令和４年（2022） 5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

2022/5/1 日

北日本

2022/5/1 日

北日本

2022/5/1 日

北日本

2022/5/1 日

北日本

2022/5/1 日

北日本

2022/5/1 日

北日本

2022/5/1 日

富山

2022/5/1 日

富山

2022/5/1 日

富山

2022/5/1 日

富山

2022/5/1 日

富山

2022/5/1 日

富山

2022/5/1 日

富山

2022/5/1 日

8
11
15
15
20
21
23
17
24
27
27
30
31
31

内山壮 攻守で貢献 ヤクルトの内山壮真(上市町出身)
第50回北日本新聞朝間野球 4チーム対戦決定 中新川郡大会
高齢者叙勲 瑞宝小綬章 元県立富山北部高校長 稲谷久雄氏(上市町熊野町)
0円空き家引き渡し 町の新制度 契約第1号 上市町の新制度「0円空き家バンク」
新型コロナの市町村別感染者数 上市町0人
北アで滑落 目立ったけがなし 上市町伊折の北アルプス・クズバ山
魚津で火災相次ぐ 県東部消防組合の上市などの各消防署から出動
内山壮初のお立ち台 攻守貢献 ヤクルトの内山壮真(上市町出身)
新社会人らクリーン作戦 上市で合同新人研修
「0円空き家」契約第1号 上市町が今年度開始 持ち主と取得者両方に補助金
高齢者叙勲 瑞宝小綬章 元県立富山北部高校長 稲谷久雄氏(上市町熊野町)
前週より大幅減、68人 県内コロナ、重症者1人 新規感染者 上市町0人
67歳男性、150メートル滑落 北ア・クズバ山(上市町)
ガールスカウト富山県連盟第36団 上市町砂林開の竹林でタケノコ堀り研修会

5
16
18
16

読者写真コンクール 4月の入選作 最終選考進出者 碓井敏郎(上市町熊野町)
新型コロナの市町村別感染者数 上市町2人
鍛錬の成果披露 アカデミー杯 空手道 高校男子 上市高校
県内肌寒く きょう曇り時々晴れ 上市含む６市４町に霜注意報を発令

16
19
22
25

タケノコ50本うまく掘れた ガールスカウトが体験 上市町砂林開の竹林

月曜日

北日本

2022/5/2 月

北日本

2022/5/2 月

北日本

2022/5/2 月

富山

2022/5/2 月

３日

見 出 し ・ 記 事 概 要

コーナー

日曜日

北日本

２日

頁

火曜日

北日本

2022/5/3 火

北日本

2022/5/3 火

北日本

2022/5/3 火

北日本

2022/5/3 火

上市町民体育祭 バドミントン バレーボール 硬式テニス 少林寺拳法 空手道 パークゴルフ 卓球 剣道

新型コロナの市町村別感染者数 上市町0人
男性スキーヤー転落し重傷 雷鳥沢 富山県山岳警備隊が救助

ニュースファイル

ほたるいか

令和４年（2022） 5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

2022/5/3 火

４日

2022/5/4 水

北日本

2022/5/4 水

北日本

2022/5/4 水

北日本

2022/5/4 水

北日本

2022/5/4 水

北日本

2022/5/4 水

富山

2022/5/4 水

富山

2022/5/4 水
2022/5/5 木

北日本

2022/5/5 木

北日本

2022/5/5 木

北日本

2022/5/5 木

北日本

2022/5/5 木

富山

2022/5/5 木

富山

2022/5/5 木

7
10
10
11
12
16
11
12

アニメ美術監督 山本二三さん 創作秘話を紹介 上市町出身の細田守監督の「時をかける少女」で美術監督を務めた

11
12
16
18
21
7
16

42歳石川5回無失点 内山壮と“親子”バッテリー ヤクルトの内山壮真捕手(上市町出身)

剣道 県道場少年大会 個人 男子 小学生（上市）
トランポリン 県選手権大会 女子 小学校高学年 上市さんさんクラブ
小学生から一般 鍛錬の成果披露 日本空手協会県本部 中川行孝上市町長らが祝辞
松本さん親子（魚津市）が作品の魅力語る 人形展トークショー 「松本昌子人形展」西田美術館
新型コロナの市町村別感染者数 上市町1人
メダリストに学ぶ世界の技 上市高で合同合宿練習会
第46回少年・第63回一般 県空手道選手権大会 上市支部

細田監督作品の曲も 大阪桐蔭高校吹奏楽部の特別演奏会 上市町の北アルプス文化センターで開催

新型コロナの市町村別感染者数 上市町0人
日本空手協会県本部 第45回少年・第62回一般県選手権 上市支部
分娩医院絶やさない 入善唯一の産科 県東部 相次ぐ産科休止 かみいち総合病院今年10月から休止

ヤクルト５連勝 親子キャッチボール 42歳石川と19歳内山壮真捕手(上市町出身)
成人式代替 20歳対象 「出席しやすく」分散開催傾向 上市は３月

金曜日

北日本

2022/5/6 金

北日本

2022/5/6 金

北日本

2022/5/6 金

北日本

2022/5/6 金

富山

2022/5/6 金

７日

コーナー

木曜日

北日本

６日

23

見 出 し ・ 記 事 概 要
雷鳥沢で山スキー 男性が転落、重傷 富山県山岳警備隊が救助

水曜日

北日本

５日

頁

土曜日

1
18
19
23

12病院「薬剤師不足」 本紙 県内自治体病院アンケート 県内自治体の薬剤師の状況
新型コロナの市町村別感染者数 上市町1人
県内の公立学校数 小学校は175校富山市最多65 県内の公立学校の数（分校含む）
水橋の障害者体育センター廃止へ 車いすバスケ練習どこで Ｕ23日本代表候補の小山大斗選手（上市高3年）

なし

とやまデータ探偵団

令和４年（2022） 5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

2022/5/7 土

北日本

2022/5/7 土

北日本

2022/5/7 土

富山

2022/5/7 土

８日

20
20
23
27

新型コロナの市町村別感染者数 上市町4人
健康麻雀越中ひばり会 第11弾小杉ふれあい杯予選 10周年賞 常田雅子(上市)
パラ銀の先輩に続け 車いすバスケ小山選手 上市高3年
夏日トロッコ涼し 黒部峡谷鉄道 最高気温 上市町24.7度

2022/5/8 日

富山

2022/5/8 日

富山

2022/5/8 日

富山

2022/5/8 日

月曜日
新聞休刊日

2022/5/9 月

１０日

火曜日

北日本

2022/5/10 火

富山

2022/5/10 火

１１日

2022/5/11 水

北日本

2022/5/11 水

北日本

2022/5/11 水

北日本

2022/5/11 水

北日本

2022/5/11 水

北日本

2022/5/11 水

富山

2022/5/11 水

富山

2022/5/11 水

北日本

23
27

新型コロナの市町村別感染者数 上市町7人
小学・高校生が熱戦 第14回アカデミー杯空手道選手権大会 高校生 男子・女子 上市高

5
15
18
21
26
27
3
23

9団体・企業 29日に表彰 県 水と緑の森づくり表彰 市町村推薦 西種町内会
卓球 県ラージボールダブルスオープン大会 女子 150歳以上 上市卓友会
県産木材使いスキー板 上市の井原さんプロジェクト 町滞在で自作体験もＯＫ
パークゴルフ 上市町協会月例会
新型コロナの市町村別感染者数 上市町3人
目撃 西種 成獣1頭
クマ対策で里山整備 水と緑の森づくり会議 水と緑の森づくり表彰 西種町内会
上市町西種 成獣1頭

18

トランポリン 県民スポーツレクリエーション祭 上市さんさん(上市町)

水曜日

北日本

１２日

コーナー

日曜日

北日本

９日

19
24
28

見 出 し ・ 記 事 概 要
ヤクルト 打安点本打率 内山壮真（上市町出身）1安打
パークゴルフ 上市リバーサイド倶楽部月例会
新型コロナの市町村別感染者数 上市町0人
なし

頁

木曜日

2022/5/12 木

クマ出没情報
クマ目撃情報

令和４年（2022） 5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

2022/5/12 木

北日本

2022/5/12 木

北日本

2022/5/12 木

北日本

2022/5/12 木

富山

2022/5/12 木

１３日

北日本 2022/5/13 金
北日本 2022/5/13 金
北日本 2022/5/13 金
北日本 2022/5/13 金
富山

2022/5/13 金

富山

2022/5/13 金

北日本 2022/5/14 月
2022/5/14 月

１５日

コーナー
がんばってます 富山の職場

上田(高岡出身)きょう初登板 プロ野球中日2年目 先発つかむ 内山壮真（上市町出身）擁するヤクルト戦

防犯、交通事故予防などで意見交換 上市署協議会

15
20
22
23
26
22
22

市場レポート 野菜 上市からアスパラガス
復活へ上市高生が栽培 絶滅危惧種の薬用植物「ミシマサイコ」

旬を召し上がれ

隕石材料の日本刀見て 市科学博物館 上市川上流で発見された隕石「白萩隕鉄1号」を材料にした日本刀

準大賞に岡本さん 第38回日本篆刻展 参与出品 藤縄尚子(上市）
新型コロナの市町村別感染者数 上市町3人
自生絶滅のミシマサイコ 増殖へ屋外栽培試験 上市高生、苗植える
第35回県道場少年剣道大会 個人小学生男子 上市

土曜日

北日本 2022/5/14 月

富山

18
20
26
28
23

見 出 し ・ 記 事 概 要
第54回北日本新聞朝間野球 中新川郡 準決勝 スピードリバー
新川乳業 舟橋村竹内 牛乳中心に多業種展開 2021年上市町の学校給食への納入も開始
新型コロナの市町村別感染者数 上市町2人

金曜日

北日本 2022/5/13 金

１４日

頁

19
30
3

第50回北日本新聞朝間野球中新川郡大会 決勝 ＬＥＧＥＮＤ 県大会へ
新型コロナの市町村別感染者数 上市町4人
若者の就職支援で連携 富山広域推進協議会 「交付税１円も入らず」と上市町長

1
11
16
17
22
22
25

「島はどこへ向かうのか」 上市町の旧富山健康科学専門学校設立準備のため移住した米須さん

日曜日

北日本 2022/5/15 日
北日本 2022/5/15 日
北日本 2022/5/15 日
北日本 2022/5/15 日
北日本 2022/5/15 日
富山

2022/5/15 日

富山

2022/5/15 日

県勢2チーム 決勝に進出 都市対抗野球1次予選 ロキテクノ富山(上市町)
製材所を見学 木の特徴学ぶ 松田木材（舟橋村） 上市町放士ケ瀬の製材所で説明
上市から９人 本大会へ進出 本社社長杯ＰＧ予選
新型コロナの市町村別感染者数 上市町4人
県産や外国産木材を品定め 舟橋村のショールームが松田木材(上市町)で見学会
ＩＭＦ、伏木海陸で決勝 第93回都市対抗野球大会 ロキテクノ富山(上市町)

沖縄復帰50年 富山へのメッセージ

令和４年（2022） 5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

１６日

北日本 2022/5/16 月
北日本 2022/5/16 月
北日本 2022/5/16 月
2022/5/16 月

１７日

北日本 2022/5/17 火
北日本 2022/5/17 火
北日本 2022/5/17 火
北日本 2022/5/17 火
北日本 2022/5/17 火
富山

2022/5/17 火

富山

2022/5/17 火

富山

2022/5/17 火

富山

2022/5/17 火

北日本 2022/5/18 水
2022/5/18 水

１９日

11
12
18
23
17

県勢3チーム 北信越大会へ 都市対抗野球1次予選

ロキテクノ富山(上市町)

ドローン操縦できた ガールスカウトが体験 ＯＤＣ（オードック・滑川） ガールスカウト県第36団（上市町）

新型コロナの市町村別感染者数 上市町1人
基地間地 子育て不安 上市出身で宜野湾在住 伊佐 円香さん
伏木海陸が第1代表 第93回都市対抗野球大会第1次予選 ロキテクノ富山

沖縄復帰50年 富山へのメッセージ

5
16
19
24
26
26
2
4
20
27

コロナ4回目ワクチン 医療・介護従事者 対象に 市町村長 相次ぎ要望 ワンチーム会議 県内首長の主な発言 上市町長

21
24
20

パークゴルフ 上市リバーサイド倶楽部春季杯
新型コロナの市町村別感染者数 上市町0人
ガールスカウト入団式 県連盟第36団の入団式 (上市町三日市)

25
28
29

交通安全に尽力3団体などを表彰 県安全運転管理者協会 優良事業所 西田環境保全センター(上市町稗田)

ガールスカウト入団・進級祝う 県連盟第36団(平井妙子団委員長) 上市町
シャクヤク鮮やか 県薬用植物指導センター(上市町広野)
新型コロナの市町村別感染者数 上市町3人
県内移住最多823人 県内の市町村別の移住者数
岩壁から転落 男性頭部骨折 立山芦峅寺 クライミング中 県警山岳警備隊員が応急処置
県内移住 昨年度最多823人 2021年度県内市町村別の移住者数
経営陣 富山銀行 専務 岡部一浩氏(上市町出身)
築63年の蔵 音楽室に 酒井真子さん(上市町竹鼻)年内に整備 貸し出しへ
クライミングで転倒 富山の男性頭部骨折 立山町・雑穀谷 県警山岳警備隊が応急処置

水曜日

北日本 2022/5/18 水

富山

コーナー

火曜日

北日本 2022/5/17 火

１８日

見 出 し ・ 記 事 概 要

月曜日

北日本 2022/5/16 月

富山

頁

木曜日

北日本 2022/5/19 木
北日本 2022/5/19 木
北日本 2022/5/19 木

新型コロナの市町村別感染者数 上市町1人
器物破壊容疑で男再逮捕 上市町野島の会社員

ニュースファイル

令和４年（2022） 5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

2022/5/19 木

富山

2022/5/19 木

富山

2022/5/19 木

２０日

北日本 2022/5/20 金
北日本 2022/5/20 金
北日本 2022/5/20 金
北日本 2022/5/20 金
北日本 2022/5/20 金
北日本 2022/5/20 金
北日本 2022/5/20 金

3団体23事業所19個人をたたえ 県安全運転管理者協会 優良事業所 西田環境保全センター(上市町稗田)

事件・事故

1
6
20
21
21
22
26
28

第5部 次代を見据え 物流拠点新設相次ぐ 19年に日立物流が上市町の拠点を拡張
NEWFACE 商品ニュース オーダーメイドのサプリメント 富士化学工業（上市町横法音寺）
油絵・ガラス80点を紹介 親子2人展 県民会館ギャラリーＢ 洋画家、池田るみ子さん(上市)
パークゴルフ 上市町協会 54ホールストローク大会
スマートＩＣバス停利用客 運賃の半額 町が補助 上市町
真田先生のとやま方言学 ⑬カタツムリ メヨメヨツノダシ(中新川郡上市町付近)
新型コロナの市町村別感染者数 上市町1人
佐伯 友邦さん死去 剱澤小屋主人 県警山岳警備隊の黎明期を支えた
なし

楓との約束

24
30
33
28

会員向けの視察研修再開 上市町観光協会
新型コロナの市町村別感染者数 上市町2人
食材高騰 給食値上げ 富山・上市の小中学校 県内小中学校 給食1食当たりの単価
上市・ゾロメキ神社 電気事業の発展願う 北電関係者

9
11
14
14
20
20

内山壮 初の3安打 ヤクルトの内山壮真（上市町出身）
県高校総体 サッカー
華やかにメドレー 北アルプス吹奏楽団定期演奏会 北アルプス文化センター
電気事業の安全 地域の繁栄祈願 ゾロメキ神社祭礼 北陸電力馬場島発電所そば
新型コロナの市町村別感染者数 上市町3人
上市で29日ミュージカル 劇団わらび座 「かみいち子どもの感性を育む会 きらきらのたね」主催

土曜日

北日本 2022/5/21 土
北日本 2022/5/21 土
北日本 2022/5/21 土
2022/5/21 土

２２日

コーナー

タイヤパンクさせた疑い 器物破損の疑い 上市町野島の会社員

2022/5/20 金

２１日

富山

21
23
23

見 出 し ・ 記 事 概 要
上市スマートＩＣの利用促進 高速バス運賃半額に

金曜日

北日本 2022/5/20 金

富山

頁

日曜日

北日本 2022/5/22 日
北日本 2022/5/22 日
北日本 2022/5/22 日
北日本 2022/5/22 日
北日本 2022/5/22 日
北日本 2022/5/22 日

ぶんぶんジュニア

令和４年（2022） 5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 2022/5/22 日

21
4
8
17
23
23

富山

2022/5/22 日

富山

2022/5/22 日

富山

2022/5/22 日

富山

2022/5/22 日

富山

2022/5/22 日

２３日

北日本 2022/5/23 月
北日本 2022/5/23 月
2022/5/23 月

２４日

北日本 2022/5/24 火
北日本 2022/5/24 火
北日本 2022/5/24 火
2022/5/24 火

２５日

7
14
20
23

読書
事件・事故

富山舞台の新作 「まっとうな人生」 作家絲山秋子さんに聞く 刊行記念29日、来月10日オンラインでイベント 文芸評論家 田中和生さん（上市町出身）と対談

文化

炭焼き体験 里山文化実感 上市町黒川地区 まき入れ
新型コロナの市町村別感染者数 上市町0人
グリーン・ツーリズム黒川地区推進協議会の炭焼き体験会 上市町黒川

ほたるいか

5
19
22
25
23

地域おこし協力隊 開始10年超 地域おこし協力隊の市町村別の活動人数
地球の“芸術”見事！上市 露出地層を見学 ジオパーク散歩 上市町稲村や釈泉寺地域
新型コロナの市町村別感染者数 上市町1人
県警山岳安全課 春の立山登山の注意点 県警山岳警備隊員らがユーチューブで配信
富山県高校総体 サッカー バスケットボール男子・女子

6
20
24
26
5
15

のびゆく中新川 上市町

水曜日

北日本 2022/5/25 水
北日本 2022/5/25 水
北日本 2022/5/25 水
北日本 2022/5/25 水
富山

2022/5/25 水

富山

2022/5/25 水

２６日

ニュースファイル

火曜日

北日本 2022/5/24 火

富山

コーナー

月曜日

北日本 2022/5/23 月

富山

見 出 し ・ 記 事 概 要
盗撮疑いで男逮捕 上市町下荒又会社員
G7教育相会合の富山誘致 各市町村の要望 上市町
「日本アニメ史」 津堅信之 著 細田守（上市町出身）
内山壮 初の3安打 ヤクルトの内山壮真（上市町出身）
列車内、盗撮しようとした疑い 上市町下荒又会社員逮捕
県高校総体 サッカー

木曜日

児童生徒向けの租税教室開催へ 魚津法人会本年度事業 他、上市、立山、舟橋での児童向け図書購入事業に助成

新型コロナの市町村別感染者数 上市町1人
内山壮 プロ初本塁打 ヤクルトの内山壮真(上市出身)
包装・物流棟を新設 リードケミカル 上市で36億円投資 久金工場
内山 プロ初本塁打 ヤクルトの内山壮真(上市町出身)

風車

令和４年（2022） 5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 2022/5/26 木

6
18
20
21
21
26
5
5
31

北日本 2022/5/26 木
北日本 2022/5/26 木
北日本 2022/5/26 木
北日本 2022/5/26 木
北日本 2022/5/26 木
富山

2022/5/26 木

富山

2022/5/26 木

富山

2022/5/26 木

２７日

北日本 2022/5/27 金
北日本 2022/5/27 金

北日本 2022/5/28 土

12
28

北日本文芸 俳壇 柳壇
新型コロナの市町村別感染者数 上市町1人
なし

11
16
22
20

県高校総体 空手道 男子・女子 バレーボール 女子
県内12ＪＡで総代会・総会 23、24年度組織再編 アルプス
新型コロナの市町村別感染者数 上市町1人
県高校総体 空手道 男子・女子 バレーボール 女子

北日本 2022/5/29 日
北日本 2022/5/29 日
2022/5/29 日

３０日

1

アバターの言葉 「サマーウォーズ」原作者の上市町出身の細田守さん

楓との約束

日曜日

北日本 2022/5/29 日

富山

91歳声楽家 リサイタル 富山の浅岡さん 市内であす 上市高などの教壇に立ち、コーラス部や吹奏楽部などを指導

第6部 揺らぎ続けて① 日医工、富士化学工業（上市町）に富山第2工場を譲渡
上市町民体育祭 軟式野球 バスケットボール ゴルフ
新型コロナの市町村別感染者数 上市町2人
なし

2022/5/28 土

２９日

人気店社長が講演 上市高校 文化講演会
釈泉寺円筒分水槽 訪れて 上市町 看板設置しアピール
商品券2万冊発行 上市町と町商工会
パークゴルフ上市町協会サンプレア杯
新型コロナの市町村別感染者数 上市町1人
ダイト新原薬棟整備 医薬・医療 投資加速 今年1月池田模範堂(上市町)が包装ライン更新
富山県薬連 中井会長を再任 理事 山田武士(上市商工会薬業部)

土曜日

北日本 2022/5/28 土

富山

県薬連総会 供給・存続 厳しい状況 副会長に稲田・石黒氏 新役員 山田武志（上市商工会薬業部）

1
22
26

2022/5/27 金

２８日

コーナー

金曜日

北日本 2022/5/27 金

富山

見 出 し ・ 記 事 概 要

月曜日

北日本 2022/5/30 月

天地人

令和４年（2022） 5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 2022/5/30 月

13
16
20
22
22
21

北日本 2022/5/30 月
北日本 2022/5/30 月
北日本 2022/5/30 月
北日本 2022/5/30 月
富山

2022/5/30 月

３１日

北日本 2022/5/31 火
2022/5/31 火

12
28

コーナー

イヌワシと少年 成長の物語描く わらび座ミュージカル 「かみいち子どもの感性を育む会 きらきらのたね」主催

新型コロナの市町村別感染者数 上市町0人
豊かな森づくり誓う 「とやま森の祭典 2022」 水と緑の森づくり表彰 西種町内会
全6校の住民懇談会終了 上市 学校再編計画策定へ
第31回富山県スポーツ・レクリエーション祭 太極拳表演会 上市町の丸山総合公園総合体育館 ほたるいか

火曜日

北日本 2022/5/31 火

富山

県高校総体

見 出 し ・ 記 事 概 要
陸上 男子 三段跳

浦田 樹里(上市出身)組7位 カヌー・スプリントＷ杯
新型コロナの市町村別感染者数 上市町0人
なし

