令和４年（2022） ２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

2022/2/1 火

北日本

2022/2/1 火

富山

2022/2/1 火
2022/2/2 水

北日本

2022/2/2 水

北日本

2022/2/2 水

北日本

2022/2/2 水

北日本

2022/2/2 水

北日本

2022/2/2 水

富山

2022/2/2 水

富山

2022/2/2 水

富山

2022/2/2 水

富山

2022/2/2 水

富山

2022/2/2 水

自治体若手職員 課題解決へ研修 県と9市町参加 上市町など
新型コロナの自治体別感染者数 上市町2人
交通栄誉賞 8人5団体たたえ 県警で表彰伝達式 交通安全優良学校 南加積小児童会

12
12
16
19
24
25
18
18
24
24
25

重量挙げ 北信越高校選抜大会兼全国高校選抜大会最終予選会 男子55キロ級
コロナ下の球春到来 12球団観客入れキャンプ 県出身 内山・上田1軍 ヤクルトの捕手 内山壮真（上市町出身）

地域おこし隊員 有吉さん着任 滋賀から移住 上市町地域おこし協力隊委嘱式
交通安全に尽力 8個人5団体表彰 交通安全優良団体等表彰 上市町南加積小学校児童会
新型コロナの自治体別感染者数 上市町4人
南極で越冬交代式 澤柿隊長（上市出身）にバトン
地域起こし隊員有吉さんを委嘱 上市町 上市町地域おこし協力隊委嘱式
出初め式の様子 捉えた42点展示 上市町 県東部消防組合上市消防署
県内181人感染 上市町40代女性職員1人
澤柿隊長らの運営スタート 南極観測隊 澤柿教伸隊長 法政大准教授（上市町出身）
県内9地点で冬日 最低気温上市町氷点下5.2度

木曜日

北日本

2022/2/3 木

北日本

2022/2/3 木

北日本

2022/2/3 木

富山

2022/2/3 木

富山

2022/2/3 木

富山

2022/2/3 木

富山

2022/2/3 木

４日

4
24
22

水曜日

北日本

３日

見 出 し ・ 記 事 概 要

火曜日

北日本

２日

頁

金曜日

1
16
20
4
16
26
27

県内296人感染 最多更新 新型コロナの自治体別感染者数 上市町3人
居残り打撃練習 ヤクルト内山壮真（上市町出身）
鵜飼君 優秀賞に選出 税に関する絵はがきコンクール 入賞
角層溶解効果 簡単に評価 池田模範堂
内山打ち込み ヤクルト2年目の内山壮真（上市町出身）
県内寒気、雪や雨 あすから雪道注意 最低気温 上市町氷点下1度
県内最多296人感染 コロナ再び200人台 上市町40代女性職員

コーナー

令和４年（2022） ２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

2022/2/4 金

北日本

2022/2/4 金

北日本

2022/2/4 金

北日本

2022/2/4 金

北日本

2022/2/4 金

富山

2022/2/4 金

富山

2022/2/4 金

富山

2022/2/4 金

５日

27
32
35
1
2
32
37

県立高推薦選抜0.91倍 2022年度県立高校全日制推薦選抜志願状況
新型コロナの自治体別感染者数 上市町5人
冬山登山シーズン 「登山届」 山岳警備隊員と上市署員が条例の規定を解説
そうめん作り丁寧に 県内、寒い立春 最低気温 上市町氷点下2.4度
県市町村広報コンクール 上市町45年ぶりに特選 広報かみいち11月号
県立高10日推薦入試 平均0.91倍 最低 2022年度県立高全日制推薦入学志願状況
県内また最多341人 新型コロナ 上市町5人

14
18
21
26
1
4
12
22

県出身 期待の若手奮闘中 ヤクルト 古田元監督 内山壮真（上市出身）捕手を指導
西田美術館 山田さん（高岡）個展 彫刻質感柔らか 上市
県内ロケの名作再び 誘致団体発足10年 記念上映開始 「剱岳 点の記」上映
新型コロナの市町村別感染者数 上市町9人
県内大雪 交通に乱れ 強い冬型きょうも 上市町最低気温氷点下0.3度
地元で働く利点紹介 富山経済同友会 ＵＩＪターン説明会 上市町など5市町がブースを設け
内山 古田塾に入門 ヤクルト 内山壮真捕手（上市町出身）
乾漆技報のキリン展示 上市・西田美術館 彫刻家山田千晶さん（高岡市）

コーナー

つなぐ とやまデータ探偵団

市場レポート

土曜日

北日本

2022/2/5 土

北日本

2022/2/5 土

北日本

2022/2/5 土

富山

2022/2/5 土

富山

2022/2/5 土

富山

2022/2/5 土

富山

2022/2/5 土

６日

1
6
13
15
18
1
27
32

見 出 し ・ 記 事 概 要
新型コロナ 県内最多312人 新型コロナの自治体別感染者数 上市町2人
クリーム剤評価 実験方法確立 「おでき」治療に応用 池田模範堂
とやまデータ探偵団 マイナンバーカード交付率 市町村
野菜 上市からは春物商材のタラの芽
絶滅危惧種ミシマサイコ 復活へ育苗方法探る 上市高生
新型コロナ 県内312人 連日最多 上市町2人
漢方植物復活へ 種まき 県内絶滅 ミシマサイコで上市高生
車での外出控えて あす夜から警報級か きょう冬型強まる 最低気温上市町氷点下0.5度

頁

日曜日

北日本

2022/2/6 日

北日本

2022/2/6 日

北日本

2022/2/6 日

北日本

2022/2/6 日

富山

2022/2/6 日

富山

2022/2/6 日

富山

2022/2/6 日

富山

2022/2/6 日

風車

令和４年（2022） ２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

2022/2/6 日

７日

2022/2/7 月

富山

2022/2/7 月

富山

2022/2/7 月

富山

2022/2/7 月
2022/2/8 火

北日本

2022/2/8 火

富山

2022/2/8 火

無通告立ち入り検査 製薬会社の監視強化進む 富山県も検査増 昨年9月北日本製薬（上市町）が業務停止命令

22
15
17
21

新型コロナの市町村別感染者数 上市町3人
雪の上市の暮らしオンラインで体感 町がツアー「第3回上市暮らし体感ツアー」
232人を表彰 県高体連総会 一般表彰
南砺で除雪の男性死亡 県内大雪 交通も乱れ 最高気温上市町氷点下1.1度

21
26

校歌をジャズアレンジ 100周年の八尾高 八尾高校の校歌 上市出身で武蔵野音楽学校を創設した福井直秋

5
14
23
26
1
4
26
30
30
31

生徒1人1台の端末 トラブル対応 へセンター 市町村でもサポート強化 国の補助事業への対応

24
24
24

小学生図画コンクール 特選・特別賞に36点 特選
小学校用電子黒板42台 インテックと契約 上市
看護師処遇改善 3月補正で対応 上市

新型コロナの市町村別感染者数 上市町0人
なし

水曜日

北日本

2022/2/9 水

北日本

2022/2/9 水

北日本

2022/2/9 水

北日本

2022/2/9 水

富山

2022/2/9 水

富山

2022/2/9 水

富山

2022/2/9 水

富山

2022/2/9 水

富山

2022/2/9 水

富山

2022/2/9 水

１０日

25

火曜日

北日本

９日

見 出 し ・ 記 事 概 要

月曜日

北日本

８日

頁

奥川内山相手に投球 ヤクルト実戦へ手応え 内山壮真捕手（上市町出身）
南砺くろまめグランプリ 県内商工会女性部開発 準グランプリ ジェラートＤＥしょうが（上市町）
新型コロナの市町村別感染者数 上市町2人
雪の大谷切り開く 県内冬日 夜に雪や雨 最低気温 上市町で氷点下6度
オンラインで悩み相談 池田模範堂（上市町）
ご当地ジェラート多彩 県商工会女性部連 高岡で初コンテスト 準は上市の「しょうが」
内山と奥川 投球練習 ヤクルトキャンプ ヤクルトの内山壮真捕手（上市町出身）
南極観測63次夏隊昭和基地から撤収 63次冬隊澤柿教伸隊長（上市町出身）らが残る
県内264人 新規感染 新型コロナ 上市町2人

木曜日

北日本

2022/2/10 木

北日本

2022/2/10 木

北日本

2022/2/10 木

コーナー

令和４年（2022） ２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

2022/2/10 木

北日本

2022/2/10 木

富山

2022/2/10 木

富山

2022/2/10 木

富山

2022/2/10 木

１１日

2022/2/11 金

北日本

2022/2/11 金

北日本

2022/2/11 金

富山

2022/2/11 金

富山

2022/2/11 金

富山

2022/2/11 金

富山

2022/2/11 金

お年寄りを保護 表寺さんに感謝状 本紙販売店従業員 上市署
新型コロナの市町村別感染者数 上市町1人
妊婦死亡事故 被告有罪 入善 過失運転致死で富山地裁 上市町無職の男性
万引疑いでベトナム人逮捕 ベトナム国籍 上市町上条沖 会社員
399人感染 累計1万人 上市町1人 新型コロナ
県内雪や雨 最低気温上市町氷点下2.6度
81歳被告に猶予刑 入善の妊婦死亡事故 上市町無職の男性

10
14
24
26
1
12
19
20

郡市代表2000点審査 県小・中・高校生書き初め大会 推薦の児童・生徒 中新川郡 高校
練習試合 ヤクルト 内山壮真（上市町出身）一発でアピール
新型コロナの市町村別感染者数 上市町0人
南極観測隊 澤柿隊長（上市出身）ら安全誓う 犠牲の隊員を慰霊
巨大紙風船 青空に 6観測地点で冬日 最低気温上市町氷点下2.7度
内山壮一発でアピール ヤクルトの内山壮真（上市町出身）
「平和」テーマ、高校生の145点 第39回県高校生平和作品展 優秀賞 造形・平面
Ｅーバイクで里山巡る 佐藤さん登山道整備しツアー 大観峯から上市町柿沢の登山道

14
18

第60回ファーストバンク 小学生図画コンクール 特選
117人134団体を表彰 県善銀と県親切運動本部 各種団体推薦の部 親切運動推進委嘱の部

市町村議会
市町村議会

事件・事故

土曜日

北日本 2022/2/12 土
北日本 2022/2/12 土
北日本 2022/2/12 土
北日本 2022/2/12 土
富山

2022/2/12 土

富山

2022/2/12 土

富山

2022/2/12 土

富山

2022/2/12 土

１３日

22
30
32
25
28
28
29

コーナー

金曜日

北日本

１２日

24
30
1
23
23

見 出 し ・ 記 事 概 要
不登校・発達障害相談窓口を解説 上市
新型コロナの市町村別感染者数 上市町2人
北帰行 まもなく 婦中、ハクチョウ羽休め 県内7カ所冬日 上市町で氷点下5.7度
総合病院に超音波画像診断装置設備 上市町
悩み相談で窓口開設 町児童会館内に 上市町

頁

日曜日

北日本 2022/2/13 日
北日本 2022/2/13 日

立山町新聞

令和４年（2022） ２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

見 出 し ・ 記 事 概 要

北日本 2022/2/13 日

19
24
27
1
23

日本海誕生時 形成か 海底だった痕跡確認 上市 稲村地区の露頭 立山黒部ジオパーク協調査

北日本 2022/2/13 日
北日本 2022/2/13 日
富山

2022/2/13 日

富山

2022/2/13 日

月曜日
2022/2/14 月
１５日 火曜日

コーナー

新型コロナの市町村別感染者数 上市町2人
春近づく 上市 マンサク青空に映え 上市町郷柿沢のあさひの郷公園
赤に浮かぶ立山 朝焼けの雨晴海岸 高岡伏木で最高11度 最低気温上市町氷点下6.3度
富山の海の幸レシピブックに 日本橋とやま館 上市のコケに触れる 企画展「祈りの里・上市町展 貴重なコケの森『大岩』」

東京だより

１４日

北日本 2022/2/15 火
北日本 2022/2/15 火
北日本 2022/2/15 火
富山

新聞休刊日
21
27
30

64チーム頂点目指す 第24回ビッグエッグ少年野球大会 上市ベースボールクラブ
来たれ 若き就農者 上市 有志が支援組織 研修後に農地紹介
新型コロナの市町村別感染者数 上市町4人
なし

5
14
22
28
14
29

タブレット導入で活性化 県内7市町議会 習熟の個人差 課題 タブレット端末の導入状況

2022/2/15 火

１６日

水曜日

北日本 2022/2/16 水
北日本 2022/2/16 水
北日本 2022/2/16 水
北日本 2022/2/16 水
富山

2022/2/16 水

富山

2022/2/16 水

１７日

内山壮 打撃に高評価 1軍生き残り目指す プロ野球キャンプ ヤクルトの内山壮真捕手（上市町出身）

南太平洋の生活教えて 上市白萩西部小⇔クック諸島 オンライン交流楽しむ
新型コロナの市町村別感染者数 上市町2人
内山 打撃で高評価 若手競うヤクルト 内山壮真捕手（上市町出身）
クラスター最多8件 コロナ 県内331人感染1人死亡 上市町3人

木曜日

30 新型コロナの市町村別感染者数 上市町4人
北日本 2022/2/17 木 別冊2 第18回わたしの新聞コンクール 家族ｄｅ新聞スクラップ、銅賞・入選
北日本 2022/2/17 木 別冊6 第18回わたしの新聞コンクール 新聞感想文 入選
富山 2022/2/17 木
なし
１８日 金曜日
北日本 2022/2/17 木

民意と歩む

令和４年（2022） ２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 2022/2/18 金

20
22
22
22
28
26
26
26
26
26
33

見 出 し ・ 記 事 概 要
2議案を可決 滑川中新川情報事務組合
「0円」空き家を仲介 移住促進へ補助制度 上市
住宅取得補助を拡充 子ども1人当たり20万円 上市
県内住宅補助でトップクラス 中川町長
新型コロナの市町村別感染者数 上市町3人
上市町当初予算発表 住宅購入の補助 大幅拡充 子供1人に20万円加算
薬用シャクヤク 特産化目指す 1アールに新規5千円 上市町
薬剤師確保へ奨学金 上市町
一般会計2.8％増 102億8900万円 上市町
介護保険3.4％増 新年度予算案を発表 中新川広域事務組合
県内真っ白 富山中心部積雪34センチ 最高気温上市町氷点下0.1度

1
5
13
30
1
24
28
28

県警 小規模警察署再編 県東部・西部各2署 滑川 上市の2署を一つに再編
会長に西岡氏 県町村議会議長会 副会長 堀田喜久雄（上市）
県展新人賞6人の受賞作や近作紹介 県美術館 伊井博美さん（上市）の書
新型コロナの市町村別感染者数 上市町2人
幻想 合掌集落 きょうからライトアップ 県内、21日大雪 最低気温上市町氷点下1.9度
とやまの農山村写真展 一般部門 ジュニア部門
県警、再編計画公表 県内14→8署体制に 滑川・上市の2署で再編
395人新たに感染 上市町2人

9
16
17
18

アニメ美術監督 新・山本二三展 上市町出身の細田守監督作品「時をかける少女」の風景画
歓迎 都会の就農希望者 上市 担い手育て農村再生 「農業学舎」を設立
上市町地域おこし協力隊員 有吉 直弘さん
地元の自然歩いて感じて ガイド養成へツアー 上市町の観光ガイドグループ「トコトコ」

北日本 2022/2/18 金
北日本 2022/2/18 金
北日本 2022/2/18 金
北日本 2022/2/18 金
富山

2022/2/18 金

富山

2022/2/18 金

富山

2022/2/18 金

富山

2022/2/18 金

富山

2022/2/18 金

富山

2022/2/18 金

１９日

県内市町村 新年度予算案
県内市町村 新年度予算案
県内市町村 新年度予算案

土曜日

北日本 2022/2/19 土
北日本 2022/2/19 土
北日本 2022/2/19 土
北日本 2022/2/19 土
富山

2022/2/19 土

富山

2022/2/19 土

富山

2022/2/19 土

富山

2022/2/19 土

２０日

コーナー

日曜日

北日本 2022/2/20 日
北日本 2022/2/20 日
北日本 2022/2/20 日
北日本 2022/2/20 日

きょうもにっこり

令和４年（2022） ２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 2022/2/20 日

22
4
20
21

富山

2022/2/20 日

富山

2022/2/20 日

富山

2022/2/20 日

２１日

コーナー

月曜日

北日本 2022/2/21 月
北日本 2022/2/21 月
北日本 2022/2/21 月
富山

見 出 し ・ 記 事 概 要
新型コロナの市町村別感染者数 上市町1人
新会長に西岡氏 県町村議長会 副会長 堀田喜久雄（上市）
若者就農支援で新組織 上市・農業学舎 生活費も補助
ガイド候補 上市の魅力伝え モニターツアー企画 3家族が雪遊び楽しむ

2022/2/21 月

火曜日
北日本 2022/2/22 火
北日本 2022/2/22 火
北日本 2022/2/22 火
北日本 2022/2/22 火
富山 2022/2/22 火
富山 2022/2/22 火
富山 2022/2/22 火
富山 2022/2/22 火
２３日 水曜日

12
18
24
21

プロ野球キャンプ 内山壮 3安打「いい感覚」 ヤクルト 内山壮真捕手（上市町出身）
スウェーデンのイクメンを紹介 埋没林博物館で写真展 スウェーデン人写真家のヨハン・ベーヴマンさん（上市町）

新型コロナの市町村別感染者数 上市町4人
4番内山 猛打賞 ヤクルトの内山壮真捕手（上市町出身）

２２日

北日本 2022/2/23 水
富山

2022/2/23 水

２４日

マレーシアで人材育成励む 海外協力隊の高橋さん（上市町）
新型コロナの市町村別感染者数 上市町1人
虚像運転日報提出で書類送検 上市町放士ケ瀬新の運送会社
新たに259人感染 上市町の施設職員1人と入所者4人が感染
四季料理 萃生（上市町南町） 季節の折詰弁当 地元の旬ふんだんに
上市の高橋さん 協力隊出発へ決意 マレーシアに派遣
労基違反疑い運送会社送検 上市町
県内259人感染 上市町の介護老人福祉施設でクラスター

26
24

新型コロナの市町村別感染者数 上市町1人
山岳遭難者想定 救助の手順確認 協議会、上市署合同訓練 上市署山岳警備隊

1
25
1

県内最多602人感染 コロナ軽症が9割以上 新型コロナの市町村別感染者数 上市町1人
目指せ！ぐっすり富山 県民の睡眠 全国最下位 県内市町村別の睡眠不足の人の割合
大雪 峠越すも 落雪に注意を 各地で最深積雪 今季最高 上市町で最高気温氷点下0.8度

木曜日

北日本 2022/2/24 木
北日本 2022/2/24 木
富山

4
24
25
27
16
23
23
26

2022/2/24 木

ニュースファイル
イチ押し
事件・事故

令和４年（2022） ２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

2022/2/24 木

富山

2022/2/24 木

２５日

16
16

北日本 2022/2/25 金
北日本 2022/2/25 金
北日本 2022/2/25 金
富山

2022/2/25 金

富山

2022/2/25 金

富山

2022/2/25 金

コーナー

6
20
22
26
20
20
27

健康企業「銀」に5社認定 富士化学工業
リンドウ花酵母でパン 町の花活用 商品化目指す 上市駅構内にある「サンタ・エンジェル」
介護人材確保へ資格習得を支援 中新川広域組合
新型コロナの市町村別感染者数 上市町1人

富山けいざい短信

町花リンドウの酵母でパン 上市駅構内のパン店が考案 上市駅構内にある「サンタ・エンジェル」

若手が農業経営学ぶ 上市でセミナー
青空につらら輝く 県内曇り、全地点で冬日 最高気温上市町で氷点下5.8度

土曜日

13
北日本 2022/2/26 土 18-19
北日本 2022/2/26 土
24
北日本 2022/2/26 土
30
北日本 2022/2/26 土
32
富山 2022/2/26 土
1
富山 2022/2/26 土
3
富山 2022/2/26 土
23
富山 2022/2/26 土
25
２７日 日曜日
北日本 2022/2/27 日
13
北日本 2022/2/27 日
16
北日本 2022/2/27 日
22
北日本 2022/2/26 土

富山

見 出 し ・ 記 事 概 要
発達支援の第2の家 上市で来月オープン 「キッズハウスのぞみ上市」 上市町森尻
マレーシア派遣 高橋さんが意欲 上市、青年海外協力隊

金曜日

北日本 2022/2/25 金

２６日

頁

2022/2/27 日

西田美術館ARTBOX展 彫刻家 山田千晶（高岡）個展 心の奥底の感情 形に
氷の大地から 越冬隊通信Vol.01 越冬隊長 澤柿教伸さん（法政大准教授 上市出身）
女性団体の50人 町政理解深める 上市町女性団体連絡協議会
新型コロナの市町村別感染者数 上市町4人
富山中部探求科2.53倍 県立高入試出願締め切り 2022年県立高校全日制志願者数
伝統紡ぐ 菅笠作り 県内9カ所で冬日 最低気温上市町氷点下3.4度
大雪で交付税前倒し 県内市町村に計26億7800万円 上市町9600万円
複式学級「問題ある」中川上市町長が持論 町女性団体協「聞く会」
県立高校一般入試 志願者最少5594人 2022年度県立高校全日制出願状況
ツバメ無安打リレー オープン戦開幕 内山壮 攻守に手応え ヤクルト2年目の内山壮真（上市町出身）

議会日程 上市町
新型コロナの市町村別感染者数 上市町6人
なし

View
氷の大地から 越冬隊通信

令和４年（2022） ２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

２８日

頁

見 出 し ・ 記 事 概 要

コーナー

月曜日

北日本 2022/2/28 月
北日本 2022/2/28 月
北日本 2022/2/28 月
北日本 2022/2/28 月
北日本 2022/2/28 月
富山

2022/2/28 月

富山

2022/2/28 月

富山

2022/2/28 月

富山

2022/2/28 月

富山

2022/2/28 月

8
13
16-17
18
24
1
9
13
13
17

北日本文芸 俳壇 詩壇 柳壇
プロ野球オープン戦 内山壮 2戦連続安打 ヤクルトの内山壮真（上市町出身）
めざそう！幸せ人口1000万 富山県成長戦略ビジョン 上市町
小学校統廃合 在り方考える 陽南校区 上市町校区別懇談会
新型コロナの市町村別感染者数 上市町1人
タラの芽 ニョキッ 上市で出荷ピーク 上市町中小泉のベジファームささき
藤浪誇る剛腕 阪神 ヤクルト戦 内山壮真（上市町出身）が四回に適時二塁打
統廃合含め小学校議論 上市町、校区懇談会始まる
8議案を可決 中新川広域組合議会
奥川開幕投手へ前進 後輩内山は豪快二塁打 ヤクルトの内山壮真（上市町出身）

プロ野球オープン戦

