
日付 新聞名 大分類 小分類 見出し 小見出し

R2.1.9 中国新聞 防災・災害 西日本豪雨1年半（下）　団地再生 見通せない本格復興

R2.1.8 中国新聞 産業

32カ月長期肥育　広島の新ブランド　榊

山牛 肉質４等級以上　初出荷1-3割高

R2.1.16 中国新聞 地域 災害 憩いの場に咲く　被災地の希望

広島県熊野の大原ハイツ　住民団体　花育に初参

加

R2.1.16 中国新聞 地域 鈴木明子さん熊野で講演

R2.1.16 中国新聞 地域 熊野で民家全焼

R2.1.18 中国新聞 産業 広島「榊山牛」日本一目指す

R2.1.19 中国新聞 地域 安芸区と４町が自慢の特産対決　中区

R2.1.25 中国新聞 社会 県指名除外や下請け制限 熊野技建

R2.2.22 中国新聞 コロナ

広島でも中止や延期　厚労省文書の影響

も 新型肺炎で催し

R2.2.29 中国新聞 筆の里工房 名誉教授や学生肖像画など展示 筆の里・広島市立大連携

R2.3.5 中国新聞 防災・災害 土砂災害の体験蓄積を 審議会小委　実効性のある避難答申案

R2.3.6 中国新聞 産業 筆 ＴＡＵＨＡＵＳ熊野筆フェイスブラシ 粉含み良く仕上がり繊細

R2.3.14 中国新聞 議会 熊野も当初予算案など

R2.3.14 中国新聞 防災・災害 災害など即応チームを新設 熊野町異動

R2.3.20 中国新聞 筆の里工房 筆 熊野筆ショップきょう移転開店 広島駅北口ホテルで

R2.3.25 中国新聞 行政 人事 熊野町（31日）

R2.3.26 中国新聞 防災・災害 土砂災害危機浮き彫り 広島県区域指定　全23市町に存在

R2.3.28 中国新聞 筆の里工房 筆の里工房が休館延長

R2.4.22 中国新聞 感染症 コロナ 医療従事者らに給付へ 広島県熊野町独自１人3万円

R2.4.29 中国新聞 感染症 給付金 10万円振り込み熊野は７日から 町議会で説明

R2.5.9 中国新聞 地域 事故 バイクで転倒し死亡



日付 新聞名 大分類 小分類 見出し 小見出し

R2.5.20 中国新聞 行政

東部地域防災センターの建設にかかる土

地収用法事業説明会のお知らせ

R2.6.3 中国新聞 選挙 11月15日投票　熊野町長選

R2.6.5 中国新聞 防災・災害 「大規模盛り土」1282ｶ所 広島県内造成地3398ヘクタールＨＰで公開

R2.6.10 中国新聞 筆の里工房 企画展

広島市立大・筆の里工房　25周年記念連

携展②

R2.6.11 中国新聞 筆の里工房 企画展

広島市立大・筆の里工房　25周年記念連

携展③

R2.6.13 中国新聞 筆の里工房 企画展

広島市立大・筆の里工房　25周年記念連

携展④

R2.6.16 中国新聞 地域 事故 衝突バイクの男性死亡

R2.6.16 中国新聞 筆の里工房 企画展

広島市立大・筆の里工房　25周年記念連

携展⑤

R2.6.23 中国新聞 防災・災害 西日本豪雨 義援金　5次配分公表 広島県　募集を1年延長

R2.6.26 中国新聞 地域 西日本豪雨 出身漫画家ら応援ブック発行 チャリティー展出品作を掲載

R2.6.30 中国新聞 感染症 コロナ ２市除き　支給９０％超す 一律１０万円　広島17.5％　呉40.8％

R2.7.5 中国新聞 防災・災害 西日本豪雨 西日本豪雨被災地の2年 次世代へ記憶つなぐ　声掛け避難へ日常から

R2.7.5 中国新聞 防災・災害 西日本豪雨

西日本豪雨に伴う広島県内や国の主な動

き 犠牲296人　関連死１年で21人増

R2.7.23 中国新聞 観光 工房 所蔵品の魅力　再発見

広島県内の美術館　探る活路　展示手法やテーマ

工夫

R2.8.2 中国新聞 地域 平和式典の放鳩中止 広島市　飼い主も高齢化　熊野町

R2.8.15 中国新聞 地域 祭りの代わり花火３００発 熊野

R2.9.8 中国新聞 防災・災害 西日本豪雨 避難所開設　判断ばらつき 台風10号で県内23市町　暴風国の指針なく

R2.9.9 中国新聞 議会 熊野も開会 町議会



日付 新聞名 大分類 小分類 見出し 小見出し

R2.9.10 中国新聞 議会

1億5000万円「載せると違反」克行被告の

懸念証言 「被買収」議員ら証人に採用

R2.9.17 中国新聞 行政 防災 「防災条例」読んで納得 熊野町パンフレット作製・配布

R2.9.19 中国新聞 議会 平本県議「危ない金」 案里被告から妻に３０万円証言

R2.9.26 中国新聞 感染症

単身は不支給　不公平　申請書発送の遅

れも影響

「亡くなった父１０万円給付の対象者だったの

に」

R2.9.29 中国新聞 議会 県議 広島県議会　一般質問　28日

伊藤真由美氏（自民議連　安芸郡）医療的ケア児

の在宅での生活支援

R2.10.1 中国新聞 感染症 インフル インフル接種費高齢者ら補助へ 熊野町

R2.10.9 中国新聞 感染症 コロナ コロナ対応教員疲弊 広島県教委　非常勤増で支援へ

R2.10.10 中国新聞 議会 インフル 熊野インフル接種一部補助

R2.10.12 中国新聞 観光 工房

寄稿　「陽明文庫展」の魅力　名児耶

明 平安の書に全盛期の仮名

R2.10.20 中国新聞 観光 工房 陽明文庫展近衛家１０００年の栄華① 中宮彰子巡る記録も

R2.10.21 中国新聞 観光 工房 陽明文庫展近衛家１０００年の栄華② 参詣道中　和歌を清書

R2.10.22 中国新聞 観光 工房 陽明文庫展近衛家１０００年の栄華③ 家熈が菓子器に愛用

R2.10.23 中国新聞 観光 工房 陽明文庫展近衛家１０００年の栄華④ 威厳ある表具に注目

R2.10.24 中国新聞 観光 工房 陽明文庫展近衛家１０００年の栄華➄ 家熈の書　学びたどる

R2.11.2 中国新聞 表彰 黄綬　マツダ車体技術部 大畑充宏さん（55）熊野町呉地

R2.11.22 中国新聞 地域 小中学生の力作全国書画展覧会 熊野

R2.12.9 中国新聞 行政 通院費の補助中3まで拡大 熊野町長方針

R2.12.10 中国新聞 議会 熊野１１議案を可決

R2.12.10 中国新聞 行政 無届け工事６件 広島県熊野町

R2.12.15 中国新聞 地域

駆ける都大路　世羅高上男子メンバー紹

介 熊中出身　花岡慶次



日付 新聞名 大分類 小分類 見出し 小見出し

R2.12.28 中国新聞 地域 熊野の石岳山中６女児一時不明 保護けがなし

R2.1.20 中国新聞 社会 景況感 中国地方「下降」22% 景況感自治体調査　やや厳しく

R2.1.25 中国新聞 社会 人口 広島の市町　細る人口 山間部や離島　都市部も

R2.2.13 中国新聞 防災・災害 生活再建や復興　道半ば 大原ハイツ・小屋浦　知事訪問で訴え

R2.2.14 中国新聞 防災・災害 西日本豪雨被害熊野町に支援金 ソロプチミスト

R2.2.19 中国新聞 福祉 ネウボラ　29年度全県展開 広島県の妊娠・子育て世帯支援

R2.2.20 中国新聞 防災・災害 土石流発生を感知

広島大など実験　避難意識向上へ　熊野「大原ハ

イツ」裏山にシステム

R2.3.3 中国新聞 コロナ 教育 新型肺炎で休校　学校で受け入れ11市町 県内教委　保護者ニーズ探る

R2.3.4 中国新聞 行政 熊野町は93億5600万円 20年度予算案　4.0％減　復旧に重点

R2.3.7 中国新聞 コロナ 教育

新型肺炎休校で放課後児童クラブ　５市

町　低学年限定 県内　人手不足も背景に

R2.3.11 中国新聞 行政 防災のまち　条例案可決 熊野町議会　行政など責務定める

R2.3.12 中国新聞 防災・災害

社会教育施

設 町民グランド　利用再開6月に 熊野町見通し　2カ月遅れ

R2.3.12 中国新聞 行政 副町長に岩田氏 熊野町議会

R2.3.13 中国新聞 コロナ 文化 ひろしま美術館　臨時休館を延長 筆の里工房も

R2.3.15 中国新聞 防災・災害 復興願う 花 会場飾ろう 熊野の被災住民　栽培始める

R2.4.4 中国新聞 コロナ 教育 新型コロナ　県内６日から順次授業再開 小中追われる新学期

R2.4.10 中国新聞 コロナ 文化 筆の里工房　休館を延長

R2.4.11 中国新聞 コロナ 教育 臨時休校判断割れる 広島県内　患者有無などで差

R2.4.15 中国新聞 コロナ 教育 再び臨時休校へ　方針転換相次ぐ 中国地方

R2.4.29 中国新聞 コロナ 教育 来月末までの休校延長 広島の21教委　県に同調

R2.4.29 中国新聞 コロナ

特別定額給

付金 10万円振込　熊野は７日から 町議会で説明



日付 新聞名 大分類 小分類 見出し 小見出し

R2.5.1 中国新聞 コロナ

特別定額給

付金 17市町　今月下旬目指す 10万円給付いつ開始

R2.5.12 中国新聞 コロナ 文化 美術館　再開の動き　広がる 広島県内　感染防止策にも力

R2.5.12 中国新聞 コロナ 教育 10市町も自主登校の動き 県内　学年などで「分散」

R2.5.19 中国新聞 コロナ 教育 県内公立校　16市町で分散登校開始 広島は週1～3回

R2.5.28 中国新聞 コロナ 教育 安芸郡４町　小中１日再開

R2.5.30 中国新聞 コロナ 行政 特別職3人の給与・手当削減

R2.6.8 中国新聞 行政 町長選挙 三村氏　立候補の意向 熊野町長選

R2.6.9 中国新聞 筆の里工房 企画展

広島市立大・筆の里工房　25周年記念連

携展①

R2.6.10 中国新聞 行政 町長選挙 三村氏　立候補を表明 熊野町長選

R2.6.11 中国新聞 コロナ 政策 一般廃棄物収集従事者に3万円 熊野町議会が可決

R2.6.13 中国新聞 コロナ 福祉 乳幼児の集団検診　順次再開 県内市町　交流縮小・「個別」移行で様変わり

R2.6.18 中国新聞 防災・災害 防災公園　支え合いの場 豪雨災害「大原ハイツ」に熊野町が整備

R2.6.20 中国新聞 交通 広熊道路 広島熊野道路　12月6日から無料 30年ンの料金徴収　予定通り終了へ

R2.6.20 中国新聞 社会 平和 熊野の脇舛さんが手記

３歳で被爆　体験つづる　呉空襲や戦後の暮らし

も

R2.6.23 中国新聞 防災・災害

西日本豪雨2年：広島熊野の消防団員・丸

井さん　悔しさを胸に磨く救命技術 「助けられる命　増やしたい」

R2.7.4 中国新聞 行政 熊野町が課税ミス　62件 本年度住民税　影響額270万円

R2.7.6 中国新聞 防災・災害 人口 12市町35地区1772人減　広島

R2.7.6 中国新聞 防災・災害

西日本豪雨2年：夫を母を・・・思い出す

日々　東区や坂、県内各地で追悼行事 参列者数や式典を縮小

R2.7.6 中国新聞 防災・災害 西日本豪雨２年：妻よ子よ前向くよ 夫、２年ぶり現場「整理」報告」

R2.7.6 中国新聞 防災・災害 大原ハイツ　復興願う光 灯篭点灯や犠牲者悼む花火



日付 新聞名 大分類 小分類 見出し 小見出し

R2.7.7 中国新聞 防災・災害 西日本豪雨2年　命守る　雨中の決意 遺族や住民　亡き人悼む

R2.7.7 中国新聞 防災・災害 中国地方に激し雨 あすまで　気象台警戒呼び掛け

R2.7.12 中国新聞 筆の里工房 企画展 「ふでりん」とクイズ挑戦を 熊野　筆の里工房

R2.7.14 中国新聞 筆の里工房 （「ひと交差点」（コラム）） 熊野筆の魅力　企画展でPR

R2.7.17 中国新聞 コロナ コロナで生活保護119世帯 広島県4・5月申請　全体の16.5％に

R2.7.28 中国新聞 コロナ 教育 特別教室　空調に苦慮 県内公立小中　扇風機など確保急ぐ

R2.8.1 中国新聞 コロナ 教育 子どもの夏様変わり 学校現場は熱中症対策

R2.8.4 中国新聞 行政 消防積載車が車検切れ 熊野町　7月の２週間　出動も

R2.8.13 中国新聞 コロナ 政策 6000円分割引券　全世帯配布へ 熊野町議会　補正案可決

R2.8.22 中国新聞 行政 水道市町別料金　10年維持 広島県統合後方針　効果見極め

R2.8.24 中国新聞 コロナ

コロナ感染拡大で県内の市町議会　住民

向け報告会開けず 「未定」8市町　大竹氏が唯一開催

R2.8.25 中国新聞 防災・災害 豪雨復興へ水路を見学 アッ咲きたく　熊野の団地住民ら

R2.8.25 中国新聞 歴史 熊野の歴史研究　集大成を1冊に 愛好家

R2.8.29 中国新聞 筆 行事 元気な文字や流麗な和歌 きょうから熊野「ふれあい書道展」

R2.9.3 中国新聞 筆の里工房 企画展 感謝の絵手紙　大賞に３点 熊野のコンクール

R2.9.10 中国新聞 筆の里工房 企画展 気分は探検　筆の世界探検 熊野　筆の里工房企画展

R2.9.16 中国新聞 福祉 インフル「接種」広がる補助 県内市町　高齢者負担ゼロも

R2.9.16 中国新聞 防災・災害 政策 西部防災拠点の整備本格化 熊野町、実施設計へ　避難所機能アップ

R2.9.16 中国新聞 行政 ドローンで外壁調査 熊野町役場など

R2.9.19 中国新聞 コロナ 文化

熊野筆まつり　コロナによる中止受け

オンラインで 22～27日　ライブ配信や販売

R2.9.21 中国新聞 教育 学校 トイレ洋式化ばらつき 広島県内の公立小中　坂町100％　呉市32％

R2.9.23 中国新聞 福祉

子宮頸がん　公費でワクチン　対象者に

通知を 広島県、市町に依頼



日付 新聞名 大分類 小分類 見出し 小見出し

R2.9.24 中国新聞 筆 行事 熊野筆の縁　所蔵企画展　仿古堂

R2.9.26 中国新聞 筆

呼び込め「Go To」利用客　広島土産付き

宿泊プラン ホテルインターゲートが開始

R2.9.30 中国新聞 コロナ

特別定額給

付金 「10万円」99.5%へ給付 広島県内世帯　25日時点

R2.10.4 中国新聞 筆の里工房 企画展 近衛家収蔵品　輝き今に 広島・熊野町で陽明文庫展開幕

R2.10.6 中国新聞 教育 熊野高校 熊野高ＰＲ　生徒が主導 中３対象見学会へ準備「楽しい高校生活感じて」

R2.10.7 中国新聞 筆の里工房 「ありがとう」テーマに一筆 町民や観光客に呼びかけ

R2.10.14 中国新聞 筆の里工房

小中学生対

象企画 陽明文庫展　表具の美学ぶ 熊野で中学生

R2.10.15 中国新聞 筆の里工房 企画展 加藤五亭さん作　熊野愛にじむ書 筆の里工房で展覧会

R2.10.22 中国新聞 文化 神社 熊野の榊山神社 大規模修繕へ 老朽化の本殿など　地元寄付やＣＦ活用

R2.10.22 中国新聞 教育 熊野高校 熊野高の魅力たっぷり 生徒が運営　オープンスクール

R2.10.30 中国新聞 交通 広熊道路

広島熊野道路の回数券　払い戻し　６日

から

R2.11.3 中国新聞 社会 給油地過疎化　旧市町村の55％ 区域な3カ所以下・中国地方閉店相次ぐ

R2.11.5 中国新聞 行政 町長選挙 熊野のあす　町長選を前に　上

ベッドタウンの復興　防災組織16団体に増　道路

無料化　定住促進の鍵

R2.11.6 中国新聞 交通 広熊道路 通行30年　感謝の横断幕 広島熊野道路　無料化前に県公社

R2.11.6 中国新聞 行政 町長選挙 熊野のあす　町長選を前に　下

「筆の都」の振興策　ブランド磨いて誘客　新産

業の育成　求める声も

R2.11.10 中国新聞 行政 町長選挙 熊野町長選挙　きょう　告示

R2.11.11 中国新聞 行政 町長選挙 熊野町長選　三村氏　無投票　４選



日付 新聞名 大分類 小分類 見出し 小見出し

R2.11.12 中国新聞 行政 町長選挙

熊野町長選　無投票で４選　三村町長に

聞く

復興勧め非難の環境整備　子ども医療費　助成拡

充へ

R2.11.13 中国新聞 筆 伝統工芸士 伝統工芸振興功労者に３人 中国経済局で表彰式

R2.11.22 中国新聞 筆の里工房 企画展 感謝の絵手紙　優秀作品展 熊野

R2.12.1 中国新聞 行政 町長選挙 三村町長４期目決意 熊野　豪雨復興や活性化

R2.12.3 中国新聞 産業 熊野ハーブ入りクラフトビール

住民グループ　育てたレモングラスで開発　口コ

ミで話題に　毛筆に続く特産化期待

R2.12.5 中国新聞 交通 広熊道路 広島熊野道路あすから無料 きょう深夜一時通行止め

R2.12.7 中国新聞 交通 広熊道路 広島熊野道路が無料化 ゲート前でセレモニー

R2.12.12 中国新聞 コロナ 政策 熊野町、未就学児に布マスク 「ふでりん」で感染予防啓発

R2.12.17 中国新聞 コロナ 成人式 成人式を延期　５月や８月に 廿日市・大竹・熊野

R2.12.19 中国新聞 コロナ 政策 図書館などを21日から休館 熊野町

R2.12.23 中国新聞 コロナ 成人式 成人式延期　県内で相次ぐ 振袖業者や写真館大忙し

R2.12.28 中国新聞 行政 政策 町村長・議員　公費で経費負担 条例12町議会で可決　広島・山口

R2.4.2 朝日新聞 行政 事件 21首長　聴取「ない」 河井夫妻問題　安芸太田明言せず

R2.4.14 朝日新聞 感染症 コロナ 多くの市町　休校決定 県内の公立小中学校の休校期間

R2.4.29 朝日新聞 表彰 叙勲 春の叙勲　県内１００人

R2.5.13 朝日新聞 感染症 コロナ 登校日設定広がる 県内各地の公立学校

R2.6.4 朝日新聞 選挙 ニュース短信　熊野町長選

R2.7.4 朝日新聞 防災・災害 西日本豪雨 みんなの声で理想の避難所 新設公共施設　災害対応に工夫

R2.7.4 朝日新聞 防災・災害 西日本豪雨 土砂災害　どう逃げたら 危険地帯に避難場所　熊野町（写真）

R2.7.5 朝日新聞 地域 広島の女性国会議員でした 元参院議員熊野の栗原君子さん

R2.7.7 朝日新聞 地域 西日本豪雨 12人に届け夜空の大輪 熊野

R2.7.27 朝日新聞 地域 高校 好投　光った変化球　熊野谷野功夫投手 高校野球　熊野

R2.9.4 朝日新聞 防災・災害 西日本豪雨 被災者見守りこれからも 豪雨　支え合いセンター２年



日付 新聞名 大分類 小分類 見出し 小見出し

R2.9.10 朝日新聞 地域 西日本豪雨 　ひとin広島　姉妹デュオ「メビウス」 豪雨被災地を歌で応援

R2.9.23 朝日新聞 産業 筆 熊野筆に新風を バーチャルまつり

R2.10.23 朝日新聞 議会

河井夫妻事件　「総括者」改めて否定

克行議員　現金配布の共謀否認 証言ほとんど拒否

R2.11.7 朝日新聞 地域 広島熊野道路通行無料に　来月6日から

R2.11.8 朝日新聞 行政 選挙 熊野町長選10日に告示 無投票の可能性

R2.11.11 朝日新聞 行政 選挙 熊野町長に三村氏 「より安全な町に」無投票4選

R2.11.7 産経新聞 表彰 従六位 元町議　久保隅逸郎氏

R2.11.5 日経新聞 産業 牛 新ブランド「榊山牛」快走

広島で長期肥育、うまみ1.5倍　めざすは米沢、松

坂

R2.5.9 毎日新聞 地域 事故 熊野町でバイク転倒し男性死亡

R2.5.24 毎日新聞 地域 事故 中区でトラックにはねられ男性が死亡

R2.6.5 毎日新聞 選挙 行政ファイル　熊野町長選

R2.6.10 毎日新聞 選挙 三村氏４選出馬を表明 熊野町長選

R2.6.17 毎日新聞 地域 事故 熊野町でバイクの男性が衝突事故死

R2.7.5 毎日新聞 防災・災害 西日本豪雨 西日本豪雨２年亡き人悼む きょう、あす各地で行事

R2.7.6 毎日新聞 防災・災害 西日本豪雨

「悲しみ消えない」　町民体育館に献花

台

R2.7.7 毎日新聞 防災・災害 11万４０００人に避難指示 大雨・５市町で韓国　土砂災害恐れ

R2.7.8 毎日新聞 防災・災害 西日本豪雨 西日本豪雨から２年 広島・熊野

R2.9.20 毎日新聞 産業 筆 坊古堂ゆかりの14人の書 熊野

R2.9.23 毎日新聞 産業 筆 熊野筆　多彩な催し　魅力発信 オンラインで「まつり」開催

R2.10.10 毎日新聞 行政 選挙 熊野町長選説明会に現職１陣営

R2.12.5 毎日新聞 地域 広島熊野道路あすから無料

R2.1.20 読売新聞 地域 西日本豪雨 強い街　亡き友に誓う 宮原さん　熊野で就職　砂防ダム建設担当



日付 新聞名 大分類 小分類 見出し 小見出し

R2.2.20 読売新聞 防災・災害 西日本豪雨 熊野町で土石流センサー 広大チーム実験　避難促す開発に

R2.3.5 読売新聞 防災・災害 西日本豪雨 土石流を監視　センサー実験 広島大・熊野

R2.4.15 読売新聞 感染症 コロナ 県内公立校　臨時休校へ 来月6日まで

R2.6.22 読売新聞 地域 西日本豪雨 豪雨復興思う作品書籍化 呉や熊野出身アーティストら

R2.7.6 読売新聞 防災・災害 西日本豪雨 みんな、父は前へ進む 新婚の妻子ら４人失い　２年ぶり家の跡地に

R2.7.6 読売新聞 地域 西日本豪雨 熊野の住宅団地　犠牲者悼む花火

R2.9.10 読売新聞 産業 筆 熊野筆ＰＲ新たな挑戦 オンラインでまつり■ＣＦ資金

R2.11.2 読売新聞 表彰 安芸の褒章県内16人

R2.11.8 読売新聞 行政 選挙 熊野町長選１０日告示

R2.11.11 読売新聞 行政 選挙 熊野町長　三村氏４選 3連続無投票「豪雨復興　優先課題」

R2.12.3 読売新聞 地域 本殿･拝殿修復　ＣＦ募る 「筆供養」熊野・榊山神社


