令和2年（2020） 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

１日

2020/10/1 木

北日本

2020/10/1 木

北日本

2020/10/1 木

富山

2020/10/1 木

富山

2020/10/1 木

富山

2020/10/1 木

富山

2020/10/1 木

コーナー

1
7
8
1
2
5
33

県内 ほ場整備「水橋地区」着工 富山市が7割強、上市町の2割強
19年度実質公債費比率 7市町村が悪化 県内の2019年度の実質公債費比率
私募債発行 腰山工業（上市町下経田）
水橋の農地再編に着手 来年度、総事業費260億円 富山市、滑川市、上市町にまたがる612㌶
上市 2年連続で最高に 県内の市町村の実質公債費比率
富山銀は腰山工業の私募債 腰山工業（上市町）
危険な空き家解体代執行増 県内自治体 費用立て替え「最終手段」 上市が3件

26
27
32
33
18
21
25
25

「上市メシ」楽しんで 商工会青年部がスタンプラリー
サトイモ「大和」猛暑で豊作 初選別と目ぞろい会 ＪＡアルプス上市
剱岳で男性不明 県警山岳警備隊が捜索予定
目撃 上市町大岩
特産サトイモ初出荷大きさ、形も良く 上市の主力品種「大和」
下着盗んだ疑い男逮捕 上市町若杉のの会社員
国有林ブナ初の大凶作 県内、クマ平野部出没の恐れ 上市町大岩などで目撃
剱岳入山の男性不明 山口の65歳 山小屋に姿見せず 富山県警山岳警備隊が捜索

19
25
32
33
1
27
27

県勢2チーム準決勝進出 都市対抗野球北信越予選 ロキテクノ富山（上市）
環境配慮した消費考える 県消費者大会 表彰 細川幸子（上市町消費者グループ）
住宅近く出没 クマ1頭駆除 上市町湯崎野
剱岳で不明の男性 山岳警備隊が救助
秋晴れダリア見頃 最低気温、上市11度
富山勢、快勝発信 第91回都市対抗野球北信越地区2次予選第1日 ロキテクノ富山（上市）
エシカル消費に理解 富山で県消費者大会 表彰 細川幸子さん（上市町）

金曜日

北日本

2020/10/2 金

北日本

2020/10/2 金

北日本

2020/10/2 金

北日本

2020/10/2 金

富山

2020/10/2 金

富山

2020/10/2 金

富山

2020/10/2 金

富山

2020/10/2 金

３日

見 出 し ・ 記 事 概 要

木曜日

北日本

２日

頁

土曜日

北日本

2020/10/3 土

北日本

2020/10/3 土

北日本

2020/10/3 土

北日本

2020/10/3 土

富山

2020/10/3 土

富山

2020/10/3 土

富山

2020/10/3 土

クマ出没情報
事件・事故

令和2年（2020） 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
富山

2020/10/3 土

富山

2020/10/3 土

４日

2020/10/4 日

北日本

2020/10/4 日

北日本

2020/10/4 日

北日本

2020/10/4 日

富山

2020/10/4 日

富山

2020/10/4 日
2020/10/5 月

北日本

2020/10/5 月

北日本

2020/10/5 月

富山

2020/10/5 月

富山

2020/10/5 月

富山

2020/10/5 月

富山

2020/10/5 月

富山

2020/10/5 月
2020/10/6 火

北日本

2020/10/6 火

富山

2020/10/6 火

富山

2020/10/6 火

北日本

11
12
18
18
17
19

伏木海陸が決勝へ 都市対抗野球北信越予選 ロキテクノ富山（上市）敗退
古布で作った服やバッグ 「古布の魅力」展上市町大岩の旅館だんごや
パークゴルフ 上市町協会サンプレア杯
パークゴルフ 上市リバーサイド倶楽部月例会
女性の起業塾開講 上市町の「かみいち女性のためのプチ起業塾8期」
伏木海陸が決勝進出 第91回都市対抗野球北信越地区2次予選第2日 ロキテクノは敗退（上市）

1
14
25
14
16
17
21
21

上市町が名付けた「おおかみこどもプロジェクト」 地方創生の総合戦略の名称
古里の地形を探検 自然の特徴学ぶ 滑川 上市川や早月川の河口を巡る
剱岳に男性遺体 身元不明
災害時の手順を確認 上市・白萩南部公民館の防災訓練
安全登山を呼び掛け 県警山岳警備隊 黒部峡谷下ノ廊下
第48回 新川地区中学校 新人陸上競技大会 男子・女子
剱岳で男性遺体 不明者の捜索中発見
上市町白萩南部公民館近くで キンキマメザクラが開花

16
27
22
27

防火ポスター金賞に4人 上市・舟橋小中学生入賞作
死後半年から1年 剱岳の男性遺体
第15回中学校テニス連盟1年生大会 男子・女子
剱岳で発見の遺体 死因は外傷性血気胸 死後半年から1年

1

冷え込む朝 上市町東種で10.3度

火曜日

北日本

７日

コーナー

月曜日

北日本

６日

31
31

見 出 し ・ 記 事 概 要
剱岳の不明男性救助 県警山岳警備隊員ら 道迷い2晩野宿
県内6市町でクマ 目撃や痕跡 上市で1頭駆除 上市町湯崎野

日曜日

北日本

５日

頁

水曜日

2020/10/7 水

天地人

ほたるいか

令和2年（2020） 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
北日本

2020/10/7 水

北日本

2020/10/7 水

北日本

2020/10/7 水

富山

2020/10/7 水

富山

2020/10/7 水

８日

2020/10/8 木

北日本

2020/10/8 木

富山

2020/10/8 木

富山

2020/10/8 木
2020/10/9 金

北日本

2020/10/9 金

北日本

2020/10/9 金

富山

2020/10/9 金

富山

2020/10/9 金

富山

2020/10/9 金

25
25
25
3
20
22

ボランティア県功労者表彰 個人
強盗想定し訓練 富山信用金庫上市営業部
8ＬＣが一斉清掃 ライオンズクラブ 滑川、魚津、黒部、上市、立山、滑川有恒、入善、八尾婦中
新田氏 午後上市町 石井氏 午後上市町
きょうの陣営

紙風船

スーパー農道で一斉清掃活動 黒部など8ＬＣ 滑川、魚津、黒部、上市、立山、滑川有恒、入善、八尾婦中

地域福祉に貢献の個人、団体企業表彰 元気ボランティアフェス ボランティア県知事表彰 個人

土曜日

北日本 2020/10/10 土
北日本 2020/10/10 土
北日本 2020/10/10 土
北日本 2020/10/10 土
北日本 2020/10/10 土
北日本 2020/10/10 土
富山

県内選挙人名簿 登録者88万7261人 知事選の選挙人名簿登録者数
卓球 県高校総体秋季選手権大会新川地区予選会 団体
選挙人名簿登録者数 88万7千人に減少 10月7日現在の選挙人名簿登録者数
通勤時間の無駄 上市町に「サテライトオフィス」

ニュースファイル

金曜日

北日本

１０日

5
13
2
21

コーナー

木曜日

北日本

９日

5
19
25
3
23

見 出 し ・ 記 事 概 要
「ハチ公」発言 波紋拡大 9市町長「違和感」 森市長 ブログで釈明 中川行孝上市町長
パークゴルフ 上市町協会月例会
氷見でイノシシ1頭が豚熱 上市含む7市1町の計22は陰性
「ハチ公発言」場外戦過熱 高岡市長ら9人「違和感」 中川行孝上市町長
小中学防火ポスター金賞など入賞決まる 上市消防署

頁

2020/10/10 土

1
6
24
27
28
35
3

初日4190人 前回比3.5倍 知事選 期日前投票始まる 知事選の期日前投票の状況
上市にドラッグコスモス 2021年5月新設予定
日本画大賞 榊原さん 第67回滑川市美術展 榊原智美さん（上市町）
バドミントン 第1回Bigwaveオープン中学生大会 男子・女子
第35回 危険業務従事者叙勲 瑞宝双光章 山崎義道さん（横法音寺） 瑞宝単光章 水林久一さん（森尻）

遺体は東京の会社員 剱岳 昨年末に滑落
早めに1票 有権者も熱 期日前投票スタート 知事選期日前投票者数

富山けいざい短信

令和2年（2020） 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
富山

2020/10/10 土

富山

2020/10/10 土

富山

2020/10/10 土

富山

2020/10/10 土

１１日

5
28
29
34

見 出 し ・ 記 事 概 要
コスモス薬品が上市店 2021年5月新設予定
滑川市美術展 榊原さんら大賞 第67回滑川市美術展 日本画 榊原智美さん（上市町）

コーナー

危険業務従事者叙勲 瑞宝双光章 山崎義道氏（横法音寺） 瑞宝単光章 水林久一さん（森尻）

剱岳の遺体は東京の会社員 上市署、昨年12月不明

日曜日

北日本 2020/10/11 日
北日本 2020/10/11 日
北日本 2020/10/11 日
富山

頁

2020/10/11 日

3
10
29
29

月曜日
2020/10/12 月
１３日 火曜日

12日 石井候補 午後7時半 広野会館 午後8時カミールホール
軟式野球 第22回ビッグエッグ少年大会 宮川スターズ

知事選 個人演説会

県内自治体のテレワーク 宣言解除で大半が終了 定着へ環境整備の動き 県内自治体のテレワーク活用の状況

12日 川渕候補 午後上市町 石井候補 19：30広野会館 20：00カミールホール

きょう、あすの陣営

１２日

北日本 2020/10/13 火
北日本 2020/10/13 火
北日本 2020/10/13 火
北日本 2020/10/13 火
北日本 2020/10/13 火
北日本 2020/10/13 火
北日本 2020/10/13 火
富山 2020/10/13 火
富山 2020/10/13 火
富山 2020/10/13 火
富山 2020/10/13 火

１４日

新聞休刊日
1
5
16
19
19
22
33
1
16
23
29

石井氏・新田候補 横一線 本紙・ＫＮＢ世論調査 地域別 新川地区（上市含む）は石井候補が優勢 激戦 知事選

15

バドミントン 第1回Bigwaveオープン小学生大会 男子・女子

期日前投票2万人超 前回比3.95倍 コロナも影響 知事選の期日前投票の状況
プロ野球志望届締め切り 内山（星稜高上市出身）提出
県中学校選抜体育大会 テニス 男子・女子
陸上 県ジュニアオリンピック中学校大会 男子・女子
観光地回り パチリ 第6回「フォトロゲイニング上市まちのわ」
目撃 上市町大岩
期日前投票 3.95倍 前回比1万5860人増 3日で2万1243人 知事選期日前投票者数
プロ野球志望届締め切り 県内では内山ら 内山壮真捕手（上市出身）
上市の名所や史跡巡り撮影 フォトロゲイニング 「第6回フォトロゲイニング上市まちのわ2020」
氷見住宅街 またクマ 上市・日石寺駐車場で目撃

水曜日

北日本 2020/10/14 水

クマ出没情報
知事選2020

令和2年（2020） 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 2020/10/14 水

15
15
22
23
25
31
33
20
20
21
25

北日本 2020/10/14 水
北日本 2020/10/14 水
北日本 2020/10/14 水
北日本 2020/10/14 水
北日本 2020/10/14 水
北日本 2020/10/14 水
富山 2020/10/14 水
富山 2020/10/14 水
富山 2020/10/14 水
富山 2020/10/14 水

１５日

コーナー

きょうもにっこり

令和2年度学校保健および学校安全文部科学大臣表彰 学校保健・学校歯科医加藤弘直（上市町立上市中央小学校）

高岡でイノシシ1頭が豚熱 上市含む7市1町で捕獲の26頭は陰性
痕跡 上市町稗田
上市スマートＩＣ 町がポスターでＰＲ
密集避け行進 災害に備え 陸自第14普通科連隊 上市町のあさひの郷公園ではエールを送る

ニュースファイル
クマ出没情報

令和2年度学校保健および学校安全文部科学大臣表彰 学校保健・学校歯科医加藤弘直（上市町立上市中央小学校）

入善でクマ1頭駆除 上市町稗田でふんが見つかった。

木曜日

北日本 2020/10/15 木
北日本 2020/10/15 木
北日本 2020/10/15 木
北日本 2020/10/15 木
北日本 2020/10/15 木
北日本 2020/10/15 木
北日本 2020/10/15 木
北日本 2020/10/15 木
富山 2020/10/15 木
富山 2020/10/15 木
富山 2020/10/15 木
富山 2020/10/15 木

１６日

見 出 し ・ 記 事 概 要
サッカー 全日本 Ｕ-12選手権県大会兼ＫＮＢ杯県学童大会
お詫びとお知らせ 池田模範堂 「ムヒのこどもかぜシロップ」
上市スマートＩＣ ＰＲポスター制作 開通へ機運盛り上げ
上市町商工会青年部長 松井 拓也さん

金曜日

1
15
22
23
23
23
29
30
22
24
28
29

選管最終 午後11時半ごろ 県知事選の開票開始予定時刻と終了予定時刻
激戦 知事選
陸上 県小学生秋季交流大会 女子100メートル4年
絵本いっぱい読んで 上市ＬＣ 町に34冊贈る
県美術館 「富野由悠季の世界」展 来月28日 特別対談 細田守さん（上市町出身）×富野さん
高齢者世帯を対象 カキの木伐採支援 クマ出没相次ぎ 上市町
緑化推進たたえる 花と緑の大会 「第48回花と緑の大会」
北アで男性転落 足首骨折 県山岳警備隊が救助
ニュースファイル
子供用薬を自主回収 池田模範堂（上市町神田） ムヒシロップ775万本
上市出身プロボクサー酒井 復帰戦「楽しみたい」 30日ジム休止、コロナ乗り越え
火山ガス事故想定し訓練 立山・室堂 コロナ対策も確認 県警山岳警備隊員ら
ムヒの子供用薬回収 池田模範堂（上市町） 委託先、一部試験せず
雄山で東京の68歳男性骨折 県警山岳警備隊が背負って下山

令和2年（2020） 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 2020/10/16 金

5
13
22
22
22
25
25
25
3
20
22
22
23
23

北日本 2020/10/16 金
北日本 2020/10/16 金
北日本 2020/10/16 金
北日本 2020/10/16 金
北日本 2020/10/16 金
北日本 2020/10/16 金
北日本 2020/10/16 金
富山 2020/10/16 金
富山 2020/10/16 金
富山 2020/10/16 金
富山 2020/10/16 金
富山 2020/10/16 金
富山 2020/10/16 金

１７日

富山 2020/10/17 土
富山 2020/10/17 土
富山 2020/10/17 土
富山 2020/10/17 土

知事選 きょうの個人演説会

市場レポート

自然栽培食材 給食に 滑川古田さん 市にサツマイモの茎送る 上市町の農家が育てた茎の寄付申し出

先輩の復帰戦応援 上市高ボクシング部 酒井選手へ映像メッセージ
県立高推薦1220人募集 2021年度の県立高校推薦入試募集人員
火山ガス事故想定 救助訓練 立山室堂安全対策連絡協 県警山岳警備隊ら
新田候補 18・45上市町まちなか交流プラザカミール 石井候補 午前上市町
自然栽培の野菜 学校給食に寄贈 滑川・古田さん 上市町の農家仲間が育てた茎を寄付
推薦枠 25人減1220人 2021年度県立高校全日制の課程推薦入学者選抜実施概要
管内の小中学校に冨富冨の新米贈る ＪＡアルプス （上市町）
酒井先輩にエール けが乗り越え30日復帰戦 上市高ボクシング部 横断幕作る
花と緑の大会 33個人5団体たたえ 富山県花と緑の祭典2020

きょうの陣営

32
22
23
26
27

ツキヨタケで家族4人食中毒 上市町の山中で採取したキノコ
第48回上市町民体育祭・軟式野球（少年の部）
剱岳 朝日輝く 立山の水野さん撮影 上市町伊折
毒キノコで家族4人食中毒 県内、14年12月以来 上市町内の山中で採取したキノコ
秋バラ優雅 最低気温 上市町で7.6度

9
11
12

子どもたちのいる明日に ⑩ それでも少人数学級 小児科医上野良樹（上市出身）

日曜日

北日本 2020/10/18 日
富山 2020/10/18 日
富山 2020/10/18 日

１９日

コーナー

土曜日

北日本 2020/10/17 土

１８日

見 出 し ・ 記 事 概 要
新田候補 午後6時45分カミール（上市町西中町）
野菜 上市産里芋始まる
風景画の力作46点 野萩の会作品展 黒崎博さん（上市）
冨富冨の新米給食でどうぞ ＪＡアルプス 3町村に 管内の上市、立山、舟橋

月曜日

日曜 すくすくきょういく

4強出そろう 社会人野球北信越ク杯 第6回ＪＡＢＡ（日本野球連盟）北信越クラブカップ大会 ロキテクノ富山

富山県立山博物館 クイズでめぐろう！ 「錫杖頭」

富山こども新聞

令和2年（2020） 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 2020/10/19 月

20
29
30
31
11
17
21

見 出 し ・ 記 事 概 要
秋の山歩き満喫 茗荷谷山周辺を10キロ 上市ＬＣ
木道で足滑らせ男性骨折 弥陀ヶ原天狗ノ鼻 県警に救助要請
県内全地点で今季最低気温 日中は気温上昇 上市5.7度
朝日で80歳女性滑落 心肺停止 県警山岳警備隊員らが発見
ロキテクノ富山Ｖ 第6回ＪＡＢＡ（日本野球連盟）北信越クラブカップ大会
ハイキング中に転倒、重傷 立山・天狗平 県警山岳警備隊員が搬送
女性が滑落 心肺停止 朝日 入善署山岳警備隊ら発見

5
5
5
19
24
30
31
2
3
22
23
26
27

期日前投票 10万人超 9～18日 前回同時期比3.16倍 知事選の期日前投票の状況
川渕候補 午後7時半上市町西中町 カミール
文科大臣表彰に2氏 前上市町教育委員会委員の廣田眞理子氏
サッカー 全日本 Ｕ-12選手権県大会兼ＫＮＢ杯県学童大会 3回戦
剱岳や磨崖仏 はがきに 上市町観光協会 職員が写真撮影 上市町観光協会
痕跡 上市町砂林開
朝日町で滑落の女性 救助後に死亡確認 県警山岳警備隊らが救助
10日間で10万1182人 知事選の期日前投票 知事選期日前帳票者数
川渕候補 遊説 午後上市町 個人演説会 19.30上市町まちなか交流プラザカミール
わんぱく広場に絵本34冊寄贈 上市ＬＣ 上市ライオンズクラブ
爪痕や足跡 上市町砂林開
内山（上市出身）全球団から調査書 26日、プロ野球ドラフト会議
入善の女性死亡を確認 朝日で登山中滑落 入善署山岳警備隊らが搬送

5
18
21

県厚生部門功労に8人 社会福祉事業等 牧野久美子（上市町）
県道沿いを除草 上市ロータリークラブが横越県道沿いを除草
剣道 新川地区少年大会 団体 男子・女子

北日本 2020/10/19 月
北日本 2020/10/19 月
北日本 2020/10/19 月
富山 2020/10/19 月
富山 2020/10/19 月
富山 2020/10/19 月

２０日

ニュースファイル

事件・事故

火曜日

北日本 2020/10/20 火
北日本 2020/10/20 火
北日本 2020/10/20 火
北日本 2020/10/20 火
北日本 2020/10/20 火
北日本 2020/10/20 火
北日本 2020/10/20 火
富山 2020/10/20 火
富山 2020/10/20 火
富山 2020/10/20 火
富山 2020/10/20 火
富山 2020/10/20 火
富山 2020/10/20 火

２１日

コーナー

水曜日

北日本 2020/10/21 水
北日本 2020/10/21 水
北日本 2020/10/21 水

知事選 きょうの個人演説会

クマ出没情報

きょうの陣営
クマ目撃情報

令和2年（2020） 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 2020/10/21 水

28
2
20

富山 2020/10/21 水
富山 2020/10/21 水

２２日

北日本 2020/10/22 木
北日本 2020/10/22 木
北日本 2020/10/22 木
富山 2020/10/22 木
富山 2020/10/22 木
富山 2020/10/22 木
富山 2020/10/22 木
富山 2020/10/22 木

GoToVote 選挙に行こう

21
22
25
26
24
24
25
25
25

明治期に行者窟 整備 上市大岩日石寺 輪島の信者が寄進 富山市埋文センター元所長藤田さん調査

富山市科学博物館 風景石 千石川（上市町）
ハローキティのなるほど図鑑
下ノ廊下で名古屋の男性滑落 山岳警備隊に救助を要請
ニュースファイル
厚生連滑川 分娩休止 医師高齢 後継確保できず かみいち総合病院（上市町）などに切り替え
13人1団体表彰・顕彰 健康と長寿の祭典 長寿部門
テニス 第15回中テ連ダブルストーナメント 男子、女子
男女78チームが熱戦 県秋季ミニバス 来月14日に開幕 第37回富山県秋季ミニバスケットボール大会兼第40回北信越大会県予選

下ノ廊下で男性負傷 富山県警山岳警備隊に救助を要請
窃盗疑い不起訴 上市町の会社員を不起訴処分

事件・事故
事件・事故

金曜日

北日本 2020/10/23 金
北日本 2020/10/23 金
富山 2020/10/23 金

２４日

コーナー

木曜日

北日本 2020/10/22 木

２３日

見 出 し ・ 記 事 概 要
素早い感染対策を 高橋 晴美さん（上市町自営業）
地方教育行政功労 県内2氏表彰 前上市町教育委員の廣田眞理子氏
黒部や剱岳の壮大な自然捉え 富山で写真展 志水哲也写真展

20
21
2

水野さん最優秀賞 第12回水橋・和合・呉羽の四季フォトコンテスト 優秀賞内山康弘（上市）
最優秀賞に中谷さん 緑化ポスター 優秀賞 優良賞 入選 佳作
8氏1団体たたえる 県表彰と社会参加章 県厚生部門功労表彰式と内閣府社会参加伝達式

6
17
25
25
25
25
31

ロキテクノ北陸事業所ヒエダ製造部 （上市町稗田）
ドラフト会議注目の高校生 星稜の内山（上市出身）指名に期待
文芸誌「弦」の表紙絵50点 平井さん（上市）個展 「野ざらし」
パークゴルフ 上市町協会杯
パークゴルフ 上市リバーサイド倶楽部秋季杯
上市町民体育祭 空手道
身近な病院残して 富山医療体制 競争にさらされ苦悩 かみいち総合病院

土曜日

北日本 2020/10/24 土
北日本 2020/10/24 土
北日本 2020/10/24 土
北日本 2020/10/24 土
北日本 2020/10/24 土
北日本 2020/10/24 土
北日本 2020/10/24 土

現場拝見 52

地域の願い 4

令和2年（2020） 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 2020/10/24 土

17

見 出 し ・ 記 事 概 要
ドラフト高校生の有力選手 内山も上位うかがう 内山壮真 星稜（上市出身）

1
11
26
2
2

期日前投票 20万5499人 知事選の期日前投票の状況
八尾ＪＢＣ6年ぶりＶ 第14回北日本新聞社杯争奪上婦負少年野球大会 準々決勝
当日有権者 88万2675人 知事選の当日有権者数
期日前投票20万2499人 知事選の吉日前投票者数
当日有権者88万2675人 知事選の当日有権者数

2
3
13
21
1
11
12
12
13
13

24年ぶり60％台 全市町村で55％超え 開票区別投票率
新田氏得票率53.5％ 10市町村で現職を上回る 開票区別得票数
4チーム優勝目指す 社会人野球リーグ戦開 ロキテクノ富山
痕跡上 市町砂林開
新知事に新田氏 各候補の市町村別得票

２５日

日曜日

北日本 2020/10/25 日
北日本 2020/10/25 日
北日本 2020/10/25 日
富山 2020/10/25 日
富山 2020/10/25 日

２６日

知事選2020
知事選2020

月曜日

北日本 2020/10/26 月
北日本 2020/10/26 月
北日本 2020/10/26 月
北日本 2020/10/26 月
富山 2020/10/26 月
富山 2020/10/26 月
富山 2020/10/26 月
富山 2020/10/26 月
富山 2020/10/26 月
富山 2020/10/26 月

２７日

コーナー

故郷高岡で師匠と共演 「椿正範・小町将太郎津軽三味線 師弟競演」 上市町出身民謡歌手寺崎美幸さん出演

伏木海陸など1勝 第110回県社会人野球リーグ戦第1日 ロキテクノ富山
13種目で腕前競う 第11回県武術太極拳競技大会最終日 規定 自選 団体
畑でショウガ盗んだ疑い 上市町大岩の畑
柿の実を食べた跡 上市町砂林開

火曜日

北日本 2020/10/27 火
北日本 2020/10/27 火
北日本 2020/10/27 火
北日本 2020/10/27 火
北日本 2020/10/27 火
北日本 2020/10/27 火

1
5
5
17
18
18

クマ出没情報

ドラフト 内山（星稜高上市出身） ヤクルト3位
「ワンチームで県発展」 新田氏初当選 期待と懸案交錯 県内首長の受け止め
投票分析 富山・高岡 都市部で大差 新田氏無党派取り込み 地区別の投票数
伏木海陸が優勝 社会人野球県リーグ戦 ロキテクノ富山
バスケットボール 全国高校選手権県予選会 男子女子
ソフトボール 県壮年選手権 ニコルズ（上市町）

事件・事故
クマ出没情報

令和2年（2020） 10月 上市町関係新聞記事 （北日本新聞・富山新聞）
見 出 し ・ 記 事 概 要

掲載紙 掲載日 曜日

頁

北日本 2020/10/27 火

29
30
1
2
2
22
22
23
26
27

痕跡 上市町広野
早く1軍夢舞台へ ドラフト県出身者2人指名 内山（星稜高 上市出身）「将来はメジャー」
星稜・内山ヤクルト3位 プロ野球ドラフト 上市出身、捕手
知事選の得票 新田氏10市町村制す 市町村別 知事選投票率ランキング
各候補の市町村別得票
ベスト16出そろう 第73回全国高校バスケットボール選手権富山県予選会
伏木海陸が3連覇 第110回県社会人野球リーグ戦最終日 ロキテクノ富山
柿の木を折った跡 上市町広野
内山「満点の星三つ」 意中のヤクルトから指名 星稜高の内山選手（上市出身）
県内首長 民意が選んだ知事/粛々やるだけ 「連帯不可欠」も濃淡 上市町長「知事が・・」

12
16
18
22
30
1
21

北日本文芸 歌壇 俳壇 柳壇
バスケットボール 全国高校選手権県予選会 男子女子
黒部や剱岳捉えた66点 志水さん写真展
5大ニュース 上市町宮川小6年1組が選んだよ 世界の感染状況に注目
内山（星稜高上市出身） プロ入り実感 ヤクルト指名あいさつ
内山（上市出身）「実感湧いた」 ヤクルトが指名あいさつ
100チーム 熱戦展開 第17回富山県少年野球大会

17
18
18
20
21
20

ドラフト 内山選手 指名祝う 上市町 駅前に看板
合計特殊出生率 25年度1.72目指す 町総合計画審議会 上市町
福祉など 功労14人 上市町表彰
善意の心役立てて 保育園へおまる ネットショップ「カモシカｎｅｔ」（上市町正印）
パークゴルフ 上市町協会ペア大会
町表彰に14人 上市町、あす式典

北日本 2020/10/27 火
富山 2020/10/27 火
富山 2020/10/27 火
富山 2020/10/27 火
富山 2020/10/27 火
富山 2020/10/27 火
富山 2020/10/27 火
富山 2020/10/27 火
富山 2020/10/27 火

２８日

クマ出没情報

クマ目撃情報

水曜日

北日本 2020/10/28 水
北日本 2020/10/28 水
北日本 2020/10/28 水
北日本 2020/10/28 水
北日本 2020/10/28 水
富山 2020/10/28 水
富山 2020/10/28 水

２９日

コーナー

木曜日

北日本 2020/10/29 木
北日本 2020/10/29 木
北日本 2020/10/29 木
北日本 2020/10/29 木
北日本 2020/10/29 木
富山 2020/10/29 木

新聞読んで学力アップ

令和2年（2020） 10月 上市町関係新聞記事 （北日本新聞・富山新聞）
見 出 し ・ 記 事 概 要
上市町の日に会場で応援を カターレ・山田社長 応援呼び掛け

掲載紙 掲載日 曜日

頁

富山 2020/10/29 木

21
22
23

建設業発展に貢献 3氏2社たたえる 富山で表彰伝達 全国建設産業団体連合会 山本組（上市町）

24
24
32
19

フラット35の金利引き下げ協定締結 町と住宅金融支援機構 上市町
12人1団体を表彰「 いきいきとやま健康と長寿の祭典」 長寿部門 満山佐知子（上市）
北信越高校野球 振るわぬ県勢 上市町出身の内山壮真選手 星稜高
フラット35金利引き下げ 上市町 住宅金融機構と協定 子育て、移住促進

11
12
18
24
28
28
35
13
14
26
28
33

はじめよう 新しい生活、かみいちで。 上市町移住定住促進キャンペーン
子育てするなら上市町！
自然捉える 画家の目 平井千香子（上市 日本画家）個展 富山のギャラリー
上市出身の酒井 2回ＴＫＯ負け ボクシングＡ級予選
立山 古民家宿泊施設に 静寂な空間楽しんで 上市町柿沢から立山町に移転した後改修
味わい深い盆栽並ぶ 日本皐月協富山支部 上市町広野新の水上松樹園で
県功労に30人13団体 個人武田宏（上市町）
はじめよう新しい生活、かみいちで。 上市町移住定住促進キャンペーン
子育てするなら上市町！
発展貢献14人表彰 上市町表彰式
県功労表彰 30氏13団体 個人 武田宏（上市町）
おおかみこどもの上市に移住を 映画公開10年目 来年度から5カ年 町が促進策

富山 2020/10/29 木
富山 2020/10/29 木

３０日

紙風船

金曜日

北日本 2020/10/30 金
北日本 2020/10/30 金
北日本 2020/10/30 金
富山 2020/10/30 金

３１日

欲深くていいじゃない ドラフト会議でヤクルトに3位指名 星稜高の内山選手（上市出身）

コーナー

土曜日

北日本 2020/10/31 土
北日本 2020/10/31 土
北日本 2020/10/31 土
北日本 2020/10/31 土
北日本 2020/10/31 土
北日本 2020/10/31 土
北日本 2020/10/31 土
富山 2020/10/31 土
富山 2020/10/31 土
富山 2020/10/31 土
富山 2020/10/31 土
富山 2020/10/31 土

Ｖｉｅｗ

