
習志野市関係新聞記事索引　平成２８年（２０１６年）４月

記事名 掲載日 掲載新聞 件名

習志野高 校庭、人工芝に　きょうから全国サッカー強豪校の大会も H28.4.1 朝日 高校

春季県高校野球 地区予選が8日開幕 H28.4.1 朝日 スポーツ

県水道局 今後５年現行料金水準を維持 H28.4.2 読売 生活

震災復旧済み あすから再公開　習志野の旧鴇田家住宅 H28.4.2 千葉 郷土

旧鴇田家 きょう公開　習志野で５年ぶり H28.4.3 読売 郷土

旧鴇田家住宅の復旧完了　きょう再オープン H28.4.3 産経 郷土

習志野高グラウンド 人工芝に　砂舞い近隣被害 長年の懸念解消 H28.4.3 東京 高校

習志野東部 京成線踏切渋滞解消へ　立体交差トンネル完成 H28.4.3 朝日 交通

白内障手術 日帰りでも　病院の実力～千葉編９８ H28.4.3 読売 医療

１５３チーム激突　春季県高校野球 H28.4.4 千葉 スポーツ

３月度 入選作決まる　小中高校書道作品紙上展 H28.4.5 毎日 文化

叙位叙勲(５日) H28.4.6 千葉 表彰等

叙位叙勲(５日) H28.4.6 読売 表彰等

習志野市（４月１日付）　市町村人事異動２０１６ H28.4.6 千葉 行政

習志野の魅力発信担う　ひとキラリ H28.4.6 東京 行政

ボクシング男子堤(習志野)フライ級制す  全国高校選抜記録 H28.4.6 千葉 スポーツ

踏切内の衝突事故に備え　脱線想定し復旧訓練 H28.4.8 千葉 交通

本県関係１８２人受章　危険業務従事者叙勲 H28.4.9 千葉 表彰等

危険業務従事者叙勲　１８２人受章 H28.4.9 朝日 表彰等

危険業務従事者叙勲に１７９人 H28.4.9 産経 表彰等

危険業務従事者叙勲受賞者 H28.4.9 日経 表彰等

危険業務従事者叙勲 H28.4.9 東京 表彰等

「市の魅力伝えたい」 こんにちは H28.4.9 千葉 行政

春季県高校野球 H28.4.9 千葉 スポーツ

地区予選が開幕　春季県高校野球大会 H28.4.9 朝日 スポーツ

共産・志位委員長　野党共闘で熱弁 H28.4.10 朝日 選挙

人工芝グラウンド完成　県内公立高校では初 H28.4.10 千葉 高校

怒りと悲しみ熱唱　３．１１から H28.4.12 東京 東日本大震災

春季県高校野球大会地区予選 H28.4.12 朝日 スポーツ

酒気帯び運転容疑、男逮捕　(※) H28.4.12 千葉 事件・事故
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第６９回春季高校野球大会地区予選 H28.4.12 毎日 スポーツ

第４０回記念京葉少年野球春季大会兼第３８回くりくり少年野球選手権大会千葉地区予選会 H28.4.12 毎日 スポーツ

障害者　試用期間後に解雇 H28.4.13 朝日 行政

１人乗り移動機器 実験へ　千葉市、千葉工大と協定 H28.4.15 日経 大学等

千葉市の川島さん 一般部以文会大賞　書道全国公募展 H28.4.15 東京 文化

出場４９チームの対戦相手決まる　春季県高校野球 H28.4.15 朝日 スポーツ

千葉工業大と千葉市　街づくりで包括連携 H28.4.16 読売 大学等

入力ミス 防災無線で誤報　昨年の統一地方選「期日前投票を・・・」！？ H28.4.19 朝日 行政

分散機能解消の習志野　庁舎整備の槌音　上 H28.4.20 千葉 行政

障害者男性解雇「謝罪と撤回を」　習志野市長に市議質問状 H28.4.20 東京 行政

浴槽水からレジオネラ菌　習志野市の施設で H28.4.20 千葉 福祉

障害者元職員　解雇撤回要求　試用期間「成績不良」で H28.4.21 読売 行政

きらめく緑 命の輝き　探鳥堀内カメラマン 絶景を行く～春～ H28.4.21 東京 谷津干潟

「戦争はいやだ！パレード」　あす津田沼、市民デモ第２弾 H28.4.22 東京 戦争・平和

障害者解雇　習志野市「撤回しない」 H28.4.23 朝日 行政

熊本地震義援金　寄託された方々 H28.4.23 東京 福祉

安保法に反対１６０人デモ行進　習志野 H28.4.24 朝日 戦争・平和

津田沼 ７点差はね返す　春季県高校野球第１日 H28.4.24 千葉 スポーツ

県大学野球リーグ　 H28.4.24 千葉 スポーツ

県大会が開幕 １７試合で熱戦　春季高校野球 H28.4.24 朝日 スポーツ

春の高校野球開幕 H28.4.24 読売 スポーツ

県大会出場16人決定　朝日アマ囲碁名人戦 H28.4.25 朝日 文化

春季県高校野球　第２日 H28.4.25 千葉 スポーツ

春季県高校野球大会 H28.4.25 朝日 スポーツ

春季高校野球県大会　 H28.4.25 読売 スポーツ

熊本地震救援募金 H28.4.26 読売 福祉

先端技術でまちづくり　連携し実験・研究 H28.4.26 千葉 大学等

高齢者叙勲 H28.4.27 千葉 表彰等

障害者解雇「差別ではない」　会見で習志野市長 H28.4.27 朝日 行政

障害者職員、解雇　「不当」と提訴も H28.4.27 毎日 行政
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ワンボックス車を盗んだ疑い　（※） H28.4.27 千葉 事件・事故

モンドセレクション　習志野水道水が金賞 H28.4.27 産経 都市計画

叙勲 H28.4.29 千葉 表彰等

春の叙勲　県内２２７人 H28.4.29 朝日 表彰等

春の叙勲 ２２７人に栄誉 H28.4.29 読売 表彰等

春の叙勲　県内から２２７人 H28.4.29 毎日 表彰等

春の叙勲　県内から２２７人 H28.4.29 産経 表彰等

春の叙勲受章者 H28.4.29 日経 表彰等

職員の解雇理由「障害関係ない」　習志野市長回答 H28.4.29 毎日 行政

障害者解雇「撤回ない」　習志野市長 市議質問状に回答 H28.4.29 東京 行政

県大学野球リーグ　第３節第１日 H28.4.30 千葉 スポーツ

花見川・稲毛区　習志野市で停電 H28.4.30 毎日 通信

◎「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。


