
北陸農政局福井県拠点では、「現場と農政を結ぶ」業務を通じて、

地域の皆様にタイムリーに農政に関する情報をお伝えするとともに、

農業現場の抱える課題や農政に対する意見をきめ細かに汲み上

げ、各種施策につなげていくこととしています。

地域の農業者（地域の担い手や若手農業者、女性農業者などの

方々）の方の集まり等で、「農業施策の〇〇について聞きたい。」と

いった御要望がございましたら、直接伺って説明いたします。

御遠慮なく、お気軽に北陸農政局福井県拠点へご連絡ください。

農林水産省北陸農政局福井県拠点からのお知らせ

令和３年１０月

新着情報

「とみつ金時」
あわら市富津地区で栽培さ
れているサツマイモ。

しっとりほくほくした食感で、
強い甘みが特徴。

今が旬の作物

新着情報

詳細はこちら 検索検索令和３年産水稲の作柄

https://www.maff.go.jp/hokuriku/stat/data/211012.html

令和３年産水稲の作柄（９月25日現在）

【調査結果の概要】
 ９月25日現在の作柄は全もみ数（穂数×１穂当たりもみ数）が新潟県、石川県及び福井

県は「平年並み」で富山県が「やや多い」となった。登熟は８月中旬以降の日照不足の影
響で新潟県、富山県及び福井県は「やや不良」７月中旬以降の好天により石川県は「や
や良」が見込まれます。

 作柄は新潟県が「やや不良」、富山県、石川県及び福井県は「平年並み」が見込まれます。
 福井県嶺北地域及び嶺南地域ともに「平年並み（作況指数 ９９）」が見込まれます。

【問い合わせ先】

北陸農政局統計部 生産流通消費統計課 直通 076‐232-4895

新潟県「やや不良」
（作況指数９６）

富山県「平年並み」
（作況指数１００）

石川県「平年並み」
（作況指数１０１）

福井県「平年並み」
（作況指数９９）

作柄の良否 対平年比

良 106％以上

やや良 105～102％

平年並み 101～99％

やや不良 98～95％

不良 94％以下

作柄の良否の表示区分
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 ノウフク・アワード2021の募集を開始します
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、「ノウフク・アワード2021」を募集します。

【応募期間】 ９月１６日～１１月１２日

【表彰について】

優れた取組として優秀賞を十数団体等を選定します。また、優秀賞と

は別に、優秀賞に達しないものの中から取組開始５年以内の団体等に

対してフレッシュ賞を、高齢者や生活困窮者等との連携や、水福、林福、

地域の伝統産業との連携など、新たなノウフクに取り組んでいる団体等

に対してチャレンジ賞を新設し、若干数選定します。

【応募対象】

地域において、農業（林業や水産業等も含む）と多様な人の連携を

推進し、地域活性化への貢献や、新たな価値の創出をしている団体・

企業・事業所、個人など

応募の
詳細は
こちら https://noufuku.jp/award/

ノウフクアワード２０２１ 検索検索

※１　主食用米は統計部公表の都道府県別の主食用米面積。

※２　加工用米及び新規需要米は取組計画の認定面積で、備蓄米は地域農業再生協議会が把握した面積。

※３　麦、大豆、飼料作物、そば、なたねは地方農政局等が都道府県農業再生協議会等に聞き取った面積（基幹作）。

令和３年産の水田における作付状況について（令和３年９月15日時点）

 全国の主食用米の作付面積については、前年実績（136.6万ha）から6.3万ha減少
（▲4.6％）し、130.3万haとなった。

 また、戦略作物等については、飼料用米、加工用米、米粉用米、麦等が前年より
増加した。

 福井県の主食用米の作付面積については、前年実績（23,300ha）から800ha減少
（▲3.4％）し、22,500haとなった。

（ha）

前年産
（２年産）

増 減

① ② ①－②

全国計 130.3万 136.6万 ▲6.3万 47,641    115,744  44,248    7,632 6,748     124        101,760  85,484    72,917    28,210    752        36,435    

新 潟 101,800 106,700 ▲ 4,900 7,097 3,768 400 2,145 1,497 0 139 3,745 297 776 - 4,529 

富 山 32,200 33,200 ▲ 1,000 1,215 1,952 453 178 416 - 2,999 3,446 273 229 15 2,271 

石 川 21,400 22,600 ▲ 1,200 386 1,389 99 350 81 - 927 896 26 144 0 1,486 

福 井 22,500 23,300 ▲ 800 348 1,490 97 196 156 - 4,732 114 44 485 - 1,251 

備蓄米

加工用米

主食用米

戦略作物等

都道
府県

麦 大 豆 飼料作物 そ ば なたね

その他
新市場

開拓用米
（輸出用米等）

米粉用米
ＷＣＳ
稲発酵

粗飼料用稲

飼料用米

【参 考】 新規需要米

詳細は
こちら

検索検索令和３年産の水田における作付状況

https://www.maff.go.jp/j/press/nousan/s_taisaku/211012.html
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 みどりの食料システム戦略を策定しました

 令和３年５月12日、農林水産省では、食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立

をイノベーションで実現する「みどりの食料システム戦略」を策定しました。

 この戦略は、2050年までに目指すべき姿として目標を掲げており、農業者、消費者、行

政の皆さまが理解しながら進めていくことが重要です。

 今回は「加工・流通」の段階についてご紹介いたします。

詳細は
こちら

検索検索みどりの食料システム戦略

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/index.html（トップページ）

～期待される取組・技術～

 電子タグ（RFID）等の技術を活用した

商品・物流情報のデータ連携

 需給予測システム、マッチングによる

食品ロス削減

 非接触で人手不足にも対応した自動

配送陳列

（１）持続可能な輸入食料・輸入原材料への

切替えや環境活動の促進

（２）データ・AIの活用等による加工・流通の

合理化・適正化

（３）長期保存、長期輸送に対応した包装資材

の開発

（４）脱炭素化、健康・環境に配慮した食品

産業の競争力強化

• ３．ムリ・ムダのない持
続可能な加工・流通シ
ステムの確立

• ４．環境にやさしい持続
可能な消費の拡大や
食育の推進

• ２．イノベーション等に
よる持続的生産体制の
構築

• １．資材・エネルギー調達
における脱輸入・脱炭素
化・環境負荷軽減の推進

調達 生産

加工・
流通

消費

 「みどりの食料システム戦略」説明動画を公開しています。

下記URL又はQRコードからご覧ください。

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/
seisaku/midori/video.html（説明動画）

３．ムリ・ムダのない持続可能な加工・流通システムの確立
加工・
流通
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北陸農政局 福井県拠点 地方参事官室

〒910－0859 福井市日之出 ３－14－15

ＴＥＬ 0776－30－1611 ＦＡＸ 0776－30－1612

農業・林業・漁業、その加工・販売に興味が
ある方や、これから始めたい方向けの情報
を発信しています。

連絡先

 10月は「食品ロス削減月間」、10月30日は「食品ロス削減の日」

 10月は「食品ロス削減月間」、10月30日は「食品ロス削減の日」です。
 令和3年度の食品ロス削減月間に、農林水産省は、消費者庁、環境省と連携して、食品

ロスの削減に向けた取組を集中的に普及・啓発します。
 「食品ロス削減月間」及び「食品ロス削減の日」 の普及・啓発のため、食品ロス削減国民

運動のロゴマークである「ろすのん」を用いた啓発ポスターを作成し、地方公共団体等に
配布します。

 また、小売店舗において、消費者向けに、商品棚の手前にある商品を選ぶ「てまえどり」
を呼びかける啓発を行います。

詳細は
こちら

検索検索食品ロス削減月間

https://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/recycle/210928.html

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/

［消費者庁webサイト］

食品ロス削減]食べもののムダをなくそうプロジェクト

特設サイト10月食品ロス食品ロス削減月間

https://www.no-foodloss.caa.go.jp/index.html


