令和3年（2021） １２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

2021/12/1 水

北日本

2021/12/1 水

北日本

2021/12/1 水

北日本

2021/12/1 水

富山

2021/12/1 水

富山

2021/12/1 水

富山

2021/12/1 水

富山

2021/12/1 水
2021/12/2 木

北日本

2021/12/2 木

富山

2021/12/2 木

3
21
27
29
22
25
28
29

与党逆転の先頭に 立民県連幹部 新代表に期待 立民代表選の投票先
光サービス予約 きょうから開始 ケーブルテレビＮｅｔ3 Net3運営ＴＡＭ（上市町広野）
20年国勢調査 県人口103万4814人 減少数・率 過去最大 県内国勢調査の人口
県内2回目接種88.2％ 入善と小矢部9割超 新型コロナワクチンの2回目接種率
イノシシおり増設 住民が町に要望 上市・白萩地区 イノシシ被害対策会議
県人口103万4814人 20年 国勢調査確定値 2020年国勢調査の市町村別人口
上市で製造の配置薬など回収 日本ゼトック 上市町の工場で製造
県内5市町に暴風警報 あすにかけ荒天続く 最大瞬間風速 上市町21.0㍍

25
31
22

冬山安全に登山を 山岳警備隊員が開始式 馬場島警備派出所（上市町伊折）
中村吉右衛門さん死去 県内で出前授業 2012年上市町白萩西部小学校を訪れ
登山者の安全へ 冬山警備を開始 県警山岳警備隊員 冬山警備開始式 上市署

5
20
23
2
2
30

3回目接種へ連携会議 知事県町村会で表明 中川行孝上市町長など出席
人物や祭り生き生きと 才田さん（上市町）油彩画展 県民会館
パークゴルフ 上市リバーサイド俱楽部月例会
コロナ対策など29項目 県町村会が知事に要望 中川行孝理事（上市町長）らが同行
12月有権者88万469人 県内、10月から893人減 選挙人名簿登録者数
コロナワクチン 県内3回目接種開始 新型コロナワクチン3回目接種（医療従事者対象）

4
8
26
29

22年県産米3.1％減産 2022年産米の生産目標
ファンドの助成先決定 池田薬品工業（上市町若杉）

金曜日

北日本

2021/12/3 金

北日本

2021/12/3 金

北日本

2021/12/3 金

富山

2021/12/3 金

富山

2021/12/3 金

富山

2021/12/3 金

４日

コーナー

木曜日

北日本

３日

見 出 し ・ 記 事 概 要

水曜日

北日本

２日

頁

土曜日

北日本

2021/12/4 土

北日本

2021/12/4 土

北日本

2021/12/4 土

北日本

2021/12/4 土

全盲の藤縄さんピアノ華麗に 「ほのぼのピアノ演奏会＆ぽかぽかマーケット」上市町保健福祉総合センター

第40回全国中学生人権作文コンテスト 奨励賞

富山けいざい短信

令和3年（2021） １２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

2021/12/4 土

富山

2021/12/4 土

富山

2021/12/4 土

富山

2021/12/4 土

５日

2021/12/5 日

富山

2021/12/5 日

富山

2021/12/5 日

富山

2021/12/5 日

富山

2021/12/5 日
2021/12/6 月

富山

2021/12/6 月

富山

2021/12/6 月

富山

2021/12/6 月

富山

2021/12/6 月

7
16
16
18
18

11月の入選作 佳作 細川 真弓美 上市町柿沢
歌や津軽三味線 踊り、華やかに 上市でコンサート 第4回つるぎふれあいコンサート
新川地区中学校新人大会 陸上 女子 水泳 女子 柔道 男子・女子
上市で障害者週間啓発 上市町の「ほのぼのピアノ演奏会＆ぽかぽかマーケット」
おおいわマルシェにぎわう 真言密宗・大岩日石寺の門前街

読者写真コンクール

27
28
29
1
23
24
25

フォークリフトから転落し重傷 センコー富山営業所の物流倉庫で 上市町郷柿沢の会社員
山本 徳義氏（やまもと のりよし＝山本組取締役） 上市町大岩 97歳死去
かすむ市街地 氷見・上市で冬日
冬の味ぎゅっと 最低気温 上市氷点下1.2度
舟橋村 コロナワクチン接種率89.1％ 3回目来年2月下旬 上市町と協議
麒麟・田村さんとバスケ 第4回「かみいちＤｅａｉＢａｒ（出会いバー）」
転落の男性、腰を骨折 射水市流通センター青井谷の物流倉庫 上市町郷柿沢の会社員

ニュースファイル

火曜日

北日本

2021/12/7 火

北日本

2021/12/7 火

北日本

2021/12/7 火

富山

2021/12/7 火

富山

2021/12/7 火

富山

2021/12/7 火

富山

2021/12/7 火

８日

優良土木工事を表彰 中新川郡公共土木事業協議会 優秀賞 酒井建設 良賞 大西建設工業
富山、石川 脱ハンコ1年 市役所、町役場対市民7割 庁内2割廃止 「脱はんこ」どもまで進んだ 日曜特番
高野さん初優勝 県ケーブルテレビ協議会杯健康麻将交流大会 県代表の8人内 常田雅子（上市）
上市高生ら商業施設で善意募る 上市町赤十字社奉仕団と上高生
内山600万円 ヤクルト、20万円更改 内山壮真捕手（上市出身）

月曜日

北日本

７日

22
2-3
20
22
27

コーナー

日曜日

北日本

６日

3
26
32
32

見 出 し ・ 記 事 概 要
見分は10億7700万円 特別交付税12月分 上市町2億1749万円
優良土木に10業者 中新川協議会 優秀賞 酒井建設 良賞 大西建設工業
県産米2年連続減産 生産目標 上市を含むアルプスが2万１７３トン
落ち葉のじゅうたん 上市で氷点下、今季最低 上市氷点下1.9度

頁

水曜日

市町村議会
事件・事故

令和3年（2021） １２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

2021/12/8 水

北日本

2021/12/8 水

北日本

2021/12/8 水

富山

2021/12/8 水

富山

2021/12/8 水

富山

2021/12/8 水

９日

2021/12/9 木

北日本

2021/12/9 木

富山

2021/12/9 木

北日本 2021/12/10 金
北日本 2021/12/10 金

北日本 2021/12/11 土
北日本 2021/12/11 土
2021/12/11 土

１２日

市町村議会
市町村議会
市町村議会
市町村議会
市町村議会

小児接種の体制確保要望 舟橋村、医療機関が上市など複数自治体
「花ののーOtherFieldsー」展 11日から富山市民プラザ 平井千香子（日本画、上市）他 西田美術館蔵「明日の抄本」

上市高グリーン分野の3年生 白萩西部小、陽南小の6年生と農業体験、交流

ほたるいか

5
6
11

1万9800票が「民主党」 10月の衆院選比例代表 敬称同じ 立民と国民に案分 衆院選の比例票得票数

8
22
32
26

フロントライン㊶ 県内コンビニ減少 採算重視 エリア厳選 上市など5市町で展開のポプラ（広島県）3月に撤退 フロントライン 富山けいざい

13
19
17
20

ＭＶＰに尾崎 サッカーＵ18県リーグ表彰式 Ｔ4Ａ＝上市
最新ガス機器紹介 エネフェスタ 上市ショッピングタウンパルで

池田模範堂 包装機械を自社製作 自動化で負担・リスク減
映画 富山ゆかりの長編続々 細田監督「竜とー」ヒット
なし

回顧2021

土曜日

北日本 2021/12/11 土

富山

5
13
27

2021/12/10 金

１１日

コーナー

金曜日

北日本 2021/12/10 金

富山

20
20
20
22
22
25

見 出 し ・ 記 事 概 要
災害時 コンテナ活用 被災者の宿泊施設に 上市 運営会社と協定締結へ
ポストコロナ 見据え予算編成
来月17日から3回目接種 舟橋村と共同
移動式コンテナ型ホテル 災害時に活用で協定 来月、上市町と会社側
補正予算案に3回目接種日
コーチに優勝請負捕手 ロキテクノ富山 細川氏が入団 ロキテクノ富山（上市町）

木曜日

北日本

１０日

頁

滑川高海洋科 サクラマス人工飼育開始 約2年半後成魚上市川への放流
しらせ定着氷に突入 南極昭和基地まで50キロ 越冬隊長 澤柿教伸准教授（上市町出身）
サクラマス大きくなれ 滑川高、卵3千粒を飼育 2年半後に水揚げ 来春に上市川へ放流

日曜日

北日本 2021/12/12 日
北日本 2021/12/12 日
富山

2021/12/12 日

富山

2021/12/12 日

読者が選ぶ県内10大ニュース2021募集 ㉙インターハイ県内で4競技 ㊲上市町長に中川氏再選 ㊴廣貫堂が自主回収不適切製造配置薬

運転に「いたわり」を 上市・板割り披露 上市署 交通安全県民運動スタート

令和3年（2021） １２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

2021/12/12 日

頁

26

月曜日
2021/12/13 月
１４日 火曜日

見 出 し ・ 記 事 概 要
観測船しらせ定着氷突入 南極昭和基地まで50キロ 上市町出身：澤柿教伸隊長

コーナー

１３日

北日本 2021/12/14 火
北日本 2021/12/14 火
北日本 2021/12/14 火
北日本 2021/12/14 火
北日本 2021/12/14 火
富山 2021/12/14 火
富山 2021/12/14 火
富山 2021/12/14 火
富山 2021/12/14 火

１５日

富山 2021/12/15 水
富山 2021/12/15 水

富山市ごみ回収有料化 広域圏事務組合（上市町を含む5市町村）で共同で処理
30団体に助成 富山第一銀行の「富山ファーストバンク社会福祉基金」 助成先 「元・気・楽」 富山けいざい短信
ハーモニー美しく

女声コーラスグループ「コーロ・ピアーチェ」のクリスマスコンサート 西田美術館

舟橋 通院・買い物 交通確保 かみいち総合病院、村外のスーパーと村を結ぶ公共交通の整備
上市 分水槽への経路 案内看板増やす 「釈泉寺円筒分水槽」
上市町 学校再編、中央小建て替え 町長「任期中に道筋を」
舟橋村 高齢者の外出支援 送迎システム検討 かみいち総合病院への受診
6年は須川・井村 中川・多賀が制す 栂野尾杯第29回上市ジュニアオープンバドミントン
県内きょう最低気温1度 最低気温 上市0.3度

市町村議会
市町村議会
市町村議会
市町村議会

18
1
21

〝いたわり”運転を 上市町の交通安全キャンペーン 上市署
立山連峰と青空 水面にくっきり 上市など氷点下 上市町氷点下2.1度
奨学金支給者が増加 上市町

20
25
23
29
29

わんぱくひろばで楽しい絵本活用を 上市ＬＣ贈呈 カミール2階の「わんぱくひろば」
アニメ聖地22年版に116ヵ所 細田監督作品の高知も 上市町入らない
上市町 病院の機能評価 改善の要望なし かみいち総合病院
市町村議会
ＮＰＢアワーズ 内山 （上市出身）2軍優秀選手賞
潮風ギャラリー氷見聖地 アニメツーリズム協116ヵ所選定 細田監督の新作追加、上市は選外

10

TOMIICHI 中学生造形コンクール 絵画 入選

市町村議会

木曜日

北日本 2021/12/16 木
北日本 2021/12/16 木
富山 2021/12/16 木
富山 2021/12/16 木
富山 2021/12/16 木

１７日

1
6
22
24
25
23
23
24
28

水曜日

北日本 2021/12/15 水

１６日

新聞休刊日

金曜日

北日本 2021/12/17 金

令和3年（2021） １２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 2021/12/17 金

20
20
27
28
28
1
22
23
28

3学期 給食無償 上市
剱岳雪のフェス 2年連続中止 「剱岳雪のフェスティバル」
南極観測隊 昭和基地に 越冬隊長 澤柿教伸准教授（上市町出身）
10万円給付 県内8市町年内一括 上市町は中学生以下12月24日
生薬原料の復活に挑む 上市高生 人工栽培スタート 絶滅危惧種「ミシマサイコ」
10万円給付 13市町村 全額現金 県内市町村の給付方針
県内絶滅の植物 復活へ研究開始 上市高生 栽培技術確立へ 「薬都富山」PRに活用
3学期の給食無償化 来年度から定額に設定 子育て世帯の負担減 上市町
南極観測隊が昭和基地到着 越冬隊長 澤柿教伸准教授（上市町出身）

25
33
1
2
23
28

パークゴルフ 上市リバーサイド俱楽部師走大会
上市署からの委嘱「セーフティレディー」が町内のローソンでチラシ配り
暴風雪 県全域で警戒 きょう平地でも積雪予想 最低気温 上市で氷点下0.3度

北日本 2021/12/17 金
北日本 2021/12/17 金
北日本 2021/12/17 金
北日本 2021/12/17 金
富山 2021/12/17 金
富山 2021/12/17 金
富山 2021/12/17 金
富山 2021/12/17 金

１８日

市町村議会
市町村議会

市町村議会

土曜日

北日本 2021/12/18 土
北日本 2021/12/18 土
富山 2021/12/18 土
富山 2021/12/18 土
富山 2021/12/18 土
富山 2021/12/18 土

１９日

コーナー

風車

プレミアム商品券支援好評 県の消費喚起策 申請21件 上市町、舟橋村を除く13市町で21件の申請
たくさんの人とつながれた 協力隊員吉野さん 上市で3年間活動 上市町地域おこし協力隊員活動報告会

「内山は打てる捕手」高津監督が期待 ヤクルト 内山壮真捕手(上市町出身)

日曜日

1
北日本 2021/12/19 日
1
北日本 2021/12/19 日 16-17
北日本 2021/12/19 日
20
富山 2021/12/19 日
19
２０日 月曜日
北日本 2021/12/20 月
1
北日本 2021/12/20 月
13
北日本 2021/12/19 日

14市町村 年内一括 全自治体 全額現金 県内18歳以下10万円給付 県内の自治体別の給付方法

県内冬日 平野部で積雪 最低気温 上市町で氷点下4.5度
とやま夏期大学 大自然で学ぶ環境の大切さ オプショナルツアー 立山山麓の楽しみ方再発見 大岩日石寺にも立ち寄る

躍動感あふれるステージを披露 新川地区高校ダンス 発表会 上市など計8チームが出場
軽快なダンス披露 新川地区高校発表会 上市など3校7チームが披露
断続的に雪 県内冬日 上市 氷点下3.9度
史壇 成政・立山信仰研究進む 主な出来事 11月19日 上市町の釈泉寺円筒分水槽が国登録有形文化財に登録答申 回顧2021

令和3年（2021） １２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 2021/12/20 月

25
29
1
9
14
20

北日本 2021/12/20 月
富山 2021/12/20 月
富山 2021/12/21 月
富山 2021/12/22 月
富山 2021/12/20 月

２１日

富山 2021/12/21 火
富山 2021/12/21 火

なし

富山 2021/12/22 水
富山 2021/12/22 水
富山 2021/12/22 水
富山 2021/12/22 水
富山 2021/12/22 水
富山 2021/12/22 水

「水橋地区」設計前倒し 農林水産省 農地再編で補正予算 富山市、滑川市、上市町にまたがる約612ヘクタールが対象

22
1
20
20
22
26
27

感謝と励まし 寄せ書き 陽南小児童 かみいち総合病院へ贈る
力強い新年に 最高気温 上市町以外の9観測地点で11月中、下旬並み
「やわやわ運転」 3団体に認定書 上市署で交付式
性的少数者に理解 上市中で講演会 上市町上市中の学校保健委員会
優良工事で表彰8企業たたえる 富山農林振興センター 優秀賞 きんた
無料検査 きょう開始 10市町17ヵ所から、随時拡充 設置が決まっていない上市町を含む14市町
陽南小の児童 かみいち総合病院の医療従事者に寄せ書きを贈る
ほたるいか

27
1
30

「竜とそばかすー」 5部門ノミネート 米アニー賞 細田守監督（上市町出身）
笑う門松 福招く 上市・立山農園で製作ピーク 冬至の県内、曇りや雨 最高気温 上市4.9度
細田監督作品 竜とそばかすの姫 5部門で候補 米アニー賞

5
6

下新川削減・富山合区 焦点 次期県議選 定数・区割り議論 議員1人当たりの人口
5市町の計画変更を認定 「創業支援等事業計画」 上市含む5市町の計画変更

来年の成人式 14市町村例年通り1月開催 今年は大雪で延期や中止 上市町は3月移行

木曜日

北日本 2021/12/23 木
富山 2021/12/23 木
富山 2021/12/23 木

２４日

3
27

水曜日

北日本 2021/12/22 水

２３日

コーナー

火曜日

北日本 2021/12/21 火

２２日

見 出 し ・ 記 事 概 要
みもの にっぽん百名山 ＢＳプレミアム後7.30 秋の富山・剱岳に挑む
南極船しらせ 昭和基地接岸 越冬隊長 澤柿教伸准教授（上市町出身）
市街地うっすら雪化粧 県内全観測地点で氷点下 最低気温上市町氷点下3.9度
ＢＳみもの にっぽん百名山 ＢＳプレミアム後7.30 秋の富山・剱岳に挑む
バーベキュー料理で親睦 上市町出合いバー 「かみいちDeai Bar（出会いバー）」第5回
観測船しらせ 昭和基地に接岸 越冬隊長 澤柿教伸准教授（上市町出身）

金曜日

北日本 2021/12/24 金
北日本 2021/12/24 金

民意と歩む
富山けいざい短信

令和3年（2021） １２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 2021/12/24 金

12
1
4
13
25
29

富山 2021/12/24 金
富山 2021/12/24 金
富山 2021/12/24 金
富山 2021/12/24 金
富山 2021/12/24 金

２５日

見 出 し ・ 記 事 概 要
コーナー
マイ富山ライフ ｖｏｌ.275 写真家イタリア出身 セガトリ・シルビオさん（上市町若杉新）
金曜 ｍｅｅｔｓ ミーツ
スキーの季節 到来！ 県内全地点冬日 あすから降雪強まる 最低気温 上市町 氷点下3度
創業支援等計画 10件の変更認定 中部経産局北陸支局 上市町
2021県内 読者が選ぶ10大ニュース ⑦廣貫堂が不適切に製造 北日本製薬（上市町）も
秋山遭難事故42件 過去2番目の多さ 富山県警山岳安全課
ふるさと納税 住民税 「収支」 富山、砺波市が赤字 富山県各市町村のふるさと納税の「収支」

土曜日

4
北日本 2021/12/25 土
5
北日本 2021/12/25 土
15
北日本 2021/12/25 土 16-17
富山 2021/12/25 土
3
富山 2021/12/25 土
23
２６日 日曜日
北日本 2021/12/26 日
12
北日本 2021/12/26 日
15
富山 2021/12/26 日
1
富山 2021/12/26 日
19
２７日 月曜日
北日本 2021/12/27 月 14-15
富山 2021/12/27 月
1
富山 2021/12/27 月
13
富山 2021/12/27 月
13
富山 2021/12/27 月
14
２８日 火曜日
北日本 2021/12/25 土

国営農地整備 水橋地区に予算 富山、滑川、上市の2市1町にまたがる地区
富山市のみ国水準超え 公務員給与指数 市町村平均は下回る 県内市町村の2021年のラスバイレス指数

県独立書人団代表に酒井麻見さん（上市）
読書 年末特集 自然科学 ①上野千鶴子（上市町出身）、鈴木涼美 著「往復書簡 限界から始まる」

富山市除き国下回る 市町村職員の平均給与 市町村別ラスバイレス指数
上市のスイーツ「おいしいよ」 町職員、ガイド作製 上市町職員有志
記者が選んだ市町村ビックニュース 2021 上市町 上市駅開設90年祝う 11月
多様な性 在り方学ぶ 「レインボーハート富山」上市中で講演
28日にかけ大雪の恐れ 県内 富山空港12センチ、魚津10センチ 最低気温上市町氷点下2.1度
議長に高橋氏 副議長に堀田喜久雄氏（上市町議会議長） 県東部消防組合議会
記者が選ぶ 2021県内10大ニュース ⑳廣貫堂 配置薬を不適切製造 北日本製薬（上市町）でも発覚

富山空港 積雪38センチ 27日の最高気温上市氷点下3.2度
親子でミニ門松 上市で研修会 ガールスカウト県連盟第36団のミニ門松づくり研修会
中山間地域活性化 取り組みを発表 農林振興センター 富山市、上市町、立山町、舟橋村で取り組む団体
上市で中学生熱戦 栂野尾杯第29回上市ジュニアオープンバトミントン最終日 男子は吉田・長田組 女子は篠村・中藤組V

令和3年（2021） １２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 2021/12/28 火

18
18
20
1
2
20
21

北日本 2021/12/28 火
北日本 2021/12/28 火
富山 2021/12/28 火
富山 2021/12/28 火
富山 2021/12/28 火
富山 2021/12/28 火

２９日

北日本 2021/12/29 水
北日本 2021/12/29 水
北日本 2021/12/29 水
北日本 2021/12/29 水
富山 2021/12/29 水
富山 2021/12/29 水
富山 2021/12/29 水
富山 2021/12/29 水
富山 2021/12/29 水

医療スタッフ拡充 知事、予算要望で説明 北陸三県で観光連携を 公明党県本部 各市議、立山、上市の町議が出席

年末年始・窓口ごみ情報 上市町
上市の名物といえば… 「ジェラート」でしょうが 町商工会女性部が考案

1
5
17
22
25
19
19
20
25
25

上市町の写真家、内山康弘さん 来年のカレンダー
激動とやま2021 記者座談会 選挙編 氷見・上市は無風 2021年の県内首長選の結果
年末年始の業務案内 上市町
県内のコロナ無料検査登録事業所 上市町
法廷ノート 入善 妊婦はね死なせた高齢男 「自分は大丈夫」と過信
記者が選んだこの1枚 2021 ⑦ 7月・上市 五輪柔道 向選手 父子で挑むパリの金
各地で執務納め式 上市町
年末年始・レジャー情報 上市町
踏み間違い 3人犠牲 県内1～11月 3月上市町正印のスーパー駐車場での死亡事故
妊婦死亡 禁錮3年求刑 入善の踏み間違い自己 過失運転致死に問われた上市町の男性

14
15
15
3
20

やわやわ運転で認定証 上市町老人クラブ連合会の八倉巻正雄会長などに授与
バドミントン 栂野尾杯上市ジュニアオープン 中学生女子2年
初売り情報 上市町
県分は1507億円 市町村分は840億円 今年度の普通交付税 上市町32億5569万円
初詣情報 上市町

木曜日

北日本 2021/12/30 木
北日本 2021/12/30 木
北日本 2021/12/30 木
富山 2021/12/30 木
富山 2021/12/30 木

３１日

コーナー

水曜日

北日本 2021/12/29 水

３０日

見 出 し ・ 記 事 概 要
上市町特産ショウガシロップ使用 ジェラート 香り爽やか 商工会女性部 試作品完成
思い思いに門松作る ガールスカウト県連盟第36団 上市町三日市の町地域コミュニティセンター
吹奏楽部が定期演奏会 多彩なステージ 上市高 第12回定期演奏会
県内大雪 続く きょう冬型緩む 最低気温上市氷点下5.0度

金曜日

天地人

令和3年（2021） １２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 2021/12/31 金

17
18
19
23
23

富山 2021/12/31 金
富山 2021/12/31 金
富山 2021/12/31 金
富山 2021/12/31 金

見 出 し ・ 記 事 概 要
初詣情報 上市町
初売情報 上市町
ヤクルト県勢 Ｖ2へ闘志 来季「結果出す」内山捕手（上市出身） 1軍定着へ意欲
元日にかけ大雪警戒 県内 最低気温 上市町氷点下0.3度
県内各地で停電 午後3時20分～4時38分 上市町極楽寺、眼目新、湯上野の約60戸

コーナー

