令和４年（2022） 7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

2022/7/1 金

北日本

2022/7/1 金

北日本

2022/7/1 金

北日本

2022/7/1 金

北日本

2022/7/1 金

北日本

2022/7/1 金

北日本

2022/7/1 金

富山

2022/7/1 金

富山

2022/7/1 金

富山

2022/7/1 金

富山

2022/7/1 金

コーナー

13
17
18
21
21
26
30
21
22
23
28

市場レポート 野菜 ナスが上市や呉羽から小ぶりのものが入荷
旬を召し上がれ
第104回全国高校野球選手権 富山県大会組み合わせ
上市挙げて人材育成 企業・町・高校「まちの人事部」結成
ＬＣ・ＲＣ役員が抱負 上市ライオンズクラブ
高齢者叙勲 瑞宝双光章 元富山食糧事務所検査部検査課長 石田 寛氏(上市町横法音寺)
新型コロナの市町村別感染者数 上市町1人
ピックアップ 時をかける少女 ＫＮＢ後9・0 細田守監督(上市町出身)
９月に合同インターンシップ 上市町 上市町と町ゆかりの企業7社と上市高校
高校野球富山大会６日開幕 富山西、上市 初の「レンタル」
高齢者叙勲 瑞宝双光章 元富山食糧事務所検査部検査課長 石田 寛氏(上市町横法音寺)
みもの KNB後9・00 時をかける少女 細田守監督(上市町出身)

17
20
22
23
23
26
21
23
23

ツバメＭ点灯 持ち越し 捕手内山壮真（上市町出身）
涼しげな雑貨展示 上市町大岩の大岩館
上市中 7部活 地域へ移行 教員指導は週3日以内

土曜日

北日本

2022/7/2 土

北日本

2022/7/2 土

北日本

2022/7/2 土

北日本

2022/7/2 土

北日本

2022/7/2 土

北日本

2022/7/2 土

富山

2022/7/2 土

富山

2022/7/2 土

富山

2022/7/2 土

３日

見 出 し ・ 記 事 概 要

金 曜日

北日本

２日

頁

県警30年勤続 50人たたえる 警察外功労者表彰 中新川地区防犯協会 相ノ木支部長 県警山岳警備協力隊員

ＬＣ・ＲＣ役員が抱負 次世代につなぐ 富山第2グループ 上市ロータリークラブ
新型コロナの市町村別感染者数 上市町1人
富山、上市、立山ＲＣ ポリオ根絶など重点 上市ロータリークラブ
「おおかみこども」10周年 夏休み 上市でイベント
「遺志継ぎ、まい進」 県警、勤続30年職員ら表彰 2011年に山岳救助訓練中に殉職した山岳警備隊の丸山氏

日曜日

北日本

2022/7/3 日

北日本

2022/7/3 日

1
11

ＫＤＤＩ通信障害 県内にも影響 アメダスの県内観測地点の配信停滞
ツバメ最速Ｍ点灯 塩見サヨナラ打 内山壮真(上市町出身)生還

上市など7地点

令和４年（2022） 7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

2022/7/3 日

北日本

2022/7/3 日

北日本

2022/7/3 日

富山

2022/7/3 日

富山

2022/7/3 日

富山

2022/7/3 日

富山

2022/7/3 日

富山

2022/7/3 日

４日

17
20
23
2
13
16
17
17

見 出 し ・ 記 事 概 要
大阪だより 3年ぶり懇親会 関西滑川会 民謡歌手の寺崎美幸さん(上市町出身)の民謡
新型コロナの市町村別感染者数 上市町0人

コーナー

孤独な出産 心に負担 新型コロナ 立ち合い分娩 制限続く 富山市の病院で第一子を出産した上市町の女性会社員

22参院選とやま

土木職不足 自治体苦悩 富山県内市町村の土木系職員数
ヤクルト最速マジック 十回、内山壮真(上市町出身)が決勝ホーム

日曜特番

寺崎さんＶ ＮＰＯ法人 健康麻将(マージャン)越中ひばり会 第11弾小杉ふれあい杯決勝大会 ③常田雅子(上市町)

部活動の地域移行で意見交換 上市町
農業用ため池の損傷など確認 県など、上市含む8市町巡回

月曜日

北日本

2022/7/4 月

北日本

2022/7/4 月

北日本

2022/7/4 月

北日本

2022/7/4 月

富山

2022/7/4 月

富山

2022/7/4 月

富山

2022/7/4 月

富山

2022/7/4 月

富山

2022/7/4 月

５日

頁

2
18
23
23
18
19
20
21
23

県警山岳警備隊初の女性隊員 田中 明希子さん
新型コロナの市町村別感染者数 上市町0人
不明男性か 遺体発見 南砺 大笠山 県警山岳警備隊が捜索

けさの人

ＫＤＤＩ大規模通信障害 県内影響続く 気象データ断続的に上市午前8時ごろ以降データ 配信不能

103チームが火花 県少年野球大会 9日開幕 17日 上市
ロキテクノ富山応援バス、３千円で 上市町が代金助成
65人が旧交温める 関西滑川会 上市町在住の民謡歌手寺崎美幸さんのショー
ＫＤＤＩ通信障害 富山県内4地点で一時温度分からず 上市など4地点
南砺・大笠山に遺体 行方不明の72歳男性か 県警山岳警備隊員が発見

火曜日

北日本

2022/7/5 火

北日本

2022/7/5 火

北日本

2022/7/5 火

北日本

2022/7/5 火

北日本

2022/7/5 火

北日本

2022/7/5 火

5
13
19
20
20
20

11日間で６万6918人投票 期日前投票の状況
2021年分 所得と資産補充 県内首長・県議の所得公開 中川行孝上市町長
テニス 中牟田杯 全国選抜ジュニア県予選大会 男子複 上市中
囲碁の腕競う 上市町公民館対抗親善囲碁大会
愛好者60人が熱戦 第4回健康マージャン上市大会
南極の魅力知って 第54次観測隊同行 澤柿さん（上市出身）

22参院選とやま

令和４年（2022） 7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

2022/7/5 火

北日本

2022/7/5 火

富山

2022/7/5 火

富山

2022/7/5 火

富山

2022/7/5 火

富山

2022/7/5 火

６日

15
16
21
22
28
31
1
18
23
25
25
29

きょう開幕 全国高校野球選手権富山大会 富山大会組み合わせ
2022全国高校野球選手権富山大会 上市高校
エアロビック 県民体育大会 チームワーク賞 さんさんジュニアビック(上市町)
観光大使に三浦さん(京都) 「2022観光大使 かみいち」
新型コロナの市町村別感染者数 上市町0人
上市の水田に77歳男性遺体 上市町広野新
銅器の風鈴 涼やか 県内曇り、上市町を除く9地点で真夏日
きょう開会式 9日に初戦 甲子園懸けて熱い夏 幕開け 上市
「細田映画」で観光大使に 上市町 岩手出身・三浦さん委嘱
通信指令技能14署28人競う 県警で競技会 上市署
3年ぶりに旧交を温める 近畿黎明会 上市町在住の民謡歌手寺崎美幸さんの歌披露
上市のあぜに 男性の遺体 上市町広野新

22
22
24
26
27

都市対抗「全力でプレー」 ロキテクノ 上市町長らに意気込み
応援バスツアー代金を一部助成 上市町
上市高校1年 医療職を体験 かみいち総合病院
パークゴルフ 上市町協会第4回月例会
活動に貢献の功労者を表彰 県自治会連合会 県部門功労表彰 平井喜市(上市)

水曜日

北日本

2022/7/6 水

北日本

2022/7/6 水

北日本

2022/7/6 水

北日本

2022/7/6 水

北日本

2022/7/6 水

北日本

2022/7/6 水

富山

2022/7/6 水

富山

2022/7/6 水

富山

2022/7/6 水

富山

2022/7/6 水

富山

2022/7/6 水

富山

2022/7/6 水

７日

23
26
2
3
23
29

見 出 し ・ 記 事 概 要
景色楽しみ爽やかな汗 マラニック 第1回上市マラニック
新型コロナの市町村別感染者数 上市町0人
21年所得公開 県内首長・県議所得・資産等補充 中川行孝上市町長
期日前6万6918人 参院選の期日前投票者数
新役員 上市ライオンズクラブ
県内 局地的に強い雨 12時間降水量 上市町東種62.5ミリ

頁

木曜日

北日本

2022/7/7 木

北日本

2022/7/7 木

北日本

2022/7/7 木

北日本

2022/7/7 木

北日本

2022/7/7 木

コーナー

令和４年（2022） 7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

2022/7/7 木

北日本

2022/7/7 木

北日本

2022/7/7 木

富山

2022/7/7 木

富山

2022/7/7 木

富山

2022/7/7 木

８日

15
20
22
22
22
26
30
13
20
26

1回ヤクルト2死一、三塁、内山壮真(上市町出身)が中前に適時打
おわら文化ワンダフル 県内国際交流 八尾高を訪問 上市町の大岩山日石寺などを視察
中新川郡民体育大会 サッカー 上市スポーツ少年団 バスケットボール バレーボール 上市中
ロキテクノ富山 ガンバレ!! 都市対抗野球出場 町が応援看板
72人が力作 富山独立書展 酒井代表(上市)の作品
新型コロナの市町村別感染者数 上市町0人
ピックアップ 竜とそばかすの姫 ＫＮＢ後9・0 細田守監督(上市町出身)
ヤクルト電光石火 内山壮真(上市町出身)タイムリー
都市対抗「優勝目指す」ロキテクノ富山 県庁で決意
みもの KNB後9・00 竜とそばかすの姫 細田守監督(上市町出身)

20
24
26
27
27
30
28

選手や監督 活躍誓う 都市対抗野球 ロキテクノ 富山壮行会
四季折々の山岳捉える 写真協会北陸支部 「山の断章2022」 剱岳の夕景の写真など
科学って面白いね 池田模範堂 中央小で授業
花火3年ぶり来月13日開催 ふるさと観光まつり 上市町商工会
南極から「清き一票」 参院選 越冬隊が事前投票 澤柿教伸隊長(上市町出身)
新型コロナの市町村別感染者数 上市町12人
上市・中央小児童 蚊を観察、実験 池田模範堂が出張授業

金曜日

北日本

2022/7/8 金

北日本

2022/7/8 金

北日本

2022/7/8 金

北日本

2022/7/8 金

北日本

2022/7/8 金

北日本

2022/7/8 金

北日本

2022/7/8 金

富山

2022/7/8 金

富山

2022/7/8 金

富山

2022/7/8 金

９日

27
30
33
26
31
31

見 出 し ・ 記 事 概 要
氷見署が団体1位 県警通信指令競技会 上市署
新型コロナの市町村別感染者数 上市町1人
死因は熱中症か 上市の男性遺体 上市町広野新
ロキテクノ富山が上市町長に意気込み 都市対抗野球出場
男性の死因は熱中症 上市の遺体、今年県内３人目
上市高の進路研修

頁

土曜日

北日本

2022/7/9 土

北日本

2022/7/9 土

北日本

2022/7/9 土

北日本

2022/7/9 土

北日本

2022/7/9 土

北日本

2022/7/9 土

富山

2022/7/9 土

コーナー

ほたるいか

令和４年（2022） 7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

2022/7/9 土

富山

2022/7/9 土

１０日

3
3
11
13
18
18
19
24
26
3
4
15
22
23
24

期日前投票15万7736人 参院選の期日前投票の結果
当日有権者数 県内87万5461人 参院選の県内当日有権者数
高津監督、内山壮真（上市町出身）ら14人コロナで中止 ヤクルトー阪神戦
甲子園懸け熱戦スタート 全国高校野球 新湊7-0上市
12個人1団体たたえる 上市町社会福祉大会
「おおかみこども」モデル 上市の古民家 花の家 来場者10万人
荒田の空き家 来月から解体へ 略式代執行 上市町
新型コロナの市町村別感染者数 上市町7人
夏を駆ける 高校野球 県内初 単独廃校ルール 魚津工から助っ人に感謝 上市
県内有権者87万5461人 当日有権者数
期日前投票15万7736人 参院選の期日前投票者数
高津監督ら14人陽性 コロナ ヤクルト、阪神戦中止 内山壮真捕手(上市町出身)
「花の家」来場10万人 映画「おおかみこども」舞台上市町
高校野球 富山大会 急だったけど「ありがとう」上市 魚津工から5選手
リンパ浮腫治療学ぶ 富山で北信越研究会 かみいち総合血管外来の戸島氏が講演

参院選2022とやま

3
3
3
14
20
21

得票率前回並み68.77％ 富山選挙区 各候補の市町村別得票
過去４番目の低さ 富山選挙区 市町村別の投票率
当日有権者数 訂正 上市町選管ミス
上市町消防団 消防操法大会
新型コロナの市町村別感染者数 上市町4人
一ノ越で転倒 男性重傷 北アルプス雄山一ノ越付近

参院選2022とやま

コーナー

日曜日

北日本

2022/7/10 日

北日本

2022/7/10 日

北日本

2022/7/10 日

北日本

2022/7/10 日

北日本

2022/7/10 日

北日本

2022/7/10 日

北日本

2022/7/10 日

北日本

2022/7/10 日

北日本

2022/7/10 日

富山

2022/7/10 日

富山

2022/7/10 日

富山

2022/7/10 日

富山

2022/7/10 日

富山

2022/7/10 日

富山

2022/7/10 日

１１日

30
31

見 出 し ・ 記 事 概 要
初戦突破へ意気込み ロキテクノ、上市で壮行式 都市対抗
きょうから熱戦 高校野球富山大会 きょうの試合 上市-新湊

頁

参院選2023とやま

参院選とやま

月曜日

北日本

2022/7/11 月

北日本

2022/7/11 月

北日本

2022/7/11 月

北日本

2022/7/11 月

北日本

2022/7/11 月

北日本

2022/7/11 月

参院選2023とやま

ニュースファイル

令和４年（2022） 7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

2022/7/11 月

富山

2022/7/11 月

富山

2022/7/11 月

富山

2022/7/11 月

富山

2022/7/11 月

富山

2022/7/11 月

頁

10
11
13
13
17
17

火曜日
北日本 2022/7/12 火
9
北日本 2022/7/12 火
12
北日本 2022/7/12 火
19
北日本 2022/7/12 火
19
北日本 2022/7/12 火
22
北日本 2022/7/12 火
24
北日本 2022/7/12 火
25
北日本 2022/7/12 火
25
北日本 2022/7/12 火
28
北日本 2022/7/12 火
31
富山
2022/7/12 火
2
富山
2022/7/12 火 12-13
富山
2022/7/12 火
29
富山
2022/7/12 火
32
富山
2022/7/12 火
32
富山
2022/7/12 火
35
１３日 水曜日
北日本 2022/7/13 水
26

見 出 し ・ 記 事 概 要
共生社会へ努力 上市町社会福祉大会
相ノ木分団が優勝 上市・ポンプ車操法
関西・福井だより 新会長に立花氏 近畿とやま市友会 民謡歌手の寺崎美幸さんのショー
北ア・下山中に足首骨折 北アルプス・雄山一ノ越付近 山岳警備隊員が搬送
得票率 野上氏68.77％ 各候補の市町村別得票
投票率 １３市町村で前回上回る 市町村別投票率

コーナー

事件・事故
参院選とやま
参院選とやま

１２日

比例代表全候補 県内市町村別得票
商工会青年部主張発表 優秀賞 中田雄大（上市町）
県スポーツ少年団 競技別総合交流大会 柔道 バドミントン 剣道
県中学校選手権 陸上 100メートル障害
滝行で無事故祈願 上市署員 交通安全活動へ気合
夏山の救助技術磨く 県警山岳警備隊 訓練始まる
大阪だより 会長に立花さん 近畿とやま市友会 民謡歌手の寺崎美幸さんの民謡
パークゴルフ 上市町協会 第18回町長杯
新型コロナの市町村別感染者数 上市町7人
熱中症で4人搬送 上市町屋外でパークゴルフをしていた女性(79)めまいを訴え、軽症
県内比例得票 県選挙区の開票区別投票数・率
データ 参院選 比例代表全候補 県内市町村得票数 比例代表県内市町村別の各党派別投票

議会日程 上市町
夏山シーズン本番前に訓練 県警山岳警備隊
8か所で真夏日 熱中症疑い5人 上市町の70代女性、50代男性は軽症
上市町 大岩山日石寺で滝行による交通安全祈願
新型コロナの市町村別感染者数 上市町13人

ほたるいか

令和４年（2022） 7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

2022/7/13 水

１４日

2022/7/14 木

北日本

2022/7/14 木

北日本

2022/7/14 木

北日本

2022/7/14 木

北日本

2022/7/14 木

北日本

2022/7/14 木

富山

2022/7/14 木

富山

2022/7/14 木

富山

2022/7/14 木

富山

2022/7/14 木

富山

2022/7/14 木

富山

2022/7/14 木

コーナー

3
15
20
23
23
26
22
22
24
24
25
28

都市対抗野球 初陣 ロキテクノに期待

社説

県スポーツ少年団競技別総合交流大会 ミニバスケットボール 男子 上市さんさんアンテロープス 女子 上市ミラクルズ

英語の発音 リズム良く上市6小 学習法「フォニックス」
毎日書道展 篆刻 岡本博重(上市)
警察活動に協力 2人たたえる 感謝状伝達式 県警山岳警備協力隊長の佐伯千尋さん
新型コロナの市町村別感染者数 上市町8人
医薬品の「ムヒ」児童が理解深め 上市で出張工場見学 池田模範堂（上市町）
フォニックス法で英語の発音学ぶ 上市・南加積小
毎日書道展 篆刻 岡本博重(上市)
山口、佐伯さんの功績たたえ感謝状 県警が伝達式 県警山岳警備協力隊長の佐伯千尋さん
30日「上市町の日」 左伴社長がＰＲ カターレ富山
感染400人越 3月以来 県内コロナ 富山でクラスター2件 県警学校寮で11人 上市など各署に所属

金曜日

北日本

2022/7/15 金

北日本

2022/7/15 金

北日本

2022/7/15 金

北日本

2022/7/15 金

富山

2022/7/15 金

１６日

1

見 出 し ・ 記 事 概 要
五箇山和紙のうちわ人気 県内雨、魚津に洪水警報 12日の24時間降水量 上市町78.5ミリ

木曜日

北日本

１５日

頁

13
21
28
28
27

市場レポート 野菜 上市の小ナスも安定して入荷
本紙「とやま図鑑」動物や自然紹介 道の駅メルヘンおやべ 1890年と92年に上市川上流で見つかった隕石など解説

新型コロナの市町村別感染者数 上市町13人
就農希望者向けにマッチングツアー 来月6日参加者募集 上市など4市町村の農業経営体
上市区域交通安全協会のキャンペーン 上市町横越の路上で実施

土曜日

北日本

2022/7/16 土

北日本

2022/7/16 土

北日本

2022/7/16 土

北日本

2022/7/16 土

18
19
24
30

旬を召し上がれ

都市対抗野球出場 ロキテクノ 藤田監督「まず1勝」 オンラインで記者会見
第20回北日本新聞社長杯パークゴルフ大会 出場者組み合わせ 上市
運転 無理せん茶～ 黒部署が交通安全の呼び掛け 上市を拠点に活動するカモシカのキャラクター「三太」も協力

バイオリニストの酒井さん（上市町出身）が演奏会 上市町の北アルプス文化センターで30日

ほたるいか

令和４年（2022） 7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

2022/7/16 土

北日本

2022/7/16 土

富山

2022/7/16 土

富山

2022/7/16 土

富山

2022/7/16 土

１７日

北日本 2022/7/17 日
北日本 2022/7/17 日
2022/7/17 日

１８日

30
33
20
23
27

「無理せんちゃ」呼び掛け茶を配布 黒部署 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」が参加

16
19
26
21

金融トラブル防げ 上市高校演劇部が寸劇 ゆうちょ銀行がセミナー
ＥＶ充電器 故障のまま 上市町役場内
新型コロナの市町村別感染者数 上市町15人
バド・上市男女Ｖ 県中学選手権

14
14
18
22
24
24
25
16
18

県中学総合選手権 柔道
都市対抗野球 きょう開幕 ロキテクノ富山は20日第1試合
古刹で英語・ヨガ学ぼう 眼目山立山寺 夏休み 小学生イベント 上市若者ら企画
新型コロナの市町村別感染者数 上市町11人
パークゴルフ 上市町長杯
上市リバーサイド倶楽部7月月例会
目撃 折戸17日 成獣１頭
県中学校総合選手権・バドミントン 男子女子複
17日上市町折戸 成獣1頭

1
9
9
18

小中生 県内10年で1万4000人減 児童生徒減少率 上市29.9％
初出場 ロキテクノ富山(上市) あす初戦 都市対抗 開幕
県民体育大会 ボクシング 上市高
新型コロナの市町村別感染者数 上市町13人

コーナー

がん患者悩みに一助 サニタリーボックス 男性トイレ 設置進む 県内自治体の施設 上市町役場

恥じないプレー全力で ロキテクノ、藤田監督が決意 都市対抗18日開幕
3日連続400人超 県内コロナ 上市町23人

月曜日

北日本 2022/7/18 月
北日本 2022/7/18 月
北日本 2022/7/18 月
北日本 2022/7/18 月
北日本 2022/7/18 月
北日本 2022/7/18 月
北日本 2022/7/18 月
富山

2022/7/18 月

富山

2022/7/18 月

１９日

見 出 し ・ 記 事 概 要
新型コロナの市町村別感染者数 上市町23人

日曜日

北日本 2022/7/17 日

富山

頁

火曜日

北日本 2022/7/19 火
北日本 2022/7/19 火
北日本 2022/7/19 火
北日本 2022/7/19 火

クマ出没情報
クマ目撃情報

令和４年（2022） 7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 2022/7/19 火

22
23
16
16
18
22
23

見 出 し ・ 記 事 概 要
学校再編の論議加速 県内小中生減 上市町 6小学校区で住民懇願会
新型コロナ 県内294人感染 上市町長は待機 同居家族1人感染
上市で陸上記録会 上市町児童陸上競技記録会
金融トラブルに理解 ゆうちょ銀行の金融トラブルミニセミナー 上市高校で開催
「勝つピッチングを」ロキテクノ富山・飯塚投手 都市対抗野球
県内294人感染 コロナ17日 上市町長、家族感染で自宅待機
小中生10年で100万人減 上市町 29.9％減

11
18
18
19
22
1
21
27

花深処無行跡 棟方志功生誕120年 ④ 「護符」板画 上市町の大岩山日石寺の仏像を作品化
介護保険補正など3議案可決・承認 中新川広域組合臨時会
高額介護費 過少に支給 算定システムに誤り 中新川広域行政事務組合
熱いラリーで親睦 上市 県フレッシュテニス交流会
新型コロナの市町村別感染者数 上市町18人
県内激しい雨、災害警戒 上市町に大雨警報
補正予算などを可決 中新川広域事務組合議会
2日連続200人台感染 県内コロナ 上市町18人

6
13
15
15
23
26
27
28

私募債発行 藤原重機(上市町中開発)

北日本 2022/7/19 火
富山

2022/7/19 火

富山

2022/7/19 火

富山

2022/7/19 火

富山

2022/7/19 火

富山

2022/7/19 火

２０日

水曜日

北日本 2022/7/20 水
北日本 2022/7/20 水
北日本 2022/7/20 水
北日本 2022/7/20 水
北日本 2022/7/20 水
富山

2022/7/20 水

富山

2022/7/20 水

富山

2022/7/20 水

２１日

木曜日

北日本 2022/7/21 木
北日本 2022/7/21 木
北日本 2022/7/21 木
北日本 2022/7/21 木
北日本 2022/7/21 木
北日本 2022/7/21 木
北日本 2022/7/21 木
北日本 2022/7/21 木

第73回毎日書道展 無鑑査会友出品 漢字 かな 一般公募入選漢字 かな

南砺・上市の日へ カターレ意気込み
ロキテクノ初陣飾れず 都市対抗野球
パークゴルフ 上市町協会第10回からしし杯
新型コロナの市町村別感染者数 上市町31人
世代超え 多様性獲得 芥川賞 候補者全員が女性 70年代以降 社会学者上野千鶴子さん(上市出身)らの「男流文学論」議題に

互角の戦い「よくやった」都市対抗野球 ロキテクノ富山初出場

コーナー

令和４年（2022） 7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

2022/7/21 木

富山

2022/7/21 木

富山

2022/7/21 木

２２日

北日本 2022/7/22 金
北日本 2022/7/22 金
北日本 2022/7/22 金
北日本 2022/7/22 金
富山

2022/7/22 金

富山

2022/7/22 金

17
21
24
30
33
4
23

バドミントン 県中学校総合選手権 上市 男子ダブルス 団体 女子ダブルス シングルス
富山データ探偵団 参院選投票率 2022年参院選富山選挙区の市町村別投票率
おおかみこども公開10周年 聖地 称名滝を再現 西田美術館
新型コロナの市町村別感染者数 上市町26人
コロナ感染急増で県民警戒 舟橋、イベント中止 6市町村対策会議 上市

コーナー

2022/7/23 土

北日本

2022/7/23 土

北日本 2022/7/23 土
北日本 2022/7/23 土
北日本 2022/7/23 土
北日本 2022/7/23 土
富山

2022/7/23 土

富山

2022/7/23 土

富山

2022/7/23 土

富山

2022/7/23 土

富山

2022/7/23 土

5
16
24
28
29
31
3
26
29
31
31

「おおかみこども」10周年 上市・西田美術館

称名滝を4Ｋ投影

ほ場整備「水橋地区」着工 富山、滑川、上市の2市1町にまたがるほ場
パークゴルフ からしし杯
おおかみこども展 きょう開幕 西田美術館
新型コロナの市町村別感染者数 上市町20人
アニメ舞台の町に巨大竜 高知 「竜とそばかすの姫」 細田守監督(上市町出身)
剱岳で女性不明 東京都の女性 県警山岳警備隊員が捜索
水橋地区「次世代農業」へ着工 国営農地再編 対象面積は滑川市と上市町の一部
店舗で集めた食品1400点を寄贈 富山信金 上市他各市町社会福祉協議会を通じて福祉施設に寄贈

「おおかみこども」上市で企画展 原画や絵コンテ120点
細田作品公開1年舞台の町に巨大竜 高知・「そばかすの姫」 細田守監督(上市町出身)
東京の女性が不明 北ア・剱岳一帯 県警山岳警備隊員が捜索

日曜日

北日本 2022/7/24 日

1

つなぐ

富山信用金庫 北陸の信金 連携を 理事・本店営業 部長大泉支店長 山川 清之（上市町出身） 経営陣

土曜日

北日本

２４日

19
24
24

見 出 し ・ 記 事 概 要
セガサミー2回戦へ 都市対抗野球第3日 ロキテクノ富山(上市町)3-1で逆転負け
ロキテクノ富山 善戦 都市対抗野球
30日「南砺市・上市町の日」 左伴社長がＰＲ サッカーＪ３・カターレ富山

金曜日

北日本 2022/7/22 金

２３日

頁

ウナギで元気に 土用の丑 県内行列 上市町新町 湯崎乃屋鮮魚店

令和４年（2022） 7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 2022/7/24 日

14
16
16
22
24
28
28
30

北日本 2022/7/24 日
北日本 2022/7/24 日
北日本 2022/7/24 日
北日本 2022/7/24 日
富山

2022/7/24 日

富山

2022/7/24 日

富山

2022/7/24 日

２５日

英語とヨガ 古刹で体験 眼目山立山寺
新型コロナの市町村別感染者数 上市町23人
遺体発見 不明女性か 剱岳 東京都の女性
「聖地」上市盛り上げ おおかみこども 10周年企画イベント「ふるさと上市ものがたり」スタート
熱い夏 西田美術館で「おおかみこどもの雨と雪」の公開10周年の記念企画が開始
紙風船
「土用の丑」の県内 各店に列 上市町の湯崎乃屋鮮魚店
新聞休刊日

火曜日

北日本 2022/7/26 火
北日本 2022/7/26 火
北日本 2022/7/26 火
北日本 2022/7/26 火
北日本 2022/7/26 火
北日本 2022/7/26 火
北日本 2022/7/26 火
富山

2022/7/26 火

富山

2022/7/26 火

富山

2022/7/26 火

２７日

おおかみこども公開10周年 記念イベント ファン続々 公開10周年記念イベント「ふるさと上市ものがたり」

月曜日

2022/7/25 月

２６日

見 出 し ・ 記 事 概 要
デジタル人材 育てます 副業応援へ講座開始 上市

16
22
24
24
25
28
31
23
28
29

17チーム対戦決まる 第54回北日本新聞朝間野球県大会 LEGEND
県健康マージャン愛好会 「北日本新聞社杯2022」第5回定例会 魚谷浩司（上市）
贈り物「かみいちづくし」詰め合わせＢＯＸ発売 「つるぎの味蔵」（上市町広野）
プレミアム商品券発売 上市町商工会
大阪だより 会長に長田さん 近畿高岡会 寺崎美幸さんの民謡ショー
新型コロナの市町村別感染者数 上市町15人
剱岳遺体は不明女性 東京都の女性
特産品詰め合わせ「かみいちづくし」販売開始 「里山の駅 つるぎの味蔵」（上市町広野）
富山34.2度 県内熱中症9人搬送 上市町の70代男性 中等症
東京の女性、遺体で発見 上市署 北ア剱岳、滑落か

15
18
20

全国高校総体 バド複女子 不破・忽名組(富山商)3回戦敗退 ダブルスを組んだのは上市中2年生の時

水曜日

北日本 2022/7/27 水
北日本 2022/7/27 水
北日本 2022/7/27 水

コンサートでウクライナ支援 竹山さんら歌披露 上市町つるぎふれあい館
卓球 新川地区高校総体 女子シングルス 上市

コーナー

令和４年（2022） 7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 2022/7/27 水

20
21
26
3
25
25
28

北日本 2022/7/27 水
北日本 2022/7/27 水
富山

2022/7/27 水

富山

2022/7/27 水

富山

2022/7/27 水

富山

2022/7/27 水

２８日

北日本 2022/7/28 木
北日本 2022/7/28 木

15
30
32

北日本文芸 歌壇
新型コロナの市町村別感染者数 上市町21人
カヌー女子日本代表 浦田さん（上市出身）世界参戦 五輪へ手応え
なし

15
16
20
22
23
30
21
23

全国高校総体 ボクシング
第54回北日本新聞朝間野球県大会 LEGEND

2022/7/28 木

２９日

金曜日

北日本 2022/7/29 金
北日本 2022/7/29 金
北日本 2022/7/29 金
北日本 2022/7/29 金
北日本 2022/7/29 金
北日本 2022/7/29 金
富山

2022/7/29 金

富山

2022/7/29 金

３０日

コーナー

木曜日

北日本 2022/7/28 木

富山

見 出 し ・ 記 事 概 要
パークゴルフ 上市町協会第10回町議長杯
第12回県小中学校ＰＴＡ三行詩コンクール 中学生の部優秀賞
新型コロナの市町村別感染者数 上市町13人
県配分 実質13.1％減 今年度普通交付税の決定額
高校総体 バド女子複 富山商の不破・忽名組 上市中出身
関西・福井だより 新会長に長田氏 近畿高岡会 民謡歌手の寺崎美幸さんのショー
宇奈月発立山行き観光列車運行再開 30日から富山地鉄 停車駅新黒部～上市～寺田。

富山一望の名所 再生へ 立山大観峯 公園 有志 整備や行事計画 大観峯展望台から上市町柿沢までの登山道を走るルート

ボルダリングできます 上市町Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館リニューアル
小中学生197人 テニスで熱戦 サマートーナメント 中学生男子
新型コロナの市町村別感染者数 上市町15人
ボルダリング用壁を新設 上市町Ｂ＆Ｇ体育大会
全国高校総体 ボクシング

土曜日

北日本 2022/7/30 土
北日本 2022/7/30 土
北日本 2022/7/30 土

11
14
14

虫よけ剤 肌に満遍なく 池田模範堂研究員 「蚊の博士」富田さんに対処法聞く
全国高校総合体育大会 ボクシング
浦田樹里(上市出身)ら代表 世界カヌー

土曜ライフ
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北日本 2022/7/30 土
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富山

2022/7/30 土

３１日

見 出 し ・ 記 事 概 要
新型コロナの市町村別感染者数 上市町16人
７５歳男性滑落し重傷 北アルプス・鬼岳 県警山岳警備隊員が出動
浦田 世界カヌー代表 浦田樹里選手（上市町出身）
全国高校総合体育大会 ボクシング 上市
北アの登山道で男性骨折 鬼岳の登山道

コーナー
ニュースファイル

事件・事故

日曜日

北日本 2022/7/31 日
北日本 2022/7/31 日
北日本 2022/7/31 日
北日本 2022/7/31 日
北日本 2022/7/31 日
北日本 2022/7/31 日
富山

2022/7/31 日

富山

2022/7/31 日

富山

2022/7/31 日
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14
16
16
24
25
22
23
23

全国高校総合体育大会 ボクシング
第54回北日本新聞朝間野球県大会 県大会が開幕 LEGEND
「花の家」（上市町浅生）から海外へネットで魅力発信 富山福祉短大生
南極での生活紹介 立山カルデラ博物館 昭和基地とオンライン 第63次南極地域観測越冬隊の澤柿教伸隊長(上市町出身)もあいさつ

新型コロナの市町村別感染者数 上市町12人
北アで60代女性転び重傷 中俣乗越から黒部五郎岳の登山道 県警山岳警備隊が出動
上市・氷見南部が決勝Ｔ 第19回県少年野球大会
全国高校総体 ボクシング
登山道で女性転倒、骨折 北アルプスの中俣乗越と黒部五郎岳をつなぐ登山道

ニュースファイル

事件・事故

