令和元年（2019）10月 上市町関係新聞記事 （北日本新聞・富山新聞）
掲載紙 掲載日 曜日 頁

１日

見 出 し ・ 記 事 概 要

コーナー

火曜日

北日本

2019/10/1 火

2

旭日単光章 元上市町議中川武夫氏 上市町中青出、 瑞宝小綬章 元富山区検副検事黒田悦夫氏 上市町若杉新 叙勲

北日本

2019/10/1 火

5

北日本

2019/10/1 火

6

北日本

2019/10/1 火

22

北日本

2019/10/1 火

24

北日本

2019/10/1 火

32

実質公債費比率 7市町村が悪化 18年度 ワーストは上市町 2018年度の実質公債費比率（％）
溶接の前処理自動化 腰山工業 設備を県内初導入 配管製造・施工腰山工業（上市町下経田）
特産サトイモ大きいよ きょうから市場へ出荷 JAアルプス上市野菜出荷場
相撲人生振り返る 舞の海さん上市町北アルプス文化センターで講演会
クマ目撃・痕跡計9件 八尾の住宅地に足跡・ふん 上市町柿沢でも目撃

富山

2019/10/1 火

2

県内市町村の実質公債費比率 昨年度最高は上市町15.6％ 財政健全化法の健全化指標（18年度決算）

富山

2019/10/1 火

26

富山

2019/10/1 火

富山

2019/10/1 火

環状交差点や工事現場を見学 上市、立山で大学生
26 警告看板設置 不法投棄パト 上市町環境保健衛生協会
26 第109回金獅子旗争奪社会人野球大会

富山

2019/10/1 火

28 旭日単光章 元上市町議中川武夫氏 上市町中青出、 瑞宝小綬章 元富山区検副検事黒田悦夫氏 上市町若杉新 高齢者叙勲

２日

水曜日
県内5病院「再編必要」 知事「稼働率見ず乱暴」 かみいち総合病院
創校100年 新たな一歩 上市高 マラソン大会 新コース駆ける
不法投棄防止へ看板 上市町環境保健衛生協会
環境問題取り組み連携 ライオンズクラブ国際協会334-D地区 上市含む8市町村の8クラブ
大日平の木道でも 北アルプス大日岳の登山道で男性骨折
クマに襲われけが 富山・魚津・など目撃相次ぐ 上市町広野 足跡とふん
はんこに感謝、供養 上市・大岩山日石寺 印章供養祭

北日本

2019/10/2 水

5

北日本

2019/10/2 水

18

北日本

2019/10/2 水

18

北日本

2019/10/2 水

18

北日本

2019/10/2 水

23

北日本

2019/10/2 水

25

富山

2019/10/2 水

20

富山

2019/10/2 水

21 早川舟橋村教育長に辞令 舟橋村教育長に前上市町上市中央小学校長、早川誠一氏（上市町稗田）

３日

木曜日

北日本

2019/10/3 木

北日本

2019/10/3 木

北日本

2019/10/3 木

北日本

2019/10/3 木

4 病院再編で地方3団体 あす総務・厚労省と協議 かみいち総合病院
11 ⑫なぜ高岡通らない 藤田哲史 宅地避け山寄りに 砺波との格差是正も
20 称名滝やライチョウ描く 岩峅雄山神社 立山テーマに児童画展
22 陽南線運行スタート 予約制 乗り合いバス 初日は5人利用 上市町の町営バス

なるほど！富山の高速道路

令和元年（2019）10月 上市町関係新聞記事 （北日本新聞・富山新聞）
掲載紙 掲載日 曜日 頁
北日本

2019/10/3 木

富山

2019/10/3 木

４日

2019/10/4 金

北日本

2019/10/4 金

北日本

2019/10/4 金

北日本

2019/10/4 金

北日本

2019/10/4 金

富山

2019/10/4 金

富山

2019/10/4 金

富山

2019/10/4 金

富山

2019/10/4 金

富山

2019/10/4 金

パークゴルフ 上市リバーサイド倶楽部月例会
23 予約制の陽南線始動 上市町営バスが再編実証運行
23

山の暮らし旅の暮らし 一刻を争う救助活動 富山県警山岳警備隊
13 市場リポート 上市の里芋始まる
30 上市善銀に5万円預託 北陸労金滑川支店
36 医療保険料返還で誤り 上市町は後期高齢者医療保険料の返還処理で誤りが1件
別刷Ｐ
2、Ｐ5 友情胸に目指せ栄光
北日本新聞金鷲旗争奪 県中学駅伝あす号砲
17 今はこれ 富山湾でフクラギ 野菜は上市町から特産サトイモの入荷
21 映画上映会の益金 上市町善意銀に寄付 北陸労金
21 立山寺のトガ並木を歩く 上市・4小の1年生 上市町の小学1年生ふるさと学習
21 特産サトイモ 1200キロ出荷 上市、大きく育つ 「上市特産つるぎさといも」
26 上市町が保険料還付処理にミス
12

ｍｅｅｔｓ
旬を召し上がれ

市場から

土曜日

北日本

2019/10/5 土

22

北日本

2019/10/5 土

22

北日本

2019/10/5 土

26

北日本

2019/10/5 土

29

北日本

2019/10/5 土

33

北日本

2019/10/5 土

33

北日本

2019/10/5 土

33

富山

2019/10/5 土

27

富山

2019/10/5 土

32

６日

コーナー

金曜日

北日本

５日

見 出 し ・ 記 事 概 要

サッカー ＪＦＡ全日本Ｕ－12選手権県大会兼ＫＮＢ杯県学童大会
社会人野球 金獅子旗争奪県大会
白テーマの陶磁器ずらり 市陶芸館 野村瑞穂さん（上市町）ら県ゆかりの作家
読者写真コンクール 「夏休み」上市町相ノ木 高木 幹生
病院名公表「住民」は不安 地方側が厚労省批判 再編判断巡り協議 かみいち総合病院
北ア唐松岳 唐松沢雪渓 国内7カ所目 氷河確認 富山県内で池ノ谷雪渓（剱岳）など
酒気帯び運転疑いで男逮捕 上市町久金の国道8号
東仙、不破、原田 玉峰さんが金賞 上市・舟橋防火ポスター 県東部消防組合上市消防署
トラック酒気帯び疑い逮捕 上市町久金の国道8号で

日曜日

北日本

2019/10/6 日

北日本

2019/10/6 日

病院の再編統合 地域の実情 考慮が必要 かみいち総合病院
10 カヌー 寺垣準優勝 いきいき茨城ゆめ国体 カヌー
3

社説

令和元年（2019）10月 上市町関係新聞記事 （北日本新聞・富山新聞）
掲載紙 掲載日 曜日 頁

見 出 し ・ 記 事 概 要

北日本

2019/10/6 日 12-13 北日本新聞金鷲旗争奪

北日本

2019/10/6 日

13

北日本

2019/10/6 日

18

北日本

2019/10/6 日

18

北日本

2019/10/6 日

18

富山

2019/10/6 日

14

富山

2019/10/6 日

20

富山

2019/10/6 日

20

７日

コーナー

県中学駅伝
軟式野球 第42回東日本2部県大会
伝統の獅子舞 勇壮に披露 フォトロゲ前夜祭 「フォトロゲイニング上市まちのわ」
みこし担ぐ火渡り復活 稗田神社 男衆勢い良く駆け抜け 上市町稗田神社の秋季祭礼
天位に四宮さん（富山） 県俳句連盟秋季大会 入賞者
いきいき茨城ゆめ国体 カヌー
神輿担ぎ火渡り 上市・稗田神社 46年ぶりに復活
フォトロゲ成功へ気勢 上市 前夜祭で歌や獅子舞 第5回フォトロゲイニング・上市まちのわ2019

月曜日

北日本

2019/10/7 月

4

北日本

2019/10/7 月

12

北日本

2019/10/7 月

12

北日本

2019/10/7 月

19

北日本

2019/10/7 月

19

北日本

2019/10/7 月

19

北日本

2019/10/7 月

19

北日本

2019/10/7 月

19

北日本

2019/10/7 月

20

北日本

2019/10/7 月

23

富山

2019/10/7 月

12

富山

2019/10/7 月

18

富山

2019/10/7 月

20

ニ重ブレーキ設置45％ 自治体庁舎エレベーター 県内は44％ 上市含む7市町村
カヌー寺垣3位 いきいき茨城ゆめ国体 カヌー
軟式野球 第42回東日本2部県大会
名所・穴場巡りパチリ フォトロゲイニングに452人 「第5回フォトロゲイニング上市まちのわ2019」
大賞に大門さん（上市） 福光めでたコンクール 民謡の第47回福光めでたコンクール
県交通指導員発足60年祝う 連絡協30年も 上市区域交通指導員
本社杯争奪上婦負少年野球 上市中央が初優勝 第13回北日本新聞社杯争奪
上婦負少年野球ジュニアリーグ戦（小学4年生以下）
プロ棋士への最終関門 上市町出身の千葉涼子女流四段
とやまニュースのツボ
剱沢で78歳男性転落
いきいき茨城ゆめ国体 カヌー
上市の名所巡り撮影 フォトロゲイニング 135チーム競う
剱岳で転倒、顔に軽傷 剱岳の剱沢平蔵谷出合付近 県警山岳救助隊が救助
県議資産 平均2066万円 県議資産報告

８日

火曜日

北日本

2019/10/8 火

6

富山

2019/10/8 火

20 「三太」人気上昇中 上市 きぎょうのゆるキャラ 県獣カモシカをリアルに ネット通信販売会社ライブリード（上市町正印）

９日

水曜日

令和元年（2019）10月 上市町関係新聞記事 （北日本新聞・富山新聞）
掲載紙 掲載日 曜日 頁
北日本

2019/10/9 水

1

北日本

2019/10/9 水

11

北日本

2019/10/9 水

13

北日本

2019/10/9 水

19

北日本

2019/10/9 水

25

北日本

2019/10/9 水

27

富山

2019/10/9 水

27

１０日

見 出 し ・ 記 事 概 要

柿の実撤去 出没防げ 対処法 間宮寿頼さん 上市町2016年のけが
県俳句連盟 秋季俳句大会
卓球 県高校秋季選手権新川地区予選会
パークゴルフ 上市町協会月例会
女子高校生はねられ重体 上市町三日市の県道
上市町 痕跡 堤谷 6日
上市町 堤谷 折れたカキの木

実践③ クマから身を守れ

クマ出没情報
クマ出没情報

木曜日
水橋地区ほ場整備求める 中川行孝上市町長らが要望
立山・上市・舟橋の給食に新米贈る JAアルプス
防火ポスター 4点が金賞 上市・舟橋 小中学生入賞作
年賀はがき搬入 富山南郵便局 来月1日から販売
JFCアウォード最優秀賞 富山県ロケーションオフィス 「散り椿」上市町などでロケ
下ノ廊下で女性救助 県警山岳警備隊とビバーク
上市町 目撃 堤谷9日 痕跡 稗田9日
剱岳で男性不明 県警山岳警備隊と県消防防災ヘリが捜す
水橋地区農地再編 整備21年度着工を 富山市長ら農水省要請 中川行孝上井町長参加
小中学校給食に コシヒカリ寄贈 JAアルプス（上市町） 立山、上市町と舟橋村に
女性の起業塾開講 上市町の「7期かみいち女性のためのプチ起業塾」
黒部川下ノ廊下で女性救助 県警山岳警備隊員が合流
北アルプスで女性重傷 黒部源流付近の登山道 富山県警山岳警備隊に救助要請
上市で女子高生はねられ重傷 上市町三日市の県道

北日本 2019/10/10 木

5

北日本 2019/10/10 木

24

北日本 2019/10/10 木

26

北日本 2019/10/10 木

27

北日本 2019/10/10 木

29

北日本 2019/10/10 木

31

北日本 2019/10/10 木

32

北日本 2019/10/10 木

32

富山

2019/10/10 木

2

富山

2019/10/10 木

24

富山

2019/10/10 木

24

富山

2019/10/10 木

28

富山

2019/10/10 木

28

富山

2019/10/10 木

28

富山

2019/10/10 木

30 他人のカードで買い物疑い逮捕 富山北署 5月29日上市町のコンビニエンスストアでクレジットカードを使う

富山

2019/10/10 木

30

富山

2019/10/10 木

１１日

コーナー

金曜日

上市町 稗田 ふん、足跡 堤谷 成獣1頭目撃
31 剱岳で男性不明 県警山岳警備隊捜索

クマ出没情報

クマ出没情報

令和元年（2019）10月 上市町関係新聞記事 （北日本新聞・富山新聞）
掲載紙 掲載日 曜日 頁
北日本 2019/10/11 金

5

北日本 2019/10/11 金

13

見 出 し ・ 記 事 概 要
県の地域医療構想 病床削減 容易に進まず 再編必要 県内5病院

県内公立・公的病院と厚労省の分析結果

北日本 2019/10/11 金

市場リポート 長野の白菜 最盛期 里芋は南砺産と上市産
19 北信越高校野球 代表校の横顔 3 星稜 主将4番内山けん引 主砲の内山（上市町出身）

北日本 2019/10/11 金

22 笠取の滝 眺め すっきり 落差36ﾒｰﾄﾙ 上市 釈泉寺山中 白萩西部 自治振興会 遊歩道・看板を整備

北日本 2019/10/11 金

22 歴史的建物と芸術コラボ 13日から酒蔵アート 作家18人出展 ガラス 米山佳菜子（上市町出身 秋田市）

北日本 2019/10/11 金

25

北日本 2019/10/11 金

31

富山

2019/10/11 金

17

富山

2019/10/11 金

19

富山

2019/10/11 金

25

１２日

テスト・実技で競う 高齢者自転車県大会 敢闘賞
黒部峡谷 登山道 東谷吊橋付近 71歳女性（埼玉）転落死 県警山岳警備隊にに救助要請
富山でアオリイカ 上市特産のサトイモ
遊歩道完成、記念植樹 上市・笠取の滝、新名所願い 上市町釈泉寺
71歳女性が転落死 黒部峡谷 県警山岳警備隊に救助

旬を召し上がれ

市場から

土曜日

北日本 2019/10/12 土

叙位叙勲 従五位瑞宝小綬章 元上市高校長 高森弘氏
17 社会人野球 第5回JABA北信越クラブカップ大会
22 碓井さん（洋画）ら大賞 市美術展きょう開幕 写真

北日本 2019/10/12 土

26 第33回危険業務従事者叙勲 県内26人 安全なくらしへ尽力 瑞宝双光章 元警視 林雅治さん 上市町正印

富山

2019/10/12 土

23

富山

2019/10/12 土

碓井さんら4人大賞 滑川市美術展、きょう開幕 市展奨励賞
24 危険業務従事者叙勲 瑞宝双光章 警察功労 林雅治さん 上市町正印

富山

2019/10/12 土

26 県勢 センバツへ闘志 金沢で開会式 北信越高校野球 内山主将が宣誓 内山壮真主将（上市町出身）

富山

2019/10/12 土

26

叙位叙勲 従五位瑞宝小綬章 元上市高校長 高森弘氏

北日本 2019/10/13 日

3

北日本 2019/10/13 日

21

北日本 2019/10/13 日

24

北日本 2019/10/13 日

25

北日本 2019/10/13 日

30

富山

14

2、滑川市 貯金 条例設け積み立て
「スポーツの楽しみ」 上市町 女性
町の元教職員 8部門に40点 旧友会作品展 上市町教職員旧友会
パークゴルフ 第10回JAアルプス組合長杯
県内11市町村に避難所 上市では自主避難
太鼓演奏楽しむ 上市・四ツ葉園祭

北日本 2019/10/12 土
北日本 2019/10/12 土

１３日

コーナー

2

日曜日

2019/10/13 日

自治体チェック
みんなのVOICE

令和元年（2019）10月 上市町関係新聞記事 （北日本新聞・富山新聞）
掲載紙 掲載日 曜日 頁
富山

2019/10/13 日

１４日

15

見 出 し ・ 記 事 概 要

コーナー

水害想定し防災訓練 上市・大永田 台風接近で緊張感

月曜日

県勢出場3校 初戦敗退 北信越高校野球 星稜主将内山（上市町出身）2安打1打点
北日本 2019/10/14 月 23 パークゴルフ 上市町協会杯
富山
2019/10/14 月 25 県勢3校 初戦で敗退 北信越高校野球 星稜内山2安打 内山壮真主将（上市町出身）
１５日 火曜日
新聞休刊日
１６日 水曜日
北日本 2019/10/16 水
5 遼寧省関係者と交流 日中友好県地方議連 訪中団
北日本 2019/10/16 水 26 故平田さんに特別功労 県芸文協 表彰者44人発表
北日本 2019/10/16 水 26 独唱や合唱 伸びやかに 「大地の会」コンサート 上市町の声楽家内山太一さんが主宰
北日本 2019/10/16 水 35 剱岳の不明男性見つからず 通常の山岳警備活動で捜索
北日本 2019/10/16 水 36 クマ出没情報23件 県内5市町村 上市町女川の陽南環状交差点付近で成獣1頭目撃
富山
2019/10/16 水 31 特別功労に平田氏 県文芸、2日に表彰式 県芸術文化協会
富山
2019/10/16 水 31 星稜4強入り 第141回北信越高校野球大会第2、3日 上市出身の内山壮真が主将の星稜
富山
2019/10/16 水 32 剱岳の不明男性捜索打ち切り 通常の山岳警備活動での捜索
富山
2019/10/16 水 32 上市町女川 目撃
１７日 木曜日
北日本 2019/10/17 木 16 テニス 県中学校選抜体育大会 女子
北日本 2019/10/17 木 31 台風被害確認中に転落か 上市町横法音寺 花島孝さん
北日本 2019/10/17 木 31 水道管工事の作業員重傷 上市町下経田の県道で
北日本 2019/10/17 木 32 上市中近くで目撃 上市町稗田の中学校近くで生徒が目撃 痕跡 上市町丸山
富山
2019/10/17 木
5 知的障害者が働く 施設の製品を販売 生命保険協富山 ワークハウス剱（上市町）
富山
2019/10/17 木 28 屋根から転落、男性重傷 上市町横法音寺 花島孝さん
富山
2019/10/17 木 30 上市町丸山 ふん 稗田 目撃
１８日 金曜日
北日本 2019/10/18 金 12 富山データ探偵団 図書館の蔵書・貸出
北日本 2019/10/14 月

15

クマ出没情報

事件・事故
クマ出没情報

クマ出没情報

つなぐ

令和元年（2019）10月 上市町関係新聞記事 （北日本新聞・富山新聞）
掲載紙 掲載日 曜日 頁
北日本 2019/10/18 金

24

北日本 2019/10/18 金

27

北日本 2019/10/18 金

33

北日本 2019/10/18 金

35

富山

2019/10/18 金

28

富山

2019/10/18 金

29

１９日

見 出 し ・ 記 事 概 要

ピアノに合わせ読経 満徳寺で報恩講 法話や落語も 米田妃登美（上市町）ピアノ演奏
パークゴルフ 立山町愛好会ペア大会
バイクの75歳女性重傷 富山中部広域農道で上市町湯崎野 石田くに子さん
上市町堤谷 目撃
ミニバイクの女性重傷 上市町湯崎野 石田くに子さん
上市町堤谷 目撃

北日本 2019/10/19 土

上市高100周年 飛躍誓う 在校生ら800人祝福
24 洋画教室受講生の自信作 「美欽会」の作品展 堀田佳子さん（上市）の作品

北日本 2019/10/19 土

25 県立高推薦1245人募集 20年度入試 再編校の学科 統合先へ 2020年度の県立高校推薦入試募集人員

北日本 2019/10/19 土

32

クマ出没情報

22

富山

2019/10/19 土

上市町柿沢 目撃
32 砺波で豚コレラ 感染イノシシ 県内計21頭 立山、上市、小矢部で捕獲した7頭陰性
25 母校の歴史 舞台で描く 上市高100周年式典・公演

富山

2019/10/19 土

26 統合で27校63学科に 募集人員は1245人 県立高入試推薦枠

富山

2019/10/19 土

33

上市町柿沢 目撃

北日本 2019/10/20 日

28

最新のガス機器紹介 エネフェスタ2019 県内4会場 パル（上市）で同時開催

北日本 2019/10/20 日

28 医師らの絵画や写真並ぶ 県保険医協会の第40回保険医作品展＆ファミリー展 加藤歯科医院（上市町）

北日本 2019/10/19 土

クマ出没情報

2020年度県立高校全日制の課程推薦入学者選抜実施概要

クマ出没情報

日曜日

富山

上市町北島 目撃・痕跡
2019/10/20 日 7～10 第19回富山あいの風リレーマラソン 参加チーム

富山

2019/10/20 日

24 未来描く児童の110点 第28回県未来の科学の夢絵画展 富山で絵画展 知事賞に森井さん（上市町陽南小）

富山

2019/10/20 日

28

上市町北島 目撃

北日本 2019/10/21 月

13

文芸同人誌「渤海」が終刊 上市町出身の文芸評論家、田中和生法政大教授説明

北日本 2019/10/21 月

15 星稜センバツ確実 主将内山2安打1打点 北信越高校野球 準決勝

北日本 2019/10/21 月

23 自転車で新川地域快走 サイクリングイベント「チャレンジライドにいかわ2019」上市含む各市町を力走

北日本 2019/10/20 日

２１日

クマ出没情報

土曜日

北日本 2019/10/19 土

２０日

コーナー

クマ出没情報

34

クマ出没情報

月曜日
勝った瞬間ほっとした 星稜主将の内山（上市町出身）

令和元年（2019）10月 上市町関係新聞記事 （北日本新聞・富山新聞）
掲載紙 掲載日 曜日 頁

見 出 し ・ 記 事 概 要

富山

下ノ廊下 男性2人死亡 黒部峡谷 滑落相次ぐ 県警山岳警備隊が発見
2019/10/21 月 17 一般混合は上市署V 第44回上市町少年駅伝競走大会・第47回上市町駅伝競走大会
2019/10/21 月 18-19 富山あいの風リレーマラソン 成績

富山

2019/10/21 月

20 航空石川と星稜で決勝 星稜・内山2安打1打点 第141回北信越高校野球大会第4日 星稜4番内山壮真主将（上市町出身）

富山

2019/10/21 月

22 富山あいの風リレーマラソン いたち川ランニングクラブ 「ミスターあいの風」冨樫豊さん上市町若杉

北日本 2019/10/21 月
富山

２２日

30

火曜日
厚労省 病院再編意見交換会 名前公表 反発相次ぐ 県内病院関係者も訴え かみいち総合（上市町）

北日本 2019/10/22 火

4

北日本 2019/10/22 火

17 星稜圧勝 4季連続V 北信越高校野球 決勝 内山満塁弾「狙っていた」 上市町出身の内山が主将を務める星稜

北日本 2019/10/22 火

21

北日本 2019/10/22 火

29

富山

2019/10/22 火

22

富山

2019/10/22 火

26

富山

2019/10/22 火

29

２３日

20

北日本 2019/10/23 水

24

富山

2019/10/23 水

18

富山

2019/10/23 水

19

富山

2019/10/23 水

21

富山

2019/10/23 水

22

北日本 2019/10/24 木
2019/10/24 木

２５日

極楽寺式土器 県埋蔵文化財センター 砲弾形で文様多彩 上市町の極楽寺遺跡
ハローキティのなるほど図鑑
上市町砂林開 目撃・痕跡
クマ出没情報
ワークショップや展示販売でPR 上市・市姫東雲会 上市町などの女性企業家が集う「市姫東雲会」
上市美術会「書」作品展 北陸銀行上市支店
ロビー展
舟橋で3町村合同消防訓練 県消防協会中新川地区合同秋季訓練 上市、立山、舟橋の消防団員
上市町砂林開 目撃
クマ出没情報

木曜日

北日本 2019/10/24 木

富山

パークゴルフ 中新川地区地域安全交流大会
下ノ廊下 連日転落死 黒部峡谷 県警山岳安全課
上市駅や周辺きれいに 上市高の秋のさわやか運動
内山満塁弾 星稜V 北信越高校野球 航空石川に19-1 星稜主将4番・内山壮真（上市町出身）
下ノ廊下で女性死亡 黒部峡谷 滑落続発 今月5人目 県警山岳安全課

水曜日

北日本 2019/10/23 水

２４日

コーナー

茂ると大変！ 駆除に奔走 外来植物セイタカアワダチソウ 上市の稲葉さん 耕作放棄防ぐ
33 79歳男性はねられ死亡 富山 上市町正印新、樋口正典さん
記事なし
25

金曜日

北日本 2019/10/25 金

13

市場リポート 野菜 上市や滑川、立山の里芋 サイズが小さいもの

旬を召し上がれ

134

令和元年（2019）10月 上市町関係新聞記事 （北日本新聞・富山新聞）
掲載紙 掲載日 曜日 頁
北日本 2019/10/25 金
北日本 2019/10/25 金
富山

2019/10/25 金

２６日

北日本 2019/10/26 土
北日本 2019/10/26 土
北日本 2019/10/26 土
富山

2019/10/26 土

富山

2019/10/26 土

自民系会派が分裂 上市町議会 背景に議長選
23 卓球 富山市選手権ラージボールの部 上市卓友会
28 イノシシ肉 脂のり軟らか 新しい食べ方「じゃーぶじゃぶ」 上市「剱茶屋」が考案
31 日本教育公務員弘済会富山支部教育振興奨励助成 課題研究奨励
16-17 富山夏の読書感想文・感想画コンクール 感想文
36 立山56ミリ、八尾52ミリ 24時間雨量 上市町50.5ミリ
5

日曜日

北日本 2019/10/27 日

13

北日本 2019/10/27 日

22

北日本 2019/10/27 日

23

北日本 2019/10/27 日

29

富山

2019/10/27 日

22

富山

2019/10/27 日

23

富山

2019/10/27 日

26

富山

2019/10/27 日

27

２８日

組手・形とも高岡第一制す 空手 県高校新人大会 男子 女子
切り花や鉢花 多彩な39点 県花き品評会 金賞 北陸農政局長賞 山本秀作さん（上市）
パークゴルフ いい夫婦ペア大会
伐採の木当たり重傷 上市町西種 道田武男さん
花き品評会も開催 金賞 山本秀作（上市町）
ベスト16決まる 第72回高校バスケットボール選手権県予選第1日 男子、女子
自民系会派分裂 上市町議会
スギ伐採中に重傷 上市町西種 道田武男さん

月曜日

北日本文芸 歌壇 柳壇
北日本 2019/10/28 月 11-22 富山マラソン2019 完走者の記録
北日本 2019/10/28 月

8

北日本 2019/10/28 月

34 ゲームで交流 福祉ふれあいフェス 福祉ふれあいフェスティバル 上市町保健福祉総合センターにて

富山

18

訓練で防災意識高め 上市・白萩西部 上市・音杉

6

ニッチ分野で製品開発 県内医薬品メーカー強化 独自技術 大手と差別化 池田模範堂（上市町神田）

2019/10/28 月

２９日

火曜日

北日本 2019/10/29 火

コーナー

野萩の会代表 黒崎 博さん（上市町・79歳）
きょうもにっこり
28 Nｅｔ3のテレビ・ネット事業 譲渡の意向 企業募集へ 滑川市と立山、上市で構成する一部事務組合
29 富山で79歳男性 はねられ死亡 過失運転容疑で男逮捕 上市町正印新 樋口正典さん
27

土曜日

北日本 2019/10/26 土

２７日

見 出 し ・ 記 事 概 要

令和元年（2019）10月 上市町関係新聞記事 （北日本新聞・富山新聞）
掲載紙 掲載日 曜日 頁
北日本 2019/10/29 火
北日本 2019/10/29 火
北日本 2019/10/29 火
富山

2019/10/29 火

３０日

コーナー

茗荷谷の歴史・自然満喫 上市ライオンズクラブ開催21回目
23 人権擁護委員 澁谷・松本さん 法務大臣表彰 松本武雄さん（上市町）
23 バドミントン ダブルスで熱戦 海王丸杯シニアオープン
25 第44回新川地区少年剣道大会 団体 個人
20

水曜日

北日本 2019/10/30 水
北日本 2019/10/30 水
北日本 2019/10/30 水
北日本 2019/10/30 水
北日本 2019/10/30 水
北日本 2019/10/30 水
北日本 2019/10/30 水
北日本 2019/10/30 水
富山

2019/10/30 水

富山

2019/10/30 水

富山

2019/10/30 水

富山

2019/10/30 水

富山

2019/10/30 水

富山

2019/10/30 水

３１日

見 出 し ・ 記 事 概 要

バスケットボール 県高校総体 男子 女子
18-19 第54回日本北陸書道院展
22 16人の功労たたえる 上市町本年度の表彰
24 菊石など自然観察 上市町自然から学ぶ会
25 パークゴルフ 上市リバーサイド倶楽部秋季杯
29 日本のアニメ聖地20年版 「潮風ギャラりー」「上市」「南砺」
33 工場で指切り重傷 上市町森尻 松枝遼平さん
35 深夜捜索 戸惑う同僚 官製談合 県内で発生した主な談合事件
3 県内のサイクリング紹介 訪日客向けサイトで 5ルート 「上市町での山々と寺巡り」など
21 上市町は16人 来月1日表彰
21 第16回中新川地区地域安全交流パークゴルフ大会
21 議会日程 上市町
24 射水の工場で男性重傷 松枝遼平さん（上市町森尻）
16

26 南砺・上市などアニメ聖地に アニメツーリズム協会「訪れてみたい日本のアニメ聖地88（2020年版）」

木曜日

北日本 2019/10/31 木

5

連携事業の進み具合報告 富山 広域中枢都市圏 富山、滑川、上市、立山、舟橋の「富山広域連携中枢都市圏」

北日本 2019/10/31 木

22

北日本 2019/10/31 木

24

北日本 2019/10/31 木

27

北日本 2019/10/31 木

27

北日本 2019/10/31 木

28

剣道 新川地区少年大会 団体女子
進路選択参考に 町内の職場見学 上市高1年生
緑化推進に貢献 25個人8団体表彰 花と緑の大会 上市中学校
高齢者叙勲10月の受章者 元上市町議会議長 中川武夫さん
県功労に37人14団体 世界バド銀 保木・小林さんら あす表彰式 個人

議会日程

令和元年（2019）10月 上市町関係新聞記事 （北日本新聞・富山新聞）
掲載紙 掲載日 曜日 頁

見 出 し ・ 記 事 概 要

富山

2019/10/31 木

緑化・育樹運動ポスター 最優秀賞 高橋さん とやま緑化推進機構
33 クレジットカード盗んだ疑い 上市町内のコンビニで他人名義のクレジットカードを使う
2 県功労表彰 37人14団体が受賞 あす県庁で式典

富山

2019/10/31 木

2

富山

2019/10/31 木

22

富山

2019/10/31 木

富山

2019/10/31 木

北日本 2019/10/31 木
北日本 2019/10/31 木

28

5市町村連携事業 11項目で目標達成 富山広域都市圏

上市含む富山広域連携中枢都市圏ビジョン懇談会

「敬意持ち笑顔で」 介護の心構え学ぶ 上市高生が職場体験
24 25個人8団体たたえ 富山で花と緑の大会 第47回花と緑の大会 団体上市中
29 富山市官製談合 随時契約 上市町も一部工事は事前公表

コーナー

