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【新型コロナウイルス感染症対策】
沖縄県において緊急事態宣言。また、北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大
阪府、兵庫県及び福岡県においてはまん延防止等重点措置が7月11日まで実施されます。
◎詳細についてはこちらをご覧下さい。（内閣官房へリンク）
https://corona.go.jp/emergency/
【新型コロナウイルス感染症の影響を受ける農林漁業者・食品関連事業者への支援策について】
農林水産関係の支援策について、農林漁業者や食品関連事業者の方々が支援の内容を探しやすいWebサイト
を作成しています。農林水産省の支援策に加え、他省庁の支援策も紹介しています。
◎詳しくはこちらをご覧ください（農林水産省へリンク）
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/support.html
【感染リスクが高まる「5つの場面」】
≪感染防止拡大 特設サイト≫
感染再拡大防止のための日常生活のあり方等気をつけるべきポイントが掲載されています。。
改めて、3密の回避、手洗い、マスク着用、換気、共用施設の消毒などの徹底を引き続きよろしくお願いし
ます。
◎詳しくはこちらをご覧ください（内閣官房へリンク）
https://corona.go.jp/proposal/
◎新型コロナウイルスに関する「5つの場面」（農林水産省へリンク）
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/5scenes.html
【緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金】
緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和のための「月次支援金」の事前確認及び申請の受付を開
始しています。
◎詳しくはこちらをご覧下さい。（経済産業省へリンク）
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html
◎問い合わせや申請書類の受付を担当する「一時支援金事務局」が設置され、特設サイトが開設されまし
た。こちらをご覧下さい。（事務局特設Webサイトへリンク）
https://ichijishienkin.go.jp/
【Go To Eatキャンペーン】
Go To Eatキャンペーンは、感染防止対策に取り組みながら頑張っている飲食店を応援し、食材を提供する
農林漁業者を応援するものです。
◎詳細は、こちらをご覧下さい。（Go To Eatキャンペーン公式サイトへリンク）
https://gotoeat.maff.go.jp/
◎Go To Eatキャンペーン事業のその他の情報については、こちらをご覧下さい。（農林水産省へリンク）
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/hoseigoto.html
【雇用調整助成金について】
雇用調整助成金を活用し雇用維持に努めて頂けるよう、令和3年7月31日まで特例措置が実施されていま

す。
◎詳しくは、こちらをご覧下さい。（厚生労働省へリンク）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
【両立支援等助成金 育児休業等支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」】
臨時休業等した小学校等に通う子どもの世話を行う労働者に対し、有給（賃金全額支給）の休暇（労働基
準法上の年次有給休暇を除く）を取得させた事業主に対して助成するものです。
◎詳しくは、こちらをご覧下さい。（厚生労働省へリンク）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
【新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金】
新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のう
ち、休業中に賃金（休業手当）を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、支援
金・給付金が支給されます。
この支援金・給付金は、農業経営体に雇用されている方も対象となります。常時雇用労働者が4人以下の労
働保険未加入の農業経営体に雇用されている方が申請される場合は、農業経営体からの申請による「農業
等個人事業所に係る証明書」の添付が必要となります。
なお、申請に期限につきましては、休業された時期により異なっております。
◎詳しくは、こちらをご覧下さい。（厚生労働省へリンク）
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
◎「農業等個人事業所に係る証明書」の発行等については、こちらをご覧下さい。（農林水産省へリン
ク）
https://www.maff.go.jp/j/keiei/nougyou_jinzaiikusei_kakuho/singatakoronataiou/kyuhusienkin.html
【産業雇用安定助成金】
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向
により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や
経費の一部が助成されます。
◎詳しくはこちらをご覧下さい。（厚生労働省へリンク）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html
【「新型コロナウイルス感染症等緊急経済対策」における税制上の措置】
新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響を受けている方に向けた税制上の措置に
ついて掲載しています。
（１）国税に関する措置（国税庁へリンク）
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/index.htm
（２）地方税に関する措置（総務省へリンク）
https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html
（３）社会保険料に関する措置（厚生労働省へリンク）
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10925.html
【新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）について】
本アプリにより陽性者と接触者した可能性について通知を受けることができます。利用者が増えること
で、感染拡大の防止につながることが期待されますのでご利用をお願いします。
◎詳しくは、こちらをご覧下さい。（厚生労働省へリンク）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html
【新型コロナウイルスについて】（農林水産省へリンク）
新型コロナウイルス感染症に関連した情報を幅広く発信しています。
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/index.html
【新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口の設置について】
北陸農政局は、新型コロナウイルス感染症の広がりに伴う、農業者や食品事業者等からのご相談に対応す
るため、相談窓口を設置しています。
◎詳しくはこちらをご覧下さい。
https://www.maff.go.jp/hokuriku/news/corona_madoguchi.html
……………………………………………

・北陸ほっとニュース（新着情報）
……………………………………………
◆ 2021年度一般職（大卒程度）（行政区分）採用案内
◎詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.maff.go.jp/hokuriku/guide/about/employment/2021gyousei.html
◆ 2021年度一般職（大卒程度）（農村振興技術系区分（農業農村工学、機械、電気・電子・情報、土
木）の採用について
◎詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.maff.go.jp/hokuriku/guide/about/employment/hoku_nousei_noukou2021.html
◆ 2021年度一般職（大卒程度）（農村振興技術系区分（調査計画：農学））の採用について
◎詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.maff.go.jp/hokuriku/guide/about/employment/2021_hoku_nousei_nougaku.html
◆ 2021年度北陸農政局業務説明会 開催・申込み案内【一般職（大卒程度）（行政区分）】（金沢・新潟
・富山・福井会場）
◎詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.maff.go.jp/hokuriku/guide/about/2021_setsumei.html
【イベント】
◆ 北陸各県で行われる各月の食育イベントを紹介しています。
https://www.maff.go.jp/hokuriku/safe/shokuiku/event.html
【食の安全】
◆ 食中毒から身を守るには ～つけない、ふやさない、やっつける～
気温や湿度が高くなりやすいこの時期、食中毒のリスクが高まります。楽しい食生活のために、ご家庭で
も食中毒を防ぎましょう。
◎ご家庭でできる食中毒対策は、こちらをご覧ください。（農林水産省へリンク）
https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/foodpoisoning/index.html
◎食中毒をおこす細菌・寄生虫等図鑑は、こちらをご覧ください。（農林水産省へリンク）
https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/foodpoisoning/f_encyclopedia/index.html
◎食中毒の発生状況は、こちらをご覧ください。（農林水産省へリンク）
https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/foodpoisoning/statistics.html
◆ ほくりく食育ひろば【「食育ネットほくりく」コーナー：食育ネットほくりくメールマガジン 第179
号（令和3年6月19日配信）】
北陸農政局では、月に一度、食育に関する色々な情報を掲載したメールマガジン「食育ネットほくりく」
を配信しています。ぜひご登録ください。
https://www.maff.go.jp/hokuriku/safe/shokuiku/net-index.html#merumaga
◆ 北陸農政局版食育動画
食育に関する情報を、動画で分かりやすく説明しています。
◎詳しくはこちらをご覧下さい。
https://www.maff.go.jp/hokuriku/safe/shokuiku/shokuikudoga.html
◆ 北陸農政局では、金沢広坂合同庁舎1階において「消費者の部屋」を開設しています。消費者の皆様に
農林水産行政、食生活等について知っていただくため、幅広いテーマを決めてパネルや関係資料等の展示
を行っています。
〇7月12日～の展示
【四季折々の「農泊」を楽しみませんか。】
また、ホームページにおいて特別展示デジタル版等を掲載しています。
◎詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.maff.go.jp/hokuriku/safe/consumer/snnai_f.html
【食育の推進】
◆ 「第6回食育活動表彰」の募集開始について
農林水産省は、ボランティア活動、教育活動又は農林漁業、食品製造・販売等その他の事業活動を通じて

食育を推進する取組を募集します。食育活動を行っている皆さま、奮ってご応募ください。
◎詳しくはこちらをご覧ください。（農林水産省へリンク）
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/hyoji/210601.html
【農業生産】
◆ 野菜の入荷量と卸売価格の見通しについて
◎詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.maff.go.jp/hokuriku/news/press/seisan/210630.html
◆ 米穀・麦・大豆の検査結果：麦検査結果
◎詳しくは、こちらをご覧ください。
http://www.maff.go.jp/hokuriku/seisan/rice/mugi.html
◆ 米穀・麦・大豆の検査結果：大豆検査結果
◎詳しくは、こちらをご覧ください。
http://www.maff.go.jp/hokuriku/seisan/rice/daizu.html
【農村振興】
◆ 農業農村整備事業等優良工事等の請負者等の表彰のうち、地域貢献活動に係る公募のお知らせ
◎詳しくは、こちらをご覧ください。
http://www.maff.go.jp/hokuriku/nouson/tiikikouken_koubo.html
【国営事業所】
◆ 新川流域農業水利事業所のページを更新
https://www.maff.go.jp/hokuriku/kokuei/shinkawa/index.html
【北陸農政局フォト・ギャラリー】
局長・局次長の動き、各県域拠点の取組をご紹介します。
◆ 局長・局次長の動き
https://www.maff.go.jp/hokuriku/photo/kanbu.html
◆ 管内の取組
https://www.maff.go.jp/hokuriku/photo/torikumi.html
◆ 新潟県拠点の取組
https://www.maff.go.jp/hokuriku/nousei/niigata/photo.html
◆ 富山県拠点の取組
https://www.maff.go.jp/hokuriku/nousei/toyama/photo.html
◆ 石川県拠点の取組
https://www.maff.go.jp/hokuriku/nousei/isikawa/photo.html
◆ 福井県拠点の取組
https://www.maff.go.jp/hokuriku/nousei/fukui/photo.html
…………………………………………………
・お知らせ（農林水産省等からの情報）
…………………………………………………
◆ 肥料制度の見直しに係るオンライン説明会の開催について
改正肥料法の施行に伴う制度見直しの内容について、肥料関係事業者の方々に広く周知することを目的と
して、7月29日（木曜日）にオンライン説明会を開催します。
◎詳しくはこちらをご覧ください。（農林水産省へリンク）
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouan/210628.html
◆ 令和3年度 第2回 産地リスク対策実証事業の公募について
ＧＡＰの団体認証取得を通じた産地リスク低減効果の実証に取り組み、団体認証を取得する実証地区（農
業者等）を公募します。
◎詳しくはこちらをご覧ください。（（一社）全国農業改良普及支援協会へリンク）
https://www.jadea.org/news/news-20210621.htm
◆

「令和3年度未来につながる持続可能な農業推進コンクール」表彰候補者の募集について

農林水産省は、持続可能な農業の確立を目指し意欲的に経営や技術の改善等に取り組んでいる農業者等を
表彰するコンクールを実施します。
ＧＡＰの実践や有機農業・環境保全型農業に取り組んでいる候補者を募集します。
◎詳しくはこちらをご覧ください。（農林水産省へリンク）
https://www.maff.go.jp/j/press/seisan/kankyo/210628.html
◆ 「リアル行政手続リポートBOX ～添付書類などの実態を教えて下さい～」の第3回意見募集を開始しま
す
農林水産省では、当省所管の補助金等の行政手続のオンライン化を進めており、その際、申請の主体とな
る農林漁業者や、審査の主体となる地方自治体等の職員の皆様の事務負担の軽減を図るため、行政手続の
申請に係る書類や申請項目等の抜本的な見直しの取組を進めているところです。
この取組の一環として、昨年12月に第1回を開催した「リアル行政手続リポートBOX ～添付書類などの実態
を教えて下さい～」の第3回意見募集を開始いたしますのでお知らせいたします。
◎詳しくはこちらをご覧ください。（農林水産省へリンク）
https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/joho/210630.html
◆ 「農村振興プロセス事例集」の公表について
農林水産省は、新たな土地改良長期計画（令和3年3月閣議決定）を踏まえ、「多様な人が住み続けられる
農村の振興」をテーマに、土地改良事業を契機として地域の主体的な取組を後押しする観点から、農村の
多様性を考慮した「農村振興プロセス事例集（第2弾）」を取りまとめましたのでお知らせします。
◎詳しくはこちらをご覧ください。（農林水産省へリンク）
https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/keityo/210630.html
◆ 令和3年産水稲の作柄表示地帯別10a当たり平年収量について
農林水産省は、「令和3年産水稲の作柄表示地帯別10a当たり平年収量」を決定しましたのでお知らせしま
す。
◎詳しくはこちらをご覧ください。（農林水産省へリンク）
https://www.maff.go.jp/j/press/tokei/seiryu/210629.html
◆ 食料安全保障対策の強化について
農林水産省は、令和2年12月に改訂された「農林水産業・地域の活力創造プラン」に基づき、新型コロナウ
イルスの世界的な感染拡大など、食料供給を脅かす新たなリスクに適切に対応するため、外部の有識者を
交えて、食料安全保障施策の強化について検討を行ってまいりましたが、今般、その内容について取りま
とまりましたので、お知らせします。
◎詳しくはこちらをご覧ください。（農林水産省へリンク）
https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/anpo/210625.html
◆ ＭＡＦＦアプリへの「熱中症警戒アラート」の通知機能の追加について
農林水産省は、農業者と農林水産省をつなぐコミュニケーションツール「ＭＡＦＦアプリ」に、今般、環
境省及び気象庁が発表する「熱中症警戒アラート」を通知する機能を追加しましたのでお知らせします。
この機会にスマホへのＭＡＦＦアプリの積極的なインストールをお願いします。
◎詳しくはこちらをご覧ください。（農林水産省へリンク）
https://www.maff.go.jp/j/press/seisan/sizai/210520.html
◆ 「花いっぱいプロジェクト2021」
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で需要が減少している花きの需要を喚起するため、「花いっぱいプ
ロジェクト2021」が開始されました。新しい生活様式に花きを取り入れて、日々の暮らしをより豊かなも
のにしていきませんか。
◎詳しくは、こちらをご覧下さい。（農林水産省へリンク）
https://www.maff.go.jp/j/seisan/kaki/flower/pjt2021/index.html
◆ 就農をもっと身近に！
～～就農情報ポータルサイト「農業をはじめる.JP」本格スタート～～
◎詳しくは、こちらをご覧下さい。（農林水産省へリンク）
https://www.maff.go.jp/j/press/keiei/zinzai/201207_5.html
◆ 農林水産関係予算の概要について（農林水産省へリンク）
https://www.maff.go.jp/j/budget/index.html

◆ 消費税軽減税率制度関係
令和5年10月から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式（いわゆ
るインボイス制度）が導入されます。
軽減税率制度（適格請求書等保存方式を含む）の内容については、以下のWebサイト等をご覧ください。
○国税庁Webサイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htm
〇消費税軽減税率電話相談センター（軽減コールセンター）専用ダイヤル：0120-205-553（無料）
◆「あふてらす 農林漁業はじめるサイト」について
「あふてらす」は、農業・林業・漁業、その加工・販売に興味がある方、これからはじめたい方向けの情
報を発信しています。
◎「あふてらす 農林漁業はじめるサイト」は、こちらをご覧ください。（農林水産省へリンク）
https://www.maff.go.jp/j/aff_terrace/
【消費者の皆様へ】
◆ 米の消費拡大情報サイト「やっぱりごはんでしょ！」について
本サイトでは、皆さんが「ごはんをもっと好きになる、もっと食べたくなる」情報をお届けします。
◎米の消費拡大情報サイト「やっぱりごはんでしょ！」は、こちらをご覧ください。（農林水産省へリン
ク）
https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/gohan.html
【農業者の皆様へ】
◆ 米関連データ（農林水産省へリンク）
○米の相対取引価格・数量、契約・販売状況、民間在庫の推移等
https://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/soukatu/aitaikakaku.html
○米に関するマンスリーレポート
https://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/soukatu/mr.html
◆ 生産資材コストの低減を検討の皆様へ【農業資材比較サービス（AGMIRU）】
平成29年6月から農業者が農業資材の価格やサービス等を比較し選択できるサービスが開始されています。
◎詳しくは、以下のURLをご覧ください。
https://new.agmiru.com/
※AGMIRUは農林水産省の補助事業により、リデン（株）が運営する無料又は有料のサービスです。
◆ 施策情報「農業経営支援策活用カタログ2021」
農業者の経営発展に役立つ主な支援を紹介しています。
◎詳しくは、こちらをご覧ください。（農林水産省へリンク）
https://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/n_pamph/180529.html
◆ 農林水産物・食品の輸出に関する相談窓口について（農林水産省へリンク）
諸外国の規制・制度・国の支援事業、輸出先国のマーケット情報、輸出手続き等、輸出に関するお問い合
わせに、是非ご活用ください。（農林水産省へリンク）
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_soudan/
◆ 農業保険（収入保険・農業共済）
農業経営には、自然災害による収量減少や市場価格の下落をはじめ、様々なリスクがあります。農業者の
皆様には、このようなリスクに対し、自ら備えるという意識を高めていただき、保険を利用することが重
要です。農林水産省では収入保険と農業共済の2つの保険（農業保険）を用意しています。
◎詳しくは、こちらをご覧ください。（農林水産省へリンク）
https://www.maff.go.jp/j/keiei/nogyohoken/
【家畜衛生に関する情報】
豚熱は、人・物・車両によるウイルスの持込み防止対策の徹底と野生動物対策等により予防を図ることが
重要です。
養豚農家の皆様には、豚熱感染野生イノシシの発見場所を確認し、自らの畜舎等周辺におけるリスクの程
度を点検してください。

◆ 国内における豚熱の発生状況、豚熱の感染イノシシ発見地点等（農林水産省へリンク）
https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/csf/domestic.html
◆ 北陸農政局管内で感染が確認された豚熱(CSF)への対応について
https://www.maff.go.jp/hokuriku/safe/hokuriku_tonkorera.html
◆ 家畜の病気を防ぐために（農林水産省へリンク）
https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/index.html
◆ 豚熱（CSF）に関するお問合せはこちらから
https://www.contactus.maff.go.jp/j/hokuriku/form/csf_soudan.html
【災害関連情報】
◆ 災害関連情報
https://www.maff.go.jp/hokuriku/news/press/saigai.html
◆ 災害対応支援対策及び問合せ先について
北陸農政局では、自然災害などの影響を受けた農林漁業者の皆様にお気軽に相談いただける各種問い合わ
せ先、相談窓口を紹介しています。
https://www.maff.go.jp/hokuriku/news/press/attach/pdf/saigai-2.pdf
◆ 土地改良技術事務所【災害応急用ポンプの貸付状況】
https://www.maff.go.jp/hokuriku/kokuei/dogi/pomp.html
【発注・入札】
◆ 入札公告（物品・役務など）
https://www.maff.go.jp/hokuriku/bid/materials/kyosonyusatu.html
◆ 物品・役務等の公示（企画競争）
https://www.maff.go.jp/hokuriku/bid/buppin_kouji.html
◆ 令和3年度 発注予定情報の公表
https://www.maff.go.jp/hokuriku/bid/yotei/2021.html
◆ 物品・役務等に係る契約の発注見通し
https://www.maff.go.jp/hokuriku/bid/hopeful_contract/index.html
◆ オープンカウンタ方式の実施について
https://www.maff.go.jp/hokuriku/bid/open_counter.html
◆ 積算書の公表
https://www.maff.go.jp/hokuriku/bid/sekisan.html
◆ 競争入札・随意契約結果の公表【令和3年3月】
https://www.maff.go.jp/hokuriku/bid/kekka/index.html
補助事業参加者の公募】
◆ 補助事業参加者の公募について
農林水産省では、いろいろな補助事業について参加者を募集しています。
◎詳しくは、こちらをご覧ください。（農林水産省リンク）
https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/index.html
【BUZZ MAFF（ばずまふ）】
官僚系YouTuberとして、北陸農政局職員が企画、撮影、編集を手がけた動画を配信中です。
https://www.maff.go.jp/hokuriku/news/buzzmaff.html
【編集局から】
7月に入り、早いもので今年も残り半分となりました。
いよいよ夏本番が近いということで、様々な夏野菜や果物が多く出回る時期となっております。スーパー
に行ってもすいかをはじめとしてぶどうや桃等が所狭しと並んでいるので、買い物に行く度に今日は何を
食べようかと悩みつつ楽しみながら選んでいる今日この頃です。

【ご意見】
https://www.contactus.maff.go.jp/j/hokuriku/form/soudan_madoguti.html
【ご注意】
メールマガジンに記載したURLで、一部PDF形式のものがあります。PDFファイルをご覧いただくためには、
以下のURLをクリックしてAdobe Readerをダウンロードしてください。
https://get.adobe.com/jp/reader/
【配信変更及び配信解除】
https://www.maff.go.jp/hokuriku/mm/index.html#haisin
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