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▼ 北陸農業の未来を考える「たがやすラボ」現地セミナーin利賀村の開催及び参加者の募集について ほか 
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└─────────────────── 

………………………………………………………… 

・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】 

◆北陸農業の未来を考える「たがやすラボ」現地セミナーin利賀村の開催及び参加者の募集について 

◎詳細・参加申込みはこちらをご覧ください。 

https://www.maff.go.jp/hokuriku/news/press/kikaku/211109.html 
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◆北陸農政局「食の知っ得講座」 の参加申し込みを受付中です（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。 

◎お申し込みの詳細はこちらをご覧ください。 

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

 

◆「スマート農業推進フォーラム 2021 in 北陸」の開催及び参加者の募集について 

北陸農政局は、令和 3年 12月 10日（金曜日）13時から「スマート農業の社会実装とみどりの食料システム戦略の推

進を目指して」をテーマに、「スマート農業推進フォーラム 2021 in 北陸」をオンライン（YouTube配信）で開催します。 

国で実施している「スマート農業実証プロジェクト」の成果や、本年 5月に策定された「みどりの食料システム戦略」の内容等に

ついて広く情報発信を行いますので、ご興味がありましたらぜひご参加ください！   

◎詳細・参加申込みはこちらをご覧ください。 

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

 

◆令和 3年度北陸農政局農業農村整備事業等評価（補助事業）技術検討会の開催について 

農業農村整備事業等の効率性及び事業実施過程の透明性の一層の向上を図る観点から、令和 3年度北陸農政局農業

農村整備事業等評価技術検討会を開催します。 

◎詳しくはこちらをご覧ください。 

https://www.maff.go.jp/hokuriku/news/press/211116.html 

 

◆農林水産省公務員セミナー【一般職農業技術系】＠新潟大学農学部 申込案内 

◎詳しくはこちらをご覧ください。 

https://www.maff.go.jp/hokuriku/guide/about/employment/attach/2021onlineseminar.html 

 

◆2021年度北陸農政局業務説明会開催・申込み案内【選考試験（就職氷河期世代）】 

https://www.maff.go.jp/hokuriku/guide/about/employment/2021hyogakisetumeikai.html 

◎詳しくはこちらをご覧ください。 

 

◆2021年度国家公務員中途採用者選考試験（就職氷河期世代）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/2021hyogakiannnai.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】    

◆ 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 184号（令和 3年 11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。 

 

〇11月 15日～12月 8日の展示 

【米粉の世界 ～米粉、 米粉加工品の今～】 

〇12月 9日～1月 7日の展示 

【北陸地域の野生鳥獣被害の現状と対策】 

また、ホームページにおいて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 

 

【食料産業】 

◆ 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」94号（令和 3年 11月 9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年度北陸農政局「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」の選定結果について 

北陸農政局は、令和 3年度北陸農政局「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」として、5地区と 2名を選定しましたので、お

知らせします。 

◎詳しくはこちらをご覧ください。 

https://www.maff.go.jp/hokuriku/news/press/211119.html 

 

【統計情報】 

◆ 令和 3年産水稲の作付面積及び 10月 25日現在の予想収穫量（北陸） 

－ 10a当たり予想収量は 505kg、作況指数は 97 の見込み － 

◎詳しくはこちらをご覧ください。 

https://www.maff.go.jp/hokuriku/stat/data/211109.html 

 

【国営事業所】 

河北潟周辺農地防災事業所 

◆ 広報紙 河北潟だより第 2号（令和 3年 11月）を発行  

◎詳しくは、こちらをご覧ください。 

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

・農林水産省公報誌「aff（あふ）」 

（毎週水曜日配信）  

………………………………………………… 

消費者の皆さん、農林水産業関係者、そして農林水産省を結ぶWeb マガジンです。 

現場リポートやインタビューのほか、暮らしに役立つ情報も満載し、食卓や消費の現状などを毎週水曜日に配信します。 

「特集」はその月のテーマに沿って毎週お届けします。連載は 1年を通じて「旬を食べるカレー旅」と「大学農系学部に潜入！」

を隔週でお届け。また、一つにまとめた PDF版は最終週に公開します。 

◎最新号（「てん菜」と「さとうきび」の生産現場をのぞいてみよう！）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/pr/aff/index.html 

 

………………………………………………… 

・お知らせ 

（農林水産省等からの情報）  

…………………………………………………  

◆ 「食かけるプライズ 2021」表彰式の開催について 

～日本各地での訪日中の魅力的な食体験を表彰！～ 

◎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/211118.html 

 

◆ 兵庫県における高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認（国内 4例目）及び「農林水産省鳥インフルエンザ防疫

対策本部」の開催について 

兵庫県姫路市の採卵鶏農場において、家畜伝染病である高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認（今シーズン国内

4例目）されました。 

◎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/syouan/douei/211117.html 

 

◆ 第 12回農林水産省料理人顕彰制度「料理マスターズ」受賞者の決定及び授与式の開催について 

第 12回農林水産省料理人顕彰制度「料理マスターズ」受賞者として、ブロンズ賞 8名、シルバー賞 3名に、記念すべき初

のゴールド賞 3名を加えた計 14名を決定いたしました。 

◎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/shokuhin/gaisyoku/211110_10.html 

 

◆ 米国への日本産メロンの輸出が可能となります 

米国は日本産メロンの輸入を禁止していましたが、植物検疫当局との協議を重ねた結果、今般、植物検疫条件に合意し、

11月 8日（月曜日）から、輸出が可能となりましたので、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/syouan/syokubo/211110.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    
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◆◆ JFOODO シンポジウム 2021 

日本のおいしい！を世界へ ―海外のマーケットで稼ぐ！― ◆◆  

 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、消費者の意識や行動の変化を踏まえる必要性が高まっています。 

今回、コロナ禍においても輸出に積極的に取り組み、JFOODO プロモーションを活用し、成果を挙げられている JFOODO プロ

モーション参加事業者２社様から取組事例を講演いただきます。 

後半のパネルディスカッションでは、生産者、海外消費者、研究者、JFOODO のそれぞれの視点から、官民一体となった海外

での販売力強化に向けたビジョンを語り合います。 

当日は、会場からオンラインにてライブ配信する形で開催しますので、多くの皆様の御参加をお待ちしています。 

 

◇日 時：12月 9日木曜日 14時～16時 

◇場 所：オンライン開催（YouTube を利用したライブ配信） 

     ※お申込み頂いた方に視聴用 URL を後日送付します。 

◇内 容： 

 （1）基調講演 

「海外での需要創出に向けた取組/JFOODO プロモーション活用事例の紹介」 

    【日本茶プロモーション参加事業者様】 

・株式会社ヤマサン 専務取締役 大秦 哲兵 氏 

【日本酒プロモーション参加事業者様】 

・酔鯨酒造株式会社 代表取締役 大倉 広邦 氏 

 （2）パネルディスカッション「官民一体となった海外での販売力強化」 

【パネリスト】 

・農業生産法人 GRA代表取締役 CEO 岩佐 大輝 氏 

・国際利酒師/WSET講師 クリストファー・ヒューズ 氏 

・北海道大学大学院農学研究院客員教授/慶應義塾大学大学院 

SDM研究所顧問 林 美香子氏 

・JFOODO執行役（COO） 中山 勇 

【モデレータ】 

・JFOODO執行役（CAO） 北川 浩伸 

◇参加費：無料 

◆◆ お申込方法 ◆◆  

下記 URL にアクセスいただき、必要事項をご入力の上お申込ください。 

https://www.jetro.go.jp/events/jfa/82a8a25df105c06a.html 

 

＜今回初めてご参加される方＞ 

上記 URLの「お客様登録する（無料）」より入力を進めていただきますよう 

お願いいたします。 

 

◇申込期日：12月 8日水曜日 17時 

 

皆様のご参加をお待ち申し上げております。 

 

 

 

https://www.jetro.go.jp/events/jfa/82a8a25df105c06a.html


---------------------------------------------------------- 

【お問い合わせ先】 

日本食品海外プロモーションセンター（JFOODO） 

海外プロモーション企画課 

担当：友田、及川 

電話：03-3582-8344 FAX：03-3584-6310  

メール：JFA@jetro.go.jp 

https://www.jetro.go.jp/jfoodo/ 

----------------------------------------------------------        

 

【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/  

         

【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 
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◆ 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 

◆ 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 
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◆ 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。 

◎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】 

皆さんは冬の味覚は？と聞かれると、何を思い浮かべますか。私はズバリ「牡蠣」です。 

大好きな牡蠣を食べに、毎年のように金沢から能登まで足を運んでいます。牡蠣料理の中でも、蒸し牡蠣が特に好きです。と

てもジューシーで美味しいのはもちろん、鍋の蓋を開けた時のふわっと立ち上る香りがたまりません。牡蠣のエキスも格別です。 

牡蠣好きな方には、ぜひおすすめしたいです！食中毒予防のため、しっかりと加熱して美味しくいただきましょう。 

 

【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/ 
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【配信変更及び配信解除】 

https://www.maff.go.jp/hokuriku/mm/index.html#haisin 
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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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