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新聞記事一覧の説明 

 

 

 

●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



1

請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

０　総記 011 歴史 2017年2月22日 千葉日報 9
湾一望の那古寺で結願　上総安
房の坂東三十三観音（下）　おも
しろ半島ちばの地理再発見

012
年中
行事

2016年4月12日 朝日新聞 朝 29
早乙女願う豊作　袖ケ浦の飯富
神社

012
年中
行事

2016年4月12日 千葉日報 11
早乙女が元気に大役　豊作祈り
「お田植え神事」　袖ケ浦

012
年中
行事

2016年4月14日 新千葉新聞 2

稲苗が丈夫に育つよう　早乙女
が早苗振り　恒例の「お田植え神
事」　袖ケ浦市の市指定有形文
化財・飯富神社

012
年中
行事

2017年1月16日 朝日新聞 朝 29 かゆで占う今年の作柄　袖ケ浦

012
年中
行事

2017年1月16日 千葉日報 11
古式ゆかしく豊凶占う　袖ケ浦
飽富神社で筒粥神事

012
年中
行事

2017年1月17日 新千葉新聞 2
今年の農作物の豊凶を占う　袖
ケ浦市の飽富神社　古式床しく
『筒粥神事』

012
年中
行事

2017年1月17日 千葉日報 11
袖ケ浦で新春たこ揚げ会「高～く
舞い上がれ」

012
年中
行事

2017年1月17日 毎日新聞 朝 26
農作物の豊凶を占う筒粥神事
袖ケ浦市の飽富神社

012
年中
行事

2017年2月2日 新千葉新聞 2
焚き上げで無事を祈念　君津地
域四市　「どんど焼き」日程②

013 成人式 2016年12月26日 千葉日報 11
千葉地域行事ガイド　袖ケ浦
成人式　８日　出初式１５日　運
動　元旦マラソン

013 成人式 2017年1月9日 千葉日報 17
県内新成人６万３２９９人が二十
歳の誓い

013 成人式 2017年1月11日 新千葉新聞 1
晴れて大人の仲間入り　公民館
等四会場で　袖ケ浦市の成人式

013 成人式 2017年1月11日 新千葉新聞 2

２０歳の夢と責任持ち　地元四市
成人は増加　木更津市で成人式
アカデミアと富来田公民館で華や
ぐ式典

014
県民の
日

2016年6月2日 新千葉新聞 2
豆腐作りと収穫体験　参加者を
募集中　県民の日･君津地域探
検ツアー
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

014
県民の
日

2016年6月2日 千葉日報 12

２０１６県民の日　地域行事　君
津　君津地域ふるさと探検ツアー
大豆「小糸在来」を使った豆腐作
りと旬の収穫体験

015
敬老の
日

2016年9月15日 新千葉新聞 1

いつまでもお元気で　九十九歳以
上者を訪問　敬老事業で袖ケ浦
市長　今年は四十二人、百二歳
の松村さん等

015 敬老の日 2016年9月21日 新千葉新聞 2 訂正

016
戦没者追
悼式 2016年8月4日 産経新聞 25

県遺族会表彰の功労者祝う　内
房４市遺族会

016
戦没者追
悼式 2016年8月5日 新千葉新聞 1

平和と憲法について話す　講師
は森岳県議　君津四市遺族会研
修会等

021 郷土 2017年3月22日 新千葉新聞 1
「飛べ、平川町」　山田悟氏が講
話　袖ケ浦市平川公民館　ふるさ
と創生塾「郷土の塩」会長

033 訃報 2016年4月24日 新千葉新聞 1 高石チヨさん

033 訃報 2016年7月17日 新千葉新聞 2 桐谷三好氏

033 訃報 2016年7月20日 新千葉新聞 2
鎮魂込めて冥福祈る　今年も新
盆が来る②　当紙掲載の先人た
ち

033 訃報 2016年12月8日 千葉日報 18 お悔やみ

033 訃報 2016年12月9日 新千葉新聞 1 訃報

051 地理 2017年1月11日 千葉日報 12
「郡」は健在？　地域的単位とし
て活用　おもしろ半島ちばの地理
再発見　千葉地理学会連載

063
１０大
ニュース

2016年12月16日 新千葉新聞 1
全学校の耐震化が完了　袖ケ浦
市が発表　二十八年おもな出来
事

063
１０大
ニュース

2016年12月24日 千葉日報 10
ふるさと１０大ニュース（下）　袖ケ
浦市

063
１０大
ニュース

2016年12月28日 毎日新聞 朝 27
この１年　鴨川で母子３人死亡
７月

081 投書 2016年5月3日 毎日新聞 朝 19 女の気持ち／息子の巣立ち

081 投書 2016年6月23日 朝日新聞 朝 21 意外な国谷さん／はがき通信

081 投書 2016年7月22日 読売新聞 朝 32
今週のテーマ　祭り②　小銭投げ
楽しみ

081 投書 2016年10月5日 東京新聞 14 「鶴瓶の家族に乾杯」／反響
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

081 投書 2017年2月19日 東京新聞 16 反響　「バイプレイヤーズ」

083
投稿
－川柳

2016年5月29日 毎日新聞 朝 3 仲畑流万能川柳

083
投稿
－川柳

2016年11月24日 毎日新聞 朝 3 仲畑流万能川柳

083
投稿
－川柳

2017年1月24日 毎日新聞 朝 3 仲畑流万能川柳

084
投稿
－俳句

2016年4月12日 読売新聞 朝 32 よみうり文芸　俳句

084
投稿
－俳句

2016年6月11日 東京新聞 18 房総俳壇

084
投稿
－俳句

2016年6月25日 東京新聞 20 房総俳壇

084
投稿
－俳句

2016年8月12日 東京新聞 24 房総俳壇

084
投稿
－俳句

2016年10月22日 東京新聞 24 房総俳壇

084
投稿
－俳句

2016年10月25日 読売新聞 朝 28 よみうり文芸　俳句

084
投稿
－俳句

2016年11月8日 読売新聞 朝 30 よみうり文芸

084
投稿
－俳句

2016年11月22日 読売新聞 朝 28 よみうり文芸　俳句

084
投稿
－俳句

2016年11月26日 東京新聞 26 房総俳壇

084
投稿
－俳句

2016年12月20日 読売新聞 朝 30 よみうり文芸　俳句

084
投稿
－俳句

2016年12月24日 東京新聞 18 房総俳壇

084
投稿
－俳句

2017年1月14日 東京新聞 22 房総俳壇

084
投稿
－俳句

2017年1月20日 毎日新聞 朝 24 房総文園　俳句

084
投稿
－俳句

2017年1月27日 毎日新聞 朝 26 房総文園　俳句

084
投稿
－俳句

2017年1月28日 東京新聞 24 房総俳壇

084
投稿
－俳句

2017年2月11日 東京新聞 22 房総俳壇
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

084
投稿
－俳句

2017年2月25日 東京新聞 24 房総俳壇

084
投稿
－俳句

2017年3月3日 毎日新聞 朝 26 房総文園　俳句

084
投稿
－俳句

2017年3月11日 東京新聞 20 房総俳壇

084
投稿
－俳句

2017年3月25日 東京新聞 20 房総俳壇

085
投稿－
短歌

2017年2月3日 毎日新聞 朝 24 房総文園　短歌

092
叙位
・叙勲

2016年4月10日 新千葉新聞 2
危険性の高い業務で貢献　危険
業務従事者叙勲　地元関係は十
四人

092
叙位
・叙勲

2016年4月29日 朝日新聞 朝 25
春の叙勲　県内２２７人　旭日双
光章

092
叙位
・叙勲

2016年4月29日 産経新聞 27
歴史的建造物の「真正性」こだわ
り　春の叙勲　県内から２２７人

092
叙位
・叙勲

2016年4月29日 新千葉新聞 1
この道一筋に光あたる　平成二
十八年春の叙勲　旭日双光章

092
叙位
・叙勲

2016年4月29日 千葉日報 6
春の叙勲　本県関係受賞者　旭
日双光章

092
叙位
・叙勲

2016年4月29日 東京新聞 26 春の叙勲　敬称略　旭日双光章

092
叙位
・叙勲

2016年4月29日 日本経済新聞 朝 28
春の受勲受賞者　千葉県　旭日
双光章

092
叙位
・叙勲

2016年4月29日 毎日新聞 朝 21
春の叙勲県内から２２７人　旭日
双光章

092
叙位
・叙勲

2016年4月29日 読売新聞 朝 28
春の叙勲　叙勲受章者（敬称略）
旭日双光章

092
叙位
・叙勲

2016年6月30日 新千葉新聞 2
戸川氏に栄え　正六位を追贈と
発表

092
叙位
・叙勲

2016年10月8日 朝日新聞 朝 24
危険業務従事者　県関係２００人
受章

092
叙位
・叙勲

2016年10月8日 産経新聞 23 危険従事者叙勲に１９５人

092
叙位
・叙勲

2016年10月8日 東京新聞 26 危険業務従事者叙勲（敬称略）

092
叙位
・叙勲

2016年10月8日 毎日新聞 朝 24
危険従事者叙勲　県内１９５人受
章（敬称略）
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

092
叙位
・叙勲

2016年10月8日 読売新聞 朝 24 危険業務従事者叙勲２００人

092
叙位
・叙勲

2016年10月12日 新千葉新聞 2
危険性の高い業務に従事　地元
受章者は十二人　危険業務従事
者叙勲

092
叙位
・叙勲

2016年11月3日 朝日新聞 朝 29 秋の叙勲　県内関係２０２人

092
叙位
・叙勲

2016年11月3日 朝日新聞 朝 29 秋の叙勲県内から２０２人

092
叙位
・叙勲

2016年11月3日 新千葉新聞 1

地道な社会貢献に光　十二人が
晴れの受賞　平成二十八年秋の
叙勲　産業振興功労や地方自治
功労、教育功労等

092
叙位
・叙勲

2016年11月3日 東京新聞 24 秋の叙勲受章者

092
叙位
・叙勲

2016年11月3日 日本経済新聞 朝 28 秋の叙勲受章者　千葉

092
叙位
・叙勲

2016年11月3日 毎日新聞 朝 25 秋の叙勲県内から２０２人

092
叙位
・叙勲

2016年11月3日 読売新聞 朝 28
秋の叙勲２０２人に栄誉　叙勲受
章者

092
叙位
・叙勲

2017年2月2日 読売新聞 朝 28
叙位叙勲（１月３１日）　高齢者叙
勲

092
叙位
・叙勲

2017年2月4日 新千葉新聞 1
榎本氏に栄え　瑞宝双光章授与
と

093 表彰 2016年7月8日 毎日新聞 朝 27
袖ケ浦ＬＮＧ基地が大臣表彰　東
京ガス　安全功労者内閣総理大
臣賞

093 表彰 2016年7月13日 新千葉新聞 1
改めて社会教育考える　第五十
一回君津地方社会教育推進大会

093 表彰 2016年7月16日 新千葉新聞 1
歩道に花の植栽や管理　社会貢
献賞「クローバー賞」表彰　神納
花の１５会

093 表彰 2016年11月19日 新千葉新聞 1
初の「市長特別表彰」を　五輪で
銅メダル袖ケ浦市　官野一彦選
手に
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

093 表彰 2016年11月23日 新千葉新聞 1

長年、市の発展に尽力　袖ケ浦
市表彰式　市表彰と教育功労賞
社会功労等に１５人、教育は５個
人２団体

093 表彰 2016年12月4日 新千葉新聞 1
官野氏を市長特別表彰　銅メダ
ルの功績称え　袖ケ浦市で新設
リオパラ五輪での車いすラグビー

093 表彰 2017年3月15日 新千葉新聞 2
優良生徒の表彰式典　模範生徒
を称える　木更津珠算連盟

１　市政 101
行政一
般

2016年9月9日 新千葉新聞 2
公共施設等の基本方針　老朽化
など見直し、今後三十年間の概
要

102 市長 2016年5月11日 新千葉新聞 1

地方創生と自治体の連携　武部
講師や四市市町　講演及び対談
一般社団法人内外情勢調査会南
房総支部

102 市長 2016年5月11日 東京新聞 24
広域連携の重要性で一致　君津
地域４市長シンポ　木更津

102 市長 2016年7月5日 朝日新聞 朝 24

国会議員平均２１６９万円　所得
公開　知事は２５３７万円　知事・
千葉市長･国会議員の所得一覧
市長の所得

102 市長 2016年7月5日 産経新聞 23
知事の所得２５３６万円　資産公
開　県議平均は１６４８万円　平
成２７年の市長の所得

102 市長 2016年7月5日 千葉日報 5
県内市長は１４４５万円　市川の
大久保市長１位　県内３５市長

102 市長 2016年7月5日 毎日新聞 朝 24
知事所得２５３６万円　昨年分
県議平均は１６４８万円　市長

102 市長 2016年7月5日 読売新聞 朝 28
知事所得２５３７万円　県議平均
は１６４８万円　知事･県議･千葉
市議　所得公開　市長

102 市長 2016年7月6日 新千葉新聞 2
昨年一年間の所得公開　資産公
開法　国会議員や市長、県議

102 市長 2016年10月21日 読売新聞 朝 30
秋の園遊会招待者　地方公共団
体の長および議会の議長　出口
清

102 市長 2017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
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

102 市長 2017年1月4日 千葉日報 第２部 5
袖ケ浦市　さらなる袖ケ浦の発展
をめざして　市長　出口清

102 市長 2017年1月5日 千葉日報 6
飛躍発展を近い新春に交流きょ
う賀詞交歓会　出席者氏名

121 広報 2016年4月22日 新千葉新聞 2
市の魅力を県内外にＰＲ「来て
見て　知って　好きになる」袖ケ浦
市が効果的活用

121 広報 2016年4月24日 千葉日報 9
対岸で知名度アップへ　ＰＲ映像
とパンフ作成　袖ケ浦市

121 広報 2016年5月17日 毎日新聞 朝 24
袖ケ浦市を知って！　イメージ
アップへ総動員　バスツアーやＰ
Ｒ映像

121 広報 2016年7月22日 新千葉新聞 2
「ガウラ」がエントリー　袖ケ浦市
マスコットキャラクター　ゆるキャ
ラグランプリに

121 広報 2016年10月13日 毎日新聞 朝
袖ケ浦・市の広報誌をポスティン
グ業者が投棄／短信

121 広報 2016年10月13日 読売新聞 朝 35 市広報誌配達員が投棄

121 広報 2016年10月14日 東京新聞 24 袖ケ浦市の広報紙５１通を投棄

123

ふるさとづ
くり、レンゲ
まつり、夏
まつり

2016年8月4日 千葉日報 11 【袖ケ浦】市民夏まつり／イベント

123

ふるさとづ
くり、レンゲ
まつり、夏
まつり

2016年8月5日 新千葉新聞 2
袖ケ浦市民ふれあい夏まつり
花火も約二千発　あす東京ドイツ
村で

123

ふるさとづ
くり、レンゲ
まつり、夏
まつり

2016年9月3日 新千葉新聞 1
木港まつりと袖夏まつり　J：COM
で放映

128
姉妹都
市

2016年8月14日 千葉日報 9
姉妹都市と交流促進　袖ケ浦市
長がブラジル訪問

128
姉妹都
市

2016年8月19日 新千葉新聞 1
イタジャイ市を公式訪問　袖ケ浦
市長と議長ら　共同宣言書取り交
わす

132 人口 2016年8月3日 千葉日報 11
女性１００人に対する男性人数
工業地帯の市原市最高　おもし
ろ半島ちばの地理再発見
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

141 市役所 2016年5月14日 新千葉新聞 2
手数料の誤徴収　袖ケ浦市が発
表

141 市役所 2016年5月14日 千葉日報 18
手数料２千円を誤徴収　袖ケ浦
市

141 市役所 2016年5月14日 毎日新聞 朝 27
マイナンバー手数料袖ケ浦市が
誤徴収

141 市役所 2016年5月14日 読売新聞 朝 33
マイナンバー手数料袖ケ浦市が
誤徴収

141 市役所 2016年7月10日 新千葉新聞 2 誤って住民票　袖ケ浦市・他人に

141 市役所 2016年7月15日 新千葉新聞 1
祝意と思い出づくりに　袖ケ浦市
役所に　結婚記念証や記念撮影

141 市役所 2016年7月18日 千葉日報 6
結婚記念証プレゼント　袖ケ浦
市、撮影コーナーも特設

141 市役所 2016年7月27日 新千葉新聞 2
知名度向上へＰＲ活動　袖ケ浦
市取組み「チームガウラ」を組織

141 市役所 2017年1月6日 新千葉新聞 1
新たなまちの魅力創出　袖ケ浦
仕事始め式　30人を永年勤続表
彰

141 市役所 2017年1月31日 新千葉新聞 1
スポーツ通じ地域振興　フレンド
シップシティ・プログラム協定　千
葉ロッテと締結

142
行政委
員会

2016年4月12日 新千葉新聞 2

会長に地引正和氏選任　農業委
員１６人に辞令　袖ケ浦市農業委
員会　「臨時総会」を開催、新人
は１４人

151 財政 2016年8月14日 毎日新聞 朝 25
１６年度不交付団体　新たに君
津、市原市

151 財政 2016年8月24日 新千葉新聞 1
不交付団体に袖ケ浦、君津市
国の普通交付税　他二市は交付
団体に

152 予算 2016年5月12日 新千葉新聞 2
まちのようすがよくわかる　予算
説明会開く　袖ケ浦市が四会場

152 予算 2016年12月20日 千葉日報 20 補正予算など可決　袖ケ浦市

152 予算 2017年2月17日 朝日新聞 朝 29
袖ケ浦市予算案　２．６％増の２３
９億円

152 予算 2017年2月17日 千葉日報 11
袖ケ浦市　２．６％増２３９億円
企業誘致や子育て拡充へ

152 予算 2017年2月22日 産経新聞 25 当初予算案　袖ケ浦市
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

152 予算 2017年2月23日 新千葉新聞 1

一般会計約二四〇億円　三年ぶ
りの増額予算　袖ケ浦市当初予
算　工業団地整備や子育て世代
の支援等

153 税金 2016年5月31日 新千葉新聞 1

税への理解拡大に努める　合同
定期総会開く　青年部・女性の部
の三組織　木更津税務署管内納
税貯蓄組合連合会

153 税金 2016年11月11日 新千葉新聞 1

税の正しい認識をＰＲ　街頭キャ
ンペーン　木更津税務懇話会
きょうから「税を考える週間」始ま
る

153 税金 2017年2月11日 新千葉新聞 1

確定申告の季節到来　地元四市
の相談受付　木更津税務署管内
木更津市民会館中ホールは１３
日開設

161 市議会 2016年5月27日 新千葉新聞 2
袖ケ浦市議会定例会　六月一日
招集

161 市議会 2016年5月28日 新千葉新聞 2
六月一日招集ニ〇日迄　上程議
案は一二件　袖ケ浦市議会定例
会

161 市議会 2016年6月2日 朝日新聞 朝 21 袖ケ浦市議会／議会

161 市議会 2016年6月2日 千葉日報 9
７議案を提案　【袖ケ浦市】　市議
会だより

161 市議会 2016年6月7日 新千葉新聞 1
防災や市庁舎整備など　きょうか
ら一般質問　袖ケ浦市議会定例
会

161 市議会 2016年6月21日 朝日新聞 朝 28
袖ケ浦市議会、保育３陳情を採
択　明日を選ぶ

161 市議会 2016年6月21日 千葉日報 11
補正予算案など可決　【袖ケ浦
市】　市議会だより

161 市議会 2016年6月23日 新千葉新聞 2

椎の森工業団地整備等　保育充
実の陳情採択　袖ケ浦市議会最
終本会議　一般会計補正予算な
ど全案可決し閉会

161 市議会 2016年7月9日 新千葉新聞 1
市民と議会の意見交換会　参加
以上でカフェドぎかい　袖ケ浦市
議会
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

161 市議会 2016年7月25日 朝日新聞 朝 29
議員とざっくばらんに　袖ケ浦「カ
フェ　ド　ぎかい」　高校生徒会も
参加

161 市議会 2016年8月31日 新千葉新聞 1

きょう招集、２１日まで　上程議案
は１５件　袖ケ浦市議会定例会
５．６日の一般質問には８議員登
壇

161 市議会 2016年9月1日 朝日新聞 朝 29 議会　袖ケ浦市議会

161 市議会 2016年9月1日 千葉日報 11
駅前の名称変更へ　【袖ケ浦市】
／市議会だより

161 市議会 2016年9月4日 新千葉新聞 1
教育設備や子育て支援等　袖ケ
浦市議会定例会　一般質問に八
議員

161 市議会 2016年9月22日 朝日新聞 朝 25 袖ケ浦市議会　２１日閉会

161 市議会 2016年9月22日 千葉日報 11 駅前名称など可決　袖ケ浦市

161 市議会 2016年9月27日 新千葉新聞 2
介護ロボット導入推進等　全案可
決し閉会　袖ケ浦市議会九月定
例会

161 市議会 2016年10月13日 読売新聞 朝 34
領収書対策不十分　各議会事務
局「複数でチェック」　「全ての偽
造を見抜くの困難」

161 市議会 2016年11月13日 新千葉新聞 1
臨時会を招集　１５日　袖ケ浦市
議会

161 市議会 2016年11月16日 朝日新聞 朝 29 議会　袖ケ浦市議会

161 市議会 2016年11月16日 千葉日報 11
市議会だより　議長に福原氏
【袖ケ浦市】

161 市議会 2016年11月16日 毎日新聞 朝 27
袖ケ浦市・市議会議長に福原氏
／短信

161 市議会 2016年11月17日 新千葉新聞 1
新議長に福原孝彦氏　副議長に
榎本雅司氏　袖ケ浦市議会臨時
会

161 市議会 2016年11月28日 新千葉新聞 1
道路の整備など四項目　かずさ
四市議会議長会　県庁で要望書
提出

161 市議会 2016年11月29日 新千葉新聞 2
袖ケ浦市議会定例会　１６件上程
１０氏が質問　きょう招集１９日ま
で

161 市議会 2016年11月30日 朝日新聞 朝 29 議会　袖ケ浦市議会

161 市議会 2016年11月30日 千葉日報 9
市議会だより　護岸修復費など１
６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12月6日 新千葉新聞 2
袖ケ浦市議会　きょうから一般質
問　十議員が十九件を質す

161 市議会 2016年12月21日 新千葉新聞 1

護岸修復費等の予算等　全案可
決し閉会　袖ケ浦市議会定例会
教育委員会委員に福島友子氏再
任同意

161 市議会 2017年2月17日 朝日新聞 朝 29
残土条例の改正案　袖ケ浦市、
再提出へ　定例会の審議焦点

161 市議会 2017年2月21日 新千葉新聞 1
あす、招集　３月２７日まで　袖ケ
浦市議会３月定例会　上程議案
は２４件

161 市議会 2017年2月23日 朝日新聞 朝 27 議会　袖ケ浦市議会

161 市議会 2017年2月23日 千葉日報 10
改正残土条例を再提案　袖ケ浦
市　再生土も規制対象

161 市議会 2017年3月9日 朝日新聞 朝 29
残土条例改正案採否なお不透明
袖ケ浦　市議会委は可決

161 市議会 2017年3月10日 新千葉新聞 2
十三日から施政方針など　袖ケ
浦市議会定例会　一般質問に九
議員

161 市議会 2017年3月14日 朝日新聞 朝 29
残土条例の改正案　袖ケ浦市議
会否決　１票差　１３年に続き２度
目

161 市議会 2017年3月14日 千葉日報 11
残土条例案　再び否決　袖ケ浦
市議会「住民承諾」巡り賛否

161 市議会 2017年3月29日 新千葉新聞 1
土壌の汚染等改正条例は否決
教育長に御園朋夫氏　袖ケ浦市
議会が閉会

162 議長 2017年1月1日 新千葉新聞 4
魅力溢れるまちへ　袖ケ浦市議
会議長　福原孝彦

162 議長 2017年1月5日 千葉日報 6
飛躍発展を近い新春に交流きょ
う賀詞交歓会　出席者氏名

171
選挙
－市議会 2016年8月31日 朝日新聞 朝 25 袖ケ浦市議選説明会に２９運営

171
選挙
－市議会 2016年8月31日 千葉日報 11 説明会に２９運営　袖ケ浦市議選

171
選挙
－市議会 2016年9月1日 新千葉新聞 1

定数２２に２９陣営出席　立候補
予定者説明会　袖ケ浦市議選

171
選挙
－市議会 2016年9月25日 千葉日報 18 １０月のこよみ　県内の選挙



12

請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

171
選挙
－市議会 2016年9月28日 新千葉新聞 1

袖ケ浦市議選七人超か　事前審
査に二十九人　定数は二十二
十月九日告示、十月十六日投開
票

171
選挙
－市議会 2016年10月1日 新千葉新聞 1 多彩な行事十月の歳時記／社説

171
選挙
－市議会 2016年10月8日 朝日新聞 朝 25

袖ケ浦市議選に２９人立候補準
備　あす告示

171
選挙
－市議会 2016年10月8日 産経新聞 23

２９人が出馬準備　袖ケ浦市議選
あす告示

171
選挙
－市議会 2016年10月8日 新千葉新聞 1

袖ケ浦市議選あす告示　七人多
い二十九人が立候補の予定か

171
選挙
－市議会 2016年10月8日 千葉日報 11

７人超の２９人出馬か　袖ケ浦市
議選あす告示

171
選挙
－市議会 2016年10月8日 東京新聞 26 袖ケ浦市議選あす告示

171
選挙
－市議会 2016年10月8日 読売新聞 朝 25 市議選あす告示　袖ケ浦

171
選挙
－市議会

2016年10月10日 朝日新聞 朝 27
袖ケ浦市議選　定数２２に２９人
が立候補

171
選挙
－市議会

2016年10月10日 産経新聞 29
袖ケ浦市議選告示　２９人が立候
補

171
選挙
－市議会

2016年10月10日 千葉日報 7
７超の激戦スタート　袖ケ浦市議
選告示　２９人出馬

171
選挙
－市議会

2016年10月10日 東京新聞 22
袖ケ浦市議選告示　２９人が立候
補

171
選挙
－市議会

2016年10月10日 毎日新聞 朝 27 袖ケ浦市議選　２９人が立候補

171
選挙
－市議会

2016年10月10日 読売新聞 朝 27 袖ケ浦市議選　２９人が立候補

171
選挙
－市議会

2016年10月12日 新千葉新聞 1

一週間の選挙戦に　立候補者の
顔ぶれ　袖ケ浦市議会議員選挙
二十二議席へ七人超過の二十九
人

171
選挙
－市議会

2016年10月15日 朝日新聞 朝 29 あす投開票　袖ケ浦市議選

171
選挙
－市議会

2016年10月15日 産経新聞 21 袖ケ浦市議選　あす投開票
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

171
選挙
－市議会

2016年10月15日 新千葉新聞 1

袖ケ浦市議選あす投開票　今日
限りの選挙戦　袖ケ浦市二五投
票所　昭和小学校体育館で午後
九時から開票

171
選挙
－市議会

2016年10月15日 千葉日報 11
袖ケ浦市議選あす投開票　２９候
補”最後のお願い”　袖ケ浦市議
選立候補者

171
選挙
－市議会

2016年10月15日 東京新聞 22 あす投開票　袖ケ浦市議選

171
選挙
－市議会

2016年10月15日 読売新聞 朝 29 袖ケ浦市議選あす投開票

171
選挙
－市議会

2016年10月17日 朝日新聞 朝 29
新議員２２人決まる　袖ケ浦市議
選

171
選挙
－市議会

2016年10月17日 産経新聞 24
袖ケ浦市議選　新議員２２人決ま
る

171
選挙
－市議会

2016年10月17日 千葉日報 11
新議員続々決まる　袖ケ浦市議
選　投票率５４．０４％

171
選挙
－市議会

2016年10月17日 千葉日報 11
袖ケ浦市議選　現職堅調　２０人
再選　元・新１人は上位で

171
選挙
－市議会

2016年10月17日 毎日新聞 朝 27
袖ケ浦市議選開票深夜まで　投
票率54.04％

171
選挙
－市議会

2016年10月17日 読売新聞 朝 29 袖ケ浦市議顔ぶれ決まる

171
選挙
－市議会

2016年10月18日 新千葉新聞 1
袖ケ浦市議二十二人決まる　現
二〇、元一、新人一、投票率は過
去最低

171
選挙
－市議会

2016年10月18日 読売新聞 朝 30 袖ケ浦新市議２２人決まる

174
選挙
－知事

2017年3月9日 朝日新聞 朝 29
きょう告示論戦スタート　現新４氏
が立候補準備　あすを選ぶ知事
選　選挙人名簿登録者数

174
選挙
－知事

2017年3月9日 産経新聞 25

森田県政の評価争点　各陣営、
「出陣」へ意気込み　きょう告示
知事選千葉２０１７　選挙人名簿
登録者数

174
選挙
－知事

2017年3月9日 千葉日報 2
１７選挙戦　わが陣営こう戦う　選
挙人名簿登録者数の状況
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

174
選挙
－知事

2017年3月9日 東京新聞 22

継続か刷新か舌戦へ　きょう告示
知事選２０１７　１８．１９歳の有権
者１１万６８２５人　県内の有権者
数

174
選挙
－知事

2017年3月9日 毎日新聞 朝 27
１７日間の選挙戦へ　選挙人前
回比１５万人増　きょう告示　知事
選選ぶ　選挙人名簿登録者数

174
選挙
－知事

2017年3月9日 読売新聞 朝 31
４氏本番へ備え　色やフレーズイ
メージ戦略　１７知事選　きょう告
示　選挙人名簿登録者数

174
選挙
－知事

2017年3月11日 新千葉新聞 1
現職に三人が挑戦　四人が立候
補　千葉県知事選挙　十七日間
の選挙戦

174
選挙
－知事

2017年3月19日 新千葉新聞 1

あと一週間で投・開票　低調な知
事選展開　現職に三人が挑戦
期日前投票など必ず投票所へ行
こう

174
選挙
－知事

2017年3月25日 新千葉新聞 1

知事選あす投票・開票　四人が
最後の訴え　現職に新人三人が
挑む　棄権しないで、みんなで投
票しよう

174
選挙
－知事

2017年3月26日 産経新聞 29 当日有権者数（見込み）

174
選挙
－知事

2017年3月26日 千葉日報 2 当日有権者数の状況（見込）

174
選挙
－知事

2017年3月27日 朝日新聞 朝 27
森田氏　磐石の３選　前浦安市長
ら新顔３氏破る

174
選挙
－知事

2017年3月27日 産経新聞 24 ３選　森田氏「集大成」へ舵

174
選挙
－知事

2017年3月27日 千葉日報 1 森田氏大差で３選

174
選挙
－知事

2017年3月27日 東京新聞 18
森田さん　手堅く３選　実績や東
京五輪成功掲げ

174
選挙
－知事

2017年3月27日 毎日新聞 朝 28
厚い支援　森田氏磐石　知事選
開票結果

174
選挙
－知事

2017年3月27日 読売新聞 朝 33
森田知事磐石３選　組織票　知名
度生かす

174
選挙
－知事

2017年3月28日 朝日新聞 朝 26
知事選の投票結果　知事選候補
者の市町村別得票
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

174
選挙
－知事

2017年3月28日 朝日新聞 朝 27
森田氏３選も不満顕在化　支援
者　市町村の声聞き連携を

174
選挙
－知事

2017年3月28日 新千葉新聞 1
森田健作知事が三選　県内の投
票率３１．１８％　地元は３６．１
２％

174
選挙
－知事

2017年3月28日 千葉日報 1
圧勝で３選の森田氏　自公全面
支援が奏功

174
選挙
－知事

2017年3月28日 千葉日報 2
候補者別市町村別得票数　袖ケ
浦市

174
選挙
－知事

2017年3月28日 東京新聞 26
３選森田知事　千葉の人情が目
玉　市町村別候補者得票　投票
率３１．１８％

174
選挙
－知事

2017年3月28日 毎日新聞 朝 27
森田陣営圧倒　得票率６８．８％
投票率３１．１８％　候補者別得
票数　袖ケ浦市

174
選挙
－知事

2017年3月28日 読売新聞 朝 32
知事選市区町村別投票率　投票
率３１．１８％　ワースト５位

174
選挙
－知事

2017年3月28日 読売新聞 朝 33
市町村の意見受け止める　森田
知事３期目へ意気込み　市区町
村別得票

175
選挙一
般

2016年6月9日 読売新聞 朝 29
高校生　投票所補助に袖ケ浦市
選管　雇用へ

175
選挙一
般

2016年6月15日 毎日新聞 朝 25
高校生が事務補助　袖ケ浦５カ
所　参院選投票所で

175
選挙一
般

2016年6月16日 新千葉新聞 1
高校生が選挙事務補助　参院選
に袖ヶ浦高校生　袖ケ浦市選管

175
選挙一
般

2016年6月20日 東京新聞 18
高校生を投票所で事務補助雇用
参院選投票日に袖ケ浦市選管

175
選挙一
般

2016年6月22日 朝日新聞 朝 28
１８・１９歳の有権者１１万６６１３
人　選挙人名簿登録者数

175
選挙一
般

2016年6月22日 産経新聞 27
熱戦へ準備着々　きょう公示　選
挙人名簿登録者数

175
選挙一
般

2016年6月22日 新千葉新聞 1

参議院選挙きょう公示　十八歳以
上に選挙権　改正公職選挙法で
投開票は十日、千葉選挙区は改
選三

175
選挙一
般

2016年6月22日 千葉日報 2
選挙人名簿登録者数の状況（国
内分)及び在外選挙人名簿登録
者数の状況
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

175
選挙一
般

2016年6月22日 東京新聞 26
３議席めぐり混戦　憲法、くらしな
ど問う　きょう公示　２０１６参院選
ちば　市町村別有権者数

175
選挙一
般

2016年6月22日 毎日新聞 朝 23
２党を軸に激戦予想　きょう公示
３議席めぐり攻防　２０１６参院選
ちば　選挙人名簿登録者数

175
選挙一
般

2016年6月22日 読売新聞 朝 32
選挙人名簿登録５２２万４４６７人
１８．１９歳有権者は１１万６６１３
人　選挙人名簿登録者数

175
選挙一
般

2016年7月1日 東京新聞 22
２０１６参院選ちば　一票の現場
から　市原、袖ケ浦で石炭火力発
電計画

175
選挙一
般

2016年7月11日 朝日新聞 朝 17
自民２民進１　参院選千葉選挙
区　選挙区の投票結果　候補者
の市区町村別得票

175
選挙一
般

2016年7月11日 千葉日報 3
本県投票率微増５２．０１％　前
回２．７９ポイント上回る　参院選
千葉選挙区投票率

175
選挙一
般

2016年7月11日 千葉日報 11
選挙の仕組み肌で実感　投票日
に３年１０人　袖ケ浦高生

175
選挙一
般

2016年7月11日 読売新聞 朝 16
高校生が投票案内　千葉市･袖
ケ浦市選管

175
選挙一
般

2016年7月11日 読売新聞 朝 17
自民２確保　民進１守る　選挙区
市区町村別得票

175
選挙一
般

2016年7月12日 朝日新聞 朝 28 比例区の市区町村別確定得票

175
選挙一
般

2016年7月12日 朝日新聞 朝 29
県内議席の３分の２与党に　候補
者の市区町村別確定得票数　選
挙区の投票結果

175
選挙一
般

2016年7月12日 産経新聞 27
２０１６参院選　参院選候補者の
市区町村別得票数（選管確定）

175
選挙一
般

2016年7月12日 新千葉新聞 1

自民圧勝、二議席確保　高校生
が初の一票　猪口邦子、元栄太
一郎、小西洋之氏当選　参議院
議員選挙区選挙開票結果　参議
院議員比例代表選挙開票結果
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

175
選挙一
般

2016年7月12日 千葉日報 2

自民５５　与党改選過半数　参院
選挙１２１議席確定　参院選千葉
選挙区投票率　候補者別市区町
村別得票数　比例代表　市区町
村別得票数

175
選挙一
般

2016年7月12日 東京新聞 27
２０１６参院選千葉　比例代表
政党の市町村別得票　選挙区法
輔車の市町村別得票

175
選挙一
般

2016年7月12日 毎日新聞 朝 26
候補者の地区町村別得票数　比
例代表の市区町村別得票数

175
選挙一
般

2016年7月12日 読売新聞 朝 32
衆院小選挙区でみる比例選の得
票率（％）

175
選挙一
般

2016年7月12日 読売新聞 朝 33 選挙区　市区町村別得票数

175
選挙一
般

2016年7月12日 読売新聞 朝 34
比例選　党名票と当選者の個人
票　市区町村別内訳

175
選挙一
般

2016年9月10日 毎日新聞 朝 25
参院選１８、１９歳の市町村別投
票率　袖ケ浦市

175
選挙一
般

2017年1月1日 朝日新聞 朝 15
衆院選　予想される顔ぶれ２　南
関東　千葉　１２区

175
選挙一
般

2017年1月1日 読売新聞 朝 8
衆院選　予想立候補者一覧　上
南関東　千葉　１２区

175
選挙一
般

2017年1月4日 東京新聞 9
衆院選予想顔ぶれ　南関東　千
葉　１２区

175
選挙一
般

2017年1月4日 日本経済新聞 朝 19
時期衆院選　立候補予想顔ぶれ
南関東　千葉　１２区

182
市出身
の県議
会議員

2016年12月21日 千葉日報 12

千葉県定例県議会報告　１２月
一般質問　都計道西内河根場線
２９年度事業着手へ　江野澤吉
克議員（自民党）袖ケ浦市

191
市役所
職員

2016年7月9日 千葉日報 20 人身事故で課長処分　袖ケ浦市

191
市役所
職員

2016年7月10日 新千葉新聞 2
課長が交通事故　袖ケ浦市が懲
戒処分

192
市役所
人事

2016年4月4日 千葉日報 11
市町村人事　袖ケ浦市（４月１日
付）

192
市役所
人事

2016年7月14日 新千葉新聞 2
来春採用予定の市職員　受験申
込用紙の配布　採用試験・一次
試験
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

192
市役所
人事

2017年3月24日 朝日新聞 朝 29
袖ケ浦市人事（４月１日付け）部
長級

192
市役所
人事

2017年3月26日 新千葉新聞 2
総務部長に小泉政洋氏　袖ケ浦
市人事異動　異同総数は三百六
人

192
市役所
人事

2017年3月28日 新千葉新聞 2
水道局次長に根本氏　袖ケ浦市
人事異動　次長級と課長級

192
市役所
人事

2017年3月28日 千葉日報 11 教育長に御園氏　袖ケ浦市

192
市役所
人事

2017年3月29日 毎日新聞 朝 26
市人事　４月１日　袖ケ浦市　〈部
長級〉〈退職〉

192
市役所
人事

2017年3月30日 新千葉新聞 2
保育所長や消防本部等　袖ケ浦
市人事異動３　課長級の異動

192
市役所
人事

2017年3月31日 千葉日報 9 袖ケ浦市人事　（４月１日付）

２
事件・
災害

213 防犯 2016年4月29日 新千葉新聞 2
児童を侵入者から守る　袖ケ浦
市立平岡小学校　不審者対応実
技訓練

213 防犯 2016年5月22日 新千葉新聞 1
電話ｄｅ詐欺を未然に防ぐ　蔵波
郵便局の女性に　木更津署長感
謝状

213 防犯 2016年7月8日 新千葉新聞 2
社会を明るくする運動に　袖ケ浦
市関係者　市長ら駅で啓発活動

213 防犯 2016年9月14日 新千葉新聞 1
安全で快適なまちづくり　犯罪の
ない街へ　袖ケ浦市交通防犯大
会

213 防犯 2016年10月5日 新千葉新聞 1

安全で安心のまちづくり　ジェオコ
ムと調印　上総四市の三警察署
協定を締結、防犯や交通安全へ
の情報提供

213 防犯 2016年10月5日 新千葉新聞 1
覚せい剤等乱用防止訴え　ダメ・
ゼッタイ運動　君津木更津薬剤師
会等

213 防犯 2017年3月24日 新千葉新聞 2
知らない人についていかない　袖
ケ浦市立中川幼稚園　園児の防
犯教室

221 事件 2016年4月5日 千葉日報 19 ８４歳、２００万円被害　袖ケ浦
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221 事件 2016年4月6日 新千葉新聞 2
二百万円だまし取られる　袖・八
四歳女性

221 事件 2016年4月12日 新千葉新聞 2
ガラス戸を破損　木更津署が男
逮捕

221 事件 2016年4月12日 千葉日報 18 器物破損の疑いで男逮捕

221 事件 2016年4月28日 千葉日報 18 強制わいせつの疑い

221 事件 2016年5月30日 千葉日報 18
下着を盗もうとした疑い／ニュー
スファイル

221 事件 2016年7月5日 朝日新聞 朝 34
母子無理心中か、海岸で３人死
亡　千葉・鴨川

221 事件 2016年7月5日 産経新聞 26
海岸で子供３人死傷　千葉　刺し
た?母親も死亡

221 事件 2016年7月5日 毎日新聞 朝 31
無理心中か３人死亡　母･１０歳・
８歳　現場に包丁　千葉の海岸

221 事件 2016年7月5日 読売新聞 朝 35
無理心中か母子３人死亡　千葉
の海岸、現場に包丁

221 事件 2016年7月6日 千葉日報 19
事件時、夫は電話中　鴨川の無
理心中

221 事件 2016年7月6日 毎日新聞 朝 27
鴨川母子死亡　「気晴らしで海
へ」　事件当日　夫、病院に電話
中

221 事件 2016年7月6日 読売新聞 朝 31
母親の死因　心臓損傷　鴨川３人
死亡

221 事件 2016年8月4日 朝日新聞 朝 31
ＡＴＭ一斉引出し　指示役？ら窃
盗容疑逮捕

221 事件 2016年8月4日 千葉日報 19
主犯格と出し子ら逮捕　窃盗容
疑、県警で初　ＡＴＭ引出し事件

221 事件 2016年8月4日 毎日新聞 朝 25
窃盗容疑組員ら４人　ＡＴＭ１８億
円不正　県内初逮捕

221 事件 2016年8月30日 新千葉新聞 2 さい銭ねらい袖ケ浦の弁財天で

221 事件 2016年11月1日 朝日新聞 朝 25
同僚の消防職員から現金盗み停
職６カ月

221 事件 2016年11月1日 産経新聞 21
同僚から現金盗む　消防士を停
職処分

221 事件 2016年11月1日 千葉日報 19
同僚から金盗み　消防士停職処
分

221 事件 2016年11月1日 毎日新聞 朝 23
袖ケ浦・現金を盗んだとして消防
職員を停職６カ月
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

221 事件 2016年11月1日 読売新聞 朝 27
同僚から現金盗む　消防士を停
職処分

221 事件 2016年11月2日 新千葉新聞 2 現金を盗む　袖・消防士を処分

221 事件 2016年11月15日 新千葉新聞 2 遺体が漂流　袖ケ浦の海上

221 事件 2017年2月18日 千葉日報 19
１１００万円入り金庫盗まれる　君
津の景品交換所　袖ケ浦でも侵
入盗

221 事件 2017年2月18日 東京新聞 18
パチンコ景品交換所１１００万円
入り金庫盗難　君津

221 事件 2017年2月18日 毎日新聞 朝 27
１１００万円入り金庫交換所から
盗難　君津のパチスロ店

222 事故 2016年4月1日 産経新聞 27
玉突きで４人死傷　木更津市の
国道

222 事故 2016年4月1日 新千葉新聞 2
追突四人死傷　木更津市潮見四
で

222 事故 2016年4月3日 新千葉新聞 2
ひき逃げで重傷　袖ケ浦市久保
田で

222 事故 2016年4月3日 読売新聞 朝 27 ひき逃げ容疑で逮捕

222 事故 2016年5月7日 新千葉新聞 2
作業中に死亡　袖ケ浦市の工場
で

222 事故 2016年5月7日 千葉日報 18 袖ケ浦の工場で従業員死亡

222 事故 2016年8月12日 東京新聞 24 沖に流され男性不明

222 事故 2016年8月15日 千葉日報 19
不明の会社員男性か　鴨川、海
岸に遺体

222 事故 2016年8月15日 東京新聞 22
鴨川の海岸に男性遺体／フラッ
シュ

222 事故 2016年8月16日 朝日新聞 朝 23 旭と鴨川の水難事故、身元判明

222 事故 2016年8月16日 産経新聞 20
鴨川の海岸で磯遊びの男性、遺
体で発見

222 事故 2016年8月16日 千葉日報 18 鴨川、遺体男性の身元判明

222 事故 2016年8月16日 東京新聞 22
鴨川の海岸で発見の遺体の身元
判明

222 事故 2016年8月16日 毎日新聞 朝 23 相次ぐ海難事故遺体の身元判明

222 事故 2016年8月16日 読売新聞 朝 27
旭と鴨川の溺死２男性の身元判
明
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

222 事故 2016年8月18日 朝日新聞 朝 23
重しが落下し、作業中の男性死
亡

222 事故 2016年8月18日 新千葉新聞 2
重石が落下　袖ケ浦の会社で重
症

222 事故 2016年8月18日 千葉日報 18 重石落下し男性死亡

222 事故 2016年8月18日 東京新聞 22 袖ケ浦で労災死亡事故

222 事故 2016年8月18日 毎日新聞 朝 23
袖ケ浦・ベルトコンベヤーの重し
落下、男性死亡

222 事故 2016年8月19日 新千葉新聞 2
作業中の事故で　袖・会社員が
死亡

222 事故 2016年10月25日 新千葉新聞 2
電車にはねられ　袖ケ浦の踏切
で死亡

222 事故 2016年11月6日 朝日新聞 朝 23
ＪＲ久留里線で列車と軽乗用車
が衝突、２人軽傷

222 事故 2016年11月6日 新千葉新聞 2
列車と車衝突　久留里線で男女
軽傷

222 事故 2016年11月6日 千葉日報 19
列車と衝突、車大破　袖ケ浦の
久留里線

222 事故 2016年11月6日 読売新聞 朝 31 踏切で車と列車が衝突

222 事故 2016年12月10日 新千葉新聞 2
油が海に流出　袖ケ浦沖でタン
カー

231
交通事
故

2016年4月28日 新千葉新聞 2
玉突き追突し死亡　木更津市請
西路上

231
交通事
故

2016年4月28日 毎日新聞 朝 27
木更津・追突事故で９６歳女性死
亡

231
交通事
故

2016年9月22日 新千葉新聞 2
酒気帯び衝突　袖ケ浦市で女逮
捕

231
交通事
故

2016年9月22日 千葉日報 18 木更津、酒気帯び運転の疑い

231
交通事
故

2016年10月15日 産経新聞 21
トラックと衝突、軽乗用車の男性
死亡

231
交通事
故

2016年10月27日 千葉日報 18
トレーラー横転、ランプ一時通行
止め

232
交通安
全

2016年4月20日 新千葉新聞 2

高齢者の交通事故防止　春の交
通安全教室　袖ケ浦自動車教習
所　判断力や視力の低下を再認
識し学ぶ
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

232
交通安
全

2016年5月10日 新千葉新聞 2

ルール守ろう！を徹底　自転車
交通安全教室　袖ケ浦市立根形
中学校　生徒らが危険行為の怖
さ等を体験

232
交通安
全

2016年6月19日 新千葉新聞 1

永年無事故無違反者等　交通功
労者や優良運転者など二十人
木更津交通安全協会　交通功労
者等表彰式

232
交通安
全

2016年7月26日 新千葉新聞 1

１２３日無事故･無違反　君津地
区出発式　君津地区安全運転管
理者協議会　セーフティドライ
バーズちば３・ライト運動

232
交通安
全

2016年9月21日 新千葉新聞 1

秋の全国交通安全運動　地元四
市の取り組み　「伝えよう　自分
の存在　反射材」　今日２１日から
３０日まで

232
交通安
全

2016年9月24日 新千葉新聞 1
子どもと高齢者の事故防止「秋の
全国交通安全運動」を展開中

232
交通安
全

2016年10月2日 新千葉新聞 1
高齢者の事故防止図る　袖ケ浦
自動車学校　体験型交通安全教
室

232
交通安
全

2017年2月9日 新千葉新聞 2
他の模範となる運転者　優良運
転者表彰　木更津安全運転管理
者協議会

232
交通安
全

2017年3月3日 毎日新聞 朝 26
交通安全を祈り不苦労のお守り
新１年生へＪＡきみつ女性部

233
交通違
反

2016年7月23日 新千葉新聞 2
無免許運転　木更津署が技師逮
捕

233
交通違
反

2016年7月23日 千葉日報 18 無免許運転で男を逮捕

233
交通違
反

2016年8月8日 千葉日報 18 無免許運転の疑い

233
交通違
反

2017年3月11日 千葉日報 21
市原の少年ら８人検挙　県警、集
団暴走容疑で

241 消防 2016年5月24日 朝日新聞 朝 31
部下にけがさせた消防署長ら処
分　袖ケ浦市が文書訓告

241 消防 2016年5月24日 東京新聞 26
部下にけがさせた消防署長らを
処分　袖ケ浦市
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

241 消防 2016年6月10日 毎日新聞 朝 21
袖ケ浦消防署長　部下にけが
管理者研修実施へ　市長陳謝

241 消防 2016年7月5日 新千葉新聞 1

ポンプ車一位は富津市　小型は
君津市がニ連覇　君津支部消防
操法大会　二十三日の県消防操
法大会へ出場決める

241 消防 2016年9月1日 朝日新聞 朝 29
袖ケ浦市の消防署長に停職３カ
月

241 消防 2016年9月1日 産経新聞 27
複数の部下に暴力　消防司令長
停職処分　袖ケ浦市消防本部

241 消防 2016年9月1日 千葉日報 23
消防署長が同僚暴行　袖ケ浦
市、停職３カ月

241 消防 2016年9月1日 読売新聞 朝 29
袖ケ浦市消防署長同僚に暴行停
職処分

241 消防 2016年9月2日 新千葉新聞 2 署長を懲戒処分

241 消防 2016年10月1日 新千葉新聞 1

建物の開口部を設定　災害時に
救出　ブリーチング訓練　四市合
同消防救助隊　富津市消防本部
の旧庁舎で実施

241 消防 2016年10月20日 新千葉新聞 1
園児たちが防火の誓い　袖ケ浦
市消防本部　幼年消防クラブ大
会

241 消防 2017年1月19日 新千葉新聞 1 社説／１１９番の正しい使い方

241 消防 2017年2月3日 新千葉新聞 2
君津市と袖ケ浦市は減少　三市
の消防本部・救急概要　火災の
発生状況

242 消防団 2016年4月5日 新千葉新聞 2
分団長等辞令　袖ケ浦市消防本
部

242 消防団 2017年1月17日 新千葉新聞 1
士気の高揚と団結の強化　ドク
ターヘリ参加　袖ケ浦市消防出
初式

242 消防団 2017年1月18日 新千葉新聞 2
市民の防災へ決意新た　袖ケ浦
市消防出初式　功労者の表彰①

242 消防団 2017年1月20日 新千葉新聞 2
市民の防災へ決意新た　袖ケ浦
市消防出初式　功労者の表彰②
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

244 防火 2016年11月9日 新千葉新聞 1

秋季全国火災予防運動　きょうか
ら全国一斉　今月十五日まで　君
津地域四市の主な取り組みや活
動

244 防火 2017年2月28日 新千葉新聞 1
火災の発生防止を図る　春の全
国火災予防運動　あすから四市
取組み

251
自然災
害

2016年6月19日 新千葉新聞 1

し尿等の収集運搬協定　君津地
域清掃事業協同組合、県下初
富津市で調印式　災害時に君津
四市と

251
自然災
害

2016年7月20日 新千葉新聞 2 地元は震度３　いすみ市等震度４

251
自然災
害

2016年7月21日 新千葉新聞 2
地元は震度２　震源地は茨城県
南部

251
自然災
害

2016年9月8日 新千葉新聞 1
地元は震度２　震源は茨城県南
部

252 防災 2016年4月21日 新千葉新聞 1

災害時福祉用具の供給　「協定
書」を締結　袖ケ浦市が取交す
一般社団法人日本福祉用具供給
協会と

252 防災 2016年5月18日 読売新聞 朝 31
震度７想定５市のみ　連続発生、
全市想定せず　３７市アンケート
市庁舎の耐震性

252 防災 2016年5月20日 千葉日報 1
県が地震被害想定　死者２千人
超、全損８万棟　　津波は避難徹
底で減災

252 防災 2016年5月20日 毎日新聞 朝 23
県、地震被害想定見直し　直下２
１００人、房総沖５６００人　最大
震度６強

252 防災 2016年8月25日 新千葉新聞 2

災害に強いまちづくり　県下で初
の発足　災害対策コーディネー
ター連絡会　袖ケ浦市で設立総
会、会長に小西さん

252 防災 2017年2月22日 新千葉新聞 1
障害者福祉施設と協定　災害時
の避難所確保　袖ケ浦市が六か
所と締結
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

253
被災者
支援

2016年4月8日 新千葉新聞 2
災害復興支援　袖　商工会青年
部

253
被災者
支援

2016年4月24日 新千葉新聞 2
危険度判定士　袖ケ浦市が一人
派遣

253
被災者
支援

2016年5月17日 新千葉新聞 1
家具の転倒防止策を　長内綾子
さんが報告　袖ケ浦市の派遣判
定士

253
被災者
支援

2016年5月17日 千葉日報 11
被災者の不安解消に尽力　熊本
で建物の危険度判定　袖ケ浦市
職員長内さん報告

253
被災者
支援

2016年5月18日 朝日新聞 朝 28
「女性来た」とねぎらわれ　熊本に
派遣　応急危険度判定士・長内
綾子さん

261 裁判 2016年9月16日 朝日新聞 朝 29
娘２人承諾殺人罪　一部否認　地
裁初公判　父「３人で自殺」

261 裁判 2016年9月16日 産経新聞 27
父「３人で自殺図った」承諾殺人
初公判　起訴内容を一部否認

261 裁判 2016年9月16日 千葉日報 21
娘２人殺害初公判「殺意ない」一
部否認

261 裁判 2016年9月16日 東京新聞 24
娘２人殺害　父親、殺意を否認
地裁初公判「３人で自殺をしよう
と」

261 裁判 2016年9月16日 毎日新聞 朝 27
被告、殺意認めず　袖ヶ浦・承諾
殺人　弁護側「心中」を主張

261 裁判 2016年9月17日 千葉日報 18
「ごめんねの気持ち」娘２人殺
害、袖ケ浦の男

261 裁判 2016年9月17日 東京新聞 26
父親「ごめんね」と謝罪　妻亡くし
喪失感大きく　地裁公判　娘２人
殺害

261 裁判 2016年9月22日 朝日新聞 朝 25
娘２人承諾殺人罪　懲役３年求
刑

261 裁判 2016年9月22日 産経新聞 23
娘２人へ承諾殺人　父に懲役３年
求刑

261 裁判 2016年9月22日 毎日新聞 朝 27
懲役３年を求刑　袖ケ浦・承諾殺
人　来月１２日判決

261 裁判 2016年10月12日 東京新聞 20
愛妻の死絶望の末　袖ケ浦娘２
人承諾殺人　地裁　被告の父に
きょう判決
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

261 裁判 2016年10月12日 毎日新聞 朝 25
「周囲に頼ればよかった」　殺人
か自殺か　袖ケ浦連続２人死亡
きょう父に判決

261 裁判 2016年10月13日 朝日新聞 朝 29

父に猶予付き判決　娘２人承諾
殺人「心神耗弱状態」　被告、妻
の死で衝撃　寝室壁に「死んで楽
になりたい」

261 裁判 2016年10月13日 産経新聞 25
父親に執行猶予判決　自殺幇助
罪の適用認めず　娘２人承諾殺
人　妻の死後繰り返し心中提案

261 裁判 2016年10月13日 千葉日報 21

娘２人承諾殺人に猶予判決　父
親「心神耗弱」と地裁　「周り頼れ
ばよかった」歯車狂った妻の死
孤立するシングルファザー”つな
がる”支援必要

261 裁判 2016年10月13日 毎日新聞 朝 27
父に猶予付き有罪判決　承諾殺
人罪で　袖ケ浦・娘２人死亡　重
度うつ病考慮　地裁

261 裁判 2016年10月13日 読売新聞 朝 35
娘２人承諾殺人猶予判決　地裁
「父親は重度うつ病」

261 裁判 2016年12月23日 千葉日報 19
「家族内殺人」に温情　老老介
護、孤立浮き彫り　２０１６回顧取
材メモから６　猶予判決

３
産業・
経済

303 企業 2016年11月11日 日本経済新聞 朝 35
ドローンで害鳥撃退　天敵の鳴き
声流す　山田技研　農作物被害
対策

304
エネル
ギー

2016年4月5日 日本経済新聞 朝 11
タブレット使い東電ＨＤ効率化
火力発電の維持管理

304
エネル
ギー

2016年5月18日 東京新聞 18
石炭火力発電所計画環境、健康
へ影響聞く　袖ケ浦と市原地元市
民団体

304
エネル
ギー

2016年5月19日 新千葉新聞 1
石炭火力発電所建設考える　袖
ケ浦市民会館で

304
エネル
ギー

2017年3月29日 産経新聞 25
東京ガス見学会に小学生ら２８人
参加

331
経済関
係団体

2016年8月4日 新千葉新聞 2
四市の十六組織で構成　木更津
税務懇話会　平成二十八年度役
員等
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請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

331
経済関
係団体

2017年1月22日 新千葉新聞 1

先を見据えた発展願う　一般社
団法人千葉県宅地建物取引業協
会　南総支部の節目　設立十五
周年記念式典

332
商工会
議所

2016年6月7日 新千葉新聞 2

地元のお店めぐりツアー　逸品紹
介イベント　袖ケ浦市商工会　「そ
でがうら一店逸品研究会」の２０
店舗

332
商工会
議所

2016年7月3日 新千葉新聞 2
一級には八人が合格　珠算能力
検定試験　木更津商工会議所等

332
商工会
議所

2016年7月14日 新千葉新聞 2
二十五人合格　袖ケ浦市商工会
珠算

332
商工会
議所

2016年12月15日 新千葉新聞 2
最優秀賞九人や優秀賞　親睦珠
算競技大会　袖ケ浦市商工会珠
算連盟

332
商工会
議所

2017年1月28日 新千葉新聞 1

地元商業の発展など願い　袖ケ
浦賀詞交歓会　商工会と法人会
等　鏡開きや枡酒の乾杯で新春
を寿ぐ

332
商工会
議所

2017年3月11日 新千葉新聞 2
珠算検定合格者　袖ケ浦市商工
会

352
工業団
地

2016年11月23日 日本経済新聞 朝 31
工業団地視察ツアー　茂原・袖ケ
浦　好立地をＰＲ　県が来月

352
工業団
地

2017年2月25日 日本経済新聞 朝 39
県、４～５割来月入札　茂原・袖
ケ浦で整備の工業団地

354
臨海工
業地域

2017年1月25日 千葉日報 11
貨物の８割が石油類　京葉臨海
鉄道の役割　おもしろ半島ちばの
地理再発見

371
農業(田ん
ぼの学校) 2016年7月5日 新千葉新聞 2

水稲の病害虫を防除　無人ヘリ
コプターで　君津地域四市の水田

371
農業(田ん
ぼの学校)

2016年12月20日 新千葉新聞 2
農産産地で即売　袖ケ浦市蔵波
で

371
農業(田ん
ぼの学校)

2016年12月21日 新千葉新聞 1
新鮮野菜などを販売　外野野菜
まつり　袖ケ浦台野菜研究会

371
農業(田ん
ぼの学校)

2016年12月21日 毎日新聞 朝 26
袖ケ浦の農畜産物産直割安でい
かが　２３日クリスマスイベント

372
農協（ゆ
りの里）

2016年4月14日 千葉日報 11 ゆりの里・新緑まつり／イベント
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372
農協（ゆ
りの里）

2016年4月16日 新千葉新聞 1
野菜の詰め放題など　きょう新緑
まつり　袖ケ浦市飯富ゆりの里

372
農協（ゆ
りの里）

2016年5月7日 新千葉新聞 2
農業への理解を深めて　JAバン
ク作成の副教材　袖ケ浦市教委
に寄贈

372
農協（ゆ
りの里）

2016年6月16日 新千葉新聞 1
餅投げや詰め放題など　ゆりの
里・菖蒲まつり　袖ケ浦市農畜産
物直売所

372
農協（ゆ
りの里）

2016年6月17日 千葉日報 11
【袖ケ浦】ゆりの里・菖蒲まつり／
展覧会

372
農協（ゆ
りの里）

2016年7月9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）

2016年9月8日 千葉日報 13 ゆりの里「新米まつり」／イベント

372
農協（ゆ
りの里）

2016年9月9日 新千葉新聞 2
ゆりの里で新米まつり　袖ケ浦市
飯富で

372
農協（ゆ
りの里）

2016年9月24日 新千葉新聞 2
ドデカ・カボチャ大相撲大会　袖
ケ浦・ゆりの里

372
農協（ゆ
りの里）

2016年9月30日 新千葉新聞 2
袖ケ浦市で　ドデカ・カボチャ大相
撲大会

372
農協（ゆ
りの里）

2016年10月7日 新千葉新聞 1
感謝の気持ちを込めて　袖ケ浦
市「ゆりの里」おかげさまで九周
年！

372
農協（ゆ
りの里）

2016年10月13日 新千葉新聞 2

ゆりの里九周年感謝祭　貢献者
五人表彰　袖ケ浦市農畜産物直
売所　祝いの餅投げやイベントで
盛大に

372
農協（ゆ
りの里）

2016年11月16日 新千葉新聞 2

協同の力で地域を豊かに　富津
地区農業まつり　大勢の人で賑
わう　生産者と消費者が収穫の
喜び分かち合う

372
農協（ゆ
りの里）

2016年11月20日 新千葉新聞 1
安全な地元農畜産物を　盛大に
農業まつり　ＪＡきみつ君津地区

372
農協（ゆ
りの里）

2016年12月15日 新千葉新聞 2
一年間の感謝をこめて　ゆりの里
で餅なげ等　袖ケ浦市農畜産物
直売所

372
農協（ゆ
りの里）

2016年12月15日 千葉日報 11
【袖ケ浦】ゆりの里年末感謝祭／
イベント
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372
農協（ゆ
りの里）

2017年1月14日 新千葉新聞 2 冬野菜まつり　袖ケ浦・ゆりの里

372
農協（ゆ
りの里）

2017年2月18日 新千葉新聞 2
「ゆりの里」梅まつり　袖ケ浦市農
産物直売所　見頃の今日開催

372
農協（ゆ
りの里）

2017年3月23日 新千葉新聞 2
袖ケ浦公園の桜にあやかり　ゆり
の里まつり　袖ケ浦市農畜産物
直売所

372
農協（ゆ
りの里）

2017年3月23日 千葉日報 8
ミニガイド　県南　イベント　袖ケ
浦　ゆりの里桜まつり

375 漁業 2017年2月16日 新千葉新聞 1
房総の”海の幸”の文化　木更津
市等の潮干狩りも　日本遺産に
申請へ

376 畜産業 2016年10月13日 新千葉新聞 1

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　未経産の部名誉賞は石
村誠子氏の乳牛

377
園芸・花
き栽培

2016年5月18日 新千葉新聞 2

大切に育ててねと渡す　カブトム
シの幼虫配布　袖ケ浦造園協同
組合　同市公私立十三の保育施
設へと寄贈

378 市場 2016年11月27日 新千葉新聞 1
安全・安心な産物供給　木更津
市公設地方卸売市場　優良出荷
者に感謝状

381 労働 2017年3月11日 千葉日報 21
富津労災死亡事故で業者男性を
書類送検　木更津労基署

４　建設 402 地価 2016年9月21日 朝日新聞 朝 27 千葉の基準地価　袖ケ浦市

402 地価 2016年9月21日 産経新聞 26 千葉県の基準地価　袖ケ浦市

402 地価 2016年9月21日 産経新聞 27
工業地２．８％上昇　全国２位
物流拠点　京葉地域で需要拡大
基準地価

402 地価 2016年9月21日 千葉日報 8
２０１６年　県内の基準地価　袖ケ
浦市

402 地価 2016年9月21日 東京新聞 9 千葉県の基準地価　袖ケ浦市

402 地価 2016年9月21日 日本経済新聞 第二部 2 １６年基準地価特集　関東　千葉

402 地価 2016年9月21日 毎日新聞 朝 26 基準地価　袖ケ浦市



30

請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

402 地価 2016年9月21日 読売新聞 朝 29 千葉県内の基準地価　袖ケ浦市

402 地価 2016年9月21日 読売新聞 朝 30
商業地３年連続上昇　工業地は
４年連続　住宅地の市区町村別
平均変動率の上位と下位

402 地価 2017年3月22日 朝日新聞 第２部 1
２０１７年公示地価　主な都市主
要地点　千葉　袖ケ浦市

402 地価 2017年3月22日 朝日新聞 第２部 8 千葉の公示地価　袖ケ浦市

402 地価 2017年3月22日 産経新聞 別 1
平成２９年公示地価一覧　全国
代表拠点　千葉　袖ケ浦市

402 地価 2017年3月22日 産経新聞 26
平成２９年公示地価　千葉県の
標準値価格　袖ケ浦市

402 地価 2017年3月22日 産経新聞 27

全用途で上昇　平均変動率０．
４％全国１０位　２９年公示地価
地区町村別価格順位（全用途平
均）

402 地価 2017年3月22日 千葉日報 6
２０１７年県内地価公示価格　袖
ケ浦市

402 地価 2017年3月22日 東京新聞 11
千葉県の公示地価　平成２９年１
月１日現在　袖ケ浦市

402 地価 2017年3月22日 日本経済新聞 第２部 2
住宅地下げ止まる　１７年公示地
価特集　関東　千葉　袖ケ浦市

402 地価 2017年3月22日 毎日新聞 朝 25 公示地価　袖ケ浦市

402 地価 2017年3月22日 毎日新聞 別 3
２０１７年公示地価特集　千葉
袖ケ浦市

402 地価 2017年3月22日 読売新聞 朝 32 県内の公示地価　袖ケ浦市

402 地価 2017年3月22日 読売新聞 別 3
２０１７年公示地価　千葉　袖ケ浦
市

411
都市計
画

2016年11月5日 読売新聞 朝 27
空き家バンク制　袖ケ浦市導入
へ

411
都市計
画

2016年11月6日 新千葉新聞 2
空き家の有効活用促進　宅建協
会と協定締結　袖ケ浦市　空き家
所有者と利用希望者の橋渡し

411
都市計
画

2016年11月8日 千葉日報 13
「空き家バンク」創設　袖ケ浦市１
５日から　宅建協会が契約仲立ち
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411
都市計
画

2016年11月12日 東京新聞 24
空き家有効活用で業界団体と連
携　袖ケ浦市が協定

421
区画整
理

2016年4月2日 新千葉新聞 1

宅地造成事業の説明を　地権者
の会が発足　計画編考案の検討
委員会　袖ヶ浦駅海側特定土地
区画整理事業

421
区画整
理

2016年4月6日 毎日新聞 朝 23
「地権者の会」を設立　袖ケ浦市
のスラグ埋設問題

421
区画整
理

2016年10月19日 新千葉新聞 1
五八人が無投票当選　総代選挙
小櫃堰土地改良区　木更津市と
袖ケ浦市選挙区

451 港 2016年6月5日 新千葉新聞 1

外航クルーズ船の誘致等　第一
回総会を開催　企業等と連携し
みなとまち木更津プロジェクト推
進協議会

451 港 2016年8月28日 新千葉新聞 1

千葉港の役割アピール　袖ケ浦
市を表敬訪問　袖ケ浦の良さPR
親善大使・ポートクイーン五人な
ど

451 港 2016年11月16日 日本経済新聞 朝 39
千葉港活性化へ長期構想素案
県、公共埠頭強化が柱

451 港 2016年12月8日 読売新聞 朝 31
物流強化へ長期構想案　千葉港
県　ふ頭の大規模再編、整備

472
袖ケ浦
公園

2016年5月30日 毎日新聞 朝 28
ハナショウブ来月見ごろに　袖ケ
浦

472
袖ケ浦
公園

2016年6月4日 千葉日報 1 ハナショウブ見頃

472
袖ケ浦
公園

2016年6月4日 千葉日報 11
初夏彩るハナショウブ　袖ケ浦公
園　１１日には花摘み娘も

472
袖ケ浦
公園

2016年6月9日 朝日新聞 朝 24
ハナショウブ見頃見頃　袖ケ浦公
園の１．５万株

472
袖ケ浦
公園

2016年6月9日 新千葉新聞 1
袖ケ浦公園の花菖蒲まつり　今
月十一日開催

472
袖ケ浦
公園

2016年8月3日 千葉日報 11
公園にアフリカの鳥？　ネットや
口コミで話題　袖ケ浦

472
袖ケ浦
公園

2016年8月7日 朝日新聞 朝 29
羽伸ばし　夏休み満喫？　ホオジ
ロカンムリヅル逃げ出し　公園に
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472
袖ケ浦
公園

2016年8月10日 千葉日報 11
脱走･放浪後、飼い主の元に　袖
ケ浦公園で”羽休め”２羽　ホオジ
ロカンムリヅル

472
袖ケ浦
公園

2017年2月14日 新千葉新聞 1
梅見茶屋開店　袖ケ浦公園で見
頃

472
袖ケ浦
公園

2017年3月29日 新千葉新聞 2
約千本の桜が見ごろに　袖ケ浦
公園まつり　四月一日に開催

472
袖ケ浦
公園

2017年3月30日 千葉日報 8
ミニガイド　県南　イベント　袖ケ
浦　袖ケ浦公園まつり

473
百目木
公園

2016年5月8日 新千葉新聞 2
楽しい百目木公園まつり　十四日
に袖ケ浦で

473
百目木
公園

2016年7月9日 新千葉新聞 2
あすオープン　百目木公園プー
ル

476
ひらおか
の里農村
公園

2016年11月24日 千葉日報 11
ひらおかの里農村公園収穫祭／
イベント

476
ひらおか
の里農村
公園

2016年11月28日 新千葉新聞 1
ひらおかの里「収穫祭」　袖ケ浦
市永地で

476
ひらおか
の里農村
公園

2017年2月24日 新千葉新聞 1
なばな摘み取り　ひらおかの里公
園

５
交通・
通信

512
久留里
線

2016年11月17日 東京新聞 29

ローカル線進まぬ安全策　第４種
踏切　事故多発遮断機・警報機
ない　３年間で死者１５人　自治
体と協力課題　鉄道赤字、費用
捻出難しく

512
久留里
線

2017年2月23日 新千葉新聞 2

ふるさと活性化大作戦　久留里
線沿線清掃活動　君津青葉高校
等　四高校が木更津駅から久留
里駅まで

513 駅 2016年9月3日 新千葉新聞 1
『氣志團万博』を盛り上げ　顔出
しパネル設置　袖ケ浦駅に

513 駅 2016年9月4日 産経新聞 24 氣志團万博　顔出しパネル登場

513 駅 2016年9月6日 千葉日報 13
氣志團万博盛り上げへ　袖ヶ浦
駅に顔出しパネル

513 駅 2016年9月16日 朝日新聞 朝 28
「氣志団万博」顔出しパネルで応
援　あす、あさって野外音楽フェ
ス　袖ヶ浦駅
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513 駅 2017年2月3日 新千葉新聞 1
魅力ある長浦駅周辺整備　千葉
県都市協会　まちづくり功労者表
彰

513 駅 2017年2月15日 朝日新聞 朝 29

ダイヤ改訂地元「待った」　来月Ｊ
Ｒ内房線直通・特快廃止や減便
に住民ら反発　館山・富津など
唐突さに抗議、立場超え集会

521
往路交
通

2016年7月29日 朝日新聞 朝 29
袖ケ浦ＢＴ経由　来月から東京線
アクシー号　１日２０往復

532 船 2016年9月27日 千葉日報 20 袖ケ浦の岸壁で重油流出

532 船 2016年9月27日 読売新聞 朝 31
袖ケ浦で係留中のタンカーから
重油

532 船 2016年9月28日 新千葉新聞 2
重油海に流出　長浦の今井岸壁
で

562 テレビ 2016年10月27日 新千葉新聞 1
袖ケ浦駅海側へも　ジェイコムの
エリア

６
市民
生活

621 水道 2016年5月26日 新千葉新聞 2
水道の漏水調査を実施　ひとり暮
らし高齢者宅　袖ケ浦市水道週
間

621 水道 2016年12月1日 新千葉新聞 2
職員採用試験の受付　一日～十
六日　上級土木と上級機械　君
津広域水道企業団

621 水道 2017年1月27日 千葉日報 18 袖ケ浦市、給水停止書を誤送付

621 水道 2017年1月28日 新千葉新聞 2
給水停止誤送付　袖ケ浦市水道
料金

631 環境 2016年8月27日 新千葉新聞 2
つる性植物で省エネを　袖ケ浦で
募集　緑のガーデンコンテスト

631 環境 2016年9月3日 東京新聞 23
【袖ケ浦市】緑のカーテンコンテス
ト／お知らせ

632 環境衛生 2016年9月23日 朝日新聞 朝 21
残土条例の改正案　袖ケ浦市
再提案へ　改良土も規制対象に

633 環境保全 2016年11月5日 新千葉新聞 2
袖ケ浦市・緑のガーデンコンテス
ト　三個人と三団体表彰　団体は
蔵波小

633 環境保全 2016年11月8日 新千葉新聞 2
みどりの資源に想いを　袖ケ浦造
園協同組合　もくもくフェスタ
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633 環境保全 2016年11月16日 新千葉新聞 1
部門賞に小島、芳野氏　景観ま
ちづくり賞　袖ケ浦市の表彰式

634
自然保護
（ちば里山
センター）

2016年4月12日 朝日新聞 朝 28
上総自然学校催事案内　アウトド
ア　ちばマリオン

634
自然保護
（ちば里山
センター）

2016年6月17日 新千葉新聞 2
ちば里山研修　長浦でチェーン
ソー等

634
自然保護
（ちば里山
センター）

2016年10月27日 千葉日報 11
【袖ケ浦】袖ケ浦もくもくフェスタ／
イベント

635 火葬場 2016年9月22日 朝日新聞 朝 25
共同火葬場　事業費３９億円　木
更津など４市、構想案で炉数は１
０

635 火葬場 2016年9月23日 千葉日報 11
木更津火葬場　４市整備へ基本
構想　概算３４億円、道路に課題

635 火葬場 2016年9月30日 新千葉新聞 1
（仮称）木更津市火葬場整備　三
市と共同で整備の検討が進めら
れる

635 火葬場 2016年12月3日 千葉日報 23
高齢化で火葬場切迫　他市施設
使用で助成へ　木更津市

636
霊園・墓
地

2016年7月2日 新千葉新聞 2 開園時間変更　袖ケ浦市営霊園

641 医療 2017年2月18日 新千葉新聞 1

住民と医療と介護つながる　第二
回君津圏域　医療介護団体合同
大会　脳卒中患者退院時支援モ
デル事業運営委員会

642 病院 2017年1月19日 新千葉新聞 2
さつき台病院でアジアの若者働く
安倍首相の演説で紹介　訪問先
のベトナムで

645 健康 2016年5月19日 千葉日報 11
健康マイレージ開始　目標達成で
買い物券　袖ケ浦市

645 健康 2016年5月20日 新千葉新聞 2
ガウラ健康マイレージ　袖ケ浦市
新規事業　健康づくりを応援

645 健康 2016年6月11日 新千葉新聞 1

健康も食事もいい歯から　児童生
徒健歯審査会　君津木更津歯科
医師会　高齢者のよい歯も表彰、
優秀作品も

645 健康 2016年9月9日 新千葉新聞 2
握力など各部六種目で　袖ケ浦
市体力測定会　自身の体力を確
認
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646
公衆衛
生

2016年6月19日 新千葉新聞 1

し尿等の収集運搬協定　君津地
域清掃事業協同組合、県下初
富津市で調印式　災害時に君津
四市と

647
食品衛
生

2016年8月6日 新千葉新聞 1

食中毒ゼロをめざそう　予防広報
パレード　木更津食品衛生協会
千葉県君津健康福祉センターと
共催で

667
放射能
汚染

2016年7月3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12月3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

2017年2月1日 新千葉新聞 2
国の埋立基準内　四市のごみ焼
却灰

671
住民運
動

2016年7月21日 新千葉新聞 1
核兵器なくそうと訴え　国民平和
大行進　君津地域四市で実施

671
住民運
動

2016年8月6日 新千葉新聞 2
核兵器のない世界をと　君津地
域四市で訴え　反核平和の火リ
レー

691 料理 2016年11月9日 千葉日報 9
和食８レシピを開発　地元食材で
顧客獲得へ　袖ケ浦市

691 料理 2016年11月10日 千葉日報 11
【袖ケ浦】そでがうらマルシェ／イ
ベント

691 料理 2016年11月11日 新千葉新聞 2
そでがうらマルシェ　食の魅力が
テーマ　袖ケ浦駅北口前で開催

691 料理 2016年11月12日 毎日新聞 朝 27
「和」の新作８品　袖ケ浦市レシピ
本第２弾

691 料理 2016年11月20日 読売新聞 朝 31
袖ケ浦産食材で料理　市がレシ
ピ本配布

691 料理 2016年11月25日 新千葉新聞 2
市の食の魅力知ろう　袖ケ浦市
産品　レシピブック第二弾

７　福祉 701
社会福
祉

2016年11月26日 新千葉新聞 1
深めよう、地域のきずな　袖ケ浦
市地域福祉フェスタ　あす平川公
民館

701
社会福
祉

2017年2月16日 新千葉新聞 1

県下二番目の認可で　設立五十
周年記念式典　会長特別表彰も
社会福祉法人　袖ケ浦市社会福
祉協議会
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711
社会事
業

2016年9月11日 新千葉新聞 1

楢葉町に希望の灯りを　熊本県
の早期復興をも願う初の開催
袖ケ浦駅北口チャリティーさんま
祭り

711
社会事
業

2016年10月4日 新千葉新聞 2

二千尾のサンマ焼く　チャリティー
さんま祭り賑わう　袖ヶ浦駅北口
福島県楢葉町や熊本県の復興願
い

712
寄付・
義援金

2016年5月7日 読売新聞 朝 24 熊本地震救援募金　袖ケ浦市

712
寄付・
義援金

2016年5月11日 朝日新聞 朝 24 熊本地震救援金

712
寄付・
義援金

2016年5月11日 読売新聞 朝 30 熊本地震救援募金　袖ケ浦市

712
寄付・
義援金

2016年5月18日 読売新聞 朝 30 熊本地震救援募金　袖ケ浦市

712
寄付・
義援金

2016年6月26日 新千葉新聞 2
熊本地震被災地の復興願い　袖
ケ浦市長室を訪問　総額一四八
万円に

712
寄付・
義援金

2016年8月14日 新千葉新聞 4 社会福祉にと　袖・恒久会が寄付

712
寄付・
義援金

2016年11月26日 新千葉新聞 1
子どもたちの教育にと　袖ケ浦市
に百万円　物流大手のセンコー

712
寄付・
義援金

2017年2月4日 新千葉新聞 1
学校等の図書充実にと　袖ケ浦
市に　八つ手グループが寄付

715
ライオン
ズクラブ

2016年11月18日 新千葉新聞 2
市民の利便性向上にと　袖ケ浦
市ライオンズクラブ　ベンチ二基
を寄贈

733
男女共
同参画

2016年12月27日 新千葉新聞 2
男女共同参画を考える　根形中
学校　講話や寸劇で周知を

734
結婚･離
婚

2016年9月8日 新千葉新聞 2
結婚へのスキルアップ講座　講
師は羽林由鶴さん　長浦おかの
うえ図書館

742
児童福
祉

2016年4月28日 読売新聞 朝 33
袖ケ浦市保育料減免１９世帯が
適用漏れ

742
児童福
祉

2016年4月29日 新千葉新聞 2
対象者把握漏れ　袖ケ浦市保育
料軽減
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743 保育所 2016年6月21日 朝日新聞 朝 29

待機児童ゼロへの道は　県内３７
市実質４０００人超　施設増えても
ニーズと差　保育士確保も激化
あすを選ぶ現場から１

743 保育所 2016年9月6日 東京新聞 22
実態即した対応急務　「潜在的」
待機児童２６３１人　高まる需要
悩める自治体

744 遊び 2016年5月22日 新千葉新聞 2 折り紙教室　講師は小野原氏

744 遊び 2016年6月21日 新千葉新聞 2 折り紙教室　講師は小野原氏

744 遊び 2016年12月1日 新千葉新聞 1

地元が全三部門を制覇　房総子
どもかるた県大会　県子連五十
周年記念大会　「八幡台プルー
ト」「三箇Ｂ」山田さん優勝

752
青少年
総記

2016年4月15日 新千葉新聞 1
青少年の成長を応援　会長に在
原氏　袖ケ浦青少年相談員　６４
人へ知事委嘱状

752
青少年
総記

2016年4月19日 新千葉新聞 2
青少年の良き理解者　青少年相
談員六十四人　袖ケ浦市第十九
期

752
青少年
総記

2016年7月7日 新千葉新聞 1

八個人ニ団体に感謝状　青少年
健全育成推進大会　袖ケ浦市
子どもたちを守る、ニ団体が実践
発表

762
老人クラ
ブ

2016年9月8日 新千葉新聞 1
踊りなどを熱演･披露　芸能発表
会を開催　袖ケ浦市シニアクラブ
連合会

763
高齢者
福祉

2016年4月17日 新千葉新聞 1
世代間支え合い家族支援　袖ケ
浦市・高齢者と子の同居　支援要
件を緩和

763
高齢者
福祉

2016年9月18日 新千葉新聞 2
昭和地区敬老会　袖ケ浦市民会
館で

771
障がい
者福祉

2016年10月29日 新千葉新聞 2
収穫祭やライブなど　社会福祉法
人柊の郷上総　袖ケ浦で柊まつ
り

772
障がい
者福祉

2016年12月15日 産経新聞 23 袖ケ浦市が福祉手当を誤支給

772
障がい
者福祉

2016年12月15日 千葉日報 19
福祉手当を誤支給　袖ケ浦市、
総額８４万円
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772
障がい
者福祉

2016年12月15日 読売新聞 朝 31 障害者手当を誤支給

772
障がい
者福祉

2016年12月16日 新千葉新聞 2
福祉手当誤支給　袖ケ浦市障が
い者支援課

772
障がい
者福祉

2017年3月22日 朝日新聞 朝 29
「県立の水準困難」　第三者委が
中間意見　袖ケ浦入所者死亡の
関連施設

８　教育 802
学校教
育全般

2016年11月18日 新千葉新聞 2
教育実践の成果を発表　あす市
民会館で　袖ケ浦学びフェスタ

802
学校教
育

2017年3月31日 新千葉新聞 1
多様化した課題解決へ　袖ケ浦
市雇用　学校支援職員任用式

803
読書感
想文

2016年9月17日 新千葉新聞 2

読書は心の栄養に　読書感想文
最優秀賞　君津四市児童生徒
「課題図書」と「自由読書」で感動
綴る

803
読書感
想文

2016年12月17日 毎日新聞 朝 27
読書感想文県コンクール　小中
高生７２人を表彰

803
読書感
想文

2016年12月18日 新千葉新聞 2
最優秀賞に川島光陽君　県読書
感想文コンク　地元の五人等表
彰

804
調べ学
習コン
クール

2017年2月26日 読売新聞 朝 38 図書館学習　表彰式

804
調べ学
習コン
クール

2017年3月11日 新千葉新聞 1

最高賞に広瀬一樹くん　全国図
書館を使った調べる学習コンク
阿相悠恩くん中村千秋さん　袖ケ
浦市長に報告

804
調べ学
習コン
クール

2017年3月15日 千葉日報 11
調べ学習で全国１位　アクアライ
ン鉄道を考察　袖ケ浦・昭和小６
年の広瀬君快挙

811
教育行
政

2016年4月17日 新千葉新聞 2
第二期教育ビジョン　袖ケ浦市教
育委員会　後期計画を策定　基
本目標は心豊か

811
教育行
政

2016年6月10日 千葉日報 11
認定こども園を誘致　袖ケ浦市、
１８年度開園へ

811
教育行
政

2016年6月12日 新千葉新聞 2
たくましさを育む教育推進　袖ケ
浦市教委　『袖ケ浦の教育』を発
行

811
教育行
政

2016年6月24日 新千葉新聞 2
幼保連携型認定こども園　袖ケ
浦市駅海側に　民間業者を募集
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811
教育行
政

2017年2月7日 読売新聞 朝 31
公立小中校　洋式トイレ普及　市
町村格差　袖ケ浦市３７．９％

812
教育人
事

2016年4月1日 新千葉新聞 1
子育て教育の充実図る　小中学
校に七部門・七十七人を配置　袖
ケ浦市雇用

812
教育人
事

2016年4月23日 新千葉新聞 2
教育振興に尽力し退任　君津地
方四市　小学校教職員の異動④

812
教育人
事

2016年4月27日 新千葉新聞 2
新学期からよろしく　中学校教職
員の異動②　富津・袖ケ浦市等

812
教育人
事

2017年3月29日 朝日新聞 別 2

教頭人事　高等学校　転任　新任
退職　中学校　南房総教育事務
所　転任　新任　退職　小学校
南房総教育事務所　転任　新任

812
教育人
事

2017年3月29日 朝日新聞 別 8
小学校　南房総教育事務所　転
任

812
教育人
事

2017年3月29日 朝日新聞 別 1～2

４月から代わる先生　千葉県　校
長人事　高校長　新任　中学校長
南房総教育事務所　転任　退職
小学校長　南房総教育事務所
転任　新任　退職

812
教育人
事

2017年3月29日 朝日新聞 別 3～4
高等学校　主幹教諭転任　主幹
教諭新任　【実習助手・技術職員
等】退職

812
教育人
事

2017年3月29日 朝日新聞 別 5～6
中学校　南房総教育事務所　主
幹教諭転任　新任

812
教育人
事

2017年3月29日 朝日新聞 別 8～9
特別支援学校　主幹教諭新任
教諭・養護教諭・栄養教諭転任
教諭・養護教諭・栄養教諭退職

812
教育人
事

2017年3月29日 産経新聞 別 3 高等学校　【退職】【転任】【新任】

812
教育人
事

2017年3月29日 産経新聞 別 4
中学校　南房総教育事務所　【退
職】【転任】【新任】

812
教育人
事

2017年3月29日 産経新聞 別 6
小学校　南房総教育事務所　【退
職】【転任】【新任】

812
教育人
事

2017年3月29日 産経新聞 別 7 特別支援学校　【転任】
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812
教育人
事

2017年3月29日 産経新聞 別 8
教育庁関係　【指導主事】【社会
教育主事】　学校事務関係【県立
学校・事務長】【県立学校・主査】

812
教育人
事

2017年3月29日 産経新聞 別 1～2

千葉県の教職員人事　高等学校
校長【新任】　教頭【退職】【転任】
【新任】中学校　南房総教育事務
所　校長【転任】　教頭【退職】　小
学校　校長　南房総教育事務所
【退職】【転任】【新任】　教頭　南
房総教育事務所　【転任】【新任】
特別支援学校　校長【退職】【転
任】【新任】　副校長【新任】【転
任】　主幹教諭【新任】

812
教育人
事

2017年3月29日 千葉日報 7
高等学校　【退職】　袖ケ浦　【転
任】袖ケ浦

812
教育人
事

2017年3月29日 千葉日報 8
中学校　南房総教育事務所　【転
任】

812
教育人
事

2017年3月29日 千葉日報 10
小学校　南房総教育事務所　【退
職】【転任】

812
教育人
事

2017年3月29日 千葉日報 11
特別支援学校　【退職】【転任】
技師・寄宿舎支援員　【退職】【転
任】【新任】

812
教育人
事

2017年3月29日 千葉日報 21
教育庁関係　【社会教育主事】
学校事務関係【退職】

812
教育人
事

2017年3月29日 千葉日報 5～6

４月に異動する県境職員　女性
管理職は過去最多　高等学校
教頭　中学校　副校長　南房総教
育事務所　小学校　校長　南房総
教育事務所　教頭　南房総教育
事務所　特別支援学校　校長　副
校長　教頭　主幹教諭
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812
教育人
事

2017年3月29日 東京新聞 別 1～2

千葉県教職員人事異動　高等学
校　校長　【新任】　教頭【退職】
【転任】【新任】　中学校　校長　南
房総教育事務所　【転任】　教頭
【退職】【転任】【新任】　小学校
校長　南房総教育事務所　　【退
職】【転任】【新任】　教頭　【転任】
【新任】　特別支援学校　校長【新
任】　主幹教諭【新任】

812
教育人
事

2017年3月29日 東京新聞 別 3 高等学校　【退職】【転任】【新任】

812
教育人
事

2017年3月29日 東京新聞 別 4
中学校　南房総教育事務所　【退
職】【転任】【新任】

812
教育人
事

2017年3月29日 東京新聞 別 6
小学校　南房総教育事務所　【退
職】【転任】【新任】

812
教育人
事

2017年3月29日 東京新聞 別 7 特別支援学校　【転任】

812
教育人
事

2017年3月29日 東京新聞 別 8
教育庁関係　【社会教育主事】
学校事務関係【退職】【県立学校・
事務長】【県立学校・主査】

812
教育人
事

2017年3月29日 毎日新聞 別 1
千葉県教職員人事異動　高等学
校　校長【新任】　教頭【退職】【転
任】【新任】

812
教育人
事

2017年3月29日 毎日新聞 別 1
中学校　南房総教育事務所【退
職】【転任】【新任】

812
教育人
事

2017年3月29日 毎日新聞 別 2
特別支援学校　校長　【退職】【転
任】【新任】副校長【新任】教頭【転
任】　主幹教諭【新任】

812
教育人
事

2017年3月29日 毎日新聞 別 2
小学校　校長　南房総教育事務
所　【退職】【転任】【新任】　教頭
南房総教育事務所【新任】

812
教育人
事

2017年3月29日 毎日新聞 別 4
中学校　南房総教育事務所【退
職】【転任】【新任】

812
教育人
事

2017年3月29日 毎日新聞 別 6
小学校　南房総教育事務所　【退
職】【転任】【新任】

812
教育人
事

2017年3月29日 毎日新聞 別 7
特別支援学校　【退職】【転任】
【新任】　技師・寄宿舎支援員
【退職】【転任】【新任】
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812
教育人
事

2017年3月29日 毎日新聞 別 8
教育庁関係　　【社会教育主事】
学校事務関係【退職】

812
教育人
事

2017年3月29日 読売新聞 別 1～2

教職員異動特集　新学期から代
わる先生　高等学校　〈校長〉
【新任】　〈教頭〉【転任】【新任】
【退職】〈教諭等〉【転任】【退職】
〈実習助手・技術職員等〉【退職】

812
教育人
事

2017年3月29日 読売新聞 別 2

特別支援学校　〈校長〉【転任】
【退職】【新任】〈副校長〉【新任】
〈教頭〉【転任】〈主幹教諭〉〉【新
任】〈教諭等〉【転任】【新任】【退
職】〈技師・寄宿舎支援員等〉
【退職】【転任】【新任】

812
教育人
事

2017年3月29日 読売新聞 別 4

中学校　南房総教育事務所　〈校
長〉【転任】　〈教頭〉【転任】【新
任】【退職】〈教諭等〉【転任】【新
任】【退職】

812
教育人
事

2017年3月29日 読売新聞 別 6～7

小学校　南房総教育事務所　〈校
長〉【転任】【新任】【退職】〈教頭〉
【転任】【新任】〈教諭等〉【転任】
【新任】【退職】

812
教育人
事

2017年3月29日 読売新聞 別 8

教育庁関係　【指導主事　転任】
【社会教育主事　転任】〈県立学
校事務職員〉【事務主幹　新任】
【事務主幹　退職】【事務長　転
任】

812
教育人
事

2017年3月30日 新千葉新聞 2
木一中校長に廣部昌弘氏　各学
校長の異動　南房総教育事務所
管内

814 教職員 2016年4月10日 新千葉新聞 2
中学教員の授業力向上へ　授業
改善ハンドブック発行　袖ケ浦市
教委

814 教職員 2016年4月24日 新千葉新聞 2
会長に松村陽一氏　長浦小教頭
新役員体制決まる　袖ケ浦市小
中学校教頭会

815 教育長 2017年1月1日 新千葉新聞 5
教育は人類への投資　袖ケ浦市
教育長　川島悟

815 教育長 2017年3月1日 新千葉新聞 2
教育長に御園朋夫　蔵波中校長
川島教育長が辞職　袖ケ浦市議
会で同意
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815 教育長 2017年3月1日 毎日新聞 朝 27 袖ケ浦・市教育長に御園氏

821 幼稚園 2016年6月3日 千葉日報 9
市立１幼稚園体制へ　袖ケ浦市１
９年度から　老朽化、園児減で統
合

822 小学校 2016年4月12日 新千葉新聞 1
大臣賞に昭和小　読書活動優秀
実践校

822 小学校 2016年4月21日 新千葉新聞 2

米づくり体験教室開始　たんぼの
学校で田植え　袖ケ浦市永地
奈良輪小学校五年生が指導を受
け挑戦

822 小学校 2016年6月7日 千葉日報 11
ホタルの光楽しむ　平岡小幽谷
分校の児童　袖ケ浦

822 小学校 2016年10月27日 千葉日報 11
ホタルの幼虫放流　児童が夏か
ら飼育　袖ケ浦・平岡小幽谷分校

822 小学校 2016年12月11日 新千葉新聞 2
五年生が正月飾りに挑戦　袖ケ
浦市立平岡小学校　地域の人に
教わる

822 小学校 2017年2月15日 千葉日報 13
１０年後の自分へ手紙　成人式
会場に預ける　袖ケ浦根形小

822 小学校 2017年2月26日 新千葉新聞 2
二分の一成人式の手紙　根形小
学校四年生　根形公民館で預か
り

822 小学校 2017年2月28日 新千葉新聞 ２
新入学生の交通安全へ　心込め
た手作りの「ふくろうのお守り」ＪＡ
きみつ女性部袖ケ浦市に贈呈

822 小学校 2017年3月1日 新千葉新聞 2

南極の貴重な体験聞く　講師は
橋本斉さん　袖ケ浦市立根形小
学校　六年生対象、キャリア教育
「先輩に学ぶ」

822 小学校 2017年3月5日 新千葉新聞 1

火災を想定し避難訓練　初期消
火や煙体験等　奈良輪小学校
児童を一日消防長や一日消防署
長に

822 小学校 2017年3月26日 新千葉新聞 1

世界の子どもにワクチンを　奈良
輪小学校　児童会がキャップを回
収　百キロ以上を袖ケ浦市社会
福祉協議会へ
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823 中学校 2016年11月16日 毎日新聞 朝 28 毎日カップ入賞校決定

823 中学校 2016年11月19日 新千葉新聞 2

オリンピアンから学ぶ　平川中学
校でアスリートと触れ合い　柔道
五輪金メダリスト　谷本歩美さん
招き

823 中学校 2016年12月10日 新千葉新聞 1

文科大臣賞に天羽東中　第二席
に昭和中　毎日カップ中学校体
力つくりコンテスト　君津地方は
十校が入賞

823 中学校 2017年1月14日 毎日新聞 朝 27

文部科学大臣賞に富津・天羽東
中　小規模校の部　毎日カップ中
学校体力づくりコンテスト　毎日
新聞社賞　袖ケ浦・昭和中　特別
賞　袖ケ浦・根形中　優秀賞　君
津・松丘中

824
養護学
校・特別
支援教育

2016年10月4日 朝日新聞 朝 24
県立槇の実特別支援学校まきの
み祭／イベント／ちばマリオン

824
養護学
校・特別
支援教育

2016年10月13日 千葉日報 13
【袖ケ浦】学校祭「まきのみ祭」／
イベント

825
学校教
育一般

2016年5月24日 新千葉新聞 2
小学校は２８日に集中　運動会・
体育祭の日程　中学校は秋に

828
科学工
作･論文
作品展

2016年9月2日 新千葉新聞 2
科学工夫作品展　袖ケ浦市民会
館で

828
科学工
作･論文
作品展

2016年9月6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

2016年9月7日 新千葉新聞 2
継続して調査した力作　袖ケ浦市
小中学校　科学論文の特選入賞
者

828
科学工
作･論文
作品展

2016年9月21日 新千葉新聞 2

随所に工夫のあと　当社賞に島
田理生さん　科学工夫作品展
君津地方理科教育部会主催、小
中学生

828
科学工
作･論文
作品展

2016年11月2日 毎日新聞 朝 22
受章者決まる　県児童生徒・教職
員科学作品展

829
その他の
作品展

2016年4月5日 毎日新聞 朝 24
小中高校書道作品紙上展　３月
度　入選作決まる
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829
その他の
作品展

2016年4月19日 新千葉新聞 2
スポーツや学芸で最優秀　県議
会での表彰者　地元の児童生
徒・学校

829
その他の
作品展

2016年5月3日 毎日新聞 朝 24
小中高校書道作品紙上展　４月
度入選作決まる

829
その他の
作品展

2016年6月7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

829
その他の
作品展

2016年7月7日 毎日新聞 朝 24
６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

2016年8月3日 毎日新聞 朝 26
７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

2016年9月1日 千葉日報 18-19

墨痕鮮やか、力作一堂に　優秀
作品６２点と入賞者５３９人紹介
第６５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

2016年9月6日 毎日新聞 朝 26
小中高校書道作品紙上展　８月
度入選作決まる　気持ち込めた
作品多数

829
その他の
作品展

2016年10月4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

2016年11月1日 毎日新聞 朝 22
小中高校書道作品紙上展　１０
月度　入選作決まる

829
その他の
作品展

2016年11月6日 新千葉新聞 2
児童生徒の力作ズラリ　君津地
方造形作品展　君津教育会館

829
その他の
作品展

2016年11月16日 新千葉新聞 1
明るい社会づくりを訴え　特別賞
に地元八人　県ポスターコンクー
ル

829
その他の
作品展

2016年11月17日 新千葉新聞 2

局長賞に安田光里さん　税の作
文の入賞者　木更津税務署管内
上位入賞中学生は県審査以上に
出品

829
その他の
作品展

2016年11月17日 新千葉新聞 2
最優秀賞は髙澤愛梨さん　「税の
標語」入賞者　君津四市小中学
生

829
その他の
作品展

2016年11月20日 新千葉新聞 1
東京国税局長賞に渡邊陽南子さ
ん志学館　税の高校生の作文
木更津税務署管内

829
その他の
作品展

2016年12月6日 毎日新聞 朝 22
小中高校書道作品紙上展　１１
月度、入選作決まる
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829
その他の
作品展

2016年12月10日 千葉日報 7
平成２８年度千葉県子どもの人
権ポスター原画コンテスト入賞者

829
その他の
作品展

2017年1月5日 毎日新聞 朝 26
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

2017年1月6日 読売新聞 朝 29
書き初めコンクール入賞作品決
定　佳作

829
その他の
作品展

2017年1月17日 毎日新聞 朝 26 第５６回日書学入賞者

829
その他の
作品展

2017年1月24日 千葉日報 11 マザー牧場　写生大会、力作揃う

829
その他の
作品展

2017年1月25日 新千葉新聞 2

努力のあとが見える作品　最高
賞に善場奏奈さん　児童生徒の
入賞者　君津地方技術・家庭科
作品展を開催

829
その他の
作品展

2017年1月28日 新千葉新聞 2

伸びやかに新春の課題　君津地
方書き初め展　入賞作品決まる
きょうとあす君津教育会館、児童
生徒

829
その他の
作品展

2017年2月1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

829
その他の
作品展

2017年2月6日 千葉日報 6
第６９回千葉県小・中・高書き初
め展席書大会　袖ケ浦市長賞

829
その他の
作品展

2017年2月7日 千葉日報 6
第６９回千葉県小・中・高書き初
め展　袖ケ浦市長賞

829
その他の
作品展

2017年2月7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

2017年2月11日 千葉日報 9
第４３回千葉日報書道展　千葉
書壇秀抜展・新進展・８回高校生
展　高校生展優秀作品

829
その他の
作品展

2017年2月14日 千葉日報 19
第４３回千葉日報書道展　千葉
書壇秀抜展・新進展・８回高校生
展　高校生展優秀作品

829
その他の
作品展

2017年2月20日 千葉日報 8
千葉日報書道展　入賞１０７人を
表彰

829
その他の
作品展

2017年2月27日 毎日新聞 朝 28 書初め大展覧会　最高賞を受賞
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829
その他の
作品展

2017年3月8日 新千葉新聞 1

市長賞に小林龍成くん　防火ポス
ター入賞者　袖ケ浦市の児童
「春季全国火災予防運動」にちな
んで

829
その他の
作品展

2017年3月12日 新千葉新聞 1
最高賞など三年間の集大成
袖ヶ浦高校書道部　第二十回卒
業書作展

829
その他の
作品展

2017年3月16日 千葉日報 特2
芸術　木更津　袖ケ浦高校書道
部卒業書展／県南／ミニガイド

831 高等学校 2016年6月1日 新千葉新聞 2
音楽で心を癒してと　袖ケ浦さつ
き台病院　リハビリ棟で　袖ケ浦
高校吹奏楽部

831 高等学校 2016年6月21日 毎日新聞 朝 26
巨大書「蘇れ熊本」　文化祭で募
金活動　袖ケ浦高校

831 高等学校 2016年7月9日 千葉日報 3
２０１６年度県内公立高校「前期
選抜」，「後記選抜」の検査の内
容等

831 高等学校 2016年7月9日 読売新聞 朝 28
公立高校の入試概要　公立高入
試前期２月１３．１４日

831 高等学校 2016年7月13日 新千葉新聞 2
木更津高に理数科新設　公立高
校入試概要　袖ヶ浦普通６０　情
報コミュニケ

831 高等学校 2016年8月18日 千葉日報 3
２０１７年度県内公立高校生徒募
集定員

831 高等学校 2016年8月18日 読売新聞 朝 28
全日制定員２００人減　２０１７年
度公立高募集定員

831 高等学校 2016年8月20日 新千葉新聞 1
木更津高に理数科新設　君津商
業高で一学級減　県立高校募集
定員

831 高等学校 2016年8月31日 新千葉新聞 1

文科大臣賞に榎本早紀さん　狩
野芽生さんも入賞　袖ヶ浦高校三
年　近江神宮全国献書大会・神
前で揮毫

831 高等学校 2016年9月16日 読売新聞 朝 28
学校自慢　袖ヶ浦高校　男子新
体操　力強さ魅力
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831 高等学校 2016年10月23日 千葉日報 11

大会成功し「世界の千葉」に　知
事と大使ら前日イベントで盛り上
げ　木更津袖ケ浦　書道フォーマ
ンスでイベントを盛り上げる袖ケ
浦高校の生徒

831 高等学校 2016年11月28日 新千葉新聞 2
すてきな演奏に大感激　西清小
学校　袖ヶ浦高校吹奏学部招き

831 高等学校 2016年11月30日 毎日新聞 朝 24
書の甲子園　袖ケ浦　団体全国
準優勝　あと一歩に悔し涙　来年
こそ

831 高等学校 2017年1月28日 朝日新聞 朝 26
２０１７年度公立高校進路希望調
査

831 高等学校 2017年1月28日 千葉日報 3 県内公立高校進路志望調査表

831 高等学校 2017年1月28日 東京新聞 24 公立高校進路希望調査

831 高等学校 2017年1月28日 毎日新聞 朝 24
全日制は１．７８倍　１７年度前期
公立校の志望状況　１７年度公
立高志望状況

831 高等学校 2017年1月28日 読売新聞 朝 28
全日制公立高１．２０倍　県船３
年連続で最高　中学３年生の進
路希望調査

831 高等学校 2017年1月31日 新千葉新聞 2
地元平均倍率一・六〇倍　君津
地方公立高校前期選抜志願状況
袖ヶ浦

831 高等学校 2017年2月8日 朝日新聞 朝 24
公立高全日制１．７５倍　前期志
願

831 高等学校 2017年2月8日 産経新聞 23
公立高前期入学者選抜　全日制
は１．７５倍　平成２９年度公立高
入学者選抜志願者数（前期）

831 高等学校 2017年2月8日 千葉日報 3
２０１７年度県内公立高校「前期
選抜」および通信制の「入学者選
抜一期入学者選抜」志願者数

831 高等学校 2017年2月8日 東京新聞 20
全日制の平均１．７５倍　公立高
前期選抜　公立高校前期志願状
況

831 高等学校 2017年2月8日 毎日新聞 朝 22
全日制、前期１．７５倍　公立高
志願状況　公立高校前期志願状
況
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831 高等学校 2017年2月8日 読売新聞 朝 28
公立高全日制１．７５倍　前期選
抜　公立高前期選抜志願者数

831 高等学校 2017年2月10日 新千葉新聞 2
地元倍率は一．五八倍　君津地
方公立高校　前期選抜志願状況

831 高等学校 2017年2月21日 新千葉新聞 1
笑顔はじける十五の春　県内公
立高校入試　前期選抜合格発表

831 高等学校 2017年2月21日 千葉日報 3
２０１７年度県内公立高校前期選
抜等および特別入学許可候補者
内定数

831 高等学校 2017年2月21日 読売新聞 朝 32 公立高前期選抜合格者数

831 高等学校 2017年2月23日 産経新聞 27
全日制、１万１５７４人募集　公立
高後期選抜　平成２９年度公立
高後期選抜等募集人員確定数

831 高等学校 2017年2月23日 千葉日報 5

２０１７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
学者選抜人員確定数」

831 高等学校 2017年2月23日 東京新聞 26 公立高　後期募集人員確定数

831 高等学校 2017年2月23日 毎日新聞 朝 26
県内公立高後期募集　全日制１
万１５７４人

831 高等学校 2017年2月23日 読売新聞 朝 32
公立高後期　全日制１万１５７４
人募集　公立高後期選抜募集人
員

831 高等学校 2017年2月24日 朝日新聞 朝 28
公立高後期選抜　全日制平均１．
４４倍　１万６千人余志願

831 高等学校 2017年2月24日 産経新聞 27
平成２９年度　公立高選抜志願
者数（後期）

831 高等学校 2017年2月24日 新千葉新聞 1
地元定員は五百三十人　公立高
校後期選抜　七校九学科で募集

831 高等学校 2017年2月24日 東京新聞 26 公立高後期志願状況　袖ケ浦

831 高等学校 2017年2月24日 毎日新聞 朝 27
全日制は平均１．４４倍　公立高
校　後期志願状況

831 高等学校 2017年2月24日 読売新聞 朝 32
公立高後期　全日制１．４４倍
袖ケ浦
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831 高等学校 2017年2月25日 新千葉新聞 1
平均倍率は一・二七倍　後期選
抜志願状況　君津地方公立高校

831 高等学校 2017年2月27日 毎日新聞 朝 28
プラカードの校名揮毫　応援の気
持ち込め力強く　県立袖ケ浦高
校書道部の３年生

831 高等学校 2017年2月28日 朝日新聞 朝 25
平均倍率は１．４４倍　公立高校
後期選抜　全日制

831 高等学校 2017年2月28日 産経新聞 23
平成２９年度　公立高校入学者
選抜志願者数（後期）

831 高等学校 2017年2月28日 千葉日報 3
２０１７年度県内公立高校後期選
抜等および通信制の課程の入学
者選抜二期入

831 高等学校 2017年2月28日 東京新聞 20 公立高　後期志願確定

831 高等学校 2017年2月28日 毎日新聞 朝 26
全日制は平均１．４４倍　公立高
校　後期志願確定

831 高等学校 2017年2月28日 読売新聞 朝 30
公立後期　全日制１．４４倍　公
立高校後期選抜試験者確定数

831 高等学校 2017年3月1日 新千葉新聞 2
平均倍率は一・二七倍　後期選
抜志願確定　二十九年度地元公
立高校

831 高等学校 2017年3月8日 千葉日報 3

２０１７年度県内公立高校後期選
抜等および通信制の課程入学者
選抜一期および二期入学者選抜
入学許可候補者数

831 高等学校 2017年3月14日 新千葉新聞 2
笑顔で感謝のコンサート　袖ヶ浦
高校　吹奏楽部定期演奏会

831 高等学校 2017年3月23日 新千葉新聞 1
研鑽積んだ集大成披露　書道パ
フォーマンス　袖ヶ浦高校書道部

852 塾 2017年3月16日 新千葉新聞 2
個人総合と種目別で　珠算競技
大会結果　木更津珠算連盟

861
社会教
育施設
全般

2016年6月24日 千葉日報 10
休館の市民会館　共同建設　検
討へ　財政負担考慮　木更津市、
近隣市と

861
社会教
育施設
全般

2016年6月25日 新千葉新聞 1

近隣市と共同建設検討　木更津
市民会館の方向性　木更津市が
発表　財源的にも、建替えや耐震
改修は行わず
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862 公民館 2016年8月23日 新千葉新聞 2
英語でコミュニケーション　小学
生がＡＬＴと　袖ケ浦市で初の取
組み

862 公民館 2016年8月24日 新千葉新聞 2
根形オープンキャンパス　袖ケ浦
市立根形公民館　宿泊体験など
交流

862 公民館 2016年8月28日 千葉日報 11
思い出づくりへ一役　若者、児童
と宿泊体験　袖ケ浦

863 博物館 2016年4月22日 千葉日報 12
ノリ、干拓、工業化・・・　産業の変
遷振り返る　袖ケ浦市郷土博で
企画展

863 博物館 2016年6月2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 2016年6月5日 新千葉新聞 2
ミュージアムフェスティバル　袖ケ
浦市郷土博物館

863 博物館 2016年8月7日 新千葉新聞 2
真夏の夜の特別な五日間　袖ケ
浦市郷土博物館　ヨルノハクブツ
カン

863 博物館 2016年8月8日 千葉日報 9
記憶たどり「マコモ馬」再現　旧暦
七夕の伝統行事　袖ケ浦市郷土
博

863 博物館 2016年9月7日 新千葉新聞 2
古民家で和と洋の調べ　旧進藤
家住宅　十五夜コンサート

863 博物館 2016年9月8日 千葉日報 13
【袖ケ浦】十五夜コンサート／イベ
ント

863 博物館 2016年9月13日 千葉日報 11
秋の夜長に和洋の調べ　古民家
で十五夜コンサート　袖ケ浦

863 博物館 2016年9月16日 新千葉新聞 2
カラムシ・アサ・モメン　袖ケ浦市
郷土博物館企画展　植物から糸
や布へ

863 博物館 2016年11月12日 千葉日報 11
植物から布や糸　古代の技術探
る　袖ケ浦・企画展

863 博物館 2017年1月12日 千葉日報 10
ミニガイド　県南　イベント　袖ケ
浦　新春たこ揚げ会

863 博物館 2017年1月14日 新千葉新聞 1
飽富神社とその背景　今日から
企画展Ⅱ　袖ケ浦市郷土博物館
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863 博物館 2017年1月26日 新千葉新聞
袖ケ浦公園の鳥たちを　冬の野
鳥観察会　袖ケ浦市郷土博物館

863 博物館 2017年3月4日 千葉日報 11
「飽富神社」を紹介　神宝公開、
筒粥の映像も　袖ケ浦郷土博

863 博物館 2017年3月22日 新千葉新聞 2
私のあの場所・あの風景　市民
学芸員の企画展　袖ケ浦市郷土
博物館

863 博物館 2017年3月23日 千葉日報 8

ミニガイド　県南　カルチャー　袖
ケ浦　市民学芸員による企画展
「私のなかの　あの場所・あの風
景」

871
三学大
学

2016年5月3日 新千葉新聞 1
日本の現状とこれから　講師は
田崎史郎氏　袖ケ浦市民三学大
学

871
三学大
学

2016年5月12日 千葉日報 11
【袖ケ浦】市民三学大学講座／講
座

871
三学大
学

2016年6月17日 新千葉新聞 1
母として、女将として　講師は花
田景子さん　袖ケ浦市民三学大
学

871
三学大
学

2016年6月25日 東京新聞 20
【袖ケ浦】市民三学大学講座花田
景子さん講演／お知らせ

871
三学大
学

2016年6月30日 千葉日報 8
講演会　【袖ケ浦】市民三学大学
講座

871
三学大
学

2016年9月25日 新千葉新聞 2
里崎流「非常識のすゝめ」　元千
葉ロッテ・里崎氏　袖ケ浦三学大
学講座

871
三学大
学

2016年9月27日 東京新聞 26
【袖ケ浦市】市民三学大学講座・
里崎智也さん講演

871
三学大
学

2016年9月29日 千葉日報 11
【袖ケ浦市】市民三学大学講座／
講演会

871
三学大
学

2016年11月12日 新千葉新聞 1
金子みすゞさんのまなざし　矢崎
節夫館長が講演　袖ケ浦市民三
学大学

871
三学大
学

2017年1月21日 新千葉新聞 1
晩ごはんから日本が見える　袖ケ
浦市三学大学　ヨネスケさんが講
演

874 美術展 2016年11月11日 東京新聞 26
第２９回袖ケ浦美術展―絵画・書
道・工芸・写真／展示会／見る・
聞く・話す・参加する
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882
元旦マラ
ソン

2016年12月7日 新千葉新聞 2
袖ケ浦市元旦マラソン　袖ケ浦市
体育協会　今月１３日迄に申込

884

ウォークラ
リー・わん
ぱくクエス
ト

2016年8月2日 新千葉新聞 1
わんぱくクエスト　袖ケ浦市で出
発式

884

ウォークラ
リー・わん
ぱくクエス
ト

2016年8月3日 新千葉新聞 2

徒歩と野外泊を体験　四十二人
がスタート　袖ケ浦市児童生徒
第二十一回そでがうらわんぱくク
エスト

884

ウォークラ
リー・わん
ぱくクエス
ト

2016年8月6日 千葉日報 13
小中生４２人が大冒険　徒歩と野
外泊で袖ケ浦へ　５０キロの道の
り６日かけ

884

ウォークラ
リー・わん
ぱくクエス
ト

2016年8月10日 新千葉新聞 2

様々な体験を重ねて　全員笑顔
でゴールイン　袖ケ浦市小中学
生　第二十一回そでがうらわんぱ
くクエスト

884

ウォークラ
リー・わん
ぱくクエス
ト

2017年2月19日 新千葉新聞 1
海浜公園や神社めぐり　ウォーキ
ングフェスタ　袖ケ浦市地域スポ
連協

894

ボーイス
カウト・
ガールス
カウト

2016年7月24日 新千葉新聞 2
全国防災キャラバン　木更津と富
津で　四市のボーイスカウト

９　文
化・ス
ポーツ

902
文化活
動

2016年8月6日 千葉日報 23
ちば音楽コンクール　第二次予選
通過者

902
文化活
動

2016年9月18日 千葉日報 8
ちば音楽コンクール本選会　あす
開催

902
文化活
動

2016年9月20日 千葉日報 1
最優秀賞に秋林さん　ちば音楽コ
ンクール本選会　高度な課題曲
に５５人挑む

902
文化活
動

2017年3月3日 千葉日報 16
千葉文学三賞　１５６編が１次審
査通過

902
文化活
動

2017年3月10日 千葉日報 16
千葉文学三賞　７８編が２次審査
通過

902
文化活
動

2017年3月17日 千葉日報 16
千葉文学三賞　最終選考へ２０
編

903 受賞 2016年7月6日 毎日新聞 朝 26 毎日書道展　県内入選者

903 受賞 2016年7月12日 新千葉新聞 2
最大規模の毎日書道展　地元三
十人が入選　国立新美術館

903 受賞 2016年7月14日 新千葉新聞 1
社会貢献の六団体称え　クロー
バー賞贈呈　新日鐵住金(株)君
津製鐵所
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903 受賞 2016年7月23日 読売新聞 朝 30
２０１６全日本ＹＰＣ（読売写真クラ
ブ）展入賞作品

903 受賞 2016年8月9日 読売新聞 朝 32 読売書法展入賞・入選者

903 受賞 2016年8月31日 読売新聞 朝 30 第１０１回二科展初入選者

903 受賞 2016年10月30日 新千葉新聞 1

県発展に多大な貢献　地元は三
氏が受賞　文化の日功労者表彰
健康福祉功労で鈴木・須田・平野
氏

903 受賞 2016年12月2日 新千葉新聞 2
袖ヶ浦高校が全国準優勝　第二
五回国際高校生選抜書展　審査

903 受賞 2016年12月3日 読売新聞 朝 30 千葉読売写真展　来月１１日から

903 受賞 2017年2月18日 毎日新聞 朝 26
第70回記念書道芸術院展入賞者
春華賞　成田澄水（袖ケ浦）

903 受賞 2017年2月19日 新千葉新聞 1

推薦に中根英治さん　当社賞に
片岡政昭氏　木更津市観光協会
木更津市観光写真コンクール審
査会

903 受賞 2017年2月23日 新千葉新聞 2
文化の部で優秀な成績　十一個
人と一団体　君津市長賞授与式

904
文化団
体・サーク
ル

2016年4月13日 新千葉新聞 2
袖ケ浦淡彩画教室春季作品展
長浦おかのうえ図書館

904
文化団
体・サーク
ル

2016年4月14日 千葉日報
袖ケ浦淡彩画教室春季作品展／
展覧会

904
文化団
体・サーク
ル

2016年4月24日 新千葉新聞 2
美術代表作家展　成田山書道美
術館

904
文化団
体・サーク
ル

2016年5月7日 新千葉新聞 1
三市の芸術家が一堂に　君津市
大阪でコラボ展　岩田寺文化展２

904
文化団
体・サーク
ル

2016年6月2日 新千葉新聞 2
日本詩文書作家協会書展　地元
から三氏が出品、東京都で開催

904
文化団
体・サーク
ル

2016年6月23日 新千葉新聞
毎日書道展の会友発表　君津地
域関係

904
文化団
体・サーク
ル

2016年6月28日 毎日新聞 朝 26
日報連月例入選作　５月度成績
千葉支部

904
文化団
体・サーク
ル

2016年6月30日 新千葉新聞 2
宇麻具多短歌会六月詠草　於
袖ケ浦市中央図書館
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904
文化団
体・サーク
ル

2016年7月24日 新千葉新聞 2
君津地方書道協会展　イオン木
更津朝日

904
文化団
体・サーク
ル

2016年8月9日 新千葉新聞 2
宇麻具多短歌会七月詠草　於
袖ケ浦市中央図書館

904
文化団
体・サーク
ル

2016年8月18日 千葉日報 9
【袖ケ浦】袖ケ浦ミュージカルアカ
デミー第１４回定期公演「オズの
魔法使い」／イベント

904
文化団
体・サーク
ル

2016年8月26日 千葉日報 11
上総シニアアンサンブル発足団
員

904
文化団
体・サーク
ル

2016年8月30日 新千葉新聞 2
箏、尺八、ピアノ演奏や歌　袖ケ
浦市音楽協会　ガウラコンサート

904
文化団
体・サーク
ル

2016年9月1日 新千葉新聞 2
宇麻具多短歌会八月詠草　於
袖ケ浦市中央図書館

904
文化団
体・サーク
ル

2016年9月22日 新千葉新聞 1
武田修宏トークショー　袖ケ浦市
民会館で

904
文化団
体・サーク
ル

2016年9月22日 千葉日報 11
袖ケ浦　武田修宏トークショー　２
５日１４時から１６時　市民会館大
ホール

904
文化団
体・サーク
ル

2016年9月23日 東京新聞 18
イベント　長浦マンドリンアンサン
ブル・コンサート

904
文化団
体・サーク
ル

2016年9月27日 新千葉新聞 2

第一回かずさ三曲演奏会　会長
に溝口雅楽百さん　かずさ三曲
協会　木・文化祭参加、箏や三
絃、尺八奏でる

904
文化団
体・サーク
ル

2016年9月28日 千葉日報 16
世代超え清新の気　県展　５部門
に２３００点

904
文化団
体・サーク
ル

2016年10月5日 新千葉新聞 2
英雄行進曲やラクゴなど　マンド
リンコンサート　袖ケ浦市民会館

904
文化団
体・サーク
ル

2016年10月7日 新千葉新聞 1
台湾のオカリナサークルと　袖ケ
浦市立平岡小学校　訪日記念の
演奏会

904
文化団
体・サーク
ル

2016年10月7日 千葉日報 9 袖ケ浦　マンドリンコンサート

904
文化団
体・サーク
ル

2016年10月12日 新千葉新聞 2
宇麻具多短歌会九月詠草　於
袖ケ浦市中央図書館

904
文化団
体・サーク
ル

2016年10月14日 新千葉新聞 2
サクソフォーン奏者迎え　袖ケ浦
市立平川中学校　吹奏楽部定期
演奏会
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904
文化団
体・サーク
ル

2016年10月15日 新千葉新聞 2
後期は洋画・工芸の作品　「県
展」あすまで　千葉県立美術館

904
文化団
体・サーク
ル

2016年10月19日 新千葉新聞 2

自慢のノドや踊りを披露　当社賞
に合奏の仁鳳会　かずさ民謡文
化連盟　部門毎の優勝者・団体
に各章を贈呈

904
文化団
体・サーク
ル

2016年11月3日 新千葉新聞 2

手塩にかけ育てた力作　本社賞
に平野政男氏　木更津菊まつり
審査会で知事賞に古川嘉和さん
厚物

904
文化団
体・サーク
ル

2016年11月3日 新千葉新聞 2
宇麻具多短歌会十月詠草　於
うまくたの里

904
文化団
体・サーク
ル

2016年11月24日 千葉日報 11
【袖ケ浦】市民音楽フェスティバル
／イベント

904
文化団
体・サーク
ル

2016年11月28日 新千葉新聞 1

黒沼ユリ子さん等出演　第三十
五回記念市民音楽フェスティバル
袖ケ浦市音楽協会と市民会館
市内サークルなど

904
文化団
体・サーク
ル

2016年12月4日 新千葉新聞 2
尺八・箏・三絃の調べ　「和楽器
のひと時」　袖ケ浦市音協会

904
文化団
体・サーク
ル

2016年12月15日 新千葉新聞 2
淡彩画作品展　長浦おかのうえ
で

904
文化団
体・サーク
ル

2016年12月15日 千葉日報 11
【袖ケ浦】袖ケ浦淡彩画教室クリ
スマス作品展／展覧会

904
文化団
体・サーク
ル

2016年12月21日 新千葉新聞 2
宇麻具多短歌会十二月詠草　於
袖ケ浦市中央図書館

904
文化団
体・サーク
ル

2017年1月20日 新千葉新聞 2
舞踊・詩吟・カラオケ等　袖ケ浦
市の芸能文化まつり

904
文化団
体・サーク
ル

2017年1月24日 新千葉新聞 1
奏でる街、はずむ街　袖ケ浦市音
楽協会　２９日に定期演奏会

904
文化団
体・サーク
ル

2017年2月4日 新千葉新聞 2
宇馬具多短歌会一月詠草　於
袖ケ浦市中央図書館

904
文化団
体・サーク
ル

2017年2月25日 新千葉新聞 1 定期演奏会　袖・ジュニアオケ

904
文化団
体・サーク
ル

2017年3月8日 新千葉新聞 2
宇麻具多短歌会二月詠草　於
袖ケ浦市中央図書館

904
文化団
体・サーク
ル

2017年3月15日 朝日新聞 朝 22
袖ケ浦交響楽団スプリングコン
サート／音楽／ちばマリオン
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904
文化団
体・サーク
ル

2017年3月16日 新千葉新聞 1
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

2017年3月18日 新千葉新聞 2
桜とアートに出会う春　袖ケ浦市
根形公民館　サークル作品展開
く

904
文化団
体・サーク
ル

2017年3月30日 千葉日報 8
ミニガイド　県南　カルチャー　袖
ケ浦　根形公民館サークル作品
展

905
国際交
流

2016年5月19日 新千葉新聞 2
ペルーの音楽と舞踊　ティータイ
ムコンサート　袖ケ浦市国際交流
協会

905
国際交
流

2016年5月19日 千葉日報 11
【袖ケ浦】シーファ・ティータイムコ
ンサート／音楽

905
国際交
流

2016年9月29日 新千葉新聞 2
宮野一彦氏の銅メダルも　二十
周年記念式典　袖ケ浦市国際交
流協会

905
国際交
流

2016年9月29日 東京新聞 26
【袖ケ浦市】市国際交流協会２０
周年記念式典

905
国際交
流

2016年12月8日 新千葉新聞 2
音楽と食事を楽しみながら　クリ
スマスパーティー　袖ケ浦市国際
交流協会

905
国際交
流

2016年12月8日 千葉日報 11
【袖ケ浦】クリスマスパーティーＩＮ
国際交流／イベント

905
国際交
流

2017年1月22日 新千葉新聞 2
ブラジル料理で交流の輪　袖ケ
浦市国際交流協会　根形公民館
で調理

931 文化財 2016年4月8日 千葉日報 11
ノリ養殖で財　旧藤谷家　産業発
展の記憶伝える　介護施設が国
文化財に

931 文化財 2016年11月5日 千葉日報 11
縄文早期の“交流”紹介　木更津
特別展　内房に富士山麓の土器

931 文化財 2017年1月8日 新千葉新聞 2
根形の人形芝居廃止　県指定無
形民俗文化財

931 文化財 2017年1月8日 千葉日報 11
博物館から里帰り　宝の菩薩像、
檀家に披露　袖ケ浦・神応寺

943 寺院 2016年12月22日 東京新聞 25 鐘撞き　千葉　正福寺

951 観光 2016年4月15日 新千葉新聞 2
来て・見て・楽しんで　袖ケ浦市
全六回開催　収穫体験バスツ
アー
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951 観光 2016年4月28日 新千葉新聞 2
袖ケ浦市等紹介　県がＰＲ動画
制作

951 観光 2016年6月17日 千葉日報 11
公共施設を巡るバスツアー企画
袖ケ浦市、４回開催

951 観光 2016年6月19日 新千葉新聞 2
市内施設見学バスツアー　袖ケ
浦市で参加者受付中　市民対象
に実施

951 観光 2017年1月1日 新千葉新聞 12
袖ケ浦の魅力を見つけに　わくわ
く発見バスツアー　袖ケ浦市観光
協会

951 観光 2017年1月14日 朝日新聞 朝 25
目指せ知名度４０％　観光客・人
口増へＰＲ強化　袖ケ浦市　東
京・川﨑で「知ってる」住民２３％

951 観光 2017年1月21日 千葉日報 11
地元の魅力　市民目線で発信
一押しの風景、市ＨＰで紹介　袖
ケ浦

951 観光 2017年1月25日 新千葉新聞 2
袖ケ浦市の魅力を発信　ガウラ
フォトクラブ創設　写真撮影で

952 レジャー 2016年12月26日 読売新聞 朝 4 首相　英気養うゴルフ

954
東京ドイ
ツ村

2016年4月2日 新千葉新聞 2 芝桜まつり　東京ドイツ村開催

954
東京ドイ
ツ村

2016年4月5日 毎日新聞 朝 25
芝桜　ソメイヨシノ　競演　袖ケ
浦・東京ドイツ村

954
東京ドイ
ツ村

2016年4月13日 千葉日報 1
２５万株の芝桜見頃　袖ケ浦のド
イツ村

954
東京ドイ
ツ村

2016年4月13日 千葉日報 11
グラデーション鮮やか　袖ケ浦の
ドイツ村

954
東京ドイ
ツ村

2016年4月18日 毎日新聞 朝 27
25万株の大パノラマ　ドイツ村で
芝桜見ごろ

954
東京ドイ
ツ村

2016年5月13日 千葉日報 11
福祉施設は入園無料に　ドイツ
村、６月まで

954
東京ドイ
ツ村

2016年5月15日 新千葉新聞 2
福祉施設の団体利用は無料に
袖　東京ドイツ村

954
東京ドイ
ツ村

2016年5月18日 東京新聞 18
バラとキンゴソウ袖ケ浦で満開、
競演

954
東京ドイ
ツ村

2016年5月20日 千葉日報 11
鮮やか、爽やかキンギョソウ　東
京ドイツ村で見頃
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954
東京ドイ
ツ村

2016年5月29日 新千葉新聞 2
関東最大級・金魚草まつり　東京
ドイツ村　色鮮やかにお出迎え

954
東京ドイ
ツ村

2016年7月1日 千葉日報 14
千葉日報Ｂｏ－Ｓｏ　Ｔｏｕｒ　東京ド
イツ村

954
東京ドイ
ツ村

2016年8月5日 千葉日報 11
日本最大級！！２２０メートルス
ライダー登場　袖ケ浦のドイツ村

954
東京ドイ
ツ村

2016年9月29日 読売新聞 朝 35
コキア秋色に　袖ヶ浦・東京ドイツ
村

954
東京ドイ
ツ村

2016年10月3日 千葉日報 11～14
千葉日報房総通リズム　秋の観
光特集２０１６　東京ドイツ村

954
東京ドイ
ツ村

2016年10月17日 産経新聞 24
色とりどり1万株ガーデンマム見
頃　東京ドイツ村

954
東京ドイ
ツ村

2016年11月2日 新千葉新聞 1 入園料値下げ　袖・東京ドイツ村

954
東京ドイ
ツ村

2016年11月2日 読売新聞 朝 29
光の海へ次々船出　ドイツ村で点
灯式

954
東京ドイ
ツ村

2016年11月3日 朝日新聞 朝 29
ドイツ村、今月から値下げ　他の
テーマパークに対抗

954
東京ドイ
ツ村

2016年11月3日 千葉日報 1
２５０万球”光の世界”　袖ケ浦ド
イツ村

954
東京ドイ
ツ村

2016年11月4日 東京新聞 20
光で描く「大冒険」　袖ケ浦「ドイツ
村」で始まる

954
東京ドイ
ツ村

2016年11月6日 毎日新聞 朝 25
香り色鮮やかに　幻想的な光　来
場者歓声　袖ケ浦・ドイツ村

954
東京ドイ
ツ村

2016年11月12日 日本経済新聞 朝 35
ドイツ村だけじゃない　県内各地
でイルミネーション　夏と違う風
景、牧場でも

954
東京ドイ
ツ村

2016年11月17日 日本経済新聞 朝 35
チーバくん大使２日間県内巡り
留学生ら１５人

954
東京ドイ
ツ村

2016年11月25日 日本経済新聞 朝 35
１１月の雪、観光など影響　としま
えんや東京ドイツ村休園

954
東京ドイ
ツ村

2016年12月1日 千葉日報 11
入園１０００万人突破　袖ケ浦　１
６年目ドイツ村　鈴木さん親子に
記念品

954
東京ドイ
ツ村

2016年12月1日 日本経済新聞 朝 35
東京ドイツ村　入場者数１０００万
に　イルミネーションで好調

954
東京ドイ
ツ村

2016年12月1日 毎日新聞 朝 22
ドイツ村来園者類型１０００万人
突破　富津の家族連れ
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954
東京ドイ
ツ村

2016年12月2日 新千葉新聞 2
入場者一千万人を突破　現在『イ
ルミネーション』が大人気　東京ド
イツ村

954
東京ドイ
ツ村

2016年12月3日 東京新聞 20
東京ドイツ村　来場者１０００万人
に　富津の会社員・鈴木さん一家

954
東京ドイ
ツ村

2016年12月28日 日本経済新聞 朝 33
東京ドイツ村　菜の花もう開花
来月上旬にも見ごろ

954
東京ドイ
ツ村

2017年1月11日 毎日新聞 朝 23
早咲きの菜の花一足早い春満喫
袖ケ浦・ドイツ村

954
東京ドイ
ツ村

2017年1月12日 産経新聞 23 東京ドイツ村　一足早く春の色

954
東京ドイ
ツ村

2017年3月3日 千葉日報 第２部 1
楽しさいっぱい　春の房総半島
東京ドイツ村　芝桜まつり

954
東京ドイ
ツ村

2017年3月7日 日本経済新聞 朝 39
ドイツ村のグッズ店　バウムクー
ヘン屋さんに

954
東京ドイ
ツ村

2017年3月9日 新千葉新聞 1 芝桜まつり等　東京ドイツ村で

954
東京ドイ
ツ村

2017年3月17日 新千葉新聞 2
バウムクーヘン　東京ドイツ村開
店

954
東京ドイ
ツ村

2017年3月23日 産経新聞 27
色とりどり幸せ気分　東京ドイツ
村

954
東京ドイ
ツ村

2017年3月23日 千葉日報 11
バウム専門店オープン　ジョッキ
型や国旗柄も　袖ケ浦　ドイツ村

954
東京ドイ
ツ村

2017年3月23日 東京新聞 23
ほっとなび　花前線　千葉　東京
ドイツ村

954
東京ドイ
ツ村

2017年3月25日 新千葉新聞 2
今月下旬から芝桜まつり　花畑に
二十五万株　東京ドイツ村で最大
級

961 図書館 2017年2月1日 新千葉新聞 2
図書館休館日　袖ケ浦市の五施
設

963
各種イベ
ント

2016年4月16日 新千葉新聞 2

子どもへの読書普及に　五つの
記念行事　袖ケ浦市立図書館
子ども読書の日・子どもの読書週
間

963
各種イベ
ント

2016年7月24日 新千葉新聞 2
ジュラシック・パーク　袖ケ浦市立
中央図書館子ども映画会

963
各種イベ
ント

2016年10月27日 千葉日報 11
【袖ケ浦】文化講演会「浮世絵と
江戸庶民の生活」／講演会
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971 スポーツ 2016年5月14日 新千葉新聞 2

市民の健康増進へ活動　会長に
渡辺まさ子氏　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 2016年6月21日 千葉日報 11
五輪キャンプ誘致支援を　知事に
要望　県地方議会野球議連

971 スポーツ 2016年11月13日 新千葉新聞 2
東京パラ五輪で正式種目　シッ
ティングバレーボール　千葉県で
開催

971 スポーツ 2017年2月28日 新千葉新聞 1
三段～三級に二二人合格　君津
柔道会　昇級・昇段審査会結果

972
スポーツ
一般

2016年4月14日 新千葉新聞 1
ソフトテニスとＧゴルフ　あすまで
参加者募る　百目木公園まつり
スポーツ大会

972
スポーツ
一般

2016年4月27日 新千葉新聞 1

県大会での活躍を誓う　総合開
会式を開催　袖ケ浦市体育協会
鈴木勇会長を再任、２３種目の代
表ら

972
スポーツ
一般

2016年4月27日 新千葉新聞 2

支部長に鶴岡敦氏　中郷中校長
新役員体制決まる　小中体連木
袖支部　各競技の専門部長や副
部長も決定

972
スポーツ
一般

2016年4月28日 新千葉新聞 1
袖ケ浦市体協が二連覇　クロスカ
ントリー　県体冬季大会スキー

972
スポーツ
一般

2016年4月28日 新千葉新聞 2
地元勢八種目で優勝　君津地区
男子の結果　日本マスターズ水
泳短水路

972
スポーツ
一般

2016年5月22日 毎日新聞 朝 25
高松宮賜杯第６０回全日本軟式
野球県大会

972
スポーツ
一般

2016年5月23日 産経新聞 22
障害者スポーツ大会知事も選手
にエール　千葉市で開会式

972
スポーツ
一般

2016年6月17日 新千葉新聞 2
坂田大和田ＭＢＣ初優勝　女子
八重原ＭＢＣニ連覇　かずさミニ
バス

972
スポーツ
一般

2016年6月21日 新千葉新聞 2
パン食い競争等７種目　木更津
市民体育館で開催　君津地域心
身障害者スポーツ
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972
スポーツ
一般

2016年6月22日 新千葉新聞 2

ニ種目で熱戦と交流　スポーツ・
レクリエーション祭　第二十回袖
ケ浦市　ソフトバレーボールとグ
ラウンドゴルフ

972
スポーツ
一般

2016年6月29日 千葉日報 14
東葛北支部Ａが優勝　県・市町村
職員剣道

972
スポーツ
一般

2016年7月4日 毎日新聞 特集 4
市民球団支える上総４市と公式
キャラ　袖ケ浦市「ガウラ」／かず
さマジック頂点へ

972
スポーツ
一般

2016年7月20日 毎日新聞 朝 27
かずさ「粘り」届かず　九回、スタ
ンド総立ち　第８７回都市対抗野
球　ゆるキャラも登場

972
スポーツ
一般

2016年8月4日 新千葉新聞 1

一戦一戦全力で挑む　結団式及
び壮行会　袖ケ浦市体育協会
第六六回千葉県民体育大会へ意
気込み

972
スポーツ
一般

2016年8月10日 新千葉新聞 2
一部優勝は奈良輪クラブ　Ａリー
グの結果　富津市バドミントン

972
スポーツ
一般

2016年8月19日 千葉日報 11
袖ケ浦　官野さん　メダルへ意欲
車いすラグビー出場へ

972
スポーツ
一般

2016年8月19日 読売新聞 朝 35
車いすラグビー代表「いい色のメ
ダルを」　袖ケ浦・官野選手

972
スポーツ
一般

2016年8月20日 新千葉新聞 1
リオパラ五輪で活躍を　官野一彦
氏が市長訪問　袖ケ浦市　車い
すラグビー競技の日本代表選手

972
スポーツ
一般

2016年8月23日 毎日新聞 朝 24
「メダル目指す」官野選手が抱負
車椅子ラグビー

972
スポーツ
一般

2016年8月24日 千葉日報 14
富津市バトミントンリーグ　奈良輪
ク　Ａリーグ１部　優勝

972
スポーツ
一般

2016年8月25日 新千葉新聞 2
８７人受験、３９人が合格　昇級・
昇段審査会実施　君津柔道会

972
スポーツ
一般

2016年8月31日 新千葉新聞 2
青堀小PTAが三連覇　県大会へ
出場決める　四市代表が熱戦
君津地方PTAバレーボール大会

972
スポーツ
一般

2016年8月31日 千葉日報 7

県杯獲得目指し激しい優勝争い
２日に社会人アマチュアゴルフ開
幕　第３４回全国都道府県対抗ア
マチュアゴルフ選手権大会
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972
スポーツ
一般

2016年9月1日 産経新聞 27
車いすラグビー選手団リオへ　成
田　高校生ら横断幕で見送り

972
スポーツ
一般

2016年9月5日 千葉日報 2
「東京」につなぎ、共生意識を　パ
ラリンピック開幕　論説

972
スポーツ
一般

2016年9月5日 東京新聞 20
千葉から挑む世界の舞台　リオ・
パラリンピック８日開幕　９競技、
県ゆかりの２２選手

972
スポーツ
一般

2016年9月6日 産経新聞 23
県ゆかり２２選手活躍期待　パラ
リンピック国枝、３連覇狙う

972
スポーツ
一般

2016年9月6日 毎日新聞 朝 23-24
たくましくもっと強く私らしく世界で
輝く　リオ挑む１３２人　車いすラ
グビー

972
スポーツ
一般

2016年9月8日 朝日新聞 朝 27
障害者競技環境変えたい　「活躍
することで良くなる」　車いすラグ
ビー官野一彦選手

972
スポーツ
一般

2016年9月15日 新千葉新聞 2
郷土の応援を力に　袖ケ浦市選
手団①　第六十六回県民体育大
会

972
スポーツ
一般

2016年9月16日 新千葉新聞 2
郷土の応援を力に　袖ケ浦市選
手団②　第六十六回県民体育大
会

972
スポーツ
一般

2016年9月17日 新千葉新聞 2
郷土の応援を力に　袖ケ浦市選
手団③　第六十六回県民体育大
会

972
スポーツ
一般

2016年9月20日 朝日新聞 朝 23

「銅」」に地元喜び　リオ　パラリン
ピック　四街道＝マラソン･岡村正
広選手　千葉＝車いすラグビー・
官野一彦選手

972
スポーツ
一般

2016年9月20日 千葉日報 18
「プリ・ド・カナザワ」袖ケ浦・長島
さん優勝　初の若手育成バレエ
競技

972
スポーツ
一般

2016年9月20日 東京新聞 22

今井･官野選手らメダルに貢献
車いすラグビー　県ゆかりの選手
活躍　共にその先へ　リオパラリ
ンピック

972
スポーツ
一般

2016年9月22日 新千葉新聞 1
官野一彦選手ら銅メダル　リオパ
ラリンピックで日本チーム　車い
すラグビー
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972
スポーツ
一般

2016年9月25日 新千葉新聞 2

団体優勝は子安支店　グラウン
ド・ゴルフ大会　きみしんなの花
会　十二支店から年金友の会の
会員が競う

972
スポーツ
一般

2016年9月27日 千葉日報 9
初の銅に「幸せ」　官野選手市役
所で快挙報告　リオパラ車いすラ
グビー

972
スポーツ
一般

2016年9月27日 東京新聞 26

活躍の２選手地元で笑顔　リオ・
パラリンピック　「メダル重く感じ
る」　千葉市役所　車いすラグ
ビー銅・官野一彦選手　「４年か
けて金狙う」　君津市役所　ボッ
チャ団体銀・広瀬隆喜選手

972
スポーツ
一般

2016年9月27日 読売新聞 朝 30
パラ報告会「東京では金」　ボッ
チャ「銀」ラグビー「銅」

972
スポーツ
一般

2016年9月28日 千葉日報 14
雨の中、２０１６人完走　南房総
市ロードレース千倉

972
スポーツ
一般

2016年10月1日 千葉日報 13
地元でも「銅」報告　袖ケ浦市在
住の官野さん

972
スポーツ
一般

2016年10月1日 毎日新聞 朝 24
銅メダル「幸せです」　リオ・パラ
車いすラグビー　官野選手、袖ケ
浦市長に報告

972
スポーツ
一般

2016年10月2日 新千葉新聞 1

「銅メダル」獲得は幸せ　　リオパ
ラ「車いすラグビー」で快挙　　出
口袖ケ浦市長に　官野一彦選手
が報告

972
スポーツ
一般

2016年10月9日 新千葉新聞 1
二選手に「知事賞」贈る　リオ五
輪でメダル　広瀬・官野選手

972
スポーツ
一般

2016年10月19日 新千葉新聞 1

袖ケ浦市役所が優勝飾る　関東
圏で頂点に　第二十回官公庁関
東圏野球記念大会　千葉県支部
代表で大活躍

972
スポーツ
一般

2016年10月23日 東京新聞 22

リオ・パラリンピック　ボッチャ競
技「銀」広瀬隆喜選手　君津市、
初の市民栄誉賞　千葉市はメダ
リスト５人に贈呈

972
スポーツ
一般

2016年11月12日 毎日新聞 朝 26
リオパラ銅の官野選手を表彰
袖ケ浦市
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972
スポーツ
一般

2016年11月20日 新千葉新聞 2
はなぶさ健康マラソン　参加者を
募集中　袖ケ浦市野里花房平団
地

972
スポーツ
一般

2016年12月1日 新千葉新聞 2

三種目で三百人が熱戦　君津地
区スポレク祭　会場は袖ケ浦市
インディアカ、ソフトバレー、Ｇゴ
ルフ

972
スポーツ
一般

2017年1月26日 新千葉新聞 2

長嶋穂希選手が優勝　男子は平
野拓哉Ｖ　富津市バドミントン選
手権大会開催　約三百七十人が
熱戦

972
スポーツ
一般

2017年1月27日 千葉日報 11
全国駅伝で一時首位に「自分の
走りできた」

972
スポーツ
一般

2017年1月29日 新千葉新聞 1
駅伝三位の立役者　袖ケ浦市役
所を訪問

972
スポーツ
一般

2017年3月7日 新千葉新聞 2
一部は奈良輪クラブ優勝　富津
市バトミントンリーグ　Ａリーグの
結果

972
スポーツ
一般

2017年3月8日 新千葉新聞 2
「豚民豚」Ａリーグ優勝　Ｂリーグ
の結果　富津市バドミントンリー
グ

972
スポーツ
一般

2017年3月8日 千葉日報 12
奈良輪クラブ１７度目Ｖ　富津市
バドミントンリーグ

972
スポーツ
一般

2017年3月9日 新千葉新聞 2
安田美雪さん二位　女子四十歳
以上　地元の八位以上入賞者
県民マラソン

973
スポーツ
施設

2016年6月5日 新千葉新聞 2
代表八チームが熱戦展開　千葉
県･木更津大会　関東早起き野球
大会

973
スポーツ
施設

2016年7月17日 新千葉新聞 1
千葉ロッテ－横浜ＤｅＮＡ　前売券
きょうから発売　袖ケ浦市営球場

974
各種ス
ポーツ

2016年4月1日 朝日新聞 朝 28
春季県高校野球　地区予選が８
日開幕　第８地区　袖ヶ浦

974
各種ス
ポーツ

2016年4月9日 千葉日報 15 春季県高校野球

974
各種ス
ポーツ

2016年4月9日 毎日新聞 朝 23
春の県高校野球地区予選が開幕
１５１チーム参加

974
各種ス
ポーツ

2016年4月10日 千葉日報 16
銚子高、県柏が完封勝ち　春季
県高校野球　きょうの試合
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974
各種ス
ポーツ

2016年4月12日 朝日新聞 朝 29
春季県高校野球大会地区予選
１０日

974
各種ス
ポーツ

2016年4月12日 千葉日報 15

木更津十二回逆転サヨナラ　本
大会出場４９校出そろう　春季県
高校野球地区予選　１０日の試
合結果

974
各種ス
ポーツ

2016年4月12日 毎日新聞 朝 27
第６９回春季県高校野球大会地
区予選

974
各種ス
ポーツ

2016年4月13日 新千葉新聞 1
県大会出場校　春季県高校野球
大会

974
各種ス
ポーツ

2016年4月21日 新千葉新聞 1
四市大会で優勝し県へ　渡辺市
長を訪問　鎌足リトルヒーローズ

974
各種ス
ポーツ

2016年4月24日 新千葉新聞 2
三段～三級に二十一人合格　昇
級・昇段審査会　君津柔道会

974
各種ス
ポーツ

2016年5月10日 千葉日報 12
市松戸初Ｖ、女子佐原　関東高
校大会県予選　弓道

974
各種ス
ポーツ

2016年5月12日 千葉日報 21
男子木総合２連覇　女子　八千代
は１０度目　関東高校大会　県予
選　柔道

974
各種ス
ポーツ

2016年5月13日 新千葉新聞 2
蔵波ジャガーズが優勝　君津地
区少年野球春季

974
各種ス
ポーツ

2016年5月14日 千葉日報 16
東京学館浦安（男子団体）９度目
V　女子は木更津総合３冠　関東
高校大会　県予選　卓球

974
各種ス
ポーツ

2016年5月17日 千葉日報 21
昭和学院６連覇　関東高校大会
兼予選　千葉　新体操

974
各種ス
ポーツ

2016年5月17日 東京新聞 24
男女３９チームが熱戦繰り広げる
かずさミニバスケ大会

974
各種ス
ポーツ

2016年5月18日 新千葉新聞 2
二十日に延期　小学校陸上記録
会

974
各種ス
ポーツ

2016年5月18日 千葉日報 12
木総合・山本（ハンマー投げ）県
記録更新　県高校総体　陸上　男
子　やり投げ

974
各種ス
ポーツ

2016年5月24日 東京新聞 26
八重原ＭＢＣら男女８チーム勝ち
上がる　かずさミニバスケ

974
各種ス
ポーツ

2016年5月28日 千葉日報 15
男子習志野８連覇　女子柏井は
３年連続優勝　関東高校大会兼
予選　バレーボール
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974
各種ス
ポーツ

2016年6月2日 新千葉新聞 2

日頃の研鑽成果を競う　単独と組
演舞で　小学生からの拳士百十
人　「第二十回少林寺憲法木更
津市大会」

974
各種ス
ポーツ

2016年6月5日 新千葉新聞 2
関東高校体育大会へ出場　地元
勢県予選の成績　各地で順次開
催

974
各種ス
ポーツ

2016年6月7日 新千葉新聞 2
江野澤由愛さん大会新　小学校
陸上女子結果　小中体連木袖支
部

974
各種ス
ポーツ

2016年6月7日 東京新聞 24
男子は坂田大和田女子は八重原
がＶ　かずさミニバスケ

974
各種ス
ポーツ

2016年6月9日 新千葉新聞 2
チーム一丸となって挑戦　中学校
陸上競技１　県小中体連木袖支
部

974
各種ス
ポーツ

2016年6月11日 新千葉新聞 2
中学陸上女子の結果　小中体連
木袖支部　千五百メートル昭和中

974
各種ス
ポーツ

2016年6月16日 新千葉新聞 2
二段～三段に四五人合格　昇
級・昇段審査会　君津柔道会

974
各種ス
ポーツ

2016年6月18日 朝日新聞 朝 24
白球追う夏　見えた相手　１７０
チーム　対戦決定

974
各種ス
ポーツ

2016年6月18日 産経新聞 21
夢舞台へ１７０チーム激突　夏の
高校野球　来月９日に開会式

974
各種ス
ポーツ

2016年6月18日 千葉日報 14
甲子園目指し決意新た　夏の高
校野球千葉大会　組み合わせ決
定

974
各種ス
ポーツ

2016年6月18日 東京新聞 20 夏の高校野球県大会組み合わせ

974
各種ス
ポーツ

2016年6月18日 毎日新聞 朝 27
第９８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

2016年6月18日 読売新聞 朝 30
第９８回全国高等学校野球選手
権千葉大会組み合わせ

974
各種ス
ポーツ

2016年6月20日 千葉日報 10
２０１６めざせ！甲子園　出場校
のプロフィール　袖ケ浦　袖ケ浦
市

974
各種ス
ポーツ

2016年6月21日 千葉日報 12
市船男子４年連続Ｖ　女子昭和
学院は１０連覇　県高校総体　バ
スケットバール
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974
各種ス
ポーツ

2016年6月25日 新千葉新聞 2
三人が二種目ずつ大会新　中学
水泳女子の結果　小中体連木袖
支部

974
各種ス
ポーツ

2016年6月25日 千葉日報 16
州明八千代アベックＶ　県高校総
体　テニス

974
各種ス
ポーツ

2016年6月28日 新千葉新聞 1
前田魁星選手が優勝　鈴木拓朗
選手は準優勝　新体操県高校総
体　共に袖ケ浦高校

974
各種ス
ポーツ

2016年6月28日 新千葉新聞 2

笑顔でスポーツ楽しむ　団体は袖
ケ浦市優勝　木更津市民体育館
君津地域心身障害児者スポーツ
大会

974
各種ス
ポーツ

2016年6月28日 新千葉新聞 2
村上七海二種目で大会新　中学
水泳女子の結果　小中体連木袖
支部

974
各種ス
ポーツ

2016年6月29日 新千葉新聞 2
試合は十二日から開始　地元校
の対戦相手　高校野球千葉大会

974
各種ス
ポーツ

2016年7月1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　袖ヶ浦

974
各種ス
ポーツ

2016年7月8日 朝日新聞 朝 特７
第９８回全国高校野球選手権
千葉大会　９日開幕　袖ヶ浦高校

974
各種ス
ポーツ

2016年7月8日 産経新聞 特６
第９８回全国高校野球選手権
千葉大会特集　袖ヶ浦高校

974
各種ス
ポーツ

2016年7月9日 千葉日報 第２部 14

憧れの舞台へ”１７１校”熱闘　第
９８回全国高校野球選手権大会
千葉大会　きょう開幕　出場チー
ム紹介　粘り強く終盤に底力　袖
ケ浦

974
各種ス
ポーツ

2016年7月9日 千葉日報 第２部 15
第９８回全国高校野球選手権大
会千葉大会

974
各種ス
ポーツ

2016年7月9日 読売新聞 別刷 7
第９８回全国高校野球選手権大
会千葉大会　頂点へ１７０チーム
激戦

974
各種ス
ポーツ

2016年7月12日 千葉日報 12
高校野球千葉大会きょう熱戦火
ぶた

974
各種ス
ポーツ

2016年7月13日 朝日新聞 朝 28 きょうの試合　袖ケ浦市営球場

974
各種ス
ポーツ

2016年7月13日 毎日新聞 朝 27 今日の試合　袖ケ浦市営球場



69

請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

974
各種ス
ポーツ

2016年7月14日 朝日新聞 朝 18
霞ケ浦３回戦へ　第９８回全国高
校野球選手権大会　１３日　千葉
１回戦

974
各種ス
ポーツ

2016年7月14日 朝日新聞 朝 28

第９８回全国高校野球選手権千
葉大会　富里･中村投手７回被安
打ゼロ　実籾、１７年ぶり１勝　き
のうの勝敗(１･２回戦）

974
各種ス
ポーツ

2016年7月14日 産経新聞 19
高校野球地方大会.１３日　千葉
１回戦

974
各種ス
ポーツ

2016年7月14日 産経新聞 23
夏の高校野球　地方大会　日大
習志野逃げ切り解消　拓大紅陵
猛打で好スタート　１回戦

974
各種ス
ポーツ

2016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

2016年7月14日 千葉日報 11
第９８回全国高校野球選手権千
葉大会　第３日　袖ケ浦、小刻み
加点

974
各種ス
ポーツ

2016年7月14日 東京新聞 24
銚子商４年連続初戦敗退　夏の
高校野球　きのうの結果　１回戦

974
各種ス
ポーツ

2016年7月14日 東京新聞 26
高校野球地方大会.１３日　千葉
１回戦

974
各種ス
ポーツ

2016年7月14日 毎日新聞 朝 23
第９８回全国高校野球地方大会
１３日　千葉　１回戦

974
各種ス
ポーツ

2016年7月14日 毎日新聞 朝 27
全国高校野球千葉大会　銚子
商、市銚子敗れる　１回戦

974
各種ス
ポーツ

2016年7月14日 読売新聞 朝 24
東海大菅生今夏こそ　全国高校
野球　第９８回地方大会　１３日
千葉　１回戦

974
各種ス
ポーツ

2016年7月14日 読売新聞 朝 32
銚子商９回逆転負け　夏高校野
球　県大会　きのうの成績　１回
戦

974
各種ス
ポーツ

2016年7月15日 朝日新聞 朝 24
きょうの試合　左が一塁側　いず
れも２回戦　県野球場

974
各種ス
ポーツ

2016年7月15日 産経新聞 27 きょうの試合　2回戦　県野球場

974
各種ス
ポーツ

2016年7月15日 千葉日報 13 きょうの試合　県総合ＳＣ野球場
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974
各種ス
ポーツ

2016年7月15日 東京新聞 24
きょうの試合　いずれも2回戦　県
野球場

974
各種ス
ポーツ

2016年7月15日 毎日新聞 朝 27 きょうの試合　県野球場

974
各種ス
ポーツ

2016年7月15日 読売新聞 朝 30 きょうの試合　2回戦　県野球場

974
各種ス
ポーツ

2016年7月16日 朝日新聞 朝 24
きょうの試合　左が一塁側　いず
れも２回戦　県野球場

974
各種ス
ポーツ

2016年7月16日 産経新聞 25 きょうの試合　2回戦　県野球場

974
各種ス
ポーツ

2016年7月16日 千葉日報 13 きょうの試合　県総合ＳＣ野球場

974
各種ス
ポーツ

2016年7月16日 千葉日報 19
あすからフジノ杯ジュニアサッ
カー

974
各種ス
ポーツ

2016年7月16日 東京新聞 25
きょうの試合　いずれも2回戦　県
野球場

974
各種ス
ポーツ

2016年7月16日 毎日新聞 朝 27 きょうの試合　県野球場

974
各種ス
ポーツ

2016年7月16日 読売新聞 朝 32 きょうの試合　2回戦　県野球場

974
各種ス
ポーツ

2016年7月17日 朝日新聞 朝 20
第９８回全国高校野球選手権大
会　１６日　千葉

974
各種ス
ポーツ

2016年7月17日 朝日新聞 朝 24

あの一球忘れず次へ　　第９８回
全国高校野球選手権大会　きの
うの勝敗(２回戦）　つなぐ　Ａシー
ド苦しめた　袖ケ浦

974
各種ス
ポーツ

2016年7月17日 産経新聞 20 高校野球　地方大会　千葉

974
各種ス
ポーツ

2016年7月17日 産経新聞 25
夏の高校野球　地方大会　千葉
経大付がＡシードの貫禄

974
各種ス
ポーツ

2016年7月17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

2016年7月17日 千葉日報 10
第９８回全国高校野球選手権
千葉大会　第６日　千葉経大７回
勝ち越し

974
各種ス
ポーツ

2016年7月17日 東京新聞 11
高校野球　地方大会・１６日　千
葉
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974
各種ス
ポーツ

2016年7月17日 東京新聞 24
木更津総合が初戦突破　夏の高
校野球　きのうの結果　いづれも
２回戦

974
各種ス
ポーツ

2016年7月17日 毎日新聞 朝 24
第９８回全国高校野球　地方大
会　１６日　千葉

974
各種ス
ポーツ

2016年7月17日 毎日新聞 朝 28
木更津総合が辛勝　全国高校野
球　千葉大会

974
各種ス
ポーツ

2016年7月17日 毎日新聞 朝 28
白球譜　「粘りの打撃」最後は形
に　袖ケ浦・３年　嶋崎翔太外野
手

974
各種ス
ポーツ

2016年7月17日 読売新聞 朝 29
全国高校野球　第９８回　地方大
会　１６日　千葉

974
各種ス
ポーツ

2016年7月17日 読売新聞 朝 32

木更津照合初戦辛勝　夏高校野
球　県大会　　きのうの成績　千
葉経大付競り勝つ　伝令の声か
けで貢献

974
各種ス
ポーツ

2016年7月20日 新千葉新聞 2 翔凜勝ち進む　高校野球の結果

974
各種ス
ポーツ

2016年7月23日 新千葉新聞 2
蔵波ＦＣレッド初優勝　フジノ杯
ジュニアサッカー　準優勝はウー
ノマビー

974
各種ス
ポーツ

2016年7月25日 朝日新聞 朝 28
きょう４強激突　習志野×市船橋
木更津総合×千葉経大付

974
各種ス
ポーツ

2016年7月26日 東京新聞 26
３６チームが熱戦　友遊ボール東
ブロック

974
各種ス
ポーツ

2016年7月28日 朝日新聞 朝 28
２３奪三振・サイクル安打も　記録
次々熱戦振り返る　第９８回全国
高校野球選手権千葉大会

974
各種ス
ポーツ

2016年7月31日 毎日新聞 朝 27

全校高校野球千葉大会を振り
返って　レベル高く、好記録も
続々　ノヒット・ノーラン、２３奪三
振、サイクル安打･･･　木更津総
合　５試合で１点差でＶ　市船橋
２年が飛躍の予感

974
各種ス
ポーツ

2016年8月2日 新千葉新聞 2
野球は昭和中が優勝　中学総体
の結果①　小中体連木袖支部

974
各種ス
ポーツ

2016年8月2日 東京新聞 26
第１８回袖ケ浦市少年野球山ゆ
り大会

974
各種ス
ポーツ

2016年8月3日 新千葉新聞 2
団体は男女とも木一Ｖ　中学総体
柔道結果②　小中体連木袖支部
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974
各種ス
ポーツ

2016年8月3日 千葉日報 13
阿部・石井ペアが制す　木更津杯
ソフトテニス

974
各種ス
ポーツ

2016年8月6日 千葉日報 6

憧れの舞台へ４８チーム熱戦　第
４６回千葉県少年野球大会　【か
ずさ地域】若草ファイターズ（袖ケ
浦市）

974
各種ス
ポーツ

2016年8月6日 千葉日報 8
第４６回千葉県少年野球大会（千
葉日報旗大会）

974
各種ス
ポーツ

2016年8月6日 千葉日報 9 県少年野球地区予選結果

974
各種ス
ポーツ

2016年8月7日 新千葉新聞 1

全国・関東大会で活躍を　県中学
総体で優秀な成績　袖ケ浦市激
励会　一五〇〇メートル、水泳、
柔道の三女生徒

974
各種ス
ポーツ

2016年8月9日 東京新聞 26
第18回袖ケ浦市少年野球山ゆり
大会

974
各種ス
ポーツ

2016年8月10日 新千葉新聞 1
日韓青少年スポーツ交流　昭和
中の二人選ばれる　バレーボー
ル選手

974
各種ス
ポーツ

2016年8月10日 千葉日報 15
記録ダイジェスト　野球　千葉ロッ
テマリーンズカップ２０１６県中学
硬式野球大会

974
各種ス
ポーツ

2016年8月12日 新千葉新聞 1

県で優秀な成績収める千葉袖ケ
浦拳友会の小中学生六人　市役
所訪問　少林寺拳法全国大会出
場を報告

974
各種ス
ポーツ

2016年8月14日 新千葉新聞 4
木更津市代表が優勝　県大会出
場決める　少年軟式野球第四ブ
ロック

974
各種ス
ポーツ

2016年8月17日 千葉日報 12
村上イーグレッツＶ　ミニバス市
原ジェフカップ　女子は三和ＭＢＣ
制す

974
各種ス
ポーツ

2016年8月18日 千葉日報 12
あすから８地区で１次予選　秋季
県高校野球大会１次予選組み合
わせ　第８地区

974
各種ス
ポーツ

2016年8月19日 新千葉新聞 2
第八区は十七校出場　秋季県高
校野球大会　一次予選きょう開幕
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974
各種ス
ポーツ

2016年8月20日 千葉日報 14
館山総合十二回サヨナラ　秋季
県高校野球　きょうの試合

974
各種ス
ポーツ

2016年8月22日 朝日新聞 朝 25
秋季県高校野球　きょうの試合順
延

974
各種ス
ポーツ

2016年8月22日 千葉日報 13
安房、安房拓心が本大会へ　袖
ケ浦は拓大紅陵下す　秋季県高
校野球　１次予選２日目

974
各種ス
ポーツ

2016年8月22日 毎日新聞 朝 26
安房、安房拓心県大会出場へ
秋季高校野球

974
各種ス
ポーツ

2016年8月23日 東京新聞 24
第１８回袖ケ浦市少年野球山ゆ
り大会

974
各種ス
ポーツ

2016年8月25日 新千葉新聞 2
志学館、袖ケ浦が県出場　秋季
県高校野球予選

974
各種ス
ポーツ

2016年9月3日 新千葉新聞 2
翔凜杯小学生バレー大会　地元
四チーム出場

974
各種ス
ポーツ

2016年9月4日 新千葉新聞 2
小学生部門は木柔クラブ　第二
十五回袖ケ浦市民柔道大会開催

974
各種ス
ポーツ

2016年9月7日 千葉日報 14 内房地区高校バスケ

974
各種ス
ポーツ

2016年9月9日 毎日新聞 朝 27
第６９回秋季県高校野球大会組
み合わせ

974
各種ス
ポーツ

2016年9月10日 朝日新聞 朝 28
第６９回秋季県高校野球大会組
み合わせ

974
各種ス
ポーツ

2016年9月10日 新千葉新聞 2
新イタジャイ市杯めざし　袖ケ浦
近隣市　少年サッカー親善大会

974
各種ス
ポーツ

2016年9月10日 読売新聞 朝 28 秋の高校野球県大会

974
各種ス
ポーツ

2016年9月11日 新千葉新聞 2
活躍したベストイレブン　袖ケ浦
市イタジャイ杯争奪　サッカーの
選手名

974
各種ス
ポーツ

2016年9月14日 新千葉新聞 1
関東大会出場目指して　地元七
校の初戦相手

974
各種ス
ポーツ

2016年9月16日 毎日新聞 朝 26
秋季高校野球　第６９回秋季高
校野球大会組み合わせ

974
各種ス
ポーツ

2016年9月19日 朝日新聞 朝 25
秋季県高校野球大会（１８日、県
野球場など）　１回戦

974
各種ス
ポーツ

2016年9月19日 産経新聞 26
秋季高校野球県大会（１８日、県
野球場ほか）　１回戦
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974
各種ス
ポーツ

2016年9月19日 千葉日報 14-15

横芝敬愛延長１１回制す　西部
台・関根が１安打完封　学館船橋
継投で”準完全”　秋季県高校野
球　第２日

974
各種ス
ポーツ

2016年9月19日 東京新聞 18
第６９回秋季県高校野球県大会
（１８日・県野球場ほか）　１回戦

974
各種ス
ポーツ

2016年9月19日 毎日新聞 朝 27
東京学館浦安、完封負け　県大
会　柏南はサヨナラ勝ち　秋季高
校野球

974
各種ス
ポーツ

2016年9月19日 読売新聞 朝 25
秋の高校野球県大会　千葉経大
付コールド

974
各種ス
ポーツ

2016年9月20日 朝日新聞 朝 23
夏Ｖの木更津総合２回戦敗退
秋季県高校野球

974
各種ス
ポーツ

2016年9月20日 産経新聞 24
秋季高校野球県大会（１９日、県
野球場ほか）　２回戦

974
各種ス
ポーツ

2016年9月20日 千葉日報 13
袖ケ浦　千葉黎明に圧勝　投打
に光る緻密な作戦　秋季県高校
野球　第３日

974
各種ス
ポーツ

2016年9月20日 東京新聞 22
第６９回秋季県高校野球県大会
（１９ 日・県野球場ほか）　２回戦

974
各種ス
ポーツ

2016年9月20日 毎日新聞 朝 24
木更津総合敗れる　県大会　千
葉経大付など１６強

974
各種ス
ポーツ

2016年9月20日 読売新聞 朝 31
木更津総合敗れる　高校野球県
大会

974
各種ス
ポーツ

2016年9月21日 新千葉新聞 1 高校野球　一回戦　二回戦

974
各種ス
ポーツ

2016年9月21日 新千葉新聞 2
基本や技術の向上図る　バドミン
トン夏期講習会　第二十一回君
津地区

974
各種ス
ポーツ

2016年9月25日 朝日新聞 朝 25
３回戦２試合雨で順延　秋季県高
校野球

974
各種ス
ポーツ

2016年9月25日 産経新聞 24
雨天で２試合順延　秋季高校野
球

974
各種ス
ポーツ

2016年9月25日 千葉日報 16
英和成田に打ち勝つ　中央学院
は千経付下す　秋季県高校　第４
日

974
各種ス
ポーツ

2016年9月25日 東京新聞 26
第６９回秋季県高校野球県大会
3回戦
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974
各種ス
ポーツ

2016年9月25日 毎日新聞 朝 27
専大松戸競り勝つ　中央学院は
千葉経大付降す　秋季高校野球
県大会

974
各種ス
ポーツ

2016年9月25日 読売新聞 朝 30
秋季高校野球県大会千葉経大付
が破れる

974
各種ス
ポーツ

2016年9月27日 東京新聞 26
第１８回袖ケ浦市少年野球山ゆ
り大会

974
各種ス
ポーツ

2016年9月28日 新千葉新聞 2 高校野球　三回戦

974
各種ス
ポーツ

2016年9月28日 新千葉新聞 2
ＳＬの部はＣＩイレブン優勝　イタ
ジャイ杯サッカー　袖ケ浦市で四
部門終了

974
各種ス
ポーツ

2016年9月29日 新千葉新聞 2

県大会目指し記録更新　新人陸
上競技記録会　君津地方中学校
県小中体連君津支部と木袖支部
など

974
各種ス
ポーツ

2016年9月29日 新千葉新聞 2
標突は１９人と２団体　木・袖支部
の結果　中学校新人陸上

974
各種ス
ポーツ

2016年10月1日 毎日新聞 朝 24
「関東」かけきょう準決勝　秋季高
校野球　県大会　第６９回秋季県
高校野球大会の戦績

974
各種ス
ポーツ

2016年10月4日 新千葉新聞 1
富津市が七回目の優勝　バソミン
トン対抗戦　君津地域四市

974
各種ス
ポーツ

2016年10月4日 新千葉新聞 2
男子は秋元・安徳組等Ｖ　女子は
小林・計良組も　萩原杯ダブルス
卓球

974
各種ス
ポーツ

2016年10月12日 東京新聞 20
第１８回袖ケ浦市少年野球山ゆ
り大会

974
各種ス
ポーツ

2016年10月13日 新千葉新聞 2
平川中男子Ａが七連覇　昭和中
女子は二連覇　木袖支部中学駅
伝

974
各種ス
ポーツ

2016年10月19日 新千葉新聞 2
上位入賞者は県大会へ　新人総
体の結果①　小中体連木袖支部

974
各種ス
ポーツ

2016年10月29日 新千葉新聞 2

初の県大会出場決める　少年野
球千葉県選手権（ろうきん旗）
六年生最後の公式戦　岩根フェ
ニックスが代表
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974
各種ス
ポーツ

2016年11月1日 新千葉新聞 2
中高生など三十八人合格　昇級・
昇段審査会　君津柔道会

974
各種ス
ポーツ

2016年11月12日 新千葉新聞 2
十部門で研鑽成果競う　山口杯
争奪柔道選手権　君津地区四市

974
各種ス
ポーツ

2016年11月23日 千葉日報 13 バドミントン　県高校新人大会

974
各種ス
ポーツ

2016年12月1日 千葉日報 14
東海大浦安８度目Ｖ　剣道　女子
安房　５年連続優勝　県高校新人
大会

974
各種ス
ポーツ

2016年12月8日 千葉日報 14
柔道　男子６０キロ級　市川（習志
野）が連覇　女子八千代は４階級
Ｖ　県高校新人大会

974
各種ス
ポーツ

2016年12月9日 新千葉新聞 2
思いをタスキに込めて　袖ケ浦市
小学校駅伝　男子は長浦Ａが優
勝

974
各種ス
ポーツ

2016年12月10日 新千葉新聞 2
学校の誇りをタスキに　袖ケ浦市
小学校駅伝　女子とロードレース

974
各種ス
ポーツ

2016年12月10日 新千葉新聞 2

翔凜中学校が優勝飾る　第四七
回千葉県中学校新人体育大会バ
レーボールの部　地元八校が熱
戦展開

974
各種ス
ポーツ

2016年12月15日 新千葉新聞 1

昭和中女子関東で優勝　市長等
に嬉しい報告　袖ケ浦市役所　関
東中学校駅伝競走大会で３２校
の頂点に

974
各種ス
ポーツ

2016年12月18日 新千葉新聞 2
金田・岩根が連合優勝　袖ケ浦
市少年野球連盟　山ゆり友遊
ボール

974
各種ス
ポーツ

2016年12月21日 千葉日報 15
金田・岩根連合優勝　山ゆり友遊
ボール大会

974
各種ス
ポーツ

2016年12月21日 東京新聞 20
柏選抜男女とも初Ｖ　少年野球県
大会　「楽しんで好結果」

974
各種ス
ポーツ

2016年12月23日 新千葉新聞 2

男女とも昭和中が制す　全力でタ
スキをつなぐ　袖ケ浦市小中体連
袖ケ浦市中学校新人駅伝大会で
快走



77

請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

974
各種ス
ポーツ

2016年12月25日 新千葉新聞 2

より強く、より速く！　袖ケ浦市中
学校新人駅伝大会の結果　袖ケ
浦公園で開催　駅伝とロードレー
ス

974
各種ス
ポーツ

2016年12月31日 千葉日報 11
関東中学女子駅伝で初V　県３位
のリベンジ果たす　袖ケ浦・昭和
中

974
各種ス
ポーツ

2017年1月11日 千葉日報 15
男子波岡９年ぶり　女子は蔵波
が初優勝　松本旗中学バレー

974
各種ス
ポーツ

2017年1月22日 千葉日報 18 サッカー　県高校新人大会第１日

974
各種ス
ポーツ

2017年1月28日 新千葉新聞 2

太田中男子二年ぶり優勝　女子
は翔凜中二連覇　木更津市バス
ケ協会　四市中学校バスケット
ボール新人大会

974
各種ス
ポーツ

2017年1月29日 新千葉新聞 2
男子は根形中が優勝　第十九回
山田次朗吉杯争奪剣道大会

974
各種ス
ポーツ

2017年2月8日 新千葉新聞 2
木更津総合が男子三連覇　団体
と個人戦結果　県高校新人柔道

974
各種ス
ポーツ

2017年2月10日 新千葉新聞 2
椎の木杯めざして戦い　袖ヶ浦市
内の小中高生　柔道と剣道大会
結果

974
各種ス
ポーツ

2017年2月12日 毎日新聞 朝 28
飛躍の春　選抜２０１７　東海大
望洋　第２部　選手紹介

974
各種ス
ポーツ

2017年2月17日 新千葉新聞 2
五部門で熱戦を展開　袖ケ浦市
教育委員会　インディアカ大会

974
各種ス
ポーツ

2017年2月19日 新千葉新聞 2
男子は波岡中が優勝　女子は蔵
波中初Ｖ　松本旗南房バレー大
会

975 趣味 2016年8月5日 新千葉新聞 2 王将争奪戦　日将連かずさ支部

991
上総アカ
デミア
パーク

2016年4月14日 毎日新聞 朝 22
世界初「日本芝」のゲノム解読
冬に休眠しない品種改良期待
木更津・かずさＤＮＡ研究所など

991
上総アカ
デミア
パーク

2016年5月19日 千葉日報 1
ゲノム医療の拠点に　連携研究
室を設置へ　ＤＮＡ研と千葉大

991
上総アカ
デミア
パーク

2016年5月19日 日本経済新聞 朝 31
ゲノム医療で共同研究　千葉大と
かずさＤＮＡ研
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991
上総アカ
デミア
パーク

2016年5月28日 新千葉新聞 1

ものづくりをアルミでささえる
SUS千葉事務所が竣工　全国五
か所目　アカデミアパーク内、副
知事ら出席

991
上総アカ
デミア
パーク

2016年5月30日 東京新聞 18
がん治療に遺伝子解析生かす
かずさＤＮＡ研と千葉大学医学部
が提携

991
上総アカ
デミア
パーク

2016年6月9日 千葉日報 11
最先端の成果教育に　ＤＮＡ研と
連携協定　ＳＳＨの木更津高

991
上総アカ
デミア
パーク

2016年7月2日 千葉日報 4
かずさアカデミアに来年１月　切
断加工の中嶋産業進出

991
上総アカ
デミア
パーク

2016年7月2日 日本経済新聞 朝 39
「かずさ」に建築資材工場　大阪
の中嶋産業

991
上総アカ
デミア
パーク

2016年7月7日 新千葉新聞 1 ＤＮＡ教室　かずさＤＮＡ研究所

991
上総アカ
デミア
パーク

2016年7月14日 新千葉新聞 1 魁心書法院展　アカデミアホール

991
上総アカ
デミア
パーク

2016年8月7日 新千葉新聞 1
サブクローバのゲノム解析　かず
さＤＮＡ研究所　世界で初めて成
功

991
上総アカ
デミア
パーク

2016年8月28日 千葉日報 1
「キヌア」ゲノム解読　世界初　食
料問題解決に期待　かずさDNA

991
上総アカ
デミア
パーク

2016年9月25日 新千葉新聞 2
医療講演と歌のコンサート　講師
は山田勝巳医師　カンティーニ主
催

991
上総アカ
デミア
パーク

2016年10月4日 新千葉新聞 2
子どもが健やかに育つ　親育て
子育て講演会　あすアカデミアで

991
上総アカ
デミア
パーク

2017年2月5日 新千葉新聞 1
イチジクのゲノム解読　世界で初
めて成功　ＤＮＡ研究所など

991
上総アカ
デミア
パーク

2017年2月5日 新千葉新聞 2
業績を伸ばす事例紹介　ビジネ
スマッチング交流会　オークラア
カデミアホテル

991
上総アカ
デミア
パーク

2017年2月15日 新千葉新聞 2

農業活性化方策を考える　きみ
つ農業いきいき交流会　アカデミ
アで　講演やパネルディスカッショ
ンなど
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991
上総アカ
デミア
パーク

2017年3月5日 新千葉新聞 1

世界の食糧問題解決へ宮崎大学
と連携協定　かずさDNA研究所
植物のゲノム解析や土壌生物研
究等

991
上総アカ
デミア
パーク

2017年3月16日 新千葉新聞 1
食糧や医療等への貢献目指し
宮崎大学と連携協定結ぶ　かず
さＤＮＡ研究所

992
東京湾ア
クアライン 2016年4月5日 産経新聞 23

ランナー募集開始　アクアライン
マラソン

992
東京湾ア
クアライン 2016年4月5日 東京新聞 24

ランナー募集きょうから開始　ア
クアラインマラソン

992
東京湾ア
クアライン 2016年4月6日 千葉日報 19

ランナー募集開始　大会ボラン
ティアも　２０１６　ＣＨＩＢＡ　ＡＱＵ
Ａ　ＬＩＮＥ　ＭＡＲＡＴＨＯＮ

992
東京湾ア
クアライン 2016年4月6日 読売新聞 朝 34 アクアマラソン参加者を募集

992
東京湾ア
クアライン 2016年4月8日 毎日新聞 朝 23

アクアマラソン募集始まる　２日で
半数超す人気　１０月２３日開催
今回も抽選か

992
東京湾ア
クアライン 2016年4月10日 産経新聞 28

前回以上のおもてなしで　週刊知
事

992
東京湾ア
クアライン 2016年4月10日 新千葉新聞 1

ランナー一万七千人募集　参加
者受付始まる　アクアラインマラ
ソン　今月二十六日まで大会ホー
ムページで

992
東京湾ア
クアライン 2016年4月16日 日本経済新聞 朝 35

アクアラインに水素供給拠点を
県研究会が提言　優先整備促す

992
東京湾ア
クアライン 2016年4月19日 新千葉新聞 1 バスタ新宿に　高速バス乗車口

992
東京湾ア
クアライン 2016年4月20日 読売新聞 朝 34 アクアマラソン定員越えで抽選へ

992
東京湾ア
クアライン 2016年4月21日 日本経済新聞 朝 31

沿道で走者応援参加団体を募集
アクアラインマラソン

992
東京湾ア
クアライン 2016年4月22日 産経新聞 22 アクアラインマラソン抽選に

992
東京湾ア
クアライン 2016年4月28日 千葉日報 19

ピークは中盤３連休　”１０連休”
に京葉、アクア毎日　ＧＷ県内渋
滞予測
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992
東京湾ア
クアライン 2016年4月28日 読売新聞 朝 33

バスターミナル運用難航　木更
津・袖ケ浦　距離４キロ、必要性
疑問視も

992
東京湾ア
クアライン 2016年5月2日 産経新聞 21

落ち着いて　平常心で　火災遭遇
どう対処？日本最長・山手トンネ
ルルポ　避難通路は安全空間／
お出かけ前に車の点検を

992
東京湾ア
クアライン 2016年5月7日 毎日新聞 朝 22

３回目のフル倍率１．５倍　アクア
ラインマラソン　倍率低下

992
東京湾ア
クアライン 2016年5月9日 朝日新聞 朝 29

アクアラインマラソン３．１万人応
募　全体定員１．３万人の枠に

992
東京湾ア
クアライン 2016年5月13日 朝日新聞 朝 25

攻防　高速バスターミナル　東京
方面行き　木更津金田ＢＴ、来月
オープン

992
東京湾ア
クアライン 2016年5月13日 新千葉新聞 1

アクアラインマラソン盛り上げる
袖ケ浦市で設立総会　実行委員
会が発足

992
東京湾ア
クアライン 2016年5月15日 新千葉新聞 1

六月オープンの見通し　東京方
面高速バス　木更津金田ターミナ
ル

992
東京湾ア
クアライン 2016年5月17日 新千葉新聞 2

沿道応援イベントに参加を　木更
津市が募集　アクアラインマラソ
ン

992
東京湾ア
クアライン 2016年5月18日 千葉日報 11

沿道応援参加者を募集　アクアラ
インマラソン　木更津市２０日まで

992
東京湾ア
クアライン 2016年5月19日 新千葉新聞 1

教員十二人がフルに出場　袖ケ
浦市地域振興枠　アクアラインマ
ラソン

992
東京湾ア
クアライン 2016年5月26日 千葉日報 11

【袖ケ浦】ちばアクアラインマラソ
ン２０１６応援イベント出演者／募
集／ミニニュース

992
東京湾ア
クアライン 2016年5月30日 朝日新聞 朝 29

アクアラインマラソン、車いすハー
フの招待選手決定

992
東京湾ア
クアライン 2016年5月31日 新千葉新聞 2

ハーフに川内優輝選手　土田和
歌子選手も　ちばアクアラインマ
ラソンに招待

992
東京湾ア
クアライン 2016年6月3日 新千葉新聞 2

アクアラインマラソンの力に　きさ
らづスポーツコミッションと
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992
東京湾ア
クアライン 2016年6月6日 千葉日報 1

川内選手ら１１人招待　リオ代表・
土田選手も

992
東京湾ア
クアライン 2016年6月6日 千葉日報 11

新金田ＢＴ１１日開業　新宿線を
追加”ハブ化”難航　木更津市

992
東京湾ア
クアライン 2016年6月8日 新千葉新聞 1

新宿路線新たに運行　竣工式典
とテープカット　１１日オープン
新「木更津金田バスターミナル」
完成

992
東京湾ア
クアライン 2016年6月10日 朝日新聞 朝 29

新バスターミナル　あす開業　木
更津金田　新宿行き追加

992
東京湾ア
クアライン 2016年6月11日 日本経済新聞 朝 35

宿泊客へ優待券　県、参加者に
アクアラインマラソン

992
東京湾ア
クアライン 2016年6月11日 日本経済新聞 朝 35

木更津、バスでようこそ　市、金
田に「ターミナル」　品川や横浜
新たに直通４路線

992
東京湾ア
クアライン 2016年6月12日 毎日新聞 朝 27

木更津金田バスターミナルオー
プン　新規、当面は新宿のみ

992
東京湾ア
クアライン 2016年6月14日 新千葉新聞 1

市ＰＲ大使五人を任命　フルマラ
ソンに出場　袖ケ浦市実行委アク
アラインマラソン

992
東京湾ア
クアライン 2016年6月21日 読売新聞 朝 30

招待江ランナーに川内選手ら１１
人　１０月アクアマラソン

992
東京湾ア
クアライン 2016年7月1日 産経新聞 25

観覧車とグランピング楽しもう
「キサラピア」きょうオープン

992
東京湾ア
クアライン 2016年7月1日 日本経済新聞 朝 32

観覧車、東京湾を一望「キサラピ
ア」きょう開業

992
東京湾ア
クアライン 2016年7月1日 読売新聞 朝 26

東京湾一望　大観覧車　木更津
にきょう開設　キャンプ施設も

992
東京湾ア
クアライン 2016年7月5日 千葉日報 11

魅力発信へＰＲ大使　教員ラン
ナーも「フル」挑戦　アクアライン
マラソン　袖ケ浦市実行委

992
東京湾ア
クアライン 2016年7月17日 新千葉新聞 1

マラソン盛り上げよう　「ポロシャ
ツ」を販売　袖ケ浦市が作製

992
東京湾ア
クアライン 2016年7月20日 新千葉新聞 1

百日前の合同練習実施　袖ケ浦
市ＰＲ大使等　アクアマラソン完
走めざし

992
東京湾ア
クアライン 2016年7月20日 日本経済新聞 朝 35

アクアラインマラソン　「給食」振る
舞いＰＲ　県、木更津で２３日
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992
東京湾ア
クアライン 2016年7月21日 千葉日報 11

【木更津】ちばアクアラインマラソ
ン２０１６応援フェスタ／イベント

992
東京湾ア
クアライン 2016年7月22日 千葉日報 1

アクアラインマラソンと観光ＰＲ
こじるり　応援団長に

992
東京湾ア
クアライン 2016年7月24日 千葉日報 6

秋元さんら大会PR　知事「県産品
でもてなし」　アクアラインマラソン

992
東京湾ア
クアライン 2016年7月24日 毎日新聞 朝 28

アクアラインマラソン応援　秋元さ
んらPR　海ほたる

992
東京湾ア
クアライン 2016年7月24日 読売新聞 朝 28

アクアマラソンPR一丸で　１０月２
３日開催

992
東京湾ア
クアライン 2016年7月25日 産経新聞 22

海ほたるＰＡで森田知事らＰＲ　ア
クアラインマラソン

992
東京湾ア
クアライン 2016年7月26日 千葉日報 1

ぜひ応援観戦を　キャラバン隊出
発　アクアマラソン

992
東京湾ア
クアライン 2016年7月26日 読売新聞 朝 32

「沿道に応援来てね」チーバくん
らＰＲ　アクアマラソン

992
東京湾ア
クアライン 2016年7月30日 東京新聞 26

県内ゆるキャラＰＲ隊を結成　ア
クアラインマラソン

992
東京湾ア
クアライン 2016年7月31日 新千葉新聞 2

マラソンランナーを応援　総合運
動場を開放　袖ケ浦市が無料で

992
東京湾ア
クアライン 2016年7月31日 新千葉新聞 2

東京線アクシー号乗入れ　あす
から袖ケ浦ＢＴに　高速バス

992
東京湾ア
クアライン 2016年7月31日 千葉日報 11

東京線乗り入れ対岸全方面結ぶ
バス、電車、利便性向上へ　あす
から袖ケ浦ＢＴ

992
東京湾ア
クアライン 2016年8月4日 千葉日報 11

陸上競技場を無料開放　アクア
マラソン出場者の練習用に　袖ケ
浦市

992
東京湾ア
クアライン 2016年8月5日 千葉日報 19

「山の日」で全国は分散　お盆（６
～１６日）の高速道路渋滞予測
７日海ほたる１５キロ　１４日柏ＩＣ
３０キロ

992
東京湾ア
クアライン 2016年8月23日 産経新聞 25

強風で８人重軽傷　勝浦で最大
瞬間風速４５．５メートル　台風９
号

992
東京湾ア
クアライン 2016年8月23日 千葉日報 19

暴風雨猛威ふるう　通勤・通学客
を直撃　台風９号本県上陸

992
東京湾ア
クアライン 2016年8月23日 毎日新聞 朝 25

勝浦で風速４５．５メートル　１１年
ぶり房総半島直撃　台風９号
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992
東京湾ア
クアライン 2016年8月23日 読売新聞 朝 33

台風９号　４人重軽傷　県内上陸
１１年ぶり　交通機関に乱れ

992
東京湾ア
クアライン 2016年8月24日 日経新聞 朝 35

マラソン走者に練習法など助言
県、１０月に向け

992
東京湾ア
クアライン 2016年8月28日 産経新聞 22

千葉真子さん完走指南　坂道攻
略法を実践　アクアラインマラソン

992
東京湾ア
クアライン 2016年9月4日 産経新聞 11

海またぐ“光の街道”　東京湾アク
アライン

992
東京湾ア
クアライン 2016年9月6日 産経新聞 23

木更津金田バスターミナル　品川
など３路線が１６日運行

992
東京湾ア
クアライン 2016年9月6日 千葉日報 13

新たに品川、横浜、川﨑線　１６
日利用開始予定　木更津金田Ｂ
Ｔ

992
東京湾ア
クアライン 2016年9月7日 新千葉新聞 1

品川・横浜・川崎へも　木更津金
田バスターミナル　全七路線運行
へ　愛称は「チバスタアクア金田」
に

992
東京湾ア
クアライン 2016年9月10日 朝日新聞 朝 29

木更津金田ＢＴ　主力全線が経
由　東京･神奈川や空港路線

992
東京湾ア
クアライン 2016年9月14日 新千葉新聞 2

完走の指導者　袖ケ浦でアクアマ
ラソン

992
東京湾ア
クアライン 2016年9月15日 千葉日報 19

乗客が急ブレーキ　高速バス運
転手急病、あわや･･･　アクアライ
ン

992
東京湾ア
クアライン 2016年9月16日 朝日新聞 朝 29

高速バス運転手　急病→乗客が
ブレーキ　木更津のアクアライン
けがなし

992
東京湾ア
クアライン 2016年9月16日 産経新聞 27

吉木りささんら参加　アクアライン
マラソン

992
東京湾ア
クアライン 2016年9月16日 新千葉新聞 1

愛される高速バス停に　チバスタ
アクア　命名者の表彰式

992
東京湾ア
クアライン 2016年9月16日 毎日新聞 朝 27

高速バス運転手が脳出血　木更
津アクアライン　乗客がブレーキ
けがなし

992
東京湾ア
クアライン 2016年9月16日 読売新聞 朝 29

運転手急病　客がブレーキ　アク
アライン　バス乗客３０人無事

992
東京湾ア
クアライン 2016年9月17日 新千葉新聞 2

運転手が急病　アクアラインで事
故



84

請求 件名 日付 新聞名 朝・夕 面 記事

992
東京湾ア
クアライン 2016年9月23日 千葉日報 7 魅力あふれるアクアライン

992
東京湾ア
クアライン 2016年9月29日 新千葉新聞 1

感動を伝え、共有しよう　チーム
ガウラ結団式　袖ケ浦市応援団

992
東京湾ア
クアライン

2016年10月12日 千葉日報 21
バス運転手急病、あわや・・・　ブ
レーキかけ大事故防ぐ　県警高
速隊男性に感謝状

992
東京湾ア
クアライン

2016年10月14日 千葉日報 12
ランナーも応援する人もみんなで
楽しもう　ちばアクアラインマラソ
ン

992
東京湾ア
クアライン

2016年10月14日 千葉日報 24
２０１６ＣＨＩＢＡ　ＡＱＵＡＬＩＮＥ　Ｍ
ＡＲＡＴＨＯＮ　海を走ろう　アクア
ラインの風

992
東京湾ア
クアライン

2016年10月19日 朝日新聞 朝 24
運転手急病の高速バス止めた乗
客　車内混乱「必死にブレーキ」
先月の事故県警感謝状

992
東京湾ア
クアライン

2016年10月20日 産経新聞 25
アクアラインマラソン　２３日号砲
木更津市と袖ケ浦市一部で交通
規制

992
東京湾ア
クアライン

2016年10月20日 新千葉新聞 2
港まちをクリーンに　アクアライン
マラソン控え清掃活動

992
東京湾ア
クアライン

2016年10月20日 新千葉新聞 2
マラソンコース周辺を清掃　昭和
ふらっとスポーツクラブ　ゴミゼロ
歩きへ

992
東京湾ア
クアライン

2016年10月21日 新千葉新聞 1
いよいよ二十三日号砲！ちばア
クアラインマラソン　一万七千余
人走る

992
東京湾ア
クアライン

2016年10月21日 新千葉新聞 2
マラソン前日セレモニー　袖ケ浦
公園第二駐車場　森田知事や市
長等

992
東京湾ア
クアライン

2016年10月22日 新千葉新聞 1
マラソンのフレーム切手　県内郵
便局で販売

992
東京湾ア
クアライン

2016年10月22日 新千葉新聞 2
きれいな街　いいね！　アクアラ
インマラソン控えて清掃

992
東京湾ア
クアライン

2016年10月22日 千葉日報 1
あす号砲　１万７０００人、国際色
も豊か
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992
東京湾ア
クアライン

2016年10月22日 日本経済新聞 朝 35
あすアクアラインマラソン　イベン
ト・商戦　木更津走る　飲食店食
べ歩き・記念証品販売

992
東京湾ア
クアライン

2016年10月22日 毎日新聞 朝 27
書道部ランナー後押し　袖ケ浦高
生　あすアクアラインマラソンで

992
東京湾ア
クアライン

2016年10月22日 読売新聞 朝 22
外国人走者５倍に　あす　アクア
ラインマラソン

992
東京湾ア
クアライン

2016年10月23日 千葉日報 11

大会成功し「世界の千葉」に　知
事と大使ら前日イベントで盛り上
げ　木更津袖ケ浦　書道フォーマ
ンスでイベントを盛り上げる袖ケ
浦高校の生徒

992
東京湾ア
クアライン

2016年10月23日 東京新聞 22
車いすハーフを新設　外国人４６
７人申し込み　きょうアクアライン
マラソン　２年ぶり３回目

992
東京湾ア
クアライン

2016年10月23日 毎日新聞 朝 28
「東京マラソン越えを」アクアライ
ンマラソン　知事が気勢　前日イ
ベント

992
東京湾ア
クアライン

2016年10月23日 読売新聞 朝 33
「アクアマラソン楽しんで」乃木
坂・高山さんらＰＲ

992
東京湾ア
クアライン

2016年10月24日 朝日新聞 朝 29
アクアラインマラソン　海風受け１
６０００人快走　パノラマ一望、応
援も力に

992
東京湾ア
クアライン

2016年10月24日 産経新聞 20
ちばアクアラインマラソン２０１６
秋空の下　１６０００人疾走

992
東京湾ア
クアライン

2016年10月24日 千葉日報 1
『海のパノラマ』満喫　爽やか秋
晴れ　１６０００人疾走　アクアライ
ンマラソン

992
東京湾ア
クアライン

2016年10月24日 千葉日報 11
駆け抜けた“海の道”応援を背に
北風切る

992
東京湾ア
クアライン

2016年10月24日 毎日新聞 朝 28
秋の風切り疾走　アクアラインマ
ラソンに１万５８５１人

992
東京湾ア
クアライン

2016年10月24日 毎日新聞 朝 31 海上の道駆け抜け　アクアライン

992
東京湾ア
クアライン

2016年10月24日 読売新聞 朝 29 アクアライン１万５８５１人疾走

992
東京湾ア
クアライン

2016年10月25日 新千葉新聞 1
秋空のもと海を走る　アクアライ
ンマラソン　一五八五一人が快走
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992
東京湾ア
クアライン

2016年10月25日 東京新聞 20
アクアラインマラソン　完走率９
１．２％　住民の声励みに　本紙2
記者も力走

992
東京湾ア
クアライン

2016年10月26日 読売新聞 朝 36
アクアラインマラソンに記者挑戦
まさかの完走　自分に勝つ

992
東京湾ア
クアライン

2016年10月28日 朝日新聞 朝 25
アクアラインマラソン　知事、次回
以降開催に意欲

992
東京湾ア
クアライン

2016年10月28日 新千葉新聞 1 アクアラインマラソン大成功

992
東京湾ア
クアライン

2016年10月30日 産経新聞 24
東京マラソン以上の大会に　週間
知事

992
東京湾ア
クアライン

2016年10月30日 読売新聞 朝 30
アクアライン１万５８５人疾走　週
間ダイジェスト

992
東京湾ア
クアライン 2016年11月7日 千葉日報 1 アクアラインマラソン　次に弾み

992
東京湾ア
クアライン

2016年11月18日 日本経済新聞 朝 39
木更津「対岸」深堀り　千葉　動く
商業の核　近さアピール　広域集
客

992
東京湾ア
クアライン

2016年11月28日 新千葉新聞 2
マラソンの感動を再びと　袖ケ浦
市役所一階　写真展で振り返る

992
東京湾ア
クアライン 2016年12月3日 朝日新聞 ｂｅ 6～7

みちのものがたり　東京湾アクア
ライン（千葉県）　　新首都、その
名は「ヤマト」　海にあふれ出した
想像力

992
東京湾ア
クアライン 2016年12月9日 新千葉新聞 2

ＮＥＸＣＯに感謝して　東京湾アク
アライン管理事務所を飾る　花の
プランター

992
東京湾ア
クアライン

2016年12月10日 新千葉新聞 2

マラソンの感動を再現　ちばアク
アラインマラソン写真コンク　入賞
作品は市役所朝日に　市長賞に
伊藤さん

992
東京湾ア
クアライン

2016年12月16日 新千葉新聞 1
海外との交流広がる　千葉アクア
ラインマラソン大会等も

992
東京湾ア
クアライン

2016年12月23日 毎日新聞 朝 26
１０大ニュース　県政　サーフィン
一宮開催　千葉市政　ＪＲ千葉駅
舎大改装

992
東京湾ア
クアライン

2016年12月23日 読売新聞 朝 32
読者が選んだ県内１０大ニュース
２０１６　１０位　ちばアクアライン
マラソン開催
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992
東京湾ア
クアライン

2016年12月24日 千葉日報 19
初詣で成田山周辺　アクア、常磐
道など１０キロ以上　正月三が
日・県内道路渋滞予測

992
東京湾ア
クアライン

2016年12月30日 産経新聞 19 千葉　この１年　１０月

992
東京湾ア
クアライン

2016年12月30日 千葉日報 19

初日の出　県内は期待大　防寒
対策は万全に　ウェザーニュース
予想　犬吠埼６時４６分　本州平
地最速

992
東京湾ア
クアライン

2016年12月31日 朝日新聞 朝 25
１位は「空港強化案を提示」と「五
輪サーフィン誘致」　県政１０大
ニュース、県が発表

992
東京湾ア
クアライン

2016年12月31日 朝日新聞 朝 25
新春ガイド　初日の出　東京湾ア
クアライン・海ほたるパーキング
エリア

992
東京湾ア
クアライン

2016年12月31日 東京新聞 22
成田空港の機能強化案と五輪
サーフィン会場１位　１６年の県政
１０大ニュース

992
東京湾ア
クアライン 2017年1月7日 千葉日報 1

１７知事選　検証森田県政　アク
ア８００円、ＰＲも健在

992
東京湾ア
クアライン 2017年1月9日 読売新聞 朝 27

ちば創生　ＳＮＳで観光地に発展
東京湾アクアライン開通　９７年１
２月

992
東京湾ア
クアライン 2017年1月13日 産経新聞 27

千葉２０１７　２０ｔｈ　Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒ
ｙ　東京湾アクアライン　夢の架け
橋　恩恵

992
東京湾ア
クアライン 2017年1月14日 産経新聞 19

東京五輪・パラで世界にアピール
ボランティア動員、豊富な実績
数字から見えるちば

992
東京湾ア
クアライン 2017年1月19日 千葉日報 8

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

992
東京湾ア
クアライン 2017年1月27日 朝日新聞 朝 25

アクアライン値下げ効果８６９億
円　県内分、観光消費・企業生産
額など

992
東京湾ア
クアライン 2017年1月27日 千葉日報 1

経済効果は１１５５億円　アクア８
００円「２年半」で県試算

992
東京湾ア
クアライン 2017年1月27日 日本経済新聞 朝 33

アクアライン８００円に値下げ　観
光消費は９６８億円　設備投資や
生産増加も
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992
東京湾ア
クアライン 2017年1月27日 毎日新聞 朝 27

経済効果　２年半で１１５５億円
アクアライン値下げ　４都県　県
内７５％８６９億円

992
東京湾ア
クアライン 2017年1月27日 読売新聞 朝 31

通行料値下げ１１５５億円効果
アクアライン１都３県で　知事発
表　成果強調？

992
東京湾ア
クアライン 2017年1月29日 東京新聞 24

アクアライン料金割引で経済波及
効果１１５５億円　県が推計　県
内は８６９億円

992
東京湾ア
クアライン 2017年2月2日 日本経済新聞 朝 35

中央との人脈生かす　通行料下
げ・五輪誘致…　知事選２０１７
検証・森田県政　上

992
東京湾ア
クアライン 2017年2月3日 産経新聞 25

アクアライン割引の経済波及効
果　首都圏２年半で１１５５億円

992
東京湾ア
クアライン 2017年2月10日 新千葉新聞 1

「ハート」の花壇づくり　上総高校
の園芸部　海ほたるで花植え

992
東京湾ア
クアライン 2017年2月12日 千葉日報 9

花壇に“純白のハート”海ほたる
ＰＡ　上総高、バレンタイン彩る

992
東京湾ア
クアライン 2017年2月18日 産経新聞 23

気温も上昇　春の訪れ　成田で２
５．２メートル、鉄道に影響

992
東京湾ア
クアライン 2017年2月18日 毎日新聞 朝 27

県内に春一番　船橋などで５人軽
傷

992
東京湾ア
クアライン 2017年2月18日 読売新聞 朝 32

「知事暗殺」自ら映画の構想　会
見で語る　アクアライン舞台に

992
東京湾ア
クアライン 2017年3月5日 新千葉新聞 2

１０日防災訓練　海ほたる臨時駐
車場

992
東京湾ア
クアライン 2017年3月7日 日本経済新聞 朝 39

池袋－木更津のアウトレット　高
速バス、今週末から　小湊鉄道

992
東京湾ア
クアライン 2017年3月10日 千葉日報 1

４氏届け出舌戦幕開け　森田県
政問う　東京湾アクアライン通行
料８００円の恒久化

992
東京湾ア
クアライン 2017年3月10日 東京新聞 24

千葉の未来　論戦　主要３候補の
第一声　森田健作　アクアライン
８００円継続

992
東京湾ア
クアライン 2017年3月10日 読売新聞 朝 31

県政の継続　是非問う　森田健
作候補　アクアライン８００円恒久
化
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992
東京湾ア
クアライン 2017年3月12日 産経新聞 26

知事選千葉２０１７　信念持って３
期目に挑戦　森田健作氏　アクア
ライン料金値下げ

992
東京湾ア
クアライン 2017年3月12日 新千葉新聞 1

迅速、適切な救助活動　アクアト
ンネル内での多重事故想定

992
東京湾ア
クアライン 2017年3月12日 東京新聞 24

主要３候補の横顔　政治にも隠し
味が必要　森田健作さん　アクア
ラインの値下

992
東京湾ア
クアライン 2017年3月12日 読売新聞 朝 32

県政課題どう取り組む　j候補者
に聞く　アクアライン８００円恒久
化

992
東京湾ア
クアライン 2017年3月15日 朝日新聞 朝 23

東総の浮沈道路が握る　交通ア
クセス　知事選２０１７県政の課題
アクアライン・圏央道で経済効果
大　袖ケ浦・木更津など　企業誘
致活動が加速

992
東京湾ア
クアライン 2017年3月15日 毎日新聞 朝 26

アクアラインで防災訓練　８機関
参加、トンネル内事故想定

992
東京湾ア
クアライン 2017年3月18日 毎日新聞 朝 27

ちばの課題　　経済　　カギ握る
道路整備　観光客誘致、活魚の
販路拡大　etc

992
東京湾ア
クアライン 2017年3月22日 千葉日報 11

君津新宿線を新設　東京タワー
遠心も　高速バス４月から

992
東京湾ア
クアライン 2017年3月22日 日本経済新聞 朝 39

県内公示地価０．４％上昇　アク
アライン周辺堅調　商業・住宅地
に需要高まる
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