令和2年（2020） 11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

2020/11/1 日

北日本

2020/11/1 日

北日本

2020/11/1 日

北日本

2020/11/1 日

北日本

2020/11/1 日

北日本

2020/11/1 日

富山

2020/11/1 日

富山

2020/11/1 日

富山

2020/11/1 日

コーナー

1
20
24
33
33
35
26
27
27

健やかな成長願う 県内七五三 朝の気温 今季最低 上市で2.2度
組み手・形ともに高岡第一制す 空手 県高校新人大会 男子組手
アニメで観光振興 富山福祉短大生がプラン 「おおかみこども」モデルの古民家
県教育功労59人9団体 優良若手教職員 社会教育功労者
富山 秋の味覚ずらり 「食の王国フェスタ」開幕 県花き品評会表彰者 花と緑の銀行理事長賞
車同士衝突し男性重傷 上市町東江上の県道交差点
ニュースファイル
59人9団体を表彰 県教育功労 若手部門を新設 優良若手教職員 社会教育功労者
金賞に竹中、田中嶋之内さん選出 県花き品評会 銀賞
車衝突、2人重軽傷 上市町東江上の県道交差点
事件・事故

15
20
31
18
20

サッカー 全日本Ｕー12選手権県大会兼ＫＮＢ杯県学童大会
焼き芋おいしい 同朋幼稚園で焼き芋会 上市町片地の畑で収穫したサツマイモを使用
目撃 上市町北島
成獣1頭 上市町北島
奥川快投1軍デビューへ 「後輩だけど内山（上市出身）を尊敬」

25
27
29
3
13
23
23
26

秋の叙勲 県内関係者 瑞宝双光章 瑞宝小綬章 瑞宝単光章 旭日単光章
第63次南極観測隊 副隊長に法政大 沢柿准教授（上市出身）
目撃・痕跡 上市町眼目
普通交付税331億円 県11月分 上市町7億3740万円
郷土振興 たゆまぬ努力 秋の叙勲 瑞宝双光章 瑞宝小綬章 瑞宝単光章 旭日単光章
観光プラン立案 「おおかみこども」モデルの古民家 富山福祉短大生が視察
アフターコロナへ備え 上市町が来年度始動する移住策
クマ市街地出没で警戒 3市町で通報 上市町眼目で痕跡など

月曜日

北日本

2020/11/2 月

北日本

2020/11/2 月

北日本

2020/11/2 月

富山

2020/11/2 月

富山

2020/11/2 月

３日

見 出 し ・ 記 事 概 要

日曜日

北日本

２日

頁

クマ出没情報
クマ出没情報

火曜日

北日本

2020/11/3 火

北日本

2020/11/3 火

北日本

2020/11/3 火

富山

2020/11/3 火

富山

2020/11/3 火

富山

2020/11/3 火

富山

2020/11/3 火

富山

2020/11/3 火

クマ出没情報

紙風船

令和2年（2020） 11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

４日

2020/11/4 水

北日本

2020/11/4 水

北日本

2020/11/4 水

北日本

2020/11/4 水

北日本

2020/11/4 水

富山

2020/11/4 水

富山

2020/11/4 水

富山

2020/11/4 水

富山

2020/11/4 水
2020/11/5 木

北日本

2020/11/5 木

北日本

2020/11/5 木

北日本

2020/11/5 木

北日本

2020/11/5 木

富山

2020/11/5 木
2020/11/6 金

北日本

2020/11/6 金

富山

2020/11/6 金

富山

2020/11/6 金

富山

2020/11/6 金

北日本

13
18
19
19
24
15
15
15
16

190人 腕競う 県空手道選手権 個人 団体 最優秀選手賞 女子
大橋さん最高賞 北陸菊花大会 教育委員会賞 商工会連合会長賞 国華園賞
県新人演奏会出演者ら6人 ピアノ感性キラリ 志村愛さん（上市町）
パークゴルフ 上市町協会月例会
町民限定 宿泊割り引き 上市町がキャンペーン
鮮やか大輪 美を競う 南砺で北陸菊花大会
宿泊割引1万円 上市、限定300人 「かみいちビューイング」
教育振興奨励 43件に助成金 日本教育公務員弘済会 課題研究奨励助成
形、組手で200人が熱戦 第44回少年・第61回一般県空手道選手権大会

12
13
16-17
24
26
11

釣果はいけん イシダイ 伏黒陽一さん 上市町稗田
第55回北日本文学賞 376編1次選考通過
第55回日本北陸書道院展
世界観を独創的に表現 春陽会富山研究会のアーカイブ展 西田美術館
県埋蔵文化財センター 珠洲焼 上市町の大岩日石寺の裏手の大岩京ヶ峰教塚
給食費「公会計化」26％にとどまる 富山、魚津、滑川など7市4町検討 上市検討

金曜日

北日本

７日

コーナー

木曜日

北日本

６日

見 出 し ・ 記 事 概 要

水曜日

北日本

５日

頁

20
20
2
22
22

登山道半年かけ再生 立山の佐藤さん 大観峯展望台ー柿沢（上市）間
2商工会女性部 深まる秋楽しむ 上市と射水 交流事業
富山市議選に全力 連合富山地域協が総会 幹事（立山・上市・自治労）
希少種のチョウ 上市川に戻って 上市高生が環境整備 定着へ外来植物駆除
岩場で遭難救助訓練 県警山岳警備隊 コロナも念頭に

22

路面に楽しい思い出 スマートＩＣ 上市で開通へ 園児・児童お絵描き

土曜日

2020/11/7 土

木曜 レジャー・ホビー

ハローキティのなるほど図鑑

令和2年（2020） 11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

2020/11/7 土

北日本

2020/11/7 土

富山

2020/11/8 土

富山

2020/11/9 土

日曜日
北日本 2020/11/8 日
北日本 2020/11/8 日
北日本 2020/11/8 日
北日本 2020/11/8 日
富山
2020/11/8 日
富山
2020/11/8 日
富山
2020/11/8 日
富山
2020/11/8 日
９日 月曜日
2020/11/9 月
１０日 火曜日
北日本 2020/11/10 火
北日本 2020/11/10 火
北日本 2020/11/10 火
富山
2020/11/10 火
富山
2020/11/10 火
１１日 水曜日

24
25
22
27

見 出 し ・ 記 事 概 要
障害者支援 輪広がる 感性豊かな力作ずらり パイロット美術展 優秀賞 四ツ葉園
税に関する作品 8市町村で展示 魚津税務署管内 書道
路上にお絵かき スマートＩＣ工事現場 上市の園児、児童250人
剱岳と蜃気楼共演 氷見沖、上野さん撮影

20
20
26
27
22
25
29
29

リンゴあめ大人気 町出身池田さん「凱旋出店」 上市でえきなか古本市 県内19店が多彩な書籍
音楽の魅力に触れて 陽南小 呉羽高生が演奏会
パークゴルフ 上市町リバーサイド倶楽部月例会
電気温水器倒れ重傷 上市町若杉の設備工業員
ニュースファイル
呉羽高生が演奏会 上市・陽南小
電気温水器の下敷き、重傷 上市町若杉の設備工業員
事件・事故
上市町観光協会の「上市えきなか古本市」
ほたるいか
小中の冬休み延長なし 例年通り期間設定の上市町

頁

コーナー

８日

北日本 2020/11/11 水
北日本 2020/11/11 水
富山

2020/11/11 水

新聞休刊日
6
31
38
2
30

15市町村トップ 新田新知事へ要望 中川行孝上市町長長
北日本本因坊 宮岸さん 立会人 日本棋院県支部連合会顧問の水野英毅さん（上市町）
車同士衝突 地鉄一時運転見合わせ 上市町中江上富山地方鉄道本線描き踏切 町道交差点
県議会各会派 期待と注文 新田県政に期待することや要望 中川上市町長
踏切に衝突の車進入、立ち往生 上市、地鉄2本区間運休

35
35
20

クマ人身被害ゼロ 県内 大量出没 近隣県では多発 自力で伐採が難しい70歳以上世帯に制度

痕跡 上市町砂林開
就農目指す高校生 収穫や調理を研修 県農業教育振興会外山支部 上市高の1・2年生

クマ出没情報

令和2年（2020） 11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

2020/11/11 水

富山

2020/11/11 水

１２日

22
23

北日本 2020/11/12 木
北日本 2020/11/12 木
北日本 2020/11/12 木
北日本 2020/11/12 木

コーナー
クマ目撃情報

1
6
18
18
20

（中）市町村 連携施策 どう具体化 毎月の会議には異論も 上市町長「年2回の会議で十分」 始動新田県政 中
ノザキテクノ（上市町）に助成金 県新世紀産業機構
富山けいざい短信
県中学選抜大会 バドミントン
県高校新人大会 ボクシング
職場見学で将来の参考に 上市高1年生 職場見学会
なし

14
20
21
21
28
28
28
29
29
1
23
24
24
28
28

北信越総体 盛り上げよう 県内高校生 大会運営で意見交換 南砺福野、高岡工芸、石動、上市の生徒会

2020/11/12 木

１３日

見 出 し ・ 記 事 概 要
海街の魅力 写真映像で 氷見移住26歳北條さん（上市町出身）起業
上市町砂林開

木曜日

北日本 2020/11/12 木

富山

頁

金曜日

北日本 2020/11/13 金
北日本 2020/11/13 金
北日本 2020/11/13 金
北日本 2020/11/13 金
北日本 2020/11/13 金
北日本 2020/11/13 金
北日本 2020/11/13 金
北日本 2020/11/13 金
北日本 2020/11/13 金
富山 2020/11/13 金
富山 2020/11/13 金
富山 2020/11/13 金
富山 2020/11/13 金
富山 2020/11/13 金
富山 2020/11/13 金

地域の体育館きれいに 上市高 来夏のインターハイに向け
「高志の国文学」情景作品 山本さんら最高賞 文芸 作文
クリアファイル贈呈 魚津間税会 署長感謝状 上市中央小
北陸道 上市スマートＩＣ 来月13日に開通 ＥＴＣ専用
上市で子グマ駆除 上市町砂林開
ヤクルト内山（上市出身）誕生 背番号「33」
黒塗りからミニバン 県内市町村長の公用車 県内の首長が利用する公用車
冷え込み今季一番 県内 上市で0.9度
富山・平和通り 今季一番の寒さ 上市町で0.9度
内山捕手の父の会社などを見学 上市高
児童生徒20人たたえ 情景作品と作文コンクール 文芸 作文
来夏のインターハイ 大会成功へ意見交換 高校生活動推進委が初会合 上市高
内山背番号33 星稜高・上市出身 ヤクルト3位
北陸道・上市スマートＩＣ 来月13日に開通

令和2年（2020） 11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

１４日

北日本 2020/11/14 土
富山 2020/11/14 土
富山 2020/11/14 土

北日本 2020/11/15 日
北日本 2020/11/15 日
富山 2020/11/15 日
富山 2020/11/15 日

北日本 2020/11/16 月
富山 2020/11/16 月

除雪功労3人たたえる 酒井建設
戸高さん（上市）市長賞 石塚さん最優秀 蜃気楼カレンダー写真
除雪功労3氏に知事感謝状贈る 酒井建設
富山県民による森づくり事業 上市町湯上野で

9
14
16
18
19

子どもたちのいる明日に ⑪ 人々の平等に必要なもの 小児科医上野良樹（上市出身）
卓球 県障害者スポーツ大会 一般卓球
古民家に油彩34点 吉田満さんの作品展 上市町須山の古民家ギャラリー
ちりめん細工ちぎり絵並ぶ 上市でフェス 第41回フレアールかみいちフェスティバル
地域共生社会考える 引きこもりの家族自助会「とやま大地の会」（上市町）

16
18
14

児童らスギなど植樹 白萩西部小学校
地域共生社会在り方考える 第24回福祉フォーラム 小・中・高生ボランティアスクール実行委員会

5
21
27

県厚生部門功労表彰に4氏 村上勲（上市町）
資質向上へセミナー 北日本青志会 上市西部
上市高の高齢者に優しい料理講習会

ほたるいか

4
12
12
12
15

水橋をスマート農業全国モデルに 水橋地区富山市、上市町、滑川にまたがる地域
サッカー 高円宮杯ＪＦＡ Ｕー県18リーグ
バスケットボール 全日本社会人選手権県予選 上市ク アンテロープス
バドミントン 県スポーツ少年団競技別総合交流大会 上市町ジュニアスポ小
万機公論 古き良き故郷 継承する 伊折会会長 中田正雄

つなぐ

ほたるいか
日曜 すくすくきょういく

大空襲の悲惨さ 上市の森さん伝え 富山で語る会

火曜日

北日本 2020/11/17 火
北日本 2020/11/17 火
富山 2020/11/17 火

１８日

5
24
3
29

月曜日

北日本 2020/11/16 月

１７日

コーナー

日曜日

北日本 2020/11/15 日

１６日

見 出 し ・ 記 事 概 要

土曜日

北日本 2020/11/14 土

１５日

頁

水曜日

北日本 2020/11/18 水
北日本 2020/11/18 水
北日本 2020/11/18 水
北日本 2020/11/18 水
北日本 2020/11/18 水

令和2年（2020） 11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
ペーパークラフトで「つるぎくん」作ろう 町ＨＰ上方公開 上市町
上市駅近くの住宅街に ニホンカモシカ
農業の継承に理解 立山でセミナー 立山町、滑川市、上市町の農家や農協職員ら
来年の高校総体前に上市高が会場清掃 上市町丸山総合公園総合体育館の清掃活動

掲載紙 掲載日 曜日

頁

北日本 2020/11/18 水

18
29
20
20
22

6校の自然科学部研究成果を発表 県高校文化祭 富山、富山中部、富山一、上市、高岡龍谷、高岡南

20
22
23
23
23
2
21
22
23

地元食材で調理 上市高3年 高齢者に優しい料理を学ぶ講習会
開通までの日数表示 スマートＩＣ ボード設置
クマ 気を付けてね 陽南小 登校時に移動交番者
万一に備え ビル火災想定 負傷者を搬送 県東部消防組合3署 （魚津、滑川、上市）
パークゴルフ 上市町協会グランドチャンピオン大会
功労4氏たたえる 厚生保護事業、県表彰 村上勲(上市町)
クマ注意呼び掛け 署員が児童見守り 上市署 通学路の見守り活動
高層建物の火災3署で対応確認 魚津、滑川、上市 県東部消防組合
上市ＩＣ開通へ カウントダウン 町がボード設置

北日本 2020/11/18 水
富山 2020/11/18 水
富山 2020/11/18 水
富山 2020/11/18 水

１９日

風車

木曜日

北日本 2020/11/19 木
北日本 2020/11/19 木
北日本 2020/11/19 木
北日本 2020/11/19 木
北日本 2020/11/19 木
富山 2020/11/19 木
富山 2020/11/19 木
富山 2020/11/19 木
富山 2020/11/19 木

２０日

コーナー

金曜日

北日本 2020/11/20 金
北日本 2020/11/20 金
北日本 2020/11/20 金
北日本 2020/11/20 金
北日本 2020/11/20 金
富山 2020/11/20 金
富山 2020/11/20 金
富山 2020/11/20 金
富山 2020/11/20 金

6
15
28
28
30
1
22-23
25
31

前田薬品工業（富山市）社長 前田大介氏 上市町生まれ
野菜 上市産の新ショウガが入荷
上市の堀田さん東京で銅版画展 23日から 銅板画家、堀田恵子
劇団わらび座 22日上市公演 ミュージカル「松浦武四郎」
汗ばむ県内 連日夏日 朝日、氷見、上市、南砺高宮は11月の観測史上最高
県全域夏日 観測記録、各地で更新 朝日、氷見、上市、南砺高宮で11月の観測史上最高
つるぎクラブ応援メッセージ とやま・いしかわ交流事業 中川行孝(上市町長)
文化賞表彰2人功績たたえる 上市町伝達式
上市高グリーン分野3年生 苗と種子を2年生へ

新世代の挑戦
市場レポート

ほたるいか

令和2年（2020） 11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

２１日

頁

見 出 し ・ 記 事 概 要

コーナー

土曜日

5
北日本 2020/11/21 土 18-21
北日本 2020/11/21 土
24
北日本 2020/11/21 土
33
北日本 2020/11/21 土
34
富山 2020/11/21 土
2
富山 2020/11/21 土
25
富山 2020/11/21 土
25
富山 2020/11/21 土
25
２２日 日曜日
北日本 2020/11/22 日
9
北日本 2020/11/22 日 14-15
富山 2020/11/22 日
18
富山 2020/11/22 日
21
富山 2020/11/22 日
25
２３日 月曜日
北日本 2020/11/23 月
3
北日本 2020/11/23 月
11
北日本 2020/11/23 月
24
北日本 2020/11/23 月
26
富山 2020/11/23 月
12
富山 2020/11/23 月
13
富山 2020/11/23 月
13
富山 2020/11/23 月
14
北日本 2020/11/21 土

県スポーツ功労に7人6団体 上市町バドミントン協会
美の祭典2020 越中アートフェスタ 平面 立体
ミヤマシジミ 復活を 餌栽培 2年に引き継ぐ 上市高3年
目撃 上市町女川の白岩川右岸付近
3日連続で最も遅い夏日 上市では午後7時に12.2度
4氏2社を功労表彰 技能職能、産業経済部門 技能 奥哲夫（上市町）
越中アートフェスタ きょう開幕 大賞に林原、田畑さん 平面
県スポーツ部門功労7個人6団体表彰 上市町バドミントン協会
県スポーツフェスタ第30回県スポーツ少年団総合交流大会バドミントンダブルス 6年女子

クマ出没情報

立山ガイド 佐伯和彦さん 上市高校卒業
あの時出会って 今がある
第17回 高岡・山町ポエム大賞 佳作・奨励賞
講演会で子どもの発達支援を解説 立山のデイサービス 施設運営スマイル・ハート（上市町）
男女ベスト16そろう 第37回富山県秋季ミニバスケットボール大会兼第40回北信越予選第3日
ＪＡ全農とやまとＪＡライフ富山の秋の朝市 上市町特産のサトイモ
ほたるいか
「皆さんの思い実現する」舟橋村長選 中川行孝上市町長らが激励
五才児の剱覚える初冠雪 上市町や滑川市から眺める剱岳
コーヒーの水 「城山の湧水」（上市町）
山スキーで転倒 滋賀の男性重傷 室堂血の池付近 室堂警備派出所に連絡
起業女性が取り組み紹介 上市・姫フェス オンラインで開催
21年ぶりポンプ車更新で入魂式 上市・弓庄分団
新型コロナに理解 上市で病院祭
豊田男女など8強 第37回富山県秋季ミニバスケットボール大会兼第40回北信越予選第4日

とやま文芸散歩
記者ぶろぐ

令和2年（2020） 11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 2020/11/23 月

15
15

見 出 し ・ 記 事 概 要
「安心な生活に全力」舟橋村長選 中川行孝上市町長らが激励
スキーで男性転倒、骨折 立山・室堂血の池付近 室堂警備派出所に要請

14
22
22
22
1

アロマで特製マスク 精油調合好みの香りに マスクリフレッシャー作り教室 上市町柿沢公民館
パークゴルフ 上市町協会ラストコール大会
パークゴルフ 上市リバーサイド倶楽部選手権大会
海外依存のマスク マスク事業参入 ロキテクノが上市町の工場に設備
記者ぶろぐ
北電 水力発電を増強 20年代中十数ヵ所で新設、改修 馬場島（上市町）交換工事

12
18
25

第32回県高校文化祭閉幕 若い力 未来へ希望 自然科学 4部門で研究発表 上市（地学）
弓庄分団も入魂式 上市町消防団弓庄分団
傷害、暴行の疑いで男逮捕 上市町の無職男

4
6
15
20
20
29
2
23
25

県在住国会議員に予算編成で支援要望 県町村会・町村議長会 会長・松谷英真上市町議会議長

26
27

上市町が誘致第1号 空き家にサテライトオフィス 東京のＩＴ企業 高校生がＶＲ体験
山岳救助の心構え学ぶ 富山市消防局 県山岳警備隊隊長が講演

富山 2020/11/23 月

２４日

北日本 2020/11/24 火
北日本 2020/11/24 火
北日本 2020/11/24 火
富山 2020/11/24 火

水曜日

北日本 2020/11/25 水
北日本 2020/11/25 水
富山 2020/11/25 水

２６日

らいちょう
事件・事故

木曜日

北日本 2020/11/26 木
北日本 2020/11/26 木
北日本 2020/11/26 木
北日本 2020/11/26 木
北日本 2020/11/26 木
北日本 2020/11/26 木
富山 2020/11/26 木
富山 2020/11/26 木
富山 2020/11/26 木

２７日

事件・事故

火曜日

北日本 2020/11/24 火

２５日

コーナー

ファンドの助成先決定 地域資源活用事業 碓井製作所（上市町）
サッカー 高円宮杯ＪＦＡ Ｕー18リーグ
シイタケ菌の打ち込み懸命 白萩西部小児童
新型コロナ正しく学ぶ かみいち総合病院祭
目撃 上市町湯神子
コロナ対策予算確保を 県町村会・議長会 県選出国会議員に要望 上市他の4町村の議会議長参加

児童がシイタケ原木に菌打ち 上市・白萩西部小
成獣1頭 上市町湯神子

金曜日

北日本 2020/11/27 金
北日本 2020/11/27 金

クマ出没情報

クマ目撃情報

令和2年（2020） 11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 2020/11/27 金

20

見 出 し ・ 記 事 概 要
空き店舗でオフィス開所 上市の商店街 ＩＴ使い交流の場に

19
25
26
27
28
29

北日本文芸 歌壇 俳壇 詩壇 柳壇
「紅葉真っ盛り」 鈴木康裕 上市町城ケ平の山頂から剱岳
ふわふわドーム設備 あさひの郷公園（郷柿沢） 臨時上市町議会
遊具や休憩施設増設 あさひの郷公園、「密」回避 上市町 町議会臨時会
令和2年度高校新人大会 ボクシング 選抜男子 新人男子
「つるぎくん」つくって 上市町、ＨＰで型紙公開

16
28
28

議会日程 上市町

２８日

土曜日

北日本 2020/11/28 土
北日本 2020/11/28 土
北日本 2020/11/28 土
富山 2020/11/28 土
富山 2020/11/28 土
富山 2020/11/28 土

２９日

とやま×私×フォト

日曜日

北日本 2020/11/29 日
北日本 2020/11/29 日
北日本 2020/11/29 日
富山 2020/11/29 日

３０日

コーナー

「懐かしい」「魂感じた」「富野由悠季の世界」展 「アニメ文化のメイン」 富野さん細田さん（上市出身）対談

県内に寒気肌寒い一日 富山で「あられ」情報 正午時点 上市4.・2度
なし

月曜日

北日本 2020/11/30 月
富山 2020/11/30 月

14

上市 白滝橋からぐるり ①剱岳の眺望 心爽やか「めっちゃ、きれい」
なし

てくてく風土記

