令和3年（2021） ４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

2021/4/1 木

北日本

2021/4/1 木

富山

2021/4/1 木

富山

2021/4/1 木
2021/4/2 金

富山

2021/4/2 金

富山

2021/4/2 金

富山

2021/4/2 金
2021/4/3 土

富山

2021/4/3 土

富山

2021/4/3 土
2021/4/4 日

富山

2021/4/4 日

上市の広野自治会に助成 明治安田クオリティオブライフ文化財団
県分は342億7千万円 4月の普通交付税 普通交付税 上市町7億6257万円 地方特例交付金 上市町794万円

県内自治体 新年度スタート コロナ越え 知恵を 上市町
毎週金曜に乳がん診療 かみいち病院にサテライト きょうスタート

21
25
28

救助・避難誘導を確認 立山駅でテロ想定訓練 立山黒部貫光の社員や上市署員ら
石川内野手が入団 ロキテクノ富山
高齢者ワクチン施設入所者から 立山町 クーポン券の発送開始日立山町、上市町、舟橋村は12日

なし
なし

月曜日

北日本

2021/4/5 月

北日本

2021/4/5 月

富山

2021/4/5 月

６日

11
3
20
21

東京パラ聖火イベント 県内 地域色豊かに採火 県内市町村の東京パラリンピック採火イベント
12日に接種券発送開始 県 立山、上市、舟橋から
東京パラ聖火 富山は全15市町村で 各市町村の採火方法

日曜日

北日本

５日

高齢者ワクチン接種券 3町村 12日から発送 上市 立山 舟橋 高齢者向け新型コロナワクチンの接種スケジュール

土曜日

北日本

４日

1
22
1
25

金曜日

北日本

３日

見 出 し ・ 記 事 概 要

木曜日

北日本

２日

頁

15
25

42人白熱の戦い バド県スマッシュ・ミズ 上市レディース
28都県 12日から接種 施設入所者中心 魚津は今月中 上市町12日からクーポン券発送
なし

6
22
22

ハウスダストのかゆみ止め発売 池田模範堂（上市町神田）
Ｅーバイクで里山ツアー 佐藤さんＣＦ募る 立山、上市両町の丘陵部で自転車道の整備
松原・大野さん委託 セーフティレディー 上市著

火曜日

北日本

2021/4/6 火

北日本

2021/4/6 火

北日本

2021/4/6 火

コーナー

令和3年（2021） ４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

2021/4/6 火

北日本

2021/4/6 火

北日本

2021/4/6 火

北日本

2021/4/6 火

北日本

2021/4/6 火

富山

2021/4/6 火

富山

2021/4/6 火

富山

2021/4/6 火

富山

2021/4/6 火

富山

2021/4/6 火

富山

2021/4/6 火

７日

見 出 し ・ 記 事 概 要

2021/4/7 水

北日本

2021/4/7 水

北日本

2021/4/7 水

富山

2021/4/7 水

富山

2021/4/7 水

富山

2021/4/7 水

交通指導員委嘱 上市署
体育館修繕 3000万円助成 Ｂ＆Ｇ財団 上市町Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館のリニューアル工事
上市町消防表彰
パークゴルフ 上市リバーサイド倶楽部月例会
朝日で下山中の男性救助 山岳警備隊員が救助
海洋センター修繕 助成決定書を授与 Ｂ＆Ｇ財団が上市町に
神社で無事故祈願 上市区域交通安全協 交通安全祈願祭
堀田氏が職務代理 上市町教育委員会
3団体5人を表彰 上市町
樹齢300年超 余川古寺の桜満開 最高気温平年下回る 上市町9.6度
上市著のセーフティレディー委嘱状交付式
ほたるいか

18
18
20
24
28
28

交通安全協役員 無事故を祈願 上市区域交通安全協会
上市町体育協会表彰
最優秀賞に尾山さん 緑化推進標語 入選
春の全国交通安全運動 各地で出発式 上市
内山（上市出身）初の1軍 ヤクルト・ルーキー
国際大近くでクマ目撃情報 1月に上市町で足跡

18
22
22
31
2
22

野球 社会人長野大会第1日 1次リーグ ロキテクノ
新入生にヘルメット贈る 富士化学工業（上市町横法音寺）
公民館に自動噴霧器 上市町 宮川地区社会福祉協議会 地区内の14公民館に
県内公立小中学校 エレベーター設置4割 県内公立中学校のエレベーター導入状況
行政相談委員 委嘱状を伝達 廣田眞理子（上市）
上市の新1年生112人にヘルメット 富士化学工業（上市町）

木曜日

北日本

2021/4/8 木

北日本

2021/4/8 木

北日本

2021/4/8 木

北日本

2021/4/8 木

富山

2021/4/8 木

富山

2021/4/8 木

コーナー

22
24
24
25
32
20
20
21
21
26
27

水曜日

北日本

８日

頁

令和3年（2021） ４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

2021/4/8 木

９日

金

北日本 2021/4/9

金

北日本

2021/4/9

金

富山

2021/4/9

金

富山

2021/4/9

金

2021/4/10 土

北日本

2021/4/10 土

北日本

2021/4/10 土

北日本

2021/4/10 土

富山

2021/4/10 土

富山

2021/4/10 土

富山

2021/4/10 土

富山

2021/4/10 土

19
19
31
1
27

2021/4/11 日

富山

2021/4/11 日

駐車場の事故多発 死亡2件 80代運転 スーパー駐車場で安全運転を呼び掛ける会員 上市町正印

25
25
29
33
26
26
30
30

春山シーズン備え救助訓練 県警山岳警備隊
パークゴルフ 上市町協会杯
第36回危険業務従事者叙勲 瑞宝単光章 廣瀬義博さん（上市町下経田）
接種券発送へ準備 高齢者向けワクチン 舟橋・上市 県内初来週中にも到着
危険業務従事者叙勲 県内から29氏 瑞宝単光章 警察功労 廣瀬義博氏（上市町下経田）
春山に備え救助訓練 県警山岳警備隊 新隊員3人加入
立山黒部アルペンルート 最高気温平年下回る 最高気温上市町 9.4度
接種券 12日発送へ 準備 舟橋村、65歳以上 接種を共同実施する上市町も一般高齢者を優先

29
33

新型コロナ 高齢者接種あすから ワクチン県内34万人が対象 65歳以上の新型コロナワクチン準備状況

高齢者向けワクチン接種 富山市あすから 接種を舟橋村と共同実施する上市町も12日に接種権を発送

月曜日
新聞休刊日

2021/4/12 月

１３日

内山壮1軍デビュー 代打右飛 ヤクルトのドラフト3位で新人 内山壮真（上市出身）
野球 社会人長野大会第2日 1次リーグ ロキテクノ
「切り札」到着いよいよ コロナワクチン 接種券の発送スケジュール上市町と舟橋村12日
内山1軍デビュー 上市出身 代打、快音は残せず

日曜日

北日本

１２日

コーナー

土曜日

北日本

１１日

24

見 出 し ・ 記 事 概 要
入学式 公立13市町村小学校 9市町の中学校 上市

金曜日

北日本 2021/4/9

１０日

頁

火曜日

北日本 2021/4/13 火
北日本 2021/4/13 火
北日本 2021/4/13 火

22
22
31

ツバメ内山壮 代打で中飛 ヤクルトのドラフト3位新人で捕手の内山壮真（上市町出身）
春季県高校野球 第93回春季高校野球組み合わせ
車同士衝突4人重軽傷 滑川市荒俣の県道 上市町若杉の男性が衝突

ニュースファイル

令和3年（2021） ４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 2021/4/13 火

32
18
24
25
28

富山

2021/4/13 火

富山

2021/4/13 火

富山

2021/4/13 火

富山

2021/4/13 火

１４日

北日本 2021/4/14 水
富山

2021/4/14 水

富山

2021/4/14 水

富山

2021/4/14 水

富山

2021/4/14 水

北日本 2021/4/15 木
北日本 2021/4/15 木
2021/4/15 木

１６日

富山県春の短歌大会 第50回記念事業「高岡市賛歌」優秀賞、入選決まる 「万葉集全二十巻 朗唱の会」

42チームで春の陣 県高校野球、17日開幕
滑川で車衝突 4人重軽傷 滑川市荒俣の県道 上市町若杉の男性
高齢者対象コロナワクチン ワクチン券発送開始 上市、舟橋、予約19日から

事件・事故

14
25
1
24
25
25

内山代打で併殺 ヤクルトの内山壮真捕手（上市町出身）
白萩地域 森林生かし魅力向上 協議会発足 精油やメンマ開発 上市
県内強風 気温5月並み 最高気温上市町21.6度
サクラマス累計２万匹超 上市川 滑川高生が稚魚放流 上市町北島
白萩地区 資源生かす 上市 山村活性化協を設立
議会日程 上市町（6月定例会）

22
23
31
1

サクラマス稚魚を放流 滑川高海洋科 上市町北島の上市川に放流
パークゴルフ 上市町協会月例会
店舗7人クラスター 上市含む4市町の20～70代の男女11人 新型コロナウイルスに感染
商業施設 クラスター 富山、勤務の計7人感染 県内コロナ11人 富山、高岡、射水市、上市町の20～70代の男女

19
23
23
23
29
20
25

とやまデータ探偵団 １位富山市9141人 背負う民意ます 議員1人当たり有権者数
中教研会長畑井氏 小教研は平井氏 県中学校教育研究会 中教研副会長 上市中学校長
県PTA広報誌コンクール 最優秀 小学校は利田 年2回発行努力賞 南加積小PTA
接種券を発送 高齢者対象 立山町 共同で接種を行う上市町と舟橋村は12日発送した
立山連峰 遭難相次ぐ 上市署 室堂警備派出所に連絡
中学校会長に畑井氏 県教育研究会 県中学校教育研究会副会長上市町上市中
立山連峰 で事故2件 室堂警備派出所に通報

木曜日

北日本 2021/4/15 木

富山

コーナー

水曜日

北日本 2021/4/14 水

１５日

見 出 し ・ 記 事 概 要
高齢者対象コロナワクチン 上市舟橋 共同接種へ券配送

金曜日

北日本 2021/4/16 金
北日本 2021/4/16 金
北日本 2021/4/16 金
北日本 2021/4/16 金
北日本 2021/4/16 金
富山

2021/4/16 金

富山

2021/4/16 金

つなぐ

令和3年（2021） ４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

１７日

北日本 2021/4/17 土
北日本 2021/4/17 土
北日本 2021/4/17 土
北日本 2021/4/17 土
富山

2021/4/17 土

富山

2021/4/17 土

富山

2021/4/17 土

北日本 2021/4/18 日
北日本 2021/4/18 日
北日本 2021/4/18 日
2021/4/18 日

１９日

1
16
16
24
24
21
28
31

高島俊男さん2012年間の「わたしのベスト3」の一冊『戦争していた国のおらが里』著者酒井キミ子さん（上市町） 天地人

11
16
16
17
18

野球 ＪＡＢＡ富山大会 ロキテクノ富山
気軽にまとう着物考案 上市の呉服店 村中さん 脱ぎ着楽な新ブランド
危険度判定へ協定 町と建築設計団体 上市町
アロマセレクトマネジャー 福井千寿子さん 上市町湯上野の拠点
ロキテクノ準決勝へ 第62回ＪＡＢＡ富山大会（富山市長旗争奪）

9
18
21
14
16

競泳 県障害者スポーツ大会
パークゴルフ 県民スポレク祭大会上市町協会予選
上市町の伊折地区の春祭り 18日伊保里神社で
炭焼き作業 親子ら体験 上市・黒川の協議会 グリーン・ツーリズム黒川地区推進協議会
ＪＡＢＡ富山大会 きょう準決勝、決勝 ロキテクノ富山

4
24
25

貸付金1億2307万円 新田知事資産公開 細川機業の5千株も所有
炭焼き体験やシイタケ菌打ち 町内の30人 グリーン・ツーリズム黒川地区推進協議会
県民ふるさと大賞に6団体 来月9日 式典 柿沢公民館（上市町）

県勢3チーム初戦突破 社会人野球 第62回ＪＡＢＡ富山大会 ロキテクノ富山（上市町）
セ・リーグ公示 出場選手抹消 ヤクルト内山壮真捕手
上市の画家 平井さん じょうはな織館で公開制作 壁面に真っ赤な鳳凰 4面使い立体感
町に空間除菌脱臭機贈る 上市町商工会青年部と女性部、町商工同友会が合同で
セ・リーグ公示 出場選手抹消 ヤクルト内山壮真捕手
地震災害時に3団体が協力 上市町と協定結ぶ
ロキテクノ BANDITS 2回戦進撃 第62回ＪＡＢＡ富山大会（富山市長旗争奪）

きょうもにっこり

月曜日

北日本 2021/4/19 月
北日本 2021/4/19 月
北日本 2021/4/19 月
富山

2021/4/19 月

富山

2021/4/19 月

２０日

コーナー

日曜日

北日本 2021/4/18 日

富山

見 出 し ・ 記 事 概 要

土曜日

北日本 2021/4/17 土

１８日

頁

火曜日

北日本 2021/4/20 火
北日本 2021/4/20 火
北日本 2021/4/20 火

風車

令和3年（2021） ４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 2021/4/20 火

30
30
2
3
20
21
22
22
26
27

北日本 2021/4/20 火
富山

2021/4/20 火

富山

2021/4/20 火

富山

2021/4/20 火

富山

2021/4/20 火

富山

2021/4/20 火

富山

2021/4/20 火

富山

2021/4/20 火

富山

2021/4/20 火

２１日

北日本 2021/4/21 水
北日本 2021/4/21 水
富山

2021/4/21 水

富山

2021/4/21 水

富山

2021/4/21 水

きときと人

5
31
31
1
23
26

森雅志富山市長 退任インタビュー 市町村合併 富山地区広域圏で滑川市や上市町、立山町など含めて回る

1
22
1
25
25

アビガン臨床試験再開 富士フィルム コロナ治療効果確認 県内企業が増産に協力 富士化学工業（上市町）

マスク注意に激高 暴行容疑で男逮捕 上市署 上市町内の飲食店で暴行
ステージ2現実味 5市町村11人感染 変異株確認は最多22人 上市町1人
県内11人感染 7日連続2桁 変異株、最多22人確認 上市町1人
マスク注意され暴行疑い 滑川の男性 上市町の飲食店で暴行
来月下旬の予約も開始 コロナワクチン 上市が受け付け

事件・事故

木曜日

北日本 2021/4/22 木
北日本 2021/4/22 木
富山

2021/4/22 木

富山

2021/4/22 木

富山

2021/4/22 木

２３日

コーナー

水曜日

北日本 2021/4/21 水

２２日

見 出 し ・ 記 事 概 要
富山アラート発令中 県内10人感染 上市1人
高齢者向け集団接種 予約センター電話殺到 上市・舟橋
知事の資産 1億4710万円 株券 細川機業（上市町）5千株も保有
ふるさと大賞 6団体を選出 上市町柿沢公民館
事業計画を承認 上市町民生・児童委協
香積廣野神社宮司 二宮正幸さん（上市町広野） 歳時記知るきっかけを
伏木海陸が準優勝 第62回ＪＡＢＡ富山大会・富山市長旗争奪大会最終日 ロキテクノ富山
4人が県新記録 第21回県障害者スポーツ大会水泳競技会
県内10人感染 6日連続2桁 新型コロナ 上市町1人
予約殺到 現場悲鳴 ワクチン接種 上市、舟橋受け付け開始

走行区間 上市町 坂下由起さん 集落に届け 感謝の思い
アビガン臨床試験再開 富士フィルム富山化学 コロナ治療、10月末まで
28日に「100日前イベント」 全国高校総体 大会PR動画を放映 8月8～18日 空手道（上市町）
県総体の中心会期 来月22日～6月26日 地区代表 上市 富山県高体連の総会

金曜日

北日本 2021/4/23 金

6

子ども向けに講座 県金融広報委 活動方針 上市高校などに委嘱状が渡された

つなぐ希望の炎 富山の聖火ランナー

令和3年（2021） ４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

2021/4/23 金

富山

2021/4/23 金

２４日

北日本 2021/4/24 土
北日本 2021/4/24 土
北日本 2021/4/24 土
北日本 2021/4/24 土
富山

2021/4/24 土

富山

2021/4/24 土

北日本 2021/4/25 日
北日本 2021/4/25 日
北日本 2021/4/25 日
北日本 2021/4/25 日
富山

2021/4/25 日

富山

2021/4/25 日

良質な医療環境 県内26病院認定 「病院機能評価認定」広告掲載の病院一覧 かみいち総合病院

15
18
19
29
29
30
31

春季県高校野球 第93回春季高校野球 2回戦以降の組み合わせ
伊東さん選ぶ 上市町商工会青年部 総会
オーバード・ホール舞台技術課 酒井 香奈江さん（上市町）
上市の施設クラスター コロナ 障害者ら18人感染 障害者支援施設「四ツ葉園」 県内新たに27人

9
9
17
25
27
20
24

春季県高校野球 第3日 きのうの試合 上市・雄山
県高校春季大会 バスケットボール 上市
剱岳のふもと 伊折の桜 上市町伊折
目撃 上市町田島野
県内 コロナ15人感染 上市の施設 新たに職員2人
第93回春季県高校野球大会第2日 上市・雄山
県内コロナ15人感染 クラスター施設で2人 上市町の施設

19
31

県高校春季大会 バスケットボール女子 上市
医療者接種まだ2割 県内コロナワクチン かみいち総合病院 2回接種スタッフなし
なし

きょうもにっこり

立山 滑落相次ぐ 県警山岳安全課が呼び掛け
上市 初のクラスター コロナ県内27人感染 障害者施設入所者15人
立山連峰で滑落2件 室堂警備派出所に通報

月曜日

北日本 2021/4/26 月
北日本 2021/4/26 月
富山

コーナー

日曜日

北日本 2021/4/25 日

２６日

3
22

見 出 し ・ 記 事 概 要
「環境整備に全力」萩布教育長が決意 県教委会議 県内休校中の小学校 上市町1校

土曜日

北日本 2021/4/24 土

２５日

頁

2021/4/26 月

２７日

火曜日
北日本 2021/4/27 火
1
北日本 2021/4/27 火
13

コロナワクチン 高齢者の集団接種開始 上市で県内初 初日60人
重量挙げ 県社会人選手権 一般男子73キロ級

とやまの桜 2021
クマ出没情報

令和3年（2021） ４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 2021/4/27

火
北日本 2021/4/27 火
北日本 2021/4/27 火
北日本 2021/4/27 火
北日本 2021/4/27 火
北日本 2021/4/27 火
富山 2021/4/27 火
富山 2021/4/27 火
富山 2021/4/27 火
富山 2021/4/27 火
富山 2021/4/27 火
２８日 水曜日

16
19
25
25
25
25
20
21
23
27
27

見 出 し ・ 記 事 概 要
コーナー
アユ大きく育って 園児と児童 上市川で放流 滑川市と上市町の子どもたち
上市駅開設90年祝おう ＣＦで開催資金募る 11月イベント 写真展やスタンプラリー
生活戻るきっかけに 上市ワクチン接種 高齢者 安堵と期待
一般高齢者のワクチン接種日程 日程に1ヵ月の差 県内自治体
全県で接種券発送 既に発送している 上市、立山、舟橋
富山市科学博物館展示 上市川上流で発見 鉄隕石から作られた日本刀「流星刀」
風車
少年補導員を委嘱 上市署
大きくなって帰ってきてね 児童、園児 アユの稚魚放流 中新川内水面漁協 上市川河川敷
富山県社会人ウエイトリフティング選手権 一般男子73キロ級
県内初の集団接種開始 新型コロナワクチン 上市で高齢者60人 町「円滑」副反応見られず
12市町 接種券発送 既に予約を受け付け上市、立山町、舟橋村

北日本 2021/4/28 水

12
21
27
29
29
24
26
28
29

北日本文芸 俳壇
上市町が入選 全国広報コンクール
上市で芝生焼く 上市町伊折の馬場島芝生広場
ニュースファイル
14歳の挑戦 揺れる教委 県内 新型コロナの影響続く 「14歳の挑戦」の県内自治体の対応
県内新たに16人が感染 休校の県立高 30日再開 上市町1人
日本篆刻展優秀賞 荒瀬、池田、大江さん 参与出品 藤縄尚子さん（上市町）
上市で広場の芝生焼く 上市町伊折の剱岳青少年旅行村馬場島芝生広場
事件・事故
コロナ 県内16人感染 上市町1人
高齢者接種 県内647回 全国7番目の少なさ 上市町26日に一般高齢者の接種始まる

17
18
18

北信越総体 動画でＰＲ 県内高校生作成 朝乃山らエール 上市含む4校の生徒約30人が参加
園児らぴょんぴょん あさひの郷公園 ふわふわドーム完成 （上市町郷柿沢）
会員の力作46点ずらり 上市美術会展 西田美術館

北日本 2021/4/28 水
北日本 2021/4/28 水
北日本 2021/4/28 水
北日本 2021/4/28 水
富山

2021/4/28 水

富山

2021/4/28 水

富山

2021/4/28 水

富山

2021/4/28 水

２９日

木曜日

北日本 2021/4/29 木
北日本 2021/4/29 木
北日本 2021/4/29 木

令和3年（2021） ４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

21
北日本 2021/4/29 木
25
北日本 2021/4/29 木
29
富山 2021/4/29 木
1
富山 2021/4/29 木 14-15
富山 2021/4/29 木
27
富山 2021/4/29 木
31
富山 2021/4/29 木
31
富山 2021/4/29 木
33
富山 2021/4/29 木
36
３０日 金曜日
北日本 2021/4/30 金
15
北日本 2021/4/30 金
15
富山 2021/4/30 金
14
富山 2021/4/30 金
15
北日本 2021/4/29 木

見 出 し ・ 記 事 概 要
パークゴルフ 上市リバーサイド倶楽部前期会長杯大会
春の叙勲 県内関係者（上市町） 瑞宝双光章 種田晴美さん 瑞宝単光章 柳瀬和幸さん
県内12人感染 上市町2人
立山連峰 「世界水準」に 国立公園の保護と利用両立「中部山岳」重点地域選定 立山や黒部峡谷、剱岳

春の叙勲 県内から40人（上市町） 瑞宝双光章 種田晴美氏 瑞宝単光章 柳瀬和幸氏
第50回記念 富山県春の短歌大会 県現代俳句協会春季大会 入選
「ふわふわ」新遊具で笑顔 上市町「あさひの郷公園」
防犯、事故対策で意見交換 上市署協議会
上市町が全国広報コンクールに入選
県内12人感染 変異株200人超 上市町2人
サッカー 高円宮杯Ｕ18県リーグ Ｔ4Ａ
サッカー 高円宮杯Ｕ18県リーグ Ｔ4Ａ

1節
第2節

正しい歩き方学ぶ 県総合運動公園 全日本ノルディックウォーク連盟公認指導員下霜さん（上市町）講師

昨年中止 医王山で開山式 南砺・観光協福光支部 山岳警備隊員南砺署に配属

コーナー

