
習志野市関係新聞記事索引　平成２８年（２０１６年）３月

記事名 掲載日 掲載新聞 件名

ゴシック体で見やすく　弱視など障害者に配慮 H28.3.1 毎日 行政

行政も「勝ち組」と「負け組」  人が消える④ H28.3.1 産経 行政

公文書 ゴシック体で見やすく　習志野市４月から字体と大きさ変更 H28.3.1 東京 行政

習志野副市長が退任へ　今月末 H28.3.1 朝日 行政

駅前「花いっぱい」１５年目に　習志野の女性グループ、花壇を毎日世話 H28.3.1 朝日 人物・団体

２月度 入選作決まる　小中高校書道作品紙上展　 H28.3.1 毎日 文化

大相撲春場所新番付 H28.3.1 東京 スポーツ

「忘れない」をキーワードに　大震災ちば５年 H28.3.2 千葉 東日本大震災

殺害疑い 中国籍男逮捕　派遣社員女性の遺体（※） H28.3.3 日経 事件・事故

中国人男を逮捕　１３年習志野の女性遺体　（※） H28.3.3 東京 事件・事故

遺留物・周辺捜査で浮上　ＤＮＡ型カギ　（※） H28.3.4 朝日 事件・事故

遺留物鑑定 基に逮捕　容疑者は否認（※） H28.3.4 読売 事件・事故

現金奪う目的か　習志野女性殺害容疑 男を逮捕　（※） H28.3.4 毎日 事件・事故

被害者母「捜査見守る」　習志野殺人 容疑者を逮捕　（※） H28.3.4 毎日 事件・事故

中国籍の男逮捕　習志野女性殺人容疑（※） H28.3.4 産経 事件・事故

被害女性との面識なく　習志野殺害容疑者逮捕　（※） H28.3.4 東京 事件・事故

干潟を守る 小さな手　京葉さんぽ 習志野市・谷津① H28.3.4 朝日 谷津干潟

容疑の中国籍男逮捕　認否明らかにせず（※） H28.3.5 千葉 事件・事故

被害者は骨折　争った可能性　習志野・女性殺害の容疑者送検　（※） H28.3.5 朝日 事件・事故

遺留物のＤＮＡ一致　容疑者を送検（※） H28.3.5 毎日 事件・事故

遺体損傷 激しく暴行か　事件後行方くらます（※） H28.3.5 産経 事件・事故

干潟の自然 感じる学ぶ　京葉さんぽ 習志野市・谷津② H28.3.5 朝日 小学校

公立高後期　全日制合格１万１５６４人　２９学科で２次募集 H28.3.5 朝日 高校

風化防止へ展示会　体験や教訓、写真も H28.3.8 千葉 東日本大震災

バラ色の春 お楽しみに　京葉さんぽ　習志野・谷津③ H28.3.8 朝日 園芸

習志野副市長人事を追加提案 H28.3.9 千葉 行政

老舗クラブ 子どもの歓声　京葉さんぽ 習志野市・谷津④ H28.3.9 朝日 スポーツ

ふるさと談議に花　県北と館山の避難者初交流 H28.3.10 毎日 東日本大震災

習志野市と宅配大手、災害時協定 H28.3.10 朝日 消防・防災

アツアツ 精肉店のやきとり　京葉さんぽ 習志野市・谷津⑤ H28.3.10 朝日 経済・商業
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黄色いハンカチに応援の思いを込め　習志野 H28.3.12 東京 東日本大震災

防災まちづくり大賞に３団体　習志野、「向こう三軒両隣」の活動進める H28.3.12 朝日 消防・防災

地籍調査 進捗１４％　２４市町で未着手 H28.3.14 読売 地理

中国籍の男「冤罪だ」　習志野の女性殺害　（※） H28.3.15 千葉 事件・事故

習志野女性殺害事件　中国籍の男容疑否認（※） H28.3.15 産経 事件・事故

大正モダン 香るカフェ　京葉さんぽ 習志野市・谷津⑥ H28.3.15 朝日 経済・商業

紡ぐ 奄美大島の魅力　京葉さんぽ 習志野市・谷津⑦ H28.3.16 朝日 経済・商業

相続相談 習志野の支店で　京葉銀が窓口 H28.3.16 日経 生活

絵画や写真８００点並ぶ　谷津干潟テーマに作品展 H28.3.16 千葉 文化

軟式野球 第１２回コスモスカップ H28.3.16 千葉 スポーツ

千葉文学三賞　６６編が２次審査通過 H28.3.18 千葉 文学

公立小中教員ら８９人　教科書検定で謝礼受け取り H28.3.19 朝日 教育

教科書謝礼９３人受け取り　採択委員務めた校長 戒告 H28.3.19 読売 教育

多機能備えた未来都市　わがまち空から H28.3.20 読売 幕張新都心

第７８回謙慎書道会展入賞者 H28.3.20 読売 文化

驚くべき鉄器文明の起源　読書日記 H28.3.22 毎日 図書館・読書

地価公示　２０１６年 H28.3.23 千葉 経済・商業

県内の公示地価 H28.3.23 読売 経済・商業

公示地価 H28.3.23 毎日 経済・商業

２８年公示地価 H28.3.23 産経 経済・商業

アクアライン上昇けん引　県内公示地価 全用途で０．４％ H28.3.23 日経 経済・商業

公示地価 平成２８年１月１日現在 H28.3.23 東京 経済・商業

音楽の街 楽しみ方に合わせ　京葉さんぽ 習志野市・谷津⑩ H28.3.23 朝日 文化

宇宙へ　千葉工大３度目の正夢 H28.3.23 東京 大学等

２０１５年度県議会表彰　学芸の部 H28.3.24 千葉 表彰等

商業施設に投票所　１８歳からの１票 H28.3.24 千葉 選挙

石焼きのり 具材何でもあり　京葉さんぽ 習志野市・谷津⑪ H28.3.24 朝日 経済・商業

「メテオ」念願の宇宙へ　打ち上げ成功、２５０人見守る H28.3.24 千葉 大学等

３度目の正直「勇気もらった」　千葉工大 流星観測カメラ打ち上げ成功 H28.3.24 産経 大学等

１６年公示地価特集 H28.3.25 日経 経済・商業
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議会　習志野市議会 H28.3.25 朝日 市議会

副市長に諏訪氏　習志野 H28.3.25 読売 市議会

中国人男性 処分保留で釈放　千葉・習志野の女性殺害事件（※） H28.3.25 朝日 事件・事故

きょう同時開幕  プロ野球 H28.3.25 読売 スポーツ

習志野人事（４月１日付） H28.3.26 朝日 行政

習志野人事（４月１日） H28.3.26 読売 行政

新副市長に諏訪氏　市議会だより H28.3.26 千葉 市議会

県の教職員異動　 H28.3.26 千葉 教育

県の教職員異動　 H28.3.26 読売 教育

県の教職員異動　 H28.3.26 毎日 教育

千葉県の教職員人事 H28.3.26 産経 教育

県人事 H28.3.27 読売 行政

県職員人事異動　４月１日付 H28.3.28 朝日 教育

２０１５年度県議会表彰　スポーツの部 H28.3.29 千葉 表彰等

県職員人事異動　４月１日付 H28.3.29 朝日 行政

干潟の保護 伝え広げる　京葉さんぽ 習志野市・谷津⑬ H28.3.29 朝日 谷津干潟

バス位置情報　全路線で　英語でも検索 H28.3.29 日経 交通

高齢者叙勲（２９日） H28.3.30 千葉 表彰等

市人事　４月１日 H28.3.31 毎日 行政

トイレで高校生に「投票してね」　政治しようよ１８ H28.3.31 毎日 選挙

県警人事異動 ４月１日付 H28.3.31 千葉 警察・防犯

県警人事　（４月１日） H28.3.31 読売 警察・防犯

◎「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。


