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……………………… 

今回のもくじ  

……………………… 

┌─────────────────── 

○ 新型コロナウイルスに関する情報 

○ 北陸ほっとニュース（新着情報） 

▼食品ロス削減に向けた賞味期限の大括り化等の商慣習見直しを進める事業者を公表について ほか 

○「北陸農政局 フォトギャラリー」 

▼局長・局次長の動き、各県域拠点の取組について 

○ お知らせ（農林水産省等からの情報） 

▼11月は「和ごはん月間」です！ ほか 

└─────────────────── 

………………………………………………………… 

・新型コロナウイルスに関する情報 

………………………………………………………… 

【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）  

……………………………………………   

【お知らせ】 

◆今年も北陸農政局「食の知っ得講座」が始まります（Zoom によるオンライン講座） 

「食の知っ得講座」とは、「消費者の部屋」の展示テーマに関連し、より詳しく解説するミニ講座です。 

農林水産省が進める施策の目的や生活に役立つ知識などを消費者の皆さんに知っていただくため、10月～1月までに全 5

回開催します。 
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◎詳しくはこちらをご覧下さい。 

https://www.maff.go.jp/hokuriku/news/press/210924.html 

 

◆渡り鳥の飛来シーズンです 家きんの鳥インフルエンザに備えましょう 

先月(10月)、韓国において野鳥の糞便から H5亜型鳥インフルエンザウイルス(低病原性)が確認されました。また、北海道

旭川市で発見された死亡野鳥からも A型鳥インフルエンザウイルスが検出されています。 

鳥インフルエンザ感染リスクの高い季節となりました。家きんの飼養に関係する方は、人・車両の出入りを厳重に管理するなど飼

養衛生管理の再確認をお願いします。 

◎鳥インフルエンザに関する情報は、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/douei/tori/index.html 

 

◆ ペットの薬剤耐性について考えよう 

11月は薬剤耐性（AMR）対策推進月間です。 

抗生物質は、ペットにもあなたにも大切なお薬です。 

動物病院で処方される抗生物質は、あなたのペットを治すために必要です。 

しかし、不適切に使用すると、抗生物質が効かない菌が増え、病気が治りにくくなることもあります。 

獣医さんの指示をしっかり守って正しく飲ませましょう。 

家畜や魚類の抗生物質も正しく使いましょう。 

◎詳しくは、こちらをご覧ください。（内閣官房、農林水産省へリンク） 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/infection/activities/amr.html 

https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/yakuzi/koukinzai.html 

 

◆ 2021年度一般職（高卒程度）農業土木区分及び技術区分、社会人試験（係員級）農業土木区分の採用面接

の募集について 

https://www.maff.go.jp/hokuriku/guide/about/employment/2021doboku_mensetu.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】    

◆ 「学校給食シンポジウム～地場産物の使用拡大に向けて～」の開催について（11月 13日開催） 

学校給食における地場産物活用の効果や課題、解決手法などについて考えるシンポジウムを、オンライン（Zoom）で開催し

ます。申込期限は、11月 10日です。 

◎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/syokuiku/network/gakyuusinpo.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 183号（令和 3年 10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 
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◆ 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。 

〇10月 20日～の展示 

【もったいない！減らそう食品ロス】 

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】                       

◆ 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 

 

【農業生産】 

◆ 野菜の入荷量と卸売価格の見通しについて 

https://www.maff.go.jp/hokuriku/news/press/211029_8.html 

 

◆ スマート農機の紹介に関する動画募集について 

北陸農政局ではスマート農業の普及を目的として、スマート農機を扱うメーカーからの製品情報をホームページにて紹介するこ

ととしました。 

つきましては、このための PR動画を募集いたします。 

◎詳しくはこちらをご覧ください。 

https://www.maff.go.jp/hokuriku/seisan/smart/boshu.html 

 

◆ 令和 3年産米穀検査結果（速報値） 

◎詳しくはこちらをご覧ください。 

https://www.maff.go.jp/hokuriku/seisan/rice/kkome.html 

 

◆ 北陸ブロック GAP推進シンポジウムの開催及び参加者募集について 

北陸農政局では、令和 3年 12月 1日（水曜日）14時から「北陸ブロック GAP推進シンポジウム」をオンライン

（Zoom）で開催します。 

本シンポジウムでは、実需者に GAP をしってもらう、理解してもらうこと、また、参加した農業者等には GAP の情勢を知り、より

幅広に理解を深めてもらうことを念頭に、GAP の国際情勢や実需者の GAPの取組事例の講演を予定しておりますので、

GAP（農業生産工程管理）の取組にご関心がある方は是非ご参加ください。 

◎詳しくはこちらをご覧ください。 

https://www.maff.go.jp/hokuriku/news/press/seisan/211018.html 

 

【食料産業】 

◆ 食品ロス削減に向けた賞味期限の大括り化等の商慣習見直しを進める事業者を公表しました。 

◎詳しくはこちらをご覧下さい。 

https://www.maff.go.jp/hokuriku/news/press/211101_31.html 
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◆ 農林水産物等の輸出対策：「世界に売り込め！ほくりく輸出サポートメール」臨時号（令和 3年 11月 2日配信）】 

北陸農政局では、輸出促進事業、輸出先国・地域における規制の情報、輸出施策情報など、輸出関連情報をお届けする

「世界に売り込め！ほくりく輸出サポートメール」の配信を行っています。 

◎詳しくは、こちらをご覧ください。 

https://www.maff.go.jp/hokuriku/food/export/index.html 

 

【農村振興】 

◆ 令和 3年度「豊かなむらづくり全国表彰事業」における農林水産大臣賞等受賞団体の決定及び表彰式の開催について 

本年度の農林水産大臣賞及び北陸農政局長賞の受賞団体を決定しました。 

表彰式は、令和 3年 11月 11日（木曜日）に金沢広坂合同庁舎において開催します。 

表彰式は公開とし、カメラ撮影は式典中のみ可能です。 

◎詳しくはこちらをご覧ください。 

https://www.maff.go.jp/hokuriku/news/press/201007.html 

 

【統計情報】 

◆ 令和 2年産 米生産費（北陸）（個別経営） 

https://www.maff.go.jp/hokuriku/stat/data/r3_10_29.html 

 

【国営事業所】 

◆ 新潟大学農学部の学生を対象に農業水利施設工事の現場見学会を実施します 

◎詳しくは、こちらをご覧ください。 

https://www.maff.go.jp/hokuriku/kokuei/shinacho/genbakengaku.html 

 

◆ 広報誌「さわやか西北陸」No.62（令和 3年 秋号）を発行 

https://www.maff.go.jp/hokuriku/kokuei/nishihoku/koho.html 

 

◆ 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 
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◆ 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）  

…………………………………………………  

◆ 11月は「和ごはん月間」です！ 

「和食の日（11月 24日）」を含む 11月は、官民協働の取組「Let's！和ごはんプロジェクト」の集中活動月間である「和

ごはん月間」です。 

◎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/shokuhin/wasyoku/201029.html 

 

◆ ポスト棚田百選（仮称）の名称を決定しました 

◎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/nihon/211028.html 

 

◆ 11月 1日から令和 3年度全国ジビエフェア開催！ 

◎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/tyozyu/211027.html 

 

◆ 「食から日本を考える。NIPPON FOOD SHIFT FES.」を開催！ 

◎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/211025.html 

 

◆ ノウフク・アワード 2021の募集を開始します 

農林水産省は、農福連携に取り組んでいる優れた事例をノウフク・アワードとして表彰し、全国への情報発信を通じて他地域

への横展開を図るため、11月 12日（金曜日）まで「ノウフク・アワード 2021」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/nousin/kouryu/210916.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           

 

【新たに農業を始めたい方へ】 

◆ 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」～～ 

◎詳しくは、こちらをご覧下さい。（農業をはじめる.JP のサイトへリンク） 

https://www.be-farmer.jp/ 

 

◆ 「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/  
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【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）】 

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です。 

◎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 

◆ 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 

 

https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/gohan.html
https://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/soukatu/aitaikakaku.html
https://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/soukatu/mr.html
https://new.agmiru.com/
https://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/n_pamph/180529.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_soudan/
https://www.maff.go.jp/j/keiei/nogyohoken/
https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/csf/domestic.html
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 

 

【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（工事・業務（農業農村整備事業） 

https://www.maff.go.jp/hokuriku/bid/yotei/2021.html 

 

◆ 令和 3年度 発注予定情報の公表（工事・業務（農業農村整備事業以外） 

https://www.maff.go.jp/hokuriku/bid/yotei/index2.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 

 

◆ 売払いの入札公告 

https://www.maff.go.jp/hokuriku/bid/uriharai.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 9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。 

 

https://www.contactus.maff.go.jp/j/hokuriku/form/csf_soudan.html
https://www.maff.go.jp/hokuriku/news/press/saigai.html
https://www.maff.go.jp/hokuriku/news/press/attach/pdf/saigai-2.pdf
https://www.maff.go.jp/hokuriku/bid/materials/kyosonyusatu.html
https://www.maff.go.jp/hokuriku/bid/buppin_kouji.html
https://www.maff.go.jp/hokuriku/bid/yotei/2021.html
https://www.maff.go.jp/hokuriku/bid/yotei/index2.html
https://www.maff.go.jp/hokuriku/bid/hopeful_contract/index.html
https://www.maff.go.jp/hokuriku/bid/open_counter.html
https://www.maff.go.jp/hokuriku/bid/uriharai.html
https://www.maff.go.jp/hokuriku/bid/sekisan.html
https://www.maff.go.jp/hokuriku/bid/kekka/index.html


◎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。 

（最新の動画：～地方勤務あるある～ 宮崎の大島ちゃん） 

https://www.maff.go.jp/hokuriku/news/buzzmaff.html  

 

【編集局から】 

秋晴れが続き、過ごしやすい日が続いていますね。皆様、いかがお過ごしでしょうか。 

先日、自宅でハロウィンパーティーをしました。子供たちは仮装して、お菓子をもらって大はしゃぎでした。 

コロナ禍以前は、仮装して街を歩くパレードにも出ていたのですが、またイベントが復活した時は、参加してみたいなと思っていま

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 

 

━－━－━－━－━－━－━－━－━－━ 

編 集 

北陸農政局企画調整室 

TEL：076-232-4217 

FAX：076-232-4218 

北陸農政局Web サイト 

https://www.maff.go.jp/hokuriku/ 
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