
習志野市関係新聞記事索引　平成２３年（２０１１年）４月

記事名 掲載日 掲載新聞 件名

習志野市人事 H23.4.1 読売 行政

有権者５０７万２９９２人 H23.4.1 読売 選挙

県議選立候補者 H23.4.1 毎日 選挙

習志野市長選で新人３人を推薦　自民、一本化難航で H23.4.1 毎日 選挙

県議選有権者数 H23.4.1 東京 選挙

習志野も液状化深刻　東日本大震災 H23.4.1 毎日 東日本大震災

音楽で習志野を元気に　津田沼駅前で３日チャリティーライブ H23.4.1 千葉 東日本大震災

県議選立候補者 H23.4.2 千葉 選挙

被災住民から冷めた声 H23.4.2 千葉 選挙

県議選立候補者 H23.4.2 朝日 選挙

県議選立候補者 H23.4.2 毎日 選挙

千葉県議選立候補者 H23.4.2 東京 選挙

習志野市人事 H23.4.3 千葉 行政

市長選絡み保守分裂　県議選２０１１の焦点　１ H23.4.3 千葉 選挙

募金受け付け H23.4.4 千葉 東日本大震災

音楽の力で元気になって　習志野震災で奉仕ライブ H23.4.4 千葉 東日本大震災

高齢者検討会議が報告書 H23.4.6 千葉 行政

自民支持層が分裂　’１１統一選ちば　県議選激戦区では　中 H23.4.6 毎日 選挙

市ＯＢを再任用　習志野・谷津バラ園管理 H23.4.7 朝日 行政

市営バラ園で再雇用　習志野市ＯＢ H23.4.7 毎日 行政

財政、高齢化など５氏に問う　ちば統一地方選２０１１ H23.4.7 千葉 選挙

社会事業団への寄託 H23.4.7 毎日 東日本大震災

液状化１１市区で　東京・千葉・神奈川１１００棟損壊 H23.4.8 読売 東日本大震災

谷津バラ園に元市幹部６人　習志野市が再雇用、一部に反発も H23.4.9 千葉 行政

県議選立候補者顔ぶれ H23.4.9 千葉 選挙

県議選候補者 H23.4.9 朝日 選挙

県議選立候補者 H23.4.9 読売 選挙

審判を待つ人々　県議選立候補者 H23.4.9 毎日 選挙

春季県高校野球 H23.4.9 千葉 スポーツ

県内の主な被害 H23.4.10 朝日 東日本大震災
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記事名 掲載日 掲載新聞 件名

死者１８人不明２人　県内の主な被害 H23.4.10 読売 東日本大震災

春季県高校野球 H23.4.10 千葉 スポーツ

県議選当選者 H23.4.11 千葉 選挙

県議選の得票と当選者 H23.4.11 朝日 選挙

千葉県議選当選者 H23.4.11 読売 選挙

県議選当選者一覧 H23.4.11 毎日 選挙

千葉県議選 H23.4.11 日経 選挙

開票結果　１１統一地方選　県議選 H23.4.11 東京 選挙

過去最低の４０．０４％　県議選投票率、震災も影響 H23.4.11 東京 選挙

東日本大震災県内の主な被害 H23.4.11 千葉 東日本大震災

生活阻む液状化　浦安・習志野下水不通 H23.4.11 毎日 自然

県議選の選挙区別党派別得票数 H23.4.12 朝日 選挙

県議選立候補者高点順得票 H23.4.12 読売 選挙

県議選市区町村別投票率　統一選２０１１ H23.4.12 産経 選挙

社会事業団への寄託 H23.4.12 毎日 福祉

春季県高校野球 H23.4.12 千葉 スポーツ

春季県高校野球大会地区予選 H23.4.12 毎日 スポーツ

公共施設修繕を発注　事業者支援で緊急対策 H23.4.13 千葉 行政

春季県高校野球 H23.4.13 千葉 スポーツ

習志野市長選で国民新党が布施氏推薦 H23.4.14 毎日 選挙

液状化、大被害想定せず H23.4.14 読売 東日本大震災

震災被災者へ相談窓口開設 H23.4.15 千葉 東日本大震災

市に３億円の寄付　マンション建設業６社 H23.4.15 朝日 行政

「こども園」争点に　統一選２０１１　習志野市長選 H23.4.15 読売 選挙

自民異例の３人推薦　統一選２０１１ H23.4.15 産経 選挙

３市長選の告示直前情勢　２０１１統一地方選 H23.4.15 東京 選挙

リアルな動きに小学生ら歓声　魚ロボットを披露 H23.4.15 千葉 工業

４９校の対戦相手決まる　春季県高校野球 H23.4.15 千葉 スポーツ

組み合わせ決定　春の高校野球県大会 H23.4.15 読売 スポーツ

３市長選あす告示　ちば統一地方選２０１１ H23.4.16 千葉 選挙
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記事名 掲載日 掲載新聞 件名

３市長・１６市議選　統一地方選後半戦あす告示 H23.4.16 朝日 選挙

３市長選あす告示　統一選２０１１後半戦 H23.4.16 読売 選挙

あす３市長選など告示　統一選２０１１後半戦 H23.4.16 産経 選挙

３市長選あす告示　統一選第２陣 H23.4.16 東京 選挙

３市長選きょう告示　ちば統一地方選２０１１ H23.4.17 千葉 選挙

平和派遣事業で報告書　市内の学校などへ配布 H23.4.17 千葉 戦争・平和

５新人の大激戦　習志野市長選 H23.4.18 千葉 選挙

１６市議選立候補者 H23.4.18 千葉 選挙

３市長選に９人立候補　ちば統一地方選２０１１ H23.4.18 千葉 選挙

３市長選舌戦スタート　統一選後半戦告示 H23.4.18 朝日 選挙

市長選候補者 H23.4.18 朝日 選挙

市議選の候補者 H23.4.18 朝日 選挙

市議選立候補者 H23.4.18 読売 選挙

３市長選９人名乗り　統一選２０１１ H23.4.18 読売 選挙

５氏出馬の大混戦　３市長選告示 H23.4.18 産経 選挙

３市長選に９人　２０１１統一地方選 H23.4.18 東京 選挙

５新人激しい戦い　習志野市長選 H23.4.18 東京 選挙

習志野市長選立候補者の横顔　上 H23.4.19 千葉 選挙

市長選候補者の横顔 H23.4.19 朝日 選挙

習志野市長選候補者の横顔 H23.4.19 読売 選挙

グランドエイトが逆転　東習志野早朝野球 H23.4.19 千葉 スポーツ

習志野市長選立候補者の横顔　下 H23.4.20 千葉 選挙

震災復旧の財源なく　’１１統一選ちば　後半戦を歩く H23.4.20 毎日 選挙

習志野市長選争点多く　統一地方選２０１１ H23.4.21 産経 選挙

習志野市長選候補者の横顔 H23.4.21 東京 選挙

図書館も被災　本散乱壁にひび H23.4.22 読売 東日本大震災

市内被災者に無料仮住居　２５日から入居希望受け付け H23.4.22 千葉 東日本大震災

習志野、５新人の混戦続く　ちば統一地方選２０１１ H23.4.22 千葉 選挙

後継・対立５氏の争い　２０１１統一地方選＠千葉 H23.4.22 朝日 選挙

被害救済「前向きに」　内閣府副大臣が視察 H23.4.23 千葉 東日本大震災
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記事名 掲載日 掲載新聞 件名

浦安などの液状化視察　東・防災担当副大臣 H23.4.23 産経 東日本大震災

後半戦あす投開票　ちば統一地方選２０１１ H23.4.23 千葉 選挙

県内１６市議選立候補者の顔ぶれ H23.4.23 千葉 選挙

習志野市長選立候補者　ちば統一地方選２０１１ H23.4.23 千葉 選挙

身近な代表選択の時　２０１１統一地方選＠千葉 H23.4.23 朝日 選挙

後半戦あす投票　統一選２０１１ H23.4.23 読売 選挙

市議選立候補者 H23.4.23 読売 選挙

各陣営、全力で終盤戦　’１１統一選ちば H23.4.23 毎日 選挙

行財政改革や防災争点　統一地方選２０１１ H23.4.23 産経 選挙

熱戦展開訴えに力込め　２０１１統一地方選 H23.4.23 東京 選挙

防災・行革など訴え　２０１１統一地方選＠千葉 H23.4.24 朝日 選挙

習志野市長に宮本氏　ちば統一地方選２０１１ H23.4.25 千葉 選挙

市町長選開票結果 H23.4.25 千葉 選挙

「未来の街づくりへ働く」　ちば統一地方選２０１１ H23.4.25 千葉 選挙

１６市議選開票結果 H23.4.25 千葉 選挙

習志野市長に宮本氏 H23.4.25 朝日 選挙

市議選の得票 H23.4.25 朝日 選挙

習志野市長に宮本氏　統一選２０１１ H23.4.25 読売 選挙

市議選開票結果 H23.4.25 読売 選挙

市長選確定得票 H23.4.25 読売 選挙

習志野宮本氏制す H23.4.25 産経 選挙

市長・東京区長選 H23.4.25 日経 選挙

習志野宮本氏　統一選後半 H23.4.25 東京 選挙

「信頼と希望の町つくる」　２０１１統一地方選 H23.4.25 東京 選挙

春季県高校野球 H23.4.25 千葉 スポーツ

春の高校野球開幕 H23.4.25 読売 スポーツ

液状化被害の基準見直しを　浦安、習志野市が県に要望 H23.4.26 千葉 東日本大震災

国に見直し要請を　液状化被害認定基準 H23.4.26 朝日 東日本大震災

液状化被害に最大１００万円　共同で見舞金 H23.4.26 読売 東日本大震災

住宅被害の認定緩和を　浦安・習志野両市が要望 H23.4.26 産経 東日本大震災

4



習志野市関係新聞記事索引　平成２３年（２０１１年）４月
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開票結果　ちば統一地方選２０１１ H23.4.26 千葉 選挙

“現職後継”市民が選択　ちば統一地方選２０１１ H23.4.26 千葉 選挙

統一選市長選の確定得票 H23.4.26 朝日 選挙

宮本氏「まず被災地復旧」　習志野市長初当選 H23.4.26 読売 選挙

民主不振　統一選２０１１ H23.4.26 読売 選挙

「財源は起債が中心に」　習志野市長に初当選・宮本氏 H23.4.26 毎日 選挙

「荒木市政を継承」　習志野新市長 H23.4.26 産経 選挙

市議選確定得票 H23.4.26 東京 選挙

荒木市長が退任　行革などに尽力 H23.4.27 千葉 行政

液状化で国に要望書　県市長会 H23.4.27 千葉 東日本大震災

液状化被害救済を　国・県へ要望書まとめ H23.4.27 朝日 東日本大震災

荒木習志野市長５期務め退任式 H23.4.27 毎日 行政

荒木・習志野市長が退任 H23.4.27 産経 行政

荒木市長が退任式 H23.4.27 東京 行政

混戦、背景に支持分散　習志野市長選 H23.4.27 朝日 選挙

習志野、宮本新市長が初登庁　「共感、信頼、希望目指す」 H23.4.28 千葉 行政

防犯・交通ルールを学ぶ　袖ケ浦西小学校 H23.4.28 千葉 警察・防犯

液状化広大な爪痕　東京湾岸は世界最大級 H23.4.28 朝日 東日本大震災

近く基準見直し救済へ　液状化住宅被害 H23.4.29 朝日 東日本大震災

震災募金箱盗んだ容疑（※） H23.4.29 千葉 事件・事故

コンビニの募金箱盗んだ容疑者逮捕　習志野署（※） H23.4.29 朝日 事件・事故

東日本大震災救援募金 H23.4.29 朝日 東日本大震災

模型通して建築考察　習志野・日大生産工学部 H23.4.29 千葉 建築・住宅

春季県高校野球 H23.4.29 千葉 スポーツ

春季県高校野球大会 H23.4.29 朝日 スポーツ

習志野、木総合に快勝　春季県高校野球 H23.4.30 千葉 スポーツ
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◎「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。


