
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１２月

新着情報新着情報

詳細は
こちら

米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針

http://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/beikoku_sisin/

「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」を公表しました

検索

今が旬の作物

「カーボロネロ」
イタリア原産の野菜。
ケールの一種で、濃い緑
のぼこぼこした葉が特徴。
特産化に向け、福井市で
栽培が始まっている。

http://www.maff.go.jp/j/seisan/keikaku/beikoku_sisin/
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 鳥インフルエンザに関する情報

https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html

鳥インフルエンザ 検索

 高病原性鳥インフルエンザの侵入リスクが高いシーズンです。家畜伝染病対策を確実

に実行し、発生防止することが重要です。

詳細は
こちら

 令和３年産麦類の作付面積及び収穫量

【調査結果の概要】
 北陸の麦類（小麦、二条大麦、六条大麦及びはだか麦）の作付面積は９，９９０ｈａ

で前年産に比べ２５０ｈａ（３％）増加しました。
 そのうち六条大麦の作付面積は９,６６０ｈａで前年産にくらべ２８０ｈａ（３％）増加し

ました。
 麦類の収穫量は２万９,２００ｔで前年産に比べ５００ｔ（２％）増加しました。
 そのうち六条大麦の収穫量は２万８，５００ｔで前年産に比べ４００ｔ（１％）増加し
10ａ当たり収量は２９５ｋｇで前年産に比べ２％減少しました。

 福井県の六条大麦の作付面積は４,７８０ｈａで収穫量は１３,３００ｔでいずれも全国
１位となりました。

詳細は
こちら

検索北陸の六条大麦

【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

表 麦類（子実用）の作付面積及び収穫量（令和３年産）

https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyou_kome/index.html#y8

https://www.maff.go.jp/hokuriku/stat/data/211208.html

令和３年産水稲の収穫量はこちらのＵＲＬを参照ください。

注１：「ｘ」は個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため統計数値を公表しないもの、「△」は負数又は減少したもの。
２：新潟県の４麦計については、前年産の二条大麦が「ｘ」のため、前年産との比較を「ｘ」表示している。

作付面積 収穫量
10a当た
り収量

対差 対比 対差 対比 対差 対比 対比 対差 対比

ha t ha ％ t ％ ha kg t ha ％ ％ t ％

北 　陸 9,990 29,200 250 103 500 102 9,660 295 28,500 280 103 98 400 101

 新   潟 201 492 x x x x 132 252 333 △43 75 78 △232 59

 富   山 3,360 10,300 90 103 1,500 117 3,310 309 10,200 100 103 114 1,470 117

 石   川 1,550 4,860 120 108 △170 97 1,440 325 4,680 100 107 91 △130 97

 福   井 4,890 13,500 90 102 △700 95 4,780 279 13,300 130 103 93 △700 95

区  　分

４麦計　(小麦、二条大麦、六条大麦及びはだか麦) うち 　六　条　大　麦

10a当た
り収量

作付面積 収穫量 収　穫　量

前　年　産　と　の　比　較前　年　産　と　の　比　較

作付面積作付面積 収　穫　量

https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html
https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyou_kome/index.html#y8
https://www.maff.go.jp/hokuriku/stat/data/211208.html
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 令和３年度農林水産関係補正予算の概要を公表しました

詳細は
こちら

検索令和３年度農林水産関係補正予算

https://www.maff.go.jp/j/budget/r3hosei.html

 11月26日（金）、農林水産省ホームページに令和３年度農林水産関係補正予算の

概要が掲載されました。

 今回の補正予算は、新型コロナウイルスの影響等への対策を着実に実施しつつ、

ポストコロナ社会を見据えた前向きな取組を推進することに重点を置いています。

 新型コロナによる需要減少の影響を緩和するための支援策として、米の特別対策

に加え、肥料や飼料等の資材価格高騰への対策を講じることとしています。

 さらに、輸出５兆円目標に向けた品目団体の輸出力強化や輸出産地の育成等の

輸出対策の他、現場のニーズを踏まえ、スマート農林水産業の社会実装の加速化、

みどりの食料システム戦略の実現に向けた政策の推進等の各種対策を講じること

としています。

１．「総合的なＴＰＰ等関連政策大綱」に基づく施策の実施

２．米の需給及び価格の安定に向けた対策の実施

３．新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた経済支援と食品産業の強化

４．ポストコロナ社会を見据えた農林水産施策の推進

５．防災・減災、国土強靱化と災害復旧等の推進

 「輸出米マッチングフェア2021」を開催します
 輸出事業者と直接、輸出の商談ができる機会ですので、「新たに輸出に取り組みたい」

「新たな海外の商流を開拓したい」と考えている生産者の皆様の参加を募集します。

 また、産地・実需者・海外在住者・農水省によるオンラインセミナーをホームページに公

開中です。

＜対面での個別商談会＞

◇金沢会場

【日時】 令和４年１月14日（金）

【場所】 TKPガーデンシティPREMIUM金沢駅西口

【申込締切】 各会場の開催日の１週間前まで

申込み・
詳細は
こちら https://export-rice.net/

輸出米マッチングフェア2021 検索

https://www.maff.go.jp/j/budget/r3hosei.html
https://export-rice.net/
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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

 「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」第８回選定結果について

 内閣官房及び農林水産省は、「強い農林水産業」、「美しく活力ある農山漁村」の実現に

向けて、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「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第８回選定）として、

34地区及び4名を選定し、そのうち北陸農政局管内からは３地区が選定されました。

 北陸農政局管内においても、応募のあった事例の中には、これら以外にも優れた取組が

あることから、北陸農政局管内の優れた取組について、北陸農政局「ディスカバー農山

漁村（むら）の宝」として選定し、広く発信することにより他地域への横展開を図ります。

 福井県では、コミュニティ部門において越前市の「味真野茶保存会」が選定されました。

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

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 検索

＜北陸農政局表彰＞

＜北陸農政局「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」選定地区概要＞

3
福井県

越前市

味真野茶

保存会

子供たちへの味真野茶も

み唄講習会

・地域のお茶文化が衰退する中、住民からの味真野茶文化の継承を求める

声により保存会を設立。

・新茶園の整備や、既存の茶園での補植や施肥・剪定・草取り等を実施。

・摘んだ茶葉を煎茶、紅茶に加工販売。収益を保存会資金に活用。

・お茶を使用したクッキー、シフォンケーキ、煎餅、まんじゅう等を開

発、イベント等で販売する ことにより、「味真野茶」の魅力をＰＲ。

・伝統的な茶文化の継承のため、茶摘み・茶揉みの体験講座を開催、「味

真野茶もみ唄」の子どもたちへの講習会を実施。唄のレベルアップ と全

国への普及に向けて全国コンクールを開催。

コミュニティ部門

 夫婦や親子で農業経営改善計画の認定が受けられます
（認定農業者制度における共同申請のご案内）

 認定農業者制度では、家族経営協定を締結した夫婦や親子な

どが共同で農業経営改善計画の認定申請（共同申請）を行うこ

とで経営に参画することができ、経営者としての地位・責任の明

確化や役割分担により経営改善の取組促進が期待されます。

https://www.maff.go.jp/j/keiei/jyosei/kyoutei.html

詳細は
こちら 家族経営協定 検索

【問い合わせ先】 北陸農政局経営・事業支援部
・認定農業者制度 担い手育成課 TEL：076-232-4318
・家族経営協定 経営支援課 TEL：076-232-4238

https://www.maff.go.jp/hokuriku/news/press/211119.html
https://www.maff.go.jp/j/keiei/jyosei/kyoutei.html

