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●袖ケ浦市および、東京湾アクアライン、かずさアカデミアパークに関する新

聞記事の見出し一覧です。 

 

●朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、日本経済新聞、産経新聞、東京新聞、千葉

日報、新千葉新聞の記事（全国紙の地方面は千葉版）の見出しを掲載してい

ます。 

 

●新聞の現物は、袖ケ浦市立中央図書館または長浦おかのうえ図書館で見るこ

とができます。 

（新聞の種類と時期によって、原紙・縮刷版・マイクロフィルム・CD－ROM・

インターネットデータベース、いずれかの形になります。） 

 

●産経新聞・東京新聞の原紙の保存期間１年を過ぎた記事については、袖ケ浦

市立図書館では閲覧できません。県立図書館などへの複写依頼で対応いたし

ます。詳しくは職員にお尋ねください。 

 

●ここに掲載した見出しの著作権は各新聞社に属します。新聞記事本文、読者

投稿の俳句の作者名・作品等、個人情報・著作権に触れるものは掲載してお

りません。 



袖ケ浦市　　新聞記事分類・件名表 平成24年3月改訂版

0 総記 1 市政 2 事件・災害 3 産業・経済 4 建設 5 交通・通信

00 総記 10 行政一般 20 総記 30 産業 40 建設・地価 50 交通・通信総記
000 総記 101 行政一般（指定管理者） 201 事件・災害総記 301 産業 401 建設・地価 501 交通・通信総記

102 市長 302 産業まつり 402 地価
01 歴史・年中行事 103 市政モニター 21 警察・防犯 303 企業 51 鉄道・駅
011 歴史 104 寄贈 211 警察 304 エネルギー 41 都市計画 511 内房線
012 年中行事 105 市町村合併 212 木更津警察署 305 節電 411 都市計画 512 久留里線
013 成人式 213 防犯 513 駅
014 県民の日 11 市政方針・総合計画
015 敬老の日 111 市政方針 22 事件・事故 31 経済 42 区画整理・埋立地 52 道路交通
016 戦没者追悼式 112 総合計画 221 事件 311 経済 421 区画整理 521 道路交通

222 事故 422 埋立地 522 自動車
02 郷土研究 12 広報 32 経済統計 423 開発 523 自転車
021 郷土 121 広報 23 交通事故 321 経済統計
022 民話 122 市民 231 交通事故 43 道路・橋 53 海上交通・船
023 市史編さん 123 ふるさとづくり 232 交通安全 33 経済関係団体 431 道路 531 海上交通

レンゲまつり、夏まつり、 233 交通違反 331 経済関係団体 432 橋 532 船
03 人物・団体 房総の魅力500選 332 商工会議所
031 ひと 124 物産展 24 消防・火災 339 特産品 44 河川 54 物流・配送
032 団体 125 241 消防 441 河川 541 郵便
033 訃報 126 海外派遣事業 242 消防団 34 金融 442 堤防 542 配送

127 海外友好親善 243 火災 341 金融
04 エッセイ 128 姉妹都市 244 防火 342 金融機関 45 港 55 通信事業
041 エッセイ 451 港 551 通信(電話)

042 コラム 13 行政区画・人口 25 自然災害・防災 35 工業 452 堤防
043 マンガ 131 行政区画 251 自然災害 351 工業 56 放送・メディア

132 人口 252 防災 352 工業団地 46 建築物 561 ラジオ
05 地理・自然 253 被災者支援 353 工場連絡会 461 建築物 562 テレビ
051 地理 14 市役所・行政委員会 354 臨海工業地域 563 インターネット
052 自然 141 市役所 26 裁判・訴訟 47 公園
053 化石 142 行政委員会 261 裁判 36 商業 471 公園

262 訴訟 361 商業 472 袖ケ浦公園
06 統計 15 財政 362 大型店 473 百目木公園
061 統計 151 財政 27 更生保護 363 商店街 474 墓地公園
062 住民意識調査・アンケート152 予算 271 更生保護 475 海浜公園
063 10大ニュース 153 税金 37 農林水産業 476 ひらおかの里農村公園

371 農業(田んぼの学校)

07 新聞・出版 16 市議会 372 農協(ゆりの里)（特産品は339へ）

071 新聞 161 市議会 373 農園
072 出版 162 議長 374 林業
073 放送 375 漁業

17 選挙 376 畜産業
08 市民の投書・投稿 171 選挙－市議会 377 園芸・花き栽培
081 投書 172 選挙－市長 378 市場
082 投稿－詩 173 選挙－県議会
083 投稿－川柳 174 選挙－知事 38 労働
084 投稿－俳句 175 選挙一般 381 労働
085 投稿－短歌 382 労働安全
086 投稿－その他 18 国会・県議会議員 383 職能

181 市出身の国会議員 384 求職・ハローワーク
09 叙位・叙勲・表彰 182 市出身の県議会議員 385 高齢者雇用(人材センター)

091
092 叙位・叙勲 19 公務員
093 表彰 191 市役所職員

192 市役所人事



6 市民生活 7 福祉 8 教育 9 文化・スポーツ

60 市民生活 70 社会福祉 80 教育 90 文化
601 市民生活 701 社会福祉（傷痍軍人の会） 801 教育 901 文化
602 生活 702 ボランティア 802 学校教育全般 902 文化活動
603 風紀 803 読書感想文 903 受賞
604 地域活動（活動支援） 71 社会事業 804 調べ学習コンクール 904 文化団体・サークル
605 人権 711 社会事業 （コンサート、発表会、展示会）

606 NPO 712 寄付・義援金 81 教育行政 905 国際交流
713 共同募金 811 教育行政 907 子ども劇場

61 住宅・住宅問題 714 ロータリークラブ 812 教育人事
611 住宅 715 ライオンズクラブ 813 教育委員会 92 科学一般
612 住宅問題 814 教職員 921 科学一般

72 保険・年金 815 教育長
62 水道・下水道 721 保険 93 文化財・郷土資料
621 水道 722 年金 82 学校教育 931 文化財
622 下水道 821 幼稚園 932 郷土資料

73 男女共同参画 822 小学校 933 郷土芸能
63 環境 733 男女共同参画 823 中学校 934 上総掘り
631 環境 734 結婚・離婚 824 養護学校・特別支援教育 935 祭り
632 環境衛生 825 学校教育一般(小中重複) 936 遺跡
633 環境保全 74 児童福祉 826 読書指導員
634 自然保護(ちば里山センター) 741 児童総記 827 学校給食 94 宗教・神社仏閣
635 火葬場 742 児童福祉（子育て支援） 828 科学工作・論文作品展 941 宗教
636 霊園・墓地 743 保育所 829 その他の作品展 942 神社
637 緑化 744 遊び   （作文・書道・絵画など） 943 寺院

745 育児 83 高等学校 944 教会
64 医療・保健 746 学童保育・児童クラブ 831 高等学校
641 医療 95 観光・レジャー
642 病院 75 青少年 84 大学 951 観光
643 看護 752 青少年総記 841 大学 952 レジャー
644 保健 753 非行 953 保養施設
645 健康 85 各種学校・塾 954 東京ドイツ村
646 公衆衛生 76 高齢者福祉 851 各種学校・塾
647 食品衛生 761 高齢者総記 852 塾 96 図書館活動
648 伝染性疾患 762 老人クラブ 853 検定試験 961 図書館

　(O-157,インフルエンザなど)763 高齢者福祉 962 図書館活動
86 社会教育施設 963 各種イベント

66 環境汚染 77 障がい者福祉 861 社会教育施設全般 964 読書会
661 環境汚染全般 771 障がい者総記 862 公民館 965 文庫活動
662 騒音 772 障がい者福祉 863 博物館
663 大気汚染 864 万葉植物園 97 スポーツ
664 水質汚染 78 労働者福祉 865 美術館 971 スポーツ
666 地盤沈下・液状化 781 労働者福祉 866 教育センター 972 スポーツ一般
667 放射能汚染 782 労働問題 867 子どもセンター 　（総合スポーツ大会・国体）

973 スポーツ施設
67 住民運動 87 社会教育事業 　（プロ招聘事業・袖ケ浦フォレスト・レースウエイ）

671 住民運動 871 三学大学 974 各種スポーツ
672 消費者運動 872 市民芸術劇場 　（小中高大会）

873 その他の事業
68 自治会 874 美術展 975 趣味
681 自治会

89 家庭教育・ＰＴＡ 88 社会体育 99 開発等
69 衣食 891 家庭教育 881 社会体育 991 上総アカデミアパーク
691 料理（郷土料理） 892 ＰＴＡ活動 882 元旦マラソン 992 東京湾アクアライン
692 食品 893 子ども会活動 883 市民体育祭 993 房総リゾート開発
693 衣服 894 ボーイスカウト・ガールスカウト 884 ウォークラリ－・わんぱくクエスト

895 ジュニアリーダースクラブ 885 ふれあいナイトウォーク
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平成２６年度（２０１４）　袖ケ浦市に関する新聞記事一覧（件名順）

請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

0　総記 012 年中行事 2014年4月24日 新千葉新聞 1
小櫃川に鯉のぼり泳ぐ　大空に約二
百五十匹　袖ケ浦市横田地区

012 年中行事 2015年1月30日 新千葉新聞 2
節分に因むどんど焼き　地元三市の
実施日程　焼き上げで家内安全等

013 成人式 2014年12月25日 千葉日報 8
年末年始イベントガイド／成人式
【袖ケ浦市】

013 成人式 2015年1月14日 新千葉新聞 2
晴れて大人の仲間入り　袖ケ浦市の
成人式　公民館等四会場で

014 県民の日 2014年6月12日 新千葉新聞 1
育もう！ちば愛合言葉に　無料や割
引の施設　六月十五日の「千葉県民
の日」

014 県民の日 2014年6月15日 新千葉新聞 1 社説　県民の日制定三十周年

014 県民の日 2014年6月15日 千葉日報 1
ふるさとの魅力満喫　県民の日３０周
年記念イベント　ガウラ

016
戦没者追
悼式

2014年8月16日 東京新聞 18
終戦の日、県内各地で鎮魂イベント
千葉駅前　反戦リレートーク　袖ケ浦
市の女性（三〇）

016
戦没者追
悼式

2014年9月17日 新千葉新聞 2
平和の尊さや不戦の誓い　四人を県
会長表彰　千葉県遺族会君津四市
遺族会研修会

016
戦没者追
悼式

2014年10月11日 新千葉新聞 1
平和の尊さを感じつつ　袖ケ浦市戦
没者追悼式　遺族たちに敬意

033 訃報 2014年7月23日 新千葉新聞 2
鎮魂こめて冥福祈る　今年も新盆が
来る②　当紙掲載の先人たち

033 訃報 2014年7月24日 新千葉新聞 2
鎮魂こめて冥福祈る　今年も新盆が
来る③　当紙掲載の先人たち

033 訃報 2014年9月21日 新千葉新聞 2 元袖ケ浦市立昭和小学校校長死去

033 訃報 2014年10月30日 千葉日報 20 お悔やみ

033 訃報 2015年1月11日 千葉日報 18 お悔やみ

063
１０大
ニュース

2014年12月14日 新千葉新聞 1
長浦･袖ヶ浦駅舎関係等　袖ケ浦市
おもな出来事　平成二十六年

063
１０大
ニュース

2014年12月20日 新千葉新聞

訂正　袖ケ浦市は二十二日に発表し
たおもな出来事の中で、毎日カップ
体力つくりコンテスト、平川中学校（優
秀賞）とあるのは、優良賞に訂正し
た。

063
１０大
ニュース

2014年12月24日 千葉日報 9
２０１４年　ふるさと１０大ニュース　袖
ケ浦市
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

063
１０大
ニュース

2014年12月27日 読売新聞 朝 28 投票結果　９項目　的中１０人

081 投書 2014年4月8日 読売新聞 朝 31 今週のテーマ　お花見　中／ひろば

081 投書 2014年7月10日 東京新聞 5 発言

081 投書 2014年8月6日 東京新聞 5 発言

081 投書 2014年8月8日 千葉日報 6 （投書欄）

081 投書 2014年9月30日 読売新聞 朝 33 今週のテーマ　ご飯のおとも（下）

083
投稿
－川柳

2014年4月10日 毎日新聞 朝 3 仲畑流万能川柳

083
投稿
－川柳

2014年4月13日 千葉日報 17 日報柳壇

083
投稿
－川柳

2014年4月13日 千葉日報 17 日報俳壇

083
投稿
－川柳

2014年4月27日 千葉日報 17 日報柳壇

083
投稿
－川柳

2014年5月13日 読売新聞 朝 33 よみうり文芸　川柳

083
投稿
－川柳

2014年6月8日 千葉日報 27 日報柳壇

083
投稿
－川柳

2014年7月27日 千葉日報 19 日報柳壇

083
投稿
－川柳

2014年8月6日 毎日新聞 朝 3 中畑流万能川柳

083
投稿
－川柳

2014年8月10日 千葉日報 17 日報流檀

083
投稿
－川柳

2014年9月28日 千葉日報 17 日報柳壇

083
投稿
－川柳

2014年11月23日 千葉日報 17 日報柳壇

083
投稿
－川柳

2015年1月11日 千葉日報 17 日報柳壇

083
投稿
－川柳

2015年2月22日 千葉日報 17 日報柳壇

083
投稿
－川柳

2015年3月5日 毎日新聞 朝 3 仲畑流万能川柳

083
投稿
－川柳

2015年3月8日 千葉日報 17 日報柳壇

084
投稿
－俳句

2014年4月13日 千葉日報 17 日報俳壇
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

084
投稿
－俳句

2014年4月19日 千葉日報 18 俳句自由席

084
投稿
－俳句

2014年5月11日 千葉日報 17 日報俳壇

084
投稿
－俳句

2014年6月1日 東京新聞 27 東京俳壇

084
投稿
－俳句

2014年6月8日 千葉日報 27 日報俳壇

084
投稿
－俳句

2014年6月17日 読売新聞 朝 34 よみうり文芸

084
投稿
－俳句

2014年6月22日 千葉日報 17 日報俳壇

084
投稿
－俳句

2014年7月13日 千葉日報 17 房総俳壇

084
投稿
－俳句

2014年7月27日 千葉日報 19 日報俳壇

084
投稿
－俳句

2014年9月14日 千葉日報 17 日報俳壇

084
投稿
－俳句

2014年9月28日 千葉日報 17 日報俳壇

084
投稿
－俳句

2014年10月12日 千葉日報 17 日報俳壇

084
投稿
－俳句

2014年11月23日 千葉日報 17 日報俳壇

084
投稿
－俳句

2014年12月14日 千葉日報 17 日報俳壇

084
投稿
－俳句

2015年1月11日 千葉日報 17 日報俳壇

084
投稿
－俳句

2015年1月23日 毎日新聞 朝 24 房総文園　俳句

084
投稿
－俳句

2015年2月6日 毎日新聞 朝 22 房総文園　俳句

084
投稿
－俳句

2015年2月8日 千葉日報 18 房総俳壇

084
投稿
－俳句

2015年2月22日 千葉日報 17 日報俳壇

084
投稿
－俳句

2015年3月8日 東京新聞 朝 29 東京俳壇
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

084
投稿
－俳句

2015年3月22日 東京新聞 29 東京俳壇

085
投稿
－短歌

2014年4月13日 千葉日報 17 日報歌壇

085
投稿
－短歌

2014年6月8日 千葉日報 27 日報歌壇

085
投稿
－短歌

2014年6月20日 毎日新聞 24 房総文園　短歌

085
投稿
－短歌

2014年7月13日 千葉日報 17 日報歌壇

085
投稿
－短歌

2014年7月27日 千葉日報 19 日報歌壇

085
投稿
－短歌

2014年10月12日 千葉日報 17 日報歌壇

085
投稿
－短歌

2014年11月9日 千葉日報 17 日報歌壇

085
投稿
－短歌

2014年12月14日 千葉日報 17 日報歌壇

085
投稿
－短歌

2015年1月11日 千葉日報 17 日報歌壇

085
投稿
－短歌

2015年2月8日 千葉日報 18 日報歌壇

085
投稿
－短歌

2015年2月22日 千葉日報 17 日報歌壇

085
投稿
－短歌

2015年3月8日 千葉日報 17 日報歌壇

086
投稿
―その他

2014年6月27日 千葉日報 11 わが家のプリンス・プリンセス

092 叙位・叙勲 2014年4月12日 朝日新聞 朝 24 危険業務従事者県内２１９人に叙勲

092 叙位・叙勲 2014年4月12日 産経新聞 24 危険業務従事者叙勲に２１７人

092 叙位・叙勲 2014年4月12日 千葉日報 19
本県関係者は２１９人　危険業務従
事者叙勲

092 叙位・叙勲 2014年4月12日 東京新聞 22 危険業務従事者叙勲（敬称略）

092 叙位・叙勲 2014年4月12日 日本経済新聞 朝 39
危険業務従事者叙勲受章者（敬称
略）

092 叙位・叙勲 2014年4月12日 毎日新聞 朝 24
県内から217人　危険業務従事者叙
勲

092 叙位・叙勲 2014年4月12日 読売新聞 朝 30 危険業務２１９人に叙勲



5

請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

092 叙位・叙勲 2014年4月28日 産経新聞 19
春の叙勲県内から２２２人受章　喜び
の受章者

092 叙位・叙勲 2014年4月29日 朝日新聞 朝 33 春の叙勲、県内２２３人

092 叙位・叙勲 2014年4月29日 新千葉新聞 1
この道一筋にあたる　平成二十六年
春の叙勲　十一人が晴れの受賞

092 叙位・叙勲 2014年4月29日 東京新聞 22 春の叙勲　受章者

092 叙位・叙勲 2014年4月29日 日本経済新聞 朝 34 春の叙勲受章者

092 叙位・叙勲 2014年4月29日 毎日新聞 朝 22 県内叙勲受章者

092 叙位・叙勲 2014年4月29日 読売新聞 朝 28 春の叙勲　県内２２３人

092 叙位・叙勲 2014年9月20日 新千葉新聞 1 作本氏に栄え　瑞宝双光章を授与

092 叙位・叙勲 2014年10月16日 新千葉新聞 1 江利川氏に栄え　正六位瑞宝双光章

092 叙位・叙勲 2014年11月5日 新千葉新聞 1
地道な社会貢献に光　五人が晴れの
受章　平成二十六年秋の叙勲

092 叙位･叙勲 2015年2月14日 新千葉新聞 2
教育界への功績称えて　三上雄亮氏
の祝賀会　瑞宝双光章　袖ケ浦市及
び君津地方の教育力向上

092 叙位･叙勲 2015年2月18日 新千葉新聞 2
地方自治功労を称えて　近藤利勝氏
祝賀会　旭日小綬章受賞記念　袖ケ
浦市議会元議長、観光協会長

093 表彰 2014年12月5日 新千葉新聞 1
二回目の全国準優勝　書の甲子園
袖ヶ浦高校が快挙

1　市政 102 市長 2014年7月1日 朝日新聞 朝 28
国会議員平均２００１万円　所得公開
知事は２２３７万円　市長の所得

102 市長 2014年7月1日 千葉日報 5
県選出は平均２００１万円　国会議員
２７人トップは桜田氏　市長は平均１
４３２万円

102 市長 2014年7月1日 毎日新聞 朝 26
知事所得２２３７万円　県議平均は１
４６７万円　昨年分公開

102 市長 2014年7月1日 読売新聞 朝 32 知事・県議・市長・千葉市議所得公開

102 市長 2014年7月2日 新千葉新聞 1
二〇一三年分の資産公開　国会議
員、県議、市長　地元四市関係

102 市長 2014年8月10日 千葉日報 9
ポートクイーン笑顔で活躍誓う　袖ケ
浦、市原市役所を訪問

102 市長 2014年8月12日 新千葉新聞 1
千葉港繁栄の一翼担う　袖ケ浦市長
を表敬訪問　『千葉港』の親善大使
ポートクイーン

102 市長 2015年1月1日 新千葉新聞 2
さあ、次の袖ケ浦へジャンプ　袖ケ浦
市長　出口清
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

102 市長 2015年1月5日 千葉日報
第２
部

5
さあ、次の袖ケ浦へジャンプ　　袖ケ
浦市　市長　出口清

102 市長 2015年2月26日 千葉日報 16
魅力発信　千葉県５４市町村リレー
広報　Ｖｏｌ．２２　袖ケ浦市　さあ、次
の袖ケ浦へジャンプ

104 寄贈 2014年6月22日 新千葉新聞 1
市に建物や土地を寄贈　旭化成不動
産レジデンスに　市長が褒状の伝達

111 市政方針 2014年5月9日 千葉日報 9
市の現状、市長ら説明　袖ケ浦市、３
会場で

111 市政方針 2014年5月10日 新千葉新聞 1
市政の現状や施策を理解　三会場で
予算説明会　出口袖ケ浦市長等

111 市政方針 2014年5月17日 新千葉新聞 1
課題や税金の使われ方等　袖ケ浦で
実施　市長等が予算を説明

121 広報 2015年3月13日 新千葉新聞 2
さらに見やすく、使いやすく　袖ケ浦
市が今月から　ホームページ一新

123
ふるさと
づくり

2014年5月25日 新千葉新聞 2
『君の住む街』に合わせ　第十三回
袖ケ浦市民ふれあい夏まつり　東京
ドイツ村で開催

123
ふるさと
づくり

2014年5月27日 新千葉新聞 2
ふれあいミニステージ　出場団体を
募集中　袖ケ浦市民ふれあい夏まつ
り

123
ふるさと
づくり

2014年7月24日 千葉日報 10
めくるめく色彩美、大音響　県内　夏
休み花火大会ガイド

123
ふるさと
づくり

2014年7月30日 新千葉新聞 2
袖ケ浦市民ふれあい夏まつり　二日
に東京ドイツ村　花火も約二千発

123
ふるさと
づくり

2014年7月31日 東京新聞 24 県内の花火情報　中

123
ふるさと
づくり

2014年8月1日 新千葉新聞 1 社説　鎮魂と祭りの八月歳時記

123
ふるさと
づくり

2014年9月6日 新千葉新聞 1
『ガウラ』に一票を　袖ケ浦市長らＰＲ
ゆるキャラグランプリ

123
ふるさと
づくり

2014年11月6日 毎日新聞 朝 23
「うなりくん」２７位→１９位　「きみぴょ
ん」３１位→２４位　ゆるキャラＧＰ　ガ
ウラ２９０位

123
ふるさと
づくり

2015年1月11日 新千葉新聞 1
地域に愛着や誇りを　「袖ケ浦市景
観まちづくり賞」の表彰式　五団体の
活動称える

132 人口 2014年5月9日 朝日新聞 朝 29
２６市町村、５割以上減　子産む世代
の女性　栄町、最大７７．３％

141 市役所 2015年3月21日 新千葉新聞 1 証明書交付　袖ケ浦市で開設
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

142
行政委員
会

2014年8月29日 読売新聞 朝 35
農業委員に辞職勧告　元委員の便
宜要請報告せず

151 財政 2014年7月26日 日本経済新聞 39
市川・君津、不交付団体に　県内の
不交付団体　袖ケ浦市

151 財政 2014年8月3日 朝日新聞 朝 33
不交付団体、２増５市　増加は０７年
以来

151 財政 2014年8月6日 新千葉新聞 1
君津市が不交付団体に　二〇一四
年度地方交付税

151 財政 2015年2月19日 朝日新聞 朝 28

県内の民意どう変化　戦後の改革
湾岸工業化　成田問題･･･　社会複
雑化、対立なお　　２０１４年度の財
政力指数　高い５自治体　袖ケ浦市
１，１０５

152 予算 2015年2月17日 朝日新聞 朝 29
一般会計減でも市は「積極予算」　袖
ケ浦市新年度予算案

152 予算 2015年2月17日 新千葉新聞 1 当初予算案　袖ケ浦市が発表

152 予算 2015年2月17日 読売新聞 朝 35 袖ケ浦予算案８．７％減、２３８億円

152 予算 2015年2月18日 新千葉新聞 1
大型事業が結実の段階　前年度比
八．七％減　袖ケ浦市当初予算案
一般会計は二百三十八億五千万円

152 予算 2015年2月18日 千葉日報 9
６年ぶり減額２３８億円　駅改修など
大型事業収束　袖ケ浦市予算案

152 予算 2015年2月19日 新千葉新聞 1
消防団詰所建設事業等　二十七年
度新規事業　袖ケ浦市

152 予算 2015年3月27日 千葉日報 9 新年度予算など可決　袖ケ浦市

153 税金 2014年9月23日 千葉日報 1
過去２０年間で最高９７．７％　最下
位は八街市７８．２％　市町村税徴収
率

153 税金 2015年2月17日 新千葉新聞 1
申告書の早期提出をと　ｅ-ＴａｘをＰＲ
木更津税務署管内

161 市議会 2014年4月9日 新千葉新聞 1
農業委員会委員の推薦等　十一日
に臨時議会　袖ケ浦市議会

161 市議会 2014年4月12日 千葉日報 9
農業委員に２市議　袖ヶ浦市　議会
だより

161 市議会 2014年4月13日 新千葉新聞 1
農業委員に笹生、福原議員　袖ケ浦
市議会臨時会　市税条例改正も可決

161 市議会 2014年6月3日 新千葉新聞 1
あす招集、二十三日まで　袖ケ浦市
議会　上程議案は十六件

161 市議会 2014年6月5日 朝日新聞 朝 29 袖ケ浦市議会　議会
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

161 市議会 2014年6月5日 千葉日報 9
３億円補正など提案　袖ケ浦市　議
会だより

161 市議会 2014年6月24日 朝日新聞 朝 29 袖ケ浦市議会　議会

161 市議会 2014年6月24日 千葉日報 9
補正予算など８議案　議会だより　袖
ケ浦市

161 市議会 2014年8月2日 新千葉新聞 1
友好交流協定を締結　岩手県久慈市
議会と　袖ケ浦市議会

161 市議会 2014年8月28日 新千葉新聞 2
九月三日招集　袖ケ浦市議会定例
会

161 市議会 2014年8月29日 新千葉新聞 1
三日招集二十六日まで　袖ケ浦市議
会上程議案は二十三件

161 市議会 2014年9月4日 朝日新聞 朝 29 袖ケ浦市議会／議会

161 市議会 2014年9月4日 新千葉新聞 1
斎場及び火葬場建設等　一般質問
二十一議員　袖ケ浦市議会定例会

161 市議会 2014年9月4日 千葉日報 9
貯金２億積み立てへ　袖ケ浦市　議
会だより

161 市議会 2014年9月6日 新千葉新聞 1
新たな決意を胸に結束　四市政治研
究会　賢友会の総会と研修会

161 市議会 2014年9月27日 朝日新聞 朝 29 袖ケ浦市議会／議会

161 市議会 2014年9月27日 新千葉新聞 2 三議会が閉会　木更津君津袖ケ浦

161 市議会 2014年9月27日 千葉日報 9 １７議案可決し閉会　【袖ケ浦市】

161 市議会 2014年10月2日 新千葉新聞 1
一般会計補正や人事案件　全案可
決し閉会　袖ケ浦市議会最終本会議

161 市議会 2014年11月27日 新千葉新聞 1
きょう招集十八日まで　議案二十三
件を上程　袖ケ浦市議会

161 市議会 2014年11月28日 千葉日報 8 体育施設有料化など提案

161 市議会 2014年12月3日 新千葉新聞 1
駅を中心の街づくりなど　八氏の質
問要旨　袖ケ浦市議会一般質問

161 市議会 2014年12月23日 新千葉新聞 1
学校使用料有料化など　全案可決し
閉会　袖ケ浦市議会最終本会議

161 市議会 2015年2月20日 新千葉新聞 1
きょう招集、３月２６日迄　袖ケ浦市
議会　定例会で３５件を審議

161 市議会 2015年2月21日 千葉日報 9 予算など３５議案提案　袖ケ浦市

161 市議会 2015年3月11日 新千葉新聞 1
一般質問に十議員が登壇　あすから
三日間実施　袖ケ浦市議会

161 市議会 2015年3月16日 朝日新聞 朝 37
議会「存在問われてる」　重要議案
次々と否決　２０１５統一地方選　動
き出した改革　基本条例策定へ一歩
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

162 議長 2015年1月1日 新千葉新聞 4
新たな都市基盤づくり　袖ケ浦市議
会議長　渡辺盛

172
選挙
－市長

2015年1月1日 千葉日報 2
首長選　市原、富里市長の去就は
袖ケ浦市長選　保守一本化できるか

172
選挙
－市長

2015年1月8日 毎日新聞 朝 23
今年は４６選挙予定　大半が統一選
に集中　２０１５年に予定される選挙

172
選挙
－市長

2015年1月10日 朝日新聞 朝 35
統一選含め４６選挙　今年の予定
県議・千葉市議など

172
選挙
－市長

2015年1月23日 産経新聞 25
選挙イヤー　４６選挙予定　今後の選
挙日程

172
選挙
－市長

2015年3月3日 朝日新聞 朝 29
袖ケ浦市長選は１０月２５日投開票
市議選も

172
選挙
－市長

2015年3月3日 千葉日報 9 １０月２５日投開票　袖ケ浦市長選

172
選挙
－市長

2015年3月4日 新千葉新聞 1
袖ケ浦市長選１０月２５日　市議補欠
選挙も　袖市選管・１０月１８日告示

172
選挙
－市長

2015年3月4日 毎日新聞 朝 27 袖ケ浦・市長選は１０月２５日投票

173
選挙
－県議会

2015年1月1日 千葉日報 3
県議選立候補予定者　袖ケ浦市　江
野沢吉克　65　自民現②

173
選挙
－県議会

2015年3月3日 千葉日報 1

１３１人が臨戦態勢　２１選挙区は”
無風”　告示まで1カ月　ちば県議選
2015　県議選立候補予定者　袖ケ浦
市（定数1）

173
選挙
－県議会

2015年3月16日 毎日新聞 朝 28
統一地方選ちば１　県議選・予想の
顔ぶれ

173
選挙
－県議会

2015年3月17日 毎日新聞 朝 27
統一地方選ちば２　県議選・予想の
顔ぶれ

173
選挙
－県議会

2015年3月18日 毎日新聞 朝 27
統一地方選ちば３　県議選・予想の
顔ぶれ

173
選挙
－県議会

2015年3月19日 朝日新聞 朝 28
県議選の構図　下　知名度高い３氏
準備　四街道　　▽袖ケ浦市（定数
１）

173
選挙
－県議会

2015年3月20日 毎日新聞 朝 27
統一地方選　ちば　県議選・予想の
顔ぶれ　袖ケ浦市　無投票の可能性

173
選挙
－県議会

2015年3月23日 産経新聞 28
統一選２０１５　県議選情勢５　袖ケ
浦市（同１）

173
選挙
－県議会

2015年3月27日 読売新聞 朝 33
統一選１５　県議選情勢　　袖ケ浦市
（定数１）　江野沢吉克
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

173
選挙
－県議会

2015年3月29日 毎日新聞 朝 28
15’統一地方選ちば　どうなる勢力図
４　袖ケ浦市　江野沢吉克

173
選挙
－県議会

2015年3月30日 東京新聞 26
４割無風の可能性　１人区自民の「牙
城」に　無投票考　統一地方選ちば
上

173
選挙
－県議会

2015年3月31日 新千葉新聞 1
三日告示、十二日投票　七人の出陣
式予定　君津地域四市の立候補予
定者の会場等

173
選挙
－県議会

2015年3月31日 東京新聞 26
奪われる「選ぶ権利」保守地盤強く対
立候補の擁立困難　無投票考　統一
地方選ちば　中

175 選挙一般 2014年11月24日 産経新聞 20
「自民対非自民」鮮明に　民維、選挙
区調整進む

175 選挙一般 2014年11月29日 東京新聞 26
立候補者の顔ぶれ　下　１２区　衆院
選ちば２０１４

175 選挙一般 2014年11月30日 朝日新聞 朝 37
１３選挙区の情勢５　１２区　非自民
の行方がカギ

175 選挙一般 2014年11月30日 読売新聞 朝 31 １４衆院選４　戦いの構図　１２区

175 選挙一般 2014年11月30日 毎日新聞 朝 28
２０１４衆院選　県内選挙区の情勢
１２区　自共が初の一騎打ち

175 選挙一般 2014年12月4日 読売新聞 朝
30-
31

自民大半で優位　民主、維新苦戦
本社世論調査序盤情勢　１２区

175 選挙一般 2014年12月6日 朝日新聞 朝 28
衆院選候補者はこんな人　９区～１３
区

175 選挙一般 2014年12月6日 毎日新聞 朝 25
「軽減税率」自民一部反対　衆院選
候補者アンケート

175 選挙一般 2014年12月6日 読売新聞 朝 28
衆院選立候補者アンケート回答　１２
区

175 選挙一般 2014年12月7日 千葉日報 1
ちば衆院選県内小選挙区の情勢　４
１１区　森、浜田　ともに手堅く

175 選挙一般 2014年12月8日 千葉日報 4
衆院選　件ね衣装選曲の立候補者
に聞く　１２区

175 選挙一般 2014年12月9日 新千葉新聞 1
棄権防止を呼びかけ　衆院選総選挙
二氏の講演会など

175 選挙一般 2014年12月9日 東京新聞 26
衆院選ちば２０１４　おもな候補者の
横顔　１２区

175 選挙一般 2014年12月9日 読売新聞 朝 32
衆院選小選挙区　候補者の横顔と政
策３　１２区
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

175 選挙一般 2014年12月10日 産経新聞 23
衆院選２０１４　おもな候補者の横顔
７　１２区　浜田靖一氏　米本展久氏

175 選挙一般 2014年12月11日 毎日新聞 朝 26
候補者の横顔と主要論点の見解　１
２区

175 選挙一般 2014年12月13日 朝日新聞 朝 26
衆院選２０１４　１２区　浜田靖一氏
米本展久氏

175 選挙一般 2014年12月13日 産経新聞 26
衆院選２０１４　１２区　浜田靖一　米
本展久

175 選挙一般 2014年12月13日 新千葉新聞 1
衆院選あす投開票　千葉県第１２区
は浜田氏と米本氏の争い

175 選挙一般 2014年12月13日 東京新聞 26
南関東小選挙区の立候補者　千葉
１２区　浜田靖一　米本展久

175 選挙一般 2014年12月13日 毎日新聞 朝 26
審判を待つ人たち　１２区　浜田靖一
米本展久

175 選挙一般 2014年12月13日 読売新聞 朝 30
小選挙区　審判を待つ４５人　　１２区
浜田靖一　米本展久

175 選挙一般 2014年12月13日 千葉日報 1
衆院選あす投票　45候補、舌戦は最
終盤　１２区　浜田靖一　米本展久

175 選挙一般 2014年12月15日 朝日新聞 朝 17
自民１１議席維持　小選挙区候補者
の得票　１２区　浜田靖一

175 選挙一般 2014年12月15日 朝日新聞 夕 4
開票結果と当選者　千葉　１２区　浜
田靖一

175 選挙一般 2014年12月15日 産経新聞 5
衆院選2014　選挙区開票結果　千葉
１２区

175 選挙一般 2014年12月15日 東京新聞 8
首都圏の小選挙区当選者　千葉　１
２区　浜田靖一

175 選挙一般 2014年12月15日 日本経済新聞 朝 8
衆院選　開票状況と当選者　南関東
小選挙区　千葉１２区　浜田靖一

175 選挙一般 2014年12月15日 日本経済新聞 夕 8
確定得票と顔ぶれ　千葉　１２区　浜
田靖一

175 選挙一般 2014年12月15日 毎日新聞 朝 17
２０１4衆院選　自民１１議席維持　開
票結果　１２区

175 選挙一般 2014年12月15日 毎日新聞 夕 5
当選者と確定得票　千葉　１２区　浜
田靖一　米本展久

175 選挙一般 2014年12月15日 読売新聞 朝 16
２０１４衆院選　市区町村別得票　１２
区　浜田靖一　米本展久

175 選挙一般 2014年12月15日 読売新聞 夕 6
開票結果　千葉　１２区　浜田靖一
米本展久
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

175 選挙一般 2014年12月15日 千葉日報 1
自公、３００議席を確保　県内小選挙
区開票結果　１２区

175 選挙一般 2014年12月15日 千葉日報 16
県内小選挙区　１３小選挙区の当選
者顔ぶれ　１２区 浜田靖一

175 選挙一般 2014年12月16日 朝日新聞 朝 28
小選挙区候補者の市区町村確定得
票　１２区浜田靖一　米本展久

175 選挙一般 2014年12月16日 新千葉新聞 1
浜田靖一氏　８期目当選　４市の投
票率は50.00％で前回下回る　衆院
選･千葉１２区

175 選挙一般 2014年12月16日 東京新聞 21
2014　衆院選データブック　南関東
千葉　１２区　浜田靖一　米本展久

175 選挙一般 2014年12月16日 毎日新聞 朝 27
開票結果　千葉　１２区　浜田靖一
米本展久

175 選挙一般 2014年12月16日 千葉日報 9
衆院選１２区　森氏、９回連続当選
浜田氏も8選　ベテラン２氏磐石

175 選挙一般 2014年12月17日 朝日新聞 朝 24
比例南関東ブロック　党派別県内確
定得票　１２区袖ケ浦市

182
市出身の
県議会議
員

2015年3月13日 朝日新聞 朝 28
２０１３年度の県議会の政務活動費
袖ケ浦市

191
市役所
職員

2014年7月29日 新千葉新聞 1
市職員の採用試験　来年採用予定
君津地域四市今日から申込受付

191
市役所
職員

2014年8月23日 新千葉新聞 2
平均倍率は約七・八倍　市職員採用
試験　袖ケ浦市応募状況

191
市役所
職員

2014年12月28日 東京新聞 22
神埼町が全国２位　職員給与水準
市区町村で　県平均も全国上回る

191
市役所
職員

2015年1月6日 千葉日報 1
神埼町が全国２位　県内全国平均上
回る　ラスパイレス指数

191
市役所
職員

2015年1月7日 新千葉新聞 1
明るい未来のために力を　袖ケ浦市
仕事始め式　１４人を永年勤続表彰

191
市役所
職員

2015年1月13日 毎日新聞 朝 24
ラスパイレス指数１０１．０　全国平均
上回る　県内５３市町村職員給与水
準

192
市役所
人事

2014年4月4日 新千葉新聞 2
企画財政部長に　宮嶋氏　袖ケ浦市
4月一日付け　次長級の人事異動

192
市役所
人事

2014年4月5日 毎日新聞 朝 22 市人事　袖ケ浦市

192
市役所
人事

2014年4月6日 新千葉新聞 2
企画課副参事に小島氏　課長級の
人事異動　袖ケ浦市四月一日付け
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

192
市役所
人事

2014年4月10日 新千葉新聞 2
市民の安全守る決意　消防など課長
級異動　袖ケ浦市四月一日付

192
市役所
人事

2015年3月24日 朝日新聞 朝 29 袖ケ浦市人事（４月１日付）

192
市役所
人事

2015年3月25日 新千葉新聞 2
保育課や商工観光課を創設　異動総
数は三三九人　袖ケ浦市人事異動

192
市役所
人事

2015年3月25日 読売新聞 朝 32 袖ケ浦市人事（４月１日）

192
市役所
人事

2015年3月28日 新千葉新聞 2
企画財政部に小泉氏　袖ケ浦市次長
級異動　四月一日から

2
事件・
災害

212
木更津
警察署

2015年1月31日 千葉日報 8
署員が直接貼り付け　高齢社宅電話
機に　詐欺啓発プレート　木更津署

213 防犯 2014年11月26日 新千葉新聞 2
防犯意識の高揚を図る　金融機関で
強盗訓練　君津信用組合本店

213 防犯 2014年11月27日 新千葉新聞 1
電柱広告に避難場所表示　袖ケ浦市
が東電ＴＰと協定

221 事件 2014年4月8日 千葉日報 20 盗撮の疑い／ニュースファイル

221 事件 2014年5月4日 朝日新聞 朝 29
コンビニで金要求←偶然いた友人
「おい、何してんだ」　強盗未遂容疑４
８歳の男逮捕

221 事件 2014年5月8日 新千葉新聞 2 コンビニ強盗　袖ケ浦で未遂事件

221 事件 2014年5月10日 朝日新聞 朝 27 袖ケ浦でコンビニ強盗

221 事件 2014年5月10日 新千葉新聞 2 コンビニ強盗　袖ケ浦市神納で

221 事件 2014年5月10日 千葉日報 20 袖ケ浦でコンビニ強盗

221 事件 2014年5月10日 東京新聞 22 袖ケ浦でコンビニ強盗

221 事件 2014年5月10日 読売新聞 朝 29 袖ケ浦でコンビニ強盗

221 事件 2014年6月7日 朝日新聞 朝 29
女子小学生を連れ去ろうとした疑い
で男を逮捕

221 事件 2014年6月7日 産経新聞 21
女児、車に連れ込む　パート従業員
を逮捕

221 事件 2014年6月7日 千葉日報 20
女児連れ去り容疑の男逮捕　袖ケ
浦、住民が救出

221 事件 2014年6月28日 朝日新聞 朝 29
袖ケ浦市の女性が１１５０万円の詐
欺被害

221 事件 2014年6月28日 産経新聞 27
袖ケ浦の６０代女性１１５０万円搾取
される

221 事件 2014年6月28日 千葉日報 21
1150万円詐欺被害　袖ケ浦の６０代
女性
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

221 事件 2014年6月28日 読売新聞 朝 33
袖ケ浦の６０歳代女性１１５０万円詐
欺被害

221 事件 2014年6月29日 新千葉新聞 2
一千百五十万円の被害　株の話で
六十代女性　袖ケ浦で特殊詐欺事件

221 事件 2014年10月22日 朝日新聞 朝 21
支援高教諭がみだらな行為　市原
署、容疑で逮捕

221 事件 2014年10月22日 産経新聞 23
女生徒と淫行容疑支援学校教諭逮
捕

221 事件 2014年10月22日 千葉日報 21
特別支援学校教諭を逮捕　少女にみ
だらな行為の疑い　市原署

221 事件 2014年10月22日 東京新聞 24
特別支援学校教諭を育成条例違反
容疑で逮捕

221 事件 2014年10月22日 毎日新聞 朝 24 淫行の疑いで３５歳教諭逮捕

221 事件 2014年10月22日 読売新聞 朝 33
特別支援校の教諭育成条例違反容
疑

221 事件 2014年10月28日 千葉日報 21
防災倉庫で盗難被害　袖ケ浦の公民
館

221 事件 2014年10月28日 読売新聞 朝 33 防災倉庫備品盗まれる

221 事件 2014年10月29日 新千葉新聞 2
オイル等盗難　平川公民館富岡分館
の防災備蓄倉庫

221 事件 2014年11月5日 朝日新聞 朝 27 袖ケ浦で側溝のふた盗まれる

221 事件 2014年11月5日 新千葉新聞 2
七百八十万円　袖ケ浦の女性が詐
欺に

221 事件 2014年11月5日 千葉日報 21
７８０万円詐欺被害　袖ケ浦の７０代
女性

221 事件 2014年11月5日 千葉日報 21 側溝ふた２２枚盗まれる　袖ケ浦

221 事件 2014年11月5日 東京新聞 22
袖ケ浦でニセ電話詐欺、７８０万円被
害

221 事件 2014年11月5日 読売新聞 朝 33 詐欺７８０万円被害

221 事件 2014年11月6日 新千葉新聞 2 側溝の蓋盗難　袖ケ浦市三ツ作で

221 事件 2014年11月15日 新千葉新聞 2
排出権取引詐欺　袖ケ浦の男性被
害

221 事件 2014年12月13日 新千葉新聞 2 住居侵入の疑い　袖ケ浦市で男逮捕

221 事件 2014年12月13日 新千葉新聞 2 公務執行妨害　警官を突き落とす

221 事件 2014年12月13日 千葉日報 9
回顧2014年　取材メモから　地域の
目一層拡大を　相次いだ連れ去り事
件

221 事件 2014年12月13日 千葉日報 20 住居侵入の疑い　袖ケ浦市大曽根

221 事件 2014年12月17日 朝日新聞 朝 25 集水桝（ます）のふたが盗まれる
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

221 事件 2014年12月17日 千葉日報 20 袖ケ浦でグレーチング盗難被害

221 事件 2014年12月18日 新千葉新聞 2
グレーチング二枚盗まれる　袖ケ浦
市横田で

221 事件 2014年12月23日 千葉日報 19 グレーチング１１枚盗難　袖ケ浦

221 事件 2014年12月24日 毎日新聞 朝 24
金属性ふたｘ窃盗相次ぐ　転売目的
か、県警捜査　２００名以上、被害総
額１４０万円

221 事件 2014年12月25日 新千葉新聞 2
グレーチング盗難　袖ケ浦市林の側
溝

221 事件 2015年1月19日 千葉日報 20 車タイヤに針刺した容疑

221 事件 2015年1月20日 新千葉新聞 2 タイヤをパンク　君津署が男逮捕

221 事件 2015年1月28日 千葉日報 20 車上狙い容疑で現行犯逮捕

221 事件 2015年1月29日 新千葉新聞 2
車上ねらい逮捕　袖ケ浦市郷土博物
館

221 事件 2015年2月8日 新千葉新聞 2 生花店に強盗　長浦駅前で男逃走

221 事件 2015年2月25日 千葉日報 21 グレーチング２１枚盗難　袖ケ浦市

221 事件 2015年2月26日 新千葉新聞 2
グレーチングや水道メーター　袖ケ浦
市で盗難

222 事故 2014年5月17日 新千葉新聞 2 電車と衝突　袖、男性が死亡

222 事故 2014年8月17日 朝日新聞 朝 33
おぼれた女性と孫、サーファーが救
助

222 事故 2014年8月21日 読売新聞 朝 35
安全衛生法違反容疑転落死で書類
送検

231 交通事故 2014年4月8日 千葉日報 20
ガードレールにぶつかり３人負傷／
ニュースファイル

231 交通事故 2014年4月20日 千葉日報 18 酒気帯び運転の疑い

231 交通事故 2014年6月22日 新千葉新聞 2 酒気帯び追突　袖ケ浦で男逮捕

231 交通事故 2014年11月18日 朝日新聞 夕 11 車衝突４人死亡　千葉

231 交通事故 2014年11月18日 日本経済新聞 夕 13
ダンプと衝突４人死亡　乗用車の男
女　千葉・袖ケ浦

231 交通事故 2014年11月18日 毎日新聞 夕 10 ダンプと衝突車の４人死亡　袖ケ浦

231 交通事故 2014年11月18日 読売新聞 夕 15
衝突、車の４人死亡　大型トラックと
１０代男女か

231 交通事故 2014年11月19日 朝日新聞 朝 29
袖ケ浦の事故死４人の身元判明　市
原などの少年少女

231 交通事故 2014年11月19日 産経新聞 28
ダンプと衝突車の４人死亡　千葉　直
前パンクか

231 交通事故 2014年11月19日 新千葉新聞 2
正面衝突し１０代４人死亡　袖ケ浦市
奈良輪県道
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

231 交通事故 2014年11月19日 千葉日報 1
乗用車　衝突４人死亡　１７～１９歳
対向車のダンプと　袖ケ浦の県道

231 交通事故 2014年11月19日 千葉日報 21
縁石接触後、はみ出しか　乗用車大
破、原形とどめず　袖ケ浦の４人死亡
事故

231 交通事故 2014年11月19日 東京新聞 30
ダンプと衝突男女４人死亡　千葉・袖
ケ浦

231 交通事故 2014年11月19日 読売新聞 朝 33 正面衝突、１０代の４人死亡

231 交通事故 2014年11月20日 千葉日報 21
交通死亡事故相次ぐ　横断中はねら
れ死亡　袖ケ浦、会社員の男性

231 交通事故 2014年11月20日 毎日新聞 朝 25
１７歳少年、無免許か　ダンプと衝突
４人死亡

231 交通事故 2014年11月20日 読売新聞 朝 33 ５５歳はねられ死亡

231 交通事故 2014年11月21日 読売新聞 朝 31
死亡事故急増　今月１７人　県警、全
署に緊急対策指示

231 交通事故 2014年11月22日 新千葉新聞 2 はねられ死亡　袖ケ浦で横断男性

231 交通事故 2014年12月18日 新千葉新聞 2 東電柱に衝突　袖ケ浦市南袖路上

231 交通事故 2014年12月18日 千葉日報 20
電柱に衝突、男性死亡　袖ケ浦の市
道

231 交通事故 2014年12月31日 千葉日報 19
２０１４ちばダイジェスト【下】　ダンプ
と衝突、１０代４人死亡　１１月

231 交通事故 2015年1月11日 千葉日報 19
女性はね死なせる　車運転の大学生
逮捕　木更津の県道

231 交通事故 2015年1月11日 東京新聞 22 木更津で女性はねられ死亡

231 交通事故 2015年1月11日 読売新聞 朝 29 ７４歳はねられ死亡

231 交通事故 2015年1月14日 新千葉新聞 2 はねられ死亡　袖･二十歳の男に

231 交通事故 2015年3月19日 新千葉新聞 2 酒を飲み運転　袖ケ浦で衝突事故

232 交通安全 2014年4月2日 新千葉新聞 1
子どもと高齢者を守れ　春の全国交
通安全運動　地元四市の活動

232 交通安全 2014年4月6日 新千葉新聞 1
車両による広報活動　木更津自動車
学校

232 交通安全 2014年4月15日 新千葉新聞 1
高齢者の事故防止図る　春の交通安
全教室　袖ケ浦自動車教習所

232 交通安全 2014年6月18日 新千葉新聞 1
自転車の事故を防ごう　シニア交通
安全教室　袖ケ浦自動車教習所

232 交通安全 2014年6月25日 新千葉新聞 1
楽しく事故ゼロをめざす　袖ケ浦自動
車教習所　幼児交通安全教室
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

232 交通安全 2014年6月26日 新千葉新聞 1
六月は自動車教習所広報月間　社
説

232 交通安全 2014年7月19日 新千葉新聞 1
あすから夏の交通安全運動　地元四
市の啓発活動　交通事故ゼロへ

232 交通安全 2014年9月28日 新千葉新聞 1
市民一丸となり事故防止　安全で快
適なまちへ　袖ケ浦市交通防犯大会

232 交通安全 2014年10月1日 新千葉新聞 2
自転車の安全な利用を　高齢者交通
安全教室　袖ケ浦自動車教習所

232 交通安全 2014年10月2日 千葉日報 9
輝いている私を見て！　袖ケ浦高生
”交通安全ドレス”披露　反射材入り
の糸で製作

232 交通安全 2014年10月29日 新千葉新聞 1
優良運転者として模範　緑十字銅章
に八人　地元の交通安全協会

232 交通安全 2014年11月22日 朝日新聞 朝 27 死亡事故多発で取り締まり強化

232 交通安全 2014年12月18日 新千葉新聞 1
交通死亡事故撲滅へ　袖ケ浦で啓発
活動　君津地域振興事務所

232 交通安全 2015年1月27日 新千葉新聞 1
一件でも交通事故減らす　表彰式を
開催　木更津地区安全運転管理者
協議会

232 交通安全 2015年1月29日 新千葉新聞 2
他の模範となる運転　優良運転者７３
人表彰　木更津地区安管協

232 交通安全 2015年3月4日 新千葉新聞 2
子どもの交通安全対策　『ゾーン３０』
を実施　袖ケ浦市福王台地域

232 交通安全 2015年3月17日 読売新聞 朝 33
時速３０キロ制限「面」浸透中　通学
路など１４０か所　順次整備　人身事
故７割減実績も

232 交通安全 2015年3月27日 新千葉新聞 2
新一年生の安全を願い　袖ケ浦市の
新入学児へ六百七十五枚　　県トラッ
ク協会　セーフティーバンドを贈る

233 交通違反 2014年11月24日 千葉日報 18 酒気帯び運転容疑

233 交通違反 2014年12月29日 千葉日報 18 酒気帯び運転の疑い

233 交通違反 2015年1月5日 千葉日報 19
酒気帯び運転の疑い　袖ケ浦、６５歳
女逮捕

233 交通違反 2015年1月6日 新千葉新聞 2 酒気帯び接触　袖ケ浦市飯富で

233 交通違反 2015年3月15日 新千葉新聞 2 集団暴走逮捕　高校生ら二十七人

233 交通違反 2015年3月26日 新千葉新聞 2 酒気帯び衝突　木更津署が男送検

233 交通違反 2015年3月26日 千葉日報 20 酒気帯び運転の疑い

241 消防 2015年1月20日 新千葉新聞 1
消防･防災へ決意新た　袖ケ浦市消
防出初式　功労者の表彰も
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241 消防 2015年3月6日 新千葉新聞 1
児童を一日消防長等に　袖ケ浦市消
防本部　長浦小で避難訓練等

242 消防団 2014年7月8日 新千葉新聞 1
ポンプ車一位は君津市　小型は袖ケ
浦がV　君津市部消防躁法大会

242 消防団 2015年1月23日 新千葉新聞 1
永年、消防業務に精励　出初式で功
労称え　袖ケ浦市消防団表彰①

242 消防団 2015年1月23日 新千葉新聞 1
永年、消防業務に精励　出初式で功
労称え　袖ケ浦市消防団表彰②

243 火災 2014年11月5日 産経新聞 23
袖ケ浦の県営住宅で火災、男性が全
身やけど

243 火災 2014年11月5日 千葉日報 21 県営団地で火災高齢男性意識不明

243 火災 2014年11月5日 読売新聞 33 県営住宅火災８１歳全身やけど

243 火災 2014年11月6日 新千葉新聞 2 県営住宅火事　袖ケ浦で老人火傷

244 防火 2014年11月18日 新千葉新聞 1
児童を一日消防長等に　平岡小で避
難訓練等　袖ケ浦市消防本部

244 防火 2015年2月28日 新千葉新聞 1
火を消すまではまあだだよ　春季火
災予防運動　君津地域四市でも防火
安全指導など　あすから全国一斉に

251 自然災害 2014年10月7日 千葉日報 5
台風　冠水、突風・・・県内襲う　斜面
から土砂が流れ出て片側通行となっ
た国道４０９号　袖ケ浦市滝の口

252 防災 2014年8月13日 新千葉新聞 1
災害に係る情報発信等　袖ケ浦市
ヤフー（株）と協定締結

252 防災 2014年8月13日 千葉日報 9
ヤフーと災害協定　袖ケ浦　ネットの
情報発信強化

252 防災 2014年10月29日 新千葉新聞 2
あす排出油等海上防災訓練　富士
石油（株）袖ケ浦

252 防災 2014年11月8日 千葉日報 9
電柱の広告看板に避難所案内表示
へ　袖ケ浦市が協定

252 防災 2014年11月25日 朝日新聞 朝 33
避難場所へ誘導　電柱広告を活用
袖ケ浦市が業者と提携

252 防災 2015年3月24日 新千葉新聞 2
浸水被害を防止の設備　雨水ポンプ
場が稼動　袖ケ浦市奈良輪

271 更生保護 2014年4月24日 新千葉新聞 1
安心して暮らせるまちへ　会長に宮
石さん就任　袖ケ浦地区更生保護女
性会設立総会

3
産業・
経済

303 企業 2014年9月23日 新千葉新聞 1
ガステーブル八台寄贈　東京ガス
（株）千葉支社　昭和小学校に寄贈
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303 企業 2014年11月18日 新千葉新聞 2
更なる長寿、活躍を祈念　盛大に「喜
寿を祝う会」　鈴木庸夫代表取締役

304
エネル
ギー

2014年5月22日 産経新聞 25
ドイツ村隣接地にメガソーラー建設
新昭和、夏ごろ稼働

304
エネル
ギー

2014年5月22日 新千葉新聞 1
九基目のメガソーラー　東京ドイツ村
入口に建設　（株）新昭和

304
エネル
ギー

2014年5月22日 千葉日報 9
ドイツ村脇にメガソーラー　君津・新
昭和が建設年間発電量６７０世帯分

304
エネル
ギー

2014年5月22日 日本経済新聞 朝 31
メガソーラー１３ヵ所設置　新昭和　２
５０億円投資、千葉・茨城に

304
エネル
ギー

2014年5月24日 東京新聞 22
ドイツ村隣にメガソーラー　袖ケ浦、
発電量は６７０世帯分

304
エネル
ギー

2015年3月25日 産経新聞 27
親子で「資源の大切さ実感」　東京ガ
ス袖ケ浦工場見学会

305 節電 2014年11月15日 新千葉新聞 2
節電に繋がる省エネ効果　緑のカー
テンコンテスト　中川小も１位　袖ケ
浦市で表彰式

33
経済関係
団体

2015年1月8日 新千葉新聞 1
穏やかな希望の一年に　新年賀詞交
換会　十六団体のトップリーダー集
い、鏡開きも

332
商工会議
所

2014年7月1日 新千葉新聞 2
二～八級に二五人合格　袖ケ浦市商
工会　珠算検定試験を実施

332
商工会議
所

2014年11月27日 新千葉新聞 2
優良生徒２６人を表彰も　親睦珠算
競技大会　袖ケ浦市商工会

332
商工会議
所

2014年12月3日 新千葉新聞 2
一級に矢野菜月さん　珠算検定試験
合格者　袖ケ浦市商工会

332
商工会議
所

2015年1月25日 新千葉新聞 1
地元企業の発展など願い　袖ケ浦賀
詞交歓会　商工会と法人会

332
商工会議
所

2015年2月5日 新千葉新聞 1
そでがうら逸品フェア　お店めぐりツ
アー　袖ケ浦市の十九店舗

332
商工会議
所

2015年2月23日 読売新聞 朝 33
袖ケ浦の逸品紹介　お店めぐりツ
アー

339 特産品 2014年6月2日 読売新聞 朝 29
袖ケ浦市売り込み　ホワイトガウラー
メン　地元の牛乳使用、ガイドやパン
フ作成

339 特産品 2014年10月28日 新千葉新聞 2
特産推奨品・土産品　袖ケ浦にふさ
わしい　商工会・観光協会募集
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339 特産品 2014年12月8日 千葉日報 9
袖ケ浦特産推奨品に４品　牧場のよ
うかん　名物最中　ジャンボゆでピー
農家のお茶

339 特産品 2014年12月9日 新千葉新聞 2
新たに四品目を追加　特産品推奨の
認定　袖ケ浦市で交付式

339 特産品 2014年12月21日 東京新聞 22
袖ケ浦市特産推奨品　新たに４点認
定

351 工業 2014年10月8日 日本経済新聞 朝 35
かずさアカデミアに工場　蓄光板のド
ペル　袖ケ浦から移転

352 工業団地 2014年9月10日 日本経済新聞 朝 39
県、工業団地着工前倒し　今年度
中、茂原・袖ケ浦で　９月補正案に関
連予算

361 商業 2014年4月24日 朝日新聞 朝 28
市原・木更津も移動販売者巡回
コープみらい

362 大型店 2014年12月12日 千葉日報 9
回顧２０１４年　取材メモから　イオン
開業、木更津に映画館復活　なるか
駅前回遊

371
農業（田ん
ぼの学校）

2014年4月24日 新千葉新聞 2
児童が丁寧に田植え　たんぼの学校
スタート　袖ケ浦市農業体験　中川小
五年生四十二人が指導受けて

371
農業（田ん
ぼの学校）

2014年5月23日 新千葉新聞 1
欠員の理事二人を選任　総会で功労
者表彰　君津地域土地改良協会

371
農業（田ん
ぼの学校）

2014年7月9日 新千葉新聞 2
四市で水稲病害虫防除　君津地域
植物防疫協会　無人ヘリコプターで

371
農業（田ん
ぼの学校）

2014年7月30日 朝日新聞 25
ビニールハウス自力再建へ研修　袖
ケ浦、県と全農県本部

371
農業（田ん
ぼの学校）

2014年7月30日 産経新聞 23
ビニールハウス自力建設を指導　袖
ケ浦で研修会

371
農業（田ん
ぼの学校）

2014年7月30日 千葉日報 9
ハウスの建て方学んで　資材・業者
不足を見越し　袖ケ浦、農協職員ら２
０名参加

371
農業（田ん
ぼの学校）

2014年9月11日 新千葉新聞 2
収穫の喜びを分かち合う　雨のなか
稲刈り　ひらおかの里農村公園

371
農業（田ん
ぼの学校）

2014年11月8日 新千葉新聞 2
上々の出来を確認　自然薯の試し掘
り　ＪＡきみつ袖ケ浦

371
農業（田ん
ぼの学校）

2014年11月19日 新千葉新聞 1
安心安全な食材の供給　優良出荷
者に感謝状　六個人と二業者

371
農業（田ん
ぼの学校）

2014年12月20日 新千葉新聞 2
収穫と消費者に感謝　外野野菜まつ
り　袖ケ浦台野菜研究会
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371
農業（田ん
ぼの学校）

2015年2月17日 新千葉新聞 2
ひらおかの里で農業体験　田んぼの
学校生募集　袖ケ浦市農村公園

372
農協（ゆり
の里）

2014年5月15日 千葉日報 9
ゆりの里新茶まつり【袖ケ浦】　イベン
ト

372
農協（ゆり
の里）

2014年5月18日 新千葉新聞 2
新茶をいち早く味わって　「ゆりの里」
でＰR　袖ケ浦・農畜産物直売所

372
農協（ゆり
の里）

2014年6月12日 新千葉新聞 2
ゆりの里で菖蒲まつり　１４日袖ケ浦
市飯富

372
農協（ゆり
の里）

2014年6月12日 千葉日報 9
ゆりの里菖蒲まつり【袖ケ浦】／イベ
ント

372
農協（ゆり
の里）

2014年7月15日 新千葉新聞 2 夏の感謝祭　袖ケ浦　ゆりの里

372
農協（ゆり
の里）

2014年9月5日 新千葉新聞 1
「新米まつり」第１弾　ＪＡきみつで順
次　袖ケ浦ゆりの里

372
農協（ゆり
の里）

2014年11月11日 新千葉新聞 2
秋の味覚を揃え、感謝祭　ゆりの里
で１５日に　袖ケ浦市農畜産物直売
所

372
農協（ゆり
の里）

2014年12月17日 新千葉新聞 2
餅なげや米すくいどり　ゆりの里年末
感謝祭　袖ケ浦市農畜産物直売所

372
農協（ゆり
の里）

2014年12月18日 千葉日報 11
ゆりの里年末感謝祭【袖ケ浦】／イベ
ント

372
農協（ゆり
の里）

2015年1月22日 千葉日報 9
ゆりの里ウィンターフェスタ【袖ケ浦
市】／イベント

372
農協（ゆり
の里）

2015年2月21日 新千葉新聞 2 梅まつり開催　袖ケ浦「ゆりの里」

372
農協（ゆり
の里）

2015年3月14日 新千葉新聞 2 ２１日桜まつり　袖ケ浦・ゆりの里

373 農園 2014年8月28日 東京新聞 21
六万坪収穫体験型農園イクア（袖ケ
浦市川原井）／千葉／実り前線

374 林業 2014年11月15日 毎日新聞 朝 25
竹林拡大、解決策探る　袖ケ浦で初
の竹炭シンポ

376 畜産業 2014年10月7日 新千葉新聞 1
県知事賞に茂木比呂志氏　君津地
域乳牛共進会　袖ケ浦でファームフェ
スタ

377
園芸・花
き栽培

2014年8月28日 新千葉新聞 2
様々な花の写真を募集　花の写真コ
ンクール　袖ケ浦市鉢花研究会

381 労働 2014年4月27日 新千葉新聞 1
暮らしの底上げ実現へ　君津地域
メーデー　連合千葉南総地域協議会
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383 職能 2015年1月27日 新千葉新聞 2
技能者の育成に貢献　創立五十周
年記念式典　君津郡市建築組合連
合会

4　建設 402 地価 2015年3月19日 朝日新聞
第二
部

1
２００１５年公示地価　主な主要地点
千葉　袖ケ浦市

402 地価 2015年3月19日 朝日新聞
第二
部

8 千葉の公示地価　袖ケ浦市

402 地価 2015年3月19日 産経新聞 26
平成２７年地価公示　千葉県の標準
値価格　袖ケ浦市

402 地価 2015年3月19日 産経新聞 27
住宅地７年ぶり上昇　２７年地価公示
船橋の工業地　全国一の８．５％
市町村別平均地価　袖ケ浦市

402 地価 2015年3月19日 千葉日報 16
２０１５年　県内地価公示価格　袖ケ
浦市

402 地価 2015年3月19日 東京新聞 11 千葉県の地価公示　袖ケ浦市

402 地価 2015年3月19日 日本経済新聞
第二
部

2
２０１５年公示地価特集　関東　千葉
袖ケ浦市

402 地価 2015年3月19日 毎日新聞 別刷 3
２０１５年公示地価特集　千葉　袖ケ
浦市

402 地価 2015年3月19日 毎日新聞 朝 25 地価公示　袖ケ浦市

402 地価 2015年3月19日 読売新聞 別刷 3 ２０１５年公示地価　千葉　袖ケ浦市

402 地価 2015年3月19日 読売新聞 朝 31 千葉県内の公示地価　袖ケ浦市

423 開発 2015年1月22日 千葉日報 1
８割依然”塩漬け”　県内土地開発公
社　放置、１０年以上に

431 道路 2014年5月4日 千葉日報 7
今なお残る頼朝伝説　袖ケ浦～市原
「鎌倉街道」　ふさの国探宝　住民手
作り、森の散策路も

451 港 2014年8月20日 読売新聞 朝 31
千葉港整備、観光拠点に　海辺から
の便り　７

451 港 2014年12月30日 朝日新聞 朝 25
ガット船細る海路　大型需要への対
応危惧

451 港 2015年1月7日 朝日新聞 朝 25
千葉のチカラ　戦後７０年（５）　物流
海運のシンボル巨大桟橋

451 港 2015年3月23日 読売新聞 朝 33
７港湾で長寿化計画　県、補修で維
持費削減

461 建築物 2014年10月8日 新千葉新聞 1
住宅の耐震改修をＰＲ　袖ケ浦市役
所　模型を市役所に設置

472
袖ケ浦公
園

2014年4月5日 新千葉新聞 2
きょう袖ケ浦公園まつり　楽しいプロ
グラム　太鼓や舞踊、餅投げも
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472
袖ケ浦公
園

2014年4月8日 新千葉新聞 1
袖ケ浦公園祭り賑わう　交通防犯啓
発活動も　満開の桜のもとで

472
袖ケ浦公
園

2014年5月29日 東京新聞 21 花前線　千葉　袖ケ浦公園

472
袖ケ浦公
園

2014年6月5日 読売新聞 朝 33
ハナショウブ鮮やか　　園内に咲くハ
ナショウブ（袖ケ浦公園で）

472
袖ケ浦公
園

2014年6月6日 千葉日報 1
ハナショウブ五分咲き　袖ケ浦公園、
一万五千株

472
袖ケ浦公
園

2014年6月8日 新千葉新聞 1
一万五千株の花が見ごろ　袖ケ浦公
園に花摘み娘　花菖蒲まつりも開催

472
袖ケ浦公
園

2014年6月12日 千葉日報 9
花菖蒲（しょうぶ）まつり【袖ケ浦】／イ
ベント

472
袖ケ浦公
園

2015年2月21日 新千葉新聞 2 梅見茶屋開店　袖ケ浦公園で梅咲く

473
百目木公
園

2014年7月9日 新千葉新聞 2
百目木公園プール１０日オープン　袖
ケ浦市で八月迄

476
ひらおか
の里農村
公園

2014年11月28日 新千葉新聞 2 秋の収穫祭　ひらおかの里農村公園

476
ひらおか
の里農村
公園

2015年3月1日 新千葉新聞 2 なばな摘み取り　袖・ひらおかの里

5
交通・
通信

501
交通･通
信総記

2015年1月29日 新千葉新聞 2
袖ケ浦市の交通事情等　講師は吉
田平氏　創生塾「郷土の塩」

511 内房線 2014年8月5日 千葉日報 20 内房線、設備点検で遅れ

511 内房線 2014年8月6日 新千葉新聞 2
設備点検で遅れ　内房線袖ヶ浦－岩
根

511 内房線 2014年12月13日 千葉日報 20 設備点検で内房線に遅れ

512 久留里線 2014年10月11日 千葉日報 20 信号故障で久留里線に運休、遅れ

513 駅 2014年9月5日 朝日新聞 朝 29
袖ケ浦　橋上に丸い新駅舎　来月１２
日利用開始

513 駅 2014年9月7日 新千葉新聞 1
十月十二日から利用開始　橋上駅の
袖ケ浦駅　自由通路開通式典

513 駅 2014年9月15日 千葉日報 9
南北つなぐ円形駅舎に　新住宅地へ
の北口も整備　ＪＲ袖ケ浦駅　来月１
２日利用スタート

513 駅 2014年10月11日 毎日新聞 朝 23
新しい袖ケ浦駅　珍しい円柱形　あ
す利用スタート
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513 駅 2014年10月12日 新千葉新聞 1
袖ケ浦駅舎の竣工祝う　テープカット
やくす玉割り　通路の渡り初めも

513 駅 2014年10月12日 千葉日報 9
円形新駅舎が完成　ＪＲ袖ケ浦駅
きょうから利用開始　南北つなぐ市の
玄関口

513 駅 2015年2月25日 新千葉新聞 1
連絡通路など順次利用に　三月末に
は全面供用　ＪＲ長浦駅舎

521 道路交通 2014年9月2日 新千葉新聞 2 あすから通行止　袖・横田の富川橋

521 道路交通 2014年11月30日 新千葉新聞 1
各道路の整備促進をと　県知事へ要
望書　かずさ四市議会議長会

6
市民生
活

601 市民生活 2014年7月12日 朝日新聞 朝 29
袖ケ浦の復活オンデマンドタクシー
運転手も７０歳前後

 601 市民生活 2015年3月21日 新千葉新聞 2
わが街情報満載ガイド　袖ケ浦市と
サイネックス　市民便利帳を発行

604 地域活動 2015年1月31日 新千葉新聞 2
つながりをかずさの未来へ　かずさ
青年会議所　新役員体制決まる

612 住宅問題 2015年3月20日 新千葉新聞 1
空き家等の適正管理に　袖ケ浦市が
協定　シルバー人材と締結

612 住宅問題 2015年3月20日 千葉日報 7
空き家の見回りや除草代行　シル
バー人材Ｃ　袖ケ浦市と協定

612 住宅問題 2015年3月25日 東京新聞 24
シルバーセンター空き家対策で協定
袖ケ浦市、県内初

621 水道 2014年6月5日 新千葉新聞 1
水を大切に使おう　地元四市でも呼
びかけ　水道週間にちなみ

622 下水道 2014年9月17日 千葉日報 1
汚水処理普及８５％　本県、全国平
均下回る　県南、東部で遅れ

633 環境保全 2014年5月23日 新千葉新聞 1
今月二五日は一斉清掃　君津地域
四市でも　ゴミゼロ運動の日にちなみ

633 環境保全 2014年6月19日 新千葉新聞 1
はじめよう未来のために　袖ケ浦市
環境フェスタ　２２日に市民会館で

633 環境保全 2014年6月19日 千葉日報 9 環境フェスタ【袖ケ浦】／イベント

634 自然保護 2014年4月1日 新千葉新聞 1 社説　爛漫と咲く四月歳時記

634 自然保護 2014年11月19日 千葉日報 9
里山”侵食”竹林が拡大　袖ケ浦でシ
ンポ　炭で活用、解決策模索　土砂
災害や漁業、影響懸念

634 自然保護 2014年11月26日 新千葉新聞 2
竹林の拡大防止と有効活用　竹炭シ
ンポジウム　袖ケ浦市の里山セン
ター
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637 緑化 2014年10月2日 千葉日報 9
袖ケ浦もくもくフェスタ２０１４【袖ケ
浦】／イベント

637 緑化 2014年10月7日 新千葉新聞 2
緑の資源に想いを込めて　もくもく
フェスタ賑わう　袖ケ浦造園協同組合

641 医療 2014年6月11日 新千葉新聞 1
会長に平野康之氏就任　君津木更
津医師会　新役員体制決まる

642 病院 2014年5月27日 新千葉新聞 2
一日も早い回復を願い　袖ケ浦高校
生が演奏　袖ケ浦さつき台病院のリ
ハビリ病棟で

643 看護 2014年4月1日 新千葉新聞 1
医療を支える拠点完成　君津中央病
院付属看護学校　新校舎竣工式を挙
行

645 健康 2014年6月14日 新千葉新聞 1
歯は健康・元気の源だ　君津木更津
歯科医師会　児童・生徒健歯審査会

645 健康 2014年11月21日 新千葉新聞 2
講演会や歩行年齢測定など　袖ケ浦
さつき台病院　さつき会ふれあい祭り

646 公衆衛生 2014年6月15日 新千葉新聞 2
歯・口の健康啓発を訴え　作文標語
図画ポスター　コンクール入賞者

648
伝染性疾
患

2015年3月19日 千葉日報 20
期限切れワクチン接種　木更津、袖
ケ浦

667
放射能汚
染

2014年4月19日 新千葉新聞 1 国の埋立基準内　四市のごみ焼却灰

667
放射能汚
染

2014年6月18日 新千葉新聞 2
国の埋め立て基準内　四市のごみ焼
却灰

667
放射能汚
染

2014年11月2日 新千葉新聞 2
国の埋め立て基準内　四市のごみ焼
却灰

667
放射能汚
染

2014年12月4日 新千葉新聞 1 国の基準以下に　ごみ放射性物質量

667
放射能汚
染

2015年3月11日 新千葉新聞 2 国の埋立基準内　四市のごみ焼却灰

667
放射能汚
染

2015年3月14日 千葉日報 1

「県内1カ所」賛否拮抗　国方針に反
発、不信も　最終処分場、首長アン
ケート　思いを刻む　大震災ちば4年
⑧

681 自治会 2015年2月21日 新千葉新聞 1
自治会への加入促進を　袖ケ浦で締
結　三者と協定を結ぶ

7　福祉 701 社会福祉 2014年11月30日 新千葉新聞 1
袖ケ浦市地域福祉フェスタ　きょう市
民会館で
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701 社会福祉 2014年12月7日 新千葉新聞 2
育てよう福祉のこころ　袖ケ浦市地域
福祉フェスタ　功労者や標語表彰者

702
ボランティ
ア

2014年4月19日 新千葉新聞 2
はり紙・はり札をはがそう　袖ケ浦市
が募集　ボランティアグループ

702
ボランティ
ア

2014年7月31日 新千葉新聞 1
ブラジルでの体験を報告　本多氏が
出口市長に　ＪＩＣAでボランティア

702
ボランティ
ア

2014年8月20日 千葉日報 9
大学生らが宿題手助け　「地域の力
になれたら」袖ケ浦根形地区

702
ボランティ
ア

2014年8月21日 新千葉新聞 2
ねがたオープンキャンパス　学生等
が児童を指導　根形公民館

702
ボランティ
ア

2014年10月22日 読売新聞 朝 33
介護が生きがい　６５歳以上ボラン
ティア９市町導入

702
ボランティ
ア

2015年3月20日 新千葉新聞 2
ひよこの会が二十周年　袖ケ浦市の
保育ボランティア　記念式典と記念講
演

711 社会事業 2014年4月23日 新千葉新聞 2
こいのぼりセットを寄贈　地元二児童
養護施設に　産経新聞社千葉支局

712
寄付・義
捐金

2014年4月26日 新千葉新聞 1
豊かな心の育成にと　袖ケ浦市内の
全学校学級に本を寄贈　袖ケ浦市教
育長から

712
寄付・義
捐金

2014年8月6日 新千葉新聞 1
約千六百万円　袖ケ浦市震災義援
金

712
寄付・義
捐金

2014年8月19日 新千葉新聞 2
盛大な港まつり願い　寄付等の協力
者②　木更津港まつり

712
寄付・義
捐金

2014年8月20日 新千葉新聞 2
盛大な港まつり願い　寄付等の協力
者③　木更津港まつり

712
寄付･義
捐金

2015年1月24日 新千葉新聞 1
地域の緑の創出にと　寄付金贈呈式
東京ガス（株）が袖ケ浦市に

712
寄付・義
捐金

2015年2月10日 新千葉新聞 2
「礼と節」を学んでほしい　チャリティ
親子餅つき　木更津聖嘉館　４市へ
車椅子１０代寄贈、合計８５台に

715
ライオン
ズクラブ

2014年4月22日 新千葉新聞 1
今動き出そう愛ある奉仕　君津LCな
ど第六十回地区年次大会　ライオン
ズクラブ交際協会３３３－C地区

734
結婚・離
婚

2014年10月23日 毎日新聞 朝 26
袖ケ浦市が婚活列車　いすみ鉄道の
車両貸し切り

734
結婚・離
婚

2014年10月26日 新千葉新聞 2
出会い　貸切列車の旅　袖ケ浦市が
結婚へ機会を　いすみ鉄道で婚活
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742
児童福祉
（子育て
支援）

2014年7月11日 千葉日報 9
袖ケ浦　保育施設　寄付で褒章　旭
化成、宅地分譲地に建設　みらいっ
子るーむ

742
児童福祉
（子育て
支援）

2014年8月26日 新千葉新聞 2
ゴルフ場であそぼう！　地域で親子
が交流　袖ケ浦市の昭和地区社福
協

742
児童福祉
（子育て
支援）

2014年11月19日 新千葉新聞 1
子育て支援への理解を　出口市長が
一日園長に　白ゆり保育園を訪問

752
青少年総
記

2014年7月3日 千葉日報 9
青少年健全育成推進大会【袖ケ浦】
／イベント

752
青少年総
記

2014年7月11日 新千葉新聞 2
袖ケ浦市子育ての提言　袖ケ浦市青
少年健全育成推進大会　八人に感
謝状も

762
老人クラ
ブ

2014年12月18日 千葉日報 11
実力者が熱戦展開　シニア囲碁・将
棋大会　袖ケ浦

762
老人クラ
ブ

2015年3月14日 新千葉新聞 1
長寿社会での活躍誓う　地元関係の
表彰者

763
高齢者福
祉

2014年8月5日 千葉日報 9
宅配で高齢者見守り　異変察知し早
期通報へ　セブンイレブンと君津４市

763
高齢者福
祉

2014年8月6日 新千葉新聞 1
宅配で高齢者見守り　セブン－イレブ
ンと４市　「高齢者見守りネットワーク
事業」覚書

763
高齢者福
祉

2014年8月6日 東京新聞 22
高齢者見守りで協定　木更津市など
４市とセブン－イレブン

763
高齢者福
祉

2014年9月14日 新千葉新聞 1
市内最高齢者は百三歳　敬老事業
で袖ケ浦市長　九十九歳以上者を訪
問

763
高齢者福
祉

2014年9月14日 新千葉新聞 1 敬老会日程　袖ケ浦市で１５日等

763
高齢者福
祉

2014年9月17日 新千葉新聞 2
認知症予防のための生活　頭の元
気度測定会　地域包括支援ながうら

763
高齢者福
祉

2014年11月14日 東京新聞 22
高齢者見守り事業７金融機関と協定
袖ケ浦市

763
高齢者福
祉

2014年11月20日 新千葉新聞 2
住み慣れた地域で安心を　七金融機
関と覚書締結　袖ケ浦市　高齢者見
守りネットワーク事業実施

763
高齢者福
祉

2014年12月21日 新千葉新聞 2
介護支援しあわせポイント　袖ケ浦
市一月から　高齢者がボランティア
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763
高齢者福
祉

2015年1月3日 千葉日報 7
介護支援でポイント付与　直売所の
商品券と交換　袖ケ浦市が高齢者対
象に

763
高齢者福
祉

2015年1月14日 朝日新聞 朝 23
高齢者、ホームで互助　袖ケ浦　ボラ
ンティアでポイント

772
障がい者
福祉

2014年4月1日 朝日新聞 朝 25
施設管理団体県に改善計画　袖ケ浦
の暴行死事件

772
障がい者
福祉

2014年4月1日 朝日新聞 朝 25 施設の元職員を傷害致死罪で起訴

772
障がい者
福祉

2014年4月1日 産経新聞 朝 23
勉強会や第三者巡回　事業団が改
善計画提出　袖ケ浦虐待

772
障がい者
福祉

2014年4月1日 千葉日報 21
事件猛省「信頼回復を」　事業団が改
善計画　袖ケ浦の施設虐待

772
障がい者
福祉

2014年4月13日 読売新聞 朝 31
障害者が働きやすい店　袖ケ浦の
スーパー　備品を工夫、２０人雇用

772
障がい者
福祉

2014年4月16日 毎日新聞 朝 27
独自の過去調査「限界」　第三者委
検証待つ意向　県議会委で県の担当
者　袖ケ浦虐待

772
障がい者
福祉

2014年5月1日 毎日新聞 朝 25

職場の「見ぬふり」なくす　利用者の
豊かな人生確保を　新理事長　田中
斎氏　再建へ決意　袖ケ浦・虐待　県
社会福祉事業団新体制１カ月

772
障がい者
福祉

2014年5月2日 読売新聞 朝 25
養育園　暴行容疑　元職員書類送検
男２人　昨年、施設内で少年に

772
障がい者
福祉

2014年5月3日 朝日新聞 朝 29
袖ケ浦の施設内少年に暴行容疑　元
職員２人を書類送検

772
障がい者
福祉

2014年5月3日 産経新聞 19
養育園　元職員２人を暴行容疑で書
類送検　袖ケ浦虐待事件

772
障がい者
福祉

2014年5月13日 朝日新聞 朝 29
袖ケ浦の施設知事が訪れる　暴行死
事件初

772
障がい者
福祉

2014年5月13日 産経新聞 23 知事が死亡事件の福祉施設視察

772
障がい者
福祉

2014年5月13日 千葉日報 21
「しっかり検証を」　知事、養育園など
視察

772
障がい者
福祉

2014年5月13日 毎日新聞 朝 25
森田知事　福祉センター視察　袖ケ
浦　虐待問題が発覚後初

772
障がい者
福祉

2014年5月13日 読売新聞 朝 35
暴行問題発覚後初知事が養育園視
察
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772
障がい者
福祉

2014年5月22日 産経新聞 25
監査した県職員から聞き取り調査実
施へ　袖ケ浦虐待、第三者委

772
障がい者
福祉

2014年6月21日 毎日新聞 25
袖ケ浦虐待「入所を継続」８割超　保
護者アンケート「環境変えたくない」

772
障がい者
福祉

2014年7月13日 新千葉新聞 2
四市参加者が競技で交流　袖ケ浦で
スポーツ大会　君津地域の心身障が
い者

772
障がい者
福祉

2014年7月18日 産経新聞 27
第三者検証委員会が最終報告構成
案　障害者施設虐待

772
障がい者
福祉

2014年7月27日 新千葉新聞 2
屋外での活動を支援　木更津視覚障
害者福祉協会と袖ケ浦市同　木更津
あひるの会４８年間の活動に終止符

772
障がい者
福祉

2014年8月8日 朝日新聞 朝 27
県の責任看過できぬ　袖ケ浦養育園
暴行死事件　事業団の虐待体質見
逃す

772
障がい者
福祉

2014年8月8日 産経新聞 27
袖ケ浦福祉虐待　県の責任厳しく指
摘　検証委が最終答申

772
障がい者
福祉

2014年8月8日 千葉日報 1
袖ケ浦の福祉施設虐待　県の責任
看過できない　検証委が最終報告提
出　定数半減

772
障がい者
福祉

2014年8月8日 東京新聞 26
袖ケ浦「養育園」虐待死　組織の閉
鎖性指摘　検証委　定数半減など提
言

772
障がい者
福祉

2014年8月8日 毎日新聞 朝 25
袖ケ浦虐待　第三者委最終報告　事
業団「解体」含め検討　強度行動障
害者支援

772
障がい者
福祉

2014年8月8日 読売新聞 朝 33
養育園暴行死　最終報告　入所児守
る意識欠如　県の虐待見逃し批判

772
障がい者
福祉

2014年8月23日 朝日新聞 朝 29
他にも虐待容疑　計９人書類送検
袖ケ浦暴行死事件

772
障がい者
福祉

2014年8月23日 読売新聞 朝 29
障害や暴行の疑いで職員９人書類送
検

772
障がい者
福祉

2014年9月2日 産経新聞 29
組織見直し確認へ　進捗管理委を設
置　袖ケ浦虐待問題

772
障がい者
福祉

2014年9月2日 千葉日報 21
継続調査へ委員会設置　袖ケ浦の
児童虐待

772
障がい者
福祉

2014年9月12日 朝日新聞 朝 35
職員が障害者の顔平手打ち　県社会
福祉事業団運営の施設
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772
障がい者
福祉

2014年9月12日 千葉日報 21
袖ケ浦の福祉施設　別の施設で入所
者虐待　５０代契約社員を減給処分

772
障がい者
福祉

2014年9月12日 東京新聞 22
職員、障害者　平手打ち　県社会福
祉事業団施設　２人を減給処分　袖
ケ浦

772
障がい者
福祉

2014年9月12日 読売新聞 朝 33 障害者を平手打ち　施設職員

772
障がい者
福祉

2014年9月13日 毎日新聞 朝 23
福祉センターで入所者平手打ち　袖
ケ浦

772
障がい者
福祉

2014年9月17日 毎日新聞 朝 27

訂正　１３日「福祉センターで入所者
平手打ち」の記事の見出しで、「袖ケ
浦福祉センター」とあるのは、「アドバ
ンスながうら」の誤りでした。

772
障がい者
福祉

2014年9月20日 朝日新聞 朝 29
施設責任者らの立件には至らず　袖
ケ浦暴行死で県警

772
障がい者
福祉

2014年9月20日 産経新聞 21 福祉施設の虐待、捜査終結

772
障がい者
福祉

2014年9月20日 千葉日報 21
事業団の立件見送り　袖ケ浦の福祉
施設虐待

772
障がい者
福祉

2014年9月20日 東京新聞 24
養育園元職員９人書類送検　袖ケ浦
虐待

772
障がい者
福祉

2014年9月20日 読売新聞 朝 35 県警　「養育園」捜査が集結

772
障がい者
福祉

2014年9月23日 毎日新聞 朝 25
保護者から不安の声　袖ケ浦虐待最
終報告書　民営化促す内容に

772
障がい者
福祉

2014年11月26日 千葉日報 21
障害者虐待２６５９人　県内１０１件、
２人死亡　家庭が７割　１３年度厚労
省調査

772
障がい者
福祉

2014年11月26日 読売新聞 朝 39
知的障害者へ虐待目立つ　２６５９人
の６割　被害の障害者

772
障がい者
福祉

2014年12月17日 朝日新聞 朝 25
一部事業を移譲へ　県事業団、１６年
春めど　袖ケ浦暴行死

772
障がい者
福祉

2014年12月17日 千葉日報 1
自主事業を民家移譲　施設での虐待
事件受け　県社会福祉事業団　ちば
県議会

772
障がい者
福祉

2014年12月27日 読売新聞 朝 29
「養育園」運営法人「暴行」後事故報
告が急増　今年度３８件、前年度の３
倍
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772
障がい者
福祉

2014年12月30日 産経新聞 19

千葉この１年　【３月】１１日　袖ケ浦
市の福祉施設「養育園」で入所者の
少年（１９）に暴行して死亡させたとし
て傷害致死容疑で元職員の男（２３）
を逮捕

772
障がい者
福祉

2014年12月30日 千葉日報 19
２０１４ちばダイジェスト【上】　３月　袖
ケ浦市の施設で虐待、元職員逮捕

772
障がい者
福祉

2015年1月31日 千葉日報 2
２０１５年度件当初予算案の主な事
業　袖ケ浦福祉センター利用者受け
入れ等支援事業

772
障がい者
福祉

2015年1月31日 毎日新聞 朝 27
県１５年度一般会計予算案　袖ケ浦
福祉センター問題

772
障がい者
福祉

2015年2月17日 朝日新聞 朝 29
袖ケ浦暴行死事件、他の暴行や傷
害容疑に不起訴処分

772
障がい者
福祉

2015年2月17日 産経新聞 25
「養育園暴行」不起訴処分　書類送
検の元職員ら男女９人

772
障がい者
福祉

2015年2月17日 千葉日報 21
元職員ら９人不起訴　袖ケ浦の福祉
施設虐待

772
障がい者
福祉

2015年2月17日 毎日新聞 朝 27
袖ケ浦･施設虐待職員９人不起訴
千葉地検

772
障がい者
福祉

2015年2月17日 読売新聞 朝 35
元職員ら９人不起訴　養育園の暴行
事件

772
障がい者
福祉

2015年3月5日 朝日新聞 朝 29
傷害致死は争う姿勢　「他の職員も
暴行」　袖ケ浦入所者死亡初公判で
元職員側

772
障がい者
福祉

2015年3月5日 産経新聞 23
「暴行と死亡」関係争点　起訴内容の
一部認める　２４歳元職員　「養育園」
傷害致死初公判

772
障がい者
福祉

2015年3月5日 千葉日報 1
暴行と死亡の関係否認　初公判で被
告側　袖ケ浦の福祉施設虐待事件

772
障がい者
福祉

2015年3月5日 千葉日報 23
検察側「暴行後に異変」「他にも受け
た」弁護側　死亡との因果関係争点
に　袖ケ浦の福祉施設虐待

772
障がい者
福祉

2015年3月5日 読売新聞 朝 33
検察側「暴行は日常的」　元職員側
「別人が暴行死亡」　養育園傷害致
死

772
障がい者
福祉

2015年3月6日 産経新聞 27
『少年４回蹴った」元同僚男性が証言
養育園傷害致死公判

772
障がい者
福祉

2015年3月7日 朝日新聞 朝 29
腸の穴で腹膜炎　医師が死因証言
養育園入所者死亡公判
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772
障がい者
福祉

2015年3月10日 千葉日報 1
４０人が退職意向　「養育園」運営の
福祉法人　ちば県議会

772
障がい者
福祉

2015年3月10日 千葉日報 21
「同じ日自分も殴った」　養育園虐待
裁判で元同僚

772
障がい者
福祉

2015年3月11日 千葉日報 21
「福祉の信頼壊した」　養育園虐待裁
判で元施設長

772
障がい者
福祉

2015年3月12日 朝日新聞 朝 33
「暴行は日常化まひしていた」　養育
園事件公判で被告人質問

772
障がい者
福祉

2015年3月12日 千葉日報 21
「元同僚も蹴った」と被告　暴行の様
子再現　養育園虐待裁判

772
障がい者
福祉

2015年3月12日 読売新聞 朝 33
「別の職員も少年蹴った」　被告人質
問で元職員　養育園傷害致死

772
障がい者
福祉

2015年3月13日 朝日新聞 朝 29
養育園死亡事件裁判　懲役８年を求
刑　弁護側、暴行罪を主張

772
障がい者
福祉

2015年3月13日 産経新聞 27
「危険で悪質」懲役８年求刑　袖ケ浦
の「養育園」傷害致死裁判

772
障がい者
福祉

2015年3月13日 千葉日報 21
養育園虐待裁判　元職員に懲役８年
求刑　検察側「安易で身勝手」

772
障がい者
福祉

2015年3月13日 毎日新聞 朝 27
「養育園」元職員　懲役８年を求刑
袖ケ浦・障害者虐待

772
障がい者
福祉

2015年3月13日 読売新聞 朝 33
養育園傷害致死　懲役８年求刑　弁
護側　暴行罪適用求める

772
障がい者
福祉

2015年3月21日 朝日新聞 朝 28
養育園入所者死亡事件裁判　暴行と
の因果関係争点　元職員、２３日に
判決

772
障がい者
福祉

2015年3月21日 東京新聞 26
「養育園」入所者死亡　一部職員の
暴行日常化　被告「先輩の姿にな
らった」

772
障がい者
福祉

2015年3月22日 千葉日報 19
悪質暴行の証言多数　公判で生々し
く　養育園虐待裁判　あす判決

772
障がい者
福祉

2015年3月24日 朝日新聞 朝 29
被告に懲役６年判決　傷害致死罪認
める　養育園入所者死亡裁判

772
障がい者
福祉

2015年3月24日 産経新聞 27
「障害に乗じた犯行」　謝罪文と弁解
反省に疑問符　養育園傷害致死事
件

772
障がい者
福祉

2015年3月24日 産経新聞 31
福祉施設暴行死元職員に懲役６年
千葉地裁判決

772
障がい者
福祉

2015年3月24日 千葉日報 1
元職員に懲役６年　「短絡的、責任重
い」　養育園虐待で地裁
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772
障がい者
福祉

2015年3月24日 千葉日報 21
「被害者守るべき立場」　元職員を強
く非難　養育園虐待実刑判決

772
障がい者
福祉

2015年3月24日 東京新聞 26
「二度と起こさない」　元職員実刑判
決で理事長　「養育園」入所者死亡

772
障がい者
福祉

2015年3月24日 東京新聞 31
障害者虐待死懲役６年　因果関係を
認定　元職員の暴行

772
障がい者
福祉

2015年3月24日 読売新聞 朝 33
「日常的な暴力」に言及　懲役６年判
決被告側主張退ける　養育園暴行死

772
障がい者
福祉

2015年3月24日 読売新聞 朝 38 障害者暴行死実刑判決

8　教育 801 教育 2014年11月5日 千葉日報 2
９７人２３団体の功績たたえる　県教
委が教育功労者表彰

801 教育 2014年11月13日 新千葉新聞 1
県の教育行政等に功績　地元七人を
功労表彰　県教育委員会

801 教育 2014年11月22日 新千葉新聞 2
自治・社会・教育各功労　十個人一
団体を称える　袖ケ浦市表彰式

801 教育 2014年12月1日 千葉日報 9
タイ国立大の教授に　袖ケ浦の画
家・沢井さん　子どもへの教育活動で
評価

803
読書感想
文

2014年12月12日 毎日新聞 朝 25
小中高生７３人表彰　青少年読書感
想文県コンクール

803
読書感想
文

2014年12月18日 新千葉新聞 1
最高賞に鳥海奏子さん　地元九人が
上位入賞　読書感想文県コンクール

803
読書感想
文

2014年12月18日 毎日新聞 朝 26
青少年読書感想文県コン「教育長
賞」　中学校の部

803
読書感想
文

2015年2月3日 毎日新聞 朝 23
鳥海さんが文科大臣賞　読書感想文
全国コンクール　毎日新聞社賞に３
人　教育の力教えてくれた

803
読書感想
文

2015年2月6日 毎日新聞（特集） 朝 1
第６０回青少年読書感想文全国コン
クール

803
読書感想
文

2015年2月6日 毎日新聞（特集） 朝 7
第６０回青少年読書感想文全国コン
クール入賞者・入選者　千葉

803
読書感想
文

2015年2月13日 新千葉新聞 1 大臣賞受賞を市に報告　根形中一年

804
調べ学習
コンクール

2014年11月14日 新千葉新聞 2
教育長賞に小滝、重城君　図書館を
使った調べる学習コンクール　入賞
作品展示会も

804
調べ学習
コンクール

2014年11月16日 新千葉新聞 2
図書館を使って調べる　優秀賞の小
中学生　袖ケ浦市・学習コンクール
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804
調べ学習
コンクール

2014年12月18日 新千葉新聞 2
図書館を使って調べる　優良賞の小
中学生　袖ケ浦市･学習コンクール

804
調べ学習
コンクール

2015年2月18日 読売新聞 朝 34
袖ケ浦･鈴木さん親子優秀賞　校名
「幽谷」の由来調べる　図書館学習コ
ンクール

804
調べ学習
コンクール

2015年3月9日 千葉日報 10
県議会表彰受賞者氏名　【学芸の
部】

804
調べ学習
コンクール

2015年3月12日 新千葉新聞 1
全国一位など報告　調べる学習　受
賞者が市長を訪問　袖ケ浦市の児童
たち

804
調べ学習
コンクール

2015年3月14日 新千葉新聞 1
最優秀の児童生徒称える　県議会表
彰式

804
調べ学習
コンクール

2015年3月14日 千葉日報 9
「調べ学習」で全国1位　袖ケ浦の児
童ら市長に報告

812 教育人事 2014年4月2日 新千葉新聞 2
真舟小教頭に石渡氏　小・中学校教
頭異動　南房総教育事務所

812 教育人事 2014年4月8日 新千葉新聞 2
新学期からよろしくね　小中学校の人
事異動１　南房総教育事務所

812 教育人事 2014年4月15日 新千葉新聞 2
新学期からよろしくね　小中学校の人
事異動３　南房総教育事務所

812 教育人事 2014年4月16日 新千葉新聞 1
基礎学力向上支援教員に１２人　特
別支援教員に１６人　袖ケ浦市が任
用

812 教育人事 2014年4月17日 新千葉新聞 2
新学期からよろしくね　小中学校の人
事異動４　南房総教育事務所

812 教育人事 2014年4月24日 新千葉新聞 2 支援教員名簿　袖ケ浦市が任用

812 教育人事 2015年3月28日 朝日新聞 別刷
1～
10

４月から代わる先生　千葉県

812 教育人事 2015年3月28日 産経新聞 別刷
1～
8

千葉県の教職員人事

812 教育人事 2015年3月28日 千葉日報
8～
15

４月から変わる先生　県の教職員異
動

812 教育人事 2015年3月28日 東京新聞 別刷
1～
8

千葉県の教職員異動

812 教育人事 2015年3月28日 毎日新聞 別刷
1～
8

千葉県の教職員異動

812 教育人事 2015年3月28日 読売新聞 別刷
1～
8

新学期から代わる先生　教職員異動
特集
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812 教育人事 2015年3月31日 新千葉新聞 1
木一小教頭に内海雅彦氏　小・中学
校教頭の異動　君津地域四市

813
教育委員
会

2014年6月13日 新千葉新聞 2
袖ケ浦市教育委員会『袖ケ浦の教
育』を刊行　心豊かなたくましい子に
市内教育施設

813
教育委員
会

2014年6月17日 新千葉新聞 2
思いやりの心など育む　『こころのた
まてばこ』　袖ケ浦市教委　四～七歳
の幼児・児童に道徳読み物

813
教育委員
会

2014年6月24日 朝日新聞 朝 29
先生たち手作り道徳の本を刊行　袖
ケ浦市教委、独自作品で

813
教育委員
会

2014年6月30日 千葉日報 9
独自の道徳教材を作成　袖ケ浦市
４～７歳対象に３０００部

813
教育委員
会

2014年8月14日 新千葉新聞 4
互いに支えあい市民協同　学校支援
ボ交流集会　袖ケ浦市教育委員会

813
教育委員
会

2014年12月4日 新千葉新聞 2
教育委員長に多田正行氏　職務代
理者に山口氏　袖ケ浦市教育委員会

814 教職員 2014年5月8日 新千葉新聞 1
会長に櫻井啓一蔵波中学校校長
理事や専門部等　袖ケ浦市小中学
校校長会

814 教職員 2015年3月10日 新千葉新聞 2
教職員の研究活動を省令　教職員の
部受賞者

815 教育長 2015年1月1日 新千葉新聞 6
若者が大志を抱ける社会へ　マッサ
ンのように夢を実現できる国に　袖ケ
浦市教育長　川島悟

821 幼稚園 2014年4月4日 千葉日報 9
袖ケ浦の蔵波台さつき幼稚園　創立
30周年　盛大に祝う

822 小学校 2014年10月9日 千葉日報
「来年もきれいに光って」　児童がホ
タルの幼虫放流　袖ケ浦・平岡小幽
谷分校

822 小学校 2014年10月10日 新千葉新聞 1
素晴らしい自然を守る　平岡小学校
幽谷分校　ホタルの幼虫を放流

822 小学校 2015年1月10日 新千葉新聞 2
理科の教育実践を評価　ソニー子ど
も科学教育プログラム　蔵波中が優
秀校に

823 中学校 2014年4月9日 千葉日報 9
専門家の派遣を拡充　中学「武道」の
授業で　袖ケ浦

823 中学校 2014年7月9日 新千葉新聞 2
自分の身は自分で守る　蔵波中学校
生徒が不審者対応訓練
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823 中学校 2014年9月10日 新千葉新聞 2
ソーラン切磋琢磨　１３日体育祭に向
けた練習成果を披露　袖ケ浦市中学
生　五中学

823 中学校 2014年9月20日 新千葉新聞 1
国際化社会への能力育成　君津地
方中学校英語コンテスト開催　一位
九人県大会出場

823 中学校 2014年9月20日 新千葉新聞 2
学校賞は畑沢と千葉国際　木袖地区
君富地区　英語コンテスト結果

823 中学校 2014年9月22日 千葉日報 13
ちば音楽コンクール本選会　あす開
催

824
養護学校・
特別支援教
育

2014年7月1日 新千葉新聞 1 社説　夏本番の七月の歳時記

824
養護学校・
特別支援教
育

2014年10月9日 千葉日報 9 まきのみ祭【袖ケ浦】/イベント

824
養護学校・
特別支援教
育

2014年11月22日 新千葉新聞 1
いきいきと活動する姿　特別支援教
育推進大会　第４１回君津地方

825
学校教育
一般

2014年5月14日 日本経済新聞 朝 35
タブレット学び楽しく　袖ケ浦市　全市
立小中で導入　船橋市　まずｉＰａｄ４
０台

825
学校教育
一般

2014年5月21日 新千葉新聞 2
今月３１日に運動会　富津市と袖ケ
浦市　小・中学校の予定

825
学校教育
一般

2014年7月26日 新千葉新聞 2
学校が特色ある活動を紹介　袖ケ浦
学びフェスタ　実行委員会委員決ま
る

825
学校教育
一般

2015年1月17日 新千葉新聞 1
視聴覚教育の振興図る　袖ケ浦で振
興大会　君津地方メディアコンクール
入賞者も

825
学校教育
一般

2015年3月15日 新千葉新聞 2
優良生徒四十六人表彰　木更津珠
算連盟　他の模範となる生徒

826
読書指導
員

2014年10月9日 朝日新聞 朝 34
読み聞かせは興味の扉　いま子ども
たちは　図書館へ行こう１

826
読書指導
員

2014年10月10日 朝日新聞 朝 31
祖母の本棚育ち「図書室の王」　いま
子どもたちは　図書館へ行こう２

826
読書指導
員

2014年10月11日 朝日新聞 朝 34
図書委員　お目当ては「ピッ」　いま
子どもたちは　図書館へ行こう３

826
読書指導
員

2014年10月15日 朝日新聞 朝 36
読むだけじゃない　取材拠点に　いま
子どもたちは　図書館へ行こう４

826
読書指導
員

2014年10月16日 朝日新聞 朝 35
「先生なら選ばない本」に大笑い　い
ま子どもたちは　図書館へ行こう５



37

請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

826
読書指導
員

2014年10月17日 朝日新聞 朝 34
入り口増やす「オススメ紹介」　いま
子どもたちは　図書館へ行こう６

826
読書指導
員

2014年10月18日 朝日新聞 朝 34
1冊の本が人生の背骨に　いま子ど
もたちは　図書館へ行こう７

827 学校給食 2014年10月11日 千葉日報 11
アレルギー食にも対応　袖ケ浦　新
給食センター完成

827 学校給食 2014年10月12日 新千葉新聞 2
１５日から美味しい給食　袖ケ浦市立
学校給食センター完成

828
科学工作・
論文作品展 2014年9月13日 新千葉新聞 1

今日から君津地方作品展　小中学生
科学工夫　木更津市の出品作品

828
科学工作・
論文作品展 2014年9月25日 新千葉新聞 2

アイデアあふれる作品　科学工夫工
作・研究論文展　袖ケ浦市小中学校

828
科学工作・
論文作品展 2014年9月26日 新千葉新聞 2

根気よく研究した成果　袖ケ浦市小
中学校　科学論文の入賞者

829
その他の
作品展

2014年4月9日 毎日新聞 朝 22 ３月紙上書道展　見応えある1756点

829
その他の
作品展

2014年5月8日 毎日新聞 朝 22
質の高い１６１６点　４月度紙上書道
展

829
その他の
作品展

2014年6月5日 毎日新聞 朝 22
出品数増加し１８９９点　５月度紙上
書道展

829
その他の
作品展

2014年7月9日 毎日新聞 朝 26 毎日小中高書道作品紙上展６月度

829
その他の
作品展

2014年7月28日 千葉日報 11
第４１回千葉日報書道展　千葉書壇
秀抜展・新進展　第６回高校生展

829
その他の
作品展

2014年7月29日 千葉日報 12
第４１回千葉日報書道展　千葉書壇
秀抜展・新進展　第６回高校生展

829
その他の
作品展

2014年7月29日 千葉日報 13
第４１回千葉日報書道展　千葉書壇
秀抜展・新進展　第６回高校生展

829
その他の
作品展

2014年8月5日 毎日新聞 朝 22
７月度紙上書道展　表情豊かな１７４
７点

829
その他の
作品展

2014年9月1日 千葉日報 15
墨痕鮮やか、力作一同に　第６３回
千葉県小・中・高校席書大会

829
その他の
作品展

2014年9月2日 毎日新聞 朝 22
優れた作品１６７８点　８月度紙上書
道展

829
その他の
作品展

2014年10月9日 新千葉新聞 2
県議長賞に松本望さん　地元六人が
特別賞　書星会等県小中高席書大
会
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829
その他の
作品展

2014年10月31日 千葉日報 16
平成２６年度　ＪＡ共済千葉県小中学
生　書写・交通安全ポスターコンクー
ル

829
その他の
作品展

2014年11月5日 毎日新聞 朝 22
質、量、共に充実の２０３４点　１０月
紙上書道展

829
その他の
作品展

2014年11月6日 千葉日報 9 明るい社会づくりポスター審査

829
その他の
作品展

2014年11月12日 新千葉新聞 1
最優秀賞に渡邉航大君　「税の標
語」入選者　木更津間税会

829
その他の
作品展

2014年11月12日 新千葉新聞 1
最高賞に内山優香さん　袖ヶ浦高校
から大臣賞　伊勢神宮奉納書道展

829
その他の
作品展

2014年11月28日 毎日新聞 朝 26
書の甲子園　袖ケ浦　団体準Ｖ　「常
勝」の伝統守り続け

829
その他の
作品展

2014年11月28日 毎日新聞 朝 28
書の甲子園　大分・中津北高が団体
優勝

829
その他の
作品展

2014年12月6日 新千葉新聞 2
平面・立体・造形遊び　造形展推薦
入賞者　袖ケ浦市小中学校

829
その他の
作品展

2014年12月20日 新千葉新聞 1
県教育長に宮平瑚雪さん　地元七人
が特別賞　明るい社会づくりポスター

829
その他の
作品展

2014年12月20日 新千葉新聞 1
特選に清水、早川、天野さん　国土
緑化ポスター

829
その他の
作品展

2015年1月6日 毎日新聞 朝 22
２１０３点出品　毎日小中高校書道作
品紙上展　１２月度入選作

829
その他の
作品展

2015年1月13日 千葉日報 9
「明るい社会づくり」優秀ポスターを表
彰　かずさ地域

829
その他の
作品展

2015年1月17日 新千葉新聞 2
技術･家庭科作品展　大貫小学校で
開く

829
その他の
作品展

2015年1月20日 新千葉新聞 2
丹精込めた作品ズラリ　出品は一四
五一点　君津地方技術･家庭科作品
展を開催

829
その他の
作品展

2015年1月22日 新千葉新聞 1
油絵など高校生の力作　きょうから美
術工芸展　イオンタウン木更津朝日

829
その他の
作品展

2015年1月22日 新千葉新聞 2
市長賞に伯ヶ部結衣さん　技術家庭
科展入賞者　君津四市児童生徒

829
その他の
作品展

2015年1月25日 新千葉新聞 2
今年の課題を伸び伸びと　君津地方
書き初め展　公開前に審査会

829
その他の
作品展

2015年1月25日 新千葉新聞 2
児童の作った力作ズラリ　県技術・家
庭科部会長賞　小学校の入賞者
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829
その他の
作品展

2015年1月27日 新千葉新聞 2
心を込めた作品ズラリ　児童の優良
賞入賞者　君津地方技術家庭科作
品展

829
その他の
作品展

2015年1月28日 新千葉新聞 2
十二校からの力作展示　君津・木更
津地区　あすから高校書道展

829
その他の
作品展

2015年1月28日 新千葉新聞 2
力強く、伸び伸びと　児童生徒の書き
初め展　特別賞の入賞者

829
その他の
作品展

2015年2月2日 千葉日報 16
真剣な筆さばき、墨痕鮮やかに　第６
７回千葉県小･中･高校書初め席書大
会

829
その他の
作品展

2015年2月3日 毎日新聞 朝 22
１９６１点出品　毎日新聞小中高校書
道作品紙上展　１月度入選作

829
その他の
作品展

2015年2月25日 毎日新聞 朝 27
江尻姫花さん大賞　全国学生書道展
半切１／２の部　袖ケ浦市立平川中
３年

829
その他の
作品展

2015年2月26日 新千葉新聞 1
江尻姫花さん最高賞に　全国学生書
道展大賞　袖ケ浦市長に報告

829
その他の
作品展

2015年2月28日 千葉日報 9
書道の全国展で最高賞　袖ケ浦　平
川中３年の江尻さん

829
その他の
作品展

2015年3月3日 毎日新聞 朝 26
小中高校書道作品紙上展　２月度入
選作決まる

829
その他の
作品展

2015年3月7日 毎日新聞 朝 25
木更津・県立袖ケ浦高校書道部第１
８回卒業書作展

831 高等学校 2014年7月10日 千葉日報 5
２０１５年度県内公立高校「前期選
抜」、「後期選抜」の検査の内容等

831 高等学校 2014年7月10日 読売新聞 朝 32
公立高校の入試概要　前期８５校で
面接実施

831 高等学校 2014年7月20日 新千葉新聞 1
平成２７年度君津地方公立高校入試
概要

831 高等学校 2014年8月21日 千葉日報 3
２０１５年度県内公立高校生徒募集
定員

831 高等学校 2014年8月21日 読売新聞 朝 34
２０１５年度公立高募集定員　　全日
制前年度より２００人減

831 高等学校 2014年8月27日 新千葉新聞 1
地元は前年と変わらず　公立高校募
集定員　県教委。平成二十七年度

831 高等学校 2014年12月21日 新千葉新聞 2
ポイントを掴んだ指導　袖ケ浦高校
書道部員が特別講師で　富津中学
校

831 高等学校 2015年1月24日 千葉日報 5 県内公立高校進路志望調査報告書
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831 高等学校 2015年1月24日 東京新聞 22 公立高校　進路志望調査

831 高等学校 2015年1月24日 読売新聞 朝 34
中学３年生の進路志望調査　公立高
校全日制　倍率は1.18倍

831 高等学校 2015年1月27日 新千葉新聞 1
地元平均倍率一．十六倍　公立高校
志望状況　前年度とほぼ横ばい

831 高等学校 2015年2月6日 朝日新聞 朝 24 公立校前期選抜　全日制１．８２倍

831 高等学校 2015年2月6日 産経新聞 25
平成２７年度　公立高校入学者選抜
志願者数（前期)

831 高等学校 2015年2月6日 千葉日報 5
２０１５県内公立高校（前期選抜）及
び通信制の「一期入学選抜」志願者
数

831 高等学校 2015年2月6日 毎日新聞 朝 32 公立高校　前期志願状況

831 高等学校 2015年2月6日 読売新聞 朝 32 公立校前期選抜志願者数

831 高等学校 2015年2月7日 新千葉新聞 2
地元倍率は１．６６倍　君津地方公立
高校　前期選抜志願状況

831 高等学校 2015年2月19日 毎日新聞 朝 27
袖ヶ浦高校書道部校名揮毫大詰め
センバツ開会式プラカード

831 高等学校 2015年2月20日 朝日新聞 朝 28 ２０１５年公立高校前期選抜内定数

831 高等学校 2015年2月20日 千葉日報 5
２０１５年度県内公立高校前期選抜
等及び特別入学者選抜入学許可候
補者内定数

831 高等学校 2015年2月20日 読売新聞 朝 32 公立高校前期選抜合格者数

831 高等学校 2015年2月21日 朝日新聞 朝 28
２０１５年公立高校後期選抜募集人
員

831 高等学校 2015年2月21日 千葉日報 5
２０１５年度県内公立高校後期選抜
等及び特別入学者選抜二期入学選
抜募集人員確定数

831 高等学校 2015年2月21日 東京新聞 22 公立校　後期募集人員確定数

831 高等学校 2015年2月21日 毎日新聞 朝 26
県内公立高後期募集　全日制は１万
２４６２人

831 高等学校 2015年2月21日 読売新聞 朝 32
公立校後期　全日制１万２４６２人募
集

831 高等学校 2015年2月24日 新千葉新聞 2
後期は五百九十一人募集　地元八
校の全日制で　平成二十七年度公
立高校

831 高等学校 2015年2月25日 朝日新聞 朝 28
平均志願倍率全日制１．３９倍　公立
高後期選抜　２０１５年度公立高校後
期選抜志願状況
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831 高等学校 2015年2月25日 産経新聞 27
平成２７年度　公立高入学者選抜志
願状況数（後期）　全日制１．３９倍

831 高等学校 2015年2月25日 千葉日報 5
２０１５年度県内公立高校後期選抜
等及び通信制の課程の入学者選抜
二期入学者選抜志願者数

831 高等学校 2015年2月25日 東京新聞 26
公立高後期志願状況　公立高全日
制は平均倍率１．３９倍

831 高等学校 2015年2月25日 毎日新聞 朝 26 １５年度公立高後期志願状況

831 高等学校 2015年2月25日 読売新聞 朝 32
公立高後期　全日制１．３９倍　公立
高後期選抜志願者数

831 高等学校 2015年2月26日 新千葉新聞 2
平均倍率は一．二八倍　後期選抜志
願状況　二十七年度地元公立高校

831 高等学校 2015年2月27日 朝日新聞 朝 28
２０１５年度公立高校後期選抜志願
者数（確定）

831 高等学校 2015年2月27日 産経新聞 27
平成２７年度　公立高校入学者選抜
志願者数（後期）

831 高等学校 2015年2月27日 千葉日報 5
２０１５年度県内公立高校後期選抜
及び通信制課程の入学者選抜

831 高等学校 2015年2月27日 東京新聞 26 公立高　後期志願者確定

831 高等学校 2015年2月27日 毎日新聞 朝 26
１５年公立高　後期入試確定志願者
数

831 高等学校 2015年2月27日 読売新聞 朝 32 公立高校後期選抜志願者確定数

831 高等学校 2015年2月28日 新千葉新聞 2
平均倍率は一．二九倍　後期選抜志
願確定　二十七年度地元公立高校

831 高等学校 2015年3月7日 朝日新聞 朝 28 ２０１５年度公立高校入試　合格者数

831 高等学校 2015年3月7日 千葉日報 3
２０１５年県内公立高校及び通信制
の課程の入学者選抜一期及び二期
入学者

831 高等学校 2015年3月15日 新千葉新聞 2 卒業書作展　袖ヶ浦高校書道部

831 高等学校 2015年3月20日 毎日新聞 朝 26
「書の甲子園」団体準Ｖの袖ケ浦高
校　書道部の卒業書作展

831 高等学校 2015年3月21日 千葉日報 18
全国最高峰の実力集大成　袖ケ浦
高書道部が卒業書作展

862 公民館 2015年1月21日 東京新聞 27
知人ら「無事でいて」　２邦人殺害警
告　後藤さん各地で公演　千葉県袖
ケ浦市の公民館

862 公民館 2015年1月22日 日本経済新聞 夕 15
戦争取材し講演続けた後藤さん　ゆ
るぎない正義感胸に　千葉県袖ケ浦
の公民館で熱弁をふるった
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862 公民館 2015年2月2日 東京新聞 18
ゆかりの人々悲しみ、怒り　後藤さん
殺害映像　「活動伝えていく」　湯川さ
ん父も「卑劣｣

862 公民館 2015年3月18日 新千葉新聞 2
アートな根形の私たち　創作発表・交
流展　袖ケ浦市立根形公民館

863 博物館 2014年5月11日 新千葉新聞 1
寺子屋と郷学至徳堂　袖ケ浦市及び
近隣市における藩校など　袖ケ浦市
郷土博物館　十七日から企画展

863 博物館 2014年6月5日 千葉日報 9
ミュージアム・フェスティバル　【袖ケ
浦】　イベント

863 博物館 2014年6月7日 新千葉新聞 1
地域文化の向上目指す　第十九回
ミュージアム・フェスティバル　袖ケ浦
市郷土博物館　体験や音楽、寄席等

863 博物館 2014年6月8日 千葉日報 20
演奏や勾玉づくり　ミュージアムフェ
ス　袖ケ浦郷土博

863 博物館 2014年9月18日 新千葉新聞 2
妖怪の話や映画・紙芝居　「もののけ
日和」　袖ケ浦市郷土博物館

863 博物館 2014年9月18日 千葉日報 9 もののけ日和【袖ケ浦】／イベント

863 博物館 2014年9月25日 千葉日報 9
妖怪題材に紙芝居　地元の伝承掘り
起こし　袖ケ浦市郷土博物館

863 博物館 2014年10月4日 新千葉新聞 2
企画展・袖ケ浦と鉄道　袖ケ浦駅と長
浦駅が新しく生まれ変わる　袖ケ浦
市郷土博物館

863 博物館 2014年10月8日 千葉日報 9
内房“最古”の駅舎に別れ　袖ケ浦駅
１０２年の歴史、展示で回顧　郷土博
物館

863 博物館 2014年10月18日 産経新聞 23
「袖ケ浦と鉄道」１０２年の歴史を回
顧　郷土博物館で企画展

863 博物館 2014年10月27日 千葉日報 18
１１月のこよみ　県内の主な博物館・
美術館の催し

863 博物館 2014年11月13日 東京新聞 26
市郷土博物館で２４日まで企画展
袖ケ浦駅１００年の歩み紹介

863 博物館 2014年12月14日 千葉日報 9
市文化財で昔通りの新年　正月飾り
作り（袖ケ浦市）　師走スケッチ２０１
４

863 博物館 2015年1月8日 新千葉新聞 2
「にっぽんの郷土凧」　展示や凧揚げ
会　袖ケ浦市郷土博物館

863 博物館 2015年1月8日 千葉日報 9
新春たこあげ会【袖ケ浦市】／イベン
ト
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863 博物館 2015年1月11日 千葉日報 2
伝統の和凧大空に　袖ケ浦　子ども
らおおはしゃぎ

863 博物館 2015年1月18日 新千葉新聞 2 ミニ凧づくり　袖ケ浦郷土博物館

863 博物館 2015年1月30日 新千葉新聞 1
冬鳥の観察会　袖ケ浦市郷土博物
館

863 博物館 2015年1月31日 朝日新聞 朝 26 妖怪「ブーム」　図書館・博物館も

863 博物館 2015年2月22日 千葉日報 9
太古の製法そのままに　野焼きで縄
文土器作り　袖ケ浦郷土博友の会

863 博物館 2015年2月26日 千葉日報 9
今日は１日博物館で過ごそう【袖ケ
浦】／イベント

863 博物館 2015年3月1日 新千葉新聞 1
袖ケ浦市の良さを発信　郷土博物館
で企画展　市民学芸員１０周年

863 博物館 2015年3月16日 千葉日報 11
山下清の足跡紹介　市民学芸員が
調査　袖ケ浦郷土博

871 三学大学 2014年5月24日 新千葉新聞 1
テーマは生涯現役で生きる　立川らく
朝さんを迎え　袖ケ浦市第一回市民
三学大学講座」

871 三学大学 2014年7月5日 新千葉新聞 1
『サザエさん』を通して　増岡弘氏が
講演　袖ケ浦市民三学大学

871 三学大学 2014年11月13日 新千葉新聞 1
チャレンジ精神が私を変えた　益子
直美さんが講演　袖ケ浦市三学大学

871 三学大学 2014年12月6日 新千葉新聞 1
戦場から世界を考える　講師は渡部
陽一氏　袖ケ浦市三学大学

871 三学大学 2014年12月21日 読売新聞 朝 29 戦場カメラマン　渡部陽一さん　講演

871 三学大学 2015年2月4日 新千葉新聞 1
歴史から学ぶ人間関係　講師に童門
冬二氏　袖ケ浦市市民三学大学

871 三学大学 2015年2月19日 千葉日報 9
生涯学習推進大会【袖ケ浦】／イベ
ント

872
市民芸術
劇場

2015年1月16日 新千葉新聞 2
市民芸術劇場「満月の人よ」袖ケ浦
市民会館　入場券販売開始へ

874 美術展 2014年11月19日 新千葉新聞 1
市内の優れた美術作品を　きょうから
袖ケ浦美術展　根形公民館で

881 社会体育 2015年2月8日 新千葉新聞 1
袖ケ浦ウォーキングフェスタ　二十日
まで参加募る　袖ケ浦公園周辺

882
元旦マラ
ソン

2014年12月26日 千葉日報 9
スポーツ　県南エリア　袖ケ浦　元旦
マラソン　出初式

882
元旦マラ
ソン

2015年1月9日 新千葉新聞 2
約五百人が走りぞめ　袖ケ浦市　第
二四回　元旦マラソン大会結果
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884
ウォークラ
リー・わんぱ
くクエスト

2014年8月1日 新千葉新聞 2
自然や文化等を感じながら　そでがう
らわんぱくクエスト夏の房総　五泊六
日の大冒険

884
ウォークラ
リー・わんぱ
くクエスト

2014年8月7日 新千葉新聞 2
逞しくなり全員元気に　笑顔でゴール
イン　第十九回そでがうらわんぱくク
エスト

892 ＰＴＡ活動 2014年11月13日 朝日新聞 朝 24 ベルマークだより　１０月分

894
ボーイスカ
ウト・ガール
スカウト

2014年5月15日 新千葉新聞 1
様々な地域の仲間と交流　日本ボー
イスカウト　富津で県カプラリー

9
文化・
スポーツ

902 文化活動 2014年7月10日 新千葉新聞 2
スクールバンドフェスティバル　袖ヶ
浦高校吹奏楽等

902 文化活動 2014年7月10日 千葉日報 9
スクールバンドフェスティバル【袖ケ
浦】/音楽

902 文化活動 2014年10月3日 新千葉新聞 2
高学年は小路Ａが優勝　袖ケ浦市房
総子どもかるた大会　低学年は百目
木Ｂ

902 文化活動 2014年11月22日 新千葉新聞 1
木更津と袖ケ浦が制覇　房総子ども
かるた県大会　団体戦と個人戦優勝

902 文化活動 2014年11月28日 新千葉新聞 2
関正巳氏個展　木・スズトヨ画廊
百目木の元中学校美術教諭

903 受賞 2014年6月21日 千葉日報 8
大賞に小倉さん、準は佐久間さん
日報書道展審査会　成田山に展示
へ

903 受賞 2014年6月26日 新千葉新聞 2 地元四人入賞　千葉日報書道展

903 受賞 2014年7月9日 毎日新聞 朝 27
県内の入選者　公募　漢字Ⅰ類　第
６６回毎日書道展

903 受賞 2014年7月9日 毎日新聞 朝 27
県内の入選者　公募　かなⅠ類　第
６６回毎日書道展

903 受賞 2014年7月13日 新千葉新聞 2
秀作賞に山口幸恵さん　三三人が入
選など　毎日書道展国立新美術館

903 受賞 2014年8月8日 読売新聞 32
読売書法展　読売新聞社賞に県内２
人　会友出品

903 受賞 2014年8月12日 千葉日報 8 日報書道展　小倉さんら１０７人表彰

903 受賞 2014年12月20日 読売新聞 朝 31 千葉読売写真展来月１２日から

903 受賞 2015年1月11日 新千葉新聞 2
大賞に角田穂香さん　第四十七回現
代臨書展　地元から多数入賞

903 受賞 2015年2月15日 新千葉新聞 2
子どもの人権啓発のため　木更津人
権擁護委員協議会　ポスター原画コ
ン
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903 受賞 2015年2月17日 毎日新聞 朝 27 第６８回書道芸術院展入賞者

903 受賞 2015年2月24日 新千葉新聞 1
特別奨励賞に１３個人団体　生涯学
習推進大会　袖ケ浦市で表彰

903. 受賞 2015年2月25日 新千葉新聞 2
スポーツや文化で活躍　生涯学習奨
励賞受賞者　袖ケ浦市個人と団体

904
文化団体・
サークル

2014年4月12日 新千葉新聞 2
短歌そでがうら２　於　袖ケ浦市立中
央図書館

904
文化団体・
サークル

2014年4月17日 新千葉新聞 2
風光り花薫れ　ジョイントコンサート
童謡など歌う　袖ケ浦市民会館

904
文化団体・
サークル

2014年4月17日 千葉日報 9
童謡を歌う会タンポポとコーラスあじ
さいのジョイントコンサート【袖ケ浦】
／音楽

904
文化団体・
サークル

2014年5月1日 新千葉新聞 2
宇麻具多短歌会　於　袖ケ浦中央図
書館

904
文化団体・
サークル

2014年7月5日 新千葉新聞 2
宇麻具多短歌会　於　袖ケ浦市中央
図書館

904
文化団体・
サークル

2014年7月29日 新千葉新聞 2
四市の書道家の力作揃う　今日から
イオン木更津店で　君津地方書道協
会展

904
文化団体・
サークル

2014年8月5日 新千葉新聞 2
静と動の動き鮮やかに　君津地方書
道協会展　後期の出品者

904
文化団体・
サークル

2014年8月8日 新千葉新聞 2
「ビバ！コーラス」開催　袖ケ浦市音
楽協会　合唱六団体が出演

904
文化団体・
サークル

2014年8月8日 千葉日報 21
第23回ちば音楽コンクールの第2次
予選　袖ケ浦市　小原耕大

904
文化団体・
サークル

2014年8月15日 東京新聞 22 展示会　袖ケ浦　淡彩画教室作品展

904
文化団体・
サークル

2014年8月15日 毎日新聞 朝 22

ステージ／袖ケ浦・袖ケ浦ミュージカ
ルアカデミー第１２回定期公演「Ｖｉｃｋ
ｙ！（ヴィッキー！）」／千葉インフォ
メーション

904
文化団体・
サークル

2014年8月20日 新千葉新聞 2
宇麻具多短歌会　於　袖ケ浦中央図
書館

904
文化団体・
サークル

2014年8月21日 千葉日報 9
袖ケ浦ミュージカルアカデミー定期公
演【袖ケ浦】／イベント

904
文化団体・
サークル

2014年9月9日 新千葉新聞 2
芸達者なお年寄りが披露　芸能発表
会開く　袖ケ浦シニアクラブ連合会

904
文化団体・
サークル

2014年9月11日 新千葉新聞 2
宇麻具多短歌会　於　袖ケ浦中央図
書館
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904
文化団体・
サークル

2014年9月11日 千葉日報 9 ガウラコンサート【袖ケ浦】／音楽

904
文化団体・
サークル

2014年10月11日 新千葉新聞 1
未発表作品一首を葉書に　四市合同
短歌大会　木更津市文化協会

904
文化団体・
サークル

2014年10月21日 新千葉新聞 2
宇麻具多短歌会　於　袖ケ浦中央図
書館

904
文化団体・
サークル

2014年10月21日 新千葉新聞 2
自慢のノドや踊りを披露　当社賞に
岩上カヨさん　かずさ民謡文化連盟

904
文化団体・
サークル

2014年10月25日 新千葉新聞 2
袖ケ浦交響楽団演奏会　あす袖ケ浦
市民会館　指揮は大島義彰氏

904
文化団体・
サークル

2014年10月31日 毎日新聞 朝 27
袖ケ浦・長浦マンドリンアンサンブル
第１０回定期演奏会

904
文化団体・
サークル

2014年11月16日 新千葉新聞 2 長浦マンドリン　袖ケ浦市民会館

904
文化団体・
サークル

2014年11月28日 新千葉新聞 2
宇麻具多短歌会　於　袖ケ浦中央図
書館

904
文化団体・
サークル

2014年12月6日 千葉日報 9
ミニニュース／音楽／【袖ケ浦】市音
楽協会第７２回定期演奏会

904
文化団体･
サークル

2014年12月18日 新千葉新聞 2 宇麻具多短歌会　「田園」にて

904
文化団体・
サークル

2015年1月21日 新千葉新聞 1 芸能文化まつり　袖ケ浦市民会館で

904
文化団体・
サークル

2015年2月1日 新千葉新聞 2
奏でる街、はずむ街　袖ケ浦市音楽
協会　合唱や器楽演奏等

904
文化団体･
サークル

2015年2月12日 千葉日報 9
市原･袖ケ浦少年少女発明クラブ員
【市原】／募集

904
文化団体・
サークル

2015年3月14日 新千葉新聞 2
宇麻具多短歌会二月詠草　於　袖ケ
浦中央図書館

904
文化団体・
サークル

2015年3月17日 新千葉新聞 2
歌劇『魔弾の射手』など　スプリング
コンサート　袖ケ浦交響楽団

904
文化団体・
サークル

2015年3月24日 新千葉新聞 2
子ども達の発表や合唱等　キッズオ
アレットフェスタ　袖ケ浦市市民会館

905 国際交流 2014年6月24日 新千葉新聞 2
異文化を知ろうネパール　交流会や
講演等　袖ケ浦市国際交流協会

905 国際交流 2014年12月5日 新千葉新聞 2
音楽と食事を楽しんで　袖ケ浦市国
際交流協会　クリスマスパーティー

907
子ども劇
場

2014年6月26日 新千葉新聞 2
わくわく子どもフェスタ　親子で楽しむ
企画　袖ケ浦市で子育て応援
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907
子ども劇
場

2014年6月26日 千葉日報 9
わくわく子どもフェスティバルｉｎそでが
うら【袖ケ浦】／イベント

931 文化財 2014年11月21日 新千葉新聞 1
農具絵図の資料六点を　明治五年に
作成　袖ケ浦市指定文化財に

931 文化財 2014年11月22日 千葉日報 9
富国強兵の実像今に　袖ケ浦市
「農具絵図」市文化財に　１２月まで
特別展示

931 文化財 2014年11月26日 読売新聞 朝 33
農具絵図資料市文化財に　袖ケ浦の
博物館で特別展示

934 上総掘り 2015年1月7日 千葉日報 9
「久留里の名水」世界遺産登録を
「上総掘り」併せて

942 神社 2014年4月15日 新千葉新聞 2
今年の豊作を祈る神事　早乙女が御
田植式　袖ケ浦市飽富神社

942 神社 2015年1月16日 朝日新聞 朝 31
粥占い　今年も「豊作」　袖ケ浦の神
社「筒粥神事」

942 神社 2015年1月16日 千葉日報 9
筒粥神事で作物占い　袖ケ浦　水ご
りの若者が火起こし

942 神社 2015年1月16日 毎日新聞 朝 23
豊凶占う筒粥神事　袖ケ浦・飽富神
社

942 神社 2015年1月17日 新千葉新聞 1
今年は豊作が期待できる　『筒粥神
事』で占う　袖ケ浦市の飯富神社

943 寺院 2014年5月25日 朝日新聞 朝 37
稚児練り歩き新住職祝い　袖ケ浦・
延命寺で普山式

943 寺院 2014年5月25日 千葉日報 9
袖ケ浦の延命寺　６０年ぶり「普山
式」　新住職お披露目、稚児行列も

943 寺院 2014年5月28日 新千葉新聞 2
新住職に華を添える　きらびやかな
「稚児行列」に３０人　袖ケ浦市高谷
の延命寺

951 観光 2014年4月5日 朝日新聞 朝 29
袖ケ浦観光　対岸から誘客作戦　日
帰り客ターゲット　情報誌やグルメ地
図

951 観光 2014年4月5日 新千葉新聞 1
市観光の切り札に『袖ケ浦の秘密』
『おいしい袖ケ浦』　袖ケ浦市が作成
ガイドマップ

951 観光 2014年4月10日 千葉日報 9
上総４市の観光連盟　新名称は…
「アクアラインイースト」

951 観光 2014年4月16日 読売新聞 朝 34 袖ケ浦情報満載まっぷる特別版

951 観光 2014年5月1日 新千葉新聞 2
かずさ四市の観光連携　くるりボラン
ティアガイドの会　研修交流会開く
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951 観光 2014年5月13日 千葉日報 9
観光振興の切り札に　ガイドとグルメ
マップ作製　袖ケ浦市　新視点で魅
力発信へ

951 観光 2014年6月6日 新千葉新聞 2 袖ケ浦市の観光　海ほたるでＰＲ

951 観光 2014年8月10日 新千葉新聞 2
袖ケ浦わくわく発見ツアー　バスで市
内を巡る　参加者を１１日まで募集

951 観光 2015年3月19日 新千葉新聞 1
わくわくスタンプラリー　いちご農園と
アウトレット　君津市など地元の観光

951 観光 2015年3月25日 東京新聞 24
袖ケ浦「通り過ぎちゃダメ！」　市、ガ
イド全面改訂　お土産特集充実

951 観光 2015年3月26日 新千葉新聞 2
市の魅力を満載し発信　二〇〇％満
喫する　『袖ケ浦観光ガイドマップ』リ
ニューアル　袖ケ浦市観光協会

951 観光 2015年3月29日 新千葉新聞 2
情報をより効率的に発信　袖ケ浦観
光協会　ウェブサイトリニューアル

952 レジャー 2014年4月24日 毎日新聞 朝 24
GWを満喫しよう　子供たちも笑顔に
動物とのふれあい

954
東京ドイ
ツ村

2014年4月15日 読売新聞 朝 32
来場客2年目も好調　アクトレットパー
ク木更津　周辺施設呼び込みに躍起

954
東京ドイ
ツ村

2014年4月30日 読売新聞 朝 27
１０万本のポピー鮮やか　東京ドイツ
村

954
東京ドイ
ツ村

2014年5月24日 毎日新聞 朝 22
ママチャリ８耐レース復活　来月１
日、袖ケ浦で　閖上開催、震災で休
止

954
東京ドイ
ツ村

2014年5月29日 新千葉新聞 2
千六百人が施設内走る　東京ドイツ
村駅伝　三十一日に開催

954
東京ドイ
ツ村

2014年6月3日 朝日新聞 朝 33
ママチャリ８時間熱走　そでがうら３９
チーム３００人参加

954
東京ドイ
ツ村

2014年6月4日 読売新聞 朝 32
１５日　ドイツ村でＷ杯ＰＶ　日本ＶＳ
コートジボワール

954
東京ドイ
ツ村

2014年6月5日 新千葉新聞 2
自然を体感し健脚競う　千六百一二
人出場　東京ドイツ村駅伝

954
東京ドイ
ツ村

2014年6月11日 新千葉新聞 2
日本代表を応援しよう　１５日東京ド
イツ村　パブリックビューイング

954
東京ドイ
ツ村

2014年6月11日 毎日新聞 朝 26
復興目指し３０３人ペダル　宮城のマ
マチャリレース　袖ケ浦で復活

954
東京ドイ
ツ村

2014年6月12日 千葉日報 9
サッカーーワールドカップパブリック
ビューイング【袖ケ浦】／イベント
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954
東京ドイ
ツ村

2014年6月16日 千葉日報 19
歓喜一転、「次こそ」　PVで４千人が
声援　東京ドイツ村

954
東京ドイ
ツ村

2014年6月16日 読売新聞 朝 33 柏や袖ケ浦PVで大声援　W杯

954
東京ドイ
ツ村

2014年7月4日 新千葉新聞 2
東京ドイツ村へ乗り入れ　日東交通
（株）　路線バスの平岡線

954
東京ドイ
ツ村

2014年7月16日 千葉日報 4
Ｗ杯優勝　袖ケ浦ドイツ村で祝杯！
入園料半額／ビール・ワイン割引

954
東京ドイ
ツ村

2014年7月17日 産経新聞 27 東京ドイツ村でＷ杯優勝セール

954
東京ドイ
ツ村

2014年8月19日 東京新聞 24
田園彩る青い花びら　東京ドイツ村
のブルーサルビア見ごろ

954
東京ドイ
ツ村

2014年9月7日 毎日新聞 朝 25
青いサルビア花畑が満開に　東京ド
イツ村

954
東京ドイ
ツ村

2014年9月26日 産経新聞 27
高齢犬、里親のもとへ　東京ドイツ村
に「置き去り」「無責任」元飼い主非難
の声

954
東京ドイ
ツ村

2014年9月26日 千葉日報 21
東京ドイツ村置き去り犬　「カール」に
新飼い主　森田さん「ほっとけない」

954
東京ドイ
ツ村

2014年9月27日 読売新聞 朝 33
置き去りの犬引き取る　ドイツ村ドッ
グランで保護

954
東京ドイ
ツ村

2014年11月4日 産経新聞 21 秋に舌鼓　ミカン狩り最盛期

954
東京ドイ
ツ村

2014年11月7日 千葉日報 9
袖ケ浦の東京ドイツ村　南房総最大
級の輝き ８日にイルミ点灯

954
東京ドイ
ツ村

2014年11月9日 千葉日報 1
200万球「光の世界」袖ケ浦・ドイツ村
イルミネーション

954
東京ドイ
ツ村

2014年11月9日 毎日新聞 朝 27
ＬＥＤで光の楽園　東京ドイツ村　イル
ミネーション点灯式

954
東京ドイ
ツ村

2014年11月16日 新千葉新聞 1 灯の力／社説

954
東京ドイ
ツ村

2014年11月17日 東京新聞 22
イルミネーションで幻想的な光の世
界に　袖ケ浦・東京ドイツ村

954
東京ドイ
ツ村

2014年12月28日 産経新聞 17

年の瀬記者ノート　犬から学んだこと
しぐさ　言葉以上の情報　東京ドイツ
村（袖ケ浦市）に置き去りにされた捨
て犬、カール

954
東京ドイ
ツ村

2015年1月20日 毎日新聞 別 4
（得ぷれプラス２月号）　春をさきどり
千葉県房総　東京ドイツ村
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954
東京ドイ
ツ村

2015年3月23日 千葉日報 7
春、房総　花満開　ちば春のオススメ
観光スポット　東京ドイツ村　芝桜ま
つり（袖ケ浦市）

954
東京ドイ
ツ村

2015年3月28日 日本経済新聞 朝 39
東京ドイツ村来場年１００万人　きょう
達成記念イベント

954
東京ドイ
ツ村

2015年3月29日 産経新聞 25 東京ドイツ村が年間１００万人達成

954
東京ドイ
ツ村

2015年3月29日 千葉日報 9
袖ケ浦　東京ドイツ村　年間１００万
人を達成　芝桜やイルミが人気呼び

963
各種イベ
ント

2014年4月15日 新千葉新聞 1 読書に親しむ　袖・スタンプラリー

963
各種イベ
ント

2014年7月25日 新千葉新聞 2
子ども向けのイベント　袖ケ浦市の図
書館で　夏のトショロ月間

963
各種イベ
ント

2014年8月3日 新千葉新聞 2
としょかんであそぼう　袖ケ浦市立中
央図書館　読み聞かせや工作

963
各種イベ
ント

2014年10月16日 新千葉新聞 2
あなたが選ぶ名画鑑賞会　三図書館
で映画会　袖ケ浦市・秋のトショロ月
間

963
各種イベ
ント

2014年10月18日 房総ファミリア 2
催し物案内　袖ケ浦市立図書館　秋
のトショロ月間

963
各種イベ
ント

2014年10月23日 新千葉新聞 2
読書の秋！図書館へ行こう　講演会
や文学講座等　袖ケ浦市の事業

963
各種イベ
ント

2015年3月5日 新千葉新聞 2
物語が生きる力を育てる　講師は脇
明子さん　長浦おかのうえ図書館

971 スポーツ 2014年4月17日 新千葉新聞 2
支部長に永嶌氏を再選　新役員と各
専門部　小中体連木袖支部　陸上や
水泳、駅伝、総体など日程も

971 スポーツ 2014年4月19日 毎日新聞 朝 23 かずさが快勝　足利市長杯野球

971 スポーツ 2014年4月22日 新千葉新聞 2
三段に相場健佑さん　昇級・昇段審
査会　君津柔道会

971 スポーツ 2014年5月1日 新千葉新聞 2
スポーツ広場を開催　袖・臨海スポー
ツセンター　バドミントン等

971 スポーツ 2014年5月14日 新千葉新聞 2
高齢者の健康増進図る　君津地区ス
ポーツ推進委員連絡協議会　総会＆
研修会が袖ケ浦で　稲田会長を再任

971 スポーツ 2014年8月24日 新千葉新聞 2
アスリートからのアドバイス　中三生
徒に野球競技会　プロＯＢ等指導　ス
ポッツ・プロジェクトが袖ケ浦で
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971 スポーツ 2014年10月8日 新千葉新聞 2
平川支店が三年連続Ｖ　十二店舗の
年金友の会の会員が熱戦グランドゴ
ルフ大会

971 スポーツ 2014年10月11日 新千葉新聞 2
三十一人の男女が合格　柔道昇段・
昇級審査会　君津柔道会

971 スポーツ 2014年11月14日 新千葉新聞 2
卓球やバドなど三種目　袖ケ浦市地
域スポーツクラブ　今日まで参加募る

971 スポーツ 2015年1月15日 新千葉新聞 2
紅白試合の優秀選手表彰　寒稽古･
練成大会　君津柔道会・新年

971 スポーツ 2015年1月17日 新千葉新聞 2
スポーツへの貢献称え　君津地区ス
ポーツ推進委員連絡協議会

971 スポーツ 2015年2月2日 東京新聞 18
東京ガス選手が児童に手ほどき　袖
ケ浦で野球教室

971 スポーツ 2015年2月10日 千葉日報 9
東京ガス野球部が少年チームを指導
袖ケ浦

971 スポーツ 2015年3月4日 新千葉新聞 2 君津柔道会２７人が合格

972
スポーツ
一般

2014年4月23日 新千葉新聞 1
各種大会での活躍に期待　総合開会
式を開催　袖ケ浦市体育協会

972
スポーツ
一般

2014年5月13日 新千葉新聞 2
男女が六種目で優勝　地元から五七
人出場　日本マスターズ水泳短水路

972
スポーツ
一般

2014年6月17日 千葉日報 14
君津支部Ａが優勝　県・市町村職員
剣道　個人戦女子の部

972
スポーツ
一般

2014年6月18日 毎日新聞 朝 21
感謝と意気込み語る　君津など３市
表敬　かずさマジック

972
スポーツ
一般

2014年6月21日 新千葉新聞 1
本大会の意気込み語る　富津市など
四市訪問　かずさマジック監督とＧＭ

972
スポーツ
一般

2014年6月26日 新千葉新聞 2
上位は君津地区対抗へ　グラウンド
ゴルフ　袖ケ浦市スポレク

972
スポーツ
一般

2014年7月11日 毎日新聞 特集 4
都市対抗野球　上総４市のゆるキャ
ラも応援

972
スポーツ
一般

2014年9月4日 新千葉新聞 2
青堀小ＰＴＡが初優勝　君津地方ＰＴ
Ａバレーボール大会

972
スポーツ
一般

2014年11月2日 新千葉新聞 2
市原代表チームが優勝　東日本軟式
野球第四ブロック　富津市は準優勝

972
スポーツ
一般

2014年12月4日 新千葉新聞 2
生涯にわたりスポーツを　君津地区
スポーツ・レクリエーション祭　三種目
で熱戦展開

972
スポーツ
一般

2014年12月4日 新千葉新聞 2
青木美津子選手が一位　八位までの
結果　日本ウーマンズ・スイム
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972
スポーツ
一般

2014年12月25日 新千葉新聞 1
年齢別に１３種目７レース　袖ケ浦市
元旦マラソン大会　健康･体力の向上
へ

972
スポーツ
一般

2015年2月22日 新千葉新聞 2 インディアカ　袖ケ浦市・大会結果

973
スポーツ
施設

2014年6月14日 新千葉新聞 2
チャリティーゴルフフェスタ　近隣の参
加ゴルフ場　１６日まで受け付け

973
スポーツ
施設

2014年7月6日 新千葉新聞 1
ロッテ対巨人戦の前売り券販売　袖
ケ浦市営球場で

974
各種ス
ポーツ

2014年4月3日 千葉日報 12
春季高校野球地区予選組み合わせ
第８地区　袖ケ浦

974
各種ス
ポーツ

2014年4月9日 新千葉新聞 2
きょう九日から地区予選　地元は十
三校出場　春季県高校野球大会

974
各種ス
ポーツ

2014年4月10日 新千葉新聞 2
南部大会は八幡台クラブ　バレー
ボール　鮎川杯は木更津Ｌｉｅｎｓ

974
各種ス
ポーツ

2014年4月10日 千葉日報 13 春季高校野球　きょうの試合

974
各種ス
ポーツ

2014年4月12日 新千葉新聞 2 高校野球　一回戦

974
各種ス
ポーツ

2014年4月15日 千葉日報 14
本大会出場校出そろう　春季県高校
野球　木更津総合８―１袖ケ浦（七回
規定によりコールド）

974
各種ス
ポーツ

2014年4月30日 毎日新聞 朝 27
第３６回京葉少年野球春季大会兼第
３６回くりくり少年野球選手権大会千
葉地区予選会

974
各種ス
ポーツ

2014年5月10日 新千葉新聞 2
三十六チームが熱戦展開　君津住宅
旗・試合の結果　君津地区少年野球

974
各種ス
ポーツ

2014年5月12日 毎日新聞 朝 25
高松宮賜杯第５８回全日本軟式野球
県大会（１１日・袖ケ浦市営球場な
ど）

974
各種ス
ポーツ

2014年5月13日 千葉日報 9
中学男子優勝は三中Ａ　館山で剣道
大会　小学生も熱戦

974
各種ス
ポーツ

2014年5月14日 新千葉新聞 2
君津ジュニアが優勝　上位八チーム
県へ　バレー小学生南総支部

974
各種ス
ポーツ

2014年5月14日 読売新聞 朝 32 全日本少年サッカー　県大会

974
各種ス
ポーツ

2014年5月18日 新千葉新聞 2
女子は千葉国際が初優勝　男子は
八重原が制す　春季ジュニアバレー
ボール選手権大会
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974
各種ス
ポーツ

2014年5月18日 毎日新聞 朝 25
高松宮賜杯第５８回全日本軟式野球
県大会（１７日・いすみ市営夷隅球場
など）

974
各種ス
ポーツ

2014年5月20日 毎日新聞 朝 23
高松宮賜杯第５８回全日本軟式野球
県大会（１８日・茂原市富士見公園野
球場など）

974
各種ス
ポーツ

2014年5月21日 新千葉新聞 1
長武館と久留里剣友会優勝　館山市
小学生剣道

974
各種ス
ポーツ

2014年5月21日 千葉日報 14
ＧＵＲＥＡ・ＢＣ（佐倉）が栄冠　高松宮
杯軟式野球２部

974
各種ス
ポーツ

2014年5月23日 新千葉新聞 2
準決勝で一点差に泣く　木更津マジ
ナーズ　高松宮賜杯軟式野球県大会

974
各種ス
ポーツ

2014年5月24日 新千葉新聞 1
拳士たちが熱き戦い　少林寺拳法木
更津市大会　あす市民体育館

974
各種ス
ポーツ

2014年5月29日 新千葉新聞 2
単独と組で演武競う　少林寺拳法で
熱戦　木更津市大会開く

974
各種ス
ポーツ

2014年5月29日 千葉日報 13 ＢＩＧ－Ｂが優勝　高松宮賜杯

974
各種ス
ポーツ

2014年5月31日 新千葉新聞 2 袖ケ浦は４強　軟式野球大会

974
各種ス
ポーツ

2014年6月1日 新千葉新聞 1 社説　うっとうしい六月の歳時記

974
各種ス
ポーツ

2014年6月4日 新千葉新聞 2
自己の記録更新に挑戦　女子児童
の結果　木袖支部小学校陸上記録
会

974
各種ス
ポーツ

2014年6月7日 新千葉新聞 2

昭和中学校が二連覇　木更津市野
球連盟旗争奪選抜中学校野球　四
市の代表が熱戦展開　準優勝は富
津中

974
各種ス
ポーツ

2014年6月8日 新千葉新聞 2
専門分野の講師が指導　同市内の
五中学の生徒等を対象に　袖ケ浦市
教委　陸上

974
各種ス
ポーツ

2014年6月12日 新千葉新聞 2
より速く、高く、遠くへ　中学校陸上競
技大会　小中体連木袖支部

974
各種ス
ポーツ

2014年6月12日 新千葉新聞 2
笹谷亮太３千メートル大会新　中学
男子の結果

974
各種ス
ポーツ

2014年6月14日 新千葉新聞 2
アクアマラソン開催記念　袖ケ浦市
が制作　ポロシャツを販売

974
各種ス
ポーツ

2014年6月14日 新千葉新聞 2
卓球をレベル別に指導　袖ケ浦市教
委主催　第一回スポーツ教室
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974
各種ス
ポーツ

2014年6月14日 千葉日報 15
第８５回都市対抗野球大会出場チー
ム

974
各種ス
ポーツ

2014年6月14日 毎日新聞 朝 1
第８５回都市対抗野球　３４代表決ま
る

974
各種ス
ポーツ

2014年6月14日 毎日新聞 朝 20
第８５回都市対抗野球大会出場チー
ム

974
各種ス
ポーツ

2014年6月17日 新千葉新聞 2
君津ジュニアが優勝飾る　上位四
チーム県へ　スポーツ少年団バレー

974
各種ス
ポーツ

2014年6月17日 読売新聞 朝 34
少年野球　２０１４読売旗争奪関東大
会千葉支部大会

974
各種ス
ポーツ

2014年6月18日 新千葉新聞 2
参段弐段三級は全員合格　君津柔
道会　「昇級・昇段審査会」

974
各種ス
ポーツ

2014年6月20日 千葉日報 9 投手中心粘りの野球　袖ケ浦

974
各種ス
ポーツ

2014年6月21日 朝日新聞 朝 32
１７０チーム、闘志新た　対戦相手が
決まる　全国高校野球選手権千葉大
会

974
各種ス
ポーツ

2014年6月21日 産経新聞 27
甲子園へ１７０チーム激突　来月１１
日から県大会　夏の高校野球

974
各種ス
ポーツ

2014年6月21日 千葉日報 11
１７０チーム集大成披露　第９６回全
国高校野球選手権千葉大会

974
各種ス
ポーツ

2014年6月21日 東京新聞 24
夏の高校野球　県大会来月１１日開
幕　夏の高校野球県大会組み合わ
せ

974
各種ス
ポーツ

2014年6月21日 毎日新聞 朝 25
組み合わせ決まる　来月１１日開幕
１７０チーム出場　全国高校野球千
葉大会

974
各種ス
ポーツ

2014年6月21日 読売新聞 朝 32
１７０チーム甲子園かけ激突　夏の高
校野球

974
各種ス
ポーツ

2014年6月26日 新千葉新聞 2

君津周西クラブが優勝　二十九チー
ム熱戦　金田地区青少年相談員主
催　第二十回記念金田さつき杯争奪
少年野球

974
各種ス
ポーツ

2014年6月28日 新千葉新聞 2
ソフトアタッカーズ優勝　袖ケ浦市ソ
フトバレー　中富フレスポＡもＶ

974
各種ス
ポーツ

2014年7月1日 新千葉新聞 2
五人が大会新を出す　中学校合同水
泳記録会　木袖支部君津支部

974
各種ス
ポーツ

2014年7月2日 新千葉新聞 2
各大会新２　女子の力泳結果　木袖
支部中学水泳
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974
各種ス
ポーツ

2014年7月9日 読売新聞 朝 34
２０１４読売旗争奪関東少年野球大
会千葉支部大会

974
各種ス
ポーツ

2014年7月10日 朝日新聞 別刷 3
１７０チームいざ勝負　第９６回全国
高校野球選手権

974
各種ス
ポーツ

2014年7月10日 朝日新聞 7 袖ヶ浦高校

974
各種ス
ポーツ

2014年7月10日 産経新聞 別刷 1
第９６回全国高校野球選手権　千葉
大会特集　激戦必至の夏開幕「夢の
舞台」目指し１７０チームが挑戦！

974
各種ス
ポーツ

2014年7月10日 産経新聞 別刷 6 袖ヶ浦高校

974
各種ス
ポーツ

2014年7月10日 新千葉新聞 2
地元十三校が戦い挑む　初戦組み
合わせや日程　高校野球千葉県大
会

974
各種ス
ポーツ

2014年7月13日 朝日新聞 朝 36
きょうの試合　１回戦　全国高校野球
選手権千葉大会

974
各種ス
ポーツ

2014年7月13日 産経新聞 23
きょうの試合　１回戦　夏の高校野球
地方大会

974
各種ス
ポーツ

2014年7月13日 千葉日報 10
きょうの試合　１回戦　全国高校野球
選手権千葉大会　第２日

974
各種ス
ポーツ

2014年7月13日 東京新聞 24 きょうの試合　１回戦　夏の高校野球

974
各種ス
ポーツ

2014年7月13日 毎日新聞 朝 29
きょうの試合　１回戦　全国高校野球
千葉大会

974
各種ス
ポーツ

2014年7月13日 読売新聞 朝 28
きょうの試合　１回戦　夏高校野球県
大会

974
各種ス
ポーツ

2014年7月16日 朝日新聞 朝 16
千葉　全国高校野球選手権千葉大
会

974
各種ス
ポーツ

2014年7月16日 朝日新聞 朝 28
２回戦　全国高校野球選手権千葉大
会

974
各種ス
ポーツ

2014年7月16日 産経新聞 27 ２回戦　夏の高校野球地方大会

974
各種ス
ポーツ

2014年7月16日 千葉日報 1 高校野球千葉県大会きのうの結果

974
各種ス
ポーツ

2014年7月16日 千葉日報 15
袖ヶ浦５回コールド　全国高校野球
選手権千葉大会

974
各種ス
ポーツ

2014年7月16日 東京新聞 20 きのうの結果夏の高校野球
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974
各種ス
ポーツ

2014年7月16日 毎日新聞 朝 21 千葉　全国高校野球地方大会

974
各種ス
ポーツ

2014年7月16日 毎日新聞 朝 27 ２回戦　全国高校野球千葉大会

974
各種ス
ポーツ

2014年7月16日 読売新聞 朝 29
千葉　全国高校野球地方大会　２回
戦

974
各種ス
ポーツ

2014年7月16日 読売新聞 朝 32 きのうの成績　夏高校野球県大会

974
各種ス
ポーツ

2014年7月17日 朝日新聞 朝 28
きょうの試合　３回戦　全国高校野球
選手権千葉大会

974
各種ス
ポーツ

2014年7月17日 産経新聞 27
きょうの試合　３回戦　夏の高校野球
地方大会

974
各種ス
ポーツ

2014年7月17日 新千葉新聞 2 高校野球

974
各種ス
ポーツ

2014年7月17日 千葉日報 14
きょうの試合　３回戦　全国高校野球
選手権千葉大会

974
各種ス
ポーツ

2014年7月17日 東京新聞 22 きょうの試合　３回戦　夏の高校野球

974
各種ス
ポーツ

2014年7月17日 毎日新聞 朝 27
きょうの試合　３回戦　全国高校野球
千葉大会

974
各種ス
ポーツ

2014年7月17日 読売新聞 朝 32
きょうの試合　３回戦　夏高校野球県
大会

974
各種ス
ポーツ

2014年7月18日 朝日新聞 朝 28
第９６回全国高校野球選手権　千葉
大会

974
各種ス
ポーツ

2014年7月18日 産経新聞 27 夏の高校野球　地方大会　　３回戦

974
各種ス
ポーツ

2014年7月18日 千葉日報 13 兄２人の背中追って　袖ケ浦・影山

974
各種ス
ポーツ

2014年7月18日 千葉日報 14
高校野球千葉県大会　袖ケ浦・影
山、４打点　３回戦

974
各種ス
ポーツ

2014年7月18日 東京新聞 22 夏の高校野球　昨日の結果

974
各種ス
ポーツ

2014年7月18日 毎日新聞 朝 33 全国高校野球　千葉大会

974
各種ス
ポーツ

2014年7月18日 読売新聞 朝 33
夏　高校野球献大会　袖ケ浦　先発
全員安打　主将不在　ほかの３年生
成長　成田大谷津　先制点実らず

974
各種ス
ポーツ

2014年7月19日 新千葉新聞 2
男子は君津Ａが優勝　女子は八重原
Ａ　三枝杯中学生卓球
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974
各種ス
ポーツ

2014年7月19日 千葉日報 11 公式戦初の完封勝利　袖ケ浦・篠原

974
各種ス
ポーツ

2014年7月19日 千葉日報 14
南房の２４チーム集結暑さに負けず
熱戦へ　あすからイオンモール富津
杯ジュニアサッカー

974
各種ス
ポーツ

2014年7月20日 朝日新聞 朝 36 きょうの試合

974
各種ス
ポーツ

2014年7月20日 産経新聞 20
夏の高校野球　地方大会　きょうの
試合

974
各種ス
ポーツ

2014年7月20日 千葉日報 10
第９６回全国高校野球選手権　千葉
大会　きょうの試合

974
各種ス
ポーツ

2014年7月20日 東京新聞 22 夏の高校野球　きょうの試合

974
各種ス
ポーツ

2014年7月20日 読売新聞 朝 32
トライアスロン大会　成田で子どもら
参加

974
各種ス
ポーツ

2014年7月20日 読売新聞 朝 32
夏　高校野球　県大会　きょうの試合
４回戦

974
各種ス
ポーツ

2014年7月21日 朝日新聞 朝 32
東洋大望洋相手　背番号１０が力投
袖ヶ浦・高橋選手（第９６回全国高校
野球選手権千葉大会４回戦）

974
各種ス
ポーツ

2014年7月21日 千葉日報 8
２４チームが熱戦展開　イオンモール
富津杯ジュニアサッカー開幕

974
各種ス
ポーツ

2014年7月21日 千葉日報 13
袖ケ浦“あと１本”出ず　（第９６回全
国高校野球選手権千葉大会第９日）

974
各種ス
ポーツ

2014年7月21日 千葉日報 13
袖ケ浦・小川　後輩のため果敢に本
塁へ（第９６回全国高校野球選手権
千葉大会第９日）

974
各種ス
ポーツ

2014年7月21日 読売新聞 朝 33
息詰まる投手戦　東海大望洋－袖ケ
浦（夏高校野球県大会）

974
各種ス
ポーツ

2014年7月23日 新千葉新聞 2 木総合準々へ　君津が五回戦へ

974
各種ス
ポーツ

2014年7月28日 東京新聞 18
５５チームが参加１回戦から波乱　袖
ケ浦市少年野球山ゆり大会が開幕

974
各種ス
ポーツ

2014年7月29日 東京新聞 26
第１６回袖ケ浦市少年野球山ゆり大
会

974
各種ス
ポーツ

2014年8月1日 朝日新聞 朝 24 ＧＯ！！望洋

974
各種ス
ポーツ

2014年8月2日 千葉日報 16 県少年野球地区予選結果
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974
各種ス
ポーツ

2014年8月2日 千葉日報
11
～
15

県少年野球大会あすプレーボール
精鋭６４チーム目指すは大優勝旗

974
各種ス
ポーツ

2014年8月2日 毎日新聞 朝 23
１次予選２１日開幕　秋季高校野球
１６３チーム出場

974
各種ス
ポーツ

2014年8月4日 千葉日報 14
県少年野球が開幕　小学生６４チー
ム熱戦へ

974
各種ス
ポーツ

2014年8月4日 東京新聞 16
第１６回袖ケ浦市少年野球山ゆり大
会

974
各種ス
ポーツ

2014年8月6日 新千葉新聞 2
優勝校など県大会へ　小中体連木袖
支部　中学総体の結果①

974
各種ス
ポーツ

2014年8月7日 新千葉新聞 2
柔道は平川、木一優勝　小中体連木
袖支部　中学総体の結果②

974
各種ス
ポーツ

2014年8月8日 新千葉新聞 1
袖ケ浦スピリッツのもと　県民体育大
会へ向け　結団式

974
各種ス
ポーツ

2014年8月12日 新千葉新聞 2
男子・女子選抜が出場　バレー県予
選　高校三年生の君津ユース

974
各種ス
ポーツ

2014年8月13日 新千葉新聞 2
六ブロックの上位二チーム　チャンピ
オン大会へ　県少年野球友遊ボール
東大会

974
各種ス
ポーツ

2014年8月13日 千葉日報 12
秋季県高校野球　　秋季県高校野球
大会地区１次予選組み合わせ

974
各種ス
ポーツ

2014年8月20日 新千葉新聞 2
イタジャイ杯争奪かけて　少年サッ
カー親善大会　袖ケ浦市・近隣市

974
各種ス
ポーツ

2014年8月20日 千葉日報 14
秋季県高校野球大会　１次予選組み
合わせ

974
各種ス
ポーツ

2014年8月21日 新千葉新聞 1 地元は十一校　秋季県高校野球

974
各種ス
ポーツ

2014年8月21日 千葉日報 12
秋季県高校野球　きょうから１次予選
きょうの試合

974
各種ス
ポーツ

2014年8月25日 千葉日報 12
秋季県高校野球　第４日　きょうの試
合

974
各種ス
ポーツ

2014年8月26日 朝日新聞 朝 29 秋季県高校野球大会1次予選

974
各種ス
ポーツ

2014年8月26日 千葉日報 12
秋季県高校野球大会1次予選　第５
日

974
各種ス
ポーツ

2014年8月26日 東京新聞 26
第１６回袖ケ浦市少年野球山ゆり大
会

974
各種ス
ポーツ

2014年8月26日 毎日新聞 朝 27 秋季県高校野球大会1次予選
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974
各種ス
ポーツ

2014年8月27日 新千葉新聞 1 県大会に四校　秋季県高校野球

974
各種ス
ポーツ

2014年8月28日 新千葉新聞 2
男子伊藤・月輪組が優勝　萩原杯卓
球選手権　女子小林・平野組Ｖ

974
各種ス
ポーツ

2014年9月2日 東急新聞 22
第１６回袖ケ浦市少年野球山ゆり大
会

974
各種ス
ポーツ

2014年9月4日 新千葉新聞 1
初戦組み合わせ　県高校野球二次
予選

974
各種ス
ポーツ

2014年9月11日 朝日新聞 朝 32 秋季県高校野球対戦相手決まる

974
各種ス
ポーツ

2014年9月11日 新千葉新聞 2
市民の期待を受けて　県民体育大会
袖ケ浦市の出場者①

974
各種ス
ポーツ

2014年9月11日 千葉日報 13
関東大会掛け２０日開幕　秋の県高
校野球

974
各種ス
ポーツ

2014年9月11日 毎日新聞 朝 27
東海大望洋ＶＳ成田　第６７回秋季県
高校野球大会組み合わせ

974
各種ス
ポーツ

2014年9月11日 読売新聞 朝 32
東海大望洋初戦は成田　秋の県高
校野球２０日開幕

974
各種ス
ポーツ

2014年9月12日 新千葉新聞 2
市民の期待を受けて　県民体育大会
袖ケ浦市の出場者②

974
各種ス
ポーツ

2014年9月13日 新千葉新聞 2
市民の期待を受けて　県民体育大会
袖ケ浦市の出場者③

974
各種ス
ポーツ

2014年9月15日 東京新聞 26
秋季県高校野球県大会組み合わせ
熱戦２０日に開幕

974
各種ス
ポーツ

2014年10月5日 新千葉新聞 2
自己記録更新に挑戦　木袖支部女
子の結果　中学校新人陸上

974
各種ス
ポーツ

2014年10月5日 千葉日報
17-
18

選ばれし強豪２３チーム集結　全国
の舞台を目指し激戦へ　きょうから県
ユースサッカー決勝ラウンド

974
各種ス
ポーツ

2014年10月9日 新千葉新聞 2
平川中男子が五連覇　木袖支部中
学駅伝　女子は浪岡中二連覇

974
各種ス
ポーツ

2014年10月15日 東京新聞 26
第１６回袖ケ浦市少年野球山ゆり大
会

974
各種ス
ポーツ

2014年10月22日 新千葉新聞 2
野球は昭和中が制す　中学校新人
総体１　小中体連木袖支部

974
各種ス
ポーツ

2014年10月24日 新千葉新聞 2
男子は蔵波中が優勝　木袖支部柔
道結果

974
各種ス
ポーツ

2014年11月5日 東京新聞 22
第１６回袖ケ浦市少年野球山ゆり大
会
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974
各種ス
ポーツ

2014年11月12日 千葉日報 11
小学生給仕が奮戦　ろうきん旗少年
野球１５日決勝

974
各種ス
ポーツ

2014年12月12日 新千葉新聞 2
駅伝は男女昭和Ａ優勝　第十四回袖
ケ浦市小学校駅伝大会　袖ケ浦公園
内で健脚

974
各種ス
ポーツ

2014年12月14日 東京新聞 26
野栄が２度目V 　袖ケ浦市少年野球
山ゆり大会

974
各種ス
ポーツ

2014年12月16日 新千葉新聞 2
最優秀選手賞に請井さん　袖ケ浦市
小学校駅伝　ロードレース結果も

974
各種ス
ポーツ

2015年1月22日 新千葉新聞 2
少年ら五種目で記録測定　かずさ野
球競技会　木更津法人会主催

974
各種ス
ポーツ

2015年2月6日 新千葉新聞 2
全力でタスキをつなぐ　袖ケ浦市小
中体連　中学校新人駅伝大会

974
各種ス
ポーツ

2015年2月7日 新千葉新聞 2
タスキをつなぎ健脚競う　袖ケ浦市中
学校　駅伝とロードレース

974
各種ス
ポーツ

2015年2月8日 新千葉新聞 2
男子は太田中が初優勝　女子は畑
沢中Ｖ　四市中学校バスケ新人大会

974
各種ス
ポーツ

2015年2月15日 新千葉新聞 2
気迫に満ちた試合展開　小中高生が
柔道等二種目で熱戦展開　袖ケ浦市
教委　椎の木杯

974
各種ス
ポーツ

2015年2月17日 新千葉新聞 2
個人と団体戦で熱戦　柔道大会の結
果　袖ケ浦市椎の木杯争奪

974
各種ス
ポーツ

2015年3月5日 新千葉新聞 2
奈良輪クラブ１４回目V　富津市バドミ
ントンリーグ　Aリーグの結果　四市し
や近隣市から五百三十七人参加

974
各種ス
ポーツ

2015年3月19日 毎日新聞 別刷 2 優勝へ木更津総合　選手紹介

974
各種ス
ポーツ

2015年3月24日 新千葉新聞 1
一回戦は大差で勝利！　第八十七
回選抜野球大会甲子園　二回戦は
静岡と対戦

991
上総アカデ
ミアパーク 2014年4月12日 新千葉新聞 2 遊彩会展開く　１３日～アカデミア

991
上総アカデ
ミアパーク 2014年4月17日 新千葉新聞 1

同市の集いを上総の地で　２０日地
区年次大会　ライオンズクラブＣ地区

991
上総アカデ
ミアパーク 2014年4月17日 毎日新聞 朝 26

大森精工機が移転　来春から工場稼
働　かずさアカデミアパーク

991
上総アカデ
ミアパーク 2014年4月24日 新千葉新聞 2

花の散歩道・春のグループ展　アカ
デミアで水彩画
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991
上総アカデ
ミアパーク 2014年5月18日 新千葉新聞 1

世界に先駆けて解読　ダイコンのゲノ
ム　かずさＤＮＡ研究所

991
上総アカデ
ミアパーク 2014年5月18日 読売新聞 朝 29

大根のゲノム解読　新品種開発に期
待　かずさＤＮＡ研

991
上総アカデ
ミアパーク 2014年5月29日 新千葉新聞 1

車軸藻植物のゲノム解読　陸上進出
の謎解明へ　かずさＤＮＡ研究所等

991
かずさアカ
デミアパー
ク

2014年6月14日 新千葉新聞 1
黄色系の花の着色を促進　かずさＤ
ＮＡ研究所　新しい遺伝子を発見

991
かずさアカ
デミアパー
ク

2014年6月17日 新千葉新聞 1
「生命科学講座」を開催　長生高校と
協定　かずさＤＮＡ研究所

991
かずさアカ
デミアパー
ク

2014年6月18日 新千葉新聞 1 長生高校招き　かずさＤＮＡ研究所

991
上総アカデ
ミアパーク 2014年7月19日 新千葉新聞 1

野生ダイズの新規の耐塩性　解析で
遺伝子を同定　かずさＤＮＡ研究所等

991
上総アカデ
ミアパーク 2014年7月29日 新千葉新聞 1

肉のＤＮＡ鑑定等　地元の中学・高校
生

991
上総アカデ
ミアパーク 2014年8月10日 新千葉新聞 2

微生物は働きもの　児童が顕微鏡で
観察　サイエンススクール

991
上総アカデ
ミアパーク 2014年8月13日 新千葉新聞 2

アートクラフト縁日　夏休み親子で作
ろう　かずさアカデミアホール

991
上総アカデ
ミアパーク 2014年10月1日 読売新聞 朝 32

かずさＤＮＡ研一般公開　４日、開所
２０年で　セミナー、実験体験など

991
上総アカデ
ミアパーク 2014年10月2日 千葉日報 9

２０周年記念し一般公開　４日、かず
さＤＮＡ研

991
上総アカデ
ミアパーク 2014年10月5日 千葉日報 9

かずさＤＮＡ研が２０周年　研究所を
一般公開　親子連れが実験に挑戦

991
上総アカデ
ミアパーク 2014年10月7日 新千葉新聞 1

キャラクターはダーナ　「かずさＤＮＡ
研究所」のマスコット　開所二十周年
を記念

991
上総アカデ
ミアパーク 2014年10月7日 千葉日報 4

かずさアカデミアパーク　ドペルが新
工場　成形板製造、拡大見据え

991
上総アカデ
ミアパーク 2015年2月11日 新千葉新聞 2

県内の切り花など紹介　かずさアカ
デミア　花と緑の展示会開催

991
上総アカデ
ミアパーク 2015年2月18日 新千葉新聞 1 花と緑の展示会／社説

991
上総アカデ
ミアパーク 2015年3月3日 新千葉新聞 2

将来の地元農業考える　農業いきい
き交流会　県君津農業事務所
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991
上総アカデ
ミアパーク 2015年3月14日 新千葉新聞 1

かずさ事業所を閉鎖　田辺三菱製薬
（株）発表　アカデミアパークに第一
号として開業

991
上総アカデ
ミアパーク 2015年3月31日 新千葉新聞 2

サツマイモの開発に光　ゲノム解読
に成功　かずさDNA研究所

992
東京湾ア
クアライン

2014年4月2日 新千葉新聞 2
四日、エントリー開始　ハーフマラソ
ンも　ちばアクアラインマラソン二〇
一四

992
東京湾ア
クアライン

2014年4月5日 千葉日報 1
ランナー募集開始　第2回アクアライ
ンマラソン　抽選で農水産物、宿泊優
待券

992
東京湾ア
クアライン

2014年4月5日 読売新聞 朝 30
アクアラインマラソン　参加募集　10
月19日開催

992
東京湾ア
クアライン

2014年4月8日 朝日新聞 朝 29
申し込み殺到　抽選に　10月のアク
アラインマラソン

992
東京湾ア
クアライン

2014年4月8日 産経新聞 23
定員オーバー　抽選に　アクアライン
マラソン

992
東京湾ア
クアライン

2014年4月8日 千葉日報 1
ハーフは２倍、８千人超　”出走上々”
早くも抽選　アクアラインマラソン申込
み状況

992
東京湾ア
クアライン

2014年4月8日 日本経済新聞 朝 31
応募者、定員超え抽選へ　アクアライ
ンマラソン

992
東京湾ア
クアライン

2014年4月8日 読売新聞 朝 33
アクアラインマラソン　定員超え抽選
に

992
東京湾ア
クアライン

2014年4月9日 新千葉新聞 2
定員超え参加は抽選に　アクアライ
ンマラソン　フルとハーフ共に

992
東京湾ア
クアライン

2014年4月10日 朝日新聞 朝 24
ＡＫＢ藤江さんＰＲ大使に就任　アク
アラインマラソン

992
東京湾ア
クアライン

2014年4月10日 産経新聞 22
藤江れいなさん「全力ＰＲ」　ちばアク
アラインマラソン

992
東京湾ア
クアライン

2014年4月10日 千葉日報 1

ちばアクアラインマラソンのＰＲ大使
に就任したＡＫＢメンバーの藤江れい
なさんに森田健作知事からたすきと
花のティアラが贈呈された

992
東京湾ア
クアライン

2014年4月10日 千葉日報 20
ＰＲ大使にＡＫＢ藤江さん　ちばアクア
ラインマラソン２０１４

992
東京湾ア
クアライン

2014年4月10日 東京新聞 24
ＡＫＢ藤江さんＰＲ大使に就任　ちば
アクアラインマラソン
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992
東京湾ア
クアライン

2014年4月10日 毎日新聞 朝 23
ＡＫＢメンバー藤江れいなさんに　ア
クアラインマラソンＰＲ大使

992
東京湾ア
クアライン

2014年4月10日 読売新聞 朝 26 ＡＫＢの藤江さんアクアマラソンＰＲ

992
東京湾ア
クアライン

2014年4月12日 新千葉新聞 2
袖ケ浦市PR大使７人募る　ランナー
として参加　アクアラインマラソン

992
東京湾ア
クアライン

2014年4月15日 産経新聞 23 アクアラインマラソンボランティア募集

992
東京湾ア
クアライン

2014年4月17日 新千葉新聞 1
マラソン大会を支えよう　ボランティア
を募集　ちばアクアライン

992
東京湾ア
クアライン

2014年4月17日 毎日新聞 朝 26
県内観光客１６％増　１２年　震災影
響から回復傾向

992
東京湾ア
クアライン

2014年4月19日 朝日新聞 朝 24
マラソン大会活況　ブーム高まり出場
狭き門　定員オーバーで抽選　新規
開催　各地で次々

992
東京湾ア
クアライン

2014年4月21日 千葉日報 19
京葉道とアクア連日混雑　渋滞ピー
クは後半か　GWの県内高速道路予
想

992
東京湾ア
クアライン

2014年4月22日 産経新聞 22
常磐道上り２５キロ渋滞も　GW高速
予測　下りは３．４日混雑

992
東京湾ア
クアライン

2014年4月22日 千葉日報 1
ハーフは人気沸騰５倍　アクアライン
マラソン応募総数は４．４万人

992
東京湾ア
クアライン

2014年4月22日 東京新聞 24
アクアラインマラソン定員超　フル、
ハーフともに

992
東京湾ア
クアライン

2014年4月22日 読売新聞 朝 33
「アクア」ハーフ５倍　競争前の高競
争率

992
東京湾ア
クアライン

2014年4月23日 千葉日報 4
秋に統一キャンペーン　ちばプロモ協
が総会　アクアマラソンに合わせ

992
東京湾ア
クアライン

2014年4月24日 日本経済新聞 朝 35
マラソンの倍率２．６１倍に　アクアラ
イン

992
東京湾ア
クアライン

2014年5月8日 新千葉新聞 2
フルマラソンは一．九倍　ハーフは五
倍に　ちばアクアラインマラソン

992
東京湾ア
クアライン

2014年5月9日 毎日新聞 朝 22
アクアラインハーフマラソン人気　応
募定員の５倍

992
東京湾ア
クアライン

2014年5月20日 産経新聞 23
「高いイベント性認知」　アクアライン
マラソン「ハーフ」抽選５倍

992
東京湾ア
クアライン

2014年5月27日 新千葉新聞 1
ふるさと探検ツアー　参加者を募る
マラソンコースの『気になる』施設を
自衛隊や防災施設等
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992
東京湾ア
クアライン

2014年5月30日 新千葉新聞 1
マラソンを盛り上げよう　アクアライン
袖ケ浦市　実行委員会を設立

992
東京湾ア
クアライン

2014年5月31日 千葉日報 1
「アベベ杯」を授与へ　東京五輪５０
周年で

992
東京湾ア
クアライン

2014年5月31日 読売新聞 朝 33
アクアラインマラソンに「アベベ杯」
東京五輪から５０年

992
東京湾ア
クアライン

2014年6月1日 新千葉新聞 1
男女優勝者にアベベ杯　アクアマラソ
ンで授与　エチオピアの英雄

992
東京湾ア
クアライン

2014年6月1日 東京新聞 24
アクアライン圏民４８．５％「利用」　県
政に関する世論調査

992
東京湾ア
クアライン

2014年6月1日 東京新聞 24
10月のアクアラインマラソン　アベベ
杯授与　東京五輪50周年を記念

992
東京湾ア
クアライン

2014年6月5日 産経新聞 22
圏央道の新規ＩＣ利用者　４割がアク
アライン利用　社会実験協

992
東京湾ア
クアライン

2014年6月5日 千葉日報
第２
部

1
ちばアクアラインマラソン２０１４ご当
地キャラクター応援団結成式

992
東京湾ア
クアライン

2014年6月5日 千葉日報 1
アクアライン初めて１日平均４万台突
破　渋滞は値下げ前の１３倍

992
東京湾ア
クアライン

2014年6月5日 日本経済新聞 朝 35
アクアラインの交通量　実験前の１．
９倍に　通行料引き下げ

992
東京湾ア
クアライン

2014年6月6日 読売新聞 朝 29
アクア好調、圏央道が効果　値下げ
も　新ＩＣ利用の４割使う

992
東京湾ア
クアライン

2014年6月13日 千葉日報 9
「アクアマラソン」沿道応援へ　イベン
ト出演団体を募集　袖ケ浦市

992
東京湾ア
クアライン

2014年6月13日 東京新聞 20
１日平均交通量　初の４万台突破
昨年度のアクアライン　渋滞は値下
げ前の１３．６倍

992
東京湾ア
クアライン

2014年6月15日 読売新聞 朝 33 アクアラインマラソン応援団の結成式

992
東京湾ア
クアライン

2014年6月19日 新千葉新聞 1
アクアマラソンを応援　団長に「ふっ
つん」　応援団結成式で就任

992
東京湾ア
クアライン

2014年7月3日 新千葉新聞 1
袖ケ浦ＰＲ大使が決まる　六人に任
命書交付　フルマラソンに出場　ちば
アクアラインマラソン実行委

992
東京湾ア
クアライン

2014年7月3日 千葉日報 9
「袖ケ浦の魅力知って」アクアライン
マラソンＰＲ大使に市民６人

992
東京湾ア
クアライン

2014年7月8日 千葉日報 21
不正改造車１６台に整備命令書を交
付　海ほたるPA
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992
東京湾ア
クアライン

2014年7月8日 毎日新聞 朝 24
アクアラインの裏側を見学　探検隊
参加者募集　NEXCO、１４日まで

992
東京湾ア
クアライン

2014年7月10日 千葉日報 1
PR大使に吉木りささん　１２日、木更
津でイベントも　アクアラインマラソン

992
東京湾ア
クアライン

2014年7月12日 新千葉新聞 1
号砲まであと１００日　「ちばアクアラ
インマラソン２０１４」カウントダウン
ボード　木更津市で

992
東京湾ア
クアライン

2014年7月12日 千葉日報 9
開催まで１００日　地元市、魅力ＰＲ
展開　スタンプラリーや大使任命

992
東京湾ア
クアライン

2014年7月12日 毎日新聞 朝 23
１０月１９日　アクアラインマラソン　１
００日前イベント　きょう木更津

992
東京湾ア
クアライン

2014年7月12日 読売新聞 朝 32
アクアマラソンのカウントダウン掲示
木更津市役所

992
東京湾ア
クアライン

2014年7月13日 千葉日報 1
吉木さんハーフ出場へ　１００日前イ
ベントで発表　アクアラインマラソン

992
東京湾ア
クアライン

2014年7月16日 新千葉新聞 1
１００日前おもてなし宣言　知事やＰＲ
大使等　三井アウトレット　千葉アク
アラインマラソン２０１４

992
東京湾ア
クアライン

2014年7月18日 千葉日報 1
最優先開通道路を設定　アクアライ
ン、京葉道など　首都直下地震で国
交省

992
東京湾ア
クアライン

2014年7月19日 日本経済新聞 朝 35
アクアライン夜運転しやすく　低位置
からＬＥＤ照明

992
東京湾ア
クアライン

2014年7月28日 毎日新聞 朝 25
海上に浮かぶ光の筋　橋梁部分にＬ
ＥＤ　アクアライン「夜景スポットに」

992
東京湾ア
クアライン

2014年7月29日 朝日新聞 朝 25

ＬＥＤ運転中「まぶしい」　アクアブリッ
ジ、記者が走行体験　エコと夜景の
魅力向上へ導入　目の高さ、断続的
に飛び込む光

992
東京湾ア
クアライン

2014年7月31日 新千葉新聞 1
かずさの未来を描こう　アクアライン
金田ＩＣ出入り口公園橋脚に　天才子
ども塾が始動

992
東京湾ア
クアライン

2014年8月4日 千葉日報 19
お盆の高速道路渋滞ピーク　下り１３
～１４日　上り１５～１６日

992
東京湾ア
クアライン

2014年8月15日 千葉日報 8
「アクアラインマラソン応援を」　芝山
ＰＲ大使吉木りかさん

992
東京湾ア
クアライン

2014年8月15日 読売新聞 朝 22
アクアラインマラソン「応援来て」　吉
木りかさんがＰＲ
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992
東京湾ア
クアライン

2014年8月20日 千葉日報 1
宿泊優待や特産品贈呈　観光、産業
振興へ知恵　号砲まで２カ月　アクア
ラインマラソン

992
東京湾ア
クアライン

2014年8月21日 千葉日報 7
アクアラインマラソンＰＲ　吉木りささ
ん本社来訪

992
東京湾ア
クアライン

2014年8月22日 千葉日報 9
袖ケ浦　応援フラッグに寄せ書き　カ
ウントボードもお披露目

992
東京湾ア
クアライン

2014年8月23日 新千葉新聞 1
カウントボードお披露目　ちばアクア
ラインマラソン号砲まで　二か月を切
り日にち刻む

992
東京湾ア
クアライン

2014年8月23日 千葉日報 4
アクアラインマラソン　アウトレットで
買い物　ハーフ出走権当てよう

992
東京湾ア
クアライン

2014年8月26日 産経新聞 23
「夜景の名所」魅力のアップ　アクア
ライン照明リニューアル

992
東京湾ア
クアライン

2014年9月17日 産経新聞 27 マラソンの救護スタッフ増員

992
東京湾ア
クアライン

2014年9月17日 千葉日報 1
送迎バス、救護面改善　前回教訓生
かす　アクアラインマラソン

992
東京湾ア
クアライン

2014年9月17日 読売新聞 朝 33
棄権者対策を強化　救護人員と輸送
バス増　アクアマラソン

992
東京湾ア
クアライン

2014年9月18日 新千葉新聞 1
アクアマラソン完全走破読本　二市
が共同制作　木更津市と袖ケ浦市

992
東京湾ア
クアライン

2014年9月24日 千葉日報 14
スタート２５日前！見どころ！走りど
ころ！　アクアラインマラソン

992
東京湾ア
クアライン

2014年9月26日 新千葉新聞 1
アクアマラソン盛上げよう　十月十九
日開催に向け市民が心一つに　全力
で支える

992
東京湾ア
クアライン

2014年9月27日 新千葉新聞 2
チーム・ガウラ結団式　応援団任命
書を交付　ちばアクアラインマラソン
二〇一四　袖ケ浦市が盛り上げ

992
東京湾ア
クアライン

2014年9月30日 千葉日報 20
１９日、アクアマラソン　１０月のこよ
み

992
東京湾ア
クアライン

2014年10月1日 新千葉新聞 1 社説　秋深まる十月の歳時記

992
東京湾ア
クアライン

2014年10月1日 千葉日報 11
空と海をつっ走る　ちばアクアライン
マラソン２０１４

992
東京湾ア
クアライン

2014年10月6日 千葉日報 1
「おもてなし」満喫を　森田知事の青
春立県ちば
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

992
東京湾ア
クアライン

2014年10月7日 産経新聞 23
市川で１４３２人に避難指示　店頭や
骨折…１４人重軽傷　台風１８号

992
東京湾ア
クアライン

2014年10月7日 千葉日報 19
鉄道、空の便が大混乱　台風１８号
市川市８２６件に避難指示

992
東京湾ア
クアライン

2014年10月7日 東京新聞 24 台風１８号　爪痕、県内に深く

992
東京湾ア
クアライン

2014年10月7日 毎日新聞 朝 27
58万人に避難勧告　台風１８号　１４
人軽傷　通勤・通学の足混乱

992
東京湾ア
クアライン

2014年10月9日 産経新聞 23
ランナー以外も楽しめるパフォーマン
ス続々　アクアラインマラソンまで１０
日

992
東京湾ア
クアライン

2014年10月10日 読売新聞 朝 33
空港‐圏央道に幹線道路　アクアライ
ンとつながる

992
東京湾ア
クアライン

2014年10月13日 読売新聞 朝 35
アクアマラソン地元をPR　開催まで１
週間　木更津　手作り灯篭／袖ケ浦
「ガウラ」ポロ

992
東京湾ア
クアライン

2014年10月16日 新千葉新聞 1
アクアマラソン号砲間近に迫る　／社
説

992
東京湾ア
クアライン

2014年10月16日 千葉日報 1
県からのお知らせ（９８）　ちばアクア
ラインマラソンに伴う交通規制のお知
らせ

992
東京湾ア
クアライン

2014年10月16日 読売新聞 朝 31
ちばアクアラインマラソン　１９日　／
情報ありーな

992
東京湾ア
クアライン

2014年10月17日 新千葉新聞 2
マラソン前日セレモニー　袖ケ浦駅北
口特設会場　森田知事や市長等

992
東京湾ア
クアライン

2014年10月17日 千葉日報 10
ランナーも支援する人もみんなで楽し
もう　アクアラインマラソン２０１４

992
東京湾ア
クアライン

2014年10月17日 読売新聞 朝 34
野口健さん　小学生に講演　木更津
アクアラインマラソン向け清掃

992
東京湾ア
クアライン

2014年10月18日 新千葉新聞 1
いよいよあす号砲！　ちばアクアライ
ンマラソンに一万七千人　木更津市
と袖ケ浦市

992
東京湾ア
クアライン

2014年10月18日 千葉日報 1
あす号砲！　1万7千人参加　2回目
のアクアラインマラソン　コース周辺
で交通規制

992
東京湾ア
クアライン

2014年10月18日 東京新聞 24
海風受けて走ろう！　アクアラインマ
ラソン2年ぶり、あす号砲



68

請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

992
東京湾ア
クアライン

2014年10月18日 毎日新聞 朝 23
アクアラインマラソンあす号砲　「おも
てなし」充実へ　木更津　袖ケ浦住民
らの準備

992
東京湾ア
クアライン

2014年10月20日 朝日新聞 朝 37
海のパノラマら楽しみ走る　ちばアク
アラインマラソン

992
東京湾ア
クアライン

2014年10月20日 産経新聞 3 潮風受け

992
東京湾ア
クアライン

2014年10月20日 産経新聞 24
東京湾のカーニバル　秋晴れアクア
ラインマラソン

992
東京湾ア
クアライン

2014年10月20日 産経新聞 24
抜群の景色　気分爽快　本誌記者が
ハーフマラソン挑戦

992
東京湾ア
クアライン

2014年10月20日 千葉日報 1
”海の上”１万７０００人疾走　秋晴れ
の下、快い汗

992
東京湾ア
クアライン

2014年10月20日 千葉日報
14-
15

鍛えた足でアクアに挑む　フル男子
坂本　フル女子菅生が快勝

992
東京湾ア
クアライン

2014年10月20日 東京新聞 22
３５万人が熱走後押し　アクアライン
マラソン　ダンス、音楽、ゆるキャラが
盛り上げ

992
東京湾ア
クアライン

2014年10月20日 東京新聞 22 応援背に完走果たす　水平線

992
東京湾ア
クアライン

2014年10月20日 毎日新聞 朝 26
絶景のなか疾走　市民ランナーら１
万７０００人　アクアラインマラソン

992
東京湾ア
クアライン

2014年10月20日 読売新聞 朝 33 アクアラインで１万６８００人疾走

992
東京湾ア
クアライン

2014年10月21日 新千葉新聞 1
アクアラインの風にのって　一六八〇
九人が快走　晴天の下海を走る

992
東京湾ア
クアライン

2014年10月21日 新千葉新聞 2 コースを清掃　袖ケ浦市のクラブ

992
東京湾ア
クアライン

2014年10月21日 毎日新聞 朝 24
アクアラインマラソン記者体験記　沿
道の応援が力に　「空中を走っている
よう」２０キロ過ぎから苦戦も完走

992
東京湾ア
クアライン

2014年10月22日 産経新聞 23 マラソン参加者に感謝の動画

992
東京湾ア
クアライン

2014年10月22日 新千葉新聞 1
「イータ君」も応援に　アクアマラソン
国税庁のキャラクター

992
東京湾ア
クアライン

2014年10月22日 千葉日報 1
ＡＫＢ新曲でダンス！　関係者出演の
動画作成
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

992
東京湾ア
クアライン

2014年10月22日 東京新聞 24
ＡＫＢダンスでランナーねぎらう　アク
アラインマラソン　知事も登場　県が
動画制作

992
東京湾ア
クアライン

2014年10月22日 読売新聞 朝 32
アクアマラソンお疲れさま　参加者ら
にメッセージ動画

992
東京湾ア
クアライン

2014年10月23日 新千葉新聞 1 地域の力／社説

992
東京湾ア
クアライン

2014年10月24日 毎日新聞 朝 25
アクアラインマラソン　メッセージ動画
参加者にねぎらいと感謝の言葉

992
東京湾ア
クアライン

2014年10月29日 毎日新聞 朝 26
房総の潮風、青春の一ページ　ちば
アクアラインマラソン２０１４

992
東京湾ア
クアライン

2014年11月11日 千葉日報 1
マラソンで日台交流を　森田知事の
青春立県ちば

992
東京湾ア
クアライン

2014年11月22日 日本経済新聞 朝 39
定期開催、知事に要望　アクアライン
マラソン　商議所連合会

992
東京湾ア
クアライン

2014年11月23日 新千葉新聞 2
マラソンの感動再びと　袖ケ浦市役
所　応援フラッグ等展示

992
東京湾ア
クアライン

2014年11月29日 新千葉新聞 1
事故発生や火災等を想定　防災訓練
を実施　東京湾アクアライン

992
東京湾ア
クアライン

2014年12月13日 東京新聞 27
日赤に１５４万円寄付　アクアライン
マラソンで募金

992
東京湾ア
クアライン

2014年12月23日 千葉日報 1
経済効果倍増34億円　新設ハーフ、
参加者集め　アクアラインマラソン

992
東京湾ア
クアライン

2014年12月24日 東京新聞 18
経済効果３４億円　アクアラインマラ
ソン　ハーフ新設、参加増　前回の倍
以上

992
東京湾ア
クアライン

2014年12月24日 読売新聞 朝 33
アクアラインマラソン　経済効果３４億
円

992
東京湾ア
クアライン

2014年12月25日 日本経済新聞 朝 39
効果倍増３４億円　アクアランマラソ
ン２０１４　マイナスは算定せず

992
東京湾ア
クアライン

2014年12月26日 産経新聞 23
アクアラインマラソン　「次は２８年以
降」検討　経済効果　前回の倍、３４
億円

992
東京湾ア
クアライン

2014年12月26日 産経新聞 23
海外に千葉の魅力発信　アクアライ
ンマラソン１位　県政１０大ニュース

992
東京湾ア
クアライン

2014年12月26日 毎日新聞 朝 23
県政１０大ニュース　アクアラインマラ
ソン１位　知事は「８００円継続」を推
す
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

992
東京湾ア
クアライン

2014年12月26日 読売新聞 朝 29
アクアラインマラソン　次回「１６年１０
月」で調整　県、予算案に準備事業
費

992
東京湾ア
クアライン

2014年12月27日 東京新聞 22
アクア８００円継続など　「チーム千葉
で成果」仕事納め、知事が総括

992
東京湾ア
クアライン

2014年12月27日 日本経済新聞 朝 35
2014年回顧　記者座談会４月東京湾
アクアラインの通行料８００円継続

992
東京湾ア
クアライン

2014年12月27日 日本経済新聞 朝 35
千葉県・市　十大ニュース　アクアラ
イン話題

992
東京湾ア
クアライン

2014年12月27日 読売新聞 朝 28
読者が選んだ県内１０大ニュース　３
位　２回目のアクアラインマラソン

992
東京湾ア
クアライン

2014年12月29日 千葉日報 1
ハーフ盛況、課題も修正　県政この
一年２０１４③　アクアラインマラソン
次回「１６年秋」で検討

992
東京湾ア
クアライン

2015年1月8日 新千葉新聞 1
市長賞に吉野義昭さん　アクアマラソ
ン写真コン　木更津市実行委

992
東京湾ア
クアライン

2015年1月12日 千葉日報 2
アクアラインマラソン　一大イベントへ
成長期待

992
東京湾ア
クアライン

2015年1月31日 朝日新聞 朝 26
アクアラインマラソン　２０１６年秋に
第３回

992
東京湾ア
クアライン

2015年1月31日 千葉日報 2
２０１５年度件当初予算案の主な事
業

992
東京湾ア
クアライン

2015年1月31日 東京新聞 26
アクアラインマラソン　来秋に第３回
大会開催へ

992
東京湾ア
クアライン

2015年1月31日 日本経済新聞 朝 35 来年度の主な事業

992
東京湾ア
クアライン

2015年1月31日 毎日新聞 朝 27 ２０１５年度当初予算案の主な事業

992
東京湾ア
クアライン

2015年1月31日 読売新聞 朝 33 アクアマラソン　来年秋に開催

992
東京湾ア
クアライン

2015年2月3日 日本経済新聞 朝 31
アクアラインマラソン　３回目は来秋
開催

992
東京湾ア
クアライン

2015年2月3日 読売新聞 朝 33 一足早くひな人形　海ほたる

992
東京湾ア
クアライン

2015年2月4日 千葉日報 1
マラソン次大会へ準備　アンテナ店で
ＰＲ強化　魅力発信･観光　点検２０１
５県予算案３
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992
東京湾ア
クアライン

2015年2月5日 毎日新聞 朝 23
経済効果は２．２倍に　昨年大会　損
失額は算出せず　アクアラインマラソ
ン

992
東京湾ア
クアライン

2015年2月17日 読売新聞 朝 34
アクアライン値下げ　交通量実験前
の１．９倍　２００９年８月～２０１４年３
月

992
東京湾ア
クアライン

2015年2月20日 朝日新聞 夕 1
首都地震　８ルート作戦　国交省が
計画発表　４８時間以内に道路を確
保　東京湾アクアライン

992
東京湾ア
クアライン

2015年2月20日 日本経済新聞 夕 13
首都直下地震時の車両通行　８ルー
ト、４８時間で開通　東京湾アクアライ
ン

992
東京湾ア
クアライン

2015年2月21日 東京新聞 3
首都直下地震時　都心へ８ルート
東京湾アクアライン

992
東京湾ア
クアライン

2015年2月21日 毎日新聞 朝 1
首都直下地震　救援ルート８方向
国交省計画　４８時間以内に確保　ア
クアライン

992
東京湾ア
クアライン

2015年2月21日 読売新聞 朝 1
首都直下地震想定計画発表　輸送
路「８方向」確保　東京湾アクアライン

992
東京湾ア
クアライン

2015年3月20日 朝日新聞 朝 29
アクアラインマラソン　次回は来年１０
月２３日　車いす競技を正式種目に
検討

992
東京湾ア
クアライン

2015年3月20日 産経新聞 23
来年１０月２３日に「にアクアラインマ
ラソン」

992
東京湾ア
クアライン

2015年3月20日 千葉日報 1
第３回アクアラインマラソン　来年１０
月２３日開催

992
東京湾ア
クアライン

2015年3月20日 東京新聞 30 来年１０月にアクアラインマラソン

992
東京湾ア
クアライン

2015年3月20日 毎日新聞 朝 26
ちばアクアラインマラソン　第３回大
会は来年１０月２３日

992
東京湾ア
クアライン

2015年3月20日 読売新聞 朝 33
アクアラインマラソン　来年１０月２３
日

992
東京湾ア
クアライン

2015年3月21日 新千葉新聞 1
来年１０月２３日に開催　第３回大会
アクアラインマラソン

992
東京湾ア
クアライン

2015年3月31日 新千葉新聞 1
津波一時避難施設に協定　木更津
市とアクアライン管理事務所
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