
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８月

新着情報

 「ディスカバー農山漁村の宝アワード」～第８回選定～を募集

詳細は
こちら

検索ディスカバー農山漁村の宝

https://www.discovermuranotakara.com/

 ｢強い農林水産業」、｢美しく活力ある農山漁村」の実現のため、農山漁村の有するポテ

ンシャルを引き出すことにより地域の活性化、所得向上に取り組んでいる優良な事例を

選定し、全国への発信を通じて他地域への横展開を図るものです。

 このため、他の地域の参考となるような優れた地域活性化の取組を募集します。

 選定された地区に対しては、選定証の授与を行うとともに、｢ディスカバー農山漁村の宝」

特設Webサイトでの活動の紹介などを通じて、全国的な情報発信を行います。

【募集期間】 ６月１６日～８月３１日

【お問い合わせ先】

【北陸ブロック】（新潟県、富山県、石川県、福井県）

事務局：北陸農政局農村振興部農村振興課

〒920-8566 金沢市広坂2-2-60（金沢広坂合同庁舎）

TEL 076-232-4531 FAX：076-263-0256

【選定の対象となる取組】

○美しく伝統ある農山漁村の次世代への継承

○ 幅広い分野・地域との連携による農林水産業や農山漁村の再生

○ 国内外の新たな需要に即した農林水産業の実現

「花はす」
ピンクや白色の可憐な花を
咲かせる。ここ福井県は全
国でも有数の産地。

今が見ごろの花き

https://www.discovermuranotakara.com/


 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、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。

 2050年までに目指すべき姿として掲げた目標の実現に向けて、調達から生産、加工・

流通、消費における関係者の意欲的な取組を引き出すため、皆様に一緒に取り組んで

いただきたい具体的な取組について段階別にご紹介いたします。

 今回は「調達」段階についてご紹介いたします。

詳細は
こちら

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～

 地産池消型エネルギーシステムの構築

 改質リグニン等を活用した高機能材料の開発

 食品残渣・汚泥等からの肥料成分の回収・活用

 新たなタンパク資源（昆虫等）の利用拡大

（１）持続可能な資材やエネルギーの調達

（２）地域・未利用資源の一層の活用に向けた取組

（３）資源のリユース・リサイクルに向けた体制構築・

技術開発

調達 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

• 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）

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/index.html
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/video.html


ｚ

 令和３年産米等の作付意向について （第３回中間的取組状況（令和３年６月末時点））

 ２年産実績との比較による各都道府県の主食用米の作付意向は、６月末時点では、減少傾向

41県、前年並み傾向６県、増加傾向０県。

 減少傾向とした県のうち、「１～３％程度減少傾向」は17県、「３～５％程度減少傾向」は12県、

「５％超の減少傾向」は12県となり、４月末時点と比べて、「５％超の減少傾向」とした県は２県

から12県へ大幅に増加。（福井県は３～５％減の12県に位置する。）

 ６月末時点の作付意向を集計した結果、全国の主食用米の作付面積は、前年比で約6.1万ha

程度減少すると見込まれる。一部の地域農業再生協議会で認められている期限後修正の特例

措置や、水田面積の減少等も考慮すると、各都道府県における作付転換が計画どおりに進め

ば、最終的には約6.2～6.5万ha程度の減少が見込まれる。
参考：４月末時点からの主な変化
主食用米：減少38県→41県（うち５％超減少２県→12県）、新市場開拓用米：増加17県→20県、飼料用米：増加38県→41県

【令和３年産米等の作付意向（２年産実績との比較、令和３年６月末時点）】

注１：令和３年産の意向（増加傾向、前年並み傾向、減少傾向）は、２年産実績との比較。
２：比較している主食用米の２年産実績は、令和２年12月統計部公表の主食用作付面積。
３：加工用米、飼料用米、WCS用稲、米粉用米、新市場開拓用米の２年産実績は、取組計画認定面積。
４：麦・大豆の２年産実績は、地方農政局等が都道府県再生協議会等に聞き取った面積（基幹作）。
５：備蓄米の２年産実績は、地域農業再生協議会が把握した面積。
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福井県の令和３年産米等の作付意向について（令和３年６月末時点）

 ２年産実績との比較による福井県の主食用米の作付意向は、６月末時点では、減少傾向。

 加工用米、新市場開拓用米（輸出用米等）、米粉用米は減少傾向である一方、飼料用米、麦、

大豆、備蓄米は増加傾向と見込まれる。また、WCS用稲（稲発酵粗飼料用稲）が前回の減少傾

向から前年並み傾向に転じた。

（注１） 主食用米の「３年産意向（対前年実績）（1月末時点）」、戦略作物及び備蓄米の「３年産意向（対前年実績）」は、２年産実績と比較し、「↗：増加傾向」、「→：前年並み傾向」、「↘：減少傾向」で分類。
（注２） 主食用米の「３年産意向（対前年実績）（4月末時点）」は、２年産実績と比較し、「→：前年並み傾向」、「 ↘ ：１～３％程度減少傾向」、「↘↘：３～５％程度減少傾向」、「↘↘↘：５％超の減少傾向」で分類。
（注３） 主食用米の「２年産実績」は、２年12月統計部公表の主食用作付面積。
（注４） 加工用米、飼料用米、WCS用稲、米粉用米、新市場開拓用米の「２年産実績」は、取組計画認定面積。麦・大豆の「２年産実績」は、地方農政局等が都道府県再生協議会等に聞き取った面積（基幹作）。
（注５） 備蓄米の「２年産実績」は、地域農業再生協議会が把握した面積。
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福井県内の地域農業再生協議会別の作付意向はこちら

検索令和３年産米等の作付意向について

https://www.maff.go.jp/hokuriku/news/press/seisan/attach/pdf/210729-1.pdf

https://www.maff.go.jp/hokuriku/news/press/seisan/attach/pdf/210729-1.pdf
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 令和３年産水稲調査の見直しポイント

※作柄概況調査（もみ数確定期）の調査名は、予想収穫量調査に変わりました。

水稲の作柄情報はこちら

【問合せ先】
北陸農政局統計部生産流通消費統計課 直通 076-232-4895

１ ８月15日現在調査について

令和３年産から作柄概況調査（8月15日現在）は全国の地域で「気象データ及び人工衛星デー
タを利用した水稲作柄予測手法」で行い都道府県別の「作柄の良否」について公表します。

２ 調査期日（９月調査、10月調査）及び公表時期
「米穀の需給・価格の安定に関する基本指針」での利活用を踏まえて各調査期日を10日間
遅らせることでより多くの調査データを集計して予測精度の向上を図ります。

調査名
調査期日 公表時期

令和２年産迄 見直し後 令和２年産迄 見直し後

作柄概況調査
(もみ数確定期)

例年９月15日 ９月25日 ９月下旬 10月上旬

予想収穫量調査 10月15日 10月25日 10月下旬 11月上旬

衛星データ

アメダスデータ

アメダスデータに加え
て、人工衛星から取得さ
れるデータを利用するこ
とにより、作柄を予測

人工衛星からの取得データを活用した水稲作柄予測手法

令和３年産水稲の作柄 検索

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

https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyou_kome/attach/pdf/index-34.pdf

https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyou_kome/attach/pdf/index-34.pdf

