政令第二百六 十一 号
米穀等の取引等に係る情報の記録 及び 産地情報の伝達に関する法律施行令

内閣は、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律（平成二十一年法律第二十六

号）第二条第一項及び第三 項並 びに第十一条第八項から第十一項までの規 定に 基づき、この政令を制定する。

米穀 等の取 引等に 係る情報の 記録及 び産地情報の伝 達に 関する法律（以下「法」という。）第二条

（米穀を原材料とする飲食料品）
第一条

第一項の政令で定める飲食料品は、次に掲げるものとする。

米穀粉 、米穀 のひき 割りしたも の及び ミールその他米 穀を 農林水産大臣が定める方法により加工した

二
もち

米菓生地

一

もの（ これらの 調製食 料品（ 次号から 第四号ま で、第六号及び第七号 に掲 げるものを除く。）であって

三

だんご

、農林水産大臣が定める基準に該当するものを含む。）

四
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米穀 について あらか じめ加熱 による調 理その他 の調 製をしたものであって、粒状のもの（これ を含 む

八

七

六

単式蒸 留し ょうちゅう

清酒

米こうじ

米菓

五

九
みりん

料理その他の飲食料品を含む 。）

十

法第二 条第三項 の政令 で定め る米穀等 は、米穀（飼料用のものそ の他 の食用に供しないものを除く

（指定米穀等）
第二条

。） 及び 前条各号に掲げるものとする。

法 第十一条第八項の政令で定める権限は、同 条第 五項に規定する権限とする。

（消費者庁長官に委任さ れな い権限）
第三条

（権限の委任）
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第四条

法に規定する財務大臣の権限（法第十一条第五項に規定するものを除く。）は、国税庁長官に委任

法に規定する農林水産大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方農政局

する。ただし、財務大臣 が自 らその権限を行使することを妨げない。
第五条

当該地方農政局の長

当該地方農政局の長

法第十 条第一項 の規定に よる米 穀事業者 又は米穀等の運送業 者若 しくは倉庫業者（以下「米穀事業者

） に限 る。）

関する もの（ 第七条第 一項本 文の規 定により都 道府県知事が行 うこ ととされる事務に係るものを除く。

者 であっ て、その 主たる事 務所並 びに事業 場及び 店舗が一の地方農政局の管轄区域内のみ にあ るものに

第一号 に定める 都道府 県知事 がした勧 告を含む 。）に係る法第九条第 二項 の規定による命令（米穀事業

法第九 条第一 項の規 定による前 号に定 める地方農政局 長の 勧告（第七条第一項本文の規定により同項

事が行うこととされる事務に係るも のを 除く。）に限る。）

一の 地方農政 局の管 轄区域 内のみに あるも のに関するも の（ 第七条第一項本文の規定により都道府県知

法第 九条第 一項の規 定によ る勧告 （米穀事 業者であって、その主たる事務所並びに事業 場及 び店舗が

長に委任する。た だし 、農林水産大臣が自らその権限を行使する こと を妨げない。
一

二

三
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四

等」という。）に対する報告の徴収
長

当該立入検査に係る場所の所在地を管

当該米穀事業者等の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局

法第十条第一項の規定による米穀事業者等に関する立入検査

第四条の 規定に より国税 庁長官 に委任 された権限のうち、次の各号に掲げるも のは 、当該各号に定

轄する地方農政局長
第六条

当該国税局の長

法第 九条第 一項の規 定によ る前号 に定める国税 局の 長の勧告に係る同条第二項の規定による命 令（ 米

に 関す るものに限る。）

当該国税局の長

法第十条第一項の規定による米穀事業者等に対する報告の徴収

当該米穀事業者等の主たる事務所の

穀事業 者であ って、そ の主た る事務 所並びに事 業場及び店舗が 一の 国税局の管轄区域内のみにあるもの

）

一 の国税局 （沖縄国 税事務 所を含む 。以下 同じ。 ）の 管轄区域内のみにあるものに関するものに 限る 。

法 第九条第 一項の 規定によ る勧告 （米穀事 業者であって、その主たる事務所並び に事 業場及び店舗が

める者に委 任す る。ただし、国税庁長官が自らその権限を行使 することを妨げない。
一

二

三
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四

当該 立入 検査に係る場所の所在地を管

所在地を 管轄 する国税局長（沖縄国税事務所長を含む。 次号 において同じ。）
法第十条第一項の規定による米穀事業者等に関する立入検査
轄 する 国税局長又は税務署長

法に規定 する農 林水産大 臣の権 限及び 法第十一条第八項の規定により消費者庁 長官 に委任された権

（都道府県が処理 する 事務）
第七条

限に 属する 事務の うち、次 の各号に 掲げる ものは、 当該 各号に定める都道府県知事が行うこととす る。 た

だし、 第三号及 び第四 号に掲げ る事務 （米穀事 業者であって、その主た る事 務所並びに事業場及び店舗が

一 の都道府 県の区 域内の みにあるも の（以 下「地 域米穀事業者」という。）が行う米穀等の 販売 、輸入、

加工 、製造又は 提供の 事業に 係るもの にあっ ては、法の目的を達 成す るため特に必要があると認める場合

当該都道

法第九 条第一項 の規定に よる前 号に定め る都道府県知事の勧 告に 係る同条第二項の規定による命令（

府 県の 知事

法第九条 第一項の 規定に よる勧 告（地域 米穀事業者に関するものに 限る 。）に関する事務

にお ける ものに限る。）については、消費者庁長官 又は 農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。
一

二
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２

３

４

三

四

地域米穀 事業 者に関するものに限る。）に関する事務

当該 都道府県知事

法第十条 第一項の 規定に よる米穀 事業者 等に対する報告の徴収に関 する 事務
た る事 務所の所在地を管轄する都道府県知事
法第十条第一項の規定による米穀事業者等に関する立入検査に関する事務
の所在地を管轄する都道府県知事

当該米穀事業者等の主

当該立入検査に係る場所

前項本文 の場合 におい ては、法中 同項本 文に規定する事 務に 係る内閣総理大臣又は農林水産大臣に関す

る規定 （法第十 一条第 三項及び 第四項 の規定を 除く。）は、都道府県知 事に 関する規定として都道府県知
事に適用があるものとする。

都 道府県知 事は、第 一項本 文の規 定により 同項第一号又は第二号に掲 げる 事務を行った場合には、内閣

府令・農林水産省令で定めるところにより、その内容を消費者庁長官及び農林水産大臣に報告しなければ
ならない。

都道府 県知事 は、第 一項本文 の規定 により同 項第三号又は第四号に掲げる事務（同 項第 一号又は第二号

に掲 げる事 務に係る ものを除 く。） を行った 場合には、農 林水 産省令で定めるところにより、その結果を
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５

６

農 林水産 大臣に（ 当該事 務が法第 四条、第 八条又 は第九条の規定の施行に関するものである 場合 にあって

は、 内閣府令 ・農林水 産省令 で定める ところ により、その結果を 消費 者庁長官及び農林水産大臣に）報告
しなければならない。

消 費者庁 長官又 は農林水 産大臣は 、地域 米穀事業者について法 第十 条第一項の規定による報告の徴収又

は立入検 査を行 った結果 、当該 地域米 穀事業者 が法第八条第一項の規定を遵守 して おらず、又は正当な理

由が なくて 法第九 条第一項 の規定に よる勧 告に係る 措置 （第一項本文の規定により同項第一号に定 める 都

道府県 知事がし た勧告 に係るも のに限 る。）を とっていないと認めると きは 、その旨を当該都道府県知事
に通知しなければならない。

第 一項の場 合におい て、消 費者庁 長官若し くは農林水産大臣又は都道 府県 知事が同項第三号又は第四号

則

に掲 げる 事務を行うときは、相互に密接な連携の下 に行 うものとする。
附

この政令は、法の施行の日（平成二十二年十月一日）から施行する。ただし、第二条、第三条、第

（施行期日）
第一条
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五 条（第 一号及び 第二号 に係る部 分に限る 。）、 第六条（第一号及び第二号に係る部分に限 る。 ）、第七

条第 一項（第 一号及び 第二号 に係る部 分に限 る。）、第三項及び 第五 項並びに附則第四条の規定は、法附

則 第一条第二号に掲げる規定の施行の日（平 成二 十三年七月一日）から施行する。

この政令 の施行 の日から 前条た だし書 に規定する規定の施行の日の前日までの 間に おける第七条第

（経過措置）
第二条

一項 、第二 項、第 四項及び 第六項の 規定の 適用につ いて は、同条第一項中「農林水産大臣の権限及 び法 第

十一条 第八項の 規定に より消費 者庁長 官に委任 された権限」とあるのは 「農 林水産大臣の権限」と、同項

た だし書中 「消費 者庁長 官又は農林 水産大 臣」と あり、及び同条第二項中「内閣総理大臣又 は農 林水産大

臣」 とあるのは 「農林 水産大 臣」と、 同条第 四項中「同項第三号 又は 第四号に掲げる事務（同項第一号又

は第二号に掲げる事務に係るものを除く。）」とあるのは「同項第三号又は第四号に掲げる事務」と、「

農林水産大臣に（当該事務が法第四条、第八条又は第九条の規定の施行に関するものである場合にあって

は、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、その結果を消費者庁長官及び農林水産大臣に）」と

ある のは「 農林水産 大臣に」 と、同 条第六項 中「消費者庁 長官 若しくは農林水産大臣」とあるのは「農林
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水産 大臣 」とする。

公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令（平成十七年政令第百四十六号）の一部を次のよ

（公益通報者保護法別表 第八 号の法律を定める政令の一部改正）
第三条
うに改正する。

米 穀等の 取引等に 係る情 報の記録及び産地情報の伝達に関 する 法律（平成二十一年法

第四百二十二号の次に次の一号を加える。
四百二十二の二
律第二十六号）

消費者庁組織令（平成二十一年政令第二百十五号）の一部を次のように改正する。

（消費者庁組織令の一部改正）
第四条

米 穀等の 取引等に 係る情 報の記 録及び産地 情報の伝達に関する法律（平成二十一年法 律第 二十六号

第十二条に次の一号を加える。
五

） の施行に 関する 事務の うち同法 第二条 第三項に 規定する指定米穀等の産地の伝達（酒 類の 販売、輸
入、加工、製造又は提供の 事業 に係るものを除く。）に関すること。
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