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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

新しく決まった民生委員・児童委員（老人相談員）の紹介

2017/10/1

衆院選・予想される顔ぶれ２ 東京・北陸信越・南関東
２０区（木原誠二 竹田光明）

2017/10/2

朝日

朝刊

評 寄席 落語協会真打ち こみちに万雷の拍手（柳亭こみち）

2017/10/2

毎日

夕刊

枝野新党に期待感 民進新顔ら希望批判 衆院選（竹田光明）

2017/10/3

朝日

朝刊

25 ２８０ 国や都の行財政

公示まで１週間、立候補どこから
立憲民主か、希望か、無所属か 衆院選（竹田光明）

2017/10/3

朝日

朝刊

34 ２８０ 国や都の行財政

名所に７施設選定 都水道局 アンケで高い支持（村山・山口貯水池）

2017/10/3

毎日

朝刊

22 ６５０ 上下水道

希望立候補予定者、街頭へ ２５選挙区２３人公認 衆院選（竹田光明）

2017/10/4

朝日

朝刊

23 ２８０ 国や都の行財政

衆院選 ２０１７ 民進元職竹田氏 ２０区出馬断念へ 希望第１次公認漏れ

2017/10/4

毎日

朝刊

23 ２８０ 国や都の行財政

希望１次公認 「落下傘候補」に衝撃 小沢鋭仁氏２５区へ
受け止め様々（竹田光明）

2017/10/4

読売

朝刊

25 ２８０ 国や都の行財政

公明が推薦する自民候補と、第４次公認候補（木原誠二）

2017/10/6

毎日

朝刊

5 ２８０ 国や都の行財政

衆院選 ２０１７ 各区の情勢―上（木原誠二）

2017/10/6

毎日

朝刊

27 ２８０ 国や都の行財政

池袋でよさこいコン １１０チーム躍動

2017/10/9

毎日

朝刊

29 ９５０ 民俗・郷土芸能

衆院選の候補者 北海道・東北・東京 ２０区（木原誠二） 比例区（竹田光明）

2017/10/10

朝日

夕刊

4 ２８０ 国や都の行財政

２０１７年衆院選 全国の立候補者 ２２日投開票 東京

2017/10/10

東京

夕刊

4 ２８０ 国や都の行財政

選挙人名簿登録者数 衆院選 ２０区 東村山市

2017/10/11

朝日

朝刊

32 ２８０ 国や都の行財政

衆院選２０１７公示 選挙区立候補者 （届け出順） ２０区（木原誠二）

2017/10/11

産経

朝刊

26 ２８０ 国や都の行財政

1 ﾍﾟｰｼﾞ

2 ３８０ 社会福祉
15 ２８０ 国や都の行財政
6 ８４０ 趣味・娯楽

見出し

掲載日

掲載紙

衆院選立候補者 東京

2017/10/11

東京

朝刊

9 ２８０ 国や都の行財政

都内小選挙区の立候補者

2017/10/11

東京

朝刊

20 ２８０ 国や都の行財政

通算１０００四球＝プロ野球１５人目（鳥谷敬）

2017/10/11

毎日

朝刊

17 ８３０ スポーツ

衆院選 ２０１７ 全国の立候補者 届け出順 東京 ２０区（木原誠二）
比例 希望（竹田光明） 自民（木原誠二）

2017/10/11

毎日

朝刊

20-21 ２８０ 国や都の行財政

衆院選 有権者は１１３２万７３７３人 前回比４３万人増

2017/10/11

毎日

朝刊

27 ２８０ 国や都の行財政

衆院選 ２０１７ 公示 ２５選挙区に９７人 自公ＶＳ希ＶＳ共立社が決戦
都内２５選挙区

2017/10/11

毎日

朝刊

27 ２８０ 国や都の行財政

２０１７衆院選公示 比例選立候補者一覧 東京ブロック（木原誠二 竹田光明）

2017/10/11

読売

朝刊

11 ２８０ 国や都の行財政

工事足場傾き架線に接触

2017/10/11

読売

朝刊

31 ６２０ 交通・通信

２０１７衆院選公示 比例選東京ブロック立候補者一覧（竹田光明）

2017/10/11

読売

朝刊

32 ２８０ 国や都の行財政

２０１７衆院選公示 小選挙区立候補者一覧 ２０区～２５区 その２（木原誠二）

2017/10/11

読売

朝刊

32 ２８０ 国や都の行財政

２０１７衆院選 小選挙区・比例の序盤情勢＝その３
東京２０区（木原誠二 竹田光明）

2017/10/12

読売

朝刊

13 ２８０ 国や都の行財政

衆院選 選挙人名簿登録者数

2017/10/12

読売

朝刊

31 ２８０ 国や都の行財政

衆院選 小選挙区情勢 １８区～２５区 その２（木原誠二）

2017/10/12

読売

朝刊

31 ２８０ 国や都の行財政

衆院選 序盤情勢 自民 多摩４選挙区で先行
１８区～２５区 木原がリード ２０区

2017/10/12

読売

朝刊

31 ２８０ 国や都の行財政

２０１７衆院選 全国情勢

2017/10/13

東京

朝刊

10-11 ２８０ 国や都の行財政

小選挙区の序盤情勢

2017/10/13

東京

朝刊

26 ２８０ 国や都の行財政

ＮＯＢＩＤＯＭＥ ＦＣ 頂点 大一番 延長熱戦制す

2017/10/13

東京

夕刊

3 ８３０ スポーツ

侍「新鮮力」田口ら２５人 来月 アジア対抗戦／プロ野球（オコエ瑠偉）

2017/10/13

読売

朝刊

25 ８３０ スポーツ

2 ﾍﾟｰｼﾞ

朝夕刊 ページ

分類

見出し

掲載日

掲載紙

朝夕刊 ページ

分類

鳥谷の２０００安打、自己鍛錬の結晶 こつこつ 連続試合出場 ココハツ（鳥谷敬） 2017/10/14

朝日

夕刊

衆院選 候補者の横顔 小選挙区（１） １８区～２０区（木原誠二）

2017/10/14

読売

朝刊

32 ２８０ 国や都の行財政

衆院選の情勢 東京ブロック ２０区（木原誠二） 比例区（竹田光明）

2017/10/15

朝日

朝刊

25 ２８０ 国や都の行財政

自民、１２選挙区で優勢 衆院選・朝日新聞社情勢調査

2017/10/15

朝日

朝刊

33 ２８０ 国や都の行財政

スポーツ吹矢 東村山で大会

2017/10/15

読売

朝刊

33 ８３０ スポーツ

東京文化財ウィーク２０１７

2017/10/15 市報ひがしむらやま

1 ９４０ 史蹟・文化財

市民意識調査の結果概要報告

2017/10/15 市報ひがしむらやま

2 ２００ 市政一般

衆院選 ２０１７ 選挙区・比例の中盤情勢 東京（木原誠二 竹田光明）

2017/10/16

毎日

朝刊

11 ２８０ 国や都の行財政

２０１７衆院選 激戦区 「安倍政治」の再生か決別か ２０区（木原誠二）

2017/10/17

朝日

朝刊

29 ２８０ 国や都の行財政

小選挙区の終盤情勢 ２０区 木原が一歩抜け出る

2017/10/18

東京

朝刊

20 ２８０ 国や都の行財政

２０１７ 衆院選 終盤情勢 東京

2017/10/19

東京

朝刊

10-11 ２８０ 国や都の行財政

衆院選 ２０１７ 全２５区 情勢を読む ２０区（木原誠二）

2017/10/20

産経

朝刊

27 ２８０ 国や都の行財政

サリンを想定 テロ対処訓練

2017/10/20

読売

朝刊

33 ４６０ 災害・防災

９０代女性の胸触る 職員を停職６月に ハンセン病療養施設

2017/10/21

産経

朝刊

27 ４２０ 事件・事故

多磨全生園職員を懲戒

2017/10/21

東京

朝刊

30 ４２０ 事件・事故

衆院選 ２０１７ 小選挙区９３６人 比例代表２４４人 全国の立候補者 東京
２０区（木原誠二） 比例 希望（竹田光明）

2017/10/21

毎日

朝刊

全生園の職員を懲戒処分

2017/10/21

毎日

朝刊

25 ４２０ 事件・事故

全生園看護助手 停職６か月処分 わいせつ行為で

2017/10/21

読売

朝刊

31 ４２０ 事件・事故

衆院選比例区の候補者（竹田光明 木原誠二）

2017/10/22

朝日

朝刊

28 ２８０ 国や都の行財政

3 ﾍﾟｰｼﾞ

3 ８３０ スポーツ

10-11 ２８０ 国や都の行財政

見出し

掲載日

掲載紙

衆院選２０１７ 東京選挙区の区割りと当選者（木原誠二）

2017/10/23

産経

朝刊

16 ２８０ 国や都の行財政

２０１７衆院選 全国の開票結果

2017/10/23

東京

朝刊

4-5 ２８０ 国や都の行財政

衆院選 とうきょう ２０１７ 開票結果

2017/10/23

東京

朝刊

12 ２８０ 国や都の行財政

衆院選 小選挙区 自民順調に議席 立憲底力を見せる 希望訴え響かず
開票結果 ２０区（木原誠二）

2017/10/23

東京

朝刊

16-17 ２８０ 国や都の行財政

２０１７年衆院選開票結果 東京 小選挙区
２０区（木原誠二） 比例（木原誠二 竹田光明）

2017/10/23

読売

朝刊

7 ２８０ 国や都の行財政

２０１７衆院選 希望１ 勢いなく 区市町村別得票 ２０区 東村山市

2017/10/23

読売

朝刊

16 ２８０ 国や都の行財政

２０１７衆院選 比例開票結果（木原誠二 竹田光明）

2017/10/23

読売

朝刊

16 ２８０ 国や都の行財政

開票結果と当選者 東京 衆院選 ２０区（木原誠二） 比例区（竹田光明）

2017/10/24

朝日

朝刊

17 ２８０ 国や都の行財政

衆院選小選挙区候補者の市町村別確定得票 ２０区 東村山市（木原誠二）

2017/10/24

朝日

朝刊

28 ２８０ 国や都の行財政

衆院選比例東京ブロック 党派別都内確定得票 ２０区 東村山市

2017/10/24

朝日

朝刊

28 ２８０ 国や都の行財政

投票率５３．６４％ 前回比０．７２ポイント減 衆院選

2017/10/24

朝日

朝刊

29 ２８０ 国や都の行財政

衆院選 ２０１７ 比例代表開票結果 東京（竹田光明）

2017/10/24

産経

朝刊

17-18 ２８０ 国や都の行財政

衆院選 ２０１７ 区市町村別得票数 ２０区（木原誠二）

2017/10/24

産経

朝刊

26 ２８０ 国や都の行財政

２０１７衆院選 国政を担う全国会議員一覧

2017/10/24

東京

朝刊

9 ２８０ 国や都の行財政

２０１７衆議院 東京 小選挙区２５ 比例代表１７

2017/10/24

東京

朝刊

11 ２８０ 国や都の行財政

衆院選 ２０１７ 開票結果と当選者 東京 ２０区（木原誠二）
比例 自民（木原誠二） 希望（竹田光明）

2017/10/24

東京

朝刊

11,13 ２８０ 国や都の行財政

２０１７ 衆院選 ５３．６４％ 戦後ワースト２ 都内投票率 台風２１号接近で低く

2017/10/24

東京

朝刊

19 ２８０ 国や都の行財政

衆院選 ２０１７ 小選挙区の候補者別得票数

2017/10/24

毎日

朝刊

26 ２８０ 国や都の行財政

4 ﾍﾟｰｼﾞ

朝夕刊 ページ

分類

見出し

掲載日

掲載紙

衆院選 ２０１７ 政党の比例代表 市区町村別得票数

2017/10/24

毎日

朝刊

26 ２８０ 国や都の行財政

衆院選 ２０１７ 小選挙区の市区町村別得票率

2017/10/24

毎日

朝刊

26 ２８０ 国や都の行財政

衆院選 ２０１７ 都内得票率５３．６４％ 戦後２番目の低さ 悪天候が影響

2017/10/24

毎日

朝刊

27 ２８０ 国や都の行財政

衆院選 ２０１７ 小選挙区開票結果

2017/10/24

毎日

朝刊

27 ２８０ 国や都の行財政

２０１７衆院選 比例選東京ブロック 確定得票 党派別得票数・率

2017/10/24

読売

朝刊

30 ２８０ 国や都の行財政

２０１７衆院選 小選挙区得票率 ２０区 東村山市

2017/10/24

読売

朝刊

30 ２８０ 国や都の行財政

各地で土砂崩れ被害 大風２１号 八王子、多摩、日野
停電４３００件（西武遊園地駅）

2017/10/24

読売

朝刊

31 ４６０ 災害・防災

２０１７衆院選 当選者 意気込み新た 一夜明け 支持者へあいさつ（木原誠二） 2017/10/24

読売

朝刊

31 ２８０ 国や都の行財政

認知症介護の現実 舞台に 東村山 元「懺悔の神様」が原案

2017/10/25

読売

朝刊

33 ８２０ 映画・演劇・写真

多磨全生園の清掃 ボランティア募集 ２８日実施

2017/10/26

読売

朝刊

34 ３５１ ハンセン病

清宮へあいさつ「チーム愛感じた」（栗山英樹）

2017/10/28

毎日

朝刊

21 ８３０ スポーツ

精神疾患の人へ、広がれ安定雇用 東村山・革製品工場

2017/10/30

朝日

朝刊

29 ３８０ 社会福祉

ハンセン病、隔離施設の食 東村山の国立資料館で企画展

2017/10/31

朝日

朝刊

32 ３５１ ハンセン病

5 ﾍﾟｰｼﾞ
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分類

