
習志野市関係新聞記事索引　平成２３年（２０１１年）６月

記事名 掲載日 掲載新聞 件名

県内被災地を視察　県議会特別委 H23.6.1 千葉 東日本大震災

市内被災者への義援金募集　液状化被害の習志野市 H23.6.1 千葉 東日本大震災

いつもと同じ７００種７０００株 H23.6.1 産経 園芸

市長給与３割カットへ　４年で効果４１００万円 H23.6.2 千葉 行政

習志野市庁舎の建設構想を発表　事業費は数十億円 H23.6.2 朝日 行政

財政難、震災救済特別職給与削減へ　習志野・香取市 H23.6.2 毎日 行政

庁舎など８施設移転建て替えへ　習志野・震災で損傷 H23.6.2 毎日 行政

放射線量、本格測定へ　習志野市、今月中に H23.6.2 千葉 東日本大震災

習志野市役所老朽化建て替え事業に着手 H23.6.3 読売 行政

「最優先は震災復旧」　宮本市長が所信表明 H23.6.3 千葉 市議会

習志野市復興計画策定へ　液状化被害に対応 H23.6.4 毎日 行政

習志野でもフィリピンパブ摘発（※） H23.6.5 千葉 事件・事故

放射線量測定器習志野市へ寄贈　２ロータリークラブ H23.6.5 東京 東日本大震災

習志野４年ぶり関東王者　関東高校男子バレー H23.6.6 千葉 スポーツ

関東高校バレー習志野V H23.6.6 産経 スポーツ

プールの放射性物質小学校できょう検査　習志野市 H23.6.7 千葉 東日本大震災

耐震化で防災拠点に役所機能集約も検討　習志野市庁舎建て替えへ H23.6.8 千葉 行政

習志野散策のお供に　ガイドブックを発行 H23.6.8 読売 行政

串焼き店で食中毒　習志野 H23.6.8 千葉 医療

習志野の串焼き店女性７人が食中毒　県、営業停止に H23.6.8 朝日 医療

焼き鳥店で食中毒　習志野 H23.6.8 読売 医療

習志野の居酒屋で食中毒 H23.6.8 産経 医療

県勢３階級制覇　関東高校ボクシング H23.6.8 千葉 スポーツ

市役所建て替え　７施設集約へ H23.6.9 日経 行政

国産ロボット、原発へ　千葉工業大などの開発チーム H23.6.9 千葉 東日本大震災

過酷な現場もOK　千葉工大ロボット、福島第一で活躍へ H23.6.9 朝日 東日本大震災

きらっと君(習志野市）　ちばゆるキャラコレクションＮｏ．２ H23.6.9 千葉 レジャー

住宅被害に災害見舞金　財政難で苦肉の策 H23.6.10 千葉 行政

目指せ甲子園　千葉大会出場校紹介　２ H23.6.10 読売 スポーツ

銭湯、４日に１回　今も公園の仮設トイレ使用 H23.6.11 朝日 東日本大震災
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無料開放デーでイベント楽しむ　谷津干潟 H23.6.12 毎日 谷津干潟

マンション「山の手」志向　利便より「地盤の安定」 H23.6.14 読売 経済・商業

寅さんのまね、楽しんで　谷津干潟生き物解説が評判 H23.6.14 毎日 谷津干潟

危険業務従事者叙勲 H23.6.15 千葉 表彰等

本県関係２００人に　危険業務従事者叙勲 H23.6.15 読売 表彰等

危険業務従事者叙勲 H23.6.15 毎日 表彰等

危険業務従事者叙勲 H23.6.15 産経 表彰等

下水道損傷入浴も制限　大震災３か月番外編　上　被災地の現状 H23.6.15 読売 東日本大震災

市内中小企業ガイドを作製　習志野市 H23.6.16 毎日 経済・商業

習志野のRCが市に線量計寄贈　放射能を懸念 H23.6.16 毎日 東日本大震災

本県関係の叙勲受章者 H23.6.18 千葉 表彰等

受章者 H23.6.18 読売 表彰等

春の叙勲受章者 H23.6.18 毎日 表彰等

喜びの受章者 H23.6.18 産経 表彰等

春の叙勲受章者 H23.6.18 日経 表彰等

東習志野早朝野球 H23.6.18 千葉 スポーツ

目指せ甲子園　千葉大会出場校紹介　６ H23.6.18 読売 スポーツ

首相、液状化対策に意欲　浦安と習志野視察 H23.6.19 読売 東日本大震災

「法律や補正で対応」　液状化視察で首相 H23.6.19 毎日 東日本大震災

車が海に転落、２３歳男性死亡 H23.6.19 千葉 事件・事故

京葉線、駅を２５０メートル行き過ぎ停止 H23.6.19 東京 事件・事故

頂点目指し闘志新た　第９３回全国高校野球千葉大会 H23.6.19 千葉 スポーツ

習志野先行、追う千葉経大付や市柏　第９３回全国高校野球選手権千葉大会 H23.6.19 朝日 スポーツ

夏の高校野球対戦校決まる　甲子園目指し１７２校熱戦 H23.6.19 読売 スポーツ

１７２校組み合わせ決まる　高校野球千葉大会 H23.6.19 毎日 スポーツ

習高吹奏楽部も防犯に一役　習志野署と呼び掛け H23.6.20 千葉 警察・防犯

三番瀬調査スタート　震災影響把握へ H23.6.21 千葉 自然

クインス福島原発へ　千葉工大など開発のロボット H23.6.21 千葉 東日本大震災

災害対応ロボ福島原発へ H23.6.21 読売 東日本大震災

青の２０１系引退　最終到着の新習志野駅 H23.6.21 読売 交通
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東習志野早朝野球 H23.6.21 千葉 スポーツ

西武台千葉７年ぶり団体Ｖ　県高校総体ボクシング H23.6.21 千葉 スポーツ

三番瀬の生き物紹介 H23.6.24 読売 新聞・出版

強盗未遂容疑で男逮捕（※） H23.6.24 千葉 事件・事故

火を付けた新聞持ち銀行強盗未遂容疑（※） H23.6.24 読売 事件・事故

強盗未遂容疑で男逮捕　京葉銀行大久保支店（※） H23.6.24 毎日 事件・事故

気温上昇で動き活発　谷津干潟で人気ヤマトオサガニ H23.6.24 毎日 谷津干潟

習志野で保育の集い　きょう、講演など H23.6.26 朝日 幼稚園等

県高校総体サッカー H23.6.26 千葉 スポーツ

本格復旧には課題山積　習志野市、排水制限も解除へ H23.6.27 千葉 東日本大震災

２０１１めざせ甲子園　出場校のプロフィール　津田沼 H23.6.27 千葉 スポーツ

かわいい名前つけてね　習志野・谷津遊路商店街が募集 H23.6.28 東京 経済・商業

２０１１めざせ甲子園　出場校のプロフィール　東邦大東邦　習志野　実籾 H23.6.28 千葉 スポーツ

日本代表選出で市長訪問　「オービックシーガルズ」 H23.6.28 千葉 スポーツ

団体Ｖ習志野２６年ぶり　県高校総体体操 H23.6.28 千葉 スポーツ

習志野２年ぶりＶ　県高校総体バレーボール H23.6.28 千葉 スポーツ

「習志野に世界一を」　オービックシーガルズ H23.6.28 毎日 スポーツ

１０議案可決し、閉会　議会だより H23.6.30 千葉 市議会

議会だより H23.6.30 読売 市議会

乗用車と衝突しバイクの２人死傷　船橋の国道１４号（※） H23.6.30 千葉 事件・事故

バイクの２人死傷（※） H23.6.30 読売 事件・事故

船橋・バイクと車衝突、大学生死亡（※） H23.6.30 毎日 事件・事故
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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。


