令和４年（2022） 3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

2022/3/1 火

北日本

2022/3/1 火

北日本

2022/3/1 火

北日本

2022/3/1 火

富山

2022/3/1 火

富山

2022/3/1 火
2022/3/2 水

北日本

2022/3/2 水

富山

2022/3/2 水
2022/3/2 木

北日本

2022/3/2 木

富山

2022/3/2 木

富山

2022/3/2 木

富山

2022/3/2 木

富山

2022/3/2 木

富山

2022/3/2 木

24
26
26

新型コロナの市町村別感染者数 上市町6人
県内5～11歳接種開始 「重症化怖いから」の声 5～11歳の新型コロナワクチン接種開始日
485人感染、1人死亡 県内コロナ クラスター2件 上市町6人

24
25
2
20
21
22
28

新型コロナの市町村別感染者数 上市町14人
3市町がカワノ（富山市牛島本町）指名停止 高岡、魚津、上市町
選挙人登録者87万8933人 県選管 県内、12月から1536人減 選挙人名簿登録者数
陸自入隊予定 佐藤さん激励 上市町
2市町が指名停止 高岡市と上市町 カワノ（富山市）を指名停止
広報紙最優秀賞 県警コンクール ミニ広報紙 ・交番・駐在所速報部門 上市署
県内最多628人感染 コロナ クラスター7件 上市町14人

26
29
19
24

新型コロナの市町村別感染者数 上市町24人

金曜日

北日本

2022/3/4 金

北日本

2022/3/4 金

富山

2022/3/4 金

富山

2022/3/4 金

５日

対外試合 全5試合で安打 内山壮キャンプＭＶＰ ヤクルトの内山壮真（上市町出身）
教員多忙解消へ新たな取り組み 総合教育会議 上市
とやまお城探検隊 212 辻ヶ堂城① 上杉勢の狙い 弓庄城（上市）にも向けられた。
新型コロナの市町村別感染者数 上市町5人
ヤクルト 監督「ＭＶＰは内山壮」 1軍へ圧倒的な成績誓う ヤクルトの内山壮真（上市町出身）
クラスター新たに6件 県内コロナ 228人感染、1人死亡 上市町5人

木曜日

北日本

４日

16
22
26
30
15
29

コーナー

水曜日

北日本

３日

見 出 し ・ 記 事 概 要

火曜日

北日本

２日

頁

土曜日

3回目ワクチン 立山 最終日6日に空き 近隣住民も接種できます 富山市と上市町、舟橋村も受付る

立山町 町外の接種受け入れ 6日 富山、上市、舟橋対象
3人死亡 512人感染 県内コロナ クラスター5件 上市町24人

ニュースファイル

令和４年（2022） 3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

2022/3/5 土

北日本

2022/3/5 土

北日本

2022/3/5 土

北日本

2022/3/5 土

北日本

2022/3/5 土

富山

2022/3/5 土

富山

2022/3/5 土

富山

2022/3/5 土

富山

2022/3/5 土

富山

2022/3/5 土

６日

202/3/6 日

富山

202/3/6 日
2022/3/7 月

富山

2022/3/7 月

富山

2022/3/7 月

富山

2022/3/7 月

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
市町村議会

20

新型コロナの市町村別感染者数 上市町12人
なし

20
1
19
23

新型コロナの市町村別感染者数 上市町21人
県内雪 一転冷え込む 10度前後下回る 最高気温上市町1.1度
県神社庁小学生作文 金賞 銀賞 銅賞
県内コロナ367人 感染 上市町21人

28
4
23

新型コロナの市町村別感染者数 上市町12人
地域振興の事例発表 富山県商工会連合会 上市町商工会女性部
舟橋村 5～11歳接種 今月中旬から かみいち総合病院で4月6日から開始

32

新型コロナの市町村別感染者数 上市町18人
なし

火曜日

北日本

2022/3/8 火

富山

2022/3/8 火

富山

2022/3/8 火

９日

コーナー

月曜日

北日本

８日

22
24
24
24
28
3
23
23
23
28

見 出 し ・ 記 事 概 要
ジェラートＤＥしょうが 魅力 生配信しネット販売 上市町商工会 女性部 手法活用呼び掛け
移住促進へ 就業体験 上市 都市住民向けツアー
大岩・柿沢分団統合 上市町消防団
5～11歳接種 来月6日開始
新型コロナの市町村別感染者数 上市町28人
5市議会でロ非難決議 9市町議会も検討 上市町含む9市町議会も決議する方向
移住事業を「体験型」に 新年度 農作業や草刈り奉仕 上市町
部活の地域移行 推進委を設置 「町地域クラブ推進委員会」設置
大岩、柿沢分団統合で「陽南」に 上市 町内の消防団
県内コロナ 467人感染 県東部でクラスター1件 上市町28人

日曜日

北日本

７日

頁

水曜日

北日本

2022/3/9 水

富山

2022/3/9 水

市町村議会

令和４年（2022） 3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

１０日

2022/3/10 木

北日本

2022/3/10 木

北日本

2022/3/10 木

北日本

2022/3/10 木

富山

2022/3/10 木

富山

2022/3/10 木

富山

2022/3/10 木

6
19
32
34
4
15
30

池田模範堂 「ムヒ」包装ライン更新 20年ぶり生産数2割増
内山壮 代打本塁打 プロ野球オープン戦 ヤクルト 内山壮真（上市町出身）
新型コロナの市町村別感染者数 上市町11人
県内新たに469人感染 上市町の高齢者施設 でクラスター
ムヒ包装ライン更新 池田模範堂、20年ぶり
内山壮 快 代打で一発 上市出身、星稜高ＯＢ
コロナ感染469人 県内、クラスター6件 上市町11人 上市町の高齢者施設

13
23
23
23
23
25
32
30

寄稿や公演情報掲載 「とやま音楽文化」第6号 民謡歌手の寺崎美幸さん（上市町）が寄稿
大石さん 最優秀賞受賞 とやまを描くエッセイ 文芸評論家の遠藤稔さん（上市町）らが選者

金曜日

北日本

2022/3/11 金

北日本

2022/3/11 金

北日本

2022/3/11 金

北日本

2022/3/11 金

北日本

2022/3/11 金

北日本

2022/3/11 金

北日本

2022/3/11 金

富山

2022/3/11 金

１２日

コーナー

木曜日

北日本

１１日

見 出 し ・ 記 事 概 要

頁

在宅ワーク 理解深める 女性対象に意見交換会 「ライブリード」（上市町）の杉谷光雄社長ら参加

￥0 空き家 上市 動画サイトで紹介
ロシア非難決議 5市町議会可決 上市含む5市町
主な国公立大・私立大の県内合格者数
新型コロナの市町村別感染者数 上市町15人
空き家紹介の動画制作 移住希望者の情報取得後押し

市町村議会

第3部 生薬と生きる② 1967年に薬用植物指導センター（上市町広野）の前身である薬草園を整備

楓との約束20 薬都プライド

シニアカー購入に助成 上市
上市スマートＩＣ 利用台数2.5倍に
新型コロナの市町村別感染者数 上市町25人

市町村議会

市町村議会

市町村議会

土曜日

北日本 2022/3/12 土
北日本 2022/3/12 土
北日本 2022/3/12 土
北日本 2022/3/12 土
北日本 2022/3/12 土
富山

2022/3/12 土

富山

2022/3/12 土

1
22
23
26
29
25
29

「ドライブー」最多の8冠 日本アカデミー賞 細田守監督（上市町出身）の「竜とそばかすの姫」は受賞を逃す

北陸道上市ＩＣ 1日千台が利用
日本アカデミー賞 「ドライブ・マイ・カー」8冠 音楽賞「竜とそばかすの姫」 細田守監督（上市町出身）

市町村議会

令和４年（2022） 3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

2022/3/12 土

１３日

9
10
26
15

頂点へ全力プレー ビッグエッグ少年野球開幕 上市ベースボールクラブ
内山壮3打点 非凡な打撃センス披露 プロ野球オープン戦 ヤクルトの内山壮真（上市町出身）
新型コロナの市町村別感染者数 上市町13人
内山壮 躍動3打点 上市町出身、星稜高ＯＢ ヤクルトの内山壮真

コーナー

日曜日

北日本 2022/3/13 日
北日本 2022/3/13 日
北日本 2022/3/13 日
富山

30

見 出 し ・ 記 事 概 要
県内コロナ1人死亡 419人感染、クラスター5件 上市町25人

頁

2022/3/13 日

１４日

月曜日
北日本 2022/3/14 月
富山 2022/3/14 月
8
富山 2022/3/14 月
13
１５日 火曜日
北日本 2022/3/15 火
22
北日本 2022/3/15 火
22
北日本 2022/3/15 火
29
北日本 2022/3/15 火
32
北日本 2022/3/15 火
33
富山 2022/3/15 火
20
富山 2022/3/15 火
26
１６日 水曜日
北日本 2022/3/16 水
5
北日本 2022/3/16 水
20
北日本 2022/3/16 水
26
富山 2022/3/16 水
1
富山 2022/3/16 水
3
富山 2022/3/16 水
22

新聞休刊日
上市町がｅスポーツ大会 「ｅケーションｉｎ上市」
細田監督作品アニー賞ならず
ｅスポーツで熱戦 ｅスポーツ大会「ｅケーションｉｎ上市」
稽古の成果披露 渋川流剣詩舞道聖慧会 富山市と上市町の9教場に学ぶ35人
ジブリ鈴木さん功労賞 アニー賞 「竜とそばかす」賞逃す 細田守監督(上市町出身)
新型コロナの市町村別感染者数 上市町6人
かみいち総合病院 助産師不足で分娩休止 10月から
かみいち総合病院 9月末で分娩休止 助産師不足 夜間対応できず 2年連続応募ゼロ 産婦人科は継続

県内183人感染 クラスター2件 上市町80代男性 中等症
北日本政経懇話会会員 中川行孝(上市町長)
空き家移住体験 事業を取りやめ 上市 改修費が増大
新型コロナの市町村別感染者数 上市町10人
ガラス細工でかぶと手作り 県内の気温、端午の節句並み 最高気温 上市町18.3度
県議会予算特別委 質問答弁の要旨 北アルプス道路を問う 「新川・大北」「上市」「立山」の3ルート

体動かし健康増進 上市・白萩西部公民館 「白西いきいき談義」

市町村議会

令和４年（2022） 3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

2022/3/16 水

富山

2022/3/16 水

１７日

23
24

見 出 し ・ 記 事 概 要
一軒家のお試し居住 改修費膨らみ断念 代替えで町内宿泊に補助 上市町
県内中学校卒業式 78校8600人巣立ち 上市町は18日

1
26
26
30
32
23
23
28

宮城・福島 震度6強 富山で震度2 上市町震度2
神経内科を設置 かみいち総合病院 富山大から医師
舟橋村 新生児聴覚検査 全額助成を検討 上市町と南砺市が全額助成
新型コロナの市町村別感染者数 上市町18人
18校30学科2次募集 県立高校全日制入試 上市・総合
総合病院の常勤医師 新年度も同程度に かみいち総合病院
修学資金制度を充実 かみいち総合病院
県立高、欠員361人 上市総合学

頁

コーナー
市町村議会

木曜日

北日本 2022/3/17 木
北日本 2022/3/17 木
北日本 2022/3/17 木
北日本 2022/3/17 木
北日本 2022/3/17 木
富山

2022/3/17 木

富山

2022/3/17 木

富山

2022/3/17 木

金曜日
北日本 2022/3/18 金 18-19
北日本 2022/3/18 金
25
北日本 2022/3/18 金
30
北日本 2022/3/18 金
32
富山 2022/3/18 金
1
富山 2022/3/18 金
23
富山 2022/3/18 金
28
１９日 土曜日
北日本 2022/3/19 土
1
北日本 2022/3/19 土
5
北日本 2022/3/19 土
24
北日本 2022/3/19 土
26
北日本 2022/3/19 土
26

市町村議会
市町村議会

市町村議会
市町村議会

１８日

あすから高岡市美術館 アニメ美術監督 新・山本二三展 上市町出身の細田守監督の作品にも参加

思い出・感謝胸に巣立ち 13市町村 小学校で卒業式 上市町18日
新型コロナの市町村別感染者数 上市町14人
23品目 141万個 自主回収 日本ゼトック 医薬品 上市で製造 同社新生富山事業所（上市町三日市）

宮城・福島 震度6強 富山で震度2 上市町震度2
105小学校で巣立ち 富山市と上市町を除く 18日は富山と上市
富山コロナ308人感染 上市町14人
アニメ彩る背景の美 新・山本二三展 高岡市美術館 細田守監督（上市町出身）の「時をかける少女」の背景画

14人 功労表彰 県土地改良事業団体連合会 土地改良部門 高城彰夫 上市町土地改良区副理事長

独自の視点で風景切り取る 写真協会展 写真展「四季彩々」 会員の筒井桂子さん（上市）
監査委員の再任に同意 上市町議会
ごみ有料化に反対 上市町長

市町村議会
市町村議会

令和４年（2022） 3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 2022/3/19 土

26
27
30
32
3
31
31
37

北日本 2022/3/19 土
北日本 2022/3/19 土
北日本 2022/3/19 土
富山

2022/3/19 土

富山

2022/3/19 土

富山

2022/3/19 土

富山

2022/3/19 土

２０日

北日本 2022/3/20 日
北日本 2022/3/20 日
2022/3/20 日

２１日

県分特別交付税35億円 今年度 除雪費、原油高騰で増 上市町6億6323万円
とみしんオフィス 金沢の企業が入居 「とみしん上市サテライトオフィス」
新年度予算案を可決 一般会計計102億8900万円
承認外の検査で回収 日本ゼトック 上市で製造の23品目

1
18
22
4

名作アニメ 背景画堪能 高岡市美術館 「新・山本二三展」 細田守監督（上市町出身）の「時をかける少女」背景画

3
14
20
26
13
17
20

新田知事 後援会設立 「再選へ布石」の見方 上市支部長 中川行孝
内山壮 遊撃もＯＫ ヤクルトの2年目の捕手 内山壮真(上市町出身)
「困難に立ち向かう」 はたちのつどい 新成人が決意 上市町の「はたちのつどい」
新型コロナの市町村別感染者数 上市町0人
内山壮 遊撃で出場 無難にさばく ヤクルトの2年目の捕手 内山壮真(上市町出身)
大人へ新たな一歩 上市、今年から3月成人式 「はたちのつどい」
「次のステージがある」鈴木宗男氏が激励 上野富山市議報告会 椎名寛子上市議員が来賓

10
16
18

自然の中で学び遊ぶ 滑川 河川で違う石の特徴 上市川河口と早月川河口
新型コロナの市町村別感染者数 上市町3人
会長に阿波加さん 県美術連合会 副会長 堀田信一さん 写真（上市）

人物・風景捉えた40点 フォト写楽 網谷昭さん（富山）の「何を祈る」は上市町の大岩日石寺の写真

新型コロナの市町村別感染者数 上市町4人
健康企業に5社 協会けんぽ富山支部 富士化学工業(上市町)

月曜日

北日本 2022/3/21 月
北日本 2022/3/21 月
北日本 2022/3/21 月
北日本 2022/3/21 月
富山

2022/3/21 月

富山

2022/3/21 月

富山

2022/3/21 月

２２日

アニメーション美術の創造者 新・山本二三展 雲の魅力 上市町出身の細田守監督からの「時をかける少女」の依頼

日曜日

北日本 2022/3/20 日

富山

見 出 し ・ 記 事 概 要
金沢の企業 入居決まる サテライトオフィス 富山信用金庫の上市営業部
平均倍率0.54倍 196人が志願 県立高校入試２次募集 上市総合16人
新型コロナの市町村別感染者数 上市町7人

火曜日

北日本 2022/3/22 火
北日本 2022/3/22 火
北日本 2022/3/22 火

コーナー
市町村議会

背景を知る〈上〉
市町村議会
市町村議会

令和４年（2022） 3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

2022/3/22 火

富山

2022/3/22 火

２３日

見 出 し ・ 記 事 概 要

2
18

黒部市長選 同時事務所開きで火花 小柳氏の事務所開き 上市などの市町村議ら10人程度が参加

6
11
16
22
23
26
5
12
22
26

工業地30年ぶり大幅上昇 県内公示地価 県内公示地価の市町村別変動率
県内公示地価一覧
野球 県社会人リーグ戦 ロキテクノ富山

コーナー

県社会人野球が開幕 快勝発進 ロキテクノ富山

水曜日

北日本 2022/3/23 水
北日本 2022/3/23 水
北日本 2022/3/23 水
北日本 2022/3/23 水
北日本 2022/3/23 水
北日本 2022/3/23 水
富山

2022/3/23 水

富山

2022/3/23 水

富山

2022/3/23 水

富山

2022/3/23 水

２４日

頁

菊紋コースター好評 上市の施設 高林さん制作 国会の店舗で販売 上市町湯上野の障害福祉サービス事務所・さつき苑

立山 町社協に車椅子寄贈 ＪＡアルプス女性部 贈呈式 上市若杉のＪＡアルプス本店にて
新型コロナの市町村別感染者数 上市町2人
高岡中心部 下落続く 富山県内公示地価 富山県内市町村、用途別変動率
北陸三県の公示地価 富山県 中新川郡
新会長に阿波加氏 県美術連合会 副会長 堀田信一（写真 上市）
県内コロナ101人感染 2日連続100人台、1月以来 上市町2人

木曜日

北日本 2022/3/24 木
北日本 2022/3/24 木
北日本 2022/3/24 木
北日本 2022/3/24 木
北日本 2022/3/24 木
北日本 2022/3/24 木
北日本 2022/3/24 木
北日本 2022/3/24 木
北日本 2022/3/24 木
富山

2022/3/24 木

富山

2022/3/24 木

1
17
19
20-21
24
31
34
35
37
5
27

富山 カワヅサクラ見頃 一足早く 春の彩り 最低気温 上市で氷点下2.9度
37個人21団体たたえる とやま県民スポーツ大賞 スポーツ大賞 パフォーマンス部門 サポート部門

プロ野球 あす開幕 県関係選手 ヤクルト 内山壮真捕手(上市町出身)
2022 プロ野球選手一覧表 東京ヤクルトスワローズ 捕手 内山壮真(上市町出身)
2団体7人たたえる 町表彰・感謝状贈呈式 上市町
主な国公立大・私立大の県内合格者数
新型コロナの市町村別感染者数 上市町4人
上市の住宅でぼや 上市町野開発 松本さんから出火
「くまモン」が池田模範堂（上市町神田）を訪問
被災地支援 ありがとうだモン くまモン 池田模範堂（上市町）を訪問
水道料金で検討委 来年1月に提言 上市町「適正な水道料金の在り方を含めた経営戦略を検討する委員会」

ニュースファイル
風車
市町村議会

令和４年（2022） 3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

2022/3/24 木

富山

2022/3/24 木

富山

2022/3/24 木

２５日

北日本 2022/3/25 金
北日本 2022/3/25 金
2022/3/25 金

２６日

北日本 2022/3/26 土
北日本 2022/3/26 土
北日本 2022/3/26 土
富山

2022/3/26 土

富山

2022/3/26 土

16
25
34
36
1
19

ツバメ7点差大逆転 連覇へ今季もチーム一丸 8回には内山壮真（上市町出身）がプロ初安打
パークゴルフ 上市リバーサイド倶楽部オープン大会
新型コロナの市町村別感染者数 上市町1人
内山壮真（上市出身）初安打初打点 ヤクルト開幕1軍捕手デビュー
県勢2人 開幕勝利に貢献 プロ野球 内山快音/石川無失点 ヤクルトの内山壮真（上市町出身）
プロ野球開幕 ヤクルト7点差逆転 内山 プロ初安打 ヤクルトの捕手 内山壮真（上市町出身）

1
26
28
1
22

小矢部で9棟焼く 県内暴風 飛び火次々延焼 最大瞬間風速 上市(東種)30.7メートル
新型コロナの市町村別感染者数 上市町3人
トラクター盗んだ疑いで男3人逮捕 富山中央署 上市町郷柿沢 無職 上市町若杉 土木作業員
県内暴風 小矢部9棟焼く 最大瞬間風速 上市30.7メートル
ロキテクノ2勝目 第112回社会人野球リーグ戦第2日

11
28
19

北日本文芸 歌壇
新型コロナの市町村別感染者数 上市町2人
ロキテクノ2連覇 第112回社会人野球リーグ戦最終日

日曜日

北日本 2022/3/27 日
北日本 2022/3/27 日
北日本 2022/3/27 日
富山

2022/3/27 日

富山

2022/3/27 日

２８日

プロ野球 きょう開幕 内山壮 一軍スタート ヤクルトの内山壮真（上市町出身）
クジャクチョウ貴重な姿撮影 上市の志村さん 上市町野島で撮影
新型コロナの市町村別感染者数 上市町2人
内山 初の1軍スタート ヤクルト 上市出身 プロ野球きょう開幕

土曜日

北日本 2022/3/26 土

２７日

14
20
32
31

金曜日

北日本 2022/3/25 金

富山

27
29
33

見 出 し ・ 記 事 概 要
2企業7人に表彰と感謝状 上市町
上市町の住宅でぼや 上市町野開発 松本さんから出火
247人感染 1人死亡 県東部児童施設でクラスター 上市町4人

頁

月曜日

北日本

20223/28 月

北日本

20223/28 月

富山

20223/28 月

コーナー
事件・事故

令和４年（2022） 3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

20223/28 月

２９日

北日本 2022/3/29 火
北日本 2022/3/29 火
2022/3/29 火

３０日

北日本 2022/3/30 水
北日本 2022/3/30 水
北日本 2022/3/30 水
北日本 2022/3/30 水
北日本 2022/3/30 水
富山

2022/3/30 水

富山

2022/3/30 水

富山

2022/3/30 水

17
24
25
25
26
32
3
4
21

内山壮代打で適時打 「初球から積極的に」 ヤクルト2年目の内山壮真（上市町出身）

あなたの知りたい！特報班

ニュースファイル
事件・事故

絆テーマ ちぎり絵合作 メッセージも組み合わせ 上市「つながるKamiichiボランティアプロジェクト」

細密な花 印象鮮明 アニメ映画「時をかける少女」 上市町出身の細田守監督の背景美術を担当 思い出の風景 新・山本二三展
上市スマートＩＣ 新潟線バス停新設 富山地鉄
とやまお城探検隊 番外編 築城場所に先人の英知 とやまお城探検隊マップ 上市町
ぶんぶんジュニア
新型コロナの市町村別感染者数 上市町0人
料金設定どうする 富山市 家庭ごみ有料化検討 県内の家庭ごみ（可燃）回収の有料化状況
上市停留所を新設 富山地方鉄道 高速バスの富山－新潟線
内山壮代打で適時打 ヤクルトの内山壮真（上市町出身）

木曜日

北日本 2022/3/31 木
北日本 2022/3/31 木
北日本 2022/3/31 木
北日本 2022/3/31 木
北日本 2022/3/31 木
富山

男子児童はキャップ型 女子はハット型 〝定番”の安全帽に変化 上市は白いヘルメット
新型コロナの市町村別感染者数 上市町3人
空き地で下草焼く 上市町神田の空き地
上市の空き地で野火 上市町神田の空き地

事件・事故

水曜日

北日本 2022/3/30 水

３１日

19
24
25
25

コーナー

火曜日

北日本 2022/3/29 火

富山

20

見 出 し ・ 記 事 概 要
3人、トラクター盗んだ疑い 上市町郷柿沢 無職 上市町若杉 土木作業員

頁

2022/3/31 木

17
20
23
28
31
28

野球 県社会人リーグ戦 ロキテクノ富山
古里の風景切り取る 内山さん写真展 説明添え33点 上市「写真で詠む上市・内山康弘展」
上市町消防表彰
新型コロナの市町村別感染者数 上市町2人
桜ちらほら 春の陽気 上市を除く9地点で20度を超える陽気
中新薬業に業務停止命令 不適切製造で36日間 6月の北日本製薬（上市町）の同期間は28日間停止

