令和3年（2021） 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

2021/10/1 金

北日本

2021/10/1 金

北日本

2021/10/1 金

北日本

2021/10/1 金

北日本

2021/10/1 金

北日本

2021/10/1 金

富山

2021/10/1 金

富山

2021/10/1 金

富山

2021/10/1 金

北日本
北日本
北日本
北日本
北日本
富山
富山

北日本
北日本
北日本
北日本
北日本
富山

見 出 し ・ 記 事 概 要

4
15
24
27
27
35
2
24
29

歳入・歳出とも1300億円増 県内市町村20年度決算 2020年度の実質公債費比率と将来負担比率

コーナー

金曜日

北日本

２日

頁

野菜 10月中旬以降は上市産里芋も始まる
サトイモ「大和」豊作期待 初選別・目ぞろい会 ＪＡアルプス上市野菜出荷場
中川町政評価 平均71.7点 上市町議選アンケート＜中＞ 現町政の評価
秋の夜空 彩る60発 医療従事者に感謝込め 上市町の上市川白竜橋周辺
起訴の幹部 懲戒免職 村長陳謝 減給3ヵ月 会計管理者の吉田昭博被告
上市3年連続ワースト 県内市町村の実質公債費比率 財政健全化法の健全化指標
サトイモ豊作、資良し 上市町特産 初出荷へ選別 広野のＪＡアルプス上市野菜集荷場
舟橋村職員を懲戒免職 官製談合 吉田昭博被告（上市町広野）

市場レポート

土曜日

滑川工場が操業開始 富士化学工業（上市町横法音寺） 日医工から取得
2021/10/2 土
県勢2チーム準決勝へ 都市対抗野球2次予選 ロキテクノ富山（上市町）
2021/10/2 土
手作り小物展示 大岩館 秋の彩り六人展 上市町大岩の大岩館
2021/10/2 土
魅力「豊かな自然」 上市町議選アンケート＜下＞ 課題「人口減・学校統廃合」
2021/10/2 土 別刷 2-3 北日本新聞金鷲旗争奪 県中学駅伝 上市男子・女子
2021/10/2 土
1
上市町議選あす投開票
2021/10/2 土
27 政治に関心高まる秋 9月28日告示の上市町長選
３日 日曜日
2021/10/3 日
3
コロナ禍の図書館 貸出停止は疑問だ 滑川、黒部、上市、立山の4市町が時間を短縮開館
2021/10/3 日
3
上市町議選きょう投開票 大勢判明 午後10時半ごろ 上市町議選立候補者
2021/10/3 日
13 都市対抗野球第2次予選 伏木海陸決勝進出 ロキテクノ富山（上市町）敗れる
2021/10/3 日 14-15 北日本新聞金鷲旗争奪 県中学駅伝 女子・男子総合成績
2021/10/3 日
19 幻想的な世界観伝える 西田美術館 能島さん（洋画家富山）個展
2021/10/3 日
1
上市町議選 きょう投開票
2021/10/2 土

6
18
24
25

紙風船
社説

令和3年（2021） 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

2021/10/3 日

富山

2021/10/3 日

富山

2021/10/3 日

富山

2021/10/3 日

富山

2021/10/3 日

４日

見 出 し ・ 記 事 概 要
白萩西部小で清掃 上市の長寿会 白萩西部長寿会
上市町議選立候補者

18
19
19
20
20

住み続けたいまちテーマに写真展 ネット通販会社ライブリード（上市町）のカモシカのキャラクター「三太」が訪れた

1
3
23
1
17

上市町議選 新人6人当選 自民現職2人落選
上市町議選 当選者 学校統合 合議論深めよ
天狗平で転倒の84歳重傷 室堂警備派出所に通報
現職は6人新人6人当選 上市町議選
天狗平で転倒し骨折 大阪市の男性 山岳警備隊員が出動

7
7
21
21
21
28
28
28
6
23
24
25
29

県内出火率30年連続 全国最小 記録の継続誓う 県防火推進大会 消防庁長官表彰 25年以上大岩

コーナー

伏木海陸が決勝進出 第92回都市対抗野球大会 北信越地区2次予選第1、2日 ロキテクノ富山（上市町）は準決勝敗退

自転車の施錠率 優秀校に40中高 県、鍵掛けコンテスト 表彰 中学

月曜日

北日本

2021/10/4 月

北日本

2021/10/4 月

北日本

2021/10/4 月

富山

2021/10/4 月

富山

2021/10/4 月

５日

頁

ニュースファイル
事件・事故

火曜日

北日本

2021/10/5 火

北日本

2021/10/5 火

北日本

2021/10/5 火

北日本

2021/10/5 火

北日本

2021/10/5 火

北日本

2021/10/5 火

北日本

2021/10/5 火

北日本

2021/10/5 火

富山

2021/10/5 火

富山

2021/10/5 火

富山

2021/10/5 火

富山

2021/10/5 火

富山

2021/10/5 火

上市町長選・町議選 中川氏らに当選証書
医療従事者に弁当 上市町南町の日本料理店「四季料理 華生」
パークゴルフ 上市町協会会長杯
パークゴルフ 上市町協会月例会
ストップ特殊詐欺被害 ネット利用で上市町の女性も 49万円被害
県東部2、3署に再編 5署から 県警が3案示す 上市著
剱沢で転倒 男性重傷 大阪府の男性 県警山岳警備隊員に救助
県、出火率30年全国最小を記念 防火に尽力 県民たたえる 消防庁長官表彰 25年以上上市町消防団大岩団

再選、中川氏に当選証書 上市 町議選12人にも付与 上市町議選当選者
県東部2、3署に集約 魚津でエリア別協議会 県警、再編3案を提示 上市署
剱沢で転倒 男性骨折 大阪府の男性 富山県警山岳警備隊員に通報
上市の50代女性 49万円詐欺被害 ネット利用料名目

事件・事故

令和3年（2021） 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

６日

2021/10/6 水

北日本

2021/10/6 水

北日本

2021/10/6 水

北日本

2021/10/6 水

北日本

2021/10/6 水

北日本

2021/10/6 水

富山

2021/10/6 水

富山

2021/10/6 水

富山

2021/10/6 水

富山

2021/10/6 水

18
18
20
21
21
25
18
18
19
21

イワナの稚魚放流 上市町白萩東部協議会 早月川の上流で放流
絵画出品の園児を表彰 西田美術館 三日市保育園
立山の自然描いた児童画 大賞に菊君 「立山をえがく児童画展」 佳作 上市中央小
前向きな心構えを 有森裕子さん講演 北アルプス文化センター 町健康文化振興財団主催
中新川地区中学校新人大会 陸上
仙人谷で転倒し骨折 横浜市の女性 室堂警備派出所に通報
小中学生の防火ポスター 入賞決まる 上市消防署
上市で森の寺子屋 県フォレストリーダー協会の森林教室「森の寺子屋」 上市町内の小学1年生を対象

医療従事者に弁当 上市町の料理店 上市町南町「四季料理 華生」
仙人谷で転倒、女性骨折 横浜市の女性 室堂警備派出所に通報

事件・事故

木曜日

北日本

2021/10/7 木

北日本

2021/10/7 木

富山

2021/10/7 木

富山

2021/10/7 木

８日

コーナー

水曜日

北日本

７日

見 出 し ・ 記 事 概 要

頁

1
27
20
23

小規模警察署 再編案 県東部・西部 各2、3署 県内警察署の再編案
立花さん（上市） 都議会議長賞 水墨画 現水展 第60回記念現水展
県産米の魅力 菓子で広げる 上市にカフェ 上市町まちなか交流プラザに「コメカフェ」
東部と西部 各2、3署に 県警、警察署再編で具体案 上市著

6
13
15
23
29
4
24
24

4品を自主回収 北日本製薬（上市町若杉）

金曜日

北日本

2021/10/8 金

北日本

2021/10/8 金

北日本

2021/10/8 金

北日本

2021/10/8 金

北日本

2021/10/8 金

富山

2021/10/8 金

富山

2021/10/8 金

富山

2021/10/8 金

至高のオペラ技術学ぶ

バリトン歌手栗原 峻希 中学生の頃声楽の内山太一（上市町）の指導受ける

野菜 里芋は南砺市福野産に加え、上市産も
ボランティア県功労者表彰 武田宏（上市町） 富士化学工業（上市町）
東京の50代男性 剱岳で行方不明 県警山岳警備隊捜索
ロキテクノ5千万円寄付 富山県などに計5千万円寄付 上市町に1千万円
地域福祉に尽力32人29団体表彰 ボランティアフェス 会長感謝状 武田宏（上市）
上市署新人お手柄 岩城巡査 凶器携帯疑い男摘発

市場レポート

令和3年（2021） 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

2021/10/8 金

９日

2021/10/9 土

北日本

2021/10/9 土

北日本

2021/10/9 土

北日本

2021/10/9 土

北日本

2021/10/9 土

富山

2021/10/9 土

富山

2021/10/9 土

富山

2021/10/9 土

富山

2021/10/9 土

富山

2021/10/10 日

富山

2021/10/10 日

22
24
25
33
34
28
31
31
35
18
17
21

絵画大賞 榊原さん（上市町） 第68回滑川市美術展
防火ポスター 金賞に4人 上市・舟橋 小中学生 防火ポスター
令和3年度学校保健および安全文部科学大臣表彰 学校保健・学校歯科医 小森実（上市町立上市中央小学校）

大麻リキッド所持疑いで男逮捕 上市町女川の男性
低い10代投票率 前回衆院選における県内市町村別の10代投票率
滑川市美術展 市展大賞に絵画で榊原智美さん（上市町）
大麻所持疑いで男逮捕 上市町女川の男性

ニュースファイル
21 衆院選とやま
事件・事故

令和3年度学校保健および安全文部科学大臣表彰 学校保健・学校歯科医 小森実（上市町立上市中央小学校）

県関係 8選手「運命の日」待つ 11日プロ野球ドラフト会議 ロキテクノ勢 複数球団関心
登山事故防止呼び掛け 黒部署 署員や県警山岳警備隊ら9人が参加
県警と黒部署 「安全に登山してね」 富山県警山岳警備隊と黒部署が安全な山登りを促すキャンペーン

超短期決戦へ加速 解散前最後の週末8氏奔走 2区 越川氏 滑川、上市など5市町村を街宣 とやま衆院選2021

月曜日
18
18

新聞休刊日
滑落69歳女性死亡 黒部峡谷の登山道 鹿児島県の女性 富山県警山岳警備隊が出動
弥陀ヶ原で転倒 女性が右足骨折 七尾市の女性 県警山岳警備隊が搬送

6
22
22
22
31

製造業務停止終え きょうから再開 北日本製薬（上市町若杉）
クマ出没時協力を要請 立山・上市の猟友会長に 舟橋村
ピアノ演奏荘厳 福井さんコンサート 上市町郷柿沢の西田美術館
クラシックの名曲奏でる とやま桐の会 ピアノ志村愛さん（上市町）
弥陀ヶ原で転倒 女性重傷 石川県の女性 県警山岳警備隊に救助

北日本 2021/10/11 月
富山

2021/10/11 月

富山

2021/10/11 月

１２日

コーナー

日曜日

北日本 2021/10/10 日

１１日

29

見 出 し ・ 記 事 概 要
剣岳で東京の男性行方不明の可能性 富山県警山岳警備隊が捜索

土曜日

北日本

１０日

頁

火曜日

北日本 2021/10/12 火
北日本 2021/10/12 火
北日本 2021/10/12 火
北日本 2021/10/12 火
北日本 2021/10/12 火

ニュースファイル

令和3年（2021） 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 2021/10/12 火

32
23

富山

2021/10/12 火

１３日

北日本 2021/10/12 水
北日本 2021/10/12 水
北日本 2021/10/12 水
北日本 2021/10/12 水
北日本 2021/10/12 水
富山 2021/10/12 水
富山 2021/10/12 水
富山 2021/10/12 水
富山 2021/10/12 水
富山 2021/10/12 水

1
6
13
15
20
29
2
21
22
22
27

廣貫堂10品目自主回収 今年に入って北日本製薬（上市町若杉）などが医薬品医療機器法に基づき業務停止命令

1
25
25
31
24
27

ＧｏＴｏ再開へ政府 接種証活用 宿泊実験 県内は3施設 つるぎ恋月（上市町）などが対象
緑化推進貢献の個人・団体を表彰 第49回花と緑の銀行 個人の部 高城 冨美子（上市）
上市中央が優勝 大沢野カップ三角ティボール大会
業務停止期間終了 北日本製薬（上市町若杉）

細田アニメヒット 東宝純利益4倍 細田守監督（上市町出身）の最新映画「竜とそばかすの姫」
県芸文協表彰 県芸術文化協会創立50周年記念表彰 功労表彰 遠藤稔（学識経験、上市）
万機公論 上市町観光協会事務局長 澤井俊哉 想像力駆使 旅を豊かに
つなぐ
ロキテクノが寄付 上市町に企業版ふるさと納税として1千万円を寄付
黒部峡谷下ノ廊下での事故防止のため県警山岳安全課が動画を配信
風車
県、上市に1千万円 ロキテクノが寄付 滑川市にも
ロキテクノがふるさと納税 上市町に1千万円 「がんばるかみいち総合病院応援プロジェクト」に
金沢医科大氷見市民病院長 栂 博久氏 （上市町出身）
応接室
下ノ廊下の登山 注意を 県警、事故多発で啓発動画 県警山岳安全課
「不正、あの広貫堂も」 9月14日に北日本製薬（上市町）に行政処分

木曜日

北日本 2021/10/14 木
北日本 2021/10/14 木
北日本 2021/10/14 木
北日本 2021/10/14 木
富山 2021/10/14 木
富山 2021/10/14 木

１５日

コーナー

水曜日

北日本 2021/10/12 水

１４日

見 出 し ・ 記 事 概 要
北アで女性滑落死 黒部峡谷の登山道 鹿児島市の女性 県警山岳警備隊が発見
クマ被害対策 協力に感謝 舟橋村長 協定を上市町、立山町と結ぶ

緑化活動推進の個人、団体たたえ 県花と緑の祭典

花と緑の銀行理事長表彰 個人 高城 冨美子（上市）

宿泊施設108カ所で実験 観光庁 ＧｏＴｏ再開へ接種証活用 つるぎ恋月（上市町）などが対象

金曜日

北日本 2021/10/15 金
北日本 2021/10/15 金
北日本 2021/10/15 金

7
28
28

女性リーダーに奨励金100万円 政治参加やひとり親支援 審査委員長 上野千鶴子（上市町出身）

上市・立山・舟橋に給食用新米贈る ＪＡアルプス 管内の上市、立山、舟橋の小中学校の給食
サイバー犯罪防止へ上市署と商工会協定

令和3年（2021） 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 2021/10/15 金

28
28
29
36
4
24
24
24
24

北日本 2021/10/15 金
北日本 2021/10/15 金
北日本 2021/10/15 金
富山 2021/10/15 金
富山 2021/10/15 金
富山 2021/10/15 金
富山 2021/10/15 金
富山 2021/10/15 金

１６日

コーナー

秋山シーズンへ山岳救助のデモ 南砺署 県警山岳警備隊と兼務する署員のデモンストレーション

二重確認を徹底 北日本製薬（上市町若杉） 再発防止策公表
北陸のホテル、旅館 接種証明で宿泊特典 つるぎ恋月（上市町）など3館
今年度配属の山岳警備隊員 南砺署の壁もスイスイ 山岳警備隊員が遭難救助の気概と技術示す

サイバー犯罪に共同対処で協定 上市署と2商工会 上市町商工会、立山舟橋商工会
富山の幸で創作懐石 青池学園レストラン 学生企画、初のディナー 上市産サトイモを使ったコロッケ

富富冨を食べてね ＪＡアルプス寄贈 立山、上市、舟橋に

土曜日

北日本 2021/10/16 土
北日本 2021/10/16 土
北日本 2021/10/16 土
北日本 2021/10/16 土
北日本 2021/10/16 土
北日本 2021/10/16 土
富山 2021/10/16 土
富山 2021/10/16 土
富山 2021/10/16 土
富山 2021/10/16 土
富山 2021/10/16 土
富山 2021/10/16 土

１７日

見 出 し ・ 記 事 概 要
新川地区中学校新人大会 水泳 平泳ぎ50メートル
パークゴルフ 上市リバーサイド倶楽部後期会長杯大会

3
22
24
25
32
33
3
24
24
27
27
30

小規模警察署再編 議論の透明化欠かせぬ 県東部の5署（入善、黒部、魚津、滑川、上市）2、3署に 社説

18
12

くゆら織 多彩に 高須さん作品展 「色を彩なす心を織りなすくゆら織展」 上市町保健総合福祉センター

酒井富枝さん （上市町広野新）
遠藤・成瀬さん 詐欺防ぎ感謝状 コンビニ店 セブンイレブン上市正印店
県立高推薦1200人募集 2022年度の県立高校推薦入試募集人員
柔道 向に市民栄誉賞 高岡市3人目 向翔一郎選手 夕方には上市役場訪問
マイナーカード1年で2倍 県内市町村と全国のマイナンバーカードの交付率
大表田・富山市に照準 2区、新人対決 富山2区の選挙人名簿登録者数
コンビニ店長が特殊詐欺を防止 上市署が感謝状 セブン・イレブン上市町正印店
酒井富枝さん （上市町広野新）
柔道・向選手に高岡市民栄誉賞 向翔一郎選手 上市町も訪問
推薦27校62学科1220人 2022年度県立高校全日制の課程推薦入学者選抜実施概要
北日本製薬が役員報酬返納 北日本製薬（上市町）

日曜日

北日本 2021/10/17 日
富山 2021/10/17 日

上市町政特集 総合病院守り抜く きょう2期目スタート 中川町長が抱負

100歳おめでとう

とやま衆院選2021
百歳

令和3年（2021） 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 2021/10/17 日

20

見 出 し ・ 記 事 概 要
上市・広野地区 2年ぶり獅子舞に笑顔 感染対策を徹底 疫病退散願う 神輿の大人、飲酒自粛

17
18

富山第一 3回戦へ 全国高校サッカー県大会 2回戦
富山一、1試合22得点 第100回全国高校サッカー選手権大会県大会第2日 2回戦

4
5
18
20
21
26
1
2
3
3
25
29

ベンチャー支援策議論 県成長戦略ＷＧ初会合 県民説明会参加者募集 来月13日魚津・上市
陣営かく戦う 衆院選県内有権者数
21衆院選とやま

１８日

月曜日

北日本 2021/10/18 月
富山 2021/10/18 月

１９日

火曜日

北日本 2021/10/19 火
北日本 2021/10/19 火
北日本 2021/10/19 火
北日本 2021/10/19 火
北日本 2021/10/19 火
北日本 2021/10/19 火
富山 2021/10/19 火
富山 2021/10/19 火
富山 2021/10/19 火
富山 2021/10/19 火
富山 2021/10/19 火
富山 2021/10/19 火

２０日

木製ベンチで温かみ 町産スギの間伐材使用 上市駅開設90周年記念事業で駅構内のベンチをリニューアル

議長に堀田氏 副は寺西氏 自民会派2年ぶり一本化 上市議会
国土緑化・育樹ポスター 佳作上市高2
下ノ廊下で転倒、大阪の男性重傷
冬の使者到来 県内、10地点今季最低 最低気温上市町で0.5度
14市町村長自民に 出陣式出席 中川行孝上市町長を除く14市町村長が出陣式に出席見込み
県内開票終了予定時刻 県内自治体の衆院選開票終了予定時刻
県内有権者88万1362人 県選管まとめ 前回比1万9921人減 県内の選挙人名簿登録者数
下ノ廊下で転倒、男性重傷 室堂派出所に通報
上市駅開設90周年記念事業の一環で駅構内に町内産の杉の木のベンチのお披露目

とやま衆院選2021
とやま衆院選2021
事件・事故
ほたるいか

水曜日

北日本 2021/10/20 水
北日本 2021/10/20 水
北日本 2021/10/20 水
富山 2021/10/20 水
富山 2021/10/20 水
富山 2021/10/20 水

２１日

コーナー

木曜日

13
28
31
4
27
27

「記念日宿泊」誘客強化 渡邉社長（海栄RYOKANS）運営の旅館 つるぎ恋月（上市町）など
議長・堀田氏 副・寺西氏選ぶ 上市議会
パークゴルフ 上市町協会年代別大会
15市町村長 自民陣営出席 2区 魚津市で行った本部出陣式 中川行孝上市町長などが出席
観光資源に理解 上市・白萩西部小 地域ふれあい交流学習
議長 堀田氏 副議長 寺西氏 上市町議会
市町村議会

令和3年（2021） 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 2021/10/21 木

5
23
24
23
24
28

見 出 し ・ 記 事 概 要
小学校再編 議論を推進 上市町議会正副議長
上市署上市町交番巡査 岩城 拳志郎さん
8人 自民党議員会結成 上市町議会 2年ぶり会派一本化
監査委員に松谷氏 上市町議会
「少子化、人口減対策を」 上市町正副議長が来社
期日前 初日3472人 衆院選期日前投票 初日投票者数

1
26
29
28
29
29

立山初冠雪 平年より9日遅く 最高気温上市14.2度
立山黒部ジオパーク特集 池ノ谷氷河 上市町伊折
痕跡 上市町砂林開
クマ出没情報
人恐れない幼獣 上市で玉生さん撮影 上市町伊折の山中
遅すぎる村の対応 舟橋村発注の官製談合事件 当事者ではない上市町や立山町は報道発表 紙風船
上市町砂林開 柿の木に爪痕など
クマ目撃情報

4
25
25
2
25
29

県内 衆院選開票終了見込み 来月1日午前1時半 衆院選開票予定時刻
キタムラ機械最高賞 第59回県発明とくふう展 児童生徒 奨励賞 宮川小4
ほ場整備事業 本格化へ開所式 水橋地区 対象は富山市、滑川、上市の2市1町
小選挙区と市議選開票 午前1時完了見込み 県内自治体の衆院選開票終了予定時刻
次世代農業の拠点開所 水橋の農地整備事業所 富山と滑川、上市の3市町に位置する
上市町と吉本興業の「かみいちDeai Bar（出会いバー）事業」

ほたるいか

1
20
16

上市町が企画した駅の開設90周年記念事業 思い出ノート

天地人

北日本 2021/10/21 木
北日本 2021/10/21 木
富山 2021/10/21 木
富山 2021/10/21 木
富山 2021/10/21 木

２２日

北日本 2021/10/22 金
北日本 2021/10/22 金
富山 2021/10/22 金
富山 2021/10/22 金
富山 2021/10/22 金

北日本 2021/10/23 土
北日本 2021/10/23 土
富山 2021/10/23 土
富山 2021/10/23 土
富山 2021/10/23 土

日曜日

北日本 2021/10/24 日
北日本 2021/10/24 日
富山 2021/10/24 日

２５日

とやま衆院選2021

土曜日

北日本 2021/10/23 土

２４日

きょうもにっこり

金曜日

北日本 2021/10/22 金

２３日

コーナー

月曜日

食の王国フェスタ 秋の陣 スタート 山・海・野の幸ずらり 県花き品評会受賞者 銀賞 山本秀作（上市）

農林漁業功績たたえ 県部門功労表彰 碓井繁（上市町農業委員会会長）

令和3年（2021） 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 2021/10/25 月

21
20

富山 2021/10/25 月

２６日

コーナー

火曜日

北日本 2021/10/26 火
北日本 2021/10/26 火
北日本 2021/10/26 火
北日本 2021/10/26 火
北日本 2021/10/26 火
北日本 2021/10/26 火
北日本 2021/10/26 火
富山 2021/10/26 火
富山 2021/10/26 火
富山 2021/10/26 火
富山 2021/10/26 火
富山 2021/10/26 火
富山 2021/10/26 火
富山 2021/10/26 火
富山 2021/10/26 火
富山 2021/10/26 火

２７日

見 出 し ・ 記 事 概 要
フレイル予防理解深める 富山地域食改推進ら 富山圏域（富山市、上市町など）の推進員
雪の立山 秋空に映え 7地点で今季最低 上市4.6度

5
12
16
18
19
19
19
1
3
5
21
21
21
22
26
27

期日前投票 10％増 県選管発表17年比 3区伸び率17％ 衆院選期日前投票の中間状況
バスケットボール 全国高校選手権県予選会 男子 2回戦
スナックママ体験して 上市のゲストハウス松月（上市町石浦町）
安全登山呼び掛け 黒部峡谷鉄道宇奈月駅 桜井高校と県警山岳警備隊員
法務大臣表彰に大橋・石原さん 人権擁護委員 上市町の石原眞三さん
パークゴルフ 上市リバーサイド倶楽部月例会
パークゴルフ 上市町協会杯大会
イチョウ色づく 県内最低気温10度下回る 最低気温上市町5.7度
昨年度の決算承認 富山地区広域圏事務組合議会定例会 監査委員に酒井一政氏（上市町監査委員）

建設貢献で伝達式 富山県建設会館 碓井建築（上市町）
上市で小学教員英語学習の研修会 フォニックス法
地域の子ども応援 上市で花火大会 南加積第4班児童クラブ育成会
議会日程 上市町7日
38チーム熱戦展開 県少年野球 第18回県少年野球大会 上市
期日前10％増 県内、5日間で 衆院選の期日前投票者数
上市高の「秋のさわやか運動」 富山地鉄上市駅で

水曜日

北日本 2021/10/27 水
北日本 2021/10/27 水
北日本 2021/10/27 水
北日本 2021/10/27 水
北日本 2021/10/27 水

2
5
20
23
23

21衆院選とやま

叙位叙勲 元県立雄山高校長 丸山次義氏（上市町稗田）
20年度決算を認定 富山地区広域事務組合 新たな監査委員に上市町監査委員の酒井一政氏
吉本芸人が“交流術”指南 町セミナー22人調理楽しむ 「かみいちDeaiBar(であいバー)」
41の団体や個人助成 教育公務員弘済会富山 課題研究奨励 相ノ木小
剣道 新川地区少年大会 上市剣道教室

ほたるいか

令和3年（2021） 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 2021/10/27 水

23
22
23
27

見 出 し ・ 記 事 概 要
パークゴルフ 上市町協会杯大会
健康増進に貢献 表彰者15人発表 健康と長寿の祭典 大会長表彰 下田千鶴子（上市町）
叙位叙勲 元県立雄山高校長 丸山次義氏（上市町稗田）
ヤクルトＶ家族ら歓喜 上市出身内山捕手

19
21
28
31
31
31
37
28
28
29

北日本文芸 俳壇 柳壇
光放つ 幽玄な世界 能島芳史展 西田美術館
四ツ葉園（上市町稗田）にケヤキ植樹 上市ロータリークラブ
寄せ書き電車 乗ろう！ 上市町商工会青年部 児童に切符贈る
剣道 新川地区少年大会 男子・女子 団体 上市教室
パークゴルフ 上市リバーサイド倶楽部秋季杯
南極観測船 しらせ来月10日出発 副隊長法政大の沢柿教准教授（上市町出身）参加
障害者支援施設にケヤキ 上市ＲＣ（ロータリークラブ）記念植樹 上市町稗田の四ツ葉園
多彩なドローンに歓声 高岡・南星中 富山で校外学習 富山倉庫（上市町）が説明
議会日程 上市町29日 本会議

15
20
22
22
23
23

野菜 福野や上市の里芋と合わせ、地元の野菜で鍋料理
県沿いを除草 上市ロータリークラブ

富山 2021/10/27 水
富山 2021/10/27 水
富山 2021/10/27 水

２８日

木曜日

北日本 2021/10/28 木
北日本 2021/10/28 木
北日本 2021/10/28 木
北日本 2021/10/28 木
北日本 2021/10/28 木
北日本 2021/10/28 木
北日本 2021/10/28 木
富山 2021/10/28 木
富山 2021/10/28 木
富山 2021/10/28 木

２９日

Ｖｉｅｗ

金曜日

北日本 2021/10/29 金
北日本 2021/10/29 金
富山 2021/10/29 金
富山 2021/10/29 金
富山 2021/10/29 金
富山 2021/10/29 金

３０日

コーナー

17人17団体を表彰 県老人クラブ連合会 個人 新野景三（上市町） 団体 大岩不動福寿会（上市町）

萬華賞に大塚さん 第62回日本版画会展 会友出品 会員出品
山岳遭難増に対応 岩場で救助訓練 立山で県警警備隊 救助訓練
修練の成果競う 第12回県武術太極拳競技大会最終日 規程 自選

土曜日

北日本 2021/10/30 土
北日本 2021/10/30 土

4
20

県、子ども医療費助成拡大 来年度方針 市町村の歳出軽減 ワンチーム会議 市町村長の主な発言

個性豊かな油彩画48点 美キン会展 堀田桂子さん（上市）

市場レポート

令和3年（2021） 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 2021/10/30 土

23
29
30
1
29

北日本 2021/10/30 土
北日本 2021/10/30 土
富山 2021/10/30 土
富山 2021/10/30 土

３１日

見 出 し ・ 記 事 概 要
山岳救助の技術磨く 県警 雑穀谷で訓練 総合山岳遭難救助訓練
室堂平で転倒し重傷 県警山岳警備隊員が救助
介護の魅力 発信を！！澤田 裕二さん 上市町介護士
衆院選あす投開票 8候補が追い込み 上市他8市町村43カ所で1～4時間繰り上げ
雪で転倒、右足骨折 立山室堂平

日曜日

北日本 2021/10/31 日
北日本 2021/10/31 日
北日本 2021/10/31 日
北日本 2021/10/31 日
北日本 2021/10/31 日
北日本 2021/10/31 日
富山 2021/10/31 日
富山 2021/10/31 日
富山 2021/10/31 日
富山 2021/10/31 日

2
3
12
18
18
19
1
3
3
18

当日有権者88万16人 衆院選県内有権者数
県内小選挙区 期日前投票17万121人 衆院選期日前投票の結果
組手・形ともに高岡第一制す 空手県高校新人大会 男子・女子 団体組手 個人組手
第10回「とやまっ子夢の家」絵画コンクール 建築士事務所協会賞 宮川2
17人17団体たたえる 県老人クラブ連合会 個人新野景三（上市町）団体 大岩不動福寿会（上市町）

県功労表彰者 個人 志鷹 県警山岳警備協力隊副隊長 元立山・剱岳方面対策協議会救助部長

上市、南砺など今季最低気温 上市町で4.3度
期日前17万121人 期日前投票者数
当日有権者88万16人 当日有権者数（小選挙区）
県功労表彰38氏12団体 個人 志鷹 県警山岳警備協力隊副隊長 元立山・剱岳方面対策協議会救助部長

コーナー
ニュースファイル
21衆院選 これに1票
事件・事故

