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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２７年度（２０１５）　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 2015年4月13日 千葉日報 7
豊作祈り「お田植え神事」　早乙女
が元気に葭苗投げる　袖ケ浦・飽
富神社

012 年中行事 2015年12月13日 千葉日報 9
「良い年」へ願い込め　袖ケ浦　正
月飾り作り

012 年中行事 2015年12月26日 千葉日報 11
県内地域行事ガイド　袖ケ浦　成
人式　元旦マラソン大会

012 年中行事 2016年1月16日 新千葉新聞 1
今年は豊作が期待できる　袖ケ浦
市の飽富神社『筒粥神事』で占う

012 年中行事 2016年1月16日 毎日新聞 27
今年の農作物　豊凶を占う　袖ケ
浦で筒粥神事

012 年中行事 2016年1月31日 新千葉新聞 2
節分に因むどんど焼き　焚き上げ
で家内安全等　地元四市の実施
日程

013 成人式 2016年1月5日 新千葉新聞 2
二十歳の門出を祝う式典　地元市
は十日に開催　成人式

013 成人式 2016年1月13日 新千葉新聞 2
二十歳の門出を祝う　袖ケ浦市の
成人式　公民館等四海上で

013 成人式 2016年1月19日 新千葉新聞 1
社説／温かい成人式を地域の手
で

014 県民の日 2015年6月6日 新千葉新聞 1
千葉県産フェア　イオンモール木
更津　地元の無料開放や割引　県
民の日賛同行事

015 敬老の日 2015年9月8日 新千葉新聞 2
七十歳以上の長寿祝う　袖ケ浦市
六地区で「敬老会」

015 敬老の日 2015年9月18日 新千葉新聞 1
いつまでもお元気で　敬老事業で
袖ケ浦市長　九十九歳以上者を
訪問

016
戦没者追
悼式

2015年8月5日 産経新聞 27 内房４市遺族会が「表彰祝う会」

016
戦没者追
悼式

2015年8月7日 新千葉新聞 1
英霊に黙祷　恒久平和を　君津四
市遺族会　研修会と受賞祝賀会

016
戦没者追
悼式

2015年10月4日 新千葉新聞 1

節目の戦後七十年向かえ　第三
ブロック遺族大会　千葉県遺族会
水落敏栄日本遺族会会長が記念
講演
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

016
戦没者追
悼式

2015年10月14日 新千葉新聞 1

尊い犠牲の上の平和　厳かに戦
没者追悼式　袖ケ浦市で英霊を
慰め　市内御霊八百六十八柱の
冥福を祈る

021 郷土 2015年8月20日 新千葉新聞 2
奈良輪村の主婦の暮らし　講師は
横山鈴子さん　房総の地域文化
講座

033 訃報 2015年5月2日 産経新聞 22 訃報

033 訃報 2015年5月2日 毎日新聞 朝 27 訃報

033 訃報 2015年5月10日 新千葉新聞 1 訃報

033 訃報 2015年6月29日 読売新聞 夕 7
文学青年押し通した人生　７０歳
で逝去　作家・辻章さん　都内で
偲ぶ会

033 訃報 2015年7月19日 新千葉新聞 1
鎮魂込めて冥福祈る　当紙掲載
の先人達　今年も新盆が来る①

033 訃報 2015年7月23日 新千葉新聞 2
鎮魂込めて冥福祈る　当紙掲載
の先人達　今年も新盆が来る③

063
１０大
ニュース

2015年12月18日 新千葉新聞 1
長浦駅・袖ケ浦駅供用　袖ケ浦市
が発表　二十七年おもな出来事

063
１０大
ニュース

2015年12月24日 千葉日報 11
ふるさと１０大ニュース（下）　袖ケ
浦市

081 投書 2015年4月16日 読売新聞 朝 12 気流　親切な店員ねぎらいたい

081 投書 2015年5月6日 東京新聞 5
発言　若者の声　 動物飼うなら責
任を持って

081 投書 2015年5月13日 東京新聞 5
発言　若者の声　集団的自衛権反
対する理由

081 投書 2015年5月25日 東京新聞 5 発言　ミラー　「不戦」守る努力こそ

081 投書 2015年9月1日 東京新聞 25
「うちゅうひこうしになりたい」/わた
しの夢

081 投書 2015年11月27日 千葉日報 16 亡き恩師の手紙に胸熱く

083
投稿
－川柳

2015年5月24日 千葉日報 13 日報柳壇
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

083
投稿
－川柳

2015年6月28日 千葉日報 13 日報柳壇

083
投稿
－川柳

2015年7月12日 千葉日報 17 読者文芸　房総柳壇

083
投稿
－川柳

2015年9月13日 千葉日報 10 日報柳壇　川柳

083
投稿
－川柳

2015年10月25日 千葉日報 13 日報柳壇

083
投稿
－川柳

2015年12月13日 千葉日報 11 日報柳壇／読者文芸

083
投稿
－川柳

2015年12月29日 読売新聞 朝 10 よみうり文芸　短歌時事川柳

083
投稿
－川柳

2016年2月20日 東京新聞 5 時事川柳

083
投稿
－川柳

2016年2月23日 毎日新聞 朝 3 仲畑流万能川柳

084
投稿
－俳句

2015年4月7日 読売新聞 朝 33 よみうり文芸　俳句

084
投稿
－俳句

2015年4月26日 千葉日報 17 日報俳壇

084
投稿
－俳句

2015年5月1日 毎日新聞 朝 22 房総文園　俳句

084
投稿
－俳句

2015年5月9日 東京新聞 22 房総俳壇

084
投稿
－俳句

2015年5月24日 千葉日報 13 日報俳壇

084
投稿
－俳句

2015年6月9日 読売新聞 朝 34 読売文芸　俳句入選

084
投稿
－俳句

2015年6月14日 千葉日報 10 日報俳壇

084
投稿
－俳句

2015年8月9日 千葉日報 17 日報俳壇

084
投稿
－俳句

2015年8月23日 東京新聞 29 東京俳壇

084
投稿
－俳句

2015年10月10日 東京新聞 22 房総俳壇

084
投稿
－俳句

2015年10月11日 千葉日報 13 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

2015年11月13日 毎日新聞 朝 24 房総文園　俳句

084
投稿
－俳句

2015年11月24日 東京新聞 8
平和の俳句　戦後７０年　記者が
選んだ一句

084
投稿
－俳句

2015年12月20日 東京新聞 29 東京俳壇

084
投稿
－俳句

2015年12月27日 千葉日報 13 読者文芸　房総俳壇

084
投稿
－俳句

2016年1月9日 東京新聞 20 房総俳壇

084
投稿
－俳句

2016年1月23日 東京新聞 26 房総俳壇

084
投稿
－俳句

2016年1月26日 読売新聞 朝 34 よみうり文芸　俳句

084
投稿
－俳句

2016年2月14日 東京新聞 29 東京俳壇

085
投稿
－短歌

2015年4月17日 毎日新聞 朝 24 房総文園　短歌

085
投稿
－短歌

2015年5月29日 毎日新聞 朝 26 房総文園　短歌

085
投稿
－短歌

2015年6月16日 読売新聞 朝 33 読売文芸　短歌

085
投稿
－短歌

2015年7月10日 毎日新聞 朝 26 房総文園　短歌

085
投稿
－短歌

2015年8月9日 千葉日報 17 日報歌壇

085
投稿
－短歌

2015年8月23日 千葉日報 13 日報歌壇

085
投稿
－短歌

2015年8月28日 毎日新聞 朝 24 房総文園　短歌

085
投稿
－短歌

2015年9月8日 読売新聞 朝 29 よみうり文芸　短歌

085
投稿
－短歌

2015年9月27日 千葉日報 13 日報歌壇

085
投稿
－短歌

2015年12月1日 読売新聞 朝 29 よみうり文芸　短歌

085
投稿
－短歌

2015年12月13日 千葉日報 11 日報歌壇／読者文芸
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

092
叙位
・叙勲

2015年4月11日 千葉日報 2
本県関係者は２００人　危険業務
従事者叙勲

092
叙位
・叙勲

2015年4月11日 東京新聞 20 危険業務従事者叙勲

092
叙位
・叙勲

2015年4月11日 毎日新聞 朝 22
県内から１９９人　危険業務従事
者叙勲

092
叙位
・叙勲

2015年4月11日 朝日新聞 朝 25
危険業務従事者県関係２００人叙
勲

092
叙位
・叙勲

2015年4月11日 読売新聞 朝 32 危険業務２００人に叙勲

092
叙位
・叙勲

2015年4月11日 日本経済新聞 朝 37
危険業務従事者　叙勲受章者　千
葉

092
叙位
・叙勲

2015年4月15日 産経新聞 27 危険業務従事者叙勲に１９９人

092
叙位
・叙勲

2015年4月29日 新千葉新聞 1
この道一筋に光あたる　各分野で
多年にわたり活躍の功労者　春の
叙勲

092
叙位
・叙勲

2015年4月29日 千葉日報 10
春の叙勲受章者の喜び　謙虚に
尽きない意欲　瑞宝小授章

092
叙位
・叙勲

2015年4月29日 産経新聞 21 喜びの受章者　瑞宝小授章

092
叙位
・叙勲

2015年4月29日 毎日新聞 朝 23
叙勲　県内の喜びの受章者　瑞宝
小授章

092
叙位
・叙勲

2015年4月29日 東京新聞 24
春の叙勲受章者　千葉県　瑞宝小
授章

092
叙位
・叙勲

2015年4月29日 朝日新聞 朝 29
春の叙勲、県内２２４人　瑞宝小
授章

092
叙位
・叙勲

2015年4月29日 日本経済新聞 朝 32
春の叙勲受章者　千葉県　瑞宝小
授章

092
叙位
・叙勲

2015年4月29日 読売新聞 朝 32 叙勲受章者　瑞宝小授章

092
叙位
・叙勲

2015年5月14日 新千葉新聞 1
危険業務の消防で功績　　袖ケ浦
市長から伝達

092
叙位
・叙勲

2015年6月27日 読売新聞 朝 32 叙位叙勲　従六位
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

092
叙位
・叙勲

2015年11月3日 新千葉新聞 1

地道な社会貢献に光　七人が晴
れの受章　平成二十七年度　地方
自治功労や教育功労、企業振興
功労章

092
叙位
・叙勲

2015年11月3日 千葉日報 11 本県関係受賞者１８２人　敬称略

092
叙位
・叙勲

2015年11月3日 産経新聞 19 秋の叙勲　県内から１８１人

092
叙位
・叙勲

2015年11月3日 毎日新聞 朝 21
秋の叙勲受章　県内から１８１人
（敬称略）

092
叙位
・叙勲

2015年11月3日 東京新聞 24 秋の叙勲受章者

092
叙位
・叙勲

2015年11月3日 朝日新聞 朝 27 秋の叙勲　県関係１８２人

092
叙位
・叙勲

2015年11月3日 読売新聞 朝 31
秋の叙勲　１８２人に栄誉　叙勲受
章者

092
叙位
・叙勲

2015年11月3日 日本経済新聞 朝 32 秋の叙勲受章者（敬称略）

092
叙位
・叙勲

2015年11月7日 新千葉新聞 1
佐久間氏に栄え　正六位瑞宝双
光章

093 表彰 2015年11月12日 新千葉新聞 1
市政発展に多大な貢献　市表彰と
教育功労表彰　袖ケ浦市　自治功
労、教育など十五個人と二団体

093 表彰 2015年11月20日 読売新聞 朝 32
地域の「食」を改善　厚生労働省
大臣表彰

093 表彰 2015年11月22日 新千葉新聞 2
景観まちづくりに貢献「創出、育
成、保全、学習」の四部門で　袖ケ
浦市　表彰式

１　市政 101 行政一般 2016年2月17日 朝日新聞 朝 29
自治基本条例案”改訂版”に着手
袖ケ浦市、「住民と協働」重点

102 市長 2015年7月1日 千葉日報 5
県内市長は１４４９万円　県内３４
市長

102 市長 2015年7月1日 朝日新聞 朝 24
知事・千葉市長・国会議員の所得
など　国会議員平均２４６７万円
所得公開　知事は２３６８万円

102 市長 2015年7月1日 毎日新聞 朝 24
知事所得２３６７万円　県議平均
は１６０８万円　昨年分公開
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

102 市長 2015年7月1日 産経新聞 27
知事の所得２３６７万円　資産公
開　県議平均は１６０８万円

102 市長 2015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　知事所得２３６８万円　県議
平均は１６０８万円

102 市長 2015年7月2日 新千葉新聞 2
二〇一四年分の資産公開　国会
議員、県議、市長　地元四市関係

102 市長 2015年10月28日 新千葉新聞 1
今後の四年間に期待　出口市長
が初登庁　袖ケ浦市役所・三期目

102 市長 2015年10月31日 新千葉新聞 1
様々な課題に取り組む決意　袖ケ
浦市三期目突入　出口市長が思
い語る

102 市長 2016年1月1日 新千葉新聞 2
さらなる袖ケ浦の発展をめざして
袖ケ浦市長　出口清

102 市長 2016年1月4日 千葉日報 ２部 5
さらなる袖ケ浦の発展をめざして
袖ケ浦市長　出口清

102 市長 2016年2月28日 新千葉新聞 1
市勢の状況や施策等講演　県経
営者協会君津市部　フォーラムに
出口市長

111 市政方針 2015年4月26日 新千葉新聞 1
産業振興ビジョン策定　袖ケ浦市
今年度から十年間見据え

111 市政方針 2015年4月26日 新千葉新聞 2
五月からクールビズ　袖ケ浦市
夏の電力消費抑制

111 市政方針 2015年4月30日 毎日新聞 朝 26
空き家対策で連携　袖ケ浦市　シ
ルバー人材センターと

121 広報 2015年6月6日 新千葉新聞 2

行政情報や市の魅力を発信　事
業やイベントを動画で　ツイッター
とユーチューブの配信始まる　袖
ケ浦市六月から

132 人口 2016年2月5日 新千葉新聞 1
木更津市は増加率第三位　地元
人口と世帯数　国勢調査の速報
値

141 市役所 2015年5月2日 毎日新聞 朝 23
夏日もさわやか　県庁など　クー
ルビズ始まる

141 市役所 2016年1月6日 新千葉新聞 1
市発展へ積極的に取組む　１８人
を永年勤続表彰　袖ケ浦市仕事
始め式
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

151 財政 2015年4月17日 毎日新聞 朝 25
県内自治体の平均所得と順位　１
９位　袖ケ浦市　３１３６千円

151 財政 2015年7月25日 朝日新聞 朝 29
君津市、交付団体に　今年度交付
税額

151 財政 2015年7月25日 読売新聞 朝 33 不交付団体　市川など４市

151 財政 2015年7月26日 新千葉新聞 2
不交付団体に袖ケ浦市　君津市
は交付団体に　国の普通交付税

151 財政 2015年7月31日 東京新聞 24
君津市、交付団体に　不交付は４
市に減　市川・成田・浦安・袖ケ浦

152 予算 2015年5月8日 千葉日報 11
予算説明会を開催　袖ケ浦市　９,
１０,１７日

152 予算 2015年5月9日 新千葉新聞 2
財政問題や重点施策など三会場
で予算説明会　袖ケ浦市出口市
長等

152 予算 2015年11月28日 千葉日報 10 ４億６千万増額補正案　袖ケ浦市

152 予算 2016年2月17日 千葉日報 11
袖ケ浦市２％減の２３３億円　子育
てや庁舎整備　’１６市町村予算
案

152 予算 2016年2月17日 朝日新聞 朝 29
袖ケ浦市予算案２．０％減の２３３
億円

152 予算 2016年2月18日 新千葉新聞 1

一般会計約二三四億円　前年度
比二．〇％減　袖ケ浦市当初予算
案　２年連続の減額予算、大型事
業完了

152 予算 2016年2月28日 新千葉新聞 １
蔵波小学校環境整備等　二八年
度当初予算案　袖ケ浦市の新規
事業

153 税金 2015年8月23日 千葉日報 1
普通交付税１４４９億円　「地方創
生」で４年ぶり増　本年度５４市町
村

153 税金 2015年9月6日 新千葉新聞 2
想いをつなぐ応援寄附金　ふるさ
と納税制度　袖ケ浦市の新たな取
り組み

153 税金 2015年9月26日 日本経済新聞 朝 39
税徴収率向上に汗　八街市　問題
案件に５人配置　市川市　コール
センター新設
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

153 税金 2015年10月27日 千葉日報 1
徴収率、最高９３．６％　１４年度
県内市町村税　下位は固定化の
傾向　市町村税徴収率

153 税金 2015年11月6日 新千葉新聞 1

税を考える週間をＰＲ　街頭キャン
ペーン　木更津税務署懇話会　マ
ザー牧場など管内四市四か所で
啓発

153 税金 2015年11月15日 新千葉新聞 1

納税者の意識の高揚等　納税表
彰式を開催　税を考える週間　中
学生の税の作文・標語入賞者も表
彰

153 税金 2016年1月10日 新千葉新聞 1
適正で公平な税推進へ　木更津
税務署懇話会　鏡開きで新春祝う

161 市議会 2015年5月29日 新千葉新聞 2 君津と袖ケ浦も

161 市議会 2015年5月30日 新千葉新聞 2
二日招集　二十三日まで　一般質
問は九日から十一議員が登壇
袖ケ浦市議会

161 市議会 2015年5月30日 産経新聞 25
私的旅行優先で欠席　袖ケ浦市
議が２特別委員会

161 市議会 2015年6月2日 新千葉新聞 1 社説　梅雨期の六月歳時記

161 市議会 2015年6月2日 新千葉新聞 2
空き家対策や火葬場建設等　一
般質問に十一議員　袖ケ浦市議
会

161 市議会 2015年6月27日 新千葉新聞 1
火葬場用地に約１２億円　平成二
十七年度一般会計補正予算に
袖ケ浦市議会　全案を可決し閉会

161 市議会 2015年8月12日 新千葉新聞 1
市議会への市民の声等　カフェ
ド　ぎかい　袖ケ浦市議会　市民と
議員の意見交換会を２２日に

161 市議会 2015年8月15日 読売新聞 朝 30
議員と気軽に意見交換　袖ケ浦市
議会、２２日初開催

161 市議会 2015年8月16日 東京新聞 26
お知らせ　市民と議員の意見交換
会（カフェ・ド・ぎかい）

161 市議会 2015年8月20日 毎日新聞 朝 23
カフェにいる気分で　市民と意見
交換会　袖ケ浦市議会が２２日に
開催　若い世代の参加歓迎
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

161 市議会 2015年8月20日 朝日新聞 朝 29
市民と市議意見交換カフェ　議会
条例に反映方針　袖ケ浦で２２日
開催

161 市議会 2015年8月21日 千葉日報 11
議会初の意見交換会　あす　袖ケ
浦で

161 市議会 2015年8月25日 新千葉新聞 2

市民の声を直接聞く　カフェ　ド
ぎかい　職員との意見交換会　袖
ケ浦市議会の議会改革推進等別
委員会

161 市議会 2015年9月2日 新千葉新聞 1
きょう招集二十八日迄　火葬場等
十五件上程　袖ケ浦市議会

161 市議会 2015年9月3日 千葉日報 13
補正予算など１０議案　【袖ケ浦
市】／議会だより

161 市議会 2015年9月3日 朝日新聞 朝 29 袖ケ浦市議会／議会

161 市議会 2015年9月4日 新千葉新聞 2
市長選挙やまちづくり等　袖ケ浦
市議会定例会　一般質問者と要
旨

161 市議会 2015年9月15日 朝日新聞 朝 29 袖ケ浦市議会／議会

161 市議会 2015年9月29日 千葉日報 11
補正予算など可決　【袖ケ浦市】
議会だより

161 市議会 2015年9月29日 朝日新聞 朝 27 議会／袖ケ浦市議会

161 市議会 2015年11月25日 新千葉新聞 2
二十七日招集十八日迄　袖ケ浦
市議会　計二十五件を審議

161 市議会 2015年12月13日 新千葉新聞 2
十三議員が登壇、質す　あすから
一般質問　袖ケ浦市議会

161 市議会 2015年12月19日 千葉日報 11
共同火葬場覚書へ　袖ケ浦市　議
会だより

161 市議会 2015年12月19日 朝日新聞 朝 29 袖ケ浦市議会／議会

161 市議会 2015年12月20日 新千葉新聞 1
新議長に田邊恒生氏　袖ケ浦市
議会最終本会議　全案可決し閉
会

161 市議会 2016年1月29日 新千葉新聞 2
新春のつどい　日本共産党袖ケ
浦

161 市議会 2016年2月23日 千葉日報 13
市議会だより　教育長任命など５１
議案【袖ケ浦市】
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

161 市議会 2016年2月23日 朝日新聞 朝 29 議会　袖ケ浦市議会

162 議長 2015年8月4日 新千葉新聞 1
盛大にいやさか君津踊り　最優秀
は新日鐵君津連　神輿練り歩きも

162 議長 2016年1月1日 新千葉新聞 12
議会改革進めて　袖ケ浦市議会
議長　田邊恒生

171
選挙
－市議会

2015年6月23日 千葉日報 11 議員定数２減の２２に　袖ケ浦市

171
選挙
－市議会

2015年6月23日 毎日新聞 朝 25 袖ケ浦　議員定数２減の２２に

171
選挙
－市議会

2015年6月23日 朝日新聞 朝 29 袖ケ浦市議会　定数２減２２に

171
選挙
－市議会

2015年9月1日 千葉日報 13
福原市議が辞職　市議補選欠員２
に　袖ケ浦

171
選挙
－市議会

2015年9月1日 朝日新聞 朝 29 袖ケ浦市議補選は改選数２

171
選挙
－市議会

2015年9月2日 新千葉新聞 2
市議補選欠員「２」に　福原市議が
辞職　袖ケ浦市長選にともない

171
選挙
－市議会

2015年10月24日 新千葉新聞 1

袖ケ浦市長選、市議補選あす投
票　開票は二十五日、昭和小学校
体育館　市議補選も同時執行　舌
戦もきょう限り

171
選挙
－市議会

2015年10月24日 千葉日報 11 袖ケ浦市議補選立候補者

171
選挙
－市議会

2016年1月1日 千葉日報 2
茂原市長３選出馬表明　野田市長
の動向注目　２０１６年に行われる
選挙

171
選挙
－市議会

2016年1月4日 朝日新聞 朝 27
今年予定される選挙　袖ケ浦市議
選　１１月２日任期満了

171
選挙
－市議会

2016年1月14日 産経新聞 23
４市５町１村で首長選　参院選は
激戦の見通し

172
選挙
－市長

2015年8月1日 新千葉新聞 2 出口市長出馬　袖ケ浦市長選へ

172
選挙
－市長

2015年8月1日 千葉日報 9
出口氏が３戦出馬表明　袖ケ浦市
長選「市民参画」など訴え

172
選挙
－市長

2015年8月1日 毎日新聞 朝 23
３選目指し出馬　出口市長が表明
袖ケ浦市長選

172
選挙
－市長

2015年8月1日 産経新聞 23
袖ケ浦市長選、現職出口氏が出
馬表明
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

172
選挙
－市長

2015年8月1日 東京新聞 24 袖ケ浦市長が３選出馬表明

172
選挙
－市長

2015年8月1日 朝日新聞 朝 29
出口・袖ケ浦市長３選へ出馬表明
江野沢県議推す動きも

172
選挙
－市長

2015年8月1日 読売新聞 朝 31 袖ケ浦市長が３選出馬表明

172
選挙
－市長

2015年8月2日 新千葉新聞 1
市長三期目へ出馬表明　十一月
に袖ケ浦市長選　出口市長が記
者会見

172
選挙
－市長

2015年8月26日 朝日新聞 朝 25 袖ケ浦市長選、保守系一本化

172
選挙
－市長

2015年8月29日 千葉日報 11
福原市議が出馬表明　人口7万５
千目指す　袖ケ浦市長選

172
選挙
－市長

2015年8月29日 産経新聞 21 袖ケ浦市長選に福原市議出馬へ

172
選挙
－市長

2015年8月29日 東京新聞 24
福原氏が出馬表明　袖ケ浦市長
選

172
選挙
－市長

2015年8月29日 朝日新聞 朝 25
袖ケ浦市長選に福原氏出馬表明
保守勢力が一本化

172
選挙
－市長

2015年8月29日 毎日新聞 25
現職市議が立候補表明　袖ケ浦
市長選

172
選挙
－市長

2015年8月29日 読売新聞 朝 29
１０月の袖ケ浦市長選福原市議が
出馬表明

172
選挙
－市長

2015年8月30日 新千葉新聞 1
福原孝彦市議が表明　袖ケ浦市
長選に立候補　現職と一騎打ちか
十月十八日告示

172
選挙
－市長

2015年9月26日 千葉日報 11 説明会に７陣営　袖ケ浦市長選

172
選挙
－市長

2015年9月26日 千葉日報 18
袖ケ浦市長選　２５日投票　１０月
のこよみ

172
選挙
－市長

2015年9月26日 朝日新聞 朝 29 説明会に７陣営　袖ケ浦市長選

172
選挙
－市長

2015年9月26日 読売新聞 朝 33 袖ケ浦市長選説明会に７陣営

172
選挙
－市長

2015年10月2日 千葉日報 11
大仁田氏「出馬に意欲」　袖ケ浦
市長選

172
選挙
－市長

2015年10月2日 朝日新聞 朝 25
大仁田氏出馬の意向　袖ケ浦市
長選　近く表明
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

172
選挙
－市長

2015年10月2日 産経新聞 25
大仁田氏　出馬意欲　　袖ケ浦市
長選、２５日に投開票

172
選挙
－市長

2015年10月3日 新千葉新聞 1
大仁田厚氏、出馬に意欲　今月の
袖ケ浦市長選に

172
選挙
－市長

2015年10月8日 千葉日報 13 事前審査に３陣営　袖ケ浦市長選

172
選挙
－市長

2015年10月8日 朝日新聞 朝 29 袖ケ浦市長選事前審査に３陣営

172
選挙
－市長

2015年10月9日 新千葉新聞 1
市長選に三陣営を受付　袖ケ浦
市事前審査　市議補選に四陣営

172
選挙
－市長

2015年10月12日 千葉日報 9
袖ケ浦市の課題　１０・２５市長選
へ　「共助」継続に難しさ　平均７０
歳が高齢者支援

172
選挙
－市長

2015年10月15日 新千葉新聞 2
市長選出馬せず　大仁田厚氏が
会見

172
選挙
－市長

2015年10月15日 千葉日報 11
.大仁田氏は不出馬　袖ケ浦市長
選

172
選挙
－市長

2015年10月15日 産経新聞 23
.大仁田氏、出馬断念　袖ケ浦市
長選

172
選挙
－市長

2015年10月15日 朝日新聞 朝 29
大仁田氏は断念　一騎打ちの公
算　袖ケ浦市長選

172
選挙
－市長

2015年10月16日 新千葉新聞 1
大仁田厚氏出馬せずと　袖ケ浦市
長選にからみ　記者クラブで会見

172
選挙
－市長

2015年10月17日 新千葉新聞 1
袖ケ浦市長選あす告示　一週間
の舌戦スタート　市議補選も同時
に

172
選挙
－市長

2015年10月17日 千葉日報 9
現新２氏　一騎打ちか　袖ケ浦市
長選あす告示

172
選挙
－市長

2015年10月17日 毎日新聞 朝 23
袖ケ浦市長選あす告示　市議補
選も　現新の一騎打ちか

172
選挙
－市長

2015年10月17日 産経新聞 23
現新一騎打ちの公算　袖ケ浦市
長選あす告示

172
選挙
－市長

2015年10月17日 朝日新聞 朝 25 市長選あす告示　袖ケ浦

172
選挙
－市長

2015年10月17日 読売新聞 朝 31
袖ケ浦市長選と市議補選あす告
示
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

172
選挙
－市長

2015年10月19日 千葉日報 11

現新の一騎打ちスタート　企業誘
致や少子化対策訴え　袖ケ浦市
長選告示　袖ケ浦市長選立候補
者

172
選挙
－市長

2015年10月19日 産経新聞 20 袖ケ浦市長選　現新一騎打ち

172
選挙
－市長

2015年10月19日 東京新聞 22
現新２氏の争いに　袖ケ浦市長選
が告示　２５日投開票　市議補選
も

172
選挙
－市長

2015年10月19日 毎日新聞 朝 27
現・新２氏の争い　舌戦スタート
市議補選も

172
選挙
－市長

2015年10月19日 朝日新聞 朝 29
袖ケ浦市長選に２氏　「実績」か
「世代交代」か　学生が問うマニ
フェスト　検証会を企画

172
選挙
－市長

2015年10月19日 読売新聞 朝 31
袖ケ浦市長選　現新対決　立候補
者の主張

172
選挙
－市長

2015年10月20日 新千葉新聞 1

新人と現職の一騎打ち　市議補選
には四人　定数二のところ　袖ケ
浦市長選に福原孝彦氏と出口清
氏

172
選挙
－市長

2015年10月20日 千葉日報 11 袖ケ浦市長選立候補者の横顔

172
選挙
－市長

2015年10月20日 産経新聞 23 袖ケ浦市長選候補者の横顔

172
選挙
－市長

2015年10月20日 東京新聞 26 袖ケ浦市長選候補者の横顔

172
選挙
－市長

2015年10月20日 毎日新聞 朝 27 袖ケ浦市長選候補者の横顔

172
選挙
－市長

2015年10月20日 朝日新聞 朝 29 袖ケ浦市長選候補者の横顔

172
選挙
－市長

2015年10月22日 産経新聞 23
袖ケ浦市長選　２氏の政策比較
地域活性化・農業振興　どう挑
む？

172
選挙
－市長

2015年10月24日 新千葉新聞 1

袖ケ浦市長選、市議補選あす投
票　開票は二十五日、昭和小学校
体育館　市議補選も同時執行　舌
戦もきょう限り

172
選挙
－市長

2015年10月24日 千葉日報 11
現新２氏最後の訴え　袖ケ浦市長
選あす投開票
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

172
選挙
－市長

2015年10月24日 東京新聞 22
どうする「火葬場問題」　財政「優
等生」袖ケ浦市政の弱点　市長
選、市議補選あす投開票

172
選挙
－市長

2015年10月24日 毎日新聞 朝 25
袖ケ浦市長選、市議補選あす投
開票

172
選挙
－市長

2015年10月24日 朝日新聞 朝 29 袖ケ浦市長選あす投開票

172
選挙
－市長

2015年10月24日 読売新聞 朝 33 袖ケ浦市長選あす投票

172
選挙
－市長

2015年10月26日 千葉日報 1
袖ケ浦市長に出口氏　３選、実績
訴え支持拡大　袖ケ浦市長選開
票結果

172
選挙
－市長

2015年10月26日 東京新聞 21
投票率、最低の４８．３％　深夜ま
で開票　袖ケ浦市長選

172
選挙
－市長

2015年10月26日 産経新聞 24
袖ケ浦市長に出口氏３選　「市政
改革進める」　投票率最低４８．
３％

172
選挙
－市長

2015年10月26日 朝日新聞 朝 29
袖ケ浦市長に出口氏　新顔破り３
選　投票率最低４８．３％　火葬場
建設難しいかじ取り

172
選挙
－市長

2015年10月26日 毎日新聞 朝 29
袖ケ浦市長に出口氏　福原氏破り
３選　投票率４８．３０％　市長選
開票結果

172
選挙
－市長

2015年10月26日 読売新聞 朝 33
袖ケ浦市長出口氏３選　活性化へ
具体的成果を　市長選開票結果

172
選挙
－市長

2015年10月27日 新千葉新聞 1

市長に出口清氏が当選　投票率
は四八．三〇％　袖ケ浦市過去最
低の投票率　市議補選には山口
進氏と山下信司氏

172
選挙
－市長

2015年10月27日 千葉日報 11
「施策効果を全域に」　袖ケ浦市
長３戦の出口氏　商業施設誘致も
意欲

172
選挙
－市長

2015年10月27日 東京新聞 26
「まちづくりの果実全域に」出口氏
が僅差で３選　袖ケ浦市長選　袖
ケ浦市長選確定得票

172
選挙
－市長

2015年10月27日 毎日新聞 朝 27
出口氏が３選「実をならす」　袖ケ
浦市長選　市長選開票結果
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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4月2日 千葉日報 1
あす告示、１３５人立候補へ　１８
選挙区で無投票か　ちば県議選２
０１５　「地方創生」などテーマ

173
選挙
－県議会

2015年4月3日 新千葉新聞 1
千葉県議選きょう告示　君津･富
津・袖ケ浦は無投票が濃厚

173
選挙
－県議会

2015年4月3日 千葉日報 3
県内の選挙人名簿登録者数の状
況　前回比　袖ケ浦市

173
選挙
－県議会

2015年4月3日 読売新聞 夕 5
千葉県議選立候補者　届け出順
袖ケ浦市

173
選挙
－県議会

2015年4月3日 千葉日報 22
統一地方選２０１５　ちば　県議選
有権者数　袖ケ浦市

173
選挙
－県議会

2015年4月3日 毎日新聞 朝 23
統一地方選’１５　きょう告示　各
党　論戦本格化　袖ケ浦市

173
選挙
－県議会

2015年4月3日 産経新聞 25
統一選２０１５　「地方創生」など争
点　県議選、千葉市議選きょう告
示　袖ケ浦市

173
選挙
－県議会

2015年4月3日 読売新聞 朝 27
統一選１５　９日間の決戦へいざ
県議選　千葉市議選きょう告示
袖ケ浦市

173
選挙
－県議会

2015年4月3日 朝日新聞 朝 28
ちば　統一地方選ってそもそも
何？　選挙人名簿登録者数　袖ケ
浦市

173
選挙
－県議会

2015年4月4日 新千葉新聞 1
県議選に七人が立候補　予想の
候補者出馬　袖ケ浦市　定数一

173
選挙
－県議会

2015年4月4日 千葉日報 1
県議選告示　１１１人が７１議席争
う　無投票当選者　袖ケ浦市

173
選挙
－県議会

2015年4月4日 千葉日報 8
県議選立候補者の顔ぶれ　届け
出順　無投票当選者　袖ケ浦市

173
選挙
－県議会

2015年4月4日 毎日新聞 朝 22
県議選立候補者　届け出順　無投
票当選者　袖ケ浦市

173
選挙
－県議会

2015年4月4日 朝日新聞 朝 23
１８選挙区２４人無投票　無投票
当選者　袖ケ浦市

173
選挙
－県議会

2015年4月4日 産経新聞 23
県議選１３５人立候補　無投票当
選者　袖ケ浦市

173
選挙
－県議会

2015年4月4日 東京新聞 23
千葉県議選立候補者　届け出順
無投票当選者　届け出順　袖ケ浦
市

173
選挙
－県議会

2015年4月4日 読売新聞 朝 33
県議選無投票当選者　届け出順
袖ケ浦市
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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4月5日 新千葉新聞 1
県議四人が無投票当選　現職の
みの立候補で　君津･富津･袖ケ
浦市

173
選挙
－県議会

2015年4月7日 東京新聞 22
請求書なしで閲覧　支給議会の３
割　政務活動費の領収書　統一地
方選２０１５ちば

173
選挙
－県議会

2015年4月16日 新千葉新聞 1
県とのパイプ役果たす　六人に当
選証書付与　君津地域振興事務
所で石橋所長から

182
市出身の県
議会議員

2015年10月8日 千葉日報 3 県議の資産一覧

182
市出身の県
議会議員

2015年10月8日 毎日新聞 朝 27
県議資産平均２１４８万円　総額１
億円超え３人　９５人公開

182
市出身の県
議会議員

2015年10月21日 新千葉新聞 2
県資産公開条例に基づき　地元
県議六人の資産　四月に改選

191
市役所
職員

2016年1月13日 毎日新聞 朝 23
県内市町村職員の給与水準　全
国平均上回る　県内２位袖ケ浦市

191
市役所
職員

2016年1月14日 産経新聞 23
給与水準平均下回る　市川が全
国４位　５３市町村職員

191
市役所
職員

2016年1月26日 読売新聞 朝 33 市町村給与水準指数３年連続減

192
市役所
人事

2015年4月6日 千葉日報 9 袖ケ浦市人事（４月１日付）

192
市役所
人事

2015年4月8日 毎日新聞 朝 22 袖ケ浦市人事（１日）

192
市役所
人事

2015年4月9日 新千葉新聞 2
企画副参事に千田氏　袖ケ浦市
の課長級①　四月一日付け異動

192
市役所
人事

2015年4月10日 新千葉新聞 2
予防課副参事に松井氏　消防関
係等の異動　袖ケ浦市の課長級
②

192
市役所
人事

2015年7月30日 新千葉新聞 2

袖ケ浦市は社会人枠新設　市職
員の採用試験　君津地域四市　受
験申し込みの受付が八月十四日
迄

192
市役所
人事

2015年9月1日 新千葉新聞 1
市職員は狭き門　四市の応募状
況公開　採用一次試験　平成二十
八年四月一日以降採用予定

２
事件・
災害

212
木更津
警察署

2015年9月19日 新千葉新聞 1
一日警察署長に高校生　木更津
警察署等　袖ケ浦市で出動式
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

213 防犯 2015年10月3日 新千葉新聞 1
安全で快適なまちづくり　袖ケ浦
市交通防犯大会

213 防犯 2015年10月16日 新千葉新聞 2
『ダメ・ゼッタイ』運動　薬剤師会や
薬業界　危険ドラッグ等防止

213 防犯 2015年10月25日 新千葉新聞 2
通学路の危険箇所を認識　根形
小学校四年生　親子安全マップ作
成

213 防犯 2015年12月13日 新千葉新聞 1

児童等の見守り活動協定　木更
津署等が締結　木更津市袖ケ浦
市　コンビニの（株）セブン-イレブ
ン・ジャパンと

213 防犯 2015年12月16日 東京新聞 18
セブンーイレブンに駆け込んで
児童・生徒の見守り協定

221 事件 2015年5月2日 千葉日報 18
説明看板６基損壊　袖ケ浦、蔵波
公園

221 事件 2015年5月3日 新千葉新聞 2 看板六基壊す　袖ケ浦、蔵波公園

221 事件 2015年5月22日 新千葉新聞 2
猫遺棄書類送検　袖ケ浦公園に
捨てる

221 事件 2015年7月19日 千葉日報 20 交番のガラス割った疑い

221 事件 2015年7月19日 毎日新聞 朝 25
袖ケ浦・交番のガラス割った容疑
で男逮捕

221 事件 2015年7月22日 新千葉新聞 2
交番のガラス割る　長浦駅前で男
逮捕

221 事件 2015年7月31日 朝日新聞 夕 13
４５歳姉殺害容疑妹ら３人を逮捕
足立

221 事件 2015年8月1日 千葉日報 22 姉殺害容疑で妹２人と男を逮捕

221 事件 2015年8月1日 千葉日報 22 万引の疑い

221 事件 2015年8月2日 新千葉新聞 2 万引き女逮捕　袖ケ浦のコンビニ

221 事件 2015年8月20日 新千葉新聞 2
８５万円振り込む　袖ケ浦の女性
被害

221 事件 2015年9月10日 千葉日報 21 電話ｄｅ詐欺で９５万円被害

221 事件 2015年9月11日 新千葉新聞 2
９５万円振込む　袖ケ浦の男性
詐欺に
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

221 事件 2015年9月30日 新千葉新聞 2
女子高生を盗撮　君津署が男逮
捕

221 事件 2015年9月30日 千葉日報 18 盗撮の疑いで４９歳逮捕

221 事件 2015年10月4日 新千葉新聞 2 強盗未遂逮捕　袖ケ浦のコンビニ

221 事件 2015年10月4日 新千葉新聞 2
痴漢男を逮捕　木更津市の店舗
で

221 事件 2015年10月4日 千葉日報 20 木更津で痴漢の疑い

221 事件 2015年10月4日 千葉日報 20 コンビニ強盗未遂の疑いで男逮捕

221 事件 2015年10月18日 新千葉新聞 2
百万円振込む　袖ケ浦市で女性
被害

221 事件 2015年10月21日 新千葉新聞 2 万引きの女逮捕　袖ケ浦で食料等

221 事件 2015年10月21日 千葉日報 18 万引き容疑で女逮捕

221 事件 2015年11月4日 千葉日報 18 無銭飲食の疑い

221 事件 2015年11月5日 新千葉新聞 2
無銭飲食逮捕　袖ケ浦の焼肉店
で

221 事件 2015年11月12日 新千葉新聞 1
１５歳の男逮捕　木更津署・電話
詐欺

221 事件 2015年11月12日 千葉日報 21
１００万円詐欺容疑　木更津署、
少年逮捕

221 事件 2015年11月13日 産経新聞 27
袖ケ浦公園　なお減らぬ遺棄　捨
て猫　摘発・捜査相次ぐ

221 事件 2015年11月25日 千葉日報 18
袖ケ浦で計１２００万被害　７０代
女性と６０代男性

221 事件 2015年11月26日 新千葉新聞 2
一千万円被害　袖ケ浦の女性会
社員

221 事件 2015年11月26日 新千葉新聞 2 二百万円振込　袖ケ浦の男性

221 事件 2015年11月26日 毎日新聞 朝 27 振込め詐欺で０００万円被害

221 事件 2015年12月18日 新千葉新聞 2
娘二人を殺害　袖ケ浦・練炭燃や
し
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

221 事件 2015年12月18日 千葉日報 19
練炭燃やし娘２人殺害　「妻亡くし
悲観」心中か　木更津署、容疑の
父親逮捕

221 事件 2015年12月18日 東京新聞 26
娘２人と無理心中か　殺人容疑４
６歳逮捕　住民「妻の死で落ち込
む」　袖ケ浦

221 事件 2015年12月18日 毎日新聞 朝 27
妻病死で心中か　娘２人殺害容
疑、父逮捕　袖ケ浦

221 事件 2016年1月17日 新千葉新聞 2
女子職員に暴行　袖ケ浦市役所
で

221 事件 2016年1月17日 千葉日報 18 市職員の胸ぐらつかんだ疑い

221 事件 2016年2月11日 新千葉新聞 ２
脱税容疑告発　袖ケ浦の塗装会
社

222 事故 2016年2月21日 新千葉新聞 1
挟まれ男性死亡　袖ケ浦市で機
械に

222 事故 2016年2月21日 千葉日報 20
機械に挟まれ男性死亡　木更津
署

222 事故 2016年2月21日 産経新聞 25
解体作業中の男性　機械に挟ま
れ死亡

231 交通事故 2015年4月5日 千葉日報 18 ひき逃げ容疑で男逮捕

231 交通事故 2015年6月12日 新千葉新聞 2 酒を飲み運転　車ではね怪我さす

231 交通事故 2015年8月25日 千葉日報 19
店舗に車突っ込む　袖ケ浦、２人
けが

231 交通事故 2015年8月26日 新千葉新聞 2
店に車突っ込む　袖ケ浦で二人軽
症

231 交通事故 2015年9月3日 千葉日報 21
県道を横断の男性車にはねられ
死亡　袖ケ浦

231 交通事故 2015年9月3日 読売新聞 朝 33 ７７歳はねられ死亡

231 交通事故 2015年9月15日 新千葉新聞 1 車両火災発生　アクアライン下り

231 交通事故 2015年9月19日 千葉日報 20
袖ケ浦では女性重症　車にはねら
れ転倒

231 交通事故 2015年9月28日 千葉日報 18 酒酔い運転で男逮捕
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

231 交通事故 2015年9月29日 新千葉新聞 2 追突し軽症　アルコールの影響

231 交通事故 2015年9月29日 新千葉新聞 2 酒酔い運転　袖ケ浦で車に接触

231 交通事故 2015年9月29日 千葉日報 18 危険運転容疑で会社員逮捕

231 交通事故 2015年9月29日 読売新聞 朝 33 危険運転致傷の疑い

231 交通事故 2015年10月8日 千葉日報 21
事故を起こした友人の身代わり
木更津署、容疑の男逮捕

231 交通事故 2015年10月8日 読売新聞 朝 33 知人かばった容疑

231 交通事故 2015年10月9日 新千葉新聞 2
身代わり申告　木更津署で追突事
故

231 交通事故 2015年10月18日 千葉日報 19
パトカーから逃走中ひき逃げ　木
更津署、容疑の男逮捕

231 交通事故 2015年10月18日 朝日新聞 朝 29
パトカーに追跡されて事故起こし
逃走した男逮捕

231 交通事故 2015年10月18日 毎日新聞 朝 29
袖ケ浦・パトカーから逃走の男を
ひき逃げ容疑で逮捕

231 交通事故 2015年10月18日 読売新聞 朝 29 ひきにげ容疑で逮捕

231 交通事故 2015年10月20日 新千葉新聞 2 ひき逃げ逮捕　袖ケ浦市のぞみ野

231 交通事故 2015年10月24日 新千葉新聞 2
酒飲運転追突　長須賀で女性軽
症

231 交通事故 2015年10月24日 千葉日報 19
飲酒運転で追突容疑　28歳溶接
工の男逮捕　木更津署

231 交通事故 2015年11月18日 新千葉新聞 2
袖ケ浦市で車衝突四人死傷　軽
ワゴンとダンプ

231 交通事故 2015年11月18日 千葉日報 19
ダンプと衝突４人死傷　袖ケ浦の
交差点

231 交通事故 2015年11月18日 毎日新聞 朝 25
軽ワゴン衝突２４歳男性死亡　袖
ケ浦・３人重症

231 交通事故 2015年11月18日 産経新聞 25
ダンプカーと衝突１人死亡３人重
症

231 交通事故 2015年11月18日 読売新聞 朝 33 交差点で衝突　５人死傷
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

231 交通事故 2015年11月19日 新千葉新聞 2
訂正　昨報の袖ケ浦市の交通事
故でダンプの運転手は軽症に訂
正

232 交通安全 2015年4月23日 新千葉新聞 1

高齢者の事故防止徹底　春の交
通安全教室　袖ケ浦自動車教習
所　シニアクラブ参加、飲酒運転
撲滅へ

232 交通安全 2015年5月10日 新千葉新聞 1
あすから交通安全運動　袖ケ浦市
九日　百目木公園まつりにあわせ
啓蒙活動

232 交通安全 2015年5月13日 新千葉新聞 1

子どもと高齢者事故防止　春の全
国交通安全運動　地元四市の活
動　「一日警察署長」や出動式、市
内巡視

232 交通安全 2015年6月9日 新千葉新聞 1

交通事故に遭わないでね　幼児
交通安全教室　袖ケ浦自動車教
習所　袖ケ浦桜ケ丘幼稚園の年
長児が参加

232 交通安全 2015年6月18日 新千葉新聞 1

地域の交通リーダーに　優良運転
者等表彰式　木更津交通安全協
会　無事故無違反の十九人に表
彰状贈る

232 交通安全 2015年9月10日 新千葉新聞 1

交通事故防止へ決意新た　体験
型交通安全講習会　「セーフティド
ライバーちば」展開中　君津地区
安管協

232 交通安全 2015年9月20日 新千葉新聞 1

秋の全国交通安全運動　あすか
ら全国一斉　地元四市の啓発活
動　子どもと高齢者の事故防止等
を目標に

232 交通安全 2015年9月30日 新千葉新聞 2

自転車の交通ルール確認　高齢
者交通安全教室　袖ケ浦自動車
教習所　平川地区のシニアクラブ
会員が参加

232 交通安全 2015年11月19日 新千葉新聞 1

地域の交通安全に功労　緑十字
銅章決まる　交通栄誉章地元１４
人に　全日本交通安全協会が優
良運転者等
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232 交通安全 2015年12月9日 新千葉新聞 1

冬の交通安全運動展開　あすか
ら県下一斉に　十二月末まで　君
津地域四市の活動で事故撲滅期
す

232 交通安全 2015年12月27日 新千葉新聞 1
交通遺児に育英基金を　会長が
四家族に渡す　木更津交通安全
協会

233 交通違反 2015年5月19日 新千葉新聞 2
無免許・酒気帯び　袖ケ浦で乗り
上げ

233 交通違反 2015年7月23日 新千葉新聞 2 無免許運転　袖ケ浦市で逮捕

233 交通違反 2015年9月2日 新千葉新聞 2
水田に転落　袖ケ浦市で酒酔い
運転

233 交通違反 2015年9月2日 千葉日報 18 酒酔い運転の疑い

233 交通違反 2016年1月7日 千葉日報 18 無免許運転の疑い

233 交通違反 2016年1月8日 新千葉新聞 2 無免許運転　袖ケ浦市長浦駅前

233 交通違反 2016年1月14日 千葉日報 18 無免許運転の疑い

241 消防 2015年12月2日 新千葉新聞 1

一日消防所長に児童任命　昭和
小で避難訓練　袖ケ浦市消防本
部　火災予防運動にあわせ注意
を呼びかけ

241 消防 2016年1月7日 新千葉新聞 1
消防機関の士気の高揚等　１０日
と１７日に出初式　君津地域４市

241 消防 2016年1月23日 新千葉新聞 2
永年、消防業務に精励　知事表彰
に七人①　袖ケ浦市消防出初式

241 消防 2016年1月26日 新千葉新聞 2
永年、消防業務に精励　市長や団
長表彰②　袖ケ浦市消防出初式

242 消防団 2015年6月30日 新千葉新聞 1 四市消防操法　袖・長浦分署で

242 消防団 2015年7月7日 新千葉新聞 1
ポンプ車1位は袖ケ浦　君津支部
消防操作大会

242 消防団 2016年1月20日 新千葉新聞 1
袖ケ浦市消防出初式　団員の士
気高揚図る　六万二千人市民を
守る
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243 火災 2015年5月15日 新千葉新聞 2
火事で死体発見　袖ケ浦市神納
で

243 火災 2015年5月15日 千葉日報 19 民家火災で１人死亡　袖ケ浦

243 火災 2015年5月15日 毎日新聞 朝 25 袖ケ浦と野田で死亡火災相次ぐ

243 火災 2015年5月25日 新千葉新聞 18
袖ケ浦で空き家全焼／ニュース
ファイル

243 火災 2015年5月26日 新千葉新聞 2 空き家を全焼　袖ケ浦市久保田

243 火災 2015年10月12日 千葉日報 21
袖ケ浦で民家火災　焼け跡から１
遺体

243 火災 2015年10月14日 新千葉新聞 2
焼け跡から遺体　袖ケ浦市神納で
火事

243 火災 2015年12月17日 千葉日報 18 営業中のレストランで火災

243 火災 2015年12月20日 新千葉新聞 2 店舗が焼ける　袖ケ浦市長浦で

244 防火 2015年10月20日 新千葉新聞 2
園児たちが防火の誓い　幼年消
防クラブ大会　きょう袖ケ浦市で

244 防火 2015年10月31日 新千葉新聞 2
秋季火災予防運動前に　袖ケ浦
市消防本部　防火啓発活動の内
容

244 防災 2016年2月23日 新千葉新聞 1
災害時の福祉避難所協定　高齢
者施設七か所と　袖ケ浦市が締
結

244 防火 2016年2月26日 新千葉新聞 1
春の全国火災予防運動　君津四
市取り組み

251 自然災害 2015年5月26日 新千葉新聞 1
茨城県震度５弱　君津地域は震度
３

251 自然災害 2015年7月10日 産経新聞 27
大雨県内の各地で道路被害や土
砂崩れ　袖ケ浦市　停電

251 自然災害 2015年7月10日 読売新聞 朝 33
県中部で大雨　がけ崩れ１５か所
袖ケ浦市では９日午前１時ごろ約
２時間停電

251 自然災害 2015年9月11日 新千葉新聞 2 四市に避難勧告　猛烈な雨続く

251 自然災害 2015年9月11日 毎日新聞 朝 27
県内で大雨　１７市町村で避難指
示・勧告　道路冠水袖ケ浦市
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251 自然災害 2015年9月12日 東京新聞 20
住宅浸水１００棟以上　農作物な
ど被害８４００万円超　県内

251 自然災害 2015年9月19日 千葉日報 21
県内で激しい雷雨　千葉市で７棟
床上浸水

251 自然災害 2015年9月19日 朝日新聞 朝 29 千葉と袖ケ浦で浸水被害

251 自然災害 2015年12月12日 千葉日報 19
県内で記録的強風、気温　１３人
けが　千葉で２８．８メートル　茂原
２４．３度

252 防災 2015年7月5日 新千葉新聞 1
災害時の物資供給など　袖ケ浦
市が覚書　セブンイレブンと締結

252 防災 2015年7月7日 千葉日報 11
セブンイレブンと覚書　災害時の
物資供給　袖ケ浦市

252 防災 2015年8月21日 新千葉新聞 1 総合防火訓練　袖・長浦小学校で

252 防災 2015年8月26日 新千葉新聞 1
大地震想定し緊張感持って　六年
ぶりの実施　袖ケ浦市防災訓練

252 防災 2015年8月27日 新千葉新聞 2

災害に備え各種訓練　地域幽谷
防災学習会　平岡小学校幽谷分
校で　住民や子ども、教員等一泊
二日で体験

252 防災 2015年12月22日 読売新聞 朝 33
非常用電源４市町村未設置　４２
市町村３日持たず

３
産業・
経済

303 企業 2015年6月17日 新千葉新聞 1 長浦・新生企業社長就任

304 エネルギー 2015年4月13日 千葉日報 18

市原に１００万キロワット級火力発
電所　関電、東燃ゼネと共同で建
設へ　電力各社による東日本の主
な火力発電所　千葉県袖ケ浦市

304 エネルギー 2015年8月28日 朝日新聞 夕 2
千葉の火力発電にも異議　環境
相「温室ガス対策必要」

304 エネルギー 2015年8月28日 千葉日報 2
環境省　袖ケ浦の計画認めず　Ｃ
Ｏ２排出増加懸念　石炭火力発電
で３度目

304 エネルギー 2015年8月28日 日本経済新聞 夕 3
千葉の石炭火力異議　環境相、山
口・愛知に続き

304 エネルギー 2015年8月28日 毎日新聞 夕 8
石炭火力「認めず」３例目　環境相
千葉・袖ケ浦の発電所」
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304 エネルギー 2015年8月29日 千葉日報 1
業界はルール作成を　袖ケ浦の
石炭火力「認めず」　ＣＯ２削減に
「支障」懸念　環境相意見書

304 エネルギー 2015年8月29日 毎日新聞 朝 2
石炭火力乱立に異議　環境相今
年３例目　コスト安　業界優先　温
暖化　主要国規制

304 エネルギー 2015年8月29日 日本経済新聞 朝 5
石炭火力隔たり鮮明　環境相　千
葉も反対意見　経産相　建設は容
認方針

304 エネルギー 2015年10月28日 東京新聞
26-
27

「石炭火力２０００万キロワット新
設」発電計画世界の温暖化対策
に逆行　欧米廃止の方向　環境省
は懸念　増やすべきは「再生エネ」
原発稼動に頼るな　ＣＯＰ２１で孤
立も

304 エネルギー 2016年1月30日 朝日新聞 朝 29
火力発電建設へアセス縦覧・説明
会　袖ケ浦で計画進む

304 エネルギー 2016年2月7日 朝日新聞 朝 1
石炭火力新設　容認へ　環境省
温室ガス管理強化が条件　袖ケ
浦市

304 エネルギー 2016年2月7日 朝日新聞 朝 6
石炭火力　環境省が容認へ　電力
業界　歓迎の声　千葉袖ケ浦

304 エネルギー 2016年2月10日 新千葉新聞 1
環境評価縦覧　袖ケ浦火力発電
所

331
経済関係
団体

2016年1月17日 新千葉新聞 1
地元商業の発展など願い　商工
会と法人会　袖ケ浦賀詞交歓会

332
商工会議
所

2015年7月5日 新千葉新聞 2
珠算検定試験結果　袖ケ浦市商
工会主催

332
商工会議
所

2015年11月20日 新千葉新聞 2
大会結果や優良生徒等　袖ケ浦
市商工会　親睦珠算競技大会

352 工業団地 2016年2月18日 日本経済新聞 朝 35
２工業団地視察来月バスツアー
県、企業立地促進へ

352 工業団地 2016年2月29日 千葉日報 11
造成中の工業団地視察　県、１０
日にバスツアー　茂原袖ケ浦

361 商業 2015年5月1日 新千葉新聞 2
ガウラとくとく商品券　袖ケ浦市地
元応援　利用できる店舗募集

361 商業 2015年6月27日 産経新聞 23
今年度の県内市町村の商品券プ
レミアム率　【２０％】　袖ケ浦

361 商業 2015年7月3日 千葉日報 9
1万セット売れ残り　プレミアム商
品券　袖ケ浦で追加販売へ
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361 商業 2015年7月9日 新千葉新聞 2
追加販売の申込み受付　プレミア
ム付き商品券　袖ケ浦市

361 商業 2015年8月4日 千葉日報 4
郊外店台頭で商圏変化　地元に
危機感、惜しむ声も　千葉パルコ
閉店

371
農業（田ん
ぼの学校）

2015年6月16日 新千葉新聞 1

知事が千葉県産物ＰＲ　市長らと
トップセールス　県民の日にちな
み　イオンモール木更津でフェアを
開催

371
農業（田ん
ぼの学校）

2015年8月1日 千葉日報 9
巨大カボチャで相撲大会　袖ケ浦
横綱は溝口さんの１８０キロ

371
農業（田ん
ぼの学校）

2015年8月2日 新千葉新聞 2
１８０キロの溝口さんＶ　袖ケ浦市
光福寺で　どてかぼちゃ相撲大会

371
農業（田ん
ぼの学校）

2015年8月24日 読売新聞 朝 33
パッションフルーツ特産に　内房の
農家が取り組み

371
農業（田ん
ぼの学校）

2015年9月11日 読売新聞 朝 32
１８０キロカボチャ　Ｖ　どてかぼ
ちゃ相撲大会

371
農業（田ん
ぼの学校）

2015年10月6日 新千葉新聞 1

農業施策等の建議書提出　市長
や教育長に渡す　袖ケ浦市農業
委員会　袖ケ浦市の地産地消の
推進を柱に

371
農業（田ん
ぼの学校）

2015年10月15日 朝日新聞 朝 29
農業都市　荒れる水田　「もうから
ぬ」耕作放棄３２８ヘクタール　袖
ケ浦市長選１８日告示

371
農業（田ん
ぼの学校）

2015年11月26日 新千葉新聞 2
知事賞に佐久間氏・米　特別賞と
金賞受賞者　ＪＡきみつ農畜産物
品評会

371
農業（田ん
ぼの学校）

2015年11月28日 新千葉新聞 2
知事賞に川名進さん（しいたけ）
しいたけ品評会や農畜産物品評
会続き

371
農業（田ん
ぼの学校）

2015年11月29日 新千葉新聞 2
訂正　11月28日記事「君津地域し
いたけ品評会」の入賞者について
訂正あり

371
農業（田ん
ぼの学校）

2015年12月17日 新千葉新聞 2
特産の落花生や新鮮野菜　外野
野菜まつり　袖ケ浦台野菜研究会

372
農協（ゆり
の里）

2015年4月16日 千葉日報 9
ゆりの里新緑まつり【袖ケ浦】／イ
ベント
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372
農協（ゆり
の里）

2015年5月14日 新千葉新聞 2
一番茶をご賞味あれ！　ゆりの里
で新茶まつり　袖ケ浦市の農畜産
物直売所

372
農協（ゆり
の里）

2015年6月11日 新千葉新聞 2
餅投げや野菜の詰め放題　ゆり
の里・菖蒲まつり　袖ケ浦市飯富

372
農協（ゆり
の里）

2015年7月9日 千葉日報 11
ゆりの里夏の感謝祭【袖ケ浦】/イ
ベント

372
農協（ゆり
の里）

2015年9月3日 新千葉新聞 2 新米まつり　JAきみつ直売所

372
農協（ゆり
の里）

2015年10月7日 新千葉新聞 1 八周年感謝祭　袖ケ浦・ゆりの里

372
農協（ゆり
の里）

2015年10月14日 新千葉新聞 1
来店二百五十万人突破　幸運の
家族に記念品　袖ケ浦市ゆりの里

372
農協（ゆり
の里）

2015年11月12日 千葉日報 9
ゆりの里秋の収穫感謝祭【袖ケ
浦】／イベント

372
農協（ゆり
の里）

2015年11月14日 新千葉新聞 2 収穫感謝祭　袖ケ浦　ゆりの里

372
農協（ゆり
の里）

2015年12月16日 新千葉新聞 2 年末感謝祭　袖ケ浦　ゆりの里

372
農協（ゆり
の里）

2015年12月17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）

2016年1月14日 新千葉新聞 2
野菜の詰め放題や餅販売　ウィン
ターフェア　袖ケ浦市ゆりの里

372
農協（ゆり
の里）

2016年1月21日 千葉日報 11
ゆりの里ウインターフェア【袖ケ
浦】／イベント

372
農協（ゆり
の里）

2016年2月18日 新千葉新聞 2
ホットミルクや杵つき餅等　「ゆり
の里」梅まつり　袖ケ浦市直売所

372
農協（ゆり
の里）

2016年2月19日 千葉日報 11
イベント　袖ケ浦　ゆりの里　梅ま
つり

373 農園 2015年8月27日 東京新聞 23
六万坪収穫体験型農園イクア　千
葉　実り最前線

373 農園 2015年10月15日 千葉日報 11
大曽根枝豆・落花生収穫祭　【袖
ケ浦】/イベント

377
園芸・花き
栽培

2015年5月17日 新千葉新聞 2

生物や自然を大切にと　袖ケ浦市
造園協同組合　カブトムシの幼虫
配布　蔵波台さつき幼稚園など十
二施設に

377
園芸・花き
栽培

2015年11月5日 新千葉新聞 1
手塩にかけ育てた力作　　木更津
菊まつり
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４　建設 402 地価 2015年9月16日 日本経済新聞 第二部 2
２０１５年基準地価　特集　関東
千葉

402 地価 2015年9月16日 千葉日報 8
２０１８年県内地価基準価格　袖ケ
浦市

402 地価 2015年9月16日 東京新聞 9
都道府県別の地価上位　千葉県
の基準地価　袖ケ浦市

402 地価 2015年9月16日 毎日新聞 朝 26 基準地価　袖ケ浦市

402 地価 2015年9月16日 産経新聞 26 千葉県の基準地価　袖ケ浦市

402 地価 2015年9月16日 朝日新聞 朝 27 千葉の基準地価　袖ケ浦市

402 地価 2015年9月16日 産経新聞 27
全用途で７年ぶり上昇　変動率
工業地、船橋市西浦が全国１位
基準地価　市区町村別平均価格

402 地価 2015年9月16日 読売新聞 朝 31 千葉県内の基準地価　袖ケ浦市

402 地価 2015年9月16日 日本経済新聞 朝 39
都心に近い住宅地任期　基準地
価７年ぶり上昇　県内　商業地、２
年連続プラス

421 区画整理 2016年1月23日 千葉日報 11
スラグ埋設めぐり対立　区画整理
組合と施工業者　袖ケ浦

421 区画整理 2016年1月23日 朝日新聞 朝 25
変更申請せず工事　製鋼スラグで
地盤改良　袖ケ浦の土地区画整
理事業

421 区画整理 2016年1月23日 東京新聞 26
計画変更せず地盤改良　スラグ２
４万トンを使用　袖ケ浦市区画整
理

421 区画整理 2016年2月10日 東京新聞 24
地権者の一部県に審査請求　袖
ケ浦区画整理事業

421 区画整理 2016年2月27日 新千葉新聞 1
農業経営の安定合理化　袖ケ浦
市で横田駅前に建立　記念碑の
除幕式

422 埋立地 2015年6月3日 千葉日報 11
塩漬けの火葬場用地　企業へ貸
し出しへ

451 港 2015年7月31日 千葉日報 11
ポートクイーン２人訪問「千葉の発
展に貢献したい」袖ケ浦・市原
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451 港 2015年8月1日 新千葉新聞 1
袖ケ浦市のＰＲにも一役　二〇一
五ポートクイーン二人が抱負　出
口市長を千葉港親善大使訪問

451 港 2015年8月10日 東京新聞 18
ポートクイーン千葉港をＰＲ　袖ケ
浦市役所を表敬

472
袖ケ浦公
園

2015年5月24日 千葉日報 11

捨て猫１００匹　対応に苦慮　警
察、飼い主を書類送検　“評判”広
がり後絶たず　地方発ワイド　袖
ケ浦公園

472
袖ケ浦公
園

2015年5月26日 産経新聞 23
「法律違反｣捨て猫許すな！　１０
０匹生活の袖ケ浦公園で摘発　厳
しい環境「寿命５．６年｣

472
袖ケ浦公
園

2015年6月5日 千葉日報 9
１３日に花摘み娘登場　袖ケ浦公
園

472
袖ケ浦公
園

2015年6月6日 朝日新聞 朝 25
ハナショウブ、花摘み娘も登場
袖ケ浦で見頃、１３日にまつり

472
袖ケ浦公
園

2015年6月7日 新千葉新聞 2
花摘み娘も華やかに　袖ケ浦公園
１３日に花菖蒲まつり

472
袖ケ浦公
園

2015年6月11日 読売新聞 朝 31 優雅さでショウブ

472
袖ケ浦公
園

2015年11月21日 新千葉新聞 2
袖ケ浦公園探検　ウォーキング
フェスタ

472
袖ケ浦公
園

2016年2月2日 新千葉新聞 1 社説　春の胎動二月の歳時記

472
袖ケ浦公
園

2016年2月19日 新千葉新聞 2
あす梅見茶屋　袖ケ浦公園で甘
酒

473
百目木公
園

2015年4月28日 新千葉新聞 2
歌謡ショーやカラオケ等　百目木
公園まつり　袖ケ浦市で九日に

476
ひらおかの
里農村公園

2015年11月26日 千葉日報 11
ひらおかの里農村公園収穫祭【袖
ケ浦】／イベント

476
ひらおかの
里農村公園

2016年2月25日 新千葉新聞 2
食用なばなの摘み取り　袖・ひら
おかの里

５
交通・
通信

511 内房線 2015年5月23日 新千葉新聞 1 ＢＳ３で内房線　きょう等再放送

511 内房線 2016年1月6日 千葉日報 18
内房線で線路点検による遅れや
運休
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512 久留里線 2015年4月19日 朝日新聞 朝 29

久留里線の魅力　高校生ら発掘
へ　観光誌「るるぶ」特別版発行
めざす　活性化狙い地元６校と大
学が取り組み

512 久留里線 2015年4月21日 千葉日報 9
久留里線の利用者増へ　地元高
校生と大学生タッグ　活性化を模
索

512 久留里線 2015年5月4日 朝日新聞 朝 17
地元の高校生ら観光資源調査
「久留里線と沿線、盛り上げよう」

512 久留里線 2015年9月3日 日本経済新聞 朝 31
車両、観光地、キャラで彩る　JR
東、久留里線で

512 久留里線 2015年9月19日 千葉日報 11
ラッピング列車登場　１２月２０日
まで　久留里線　紅葉など沿線の
魅力発信

512 久留里線 2015年9月20日 新千葉新聞 2

ラッピング列車に乗ろう　ＪＲ久留
里線で運行　木更津駅で出発式
キャラクター等描く、１２月２０日ま
で

512 久留里線 2015年9月24日 朝日新聞 朝 25
人気の路線秋彩って走り出す　沿
線キャララッピング　ＪＲ久留里線

512 久留里線 2015年10月4日 新千葉新聞 1
ＪＲ久留里線沿線をＰＲ　きょう都
内でイベント　千葉県が主催で

512 久留里線 2015年10月6日 毎日新聞 朝 25
久留里線ラッピング列車　「きみ
ぴょん」たち上総路へいざなう

512 久留里線 2015年11月3日 新千葉新聞 2

久留里線を花いっぱいに　菜の花
の種まき　沿線の休耕田に咲かせ
よう　久留里線活性化プロジェクト
実行委員会

512 久留里線 2015年11月6日 千葉日報 11
菜の花畑で乗客増　期待込め沿
線に種まき　ＪＲ久留里線

512 久留里線 2015年11月24日 千葉日報 8
房総の魅力学生目線で　商大生
が「るるぶ」特別号　久留里線沿
線など、詳細に紹介

512 久留里線 2015年12月2日 新千葉新聞 2
最優秀賞に君津青葉高　久留里
線夢づくりコンテスト　利用促進や
沿線の魅力発信で活性化

512 久留里線 2015年12月7日 千葉日報 9
久留里線駅伝実現へ１４駅たすき
でつなぐ　４０人が２回目の試走
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512 久留里線 2015年12月9日 新千葉新聞 2

久留里線駅伝復活願い　十四駅
間タスキでつなぐ　上総亀山駅～
木更津駅　周辺地域の活性化を
目指し約二百人

512 久留里線 2016年1月9日 朝日新聞 朝 26

めざせ！駅間つなぐ本当の駅伝
久留里線沿線市民復活へ取り組
み　全線１４駅間の１３区約３５キ
ロ

513 駅 2015年10月30日 新千葉新聞 2
あす午後二時から供用開始　ＪＲ
袖ケ浦駅で

541 郵便 2015年12月8日 千葉日報 21
封筒届くも、カードなく　マイナン
バー通知　袖ケ浦　２人分変更・
再発行

541 郵便 2015年12月8日 産経新聞 23
通知カード未封入袖ケ浦で２件発
覚　マイナンバー

541 郵便 2015年12月8日 東京新聞 26
マイナンバー通知カード　「封筒に
入っていない」　袖ケ浦市で２世帯
分

541 郵便 2015年12月8日 朝日新聞 朝 29
マイナンバー封筒開けたら・・・　通
知カードなし袖ケ浦で２人

541 郵便 2015年12月8日 読売新聞 朝 38 通知カード同封なし

541 郵便 2015年12月9日 新千葉新聞 2
同封なしと届出　袖ケ浦・通知カー
ド

541 郵便 2016年1月5日 新千葉新聞 1
干支文字を様々な書体で　辻本大
雲氏も揮毛　日本郵便（株）切手
シート等

561 ラジオ 2015年6月20日 千葉日報 9
君津４市にエリア拡大　災害時の
情報発信に期待　かずさＦＭ

561 ラジオ 2015年6月21日 新千葉新聞 1
四市全域に電波が届く　コミュニ
ティＦＭ局「かずさエフエム（株）」

561 ラジオ 2015年10月14日 新千葉新聞 2
六周年と放送エリア拡大　記念の
パーティー　８３．４かずさＦＭ　地
域情報・防災情報など有効活用を

562 テレビ 2015年5月30日 千葉日報 9
市民有志、ロケ誘致へ　袖ケ浦
「好立地」に着目　フィルムコミッ
ション結成
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６
市民
生活

611 住宅 2016年1月14日 日本経済新聞 朝 35
環境配慮住宅袖ケ浦に　家庭用
燃料電池など装備　新昭和、５１
棟販売

631 環境 2015年5月10日 新千葉新聞 1
地球にやさしく涼しい夏を　袖ケ浦
市　緑のカーテン作り講習会

632 環境衛生 2015年11月17日 新千葉新聞 2
家庭ごみの分け方と出し方　袖ケ
浦市リーフレット作成　外国人にも
分かるように

632 環境衛生 2015年11月26日 日本経済新聞 夕 15
千葉県袖ケ浦市　燃えるごみ用の
袋１０万枚「燃やせない」と誤表示

632 環境衛生 2015年11月26日 千葉日報 19
ごみ袋１０万枚印字ミス　袖ケ浦
市

632 環境衛生 2015年11月26日 産経新聞 23
ごみ袋１０万枚印字ミス　袖ケ浦
燃やせる用に「燃やせない」

632 環境衛生 2015年11月26日 東京新聞 26 指定ごみ袋１０万枚に誤字

632 環境衛生 2015年11月26日 朝日新聞 朝 29
「燃せない×るごみ」用の袋でした
袖ケ浦市、１０万枚印刷ミス

632 環境衛生 2015年11月27日 新千葉新聞 2 印字誤り発表　袖ケ浦市のごみ袋

632 環境衛生 2015年11月27日 読売新聞 朝 33 指定ごみ袋印字ミス　袖ケ浦市

633 環境保全 2015年6月2日 新千葉新聞 1
ゴミゼロで街を美しく　大貫中生徒
も清掃活動　君津地域四市で

633 環境保全 2015年8月29日 新千葉新聞 1
上総地域の水を考える　今日シン
ポジウム　小櫃川の水を守る会

634 自然保護 2015年12月22日 新千葉新聞 2
つる籠細工体験　袖・椎の森里山
会

635 火葬場 2015年6月5日 朝日新聞 朝 29
木更津に４市共同火葬場　君津・
袖ケ浦・富津と建設へ

635 火葬場 2015年9月15日 朝日新聞 朝 29

元火葬場用地、下落　袖ケ浦市公
社９９年に１１億５００００万円で買
収　目減り幅８億円超　１９日から
市民説明会

635 火葬場 2015年10月1日 新千葉新聞 1
火葬場の建設用地取得等　袖ケ
浦市議会定例会　全案可決し閉
会

635 火葬場 2015年10月1日 千葉日報 11
火葬場４市共同建設へ　３市合
意、袖ケ浦は保留
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635 火葬場 2015年10月1日 朝日新聞 朝 25
火葬場、３市で合意　木更津市な
ど　袖ケ浦　態度保留で

635 火葬場 2015年10月3日 毎日新聞 朝 25 共同火葬場建設３市が基本合意

635 火葬場 2015年10月28日 東京新聞 20
火葬場建設問題の協議入り是非
判断　会見で袖ケ浦市長

635 火葬場 2015年10月28日 朝日新聞 朝 30
懸案の火葬場年内にも決断　３選
の出口・袖ケ浦市長

635 火葬場 2015年11月6日 朝日新聞 朝 29
元火葬場計画地袖ケ浦市貸し出
し

635 火葬場 2015年11月18日 千葉日報 11
塩漬け市有地貸付へ　年８４５万
円以上で募集　袖ケ浦市

635 火葬場 2015年11月21日 新千葉新聞 1
南袖市有地への企業誘致　土地
の貸付者を募集　袖ケ浦市　公募
型プロポーザル方式により

635 火葬場 2015年11月21日 朝日新聞 朝 25
共同火葬場、袖ケ浦市参加へ　木
更津・君津・富津の３市と

635 火葬場 2015年11月28日 千葉日報 10
火葬場で袖ケ浦　４市共同に参加
方針　市議会からは異論も

635 火葬場 2015年12月4日 東京新聞 24
袖ケ浦市も参加の意向　火葬場
建設問題　周辺４市で運営

635 火葬場 2015年12月6日 新千葉新聞 1
協議の場に着く意向示す　袖ケ浦
市の出口市長　４市での火葬場建
設

635 火葬場 2016年1月30日 新千葉新聞 2
四市基本合意の締結　新たに袖
ケ浦市も加わり事業進展へ　覚書
を締結

635 火葬場 2016年1月30日 千葉日報 13
君津地域　火葬場の共同整備　４
市が基本合意

635 火葬場 2016年1月30日 産経新聞 23
火葬場の共同運営　君津地域４市
合同

635 火葬場 2016年1月30日 朝日新聞 朝 29
木更津・君津・富津と合同火葬場
袖ケ浦市も参加合意

635 火葬場 2016年1月30日 読売新聞 朝 35
木更津市と周辺３市火葬場共同
建設合意

635 火葬場 2016年1月31日 東京新聞 24
火葬場建て替えで「４市共同」基
本合意　木更津、袖ケ浦など
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635 火葬場 2016年2月13日 東京新聞 24
「４市共同」すきま風　木更津の市
火葬場建て替え基本合意　地元
住民「なぜ他市」

636
霊園・墓
地

2015年6月27日 新千葉新聞 2 開園時間延長　袖・市営墓地公園

637 緑化 2015年8月3日 千葉日報 1
緑地の「公園化」提言　京葉臨海
コンビナート　立地企業や行政市
民向け指針も

637 緑化 2015年10月22日 新千葉新聞 1
三島幸光さんと幽谷分校　緑の
カーテンコン最優秀　袖ケ浦市で
表彰式

637 緑化 2015年10月22日 新千葉新聞 2
もくもくフェスタ　２４日袖ケ浦公園
で

637 緑化 2015年10月22日 千葉日報 11
袖ケ浦もうもくフェスタ２０１５【袖ケ
浦】/イベント

637 緑化 2015年10月30日 新千葉新聞 2
みどりの資源に想い込め　袖ケ浦
もくもくフェスタ

641 医療 2015年5月30日 新千葉新聞 2
心の健康相談　袖ケ浦市役所で
実施

641 医療 2015年11月3日 朝日新聞 朝 27
休日救急センター単独断念　４市
で設置協議継続　木更津市

642 病院 2015年10月4日 読売新聞 朝 33

病院の実力　千葉編９２　認知症
６５歳以上７人に１人発祥　初診
じっくりと問診　袖ケ浦さつき台病
院認知症疾患医療センター　細井
尚人センター長

645 健康 2015年6月14日 新千葉新聞 2
歯と口の健康を啓発　コンクール
入賞者　作文・標語・図画等

645 健康 2015年12月6日 新千葉新聞 1
はなぶさ健康マラソン大会　袖ケ
浦市野里　住民が団地内を走る

645 健康 2016年2月25日 新千葉新聞 1
運動適正テストで合格章四市の地
域交流大会

648
伝染性疾
患

2015年12月5日 千葉日報 1
全市町村が個別勧奨　肝炎ウイ
ルス検査

667
放射能汚
染

2015年4月1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9月30日 新千葉新聞 1
国の埋立基準内　四市のごみ焼
却灰
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667
放射能汚
染

2015年11月15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

2016年1月6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

2016年2月26日 朝日新聞 朝 28
指定廃棄物の仮保管状況　県内５
４市町村アンケート

691 料理 2015年11月17日 毎日新聞 朝 25
袖ケ浦市　地元食材で新料理　２
０品目レシピ開発　２１日実演販売

691 料理 2015年11月19日 新千葉新聞 2
地元食材を生かした料理　袖ケ浦
市『レシピブック』製作　２１日には
「そでがうらマルシェ」開催

691 料理 2015年11月21日 千葉日報 11
袖ケ浦さんのレシピ開発　落花生
やレタスで２０品目　きょう実演販
売

691 料理 2015年11月22日 読売新聞 朝 33
袖ケ浦の新たな食　発信　駅前で
「マルシェ」

691 料理 2015年11月25日 読売新聞 朝 32
袖ケ浦で地産地消シェフ考案レシ
ピ　市が発行したレシピブック

691 料理 2015年11月26日 朝日新聞 朝 28
袖ケ浦産　シェフの味　市、レシピ
ブック無料配布

691 料理 2015年12月1日 新千葉新聞 2
地元食材の素晴らしさを　シェフが
料理を提供　そでがうらマルシェ

691 料理 2016年1月19日 千葉日報 11
袖ケ浦食材で料理を　シェフが業
者向け講習会　２月１０日、市民会
館で

691 料理 2016年2月13日 新千葉新聞 1
袖ケ浦産の食材生かす　シェフが
地産地消料理　レシピ料理講習会

692 食品 2015年11月18日 新千葉新聞 1

安全・安心な食料品を　優良買受
人に感謝状　近隣四市他の九人
木更津市公設地方卸売市場に貢
献

７　福祉 701 社会福祉 2015年11月26日 千葉日報 11
地域福祉フェスタ【袖ケ浦】／イベ
ント

701 社会福祉 2016年1月19日 新千葉新聞 2
解決に向け適切な助言　心配事
相談の日程　袖ケ浦市社会福祉
協議会

702
ボランティ
ア

2015年6月17日 新千葉新聞 2
夏の花々で花壇を飾る　袖ケ浦市
立根形小学校　ボランティアが整
備
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711 社会事業 2015年9月25日 新千葉新聞 1
家庭に眠っている食品大募集　県
下や地元四市　フードライブを展
開

711 社会事業 2015年10月2日 千葉日報 11
開業１００周年記念　２市教委に学
習漫画　住友化学千葉工場が寄
贈

711 社会事業 2015年10月7日 新千葉新聞 1

化学への関心深めてと　袖ケ浦市
にに書籍寄贈　住友化学（株）千
葉工場　『まんがでよくわかるシ
リーズ　化学のひみつ』

712
寄付･
義捐金

2015年4月9日 新千葉新聞 2
約千六百一万円　袖の大震災義
援金

712
寄付･
義捐金

2015年5月20日 毎日新聞 朝 22
社会事業団への寄託　１９日　ネ
パール地震救援金

712
寄付･
義捐金

2015年8月13日 新千葉新聞 2
社会福祉にと　医療法人恒久会
が寄付

712
寄付･
義捐金

2015年9月3日 新千葉新聞 1

青少年の健全育成にと　袖ケ浦市
に４１万円贈呈　君津信用金庫
「ピーターパンこども募金」による
寄付金

712
寄付･
義捐金

2015年10月4日 新千葉新聞 1
ガステーブル八台を寄贈　長浦中
学校で使用　東京ガス（株）千葉
支社

712
寄付･
義捐金

2015年10月4日 新千葉新聞 2

福祉向上に役立てて　使用済み
切手を寄贈　袖ケ浦市社福協へ
関東郵政退職者同友会・千葉県
支部

712
寄付･
義捐金

2016年1月20日 千葉日報 9
千葉日報　福祉事業団へ寄託　東
京湾アクアライン海ほたるパーキ
ングエリア

715
ライオンズ
クラブ

2016年2月4日 新千葉新聞 2
地域社会への奉仕活動　ベンチ
二基寄贈　袖ケ浦ライオンズクラ
ブ

734
結婚・離
婚

2015年7月14日 新千葉新聞 1
結婚五十周年夫婦に記念品　対
象者は申込を　袖ケ浦市社会福
祉協議会

734
結婚・離
婚

2015年10月27日 新千葉新聞 2 ランチ婚活　袖ケ浦市が千葉で
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742
児童福祉
（子育て支
援）

2015年5月9日 朝日新聞 朝 22
待機児童「ゼロ」　入所待ちも減少
袖ケ浦市

742
児童福祉
（子育て支
援）

2015年5月27日 新千葉新聞 1
待機児童がゼロに　国基準　入所
待ち児童も減少　袖ケ浦市が発表

743 保育所 2015年5月17日 新千葉新聞 2

生物や自然を大切にと　袖ケ浦市
造園協同組合　カブトムシの幼虫
配布　蔵波台さつき幼稚園など十
二施設に

743 保育所 2015年12月25日 新千葉新聞 2
二歳児まで十九人受け入れ　みど
りの風保育園竣工

743 保育所 2016年1月5日 千葉日報 11
小規模保育オープン　定員１９人、
袖ケ浦初　社会福祉法人「みどり
の風｣

744 遊び 2015年8月28日 新千葉新聞 2
様々な体験活動に挑戦　袖ケ浦
市の昭和地区社会福祉協議会
昭和小　奈良輪小

744 遊び 2015年12月20日 新千葉新聞 2
折り紙教室　スパークルシティ木
更津

744 遊び 2016年1月12日 千葉日報 11
新聞紙の凧風にフワリ　市原で
「発明クラブ」

746
学童保育・
児童クラブ

2015年6月28日 新千葉新聞 1 学童保育に期待／社説

746
学童保育・
児童クラブ

2015年9月11日 新千葉新聞 2
地震・炊き出しを体験　袖ケ浦の
キッズパレット　わくわくサイエンス
も

752
青少年総
記

2015年7月2日 千葉日報 11
青少年健全育成推進大会【袖ケ
浦】／イベント

752
青少年総
記

2015年7月8日 新千葉新聞 2
子どもの健やかな成長へ　九個人
団体に感謝状　袖ケ浦市青少年
健全育成推進大会

752
青少年総
記

2016年2月2日 新千葉新聞 1
五十周年の歩みを祝う　社会貢献
の青少年相談員　袖ケ浦市で記
念式典

752
青少年総
記

2016年2月29日 千葉日報 11
特大ちぎり絵が完成　小中生と相
談員が協力　袖ケ浦

762
老人クラ
ブ

2015年6月17日 新千葉新聞 1
五十周年式典　袖ケ浦市のシニア
クラブ連合会
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762
老人クラ
ブ

2015年7月3日 新千葉新聞 1
健康・友愛・奉仕を　袖ケ浦市シニ
アクラブ連合会が節目　発足五十
周年記念事

762
老人クラ
ブ

2015年10月18日 新千葉新聞 2
健康で明るい県民づくり　会員ス
ポーツ大会　君津四市老人クラブ

762
老人クラ
ブ

2016年1月23日 新千葉新聞 2
知事賞に北田氏　県老人クラブ連
大会

763
高齢者福
祉

2015年10月6日 朝日新聞 朝 29

認知症かな？　早期に支援　袖ケ
浦市、専門医・看護師らとチーム
後期高齢者増へ体制づくり　相談
受け訪問、アドバイス

763
高齢者福
祉

2015年10月9日 新千葉新聞 1
住み慣れた地域で暮らす　認知症
初期　集中支援チームが発足　袖
ケ浦市

763
高齢者福
祉

2015年10月12日 千葉日報 9
袖ケ浦市の課題　１０・２５市長選
へ　「共助」継続に難しさ　平均７０
歳が高齢者支援

763
高齢者福
祉

2015年10月19日 千葉日報 11
８職種１３人が集中支援認知症の
重度化防止へ　袖ケ浦市

763
高齢者福
祉

2015年11月1日 千葉日報 1
認知症初期支援１７％　専門医不
足で普及遅れ　県内は１０市町村
どまり　サポート医との連携も

772
障がい者
福祉

2015年5月2日 新千葉新聞 2
知的障がい者を支援　デイサービ
スセンター「上総」完成披露　袖ケ
浦林に

772
障がい者
福祉

2015年5月27日 千葉日報 11
障害者支援施設が完成　袖ケ浦
柊の郷「上総」６月から利用開始

772
障害者福
祉

2015年6月27日 朝日新聞 朝 29
暴行死事件施設昨年度１割退職
県袖ケ浦福祉センター

772
障がい者
福祉

2015年8月6日 産経新聞 23 県が障害者施設を譲渡

772
障がい者
福祉

2015年12月27日 毎日新聞 朝 27

この１年　上　３月　２３日　県立障
害者福祉施設「袖ケ浦福祉セン
ター」の元職員に懲役６年の地裁
判決

772
障がい者
福祉

2016年2月16日 新千葉新聞 2
成年後見講座　袖ケ浦市民会館
で

８　教育 803
読書感想
文

2015年9月19日 新千葉新聞 2
読書を心の糧にして　君津四市児
童生徒　読書感想文最優秀賞
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803
読書感想
文

2015年11月27日 千葉日報 15
第３９回千葉県課題図書読書感
想文コンクール　受賞者　学校賞
袖ケ浦市昭和小学校

803
読書感想
文

2015年12月11日 毎日新聞 朝 25
青少年読書感想文千葉県コン
クール表彰式　優良賞

803
読書感想
文

2015年12月13日 新千葉新聞 1
教育長賞に川島旭陽さん　県読書
感想文

804
調べ学習コ
ンクール

2015年5月1日 千葉日報 18
書国探訪　大人も図書館で調べ
学習　母の遺稿を基に受賞作

804
調べ学習コ
ンクール

2015年11月14日 新千葉新聞 2
教育長賞　袖ケ浦市調べる学習コ
ンクール　特別賞と優秀賞

804
調べ学習コ
ンクール

2015年11月15日 新千葉新聞 2
図書館使い調べる学習　全国展
出品の優良賞袖ケ浦市児童生徒

804
調べ学習コ
ンクール

2016年2月21日 読売新聞 朝 32
袖ケ浦・片田さん親子優秀賞　図
書館学習コンクール　剣道始め
「礼」の意味に興味

804
調べ学習コ
ンクール

2016年2月28日 読売新聞 朝 38 「調べる学習」表彰式

812 教育人事 2015年4月1日 新千葉新聞 2
木更津港校長に根本氏　木更津
東高校長に山本氏　地元関係人
事異動

812 教育人事 2015年4月4日 新千葉新聞 1
昭和小学校長　袖ケ浦市追加人
事

812 教育人事 2015年5月17日 新千葉新聞 1
会長に在原徹　中川小校長　二十
七年度役員構成　袖ケ浦市校長
会役員

812 教育人事 2015年5月19日 新千葉新聞 1
会長に飯島武志　昭和小教頭　袖
ケ浦市教頭会役員　二十七年度
役員構成

812 教育人事 2015年12月18日 新千葉新聞 1
多田教育長を再任　袖ケ浦市教
委　山口職務代理者も

813
教育委員
会

2015年6月19日 新千葉新聞 2
心豊かなたくましい人づくり　袖ケ
浦市教委『袖ケ浦の教育』発行

814 教職員 2015年4月7日 千葉日報 19
袖ケ浦市立中校長を免職　女性
教諭いわいせつ行為　県教委

814 教職員 2015年4月7日 東京新聞 22
わいせつな行為で袖ケ浦の校長
免職　県教委が懲戒処分

814 教職員 2015年4月7日 産経新聞 23 教諭にわいせつ校長を免職処分
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814 教職員 2015年4月7日 毎日新聞 朝 27 わいせつ行為の中学校長懲戒免

814 教職員 2015年4月7日 朝日新聞 朝 29
教諭にわいせつ校長を懲戒免職
県教委　袖ケ浦の市立中

814 教職員 2015年4月7日 読売新聞 朝 38
女性教諭に抱きつく中学校長を懲
戒免職　千葉

814 教職員 2015年4月8日 新千葉新聞 2
懲戒免職処分　袖ケ浦の中学校
長

814 教職員 2015年4月8日 日本経済新聞 夕 15
女性教諭に無理やりキス　中学校
長を懲戒免職

814 教職員 2015年6月4日 新千葉新聞 2
教員の授業力向上図る　授業改
善ハンドブック　袖ケ浦市教委

814 教職員 2015年10月22日 千葉日報 19

小学校長駅で盗撮　わいせつ行
為、着服、体罰…　４人免職１人停
職　県教委　不祥事多発の異常事
態　ことし明らかになった主な県内
教職員、学校での事件・事故

814 教職員 2016年2月5日 新千葉新聞 1
学校教育活動で顕著な成果　三
教諭を大臣表彰　文科大臣が全
国優秀教職員

815 教育長 2016年1月1日 新千葉新聞 6
「便利な社会の中で学ばせたいも
の」　袖ケ浦市教育長　川島悟

821 幼稚園 2015年5月17日 新千葉新聞 2

生物や自然を大切にと　袖ケ浦市
造園協同組合　カブトムシの幼虫
配布　蔵波台さつき幼稚園など十
二施設に

822 小学校 2015年8月19日 新千葉新聞 1
ゴルフ場であそぼう！　昭和小・奈
良輪小児童　昭和地区社福協議
会

822 小学校 2015年10月4日 新千葉新聞 2
オーケストラ千葉招く　学校音楽
鑑賞教室　奈良輪小と昭和小

822 小学校 2015年10月6日 千葉日報 9
「元気に育って」ホタル幼虫放つ
袖ケ浦の平岡小幽谷分校

822 小学校 2015年10月15日 新千葉新聞 2
来年もまた飛んできてね　ホタル
の幼虫を放流　平岡小学校幽谷
分校

822 小学校 2015年11月11日 新千葉新聞 2
パントマイムがやってくる　文化庁
の育成事業　あす根形小学校に
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822 小学校 2015年11月13日 毎日新聞 朝 25
パントマイム　６年生も披露　袖ケ
浦市・根形小

822 小学校 2016年1月16日 新千葉新聞 2
技術・家庭科展　袖ケ浦市　昭和
小学校

823 中学校 2015年4月24日 新千葉新聞 1
柔道や剣道に市民の協力　袖ケ
浦市教委　１１人の指導者を委嘱

823 中学校 2015年5月16日 新千葉新聞 2
創立五十周年を祝って　桜の苗木
を植樹　袖ケ浦市立平川中学校

823 中学校 2015年5月23日 新千葉新聞 2

本物から学ぶ音楽鑑賞　生徒三
人が指揮体験　根形中学校で保
護者も　ニューフィルハーモニー
オーケストラ千葉

823 中学校 2015年7月18日 新千葉新聞 2

体育祭へ一層の結束図る　全校
ソーラン集会　根形中学校　八月
に「南中ソーラン全国交流祭」参
加

823 中学校 2015年8月18日 千葉日報 11
３０年前の思い出と対面　タイムカ
プセルを開封　袖ケ浦・平川中

823 中学校 2015年8月20日 新千葉新聞 1
３０年前のタイムカプセル　開封式
で作文等と対面　平川中学校

823 中学校 2015年9月26日 新千葉新聞 1
国際社会に羽ばたけ　英語教育
の成果発表　四市の三十七校　君
津地方中学校英悟コンテスト実施

823 中学校 2015年9月26日 新千葉新聞 2
学校賞は太田と翔凜　暗唱とス
ピーチ入賞者　中学校英語コンテ
スト

823 中学校 2015年10月11日 新千葉新聞 2
コラボで音楽発表や交流　根形中
吹奏楽部

823 中学校 2015年10月17日 新千葉新聞 2
稚内で南中ソーラン　袖ケ浦市の
中学生代表　派遣団報告会開く

823 中学校 2015年11月26日 新千葉新聞 1
輝かしい歴史を伝承　創立五十周
年記念式典　平川中学校　半世紀
を振り返り、さらなる発展へ

823 中学校 2015年12月9日 新千葉新聞 1
昭和中が文科大臣賞に　全五校
が上位入賞　袖ケ浦市内中学校
毎日カップ体力つくりコンテスト
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823 中学校 2015年12月19日 新千葉新聞 2
日本の伝統文化を学ぶ　百人一
首大会を開催　根形中学校　仲間
と協力しながら、かるた遊びに

824
養護学校・
特別支援教
育

2015年10月8日 千葉日報 13
県立槇の実特別支援学校の学校
祭＠まきのみ祭」【袖ケ浦】／イベ
ント

825
学校教育
一般

2015年4月2日 新千葉新聞 2

基礎学力の向上等図る　小･中学
校で指導　袖ケ浦市の市独自　基
礎学力向上支援教員や特別支援
教員

825
学校教育
一般

2015年5月20日 新千葉新聞 2
小学校の運動会始まる　春と秋に
分かれ実施　中学校は秋に

825
学校教育
一般

2015年10月18日 新千葉新聞 2
ハーモニー届けて三十四年　鑑賞
者数が五万人に　袖ケ浦市学校
音楽鑑賞教室

826
読書指導
員

2015年4月5日 新千葉新聞 1
読書活動の推進を図る　読書指
導員を配置　袖ケ浦市が十三人
任用

828
科学工作・
論文作品展 2015年9月9日 新千葉新聞 1

創意工夫の作品ズラリ　科学工
夫・論文展　袖ケ浦市の児童生徒

828
科学工作・
論文作品展

2015年9月10日 新千葉新聞 2
教育長賞に泉伶さん　科学工夫入
賞者　袖ケ浦市小中学生

828
科学工作・
論文作品展

2015年9月19日 新千葉新聞 2
発表会や県展出品へ　袖ケ浦市
の児童・生徒　科学論文入賞者

828
科学工作・
論文作品展

2015年10月16日 毎日新聞 朝 22
県児童生徒・教職員科学作品展
受賞者決まる

828
科学工作・
論文作品展

2015年10月18日 読売新聞 朝 28
稲川さん（稲毛高付属中１年）ら知
事賞　学生科学県審査　１２点中
央審査へ　県審査受賞者

828
科学工作・
論文作品展

2015年10月20日 新千葉新聞 1
教セ所長賞に青木りえさん　科学
工夫作品の入賞者　県で審査会

828
科学工作・
論文作品展

2015年10月22日 新千葉新聞 2
優秀賞に石田愛翔君　優良賞に
茂木幹太君　日本学生化学賞県
審査

829
その他の
作品展

2015年4月8日 毎日新聞 朝 22
３月度入選決まる　小中高校書道
作品紙上展

829
その他の
作品展

2015年6月2日 毎日新聞 朝 22
小中高校書道作品紙上展　５月度
入選作決まる
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829
その他の
作品展

2015年7月7日 毎日新聞 26
小中校書道作品紙上展　6月度入
選作決まる

829
その他の
作品展

2015年8月4日 毎日新聞 朝 24
小中高校書道作品紙上展　７月度
入選作決まる

829
その他の
作品展

2015年8月8日 読売新聞 朝 32 読売書法展入賞・入選者

829
その他の
作品展

2015年8月18日 読売新聞 朝 34
第２０回全日本高校・大学生書道
展入賞者

829
その他の
作品展

2015年9月1日 毎日新聞 朝 22
小中高校書道作品紙上展　８月度
入選作決まる

829
その他の
作品展

2015年9月1日 千葉日報
18-
19

墨痕鮮やかに、力作揃う　優秀作
品６２点と入賞者５２４人紹介　第
６４回千葉県小･中･高校席書大会
袖ケ浦市長賞

829
その他の
作品展

2015年9月15日 新千葉新聞 2

知事賞に千葉未岬君　地元六人
が特別賞　第六十四回千葉県小・
中・高校席書大会　書星会、千葉
日報社

829
その他の
作品展

2015年10月6日 毎日新聞 朝 24
９月度　入選作決まる　小中高校
書道作品紙上展

829
その他の
作品展

2015年10月31日 千葉日報 7
明るい社会づくりポスター審査
特別賞

829
その他の
作品展

2015年11月3日 毎日新聞 朝 20
小中高校書道作品紙上展　１０月
度入選決まる

829
その他の
作品展

2015年11月7日 新千葉新聞 2
教育長賞に清水瑠真さん　特別賞
に地元五人　県明るい社会づくり
ポスター

829
その他の
作品展

2015年11月27日 毎日新聞 朝 26
書の甲子園　袖ケ浦地区準Ｖ　悲
願達成　後輩に託し　文部科学大
臣賞

829
その他の
作品展

2015年11月28日 新千葉新聞 2
優れた図工・美術作品　袖ケ浦市
民会館　小中学校造形作品展

829
その他の
作品展

2015年12月2日 新千葉新聞 1
大臣賞に石井優衣さん　袖ヶ浦高
も地区準優勝　国際高校生選抜
書展

829
その他の
作品展

2015年12月2日 毎日新聞 朝 22
１１月度入選作決まる　小中高校
書道紙上展
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829
その他の
作品展

2015年12月9日 千葉日報 8
大賞・岩井さん　準は藤田さん　千
葉日報書道展審査会　県美術館
に展示へ　来年２月２３日から

829
その他の
作品展

2015年12月10日 新千葉新聞 1

明るい社会づくりを訴え　ポスター
の入賞者表彰式　四市の小中学
生　かずさ委員会が君津教育会
館で開催

829
その他の
作品展

2016年1月5日 毎日新聞 朝 24
小中高校書道作品紙上展　１２月
度入選作決まる

829
その他の
作品展

2016年1月7日 読売新聞 朝 25
努力、熱意の発露　書初めコン
クール入賞作決定

829
その他の
作品展

2016年1月9日 新千葉新聞 2
入選に三堀めぐみさん　読売書き
初めコン佳作に下平みのりさん

829
その他の
作品展

2016年1月19日 新千葉新聞 2
努力した作品がズラリ　君津地方
技術・家庭科作品展を開催　会場
は昭和小学校

829
その他の
作品展

2016年1月20日 新千葉新聞 2
丹精込めた作品ズラリ　技術・家
庭科作品展　特別賞入賞者２０人

829
その他の
作品展

2016年1月21日 新千葉新聞 2
県技術・家庭科部会長賞　中学校
は六十五人　君津地方作品展

829
その他の
作品展

2016年2月1日 毎日新聞 朝 11
墨蹟に浮かぶ魂の叫び　書の甲
子園　第２４回国際高校生選抜書
展　文部科学大臣賞

829
その他の
作品展

2016年2月1日 毎日新聞 朝 27 手をつなぐ作品展　２３人表彰

829
その他の
作品展

2016年2月1日 千葉日報 6-7
気持ち込めて丁寧に、墨痕鮮やか
に筆踊らせ　千葉県小・中・高校
書き初め展席書大会

829
その他の
作品展

2016年2月2日 毎日新聞 朝 22
小中高校書道作品紙上展　１月度
入選作決まる

829
その他の
作品展

2016年2月2日 千葉日報 6-7
第６８回千葉県小・中・高校書き初
め展　優秀作品７５点を紙上公開

829
その他の
作品展

2016年2月5日 新千葉新聞 2
館長賞に髙橋真央さん　地元の入
賞者２１人　県書き初め展席書大
会

829
その他の
作品展

2016年2月22日 千葉日報 13
第４２回千葉日報書道展　千葉書
壇秀抜展・新進展・第７回高校生
展　高校生展優秀作品
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829
その他の
作品展

2016年2月23日 毎日新聞 朝 26
贈りたい漢字コン　「双」で西銘さ
ん大賞　袖ケ浦支援学校６年

829
その他の
作品展

2016年2月23日 千葉日報 9
第４２回千葉日報書道展　千葉書
壇秀抜展・新進展・第７回高校生
展　高校生展最優秀賞

831 高等学校 2015年5月15日 千葉日報 11
富津の観光ＰＲ  大使にカジヒデ
キさん　袖ヶ浦高校出身

831 高等学校 2015年7月9日 千葉日報 3
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 2015年7月9日 読売新聞 28
公立高校の入試概要　前期８４校
で面接実施

831 高等学校 2015年7月11日 新千葉新聞 1
前期・後期の検査概要　平成２８
年度　地元公立高校入試　袖ケ浦

831 高等学校 2015年8月20日 千葉日報 2
２０１６年度県内公立高校生徒募
集

831 高等学校 2015年8月20日 読売新聞 朝 32
全日制定員４０人増　２０１６年度
公立高募集定員

831 高等学校 2015年8月22日 新千葉新聞 2
平成二十八年度　公立高校の生
徒募集定員　袖ヶ浦高校

831 高等学校 2015年9月26日 新千葉新聞 2
音楽にチカラでまちを元気に　高
校の吹奏楽部演奏　スパークルシ
ティー木更津

831 高等学校 2015年12月17日 新千葉新聞 2
クリスマス・ミュージック　イオン
モール木更津

831 高等学校 2016年1月23日 千葉日報 1
全日制１．１８倍　前期最高は県
船橋４．０１　県内公立校の志望
状況

831 高等学校 2016年1月23日 千葉日報 3 県内公立高校進路希望調査表

831 高等学校 2016年1月23日 毎日新聞 朝 23
全日制倍率１．１８倍　公立校の
志望状況調査　１６年度公立高志
望状況

831 高等学校 2016年1月23日 産経新聞 23
公立高全日制１．７４倍　前期選
抜志望倍率発表　平成２８年度公
立高進路希望調査

831 高等学校 2016年1月23日 朝日新聞 朝 24
公立高全日制横ばい１．１８倍　中
３進路希望調査
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831 高等学校 2016年1月23日 東京新聞 26
公立高校進路希望調査　公立高
の志願状況全日制平均１．１８倍
最高は県立船橋普通科

831 高等学校 2016年1月23日 読売新聞 朝 32
全日制公立高１．１８倍　県立船
橋２．４６倍で最高　中学３年生の
進路希望調査

831 高等学校 2016年1月27日 新千葉新聞 1
地元平均倍率一．一三倍　公立高
校志望状況　袖ヶ浦高校

831 高等学校 2016年2月3日 新千葉新聞 2
十一校からの力作展示　あすから
高校書道展　君津・木更津地区

831 高等学校 2016年2月4日 産経新聞 23
公立高全日制１．７５倍　平成２８
年度　公立高入学者選抜志願者
数（前期）

831 高等学校 2016年2月4日 毎日新聞 朝 25
公立高校前期志願状況　全日制、
前期１．７５倍　募集定員増　前年
比０．０７ポイント低く

831 高等学校 2016年2月4日 東京新聞 26
公立高校前期志願状況　公立高
前期の倍率全日制は平均１．７５
倍

831 高等学校 2016年2月4日 朝日新聞 朝 28
公立高前期、全日制１．７５倍　志
願状況、

831 高等学校 2016年2月4日 千葉日報 3
２０１６年度県内公立高校「前期選
抜」及び通信制の「入学者選抜一
期入学者選抜」志願者数

831 高等学校 2016年2月4日 読売新聞 朝 30
全日制平均１．７５倍　県船橋・普
通は３．３８倍　公立高校前期選
抜志願状況

831 高等学校 2016年2月6日 新千葉新聞 2
地元倍率は一．六二倍　前期選抜
志願状況　君津地方公立高校

831 高等学校 2016年2月18日 朝日新聞 朝 28
全日制前期選抜２万２４８１人が
合格　２０１６年度公立高校前期
選抜内定数

831 高等学校 2016年2月18日 読売新聞 朝 34
公立高前期２万２９７７人が合格
公立高前期選抜合格者数

831 高等学校 2016年2月20日 千葉日報 13
被災の状況、次世代に　３．１１若
者の思い　Ｖｏｌ３　県立袖ケ浦高
校３年

831 高等学校 2016年2月20日 東京新聞 18 公立高後期募集人員確定数
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831 高等学校 2016年2月20日 産経新聞 25
平成２８年度　公立高後期選抜等
募集人員確定数　全日制、１万１
６３３人募集

831 高等学校 2016年2月20日 朝日新聞 朝 26
公立高後期募集全日制１万１６３
３人　定時制は１７校８５６人

831 高等学校 2016年2月20日 毎日新聞 朝 26
県内公立高後期募集　全日制は１
万６３３人

831 高等学校 2016年2月20日 千葉日報 3

２０１６年度県内公立高校「後期選
抜等募集人員確定数」及び「通信
制の課程の入学者選抜二期入学
者選抜募集人員確定数」

831 高等学校 2016年2月20日 読売新聞 朝 32
全日制１万１６３３人　　公立高後
期選抜募集人員

831 高等学校 2016年2月21日 新千葉新聞 2
後期は五百五十六人募集　平成
二十八年度公立高校　地元八校
の全日制で

831 高等学校 2016年2月24日 産経新聞 23
平成２８年度公立高校選抜志願
者数（後期）　　全日制、平均1.43
倍

831 高等学校 2016年2月24日 毎日新聞 朝 26
公立高校後期入試志願状況　全
日制平均倍率１．４３倍

831 高等学校 2016年2月24日 朝日新聞 朝 28
２０１６年度公立高校後期選抜志
願状況　　全日制、平均1.43倍

831 高等学校 2016年2月24日 読売新聞 朝 32
公立高校後期選抜志願者数　　全
日制１．４３倍

831 高等学校 2016年2月26日 新千葉新聞 2
平均倍率は１．３３倍　君津地方
公立高校　後期選抜志願状況

831 高等学校 2016年2月26日 毎日新聞 朝 26 公立高校後期入試確定志願状況

831 高等学校 2016年2月26日 東京新聞 26 公立高　後期志願者確定

831 高等学校 2016年2月26日 産経新聞 27 公立高校後期選抜志願者数

831 高等学校 2016年2月26日 朝日新聞 朝 29
全日制志願倍率１．４２倍　公立
高後期選抜

831 高等学校 2016年2月26日 読売新聞 朝 32 公立高校後期　全日制１．４２倍
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831 高等学校 2016年2月26日 千葉日報 5
２０１６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

831 高等学校 2016年2月27日 新千葉新聞 2
平均倍率は一．三〇倍　二十八年
度地元公立高校　後期選抜志願
確定

862 公民館 2015年8月4日 新千葉新聞 2
ねがたオープンキャンパス　宿泊
体験など交流　袖ケ浦市立根形
公民館

862 公民館 2015年8月22日 朝日新聞 朝 21
戦時の地下工場パネルで伝える
木更津で戦争展

862 公民館 2015年10月28日 新千葉新聞 2
私の鑑定人生、人の心と技　岩崎
絋昌氏が講演　袖ケ浦市民会館
まつり

863 博物館 2015年4月7日 新千葉新聞 2 袖ケ浦博開催　袖･郷土博物館で

863 博物館 2015年4月26日 新千葉新聞 1
水神下遺跡と奈良輪宿　袖ケ浦
市郷土博物館　企画展や関連事
業

863 博物館 2015年4月28日 新千葉新聞 2 社説　郷土の誇りを学ぼう

863 博物館 2015年5月14日 新千葉新聞 1 袖・郷土博物館の企画展／社説

863 博物館 2015年5月16日 千葉日報 11
県内「小銅鐸」一堂に　奈良輪の
歴史に迫る　袖ケ浦市郷土博

863 博物館 2015年5月31日 千葉日報 18 ６月のこよみ

863 博物館 2015年6月2日 千葉日報 11
発掘と絵図が歴史の謎を解く！①
水神下遺跡の奈良輪宿　祭祀道
具３点出土　「まつりごと」の地？

863 博物館 2015年6月4日 千葉日報 11
ミュージアムフェスティバル【袖ケ
浦】／イベント

863 博物館 2015年6月5日 新千葉新聞 2
多彩にフェスティバル　袖ケ浦市
郷土博物館　そではく祭典二十年

863 博物館 2015年6月10日 千葉日報 11
発掘と絵図が歴史の謎を解く！②
水神下遺跡の奈良輪宿　小銅鐸
分布が語る

863 博物館 2015年6月16日 千葉日報 9
発掘と絵図が歴史の謎を解く！③
小銅鐸の謎　巫女が祭祀行う？
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863 博物館 2015年6月23日 千葉日報 11

発掘と絵図が歴史の謎を解く！④
水神下遺跡の奈良輪宿　激動の
時代、祈り込め　塚と中世人の信
仰

863 博物館 2015年6月29日 千葉日報 18

７月のこよみ　県内の主な博物
館・美術館の催し　「水神下遺跡
の奈良輪宿」（～５日、袖ケ浦市郷
土博物館）

863 博物館 2015年6月30日 千葉日報 1

発掘と絵図が歴史の謎を解く！⑤
水神下遺跡の奈良輪宿　海と街
道を結ぶ町　中世から近世、現代
へ

863 博物館 2015年7月23日 新千葉新聞 2
戦後七十年―戦時下　袖ケ浦市
郷土博物館

863 博物館 2015年7月26日 千葉日報 9
怖いものだらけ５０点　八千代で
「もののけ」展　妖怪　幽霊　怪獣

863 博物館 2015年7月26日 千葉日報 18
８月のこよみ　県内の主な博物
館・美術館の催し

863 博物館 2015年8月8日 新千葉新聞 2
「もののけ」誕生の背景　袖ケ浦市
郷土博物館　企画店「山の怪・海
の怪」

863 博物館 2015年8月26日 産経新聞 27
怖くて魅力的な伝承紹介　ブーム
後押し　妖怪展が大人気　天狗の
爪と宝銭

863 博物館 2015年9月1日 新千葉新聞 2

地域の民話をひもとく　絵本作りに
挑戦　君津の上総公民館等　清和
公民館、袖ヶ浦市郷土博物館共
催

863 博物館 2015年9月2日 朝日新聞 朝 28
県内の妖怪ゾロゾロ　中央博企画
展　各地の情報集大成

863 博物館 2015年9月8日 千葉日報 10
「天狗の爪」に「大蛇の骨」　袖ケ
浦郷土博　各地の妖怪一堂に

863 博物館 2015年10月6日 新千葉新聞 2
市指定に飯富神社太刀　刀剣と
火縄銃展で展示　袖ケ浦市郷土
博物館

863 博物館 2015年10月22日 千葉日報 11
はるかなる西上総の歴史【木更
津・袖ケ浦】/展覧会

863 博物館 2015年10月23日 千葉日報 9
袖ケ浦最古の日本刀　１２世紀製
作、市文化財に
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863 博物館 2015年10月29日 千葉日報 11
ソデフローラⅢ植物画展【袖ケ浦】
／展覧会

863 博物館 2016年1月9日 新千葉新聞 2
新春の空に高く上がれ　きょう凧
揚げ会開催　袖ケ浦海浜公園で

863 博物館 2016年1月10日 千葉日報 11
伝統の和凧　青空に　種類さまざ
ま、親子が挑戦

871 三学大学 2015年4月25日 新千葉新聞 1
書家の金澤翔子さん来る　講師は
母の泰子さん　袖ケ浦市市民三学
大学

871 三学大学 2015年6月20日 新千葉新聞 1
こころ元気配達人来る　講師は鎌
田敏氏　袖ケ浦市民三学大学

871 三学大学 2015年8月22日 新千葉新聞 1
講師は山本コウタロー氏　九月十
二日に開催　袖ケ浦市民三学大
学

871 三学大学 2015年9月10日 千葉日報 13
第３回市民三学大学講座【袖ケ
浦】／講座

871 三学大学 2015年11月28日 新千葉新聞 2
テーマはエベレスト冒険記　袖ケ
浦市　市民三学大学　講師は三浦
豪太さん

871 三学大学 2016年2月7日 新千葉新聞 2
今からの戦略的人生計画　袖ケ
浦市市民三学大学　講師は藤原
和博氏

871 三学大学 2016年2月24日 新千葉新聞 1
全国規模で優秀な成績　第三十
一回袖ケ浦市生涯学習推進大会
市民三学大学

871
社会教育
事業

2016年2月25日 新千葉新聞 2
生涯学習奨励賞受賞者　袖ケ浦
市生涯学習推進大会

872
市民芸術
劇場

2015年12月11日 新千葉新聞 2
三遊亭円楽師匠の独演会　袖ケ
浦市民芸術劇場　１３日から入場
券販売

873
その他の
事業

2015年7月4日 産経新聞 19
横田さん家族描くドキュメンタリー
11日、袖ケ浦で上映会

873
その他の
事業

2015年7月8日 新千葉新聞 2
まちづくりとおとなの学び　佐藤名
誉教授講演　君津地方社会教育
推進大会

873
その他の
事業

2015年7月12日 読売新聞 朝 35 映画「めぐみ」上映会

874 美術展 2015年4月1日 新千葉新聞 2
おじいちゃん達のアート展　袖ケ
浦郷土博物館
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874 美術展 2015年4月2日 千葉日報 9
おじいちゃん・おばあちゃんたちの
アート作品展【袖ケ浦】／展覧会

874 美術展 2015年6月19日 東京新聞 24
袖ケ浦淡彩画教室　夏季作品展
２０日～２８日長浦おかのうえ図書
館

874 美術展 2015年11月1日 千葉日報 3 今月の本社後援行事

882
元旦マラ
ソン

2015年12月9日 新千葉新聞 2
元日マラソン大会開催　十一日が
参加締切　木更津市と袖ケ浦市

884
ウォークラ
リー・わんぱ
くクエスト

2015年7月29日 新千葉新聞 2
夏の房総、発見の旅　袖ケ浦市教
委　わんぱくクエストスタート　小
学校５年生

884
ウォークラ
リー・わんぱ
くクエスト

2015年8月5日 新千葉新聞 2
逞しくなって笑顔で　全員の完歩
を称える　袖ケ浦市小中学生　第
二十回そでがうらわんぱくクエスト

９　文化・スポーツ 902 文化活動 2015年7月11日 新千葉新聞 2
近代詩文書や漢字など　第６７回
毎日書道展　地元の入選者３２人

902 文化活動 2015年8月1日 千葉日報 13

フランス生まれの電波楽器オンド・
マルトノコンサート　袖ケ浦市出
身、市橋さん演奏　22日、千葉市
の青葉の森後年芸術文化ホール

902 文化活動 2015年9月30日 千葉日報 16
巧み、堅実さ、熟練の妙　県展　５
部門に２４００点

902 文化活動 2015年11月13日 新千葉新聞 2
ステージ発表や作品展示　あす市
民会館　袖ケ浦学びフェスタ

902 文化活動 2015年12月6日 東京新聞 26
陶芸の魅力広めたい　市原で作
品展　袖ケ浦の飯塚さんら

902 文化活動 2016年2月9日 新千葉新聞 2
会長賞選考委員　毎日書道展に
辻本氏

903 受賞 2015年7月15日 新千葉新聞 1

改めて社会教育を考える　九個人
団体を顕彰　第五十回君津地方
社会教育推進大会　木更津市で
開催

903 受賞 2015年8月9日 新千葉新聞 1 特別賞に木島氏　写真千葉県展

903 受賞 2015年8月11日 新千葉新聞 2
優秀賞に三浦玲子さん　第一回菱
川賞入賞者等　鋸南美術館
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903 受賞 2015年9月29日 新千葉新聞 1

大臣賞の田島典子さん　袖ケ浦市
長に報告　食生活改善功労者　平
成二十七年度全国食生活改善大
会で

903 受賞 2015年10月20日 新千葉新聞 1 三人が入選　第六十一回一陽展

903 受賞 2015年10月29日 新千葉新聞 1

県発展に多大な貢献　地元は八
氏が受賞　文化の日功労者表彰
地方自治・健康福祉・農林水産功
労者

903 受賞 2015年11月3日 千葉日報 2
６０個人・団体表彰　文化の日県
功労者

903 受賞 2015年12月12日 毎日新聞 朝 27
文科大臣賞に袖ケ浦・昭和中　毎
日カップ中学校体力づくりコン

903 受賞 2016年2月14日 新千葉新聞 1
推薦に山口秀雄さん　木更津市観
光写真コンクール審査会　木更津
市観光協会

903 受賞 2016年2月22日 千葉日報 11
第４２回千葉日報書道展　千葉書
壇秀抜展・新進展・第７回高校生
展　秀抜展優秀作品

904
文化団体・
サークル

2015年5月13日 新千葉新聞 2
宇麻具多短歌会四月詠草　於　袖
ケ浦中央図書館

904
文化団体・
サークル

2015年5月21日 新千葉新聞 2
二つの合唱団がジョイント　袖ケ
浦でコンサート　袖ケ浦混声と木
更津

904
文化団体・
サークル

2015年5月27日 新千葉新聞 2
宇麻具多短歌会五月詠草　於　袖
ケ浦中央図書館

904
文化団体・
サークル

2015年6月9日 新千葉新聞 2
日本詩文書作家協会書展　地元
から四人出品

904
文化団体・
サークル

2015年6月30日 新千葉新聞 2
「ビバ！コーラス」　定期演奏会を
開催　袖ケ浦市音楽協会

904
文化団体・
サークル

2015年8月6日 新千葉新聞 2
練習の成果の力作展示　千代倉
書道教室小品展　イオンタウン木
更津朝日

904
文化団体・
サークル

2015年8月9日 新千葉新聞 2
宇麻具多短歌会七月詠草　於　袖
ケ浦中央図書館

904
文化団体・
サークル

2015年8月20日 千葉日報 11
市民劇団存続へ子供会員を募集
「学校にない体験できます」　袖ケ
浦、２３日公演
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904
文化団体・
サークル

2015年8月21日 毎日新聞 朝 25
袖ケ浦ソーラン「日本一」へ　中学
生代表派遣団　あす北海道で全
国交流祭に

904
文化団体
サークル

2015年9月5日 新千葉新聞 2
西洋や日本の名曲を演奏　ガウラ
コンサート　袖ケ浦市音楽協会

904
文化団体・
サークル

2015年10月2日 毎日新聞 朝 23
千葉インフォメーション　ステージ
袖ケ浦・第１１回マンドリンコン
サート

904
文化団体・
サークル

2015年10月12日 東京新聞 18
県知事賞山本さん　本紙賞は成
山会い　富津で民謡民舞大会

904
文化団体・
サークル

2015年10月14日 朝日新聞 朝 28
長浦マンドリンアンサンブルコン
サート　音楽　ちばマリオン

904
文化団体・
サークル

2015年10月16日 読売新聞 朝 34
Ｆｒｉｄａｙちば　音楽　長浦マンドリン
アンサンブル

904
文化団体・
サークル

2015年10月21日 新千葉新聞 2
宇麻具多短歌会九月詠草　於　袖
ケ浦中央図書館

904
文化団体・
サークル

2015年10月24日 新千葉新聞 2
歌劇『ウイリアムテル』等　袖ケ浦
交響楽団第２２回定期演奏会

904
文化団体・
サークル

2015年11月18日 新千葉新聞 2
宇麻具多短歌会十月の吟行詠
円如寺にて

904
文化団体・
サークル

2015年11月20日 読売新聞 朝 34
イベントガイド　音楽　袖ケ浦市音
楽協会定期コンサート（邦楽部門）
～尺八

904
文化団体・
サークル

2015年11月29日 新千葉新聞 1
尺八と筝と三弦のしらべ　袖ケ浦
市音楽協会　きょう和楽器のひと
時

904
文化団体・
サークル

2015年12月16日 新千葉新聞 1
袖ケ浦ジュニアオーケストラ　袖ケ
浦市市民会館　クリスマスコン
サート

904
文化団体・
サークル

2015年12月20日 新千葉新聞 2
宇麻具多短歌会十一月詠草　於
袖ケ浦中央図書館

904
文化団体・
サークル

2016年1月6日 新千葉新聞 2
現代の書新春展　辻本大雲氏が
出品

904
文化団体・
サークル

2016年1月14日 新千葉新聞
宇麻具多短歌会詠草　於　袖ケ浦
中央図書館

904
文化団体・
サークル

2016年1月26日 新千葉新聞 2
奏でる街、はずむ街　３１日に定期
演奏会　袖ケ浦市音楽協会

904
文化団体・
サークル

2016年2月10日 新千葉新聞 2
宇麻具多短歌会一月詠草　於　袖
ケ浦中央図書館
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905 国際交流 2015年5月12日 新千葉新聞 2
中南米の音楽など楽しむ　袖ケ浦
市国際交流協会

905 国際交流 2015年12月5日 千葉日報 11
市国際交流会主催クリスマスパー
ティー【袖ケ浦】/イベント

905 国際交流 2015年12月5日 東京新聞 26
クリスマスパーティーＩＮ交際交流
【袖ケ浦市】／お知らせ

907
子ども劇
場

2015年6月25日 千葉日報 11
第２回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

907
子ども劇
場

2015年6月26日 新千葉新聞 2 人形劇やうた　袖ケ浦市民会館で

921 科学一般 2015年7月26日 千葉日報 11
プラ再生の流れ学ぶ　市原　「発
明ク」の児童が実験

932 郷土資料 2015年12月5日 新千葉新聞 2
誇れる郷土を次世代に　『蔵波台
の文化と歴史』小冊子を発行　地
元有志の「さわやかネット蔵波台」

933 郷土資料 2015年8月6日 新千葉新聞 2
『袖ケ浦史跡めぐり』　やまがら企
画が発行　ＤＶＤと解説文

933 郷土芸能 2016年1月10日 新千葉新聞 2
房総の郷土芸能一堂に　君津文
化ホール　地元の七団体出演

934 上総掘り 2016年2月10日 千葉日報 21
「かがやき大賞」に上総掘りをつた
える会　コープみらい財団

936 遺跡 2015年6月11日 千葉日報 11 遺跡発表会【袖ケ浦】／イベント

936 遺跡 2015年6月12日 新千葉新聞 1

西上総の考古学や遺跡　袖ケ浦
市民会館袖ケ浦市遺跡発表会
東京大学大学院、設楽博己教授
の講演も

936 遺跡 2015年8月10日 千葉日報 11
全身残る「貴重な資料」　縄文早
期の土偶発見　袖ケ浦

943 寺院 2015年4月9日 千葉日報 9
仏師や会員の力作並ぶ　あすま
で仏像彫刻作品展　袖ケ浦･喜光
院

951 観光 2015年4月24日 新千葉新聞 2
小櫃川上空に鯉のぼり　袖ケ浦市
横田地区　中川橋周辺で実施

951 観光 2015年5月10日 千葉日報 11
都心へ魅力アピール　３０日　袖ケ
浦　収穫体験バスツアー

951 観光 2015年5月10日 朝日新聞 朝 23
旬の作物収穫　バスツアー　袖ケ
浦市、交付金使い格安で
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951 観光 2015年5月12日 毎日新聞 朝 23
袖ケ浦へ収穫体験バスツアー　市
が企画　３０日に１回目、参加者募
集

951 観光 2015年5月19日 新千葉新聞 2
収穫体験バスツアー　袖ケ浦で旬
の野菜　対象は都心在住者等

951 観光 2015年5月27日 新千葉新聞 2
ブルーベリーや養蜂体験　ふるさ
と探検ツアー　県民の日君津地域
行事

951 観光 2015年6月16日 新千葉新聞 1 社説　県民の日に思う

951 観光 2015年6月26日 新千葉新聞 2
旬の収穫体験ツアー　袖ケ浦に行
こう！　バスで行く第二段

951 観光 2015年8月12日 千葉日報 1 ご当地キャラ集結

951 観光 2015年8月12日 千葉日報 4
本県観光ＰＲへ結束　「グランプ
リ」出場前に　ゆるキャラ２６体

951 観光 2015年8月12日 産経新聞 20 ゆるキャラＧＰへ気合十分！

951 観光 2015年8月12日 東京新聞 20
県内２６のゆるキャラ集合　ＧＰ出
場へ決意表明

951 観光 2015年8月12日 朝日新聞 朝 23 ゆるキャラＧＰ「頑張るぞ」

951 観光 2015年8月12日 毎日新聞 朝 24
ゆるキャラ２６体「投票してね」　グ
ランプリ出場

951 観光 2015年8月12日 読売新聞 朝 28
チーバくん「Ｖ」の決意　県内２６
キャラグランプリへ

951 観光 2015年8月14日 新千葉新聞 2
「ガウラ」がエントリー　上位めざし
投票してね　ゆるキャラグランプリ

951 観光 2015年9月13日 新千葉新聞 2
味覚の秋を体験する　バスで行く
袖ケ浦の収穫ツアー

951 観光 2015年9月28日 読売新聞 朝 33
県勢ゆるキャラ奮闘中　うなりくん
頂点目指す　グランプリ中盤突入

951 観光 2015年10月27日 新千葉新聞 2
遊びにおいでよ　そでがうら　観光
写真を募集中　袖ケ浦市観光協
会

951 観光 2015年12月3日 新千葉新聞 1

郷土の風景や伝統行事等　観光
写真コン表彰式　袖ケ浦市観光協
会　十五作品に表彰状や記念品
が贈られる
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951 観光 2015年12月10日 新千葉新聞 2
バスで行く旬の収穫体験　袖ケ浦
市の魅力を　首都圏の人々に

951 観光 2015年12月22日 新千葉新聞 2
袖ケ浦に行こう！収穫体験　横浜
発着で開催　日帰りバスツアー

951 観光 2015年12月31日 東京新聞 22
２０１４年の県内観光客　過去最
高

951 観光 2016年1月21日 新千葉新聞 1
観光客を市内回遊にと　スタンプ
ラリー開始　袖ケ浦市観光協会

951 観光 2016年1月22日 千葉日報 13
袖ケ浦でスタンプラリー　５月まで
市内回遊へ３６施設参加

952 レジャー 2015年12月31日 読売新聞 朝 2 安倍首相の一日　３０日

954
東京ドイツ
村

2015年4月5日 毎日新聞 朝 24
春満開　鮮やかな芝桜桜と彩り競
う　東京ドイツ村

954
東京ドイツ
村

2015年4月16日 千葉日報 1
シバザクラ見ごろ　袖ケ浦・東京ド
イツ村

954
東京ドイツ
村

2015年4月19日 東京新聞 24 芝桜　お出迎え　東京ドイツ村

954
東京ドイツ
村

2015年4月21日 新千葉新聞 2
年間入場者１００万人達成　加藤
さんに記念品等　東京ドイツ村

954
東京ドイツ
村

2015年5月16日 読売新聞 朝 31 ドイツ村はバラの季節

954
東京ドイツ
村

2015年5月24日 千葉日報 11
バラ５千株咲き誇る　袖ケ浦・東京
ドイツ村

954
東京ドイツ
村

2015年6月27日 毎日新聞 朝 27
梅雨空の下　輝くアジサイ　東京ド
イツ村

954
東京ドイツ
村

2015年7月3日 千葉日報 12
袖ケ浦市　東京ドイツ村　夏の夜
は花火とサマーイルミ

954
東京ドイツ
村

2015年7月18日 日本経済新聞 朝 35
東京ドイツ村でオートキャンプ　花
火５００発打ち上げも　来月１４～
１５日

954
東京ドイツ
村

2015年7月20日 産経新聞 20
ドイツ村で初のオートキャンプ　来
月１４日

954
東京ドイツ
村

2015年10月8日 新千葉新聞 1
知事賞に奥野仁氏の牛　君津地
域乳牛共進会　袖ケ浦でファーム
フェスタ

954
東京ドイツ
村

2015年10月8日 千葉日報 13
「君津地域の酪農見て」　ファーム
フェスタ開催　袖ケ浦　ドイツ村
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954
東京ドイツ
村

2015年11月8日 毎日新聞 朝 28
袖ケ浦・東京ドイツ村　光の「おも
ちゃ箱」に歓声

954
東京ドイツ
村

2015年11月10日 新千葉新聞 2
光と音のファンタジー　イルミネー
ション点灯　東京ドイツ村

954
東京ドイツ
村

2015年11月18日 千葉日報 1 忙人寸語

954
東京ドイツ
村

2015年12月1日 千葉日報 13
２５０万球で「おもちゃ箱」　ドイツ
村イルミ１０周年　袖ケ浦

954
東京ドイツ
村

2015年12月9日 東京新聞 20
イルミの「おもちゃ箱」　袖ケ浦の
東京ドイツ村

954
東京ドイツ
村

2015年12月10日 朝日新聞 朝 28 カラフル華やぐ冬　東京ドイツ村

954
東京ドイツ
村

2015年12月30日 千葉日報 10
初の共通入園券発売　鴨川シー
ワールド　東京ドイツ村

954
東京ドイツ
村

2016年1月14日 日本経済新聞 朝 35
東京ドイツ村が来場者１００万人
超　１５年度、２年連続

954
東京ドイツ
村

2016年1月15日 毎日新聞 朝 22
「東京ドイツ村」２年連続１００万人
袖ケ浦

954
東京ドイツ
村

2016年1月17日 新千葉新聞 1
年間入場者、百万人達成　袖ケ浦
市・東京ドイツ村　前年度に続いて

954
東京ドイツ
村

2016年1月18日 産経新聞 24
ドイツ村、２年連続入場者１００万
人

954
東京ドイツ
村

2016年1月21日 千葉日報 11
年間１００万人、２年連続達成　ド
イツ村、イルミなど人気　袖ケ浦

954
東京ドイツ
村

2016年2月3日 千葉日報 8
千葉県は１億６７００万人　２０１４
年の観光客数　おもしろ半島ちば
の地理再発見

962
図書館活
動

2015年7月15日 新千葉新聞 1

知己社会の貢献を称え　クロー
バー賞贈る　君津地域四市の四
団体　新日鐵住金（株）君津製鐵
所が表彰

962
図書館活
動

2015年7月28日 新千葉新聞 1

読み聞かせで社会貢献　出口市
長に受賞報告　新日鐵住金君津
のクローバー賞　袖ケ浦市立図書
館おはなし会ボランティア

963
各種イベ
ント

2015年4月9日 新千葉新聞 1
読書に親しむきっかけにと　スタン
プラリー実施　袖ケ浦市図書館で
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963
各種イベ
ント

2015年8月18日 新千葉新聞 2
みんな図書館においでよ　夏のト
ショロ月間　袖ケ浦市内の図書館
等

963
各種イベ
ント

2015年9月16日 新千葉新聞 2
パンダの大冒険　長浦おかのうえ
図書館

963
各種イベ
ント

2015年10月14日 毎日新聞 朝 24
十返舎一九学ぶ講座に７０人募集
袖ケ浦で１６日から

963
各種イベ
ント

2015年10月16日 新千葉新聞 1
十返舎一九とその作品　袖ケ浦市
中央図書館「文芸講座」が開講

963
各種イベ
ント

2015年11月3日 新千葉新聞 2
五館で貸出拡大等　秋のトショロ
月間　袖ケ浦市立図書館等

963
各種イベ
ント

2016年1月10日 新千葉新聞 2
夢枕獏さん「旅と物語」　長浦おか
のうえ図書館　著者を囲む会開く

971 スポーツ 2015年4月22日 新千葉新聞 1

創立四十周年を迎えて　総合開会
式で激励　袖ケ浦市体育協会　昨
年度優秀な成績の団体個人を表
彰

971 スポーツ 2015年4月23日 新千葉新聞 2
参段に一人等十八人合格　昇級・
昇段審査会　君津柔道会

971 スポーツ 2015年5月14日 新千葉新聞 2

市民の健康増進に貢献　表彰状
や感謝状贈る　総会＆研修会　君
津地区スポーツ推進委員連絡協
議会

971 スポーツ 2015年12月23日 新千葉新聞 2
君津柔道会　昇級・昇段審査会
半数の二十九人が合格

971 スポーツ 2016年1月19日 新千葉新聞 1
地域スポーツへの功績称え　稲田
久武氏の祝賀会　文部科学大臣
表彰

971 スポーツ 2016年2月10日 千葉日報 9 東京ガスが野球指導　袖ケ浦

971 スポーツ 2016年2月20日 新千葉新聞 2
スポーツによるけが予防　山口重
貴講師に学ぶ　袖ケ浦市体育協
会

972
スポーツ
一般

2015年4月11日 新千葉新聞 2
ソフトテニスとグランドＧ　スポーツ
大会参加者募集　百目木公園ま
つり

972
スポーツ
一般

2015年4月23日 新千葉新聞 2
袖ケ浦市チームが優勝　スキー競
技リレーで　千葉県民体育冬季大
会
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972
スポーツ
一般

2015年5月13日 新千葉新聞 1
さざなみＡ優勝　公民館利用卓球
大会

972
スポーツ
一般

2015年5月13日 読売新聞 朝 34 佐倉がＶ　リトルシニア野球

972
スポーツ
一般

2015年5月28日 新千葉新聞 1

袖ケ浦市役所が優勝　関東大会
出場決める　千葉県大会開催　高
松宮賜杯第五九回全日本軟式野
球

972
スポーツ
一般

2015年5月28日 千葉日報 13
地域大会結果　軟式野球　高松宮
賜杯第５９回全日本（１部）県大会

972
スポーツ
一般

2015年7月1日 新千葉新聞 2

団体戦と個人戦で交流　袖ケ浦市
が総合優勝　君津地域心身障が
い時者スポーツ大会　君津市で開
催

972
スポーツ
一般

2015年7月2日 新千葉新聞 2
蔵波中ＰＴＡが三連覇　四市大会
に出場へ　袖ケ浦市Ｐバレー

972
スポーツ
一般

2015年7月4日 毎日新聞 朝 22
全国高校野球　千葉大会　チーム
紹介④おわり　袖ケ浦

972
スポーツ
一般

2015年7月10日 新千葉新聞 1
袖ケ浦市役所が全国へ　高松宮
杯全国日本軟式野球　関東大会
で優勝

972
スポーツ
一般

2015年8月5日 新千葉新聞 2
木更津の「壱番亭」優勝　県大会
出場決める　関東選抜軟式野球
ブロック大会

972
スポーツ
一般

2015年8月8日 新千葉新聞 1
県体での活躍に期待　袖ケ浦市
の体育協会　結団式及び壮行会

972
スポーツ
一般

2015年8月29日 毎日新聞 24

不滅と力強さ「タカ」に託して　袖ケ
浦・岩田さんのデザイン、シンボル
マークに　クラブ野球選手権４０回
記念

972
スポーツ
一般

2015年9月10日 新千葉新聞 2
青堀小PTAが二連覇　準優勝は
蔵波中P　木更津市市民体育館
君津地方PTAバレーボール大会

972
スポーツ
一般

2015年10月4日 新千葉新聞 2
郷土の期待を受けて　袖ケ浦市選
手団３　県民体育大会

972
スポーツ
一般

2015年10月6日 新千葉新聞 2

平川支店が四年連続Ｖ　グランウ
ンド・ゴルフ大会　きみしん菜の花
会　十三店舗の年金友の会の会
員が熱戦
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972
スポーツ
一般

2015年10月24日 新千葉新聞 2

生涯スポーツを楽しむ　君津地区
スポーツ・レクリエーション祭　君
津市民体育館など　三種目で熱戦
展開

972
スポーツ
一般

2015年12月10日 新千葉新聞 2 鈴木久男氏Ｖ　中村恵美さん優勝

972
スポーツ
一般

2015年12月12日 新千葉新聞 2
団地内走り親睦の輪　はなぶさ健
康マラソン

972
スポーツ
一般

2016年2月14日 新千葉新聞 2
四チームがスポレク祭へ　インディ
アカ大会結果　袖ケ浦市教委主催

972
スポーツ
一般

2016年2月17日 千葉日報 13
館山若潮マラソン男子(３０～３９
歳）伊藤が優勝

973
スポーツ
施設

2015年6月8日 産経新聞 20
「８耐」激走に満足！　袖ケ浦　マ
マチャリでレース

973
スポーツ
施設

2015年7月4日 新千葉新聞 2
千葉ロッテ対ヤクルト　あすから前
売券販売　袖ケ浦市営球状　プロ
野球イースタンリーグ公式戦

974
各種ス
ポーツ

2015年4月2日 朝日新聞 朝 28
春季県高校野球大会地区予選８
日開幕　【第８地区】

974
各種ス
ポーツ

2015年4月8日 新千葉新聞 2
県大会出場権かけて　一回戦の
組み合わせ　「春季県高校野球大
会」の地区予選

974
各種ス
ポーツ

2015年4月11日 千葉日報 13
船橋芝山　逆転サヨナラ勝ち　春
季県高校野球

974
各種ス
ポーツ

2015年4月11日 毎日新聞 朝 23
春季県高校野球大会地区予選
（１０日・県野球場など）

974
各種ス
ポーツ

2015年4月11日 朝日新聞 朝 25
春季県高校野球大会地区予選
（１０日・県野球場など）

974
各種ス
ポーツ

2015年4月13日 千葉日報 13
袖ケ浦　延長サヨナラ　望洋など
本大会出場　春季県高校野球

974
各種ス
ポーツ

2015年4月14日 新千葉新聞 2
本大会へ六校　春季県高校野球
大会

974
各種ス
ポーツ

2015年4月16日 新千葉新聞 2
支部長に平賀平川中校長　役員
や専門部など　小中体連木袖支
部

974
各種ス
ポーツ

2015年4月22日 新千葉新聞 2
関東大会出場目指して　地元校の
初戦組み合わせ　春季県高校野
球大会
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974
各種ス
ポーツ

2015年4月25日 千葉日報 13
夏のシード懸けきょう開幕　春季
県高校野球　きょうの試合

974
各種ス
ポーツ

2015年4月27日 毎日新聞 朝 17
第３９回京葉少年野球春季大会
兼第３７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

2015年4月28日 新千葉新聞 2
木総合が敗退　春季県高校野球
大会

974
各種ス
ポーツ

2015年4月28日 産経新聞 23 春季高校野球県大会

974
各種ス
ポーツ

2015年5月3日 新千葉新聞 1
少林寺拳法木更津市大会　きょう
市民体育館　木更津市少林寺拳
法連盟

974
各種ス
ポーツ

2015年5月3日 新千葉新聞 2
ベスト４が決まる　あす準決勝・結
晶　君津地域少年野球大会　（株）
君津住宅旗争奪

974
各種ス
ポーツ

2015年5月17日 新千葉新聞 2
拓大紅陵が団体準優勝　高校相
撲県予選　袖ヶ浦が三位入賞

974
各種ス
ポーツ

2015年5月23日 新千葉新聞 2
男子団体で袖ケ浦優勝　　新体操
大会県予選

974
各種ス
ポーツ

2015年5月24日 新千葉新聞 1
卓球実技講習会　袖ケ浦市で募
集

974
各種ス
ポーツ

2015年5月24日 新千葉新聞 2
自己の記録更新に挑戦　第二十
二回木・袖支部小学校陸上記録
会　男子児童の結果

974
各種ス
ポーツ

2015年5月24日 毎日新聞 朝 24

高松宮杯第５９回全日本軟式野
球大会県大会　１部　決勝　袖ケ
浦９―０市川　準決勝　袖ケ浦１―
０山武郡市

974
各種ス
ポーツ

2015年5月26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

2015年6月9日 新千葉新聞 2
より速く、より高くより遠くへ　中学
校陸上競技大会　小中体連木袖
支部

974
各種ス
ポーツ

2015年6月10日 新千葉新聞 2
学校対抗は太田中制す　小中体
連木袖支部　陸上男子の結果①
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974
各種ス
ポーツ

2015年6月11日 新千葉新聞 2

周西中学校が優勝飾る　準優勝
は平川中学校　野球大会で熱戦
木更津市野球連盟旗争奪選抜中
学校

974
各種ス
ポーツ

2015年6月11日 新千葉新聞 2
栗林泰三選手が大会新　小中体
連木袖支部　陸上男女の結果②

974
各種ス
ポーツ

2015年6月12日 新千葉新聞 2
小中体連木袖支部　陸上女子の
記録③

974
各種ス
ポーツ

2015年6月16日 新千葉新聞 2
算段に乾さんと菅野さん　昇級・昇
段審査会　君津柔道会

974
各種ス
ポーツ

2015年6月16日 読売新聞 34
男子８強出そろう　小学生バレー
県大会

974
各種ス
ポーツ

2015年6月17日 千葉日報 14 全日本中学野球　昭和が初優勝

974
各種ス
ポーツ

2015年6月20日 新千葉新聞 2
拓大紅陵高校が準優勝　第三位
に袖ヶ浦高校　県高校総体相撲

974
各種ス
ポーツ

2015年6月20日 千葉日報 15
１７０チーム闘志新た　組み合わ
せ決定　第９７回全国高校野球選
手権千葉大会

974
各種ス
ポーツ

2015年6月20日 産経新聞 22
１７０チーム甲子園へ火花　来月１
０から県大会　夏の高校野球

974
各種ス
ポーツ

2015年6月20日 東京新聞 24
県大会来月１０日開幕　夏の高校
野球県大会組み合わせ

974
各種ス
ポーツ

2015年6月20日 毎日新聞 朝 25

組み合わせ決まる　来月１０日開
幕　１７０チーム出場　第９７回全
国高校野球選手権千葉大会組み
合わせ

974
各種ス
ポーツ

2015年6月20日 朝日新聞 朝 28
１７０チーム熱戦の序章　開幕戦
は船橋法典ＶＳ志学館　対戦相手
決まる

974
各種ス
ポーツ

2015年6月20日 読売新聞 朝 32
１７０チーム甲子園かけ激突　来
月１０日　船橋法典―志学館で開
幕

974
各種ス
ポーツ

2015年6月21日 新千葉新聞 1
昭和中がみごと初優勝　全日本少
年軟式野球県大会　関東大会出
場決める

974
各種ス
ポーツ

2015年6月22日 千葉日報 10
２０１５目指せ！甲子園　袖ケ浦
袖ケ浦市　投手力アップで底力
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974
各種ス
ポーツ

2015年6月23日 新千葉新聞 1
気軽にスポレク祭楽しむ　袖ケ浦
市教委主催　Ｇゴルフとソフトバ
レー

974
各種ス
ポーツ

2015年6月27日 新千葉新聞 2
バタフライで大会新　中学校合同
水泳記録会　木袖支部男子結果

974
各種ス
ポーツ

2015年6月28日 新千葉新聞 2
大会新４　水泳女子の結果　小中
体連木袖支部中学校

974
各種ス
ポーツ

2015年6月30日 新千葉新聞 2
４種目に大会新５出る　中学男子
の水泳結果　小中体連君津支部

974
各種ス
ポーツ

2015年7月1日 新千葉新聞 2
自己の記録更新めざし　小中体連
君津支部　女子水泳の結果

974
各種ス
ポーツ

2015年7月9日 産経新聞 別刷 1

１７０チームが激突！あこがれの
場所へ球児が挑む暑い夏　第９７
回全国高校野球選手権　千葉大
会特集

974
各種ス
ポーツ

2015年7月9日 新千葉新聞 1 社説　甲子園への夢を追う

974
各種ス
ポーツ

2015年7月9日 朝日新聞 別刷 3
１７０チーム全力の夏　第９７回全
国高校野球選手権　千葉大会１０
日開幕

974
各種ス
ポーツ

2015年7月9日 産経新聞 別刷 6
袖ケ浦　第９７回全国高校野球選
手権　千葉大会特集

974
各種ス
ポーツ

2015年7月9日 朝日新聞 別刷 7
袖ケ浦　第９７回全国高校野球選
手権　千葉大会１０日開幕

974
各種ス
ポーツ

2015年7月10日 千葉日報 ２部 14 投手力アップで底力　袖ケ浦

974
各種ス
ポーツ

2015年7月12日 新千葉新聞 2
君津中と周西南中がＶ　三枝杯中
学生卓球大会　富津市卓球協会

974
各種ス
ポーツ

2015年7月12日 新千葉新聞 2
丸山、砲丸投げで準優勝　地元九
人が入賞　全国中学通信陸上県
大会

974
各種ス
ポーツ

2015年7月12日 千葉日報 11
第９７回全国高校野球選手権　千
葉大会　あすの試合

974
各種ス
ポーツ

2015年7月12日 東京新聞 26 夏の高校野球　あすの試合

974
各種ス
ポーツ

2015年7月12日 産経新聞 27
夏の高校野球　きょうとあすの試
合

974
各種ス
ポーツ

2015年7月12日 毎日新聞 朝 28
全国高校野球　千葉大会　あすの
試合
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974
各種ス
ポーツ

2015年7月12日 朝日新聞 朝 30
第９７回全国高校野球選手権　千
葉大会　あすの試合

974
各種ス
ポーツ

2015年7月12日 読売新聞 朝 34 夏高校野球　県大会　あすの試合

974
各種ス
ポーツ

2015年7月14日 新千葉新聞 1 高校野球　二回戦

974
各種ス
ポーツ

2015年7月14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

2015年7月14日 朝日新聞 夕 10
第９７回全国高校野球選手権　１
３日

974
各種ス
ポーツ

2015年7月14日 千葉日報 12
第９７回全国高校野球選手権　千
葉大会　第４日　袖ヶ浦、足を絡め
大勝　２回戦

974
各種ス
ポーツ

2015年7月14日 毎日新聞 朝 19
第９７回全国高校野球　地方大会
１３日　千葉

974
各種ス
ポーツ

2015年7月14日 朝日新聞 朝 21
第９７回全国高校野球選手権大
会　１３日　千葉

974
各種ス
ポーツ

2015年7月14日 東京新聞 22 高校野球　地方大会　１３日　千葉

974
各種ス
ポーツ

2015年7月14日 東京新聞 24
夏の高校野球　沼南１４盗塁で圧
倒　市立銚子、市船敗れる波乱も
きのうの結果

974
各種ス
ポーツ

2015年7月14日 毎日新聞 朝 25
全国高校野球　千葉大会　市船
橋、初戦敗退　東海大望洋はサヨ
ナラで辛勝

974
各種ス
ポーツ

2015年7月14日 産経新聞 25 高校野球　地方大会　１３日　千葉

974
各種ス
ポーツ

2015年7月14日 朝日新聞 朝 26
第９７回全国高校野球選手権　千
葉大会　２回戦

974
各種ス
ポーツ

2015年7月14日 産経新聞 27
夏の高校野球　地方大会　シード
２校姿消す

974
各種ス
ポーツ

2015年7月14日 読売新聞 朝 29
全国高校野球　第９７回地方大会
１３日　千葉

974
各種ス
ポーツ

2015年7月14日 読売新聞 朝 32
夏　高校野球県大会　きのうの成
績

974
各種ス
ポーツ

2015年7月16日 新千葉新聞 1 高校野球

974
各種ス
ポーツ

2015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
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974
各種ス
ポーツ

2015年7月16日 新千葉新聞 2
県大会出場を目指して　１８日か
ら総合体育大会　小中体連木袖
支部

974
各種ス
ポーツ

2015年7月16日 千葉日報 13
第９７回全国高校野球選手権　千
葉大会　第６日　３兄弟の夢終わ
る　袖ケ浦・影山　多古が競り勝つ

974
各種ス
ポーツ

2015年7月16日 東京新聞 21 高校野球　地方大会　１５日　千葉

974
各種ス
ポーツ

2015年7月16日 毎日新聞 朝 22
第９７回全国高校野球　地方大会
１５日　千葉

974
各種ス
ポーツ

2015年7月16日 朝日新聞 朝 25
第９７回全国高校野球選手権大
会　１５日　千葉

974
各種ス
ポーツ

2015年7月16日 毎日新聞 朝 26
全国高校野球　千葉大会　沼南、
東海大望洋順当に

974
各種ス
ポーツ

2015年7月16日 東京新聞 26 夏の高校野球　きのうの結果

974
各種ス
ポーツ

2015年7月16日 産経新聞 27
夏の高校野球　地方大会　千葉
商、Ｂシード柏南を完封

974
各種ス
ポーツ

2015年7月16日 朝日新聞 朝 28
第９７回全国高校野球選手権　千
葉大会　逃したチャンスピンチを呼
んだ　袖ヶ浦・高橋投手

974
各種ス
ポーツ

2015年7月16日 読売新聞 朝 29
全国高校野球　第９７回地方大会
１５日　千葉

974
各種ス
ポーツ

2015年7月16日 読売新聞 朝 32
夏高校野球　県大会　　習志野秋
津　終盤に突き放す　きのうの成
績

974
各種ス
ポーツ

2015年7月16日 読売新聞 朝 32
青春譜　兄弟３人が追った甲子園
影山敦紀選手　袖ヶ浦（３年）

974
各種ス
ポーツ

2015年7月17日 読売新聞 朝 32
一発勝負　夏のドラマ　上を向こう
試合に敗れ悔し泣きする袖ケ浦ナ
イン

974
各種ス
ポーツ

2015年7月18日 千葉日報
12-
13

南房の２１チーム集結暑さに負け
ぬ熱戦へ　あすからフジノ杯ジュ
ニアサッカー　昭和サッカークラブ
（袖ケ浦市）　蔵波ＦＣ（袖ケ浦市）

974
各種ス
ポーツ

2015年7月26日 東京新聞 26
袖ケ浦市少年野球山ゆり大会が
開幕
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974
各種ス
ポーツ

2015年7月27日 千葉日報 特2
第９７回全国高校野球選手権千
葉大会　習志野３点リード守れず

974
各種ス
ポーツ

2015年7月28日 東京新聞 24
子どもと母親ら野球形式の試合
友遊ボール東ブロック大会　ボー
ルを追う子どもたち＝袖ケ浦市で

974
各種ス
ポーツ

2015年7月28日 東京新聞 24
第１７回袖ケ浦市少年野球山ゆり
大会

974
各種ス
ポーツ

2015年7月28日 朝日新聞 朝 28

実力校ひきめき熱戦　専大松戸、
総合力でＶ　大会振り返って　第９
７回全国高校野球選手権　千葉大
会

974
各種ス
ポーツ

2015年7月28日 読売新聞 朝 28
夏高校野球　県大会　大会回顧
激戦区の千葉を象徴　２年連続県
代表は初出場校

974
各種ス
ポーツ

2015年7月29日 千葉日報 13
市原市ナイター陸上競技記録会
８００ｍ大会新

974
各種ス
ポーツ

2015年8月1日 新千葉新聞 2

子安クラブが優勝飾る　君津地区
少年野球連盟主催３８チーム　新
日鐵住金旗少年野球　準優勝は
木更津モ

974
各種ス
ポーツ

2015年8月1日 千葉日報 18 県少年野球地区予選結果

974
各種ス
ポーツ

2015年8月1日 千葉日報
14-
17

千葉日報旗めざし４８チームが熱
戦第４５回千葉県少年野球大会
【かずさ地区】袖ケ浦ミラクル（袖
ケ浦市）

974
各種ス
ポーツ

2015年8月2日 毎日新聞 朝 25
１次予選２０日開幕　秋季県高校
野球　１６１チーム熱戦

974
各種ス
ポーツ

2015年8月3日 千葉日報 16
県少年野球が開幕　９６０人はつ
らつ入場行進　鷺沼マ、宮久保競
り勝つ

974
各種ス
ポーツ

2015年8月4日 新千葉新聞 2
新日鐵住金杯をめざして　ミニバ
スやサッカー等　スポーツ大会結
果

974
各種ス
ポーツ

2015年8月9日 新千葉新聞 2
袖ケ浦市は準優勝　県大会出場
ならず　関東少年（中学）軟式野球
第四ブロック大会
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974
各種ス
ポーツ

2015年8月13日 新千葉新聞 2

所属チームの枠を超えて　君津
ユース出場　高校三年生から選出
の男女　天皇杯・皇后杯全日本バ
レー県予選会

974
各種ス
ポーツ

2015年8月13日 千葉日報 14
２０日から８地区で１次予選　秋季
県高校野球　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

2015年8月19日 新千葉新聞 2
春の選抜へ、あす開幕　地元校の
初戦相手　秋季県高校野球一次
予選

974
各種ス
ポーツ

2015年8月20日 千葉日報 12
秋季県高校野球　関東大会懸け
きょう開幕　　きょうの試合

974
各種ス
ポーツ

2015年8月26日 千葉日報 13
蔵波ジャガーズ初優勝　県少年野
球友遊ボール大会

974
各種ス
ポーツ

2015年8月28日 毎日新聞 朝 24
第６８回秋季県高校野球大会　２
次予選組み合わせ　袖ヶ浦－国
府台　４日　ゼットエ

974
各種ス
ポーツ

2015年9月1日 新千葉新聞 1
全国や関東での活躍を報告　出
口市長等を訪問　総体選手中学
生七人

974
各種ス
ポーツ

2015年9月1日 新千葉新聞 2
目標の段・級に２２人合格　審査
会で鍛錬成果競う　君津柔道会

974
各種ス
ポーツ

2015年9月2日 千葉日報 13
あすから２次予選　秋季県高校野
球　２次予選組み合わせ

974
各種ス
ポーツ

2015年9月2日 千葉日報 14
昭和少年野球Ｃ　１７年ぶりＶ　南
房総ふせひめ少年野球大会

974
各種ス
ポーツ

2015年9月2日 東京新聞 18
第１７回袖ケ浦市少年野球山ゆり
大会

974
各種ス
ポーツ

2015年9月3日 新千葉新聞 2
本地赤い出場目指して　二次予選
きょう開幕　秋季県高校野球

974
各種ス
ポーツ

2015年9月5日 朝日新聞 朝 29 秋季県高校野球２次予選

974
各種ス
ポーツ

2015年9月6日 新千葉新聞 1
袖ケ浦高勝つ　高校野球二次予
選

974
各種ス
ポーツ

2015年9月7日 千葉日報 15 秋季県高校野球２次予選
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974
各種ス
ポーツ

2015年9月7日 毎日新聞 朝 25 秋季県高校野球

974
各種ス
ポーツ

2015年9月9日 東京新聞 18
第１７回袖ケ浦市少年野球山ゆり
大会

974
各種ス
ポーツ

2015年9月29日 新千葉新聞 2
京葉と翔凜が優勝　内房地区高
校バスケット　富津市総合社会体
育館

974
各種ス
ポーツ

2015年10月3日 新千葉新聞 2
県大会出場を目指して　中学校新
人体育大会

974
各種ス
ポーツ

2015年10月4日 新千葉新聞 2
男子は昭和中が優勝　女子は木
二中制覇　木更津市秋季バレー

974
各種ス
ポーツ

2015年10月6日 東京新聞 22
第１７回袖ケ浦市少年野球山ゆり
大会（４日・畑沢球場）

974
各種ス
ポーツ

2015年10月7日 新千葉新聞 2
タイムとチームワーク競う　中学校
駅伝大会　小中体連木袖支部　よ
り強く・余より速くをスローガンに

974
各種ス
ポーツ

2015年10月7日 新千葉新聞 2
男子は平川中が六連覇　女子は
昭和中が優勝　中学校駅伝大会

974
各種ス
ポーツ

2015年10月8日 新千葉新聞 2
中学男女が健脚競う　ロードレー
スの結果　木袖支部中学駅伝

974
各種ス
ポーツ

2015年10月9日 新千葉新聞 2
中学男女が健脚競う　小中体連
木袖支部　ロードレースの結果

974
各種ス
ポーツ

2015年10月10日 新千葉新聞 2

やつるぎ杯争奪めざして　少年
サッカー二年生大会　FCウーノ木
更津　優勝は青堀SC、準優勝は
千種FC

974
各種ス
ポーツ

2015年10月27日 東京新聞 26
第１７回袖ケ浦シ少年野球山ゆり
大会

974
各種ス
ポーツ

2015年11月6日 新千葉新聞 2
柔道選手権大会の成績　中高生２
４人も表彰　山口杯争奪君津地区

974
各種ス
ポーツ

2015年11月7日 新千葉新聞 2

木更津市選抜チーム訪問　市長
に県大会出場を報告　木更津市
役所　千葉県少年野球地域対抗
六年生選抜大会

974
各種ス
ポーツ

2015年12月3日 新千葉新聞 2
中学生が各種競技で熱戦　総合
体育大会結果①　小中体連木袖
支部

974
各種ス
ポーツ

2015年12月5日 新千葉新聞 2
新人総体で各競技熱戦　中学男
女の結果　小中体連木袖支部
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974
各種ス
ポーツ

2015年12月12日 新千葉新聞 2
みんなの思いをタスキに込めて
袖ケ浦市小学校駅伝　長浦Ａと昭
和Ａが優勝

974
各種ス
ポーツ

2015年12月13日 新千葉新聞 2
ロードレース結果　袖ケ浦市の小
学生

974
各種ス
ポーツ

2015年12月21日 東京新聞 22
習志野サンデーズ完封で２度目の
Ｖ　袖ケ浦市少年野球

974
各種ス
ポーツ

2016年1月8日 新千葉新聞 2
団体で拓大紅陵準優勝　県高校
新人相撲大会　袖ヶ浦高校で開催

974
各種ス
ポーツ

2016年1月27日 新千葉新聞 2
椎の木杯争奪戦をかけて　袖ケ浦
市教委　柔道・剣道大会開く

974
各種ス
ポーツ

2016年1月28日 新千葉新聞 2

団結力でタスキつなぐ　中学校新
人駅伝大会　袖ケ浦市小中体連
男子は平川中、女子は昭和中が
優勝

974
各種ス
ポーツ

2016年2月3日 新千葉新聞 2
チームワークと団結力で　新人駅
伝大会の結果　袖ケ浦市中学校

974
各種ス
ポーツ

2016年2月4日 新千葉新聞 2

男子は畑沢中が制す　女子は翔
凜中初Ｖ　四市中学校新人バス
ケットボール大会　準油症は君津
中と富津中

974
各種ス
ポーツ

2016年2月11日 新千葉新聞 2
椎の木杯めざして戦い　袖ケ浦市
内の小中高生　柔道と剣道大会
結果

974
各種ス
ポーツ

2016年2月13日 毎日新聞 朝 24
児童ら野球の基本学ぶ　東京ガ
ス、袖ケ浦で「教室」

975 趣味 2015年7月1日 新千葉新聞 1 矢田さん優勝　王将位争奪戦

991
上総アカデ
ミアパーク

2015年4月22日 新千葉新聞 1 折り紙教室　アクア木更津五階

991
上総アカデ
ミアパーク

2015年5月9日 新千葉新聞 1 カラーが広げる夢　社説

991
上総アカデ
ミアパーク

2015年5月16日 新千葉新聞 2
日頃の研鑽成果を展示　絵画の
「遊彩会展」　かずさアカデミア
パーク

991
上総アカデ
ミアパーク

2015年5月28日 新千葉新聞 1
地域発展の課題解決へ　木更津
で通常総会　県商工会議所女性
会連合会
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991
上総アカデ
ミアパーク

2015年6月28日 新千葉新聞 2
親子で楽しむ工作教室　一日から
受付開始　アカデミアホール

991
上総アカデ
ミアパーク

2015年8月4日 新千葉新聞 1

ＳＵＳ（株）の立地決定　かずさア
カデミアパークへ　木更津市鎌足
アルミ製の建材・家具の開発生産
等

991
上総アカデ
ミアパーク

2015年8月4日 千葉日報 4
アルミ建材のＳＵＳ進出　来年４月
かずさアカデミアに

991
上総アカデ
ミアパーク

2015年8月4日 日本経済新聞 朝 31
かずさアカデミア進出　静岡のア
ルミ加工・ＳＵＳ

991
上総アカデ
ミアパーク

2015年8月14日 新千葉新聞 4 クラフト縁日　アカデミアホール

991
上総アカデ
ミアパーク

2015年9月2日 新千葉新聞 1
東日本大震災復興支援　チャリ
ティーライブ　トレナビフェスタ

991
上総アカデ
ミアパーク

2015年9月2日 新千葉新聞 2
認知症の講演と歌で　リフレッシュ
コンサート　カンティーニ主催

991
上総アカデ
ミアパーク

2015年9月3日 新千葉新聞 2
かずさ青少年人材育成へ　プロ
ジェクトを開催　オークラアカデミ
アで

991
上総アカデ
ミアパーク

2015年10月6日 新千葉新聞 1

創立五十周年を記念し　記念
フォーラム等　かずさ青年会議所
式典に姉妹ＪＣの台湾や歴代理事
長も

991
上総アカデ
ミアパーク

2015年10月6日 日本経済新聞 朝 35
研究成果を事業化　かずさＤＮＡ
研　ベンチャー設立

991
上総アカデ
ミアパーク

2015年10月7日 新千葉新聞 1

（株）かずさゲノムテクノロジーズ
研究成果の事業家　かずさＤＮＡ
研究所　ベンチャー企業を研究所
内に設立

991
上総アカデ
ミアパーク

2015年10月7日 千葉日報 4
ＤＮＡ研初のベンチャー　研究用
遺伝子など販売　産学官連携へ

991
上総アカデ
ミアパーク

2015年10月22日 新千葉新聞 2
花の散歩道水彩画　アカデミア
パーク

991
上総アカデ
ミアパーク

2015年11月7日 新千葉新聞 2 白陽会絵画展　アカデミアパーク

991
上総アカデ
ミアパーク

2015年12月19日 新千葉新聞 2
親子で楽しむコンサート　かずさ
ジュニアオーケストラ　アカデミア
ホール
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991
上総アカデ
ミアパーク

2016年1月9日 読売新聞 朝
34、
35

緑の丘に科学研究施設　かずさア
カデミアパーク（木更津市、君津
市)　わがまち空から

991
上総アカデ
ミアパーク

2016年1月14日 千葉日報 1

良好な投資環境ＰＲ　海内企業誘
致へ初の視察会　県　２１日、大使
館担当者ら招き　タイではチーバく
ん電車運行

991
上総アカデ
ミアパーク

2016年1月23日 新千葉新聞 1

海外企業の立地を促進　千葉県
へ視察ツアー　豪州等五か国公
使等　かずさＤＮＡ研究所アカデミ
アパークなど

991
上総アカデ
ミアパーク

2016年2月5日 新千葉新聞 2
楽典や楽器など学ぶ　期間限定
体験レッスン　かずさジュニアオー
ケストラ

992
東京湾ア
クアライン

2015年4月19日 千葉日報 19
アクア、京葉道は連日　後半の３
～５日ピークか　県内GWの高速
道路渋滞予測

992
東京湾ア
クアライン

2015年4月22日 読売新聞 朝 35 記念銀貨にアクアライン

992
東京湾ア
クアライン

2015年4月22日 日本経済新聞 朝 39
千葉はアクアライン　地方自治法
６０年硬貨

992
東京湾ア
クアライン

2015年4月23日 朝日新聞 朝 27
アクアラインや九十九里など図柄
に　地方自治法施行６０周年記念
貨幣

992
東京湾ア
クアライン

2015年4月30日 千葉日報 1
アクアラインに九十九里　地方自
治法６０周年　千葉版記念貨幣、
発行へ

992
東京湾ア
クアライン

2015年5月6日 朝日新聞 朝 21
木更津・巨大アウトレット　施設
続々　大観覧車も

992
東京湾ア
クアライン

2015年5月20日 新千葉新聞 1
夜間通行止め　２５日から圏央道
まで

992
東京湾ア
クアライン

2015年7月18日 新千葉新聞 1
新宿駅発の深夜バスも　木更津
駅～新宿駅　小湊鉄道（株）等ダ
イヤ改正

992
東京湾ア
クアライン

2015年7月18日 読売新聞 朝 34
内房―東京バス主役に　ＪＲは特
急減便　アクアライン値下げ影響

992
東京湾ア
クアライン

2015年7月25日 日経新聞 別刷 1
何でもランキング　パーキングエリ
ア　第１位　海ほたるパーキングエ
リア（東京湾アクアライン）
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992
東京湾ア
クアライン

2015年7月26日 千葉日報 19
渋滞ピーク下り１３日上り１５日
県内京葉道、アクア連日混雑　お
盆高速道路予測

992
東京湾ア
クアライン

2015年8月10日 千葉日報 5

にぎわい創る道路網　「人」「モノ」
流れがスムーズに　きょう８月１０
日は「道の日」　東京湾アクアライ
ン　新たな雇用を創出

992
東京湾ア
クアライン

2015年9月5日 千葉日報 18
アクアライン描いた記念貨幣　大
阪造幣局で打ち初め式

992
東京湾ア
クアライン

2015年9月6日 朝日新聞 朝 31
自治体「偏差値」トップは浦安市
地方創生へ千葉銀調査

992
東京湾ア
クアライン

2015年9月10日 新千葉新聞 1
アクアライン描いた記念貨幣　千
円硬貨は純銀製　千葉県分五百
円硬貨も

992
東京湾ア
クアライン

2015年10月24日 日本経済新聞 朝 35
アクアラインマラソン　車いすハー
フ新設

992
東京湾ア
クアライン

2015年10月25日 東京新聞 26
フルは１万２千人　ハーフは５０００
人定員　アクアラインマラソン来年
４月に受付

992
東京湾ア
クアライン

2015年10月27日 新千葉新聞 1
車椅子部門ハーフ新設　コースな
ど大会要項等決定　来年アクアマ
ラソン

992
東京湾ア
クアライン

2015年10月27日 産経新聞 23
「車いす」正式種目に　アクアライ
ンマラソン要項決定

992
東京湾ア
クアライン

2015年11月4日 千葉日報 1
絆結ぶアクアマラソンに　森田知
事の青春立県ちば

992
東京湾ア
クアライン

2015年11月7日 千葉日報 1 千葉県版「千円銀貨」完成

992
東京湾ア
クアライン

2015年11月7日 千葉日報 4
千葉ちなんだ千円銀貨発行　きょ
う、通販申し込み開始

992
東京湾ア
クアライン

2015年11月7日 産経新聞 19 県のデザイン銀貨、購入受け付け

992
東京湾ア
クアライン

2015年11月7日 読売新聞 朝 35
地方自治法記念銀貨申し込みきょ
うから

992
東京湾ア
クアライン

2015年11月8日 読売新聞 朝 33
くしの歯作戦　３５路線対象　県が
策定　津波時　優先的に復旧

992
東京湾ア
クアライン

2015年11月10日 東京新聞 26
記念千円銀貨受け付け開始　アク
アラインと菜の花デザイン
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992
東京湾ア
クアライン

2015年12月5日 千葉日報 2
県議会一般質問答弁要旨　車い
すマラソン啓発イベントも

992
東京湾ア
クアライン

2015年12月15日 産経新聞 25
常磐道のＵターン来月２．３日に集
中

992
東京湾ア
クアライン

2015年12月21日 千葉日報 19

初詣客で成田山周辺　高速道アク
ア１５キロ、常磐道２５キロ　年末
年始　主な県内一般、高速道路渋
滞予測

992
東京湾ア
クアライン

2016年1月6日 千葉日報 19
国際線利用客１２％増　アクアライ
ン交通量微増　年末年始

992
東京湾ア
クアライン

2016年1月8日 新千葉新聞 2
１０月アクアラインマラソン　幟旗
などを立てＰＲ

992
東京湾ア
クアライン

2016年1月19日 新千葉新聞 1
交通遺児基金にと　海ホタルパー
キングエリアが３０万円寄付

992
東京湾ア
クアライン

2016年2月5日 千葉日報 2
五輪・パラ推進かを新設　体制は
１３人程度　県が組織見直し　２０
１６年度県当初予算案の主な事業

992
東京湾ア
クアライン

2016年2月5日 毎日新聞 朝
24-
25

過去最大１兆７１３９億円　県債残
高も更新続く　県１６年度一般会
計予算案　「元気プラン」総仕上げ
社会保障、ＴＰＰ対策膨らむ　五輪
推進課を新説

992
東京湾ア
クアライン

2016年2月5日 日本経済新聞 朝 33
五輪にらみ最大規模　県、１６年
度予算案　１．７兆円　施設設備や
合宿誘致

992
東京湾ア
クアライン

2016年2月6日 新千葉新聞 2 味噌づくり体験　きょう海ほたるで

992
東京湾ア
クアライン

2016年2月16日 千葉日報 18
２年ぶり「春一番」　県内、強風で
交通網乱れ　寒気戻り１０度以上
差も

992
東京湾ア
クアライン

2016年2月19日 毎日新聞 朝 25
アクアラインマラソン　乃木坂４６
高山さん　ＰＲ大使に就任

992
東京湾ア
クアライン

2016年2月22日 産経新聞 18
「恩返しするつもりでＰＲ」　南房総
出身「乃木坂４６」高山さん大使就
任　１０月のアクアラインマラソン
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