令和3年（2021） ７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

見 出 し ・ 記 事 概 要

コーナー

木曜日

北日本

2021/7/1 木

北日本

2021/7/1 木

北日本

2021/7/1 木

北日本

2021/7/1 木

北日本

2021/7/1 木

富山

2021/7/1 木

富山

2021/7/1 木

富山

2021/7/1 木

富山

2021/7/1 木

富山

2021/7/1 木

２日

頁

5
11
19
25
26
1
2
3
23
25

中川氏を推薦 上市町長選 （9月28日告示、10月3日投開票）
2020年分 所得と資産補充報告書公開 県内首長・県議の所得公開
氷見北部初戦は大谷 第74回県中学校野球大会 10日開幕初戦相手決まる
Ｎｅｔ3 ＴＡＭ（上市町広野）が運営開始 上市・立山に総合窓口
とやまお城探険隊60 小森館 滑川市 上市町教育委員会発掘調査
立山の絶景堪能 きょう夏山開き 県内夏日、熱中症疑いで3人搬送 上市町の男性軽症
20年所得公開 県議平均1434万円 県内首長、県議の所得・資産等補充
中川氏推薦決める 上市町長選 （9月28日告示、10月3日投開票）

ぶんぶんジュニア

新拠点工事、安全祈る 県生協・コープとやま 魚津で起工式 舟橋村、上市、立山、入善、朝日町、滑川、魚津、黒部市内に商品を配送

ワクチン入り餌 散布開始 豚熱対策、8月末まで14市町で 初日は上市町

金曜日

北日本

2021/7/2 金

北日本

2021/7/2 金

北日本

2021/7/2 金

北日本

2021/7/2 金

北日本

2021/7/2 金

北日本

2021/7/2 金

北日本

2021/7/2 金

北日本

2021/7/2 金

北日本

2021/7/2 金

富山

2021/7/2 金

富山

2021/7/2 金

富山

2021/7/2 金

富山

2021/7/2 金

1
16
24
24
24
25
32
32
別冊3
2
20
20
21

県内64歳以下ワクチン接種本格化 11市町村 月内開始 64歳以下のワクチン準備状況
高校野球富山大会7日開幕 第103回全国高校野球選手権富山大会組み合わせ 10日上市
永年勤続37人表彰 県警 個人 県警山岳警備協力隊副隊長 上市区域交通安全協力会役員
ＦＴＴＨ業務はＴＡＭ（上市）に委託 新川介護・ＣＡＴＶ組合
パークゴルフ 酒井建設杯
ＬＣ・ＲＣ役員が抱負 連携高め仲良く 富山第2分区ＲＣ 富山市と上市、立山両町の10ロータリークラブ

ピックアップＫＮＢ後9：0 0金曜ロードショー「おおかみこどもの雨と雪」 細田守監督（上市町出身）
ＫＮＢテレビ1 6：55ワンエフ 富山が誇る細田守監督を大特集！
9金 ＫＮＢ＝後9：00 「バケモノの子」 細田守監督（上市町出身）
ＷＥテレビ解説
富山土地改良協 「農地整備推進を」 野上農相に要望 富山土地改良協議会（富山市、立山町、上市町、舟橋村）

奉仕や会員増へ意欲 ＲＣ、ＬＣ新役員が来社 富山、上市立山の10ＲＣ
高岡一は富山西と初戦 高校野球富山大会 組み合わせ決まる 10日上市
信金のエステ体験 上市町の富山信用金庫でエステ体験会

紙風船

令和3年（2021） ７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

2021/7/2 金

３日

2021/7/3 土

北日本

2021/7/3 土

北日本

2021/7/3 土

北日本

2021/7/3 土

富山

2021/7/3 土
2021/7/4 日

北日本

2021/7/4 日

北日本

2021/7/4 日

北日本

2021/7/4 日

北日本

2021/7/4 日

富山

2021/7/4 日

富山

2021/7/4 日

1
14
17
17
17
2
3

深田久弥さんの「日本百名山」 立山や剱岳、薬師岳などが選ばれている。
天地人
社会福祉功労者功績たたえ表彰 上市町社会福祉功労者表彰式
町営バスに抗菌加工 上市町 町営バス7台に抗ウィルス・抗菌コーティング
パークゴルフ 上市町協会からしし杯
パークゴルフ 上市リバーサイド倶楽部月例会
地鉄脱線事故 鉄道事業者の資格はない 昨年7月26日の上市発電鉄富山行きの電車が脱線 社説
国勢調査の人口速報値 市町村別人口増減率
日曜特番

18
25
12
14
15

とやまお城探検隊62 土肥氏の城館群① 上市町
雷伴う激しい雨 県内 土砂災害注意 上市町に大雨注意報
バスを抗ウイルス加工 上市町 町営バス7台の車内に
滝修行の日 上市・日石寺 サッカー少年団員 コロナ終息祈願
土砂災害に警戒 富山市、立山町に大雨警報 上市町に大雨注意報

5
18
22

地方自治厚功労表彰に3氏 斎藤忠義氏（上市町）
魚津の果物 広めたい カフェ「キニナル」新人パティシエ佐伯さん（上市町新屋）
とやまお城探検隊63 土肥氏の城館群② 上市町

月曜日

北日本

2021/7/5 月

北日本

2021/7/5 月

富山

2021/7/5 月

富山

2021/7/5 月

富山

2021/7/5 月

６日

上野さんら五輪中止求める署名開始 上野千鶴子さん（上市町出身）ら
20人の意欲作紹介 県洋画連盟新川地区会 上市含む市町の6ブロック持ち回りで毎年開催
ＬＣ・ＲＣ役員が抱負 上市ロータリークラブ 上市ライオンズクラブ
県内7地点で真夏日 きょうから大雨の恐れ 上市町で30.4度
ハンゲショウ白く 県中央植物園 県内2カ所で今年最高気温 上市町で30.4度

日曜日

北日本

５日

3
22
25
32
27

コーナー

土曜日

北日本

４日

26

見 出 し ・ 記 事 概 要
ＫＮＢ後9：0 0金曜ロードショー「おおかみこどもの雨と雪」 細田守監督（上市町出身）

頁

ぶんぶんジュニア

火曜日

北日本

2021/7/6 火

北日本

2021/7/6 火

北日本

2021/7/6 火

ぶんぶんジュニア

令和3年（2021） ７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

2021/7/6 火

北日本

2021/7/6 火

富山

2021/7/6 火

富山

2021/7/6 火

７日

26
26
22
26

見 出 し ・ 記 事 概 要
竜とそばかすの姫 細田守監督新作 カンヌ初上映へ
富山・上市・立山 土砂災害に警戒 県内 断続的に雨
王者へ106チーム熱戦 県少年野球大会 11日に開幕 第18回券少年野球大会
富山、立山、上市 きょう大雨注意

コーナー

水曜日

北日本

2021/7/7 水

北日本

2021/7/7 水

北日本

2021/7/7 水

北日本

2021/7/7 水

北日本

2021/7/7 水

北日本

2021/7/7 水

北日本

2021/7/7 水

北日本

2021/7/7 水

富山

2021/7/7 水

富山

2021/7/7 水

富山

2021/7/7 水

富山

2021/7/7 水

８日

頁

1
15
17-20
24
25
26
32
33
1
22-25
26
29

15市町村長アンケート 平成の大合併15年 自治体「良くなった」9人 さらなる再編 12人「不要」 境界の彼方 とやま自治考
テニス 中牟田杯全国選抜ジュニア選手権 県予選 ダブルス男子
きょう開幕 全国高校野球選手権富山大会 2年ぶり 奮い立つ球児
地鉄上市駅にピアノ常設 心弾む演奏いつでも 町観光協会
軟式野球 新川地区中学校総合選手権
とやまお城探検隊64 郷柿沢館 上市町
ぶんぶんジュニア
大雨・土砂災害に警戒 きょう県内 多い所で120ﾐﾘ 上市町5日から大雨警報が継続
衰退と合併「関係ない」 県内市町村長アンケート デメリット評価困難
境界の彼方 とやま自治考
大雨、土砂災害注意 上市町に大雨警報
第103回全国高校野球選手県大会富山大会 きょう開幕式 10から試合
自由に弾いて♪ 上市に「駅ピアノ」 演奏や歌声響く
卸業者がブランド化 上市発の和牛売り込め 剱岳から命名「劔」

木曜日

北日本

2021/7/8 木

北日本

2021/7/8 木

北日本

2021/7/8 木

北日本

2021/7/8 木

北日本

2021/7/8 木

北日本

2021/7/8 木

富山

2021/7/8 木

22
25
25
26
27
30
1

発掘品で歴史たどる 県埋文センター 土器や宋銭700点 上市町の江上Ｂ遺跡から出土した中世の宋銭など

観光遊覧船で事故想定訓練 滑川消防署 上市含む3消防署とウェーブ滑川から参加
功労者を表彰 県自治会連合会 県部門功労表彰 個人 県自治連合会長表彰 役員 会員
とやまお城探検隊65 稲村山城 上市町
カンヌ映画祭開幕 細田新作上映へ 細田守監督（上市町出身）「カンヌ・プルミエール」
高校野球富山大会開会式 43チーム10日から熱戦 10日の試合 上市
ワクチン配分公表 厚労省、来月に追加配送 追加分（8月2～29日）の富山県内の割当数 上市町3510回分

ぶんぶんジュニア

令和3年（2021） ７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

2021/7/8 木

富山

2021/7/8 木

富山

2021/7/8 木

９日

頁

20
20
26

コーナー

金曜日

4
北日本
2021/7/9 金
18
北日本
2021/7/9 金
23
北日本
2021/7/9 金
24
北日本
2021/7/9 金
34
北日本
2021/7/9 金 別冊3
富山
2021/7/9 金
21
富山
2021/7/9 金
25
１０日 土曜日
北日本 2021/7/10 土
21
北日本 2021/7/10 土
24
北日本 2021/7/10 土
24
北日本 2021/7/10 土
26
北日本 2021/7/10 土
31
富山
2021/7/10 土
1
富山
2021/7/10 土
25
富山
2021/7/10 土
27
１１日 日曜日
北日本 2021/7/11 日
10
北日本 2021/7/11 日
10
北日本 2021/7/11 日
12
北日本

見 出 し ・ 記 事 概 要
水上バイク事故想定 滑川消防署が訓練 滑川、魚津、上市消防署ら約30人
福祉貢献10人表彰 上市町社協
カンヌ映画祭開幕 細田監督作新作部門に選出 「竜とそばかすの姫」細田守監督（上市町出身）

2021/7/9 金

下旬までに候補擁立 立民県連 10月の上市町議選に立候補予定の酒井桂之氏に認証を交付 21衆院選 富山2区
第74回県中学校野球 あす開幕 精鋭16チーム熱戦 上位3校が北信越大会出場
樹木や花の香り楽しむ 精油の展示会「富山のしずく」 精油を製造するアロマセレクト（上市町）
県スポーツ少年団競技別総合交流大会 バドミントン 空手道
ＫＮＢ後9：00 バケモノの子 細田守監督（上市町出身）
ピックアップ
16金 ＫＮＢ＝後9：00 サマーウォーズ 細田守監督（上市町出身）
ＷＥテレビ解説
県産オイル香り楽しむ 高岡で展示会 上市町のハゲ山で撮影した映像を投影
雄山の登山道崩落 四ノ越付近 山岳警備隊を現場に派遣

高校総体盛り上げよう 上市高生徒会 駅にボード設置
ミヤマシジミ再び 上市高生餌のコマツナギ栽培 常願寺川河川敷に設置
サポーターに上市高生委嘱 上市町社会福祉協議会
山の四季写真に 日本山岳写真協会北陸支部の作品展 細川正さん（上市）
竜とそばかすの姫 細田監督（上市出身） 声優 佐藤健を絶賛
雨の日々傘手放さず 県内激しく降る 1時間降雨量上市町で27ミリ
「ミヤマシジミ」定着へ 植物設置 チョウ来て 上市高生、常願寺川沿いで
全国高校総体空手カウントダウン開始 上市高がボード 上市駅に設置
氷見北部・上市など8強 県中学野球開幕
第103回全国高校野球選手県大会富山大会 入善の水島 投打で活躍 入善8-0上市
テニス 県中学校総合選手権 女子団体

令和3年（2021） ７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

2021/7/11 日

富山

2021/7/11 日

富山

2021/7/11 日

富山

2021/7/11 日

頁

見 出 し ・ 記 事 概 要

31
3
22
23

夢への熱闘助っ人支え 第103回全国高校野球富山大会 県内球児減単独活動難しく 上市は弓道部やテニス部から助っ人

月曜日
2021/7/12 月
１３日 火曜日

コーナー

大雨警報の回数 13年以降隣なのに 富山市101回舟橋10回 市町村別の大雨警報発表回数 日曜特番
第59回県中学校総合選手権 軟式野球 テニス 女子団体
高校野球富山大会 上市4安打で屈する 入善8-0上市

１２日

北日本 2021/7/13 火
北日本 2021/7/13 火
北日本 2021/7/13 火
北日本 2021/7/13 火
北日本 2021/7/13 火
富山

2021/7/13 火

富山

2021/7/13 火

１４日

新聞休刊日
19
24
26
26
28
25
29

県中学校選手権 陸上
ふるさとマスター 鈴木さんが講義 富山の名水紹介 穴の谷の霊水（上市）など
中央小でも披露 池田さんら 東京五輪聖火リレーのトーチ巡回展示 上市町の小学校で始まる
乳がん検診の必要性理解 富山大学病院が講座 上井町の北アルプス文化センターで
とやまお城探検隊66 千石山城① 上市町
ぶんぶんジュニア
聖火リレートーチ 上市の小学校巡回 東京五輪聖火リレートーチ巡回展
上市町相ノ木小の児童 1人暮らしの高齢者への手作りの贈り物を相ノ木地区社会福祉協議会へ ほたるいか

13
20
20
20
23
24
30
20
21
22

毎日書道展 県内から390点入選 無監査会友出品 一般公募入選
災害時役立つレシピは？ 町食改推進協が集い 上市町食生活改善推進協議会
リフォーム手ほどき 上市空き家再生へ 25日に溶接技術の講座
成伯 スミ子さん（上市町稗田 13日生まれ）
22年度県立高校全日制 定員92人減6378人 2022年度県立高校全日制募集定員
とやまお城探検隊67 千石山城② 上市町

水曜日

北日本 2021/7/14 水
北日本 2021/7/14 水
北日本 2021/7/14 水
北日本 2021/7/14 水
北日本 2021/7/14 水
北日本 2021/7/14 水
北日本 2021/7/14 水
富山

2021/7/14 水

富山

2021/7/14 水

富山

2021/7/14 水

100歳おめでとう
ぶんぶんジュニア

ピックアップＫＮＢ後7・0笑ってコラえて25周年 映画監督 細田守氏（上市町出身）に密着するシリーズ

成伯 スミ子さん（上市町稗田 13日生まれ）
議会日程 上市町
来年度の県立高定員 過去最少6378人に 2022年度富山県立高校全日制課程第1学年募集定員

百歳

令和3年（2021） ７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

１５日

北日本 2021/7/15 木
富山

2021/7/15 木

富山

2021/7/15 木

富山

2021/7/15 木

コーナー

21
28
14
22
26

内山先発 7番・捕手 きょうフレッシュ球宴 内山壮真（上市町出身）
とやまお城探検隊 68弓庄城① 上市町
きょう新人球宴 内山が先発出場 ヤクルトの内山（星稜高ＯＢ、上市町出身）
松本が全国切符 第59回県中学校総合選手権 陸上 男子女子

ぶんぶんジュニア

俳優・佐藤健さん 千鳥・ノブさん 県ＰＲに一役 佐藤さん細田守監督（上市町出身）の「竜とそばかすの姫」声優

金曜日

北日本 2021/7/16 金
北日本 2021/7/16 金
北日本 2021/7/16 金
北日本 2021/7/16 金
北日本 2021/7/16 金
北日本 2021/7/16 金
北日本 2021/7/16 金
北日本 2021/7/16 金
富山

2021/7/16 金

富山

2021/7/16 金

富山

2021/7/16 金

富山

2021/7/16 金

富山

2021/7/16 金

富山

2021/7/16 金

１７日

見 出 し ・ 記 事 概 要

木曜日

北日本 2021/7/15 木

１６日

頁

1
24
30
32
32
33
36
36
1
27
30
33
33
40

内山（ヤクルト上市出身）ＭＶＰ プロ野球フレッシュ球宴
内山 会心の先制弾 フレッシュ球宴 イースタン勝利導く
とやまお城探検隊 69 弓庄城② 上市町
夏休みの小学生公共交通無料に 富山市など9市町村 富山、黒部、魚津、滑川、立山、入善、上市、朝日、舟橋

来月 就農マッチングツアー 富山農林振興センター 滑川、上市、立山の3市町で
目撃 東種 子グマ2頭
「竜とそばかすの姫」 ついに本日公開！細田守監督最新作
ＫＮＢ後9：0 0金曜ロードショー「サマーウォーズ」 細田守監督（上市町出身）
県内激しい雨 上市町を除く9カ所で30度以上の真夏日
内山先制弾ＭＶＰ 2年ぶりフレッシュオールスター 内山壮真（ヤクルト、上市町出身）
館内の廊下部分に 全長15㍍ギャラリー 上市・西田美術館
等伯ゆかりの寺 羽昨・妙寺 憧れ胸に障壁画 松原さん（上市町出身）5ヵ月かけ完成
上市町東種 幼獣2頭
みもの ＫＮＢ後9：0 0金曜ロードショー「サマーウォーズ」 細田守監督（上市町出身）

土曜日

北日本 2021/7/17 土
北日本 2021/7/17 土
北日本 2021/7/17 土

17
26
26

ぶんぶんジュニア

第19回北日本新聞社長杯パークゴルフ大会 210人出場 出場者組み合わせ
剱岳Ｔシャツ販売 上市高書道部が文字担当 コンビニ店 上市
古民家通じ町の歴史知る 上市西田美術館 3軒の変遷資料で紹介 廊下にギャラリー新設

クマ出没情報

クマ目撃情報

令和3年（2021） ７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 2021/7/17 土

28
34
35
1
25
25
29

見 出 し ・ 記 事 概 要
要支援・介護認定率18％ 中新川広域組合
たくさんの拍手 本当にうれしい 細田アニメ新作 カンヌ上映 歓声に包まれ感激
「在庫 余剰ではない」 ワクチン供給 県内自治体 政府に反論 上市町の接種実施本部長
富山、上市今年最高 最高気温上市町30.6度
上市町も壮行会 16人の活躍期待 全国高校総体出場選手の激励壮行会
補正予算可決、高齢化率は33％ 中新川広域事務組合
細田監督「感謝いっぱい」 カンヌで新作上映

11
19
19
26
12
18

県中学校野球 4強 準々決勝
パークゴルフ 上市町協会上市町長杯
パークゴルフ 上市町協会月例会
岐阜で震度3 富山市楡原は震度2 上市町震度1
島内球宴ＭＶＰ フレッシュでは内山 星陵高ＯＢ、大暴れ 内山壮真(上市町出身)
石動埴生、上市 決勝Ｔへ 第18回県少年野球大会第2日

16

とやまお城探検隊 70 弓庄城③ 上市町
なし

2
5
12
19
20
25
25

富山市医師会長に就いた 船坂雅春さん 88～91年には上市保健所の所長
けさの人
地震・豪雨想定来月1日に訓練 滑川中心に4市町村 総合防災訓練 上市町含む10会場で実施
県中学校総合選手権 柔道 バドミントン
16チームが爽やかな汗 県フレッシュテニス交流会 上市町の丸山総合体育館
とやまお城探検隊 71 弓庄城④ 上市町
ぶんぶんジュニア
無水硫酸漏れ異臭 上市の工場 健康被害訴えなし 上市町郷柿沢「富士化学工業」
工場で無水硫酸漏れ 上市の製薬会社 周囲に霧状の煙 上市町郷柿沢「富士化学工業」

北日本 2021/7/17 土
北日本 2021/7/17 土
富山

2021/7/17 土

富山

2021/7/17 土

富山

2021/7/17 土

富山

2021/7/17 土

１８日

日曜日

北日本 2021/7/18 日
北日本 2021/7/18 日
北日本 2021/7/18 日
北日本 2021/7/18 日
富山

2021/7/18 日

富山

2021/7/18 日

１９日

月曜日

北日本 2021/7/19 月
富山

2021/7/19 月

２０日

ぶんぶんジュニア

火曜日

北日本 2021/7/20 火
北日本 2021/7/20 火
北日本 2021/7/20 火
北日本 2021/7/20 火
北日本 2021/7/20 火
北日本 2021/7/20 火
富山

コーナー

2021/7/20 火

令和3年（2021） ７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

北日本 2021/7/21 水
北日本 2021/7/21 水
北日本 2021/7/21 水
北日本 2021/7/21 水
北日本 2021/7/21 水
北日本 2021/7/21 水
北日本 2021/7/21 水
富山

2021/7/21 水

富山

2021/7/21 水

富山

2021/7/21 水

富山

2021/7/21 水

富山

2021/7/21 水

コーナー

3
4
6
13
21
21
22
27
1
6
18
24
31

のびゆく 中新川 上市町
女性リーダー育成 基金設立 志望者募る 審査委員会を務める上野千鶴さん（上市町出身）
最優秀賞に武田さん 商工会青年部主張発表 優秀賞 高田大輔（上市町）
ビエンナーレＴＯＹＡＭＡ 県民会館分館「内山邸」 野村瑞穂（上市町）
中新川郡民体育大会 水泳 陸上 卓球 軟式野球 柔道 剣道 空手道
パークゴルフ 上市リバーサイド倶楽部月例会
とやまお城探検隊72 弓庄城⑤ 上市町
ぶんぶんジュニア
異臭の白煙 収束へ 上市の工場 社長陣謝 富士化学工業 （上市町郷柿沢）
県内初 熱中症アラート 全域で3日連続真夏日 上市「危険」の目安なる指数31を超え
女性リーダー育成で基金 審査委員会を務める社会学者の上野千鶴さん（上市町出身）
細田版「美女と野獣」 「竜とそばかすの姫」 監督・脚本の細田守（上市町出身）
映画レビュー
高校総体で応援のぼり 上市高、47都道府県別に制作 空手道の開催地
硫酸漏出事故を陣謝 富士化学工業（上市町郷柿沢） 別タンクへ移送完了

26
26
30
33
33

略式代執行で特定空き家解体 上市町 空き家対策特別措置法

木曜日

北日本 2021/7/22 木
北日本 2021/7/22 木
北日本 2021/7/22 木
富山

2021/7/22 木

富山

2021/7/22 木

２３日

見 出 し ・ 記 事 概 要

水曜日

北日本 2021/7/21 水

２２日

頁

福祉施設をサポート 6団体 八尾でマーケット 富山、射水、上市の3市町で福祉施設を運営する６団体が出店

とやまお城探検隊73 郷田砦 上市町
県内小中学校で終業式 熱中症で県内3人搬送 上市を除く9地点で真夏日
霧状硫酸の工場外飛散ほぼなくなる 富士化学工業 上市町郷柿沢

ぶんぶんジュニア

とやまお城探検隊74 日中城 立山町
異臭白煙 撤去完了 上市の工場 富士化学工業
ロキテクノ快勝発進 第111回県社会人野球リーグ戦第1日 ロキテクノ富山（上市）
硫酸漏れの終息を宣言 富士化学工業（上市町）

ぶんぶんジュニア

金曜日

北日本 2021/7/23 金
北日本 2021/7/23 金
富山

2021/7/23 金

富山

2021/7/23 金

16
22
20
25

令和3年（2021） ７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

２４日
富山

2021/7/24 土

富山

2021/7/24 土

富山

2021/7/24 土

富山

2021/7/24 土

北日本 2021/7/25 日
北日本 2021/7/25 日
北日本 2021/7/25 日
北日本 2021/7/25 日
富山

2021/7/25 日

富山

2021/7/25 日

富山

2021/7/25 日

24
23
25
25
27

針原クラブＶ 富山地区女子バレー 富山市、上市町、立山町の計9チームが出場
お笑い芸人が話術指南 上市町 「出会い」事業の第1弾 横澤さんリモートで
ロキテクノ2勝目 第111回県社会人野球リーグ戦第2日
長栂山で男性転倒、骨折 山岳警備隊が救助
旗手八村選手に「誇り」 上市中バスケ部に所属した中田さんｲﾝﾀﾋﾞｭｰ

3
3
8
10
16
2
20
23

⑰高岡 進まぬ地籍調査 県内の地籍調査の進捗率
上田氏「全精力で戦う」自民支部が設立総会 2区選対の体制決める

事件・事故

西部本社発 自治体リポート

21衆院選 富山2区

北日本新聞朝間野球 17チーム対戦決まる 2年ぶり県大会 31日に開幕 第53回北日本新聞朝間野球県大会

野球 県社会人リーグ戦 ロキテクノ富山（上市）
お笑い芸人が話術アドバイス 初回は横沢夏子さん 「かみいちＤｅａｉＢａｒ（であいバー）」
総括責任者に魚津市長 自民支部を設立 滑川・中新川ブロック責任者 女性部責任者
ロキテクノ優勝 第111回社会人野球リーグ戦最終日
真夏日、富山市34・1度 熱中症の疑いで救急搬送 上市含む4市町で熱中症の疑いで救急搬送

月曜日

北日本 2021/7/26 月
北日本 2021/7/26 月
北日本 2021/7/26 月
北日本 2021/7/26 月
北日本 2021/7/26 月
富山

2021/7/26 月

富山

2021/7/26 月

２７日

コーナー

日曜日

北日本 2021/7/25 日

２６日

見 出 し ・ 記 事 概 要

土曜日

北日本 2021/7/24 土

２５日

頁

10
10
18
20
26
17
22

第74回県民体育大会 重量挙げ 軟式野球
全国高校総体競技スタート 来月から県内4競技 13日、空手道が上市町
上市「町空き家再生プロジェクト」 日曜大工スキル磨こう ワークショップ開催 まず溶接技術
とやまお城探検75 柿沢城 上市町
ぶんぶんジュニア
県内7市町15人感染 コロナ 14人が経路不明 上市町1人
空き家ＤＩＹ後押し 上市の再生プロジェクト ワークショップ 初回は溶接技術
県内コロナ感染15人 上市1人

22

とやまお城探検76 茗荷谷山城① 上市町

火曜日

北日本 2021/7/27 火

ぶんぶんジュニア

令和3年（2021） ７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 2021/7/27 火

26
29
29
24
27

北日本 2021/7/27 火
北日本 2021/7/27 火
富山

2021/7/27 火

富山

2021/7/27 火

２８日

北日本 2021/7/28 水
北日本 2021/7/28 水
北日本 2021/7/28 水
北日本 2021/7/28 水
北日本 2021/7/28 水
北日本 2021/7/28 水
富山

2021/7/28 水

富山

2021/7/28 水

特集ソフト女子 全国出場 部のない中学から、4月発足 「ニューリバー」黒部拠点に 上市含む5市町の13人

県内コロナ新たに15人 1週間で84人、前週の3倍 上市町1人

6
12
13
24
28
28
30
28
31

水力大改修で出力増 北電グループ5ヵ所 再生可能エネ上積み 早月川水系の馬場島（上市）
北日本文芸 歌壇 俳壇 柳壇
第67回県学生書道展受賞者 特別賞硬筆の部・小学の部
とやまお城探検隊77 茗荷谷山城② 上市町
ぶんぶんジュニア
パークゴルフ 上市町議長杯
テニス 富山市春季B・C級ミックスダブルス
「富山アラート」検討 県内5市町新たに7人 上市町1人
県民体育大会 ボクシング
富山アラート発出へ コロナ7人感染、増加傾向 上市町の20代男性

26
30
32
33
27
32

とやまお城探検隊78 黒川砦 上市町
卓球 新川地区総体 男子団体
うまさ 光り輝く 県内「土用の丑」 上市町新町の湯崎乃屋鮮魚店
「異端児」不完全燃焼 柔道 向 3回戦敗退 家族や後輩応援 上市・高岡
上市で特定空き家解体 町、４例目 来月末に完了
向号泣「これが勝負」 家族の厳しさ力に 上市、母校で応援

11
21

映画「竜とそばかすの姫」細田守監督（上市町出身） 映像美と歌声に圧倒
第53回北日本新聞朝間野球県大会 17群市代表激突

木曜日

北日本 2021/7/29 木
北日本 2021/7/29 木
北日本 2021/7/29 木
北日本 2021/7/29 木
富山

2021/7/29 木

富山

2021/7/29 木

３０日

コーナー

水曜日

北日本 2021/7/28 水

２９日

見 出 し ・ 記 事 概 要
サッカー みなみＦＣサマーカップ
ワクチン証明 申請開始 県内 初日 9市町に30件 中学生へ接種始まる 上市町
県内15人新たに感染 上市町1人

金曜日

北日本 2021/7/30 金
北日本 2021/7/30 金

ぶんぶんジュニア

令和3年（2021） ７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 2021/7/30 金

23
2
25
27

富山

2021/7/30 金

富山

2021/7/30 金

富山

2021/7/30 金

３１日

見 出 し ・ 記 事 概 要
「べつばら富山」に新商品 和菓子4種お披露目 花月堂（上市町）のおやきもち
「べつばら富山」4品追加 「おやきもち」（花月堂）上市町
日石寺・参道沿いの旧旅館活用 上市の市姫東雲会 定期マルシェで門前街に磨き
県内9地点真夏日 富山2人熱中症疑い 上市町28.5度

土曜日

北日本 2021/7/31 土
北日本 2021/7/31 土
北日本 2021/7/31 土
北日本 2021/7/31 土
富山

2021/7/31 土

富山

2021/7/31 土

富山

2021/7/31 土

富山

2021/7/31 土

5
6
14
30
3
3
4
31

新生児の聴覚異常検査 県内7市町 助成なし 新政治への聴覚検査助成
石炭発電の灰 資源化 産学官連携協議会が発足 富山地区エリア（上市含む）富山生コンクリート協同組合価格下げ

第103回全国高校野球 富山大会 決勝
25年の目標人口 下方修正も検討 上市町総合計画及びまち・ひと・しごと創生創造戦略会議
高齢者ワクチン接種率で本社調査 コロナの高齢者ワクチン接種県内市町村の接種率
上市町、舟橋村も8月 上市町も7月末までに高齢者接種を終わらせる目標
微粉末石炭灰活用へ 北電など協議会設立 富山河川国道事務所や上市含む3市町、県生コンクリート工業組合

目標人口見直し検討 上市町が総合計画審議会

コーナー

