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………………………………………………………… 

１.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の影響を受ける農林漁業者・食品関連事業者への支援策】 

今般、令和 3年度補正予算が成立したことに伴い、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

者の方々への支援策も改訂されております。 

◎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/saigai/n_coronavirus/support.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 
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………………………………………………………… 

２.注目情報 

………………………………………………………… 

【ウクライナ情勢に関する農林水産業・食品関連産業事業者向け相談窓口】 

◎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/zyukyu/sodan.html 

 

【令和 4年度農林水産予算概算決定の概要】 

◎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/budget/r4kettei.html 

   

…………………………………………… 

３.北陸ほっとニュース 

  （新着情報） 

…………………………………………… 

【お知らせ】 

◆ 【動画公開】食品事業者の表示適正化を支援します！ 

国内で製造される全ての加工食品を対象に、重量割合上位１位の原材料の原産地を表示することが食品表示法で義務づ

けられています。 

農林水産省では、「適切な食品表示」や、万が一の事故にも対応する「食品トレーサビリティ」導入に向けた事業者の取組を

支援するために、農林水産省 HP上で動画を公開しています。 

◎食品表示制度に関する動画は、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/hyoji/kansa/kansa_kenshu.html 

◎食品トレーサビリティの取組を推進する動画は、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/trace/ 

 

◆ 令和 3年度ほくりく「食」と「農」の消費者ネット会議（WEB）の概要【令和 4年 2月 22日開催】 

北陸農政局では、北陸 4県（新潟、富山、石川、福井）の消費者団体及び各県の農林水産関係部署の皆さまと、ほくりく

「食」と「農」の消費者ネットを構築しています。 

◎詳しくは、こちらをご覧ください。 

https://www.maff.go.jp/hokuriku/safe/consumer/net/r3ikenkoukan.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 187号（令和 4年 2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。 

〇4月 1日～4月 28日 

【知って防ごう食中毒！】 

〇5月 16日～5月 31日 

【べんりとおいしいのその先へ冷凍食品のひ・み・つ】 

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」臨時号（令和 4年 3月 18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 

 

◆ 地理的表示（GI）産品事例集（北陸版）を更新しました。 

◎詳しくは、こちらをご覧ください。 

https://www.maff.go.jp/hokuriku/food/gi/index.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/220331.html 

 

【統計情報】 

◆ 北陸農林水産統計年報 令和 2～3年 

◎詳しくは、こちらをご覧ください。 

https://www.maff.go.jp/hokuriku/stat/data/r03nenpou.html 

 

◆ 統計調査結果から見た北陸農林水産業 

◎詳しくは、こちらをご覧ください。 

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

 

【国営事業所】 

◆ 西北陸土地改良調査管理事務所 

広報誌「さわやか西北陸」63号を掲載しました。 
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◎詳しくはこちらをご覧ください。 

https://www.maff.go.jp/hokuriku/kokuei/nishihoku/koho.html#63 

 

………………………………………………… 

・北陸農政局フォトギャラリー 

………………………………………………… 

局長・局次長の動き、各県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 

 

………………………………………………… 

５.お知らせ 

（農林水産省等からの情報） 

………………………………………………… 

◆ 単身者向け「災害時にそなえる食品ストックガイド」公開 

農林水産省では、災害時に備えた家庭備蓄の普及活動を行っています。 

◎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/press/kanbo/anpo/220401.html 

 

◆ 大学発ベンチャー／スタートアップに興味のある方必見！ 

農林水産省・食品産業の研究分野における大学発ベンチャーの技術や事業化の事例を紹介します。 

◎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/keiei/kinyu/220331_11.html 

 

◆ 新たに 4産品を地理的表示（GI）として登録 

今回で GI登録産品は 119産品となりました。 

◎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/yusyutu_kokusai/chizai/220331.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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【家畜衛生に関する情報】 

◆家きんの鳥インフルエンザの発生防止を徹底しましょう。 

渡り鳥の北への移動が活発になる季節です。また、死亡野鳥等から高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出されています。 

飼養者の方は今一度飼養衛生管理の徹底についてご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 

◆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。 

春を迎えて暖かくなってくると、野生イノシシの動きが活発になります。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 

◆野生イノシシが保有する豚熱ウイルスの感染拡散防止のため、登山者、キャンパー、山林内で作業する皆さまのご協力をお

願いします。 

今話題の狩猟マンガ「罠ガール」とコラボしたポスターを作成しました。 

◎ポスターはこちらをご覧ください 。（農林水産省へリンク）(PDF : 594KB) 

http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/csf/attach/pdf/consumer-2.pdf 

 

【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】 

◆ 令和４年春の農作業安全確認運動の実施について 

全国の関係機関の協力の下、稲の春作業が行われる３～５月、秋作業が行われる９～１０月を重点期間として、農作業

安全確認運動を実施しています。 

今回の運動における重点推進テーマは、「しめよう！ シートベルト」です。 

農作業事故防止に向けて、当該確認運動の展開方針等に掲げた取組の積極的な対応をお願いします。 

◎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/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/index.html 

  

 

https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html
https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/csf/domestic.html
http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/csf/attach/pdf/consumer-2.pdf
https://www.be-farmer.jp/
https://www.maff.go.jp/j/aff_terrace/
https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/gohan.html
https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/index.html


◆ 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。  

 

◆ 農業支援サービス事業者情報を公開しました 

農業者等が各種農業支援サービスを比較・選択できる環境整備の一環として、農業支援サービスガイドラインに沿った情報表

示に協力いただた農業支援サービス事業者のサービス内容や利用料金等について取りまとめました。 

今後、農業支援サービスを活用する際の参考としてご活用ください。 

◎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/seisan/sien/sizai/service.html 

 

◆ 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/ 

 

【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 
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https://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/soukatu/mr.html
https://new.agmiru.com/
https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/service.html
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/hokuriku/news/press/saigai.html
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 

 

◆ 令和 4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/2022.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 4年 2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  

 

＜金沢国税局からのお知らせ＞ 

【消費税のインボイス制度について】 

令和 5年 10月 1日から消費税の仕入税額控除方式としてインボイス制度（適格請求書等保存方式）が始まります。 

 

インボイス制度（適格請求書等保存方式）とは・・・ 

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/yotei/2022.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
https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/index.html


買手が仕入税額控除の適用を受けるためには、帳簿のほか、原則として売手から交付を受けたインボイス（適格請求書）を

保存する必要があります。 

売手がインボイスを交付するためには、事前に税務署長に登録申請を行い、適格請求書発行事業者の登録を受ける必要が

あります。 

また、適格請求書発行事業者の登録を受けた売手は、課税事業者として消費税の申告が必要となります。 

 

● インボイス制度特設サイト 

国税庁ホームページの「インボイス制度特設サイト」に制度の概要、Q&Aや申請手続に関する情報を掲載しています。 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm 

                                      

● 軽減・インボイスコールセンター 

インボイス制度に関する一般的な御質問や御相談については、下記のコールセンターで受付しています。 

【専用ダイヤル】0120-205-553  【受付時間】AM9時 00分～PM17時 00分（土日祝除く） 

 

● オンライン説明会 

  職員がオンラインでインボイス制度の説明をいたします。 

毎週開催しており、インボイス特設サイトで随時、受付しています。 

また、説明会での質問はチャットでも対応しており、説明会に参加できない方には、スマートフォンやパソコンから過去の説明会

の動画をご覧いただけます。 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_setsumeikai.htm 

 

● 税務署で開催する説明会 

各国税局のホームページ又は最寄りの税務署までお問合せください。 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_setsumei.htm 

 

【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：【夢の NHK に出演しました！！】） 

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

 

【編集局から】 

4月に入り桜も咲き始め、ようやく春の訪れを感じられるようになりました。 

新年度となり、これまでと同様に農林水産物に関する様々な情報を皆様にお届けしていきますので、引き続きご愛読をよろしく

お願いいたします。 

 

【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/ 

 

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_setsumeikai.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_setsumei.htm
https://www.maff.go.jp/hokuriku/news/buzzmaff.html
https://www.contactus.maff.go.jp/j/hokuriku/form/soudan_madoguti.html
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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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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