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[新聞記事] キノエネ醤油 登録文化財へ 鎌ヶ谷・丸屋なども 文化審8件答申 読売新聞 2020年3月31日
[新聞記事] 大網白里に子育て交流の場 学童も併設 幅広い世代に 毎日新聞 2020年3月31日
[新聞記事] 新たに検査 16人陰性 東庄の障害者施設職員ら 毎日新聞 2020年3月31日
[新聞記事] 入所者の食事提供 厳しく 対策会議で医師ら 介護職員の確保困難 職員の半数感染 東庄・集団感染 朝日新聞 2020年3月31日他2紙
[新聞記事] 2小中校 10日まで休校 町民に不安広がる 東庄・障害者施設集団感染 千葉日報 2020年3月31日
[新聞記事] 市町村人事（4月1日付） 千葉日報 2020年3月31日
[新聞記事] 東庄集団感染受け施設休止を延長 銚子市 千葉日報 2020年3月31日
[新聞記事] ソメイヨシノ見頃 花見イベントは中止 東金・八鶴湖 千葉日報 2020年3月31日
[新聞記事] 24時間支援へ 県病院人材も 合同会議、封じ込め手探り 東庄施設 集団感染 千葉日報 2020年3月31日
[新聞記事] 県職員人事 4月1日付 千葉日報 2020年3月30日
[新聞記事] 【市町村人事】 銚子市（4月1日付） 千葉日報 2020年3月30日
[新聞記事] 東庄町町制施行65周年 統合小学校 町立東庄小学校スタート 千葉日報 2020年3月30日
[新聞記事] 緑肥植物が害虫ゾウムシ増殖抑制 全国大会で論文入賞 実験場水害乗り越え 東金・県立農業大 加藤さん千葉日報 2020年3月30日
[新聞記事] 保育士ら新たに5人 県内コロナ 千葉日報 2020年3月30日他3紙
[新聞記事] 東庄集団感染86人に 障害者施設、職員家族も 新型コロナ 千葉日報 2020年3月30日他3紙
[新聞記事] 銚子・豊岡小閉校へ 千葉日報 2020年3月29日
[新聞記事] 県職員人事 4月1日付 千葉日報 2020年3月29日
[新聞記事] 「工期内完了厳しい」　組合関係者ら工事現場視察 東総広域ごみ処理 千葉日報 2020年3月29日
[新聞記事] 700枚限定 乗車記念証 来月から芝山鉄道 千葉日報 2020年3月29日
[新聞記事] 「あらい祭り」映像で後世に ネット公開も 存続危機で芝山町教委 千葉日報 2020年3月29日
[新聞記事] 【市町村人事（4月1日付）】旭市・山武市 千葉日報 2020年3月29日
[新聞記事] 県内初 新型コロナ死者 東庄ではクラスター 障害者施設58人感染 千葉日報 2020年3月29日他3紙
[新聞記事] 空港地域振興プラン策定　四者協議会　自治体には不満も 朝日新聞 2020年3月28日
[新聞記事] 旭市 防疫団体と協定　災害時やコロナ対応 千葉日報 2020年3月28日他1紙
[新聞記事] 騒音対策拡充 合意へ　成田Ａ滑走路　時間延長で四者協 朝日新聞 2020年3月27日
[新聞記事] 【釣り】鹿島 大型マダイヒット　飯岡 狙えるホウボウ 千葉日報 2020年3月27日
[新聞記事] 東金ゴルフ事故、管理責任者を書類送検 千葉日報 2020年3月27日
[新聞記事] ボート転覆男性死亡　香取・大須賀川 千葉日報 2020年3月27日
[新聞記事] 車椅子から転落の男性死亡　香取　デイサービス作業ミス 千葉日報 2020年3月27日
[新聞記事] 職員が処理せず　事業所評価加算の算定 千葉日報 2020年3月27日
[新聞記事] 来月9日に部活再開　東総3市中学校 千葉日報 2020年3月27日
[新聞記事] 銚子市が再編方針策定　2保育所を段階的閉鎖 千葉日報 2020年3月27日
[新聞記事] 銚子市　豊岡小20年度末閉校　ドラマ「打ち上げ花火」舞台 千葉日報 2020年3月27日
[新聞記事] 電話de詐欺を未然防止 コンビニ店員に感謝状　旭署 千葉日報 2020年3月27日
[新聞記事] 【ひろば･読者のコーナー】消えゆく校名に寂しさ 千葉日報 2020年3月27日
[新聞記事] 田んぼの学校 今年も 若手職員 真剣 千葉・ＪＡ山武郡市 日本農業新聞 2020年3月26日
[新聞記事] 組合員対応力強化を 先輩と農家指導 若手職員が実践的研修 ＪＡ山武郡市「畑の学校（トウモロコシ編）」開校 日本農業新聞 2020年3月26日
[新聞記事] 大栄集出荷場が完成 ＪＡかとり 日本農業新聞 2020年3月26日
[新聞記事] 春ナス選果開始 今年も高品質 ＪＡ山武郡市第一集荷センター 日本農業新聞 2020年3月26日
[新聞記事] 無銭宿泊の疑い 銚子署 千葉日報 2020年3月26日
[新聞記事] 【市町村人事】香取市・神崎町（4月1日付） 千葉日報 2020年3月26日
[新聞記事] 佐藤町長が初登庁 「地域の発展まだこれから」 千葉日報 2020年3月26日
[新聞記事] 空港強化 町政に反映へ 人口増、総合戦略策定 横芝光町 千葉日報 2020年3月26日
[新聞記事] 倒木スギで厄除けお守り 「桜詣」全御朱印収集者に 山武と東金 台風被害の寺社 毎日新聞 2020年3月25日
[新聞記事] 【議会】匝瑳市・旭市・香取市・銚子市・大網白里市 朝日新聞 2020年3月25日
[新聞記事] 酒気帯び運転の疑い 香取署 千葉日報 2020年3月25日
[新聞記事] 銚子の双子虐待 傷害罪で父起訴 千葉日報 2020年3月25日
[新聞記事] 【町村議会だより】芝山町・新年度予算案など可決 千葉日報 2020年3月25日
[新聞記事] 野菊の墓に生家の面影 成東と伊藤佐千夫 千葉日報 2020年3月25日
[新聞記事] 【成田空港 機能強化】拡大区域の防音助成 7市町6000戸を対象 ＮＡＡ 千葉日報 2020年3月25日
[新聞記事] 東金・一般会計予算訂正案を可決 毎日新聞 2020年3月24日
[新聞記事] 県内の観光客数 前年比16.5％減 昨年12月時点、秋の台風被害影響 朝日新聞 2020年3月24日
[新聞記事] 山武市長「早く方向性を」 ホストタウン、交流に力 新型コロナ 五輪延期公算 千葉日報 2020年3月24日
[新聞記事] さわら町屋館 最優秀 一般建物の部 独自の耐震工法評価 県建築文化賞 千葉日報 2020年3月24日
[新聞記事] きょうから営業再開 芝山の航空科学博物館 千葉日報 2020年3月24日他1紙
[新聞記事] コロナがサルように サンブスギの護符制作 イベントでプレゼント 東金・山武 古社寺之会 千葉日報 2020年3月24日
[新聞記事] 波乗りマラソン経費追加 当初予算修正案を可決 東金市議会 千葉日報 2020年3月24日
[新聞記事] 神崎町に千葉日報社長賞 発酵文化の振興尽力 ちば講座アワード 千葉日報 2020年3月24日
[新聞記事] 「みなとまつり」5月の開催中止 毎日新聞 2020年3月23日
[新聞記事] 「知的・精神」雇用なし41％ 募集条件から除外 県内は7市町 千葉日報 2020年3月23日
[新聞記事] 【成田空港 機能強化】27日にも4者協議 騒音防止地区の拡大議論 千葉日報 2020年3月23日
[新聞記事] スマホ広告で移定住促進 多古町が子育て施策ＰＲ 千葉日報 2020年3月23日
[新聞記事] 【ふさの国探宝】レトロな雰囲気 魅力 江戸時代に築いた漁師町 外川の町並み（銚子） 千葉日報 2020年3月23日
[新聞記事] 銚子市教委の主幹がパワハラ 朝日新聞 2020年3月22日
[新聞記事] 公園で花見宴会 自粛を呼びかけ　県、14ｶ所の都市公園 朝日新聞 2020年3月22日
[新聞記事] 多古町が病児保育所 病院敷地内に開設へ　来月1日から　看護師も常駐 朝日新聞 2020年3月22日
[新聞記事] 小学校の統合で5校の校旗返納　東庄町 朝日新聞 2020年3月22日
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[新聞記事] 【わが街この人】佐原青年会議所理事長　山崎大寿さん 千葉日報 2020年3月22日
[新聞記事] 大網白里市複合施設　学童・児童館・支援センター　機能集約し来月開館 千葉日報 2020年3月22日
[新聞記事] 【千葉「災」の時代に】山武　森林整備に市民参画　倒木被害 千葉日報 2020年3月22日
[新聞記事] 東京2020 聖火リレー【つなぐ】県内ランナー担当区間・県内ルート概要 千葉日報 2020年3月21日
[新聞記事] 病児保育所開設へ 静養・調乳室を整備 来月 多古 千葉日報 2020年3月21日
[新聞記事] パンジー被災地彩る 旭農高、児童メッセージも 千葉日報 2020年3月21日
[新聞記事] 5小学校 歴史に幕 来月統合「東庄小」スタート 毎日新聞 2020年3月20日
[新聞記事] 飯岡 マダイ快釣 鹿島 ヤリイカ好乗り 千葉日報 2020年3月20日
[新聞記事] 不法投棄容疑で廃品業者書類送検 千葉日報 2020年3月20日
[新聞記事] 傷害容疑で中国人少年逮捕 千葉日報 2020年3月20日
[新聞記事] パワハラで教委主幹 減給 部下に「顔見たくない」 銚子市 千葉日報 2020年3月20日他1紙
[新聞記事] 銚子沖風力 東電が新会社 24年度以降の発電目指す 千葉日報 2020年3月20日
[新聞記事] 農林水産被害752億円 昨秋の台風・豪雨で県内 東日本大震災時の2倍超 千葉日報 2020年3月20日他1紙
[新聞記事] 【市町村議会だより】大網白里市・九十九里町 千葉日報 2020年3月20日
[新聞記事] 急勾配の瓦ぶき特徴 芝山「伊東家住宅主屋」 国有形文化財 4施設登録へ 千葉日報 2020年3月20日
[新聞記事] 三世代同居へ補助金 子育て世帯Ｕターン促進 来月から山武市 千葉日報 2020年3月20日
[新聞記事] 新施設が本格稼働 高品質な水稲苗供給へ ＪＡ山武郡市 日本農業新聞 2020年3月19日
[新聞記事] 【週刊ちばにち】災害の教訓伝える 旭の高校生が作文朗読 大震災9年 千葉日報 2020年3月19日
[新聞記事] 東金で住宅火災 千葉日報 2020年3月19日
[新聞記事] 2020年 県内の公示地価 千葉日報 2020年3月19日
[新聞記事] 【市議会だより】銚子市・旭市・香取市 千葉日報 2020年3月19日
[新聞記事] 5校 最後の巣立ち 新型コロナ影響、在校生不在 感謝、思い出は不変 東庄 読売新聞 2020年3月18日
[新聞記事] 大原幽学の遺徳しのぶ 旭で墓前祭 毎日新聞 2020年3月18日
[新聞記事] 県「花見宴会自粛を」 県立都市講演14カ所対象 毎日新聞 2020年3月18日
[新聞記事] 【市町村議会だより】匝瑳市・多古町 千葉日報 2020年3月18日
[新聞記事] 施設休館31日まで延長 匝瑳市、来庁者の消毒徹底 新型コロナ 千葉日報 2020年3月18日
[新聞記事] 旭・飯岡の歴史伝え40年 閉館惜しみ29日見学会 歴史民俗資料館 地元ＮＰＯ 千葉日報 2020年3月18日
[新聞記事] 航空科学博物館、休館延長 朝日新聞 2020年3月17日
[新聞記事] 5月の銚子みなとまつり中止 朝日新聞 2020年3月17日
[新聞記事] 【とどかぬ心】児相新設 知事に答申へ ①松戸・鎌ヶ谷 ②印旛郡市 朝日新聞 2020年3月17日
[新聞記事] 【ニュース ファイル】匝瑳市 千葉日報 2020年3月17日他1紙
[新聞記事] 電話ｄｅ詐欺未然防止 郵便局員2人に感謝状 旭署 千葉日報 2020年3月17日
[新聞記事] 【ＮＩＥ報告】選択記事をレポートに 県立大網高校（大網白里市） 千葉日報 2020年3月17日
[新聞記事] 「銚子ビール」で街おこし 灯台近くに醸造所完成 19日から仕込み 千葉日報 2020年3月17日
[新聞記事] 乗用車の母子死亡 大型タンク車と衝突 横芝光 千葉日報 2020年3月17日他3紙
[新聞記事] 九十九里で住宅全焼 千葉日報 2020年3月15日
[新聞記事] ローカル線乗車券セット　京王車両使用　銚電など5社販売 千葉日報 2020年3月15日
[新聞記事] 多古・常磐小　145年の歴史に幕 千葉日報 2020年3月15日他1紙
[新聞記事] 匝瑳市　屋外施設利用を制限　あすから、初の感染者受け 千葉日報 2020年3月15日
[新聞記事] 新たに2人感染判明　エジプト帰り男性の家族　匝瑳 千葉日報 2020年3月15日他3紙
[新聞記事] フィッシング　銚子港　港内カレイ、イチモチほか 読売新聞 2020年3月14日
[新聞記事] ガラスリソーシング（銚子市）備蓄蔵で市民守る　防災活動で知事表彰 千葉日報 2020年3月14日
[新聞記事] 市議会・町村議会だより　山武市築山整備の工事契約　東庄町9議案可決し閉会　千葉日報 2020年3月14日
[新聞記事] 地元黒大豆でみそ造り　東金　伝統手法、主婦ら体験 千葉日報 2020年3月14日
[新聞記事] 東金農業大学校　板橋聖大さん発見　害虫アブラムシ対策に期待 千葉日報 2020年3月14日
[新聞記事] 新型コロナ　エジプト旅行また感染　匝瑳・松戸で２人感染 千葉日報 2020年3月14日他3紙
[新聞記事] 中止のハーフマラソン 開催を求め予算案否決 東金市議会 朝日新聞 2020年3月13日
[新聞記事] 自粛で花農家打撃 卒業式など中止・縮小 新型コロナ 店舗、需要掘り起こし 朝日新聞 2020年3月13日
[新聞記事] 鹿島 メバル数釣り期待 犬吠埼 良型アカムツヒット 千葉日報 2020年3月13日
[新聞記事] 第64回こども県展 準特選 作品紹介 千葉日報 2020年3月13日
[新聞記事] 多古の歴史資源 魅力発信 「城郭保存活用会」発足 ガイド育成やマップ発行へ 千葉日報 2020年3月13日
[新聞記事] 【東日本大震災9年】津波の怖さ 語り続け 「来ない」と思い込み 自宅で巻き込まれ 元旭市職員 宮本さん 毎日新聞 2020年3月12日
[新聞記事] 【東日本大震災9年】続く借金 仕事掛け持ち 旭の64歳被災者 家と店が水没 朝日新聞 2020年3月12日
[新聞記事] 12月 観光客16.5％減 台風・豪雨回復遠く 県内 新型コロナで打撃長期化 千葉日報 2020年3月12日
[新聞記事] 【新型コロナ 影響各地に】新年度予算案を否決 マラソン計上求め反発 東金市議会特別委員会 千葉日報 2020年3月12日
[新聞記事] 【東日本大震災9年】「津波集中」仕組み解説 研究成果 冊子に 旭・元教諭ら 千葉日報 2020年3月12日
[新聞記事] 【東日本大震災9年】あの日を語り明日へ 卒業しても人の支えに 追悼式中止“幻”の作文朗読 篠塚さん 旭農業高 千葉日報 2020年3月12日
[新聞記事] 市民「風化させない」 追悼式中止も鎮魂の祈り 津波被害の旭 千葉日報 2020年3月12日他2紙
[新聞記事] 【東日本大震災9年】液状化 対策さまざま 住民負担で判断割れる 助成も実績伸びず 香取 千葉日報 2020年3月12日
[新聞記事] 【県内の復旧・復興事業】津波対策 8割完了 範囲拡大を協議へ 九十九里 毎日新聞 2020年3月11日
[新聞記事] 旭の津波 証言を画像解析 膨大な記録「子孫のため出版を」 元高校教諭3人 市防災資料館にパネル 朝日新聞 2020年3月11日
[新聞記事] 【’20市町村予算案】九十九里町6.7％増55億円 治水や施設の工事要因 千葉日報 2020年3月11日
[新聞記事] 窓口対応の質向上へ マナー「5原則」学ぶ 航空社員講師に 多古町職員 千葉日報 2020年3月11日
[新聞記事] 【東日本大震災9年】迫る黒い波 九死一生 悪夢乗り越え希望つなぐ 旭 千葉日報 2020年3月11日
[新聞記事] 【千葉 災の時代に】復興シンボル 旭駆ける 被災少女、支えに感謝 聖火ランナーに決まった 伊藤さん 千葉日報 2020年3月11日
[新聞記事] 第64回こども県展 準特選 作品紹介 千葉日報 2020年3月11日
[新聞記事] 「地域振興」実現に注力 4選決め佐藤氏抱負 横芝光町長選 千葉日報 2020年3月11日他3紙
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[新聞記事] 【’20市町村予算案】芝山町 横ばい50億円　空港機能や防災力強化 千葉日報 2020年3月10日
[新聞記事] 【NIE報告 県内実践校の取り組み】県立小見川高校(香取市) 千葉日報 2020年3月10日
[新聞記事] 旭市防災資料館 展示刷新し開館　震災で津波被害 読売新聞 2020年3月9日
[新聞記事] 第64回こども県展　準特選作品紹介 千葉日報 2020年3月9日
[新聞記事] 【町村議会だより】芝山町・17議案を提案へ 千葉日報 2020年3月9日
[新聞記事] 芝山公園 桜復活へ 千葉日報 2020年3月9日
[新聞記事] 多古　身近な食材で南仏料理　ホテル総料理長が指導 千葉日報 2020年3月9日
[新聞記事] 犬吠駅に共同仕事場　銚電と都内企業　〝ワーケーション〟推進 千葉日報 2020年3月9日
[新聞記事] 現職の無投票当選か　横芝光町長選あす告示 千葉日報 2020年3月9日他1紙
[新聞記事] 【検証 県予算】若手ハンター育成 鳥獣被害・農政 読売新聞 2020年3月8日
[新聞記事] 偉人の教訓、現代に 東金出身の医師 関寛斎生誕190年 子孫と歴史家講演 千葉日報 2020年3月8日
[新聞記事] 【フィッシング】銚子港 ほか 読売新聞 2020年3月7日
[新聞記事] 全日制後期1万442人合格　県内公立校　2次募集、37校927人 千葉日報 2020年3月7日
[新聞記事] 【町村議会だより】横芝光町・新年度予算案を可決 千葉日報 2020年3月7日
[新聞記事] 横芝光町の課題 3.15町長選へ　地域振興は不透明 千葉日報 2020年3月7日
[新聞記事] 農機展が盛況 新鋭機試乗も　JAちばみどり 日本農業新聞 2020年3月6日
[新聞記事] 起業家 事業概要語るビジネスコンテスト　銚子 読売新聞 2020年3月6日
[新聞記事] 鹿島～犬吠埼・ヤリイカ好乗り　大洗 飯岡・ハナダイ快釣続く 千葉日報 2020年3月6日
[新聞記事] 銚子でも酒気帯び運転の疑い 千葉日報 2020年3月6日
[新聞記事] 酒気帯び運転の疑い 千葉日報 2020年3月6日
[新聞記事] 【ちばいろ】ハンドボール 土井レミイ杏利・五輪へ先導 普及に一役 千葉日報 2020年3月6日
[新聞記事] 第3回CHIBAこども新聞コンクール　感性豊か優秀29点 千葉日報 2020年3月6日
[新聞記事] 道に迷った男性保護 増田さんに署長感謝状　香取署 千葉日報 2020年3月6日
[新聞記事] 【成田空港機能強化】NAA滑走路の文化財調査　B延伸部で先行実施へ 千葉日報 2020年3月6日
[新聞記事] 記憶に残る卒業式を　旭市･芸術家 すずきらなさん 千葉日報 2020年3月6日
[新聞記事] JAかとり　「ちばエコ米」生産スタート　種子を温湯消毒 日本農業新聞 2020年3月5日
[新聞記事] 「消防団応援の店」募集　大網白里市 団員にサービス 読売新聞 2020年3月5日
[新聞記事] 【東日本大震災9年】震災追悼式中止に　県･旭市共催 朝日新聞 2020年3月5日他2紙
[新聞記事] チバニアン記念「地層10選」 朝日新聞 2020年3月5日
[新聞記事] 第64回こども県展　準特選作品紹介 千葉日報 2020年3月5日
[新聞記事] 【町議会だより】東庄町・神崎町・九十九里町 千葉日報 2020年3月5日
[新聞記事] 【成田空港機能強化】NAA埋蔵文化財調査　多古など　発見なければ着工へ 千葉日報 2020年3月5日
[新聞記事] 【ちばの元気企業】稗田綜合建築設計事務所(東金市) 千葉日報 2020年3月5日
[新聞記事] 水稲前半の生育確保を　千葉県横芝光町で中央農研センター 日本農業新聞 2020年3月5日
[新聞記事] 銚子市予算案･15％増276億円 読売新聞 2020年3月4日
[新聞記事] 東金市予算案・大網白里市予算案 朝日新聞 2020年3月4日
[新聞記事] 【町村議会だより】多古町・工事契約議案を可決 千葉日報 2020年3月4日
[新聞記事] 銚子虐待　双子次男にも暴行　傷害容疑で父再逮捕 千葉日報 2020年3月4日他2紙
[新聞記事] 小中高校書道作品紙上展　2月度入選作決まる 毎日新聞 2020年3月3日
[新聞記事] 次男傷害容疑 父再逮捕へ　銚子･双子虐待 千葉日報 2020年3月3日他2紙
[新聞記事] 新型肺炎一斉休校　「あと半月通いたかった」　今月末閉校 香取･神南小 千葉日報 2020年3月3日
[新聞記事] 子ども食堂 準備着々 連日開所でひとり親家庭支援 東金 千葉日報 2020年3月3日
[新聞記事] 街離れて感染防止 キャンプ人気 予約2.6倍も 自粛や休校、息抜きに 読売新聞 2020年3月2日
[新聞記事] 公共施設 続々休館 県立図書館など 新型肺炎 感染警戒 毎日新聞 2020年3月2日
[新聞記事] 暖冬影響 キャベツ値崩れ 感染拡大で消費悪化も拍車 全国有数の産地・銚子 千葉日報 2020年3月2日
[新聞記事] 【’20市町村予算案】多古町4.5％増64億円 道路改良や子育てに重点 千葉日報 2020年3月2日
[新聞記事] 【ふさの国 探宝】特産の米が主力商品 遊歩道は住民憩いの場 道の駅多古あじさい館 千葉日報 2020年3月2日
[新聞記事] 酒蔵改修 レストラン 観光の団体客誘致へ 香取・佐原 毎日新聞 2020年3月1日
[新聞記事] 東金で住宅火災 千葉日報 2020年3月1日
[新聞記事] 仕事体験に児童夢中 30の地元企業が出展 横芝光 千葉日報 2020年3月1日


