰｼﾞ

4 ２８０ 国や都の行財政

