
習志野市関係新聞記事索引　平成１５年（２００３年）４月

記事名 掲載日 掲載新聞 件名

走行中電車の窓ガラス割れる　新京成線 H15.4.1 産経 事件・事故

児童買春の男逮捕（※） H15.4.2 産経 事件・事故

防犯覚書に調印 H15.4.3 読売 警察・防犯

ヨーカ堂の牙城イオン出店攻勢　千葉・京葉地域 H15.4.3 千葉 経済・商業

千葉県議選候補者 H15.4.4 朝日 選挙

選挙人名簿登録者数 H15.4.4 朝日 選挙

県議選立候補者 H15.4.4 毎日 選挙

県議選立候補者 H15.4.4 産経 選挙

選挙人名簿登録者数 H15.4.4 産経 選挙

県議選立候補者 H15.4.4 東京 選挙

習志野を安全な街に　警察と千葉工大が覚書締結 H15.4.4 産経 警察・防犯

県議選立候補者 H15.4.5 千葉 選挙

県議選立候補者 H15.4.5 読売 選挙

第１陣告示　２００３統一選 H15.4.5 産経 選挙

飲酒で事故の疑い（※） H15.4.7 朝日 事件・事故

酒気帯び運転の会社員逮捕（※） H15.4.7 読売 事件・事故

県大学野球リーグ H15.4.7 朝日 スポーツ

県議選の情勢 H15.4.10 朝日 選挙

現職に“天敵”市議　’０３ちば統一地方選 H15.4.11 千葉 選挙

１６４校が参加し地区予選開始　春季県高校野球 H15.4.11 朝日 スポーツ

審判待つ県議選 H15.4.12 千葉 選挙

臨床検査技師国家試験合格者　診療放射線技師合格者 H15.4.12 千葉 医療

県議選立候補者 H15.4.13 産経 選挙

春季県高校野球ブロック予選 H15.4.13 千葉 スポーツ

春季県高校野球大会地区予選 H15.4.13 朝日 スポーツ

県大学野球春季リーグ H15.4.13 朝日 スポーツ

市船橋高は引き分ける　プリンスリーグ開幕 H15.4.13 朝日 スポーツ

県議選開票結果 H15.4.14 千葉 選挙

県議選の投票結果 H15.4.14 朝日 選挙

当選した人々　県議選 H15.4.14 産経 選挙
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記事名 掲載日 掲載新聞 件名

県議選当選者 H15.4.14 産経 選挙

県議選開票結果 H15.4.14 東京 選挙

春季県高校野球ブロック予選 H15.4.14 千葉 スポーツ

県大学野球リーグ H15.4.14 千葉 スポーツ

春季県高校野球大会地区予選 H15.4.14 朝日 スポーツ

県大学野球春季リーグ戦 H15.4.14 朝日 スポーツ

現職が牙城を死守　２新人の善戦及ばず H15.4.15 千葉 選挙

県議選党派別市区町村別投票数・得票数 H15.4.15 千葉 選挙

県議選　市町村別投票率 H15.4.15 産経 選挙

県議選　開票結果 H15.4.15 産経 選挙

県議新しい顔ぶれ　新議員に望む有権者の声 H15.4.15 日経 選挙

国家試験合格者　理学療法士　作業療法士 H15.4.15 千葉 医療

情報大８回コールド　県大学野球リーグ H15.4.15 千葉 スポーツ

県大学野球春季リーグ戦 H15.4.15 朝日 スポーツ

公立校過密化対策で論戦　習志野市長選予定者が討論会 H15.4.16 読売 選挙

０３ちば統一地方選　市長選の顔ぶれ H15.4.17 東京 選挙

代表４０校出そろう　春季県高校野球ブロック予選 H15.4.17 千葉 スポーツ

市長選の展望 H15.4.18 読売 選挙

玄関でばったり　下着窃盗男逮捕（※） H15.4.18 産経 事件・事故

８３歳はねられ死亡（※） H15.4.18 東京 事件・事故

５市長選、あす告示　’０３ちば統一地方選 H15.4.19 千葉 選挙

習志野現新対決　０３ちば統一地方選 H15.4.19 朝日 選挙

国家試験合格者　救急救命士 H15.4.19 千葉 医療

救急救命士合格者 H15.4.19 読売 医療

国家試験合格者　救急救命士 H15.4.19 毎日 医療

紅陵筆頭に４８校激突　２日から春季県高校野球 H15.4.19 千葉 スポーツ

５市長選１２人出馬へ　２００３統一選 H15.4.20 産経 選挙

現職、前市議が一騎打ち　習志野市長選 H15.4.21 千葉 選挙

５市長選立候補者 H15.4.21 千葉 選挙

５市長選３人争う　習志野は新現対決 H15.4.21 朝日 選挙
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記事名 掲載日 掲載新聞 件名

市議選候補者 H15.4.21 朝日 選挙

市長選に１３人届け出 H15.4.21 読売 選挙

市長選立候補者 H15.4.21 読売 選挙

市議選立候補者 H15.4.21 読売 選挙

市議選党派別立候補者数 H15.4.21 読売 選挙

市長選立候補者 H15.4.21 毎日 選挙

１７市議選立候補者 H15.4.21 毎日 選挙

５市長選１３人が舌戦　２００３統一選 H15.4.21 産経 選挙

市長選立候補者 H15.4.21 産経 選挙

市議選立候補者 H15.4.21 産経 選挙

財政再建、焦点に　習志野市長選 H15.4.21 東京 選挙

習志野市長選 H15.4.21 東京 選挙

市議選立候補者一覧 H15.4.21 東京 選挙

市長選立候補者の横顔 H15.4.22 毎日 選挙

忙人寸語 H15.4.22 千葉 環境

目指すは世界統一王者　ボクシング高校６冠の粟生 H15.4.22 千葉 スポーツ

習志野市長選立候補者の横顔 H15.4.23 千葉 選挙

市長選立候補者のプロフィル H15.4.23 産経 選挙

歯科医師合格者 H15.4.23 朝日 医療

歯科医師合格者 H15.4.23 読売 医療

千工大、初の勝ち点　県大学野球リーグ H15.4.23 千葉 スポーツ

市長選立候補者の横顔 H15.4.24 読売 選挙

国家試験合格者　薬剤師 H15.4.24 千葉 医療

薬剤師合格者 H15.4.24 読売 医療

国家試験合格者　薬剤師 H15.4.24 毎日 医療

不在者投票が大幅増　県内統一地方選 H15.4.25 千葉 選挙

市長選の終盤情勢 H15.4.25 読売 選挙

市長選立候補者 H15.4.25 東京 選挙

医師合格者 H15.4.25 朝日 医療

国家試験合格者　医師 H15.4.25 毎日 医療
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記事名 掲載日 掲載新聞 件名

地方分権の担い手選ぶ　’０３ちば統一地方選 H15.4.26 千葉 選挙

市長選立候補者 H15.4.26 毎日 選挙

市議選立候補者 H15.4.26 産経 選挙

林教授が一日局長　郵政記念日で習志野郵便局 H15.4.26 千葉 通信

忙人寸語 H15.4.27 千葉 人物・団体

市長選立候補者　市議選立候補者 H15.4.27 読売 選挙

春季県高校野球 H15.4.27 千葉 スポーツ

春季県高校野球大会 H15.4.27 東京 スポーツ

佐倉、習志野は現職　’０３ちば統一地方選 H15.4.28 千葉 選挙

市長選の得票 H15.4.28 朝日 選挙

市長選確定得票と当選者略歴 H15.4.28 読売 選挙

市議選開票結果 H15.4.28 読売 選挙

市・区長選の開票結果　２００３年統一地方選 H15.4.28 毎日 選挙

市議選開票結果 H15.4.28 毎日 選挙

荒木氏、予想外の苦戦　土地疑惑の習志野市長選 H15.4.28 毎日 選挙

習志野、荒木氏４選 H15.4.28 産経 選挙

市長選得票 H15.4.28 産経 選挙

市議選開票結果 H15.4.28 産経 選挙

荒木氏、接戦で４選　習志野市長選 H15.4.28 東京 選挙

市町村長・市町村議選の投票者数・率 H15.4.28 東京 選挙

春季県高校野球大会 H15.4.28 東京 スポーツ

県内から２３３人受章　春の叙勲 H15.4.29 朝日 表彰等

喜びの受章者 H15.4.29 読売 表彰等

春の叙勲　県内から２３３人 H15.4.29 毎日 表彰等

県内から２３３人が受章　春の叙勲 H15.4.29 東京 表彰等

土地問題の批判厳しく　荒木氏、辛くも４選 H15.4.29 千葉 選挙

習志野市議当選者 H15.4.29 千葉 選挙

市議選確定票 H15.4.29 読売 選挙

市議選党派別当選者数 H15.4.29 読売 選挙

市議選党派別得票 H15.4.29 読売 選挙
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記事名 掲載日 掲載新聞 件名

市議選開票結果 H15.4.29 産経 選挙

市長選結果 H15.4.29 東京 選挙

武道大・中村が逆転打　県大学野球リーグ H15.4.29 千葉 スポーツ

千商大が初の勝ち点　県大学野球リーグ H15.4.30 千葉 スポーツ

訃報

◎「事件・事故等」で被害者等の個人のプライバシーに係る記事（記事の後ろに※印）は、別のファイル
に綴っていますので、ご覧になりたい方はカウンターに申し込んで下さい。
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