
- 117 -

３－36 平成18年３月28日新たな需給調整システムへの移行の検証に関する検討会提出資料、及び平成18年３月29日食料・農業・農村

政策審議会食糧部会提出資料（抜粋）

○ 集荷円滑化対策電子申請システムにおける情報提供の例

Ⅰ
・過剰米対策基金収支状況及び拠出単価等 
・17年産の集荷円滑化対策の加入状況（速報値） 
・集荷円滑化対策について 

Ⅱ
・当面の米の需給調整の推進について 
・新たな需給調整システムへの移行に向けたスケジュール 
・新たな需給調整システムのイメージ（案） 
・夢米～るマガジン　No．222 
・夢米～るマガジン　No．221 
・夢米～るマガジン　No．220 
・稲作所得基盤確保対策の加入状況 
・平成17年産稲作所得基盤確保対策交付金単価算定基準価格 

Ⅲ
・都道府県別の１人１ヵ月当たり米消費指数 
・今売れているお米 

Ⅳ
・米穀生産者の直販に関するブロック・販売先別比率 
・外食事業者等に対する米の仕入動向等アンケート調査結果について 

Ⅴ
・入札価格関係主要指標（全銘柄） 
・センター上場数量の推移（２年～１７年産） 
・産地品種別銘柄の地域別小売価格 

 需要に応じた売れる米づくりを進める上での判断材料となるよう、集荷円滑化対策電子
申請システムでは、国や関係団体がとりまとめた各種の情報を提供しています。

価格動向

※ リンクをクリックすると、PDF形式ファイルでダウンロードされます。

集荷円滑化対策関連

米政策改革関連

消費動向

流通状況

（集荷円滑化対策に加入している方針作成者（ＪＡ・集荷業者・農業者）限定）

パスワード変更

様式／申請書ダウンロード

提供情報

契約方針作成者閲覧 生産者拠出状況閲覧 生産者拠出金修正状況閲覧

生産者拠出金差額閲覧

加入契約者台帳サマリー閲覧 貸付申請状況閲覧 現物弁済申請状況閲覧

貸付申請明細閲覧 現物弁済申請明細閲覧

過剰米短期融資円滑化事業交付申請状況閲覧 集荷奨励事業交付申請状況閲覧

（集荷円滑化対策電子申請システムにより米をめぐる情報を提供）

○ また、集荷円滑化対策の円滑な実施と事務負担の軽減を目的として、契約方針作成者及び米穀機構がインターネットを介して生
産者拠出金の納付報告、過剰米短期融資の貸付申請及び貸付決定通知等を行うとともに、ＪＡ、集荷業者及び農業者の方針作成者
に対し、米をめぐる情報を一括的に提供。

○ 集荷円滑化対策電子申請システムにおける情報提供の例

Ⅰ
・過剰米対策基金収支状況及び拠出単価等 
・17年産の集荷円滑化対策の加入状況（速報値） 
・集荷円滑化対策について 

Ⅱ
・当面の米の需給調整の推進について 
・新たな需給調整システムへの移行に向けたスケジュール 
・新たな需給調整システムのイメージ（案） 
・夢米～るマガジン　No．222 
・夢米～るマガジン　No．221 
・夢米～るマガジン　No．220 
・稲作所得基盤確保対策の加入状況 
・平成17年産稲作所得基盤確保対策交付金単価算定基準価格 

Ⅲ
・都道府県別の１人１ヵ月当たり米消費指数 
・今売れているお米 

Ⅳ
・米穀生産者の直販に関するブロック・販売先別比率 
・外食事業者等に対する米の仕入動向等アンケート調査結果について 

Ⅴ
・入札価格関係主要指標（全銘柄） 
・センター上場数量の推移（２年～１７年産） 
・産地品種別銘柄の地域別小売価格 

 需要に応じた売れる米づくりを進める上での判断材料となるよう、集荷円滑化対策電子
申請システムでは、国や関係団体がとりまとめた各種の情報を提供しています。

価格動向

※ リンクをクリックすると、PDF形式ファイルでダウンロードされます。

集荷円滑化対策関連

米政策改革関連

消費動向

流通状況

（集荷円滑化対策に加入している方針作成者（ＪＡ・集荷業者・農業者）限定）

パスワード変更

様式／申請書ダウンロード

提供情報

契約方針作成者閲覧 生産者拠出状況閲覧 生産者拠出金修正状況閲覧

生産者拠出金差額閲覧

加入契約者台帳サマリー閲覧 貸付申請状況閲覧 現物弁済申請状況閲覧

貸付申請明細閲覧 現物弁済申請明細閲覧

過剰米短期融資円滑化事業交付申請状況閲覧 集荷奨励事業交付申請状況閲覧

（集荷円滑化対策電子申請システムにより米をめぐる情報を提供）

○ また、集荷円滑化対策の円滑な実施と事務負担の軽減を目的として、契約方針作成者及び米穀機構がインターネットを介して生
産者拠出金の納付報告、過剰米短期融資の貸付申請及び貸付決定通知等を行うとともに、ＪＡ、集荷業者及び農業者の方針作成者
に対し、米をめぐる情報を一括的に提供。
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３－37 平成18年３月28日新たな需給調整システムへの移行の検証に関する検討会提出資料、及び平成18年３月29日食料・農業・農村

政策審議会食糧部会提出資料（抜粋）

米穀機構では、米ネット以外の情報提供として「米穀
の需給及び価格の安定に関する基本指針」を国が策定及
び見直し、改訂した際に、要約版として伝えやすい形に
とりまとめ、提供を行っている。

配布先として、道府県水田農業推進協議会、米集荷団
体、行政に対して約３万部を配布。

道府県水田農業推進協議会から傘下地域協議会に配布
している比率は、91％（17年10月調査）となっている。

傘下地域協議会及びその構成員に対する情報伝達の充
実が引き続き課題。

○ 基本指針（要約版）の提供状況 ○ 「米ネット」及び「基本指針（要約版）」のアクセス状況

（米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針（要約版）の提供）

○ インターネット以外の媒体として、農業者に対しては、国が毎年７月に策定し、11月及び３月に見直し、改訂されている「基本
指針」を要約版として伝えやすい形にとりまとめ、道府県の水田農業推進協議会・米集荷団体・地方公共団体等を通じて３万部を
配布。

○ 都道府県協議会や地域協議会に対する情報伝達については一定程度進んできていると考えられるが、インターネットの活用を含
め、農業者に対する情報伝達をどのように充実していくかが今後の課題。

平成16年

　　７月 54,618 －
　　８月 38,358 －
　　９月 67,479 －
　　10月 92,876 －
　　11月 74,893 －
　　12月 53,871 94
17年１月 71,755 267
　　２月 123,361 268
　　３月 37,726 250
　　４月 68,156 385
　　５月 145,895 438
　　６月 127,757 328
　　７月 70,655 345
　　８月 55,272 557
　　９月 74,667 413
　　10月 73,902 367
　　11月 84,335 351
　　12月 58,486 495
18年１月 64,213 821
　　２月 72,443 232
※　基本指針のカウントは、平成16年12月から開始。

アクセス件数

全　　体
基本指針要約版
（内数）

米穀機構では、米ネット以外の情報提供として「米穀
の需給及び価格の安定に関する基本指針」を国が策定及
び見直し、改訂した際に、要約版として伝えやすい形に
とりまとめ、提供を行っている。

配布先として、道府県水田農業推進協議会、米集荷団
体、行政に対して約３万部を配布。

道府県水田農業推進協議会から傘下地域協議会に配布
している比率は、91％（17年10月調査）となっている。

傘下地域協議会及びその構成員に対する情報伝達の充
実が引き続き課題。

○ 基本指針（要約版）の提供状況 ○ 「米ネット」及び「基本指針（要約版）」のアクセス状況

（米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針（要約版）の提供）

○ インターネット以外の媒体として、農業者に対しては、国が毎年７月に策定し、11月及び３月に見直し、改訂されている「基本
指針」を要約版として伝えやすい形にとりまとめ、道府県の水田農業推進協議会・米集荷団体・地方公共団体等を通じて３万部を
配布。

○ 都道府県協議会や地域協議会に対する情報伝達については一定程度進んできていると考えられるが、インターネットの活用を含
め、農業者に対する情報伝達をどのように充実していくかが今後の課題。

平成16年

　　７月 54,618 －
　　８月 38,358 －
　　９月 67,479 －
　　10月 92,876 －
　　11月 74,893 －
　　12月 53,871 94
17年１月 71,755 267
　　２月 123,361 268
　　３月 37,726 250
　　４月 68,156 385
　　５月 145,895 438
　　６月 127,757 328
　　７月 70,655 345
　　８月 55,272 557
　　９月 74,667 413
　　10月 73,902 367
　　11月 84,335 351
　　12月 58,486 495
18年１月 64,213 821
　　２月 72,443 232
※　基本指針のカウントは、平成16年12月から開始。

アクセス件数

全　　体
基本指針要約版
（内数）
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３－38 平成18年３月28日新たな需給調整システムへの移行の検証に関する検討会提出資料、及び平成18年３月29日食料・農業・農村

政策審議会食糧部会提出資料（抜粋）

○ 基本指針要約版（概要）
（具 体 例）

（参 考）
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３－39 平成18年３月28日新たな需給調整システムへの移行の検証に関する検討会提出資料、及び平成18年３月29日食料・農業・農村

政策審議会食糧部会提出資料（抜粋）

（２）ＪＡ段階での情報提供の状況

○ 各ＪＡから農業者への情報伝達の割合（18年２月末現在）○ 情報伝達の頻度、内容

＜頻度＞
・ 月１回以上 224JA（32％）
・ ２～３ヶ月に１回 108JA（16％）
・ ４～６ヶ月に１回 164JA（23％）
・ 年に１回 31JA（ 4％）
・ 不定期等 176JA（25％）

＜内容＞
・ 米政策関連 80％
・ 集荷状況 47％
・ 販売価格情報 36％
・ 販売数量情報 29％
・ 生産目標数量の設定要素について 31％
・ 販売先情報 18％

（複数回答）
＜媒体＞
・ 広報誌等紙面による 100％
・ 集落座談会、直接訪問等 34％
・ ホームページ、メルマガ等を活用 7％

（複数回答）

資料：農林水産省調べ

（ＪＡ段階においても農業者への情報伝達が進展）

○ 農林水産省では、米政策改革の進展状況を把握するため、毎年度、地域協議会の実施状況、地域段階の配分状況、ＪＡ等の情報提供
の情報等について、地方農政局・農政事務所が実態把握調査を実施。

○ 当該調査の本年２月末時点の報告によると、各ＪＡから農業者への情報伝達については、17年２月時点から進展し、ほぼすべてのＪ
Ａ（95％）で実施されている状況。また、月１回以上の頻度で情報提供を行っているＪＡは３割程度あるなど、情報提供の頻度、内
容について充実が図られている状況。

60% 40%

95% 5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

17年2月現在

18年2月現在
情報提供している

情報提供していない

（２）ＪＡ段階での情報提供の状況

○ 各ＪＡから農業者への情報伝達の割合（18年２月末現在）○ 情報伝達の頻度、内容

＜頻度＞
・ 月１回以上 224JA（32％）
・ ２～３ヶ月に１回 108JA（16％）
・ ４～６ヶ月に１回 164JA（23％）
・ 年に１回 31JA（ 4％）
・ 不定期等 176JA（25％）

＜内容＞
・ 米政策関連 80％
・ 集荷状況 47％
・ 販売価格情報 36％
・ 販売数量情報 29％
・ 生産目標数量の設定要素について 31％
・ 販売先情報 18％

（複数回答）
＜媒体＞
・ 広報誌等紙面による 100％
・ 集落座談会、直接訪問等 34％
・ ホームページ、メルマガ等を活用 7％

（複数回答）

資料：農林水産省調べ

（ＪＡ段階においても農業者への情報伝達が進展）

○ 農林水産省では、米政策改革の進展状況を把握するため、毎年度、地域協議会の実施状況、地域段階の配分状況、ＪＡ等の情報提供
の情報等について、地方農政局・農政事務所が実態把握調査を実施。

○ 当該調査の本年２月末時点の報告によると、各ＪＡから農業者への情報伝達については、17年２月時点から進展し、ほぼすべてのＪ
Ａ（95％）で実施されている状況。また、月１回以上の頻度で情報提供を行っているＪＡは３割程度あるなど、情報提供の頻度、内
容について充実が図られている状況。

60% 40%

95% 5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

17年2月現在

18年2月現在
情報提供している

情報提供していない
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３－40 平成18年３月28日新たな需給調整システムへの移行の検証に関する検討会提出資料、及び平成18年３月29日食料・農業・農村

政策審議会食糧部会提出資料（抜粋）

資料：農林水産省調べ

（55％のＪＡは直売を行っているが、販売情報を充実させていく必要）

○ 直売を行っているＪＡは全体の55％（423ＪＡ）となっており、消費者・実需者から評価・ニーズを直接把握していると考えられる
が、農業者への情報提供の内容については、直売を行っていないＪＡとほぼ同様となっていることから、消費者・実需者からの販売
情報を充実させていく必要。

○全ＪＡと直売を行っているＪＡの販売情報の提供内容

20

33

37

51

19

31

38

49

0 10 20 30 40 50 60

販売先情報

販売数量情報

販売価格情報

集荷情報

（％）

全ＪＡ

直売して
いるＪＡ

資料：農林水産省調べ

（55％のＪＡは直売を行っているが、販売情報を充実させていく必要）

○ 直売を行っているＪＡは全体の55％（423ＪＡ）となっており、消費者・実需者から評価・ニーズを直接把握していると考えられる
が、農業者への情報提供の内容については、直売を行っていないＪＡとほぼ同様となっていることから、消費者・実需者からの販売
情報を充実させていく必要。

○全ＪＡと直売を行っているＪＡの販売情報の提供内容

20

33

37

51

19

31

38

49

0 10 20 30 40 50 60

販売先情報

販売数量情報

販売価格情報

集荷情報

（％）

全ＪＡ

直売して
いるＪＡ
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３－41 平成18年３月28日新たな需給調整システムへの移行の検証に関する検討会提出資料、及び平成18年３月29日食料・農業・農村

政策審議会食糧部会提出資料（抜粋）

＜特徴的な情報伝達の取組事例①（ＪＡ津軽尾上（青森県））＞

農業者への情報伝達の取組

○ 集落座談会等の各種集会、農協だより（パ
ンフレット）等により、県連の情報をもとに
した銘柄毎の販売・価格動向、ＪＡから出荷
米の栽培方法、販売先、販売数量、販売価格、
用途等の情報を伝達。

○ 販売数量等の情報提供の事例
（ＪＡ津軽尾上広報誌「つがるおのえ」より）

水田面積 896ha
水稲面積 658ha
生産調整面積 238ha（リンゴ37ha、大豆29ha等）
農家数 1,064戸

【地域の概要】

○ ＪＡ津軽尾上管内は、青森県南部、津軽平野の
南端に位置し、全耕地面積の約７割を水田が占める
平地農業地域。

○ 愛知県の米卸業者や生協と連携した農薬節減米
の取組を契機に、健康・安全な米づくりを拡大。

おのえ

＜特徴的な情報伝達の取組事例①（ＪＡ津軽尾上（青森県））＞

農業者への情報伝達の取組

○ 集落座談会等の各種集会、農協だより（パ
ンフレット）等により、県連の情報をもとに
した銘柄毎の販売・価格動向、ＪＡから出荷
米の栽培方法、販売先、販売数量、販売価格、
用途等の情報を伝達。

○ 販売数量等の情報提供の事例
（ＪＡ津軽尾上広報誌「つがるおのえ」より）

水田面積 896ha
水稲面積 658ha
生産調整面積 238ha（リンゴ37ha、大豆29ha等）
農家数 1,064戸

【地域の概要】

○ ＪＡ津軽尾上管内は、青森県南部、津軽平野の
南端に位置し、全耕地面積の約７割を水田が占める
平地農業地域。

○ 愛知県の米卸業者や生協と連携した農薬節減米
の取組を契機に、健康・安全な米づくりを拡大。

おのえ
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３－42 平成18年３月28日新たな需給調整システムへの移行の検証に関する検討会提出資料、及び平成18年３月29日食料・農業・農村

政策審議会食糧部会提出資料（抜粋）

＜特徴的な情報伝達の取組事例②（ＪＡ岩手ふるさと（岩手県））＞

農業者への情報伝達の取組

○ 取引卸・消費地等への巡回や産地懇談会等を
開催するほか、集落座談会を通じて生産者に対
する情報提供を実施。

水田面積 15,060ha
水稲面積 10,532ha
生産調整面積 4,528ha（大豆649ha、麦136ha等）
農家数 10,019戸

○ 出荷実績等の情報提供の事例
（ＪＡ岩手ふるさと広報誌「岩手ふるさと」より）【地域の概要】

○ ＪＡ岩手ふるさと管内は、岩手県の南部に位置
し、全耕地面積の約７割を水田が占める水稲と畜産
の複合農業地域。

○ 需要を先取りした米づくりを推進するとともに
商品性が高く需要のある減農薬・減化学肥料栽培米
の作付を拡大。

＜特徴的な情報伝達の取組事例②（ＪＡ岩手ふるさと（岩手県））＞

農業者への情報伝達の取組

○ 取引卸・消費地等への巡回や産地懇談会等を
開催するほか、集落座談会を通じて生産者に対
する情報提供を実施。

水田面積 15,060ha
水稲面積 10,532ha
生産調整面積 4,528ha（大豆649ha、麦136ha等）
農家数 10,019戸

○ 出荷実績等の情報提供の事例
（ＪＡ岩手ふるさと広報誌「岩手ふるさと」より）【地域の概要】

○ ＪＡ岩手ふるさと管内は、岩手県の南部に位置
し、全耕地面積の約７割を水田が占める水稲と畜産
の複合農業地域。

○ 需要を先取りした米づくりを推進するとともに
商品性が高く需要のある減農薬・減化学肥料栽培米
の作付を拡大。
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３－43 平成18年３月28日新たな需給調整システムへの移行の検証に関する検討会提出資料、及び平成18年３月29日食料・農業・農村

政策審議会食糧部会提出資料（抜粋）

＜特徴的な情報伝達の取組事例③（ＪＡ加美よつば（宮城県））＞

農業者への情報伝達の取組

○ 集落座談会等の開催や農協だより等を活用し、
県産米の銘柄別の販売・価格状況の推移や品
質状況等の情報提供を実施。

○ 専用米袋の情報提供事例
（ＪＡ加美よつば広報誌「Yume（夢）」より）

水田面積 5,193ha
水稲面積 3,642ha
生産調整面積 1,551ha

（飼料作物499ha、大豆413ha等）
農家数 2,798戸

【地域の概要】

○ ＪＡ加美よつば管内は、宮城県の大崎平野の西
側に位置し、全耕地面積の約８割を水田が占める中
間農業地域。

○ 実需者の要望が高い品種（もち、価格訴求米）
や差別化（有機・特別栽培）により「買ってもらえ
る米づくり」に切り替え、作付けを誘導。

＜特徴的な情報伝達の取組事例③（ＪＡ加美よつば（宮城県））＞

農業者への情報伝達の取組

○ 集落座談会等の開催や農協だより等を活用し、
県産米の銘柄別の販売・価格状況の推移や品
質状況等の情報提供を実施。

○ 専用米袋の情報提供事例
（ＪＡ加美よつば広報誌「Yume（夢）」より）

水田面積 5,193ha
水稲面積 3,642ha
生産調整面積 1,551ha

（飼料作物499ha、大豆413ha等）
農家数 2,798戸

【地域の概要】

○ ＪＡ加美よつば管内は、宮城県の大崎平野の西
側に位置し、全耕地面積の約８割を水田が占める中
間農業地域。

○ 実需者の要望が高い品種（もち、価格訴求米）
や差別化（有機・特別栽培）により「買ってもらえ
る米づくり」に切り替え、作付けを誘導。
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３－44 平成18年３月28日新たな需給調整システムへの移行の検証に関する検討会提出資料、及び平成18年３月29日食料・農業・農村

政策審議会食糧部会提出資料（抜粋）

＜特徴的な情報伝達の取組事例④（ＪＡグリーン近江（滋賀県））＞

水田面積 11,500ha
水稲面積 8,400ha
生産調整面積 3,100ha

（麦2,000ha、大豆350ha等）
農家数 9,772戸

農業者への情報伝達の取組

○ 18年１月～２月にかけて各地域で農業者全
員を対象とする「農談会」を開催しパンフ
レットを配布し、地域の農業戦略（売り切れ
る米づくり）について米の販売現場からの情
報等を提供。

○ 販売状況等の情報提供の事例
（ＪＡグリーン近江「農談会」資料より）

【地域の概要】

○ ＪＡグリーン近江管内は、琵琶湖の東部地域に
位置し、全耕地面積の約９割強を水田が占める平地
農業地域。

○ 集落営農の特定農業団体化により、兼業農家主
体の農業地帯における担い手育成を加速化。
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３－45 平成18年３月28日新たな需給調整システムへの移行の検証に関する検討会提出資料、及び平成18年３月29日食料・農業・農村

政策審議会食糧部会提出資料（抜粋）

＜特徴的な情報伝達の取組事例⑤（ＪＡれいほく（熊本県））＞

水田面積 330ha
水稲面積 222ha
生産調整面積 108ha

（飼料作物29ha、野菜15ha等）
農家数 606戸

農業者への情報伝達の取組

○ ＪＡ広報誌や集落座談会等の中で、集荷や
検査の状況、仮渡金等の情報を伝達。銘柄ご
との販売・価格動向等の情報は、経済連がＪ
Ａを通じて行う月１回の情報により、集会等
で説明。

【地域の概要】

○ ＪＡれいほく管内は、熊本県の天草半島の西北
端に位置し、全耕地面積の約４割を水田が占める中
間農業地域。

○ 温暖な気候を活かし、水稲以外にも、みかん、
びわ、すいかや冬レタス等の生産を推進。

○ 出荷実績等の情報提供の事例
（ＪＡれいほく「出荷部会資料」より）
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３－46 平成18年３月28日新たな需給調整システムへの移行の検証に関する検討会提出資料、及び平成18年３月29日食料・農業・農村

政策審議会食糧部会提出資料（抜粋）

○ 国の行政機関が、同意を得ずに行政機関以外の者に提
供する場合の例

国の行政機関が、行政機関以外の者に提供することについ
ては、農業者個々の同意を得ることが原則ではあるが、行政
機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成15年５月
30日法律第58号）第８条第２項第４号に基づき、
① 行政機関以外の者に提供することが、行政機関に提供す
る場合と同程度の公益性があること

② 提供を受ける側が自ら情報を収集することが著しく困難
な場合

等の特別な理由がある場合に限って例外的に認められる。

【参考】総務省ＨＰ「法制度の概要とよくある質問」より抜粋

「特別な理由」としては、本来行政機関において厳格に管理すべき個人
情報について、行政機関等以外の者に例外として提供することが認められ
るためにふさわしい要件として、「相当な理由」よりも更に厳格な理由で
あることが必要です。具体的には、１）行政機関に提供する場合と同程度
の公益性があること、２）提供を受ける側が自ら情報を収集することが著
しく困難であるか、又は提供を受ける側の事務が緊急を要すること、３）
情報の提供を受けなければ提供を受ける側の事務の目的を達成することが
困難であることなどの正に特別の理由が必要とされます。

５．個人情報保護法との関係

（市町村が保有する既存の個人情報の取扱いについては、農業者個々の同意を得ることが原則）

○ 市町村が保有する既存の個人情報の取扱いについては、その活用方法について農業者個々の同意を得ることが原則。また、同意を
得ずに活用することについては、個人情報の保護に関する法律（平成15年５月30日法律第57号）や行政機関の保有する個人情報の保
護に関する法律（平成15年５月30日法律第58号）等では規定されていないことから、各市町村が制定する条例に基づいて対応するこ
ととされている。

○ 国が、行政機関以外の者に保有する個人情報を提供をする
場合

本人の同意を得ることが原則

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（抜粋）
（平成15年5月30日法律第58号）
第八条 行政機関の長は、法令に基づく場合を除き、利用
目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又
は提供してはならない。

２ 前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、次の各号
のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の
目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供する
ことができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の
目的のために自ら利用し、又は提供することによって、
本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあ
ると認められるときは、この限りでない。
一 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
二～三 略
四 前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学
術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、
その他保有個人情報を提供することについて特別の理
由のあるとき。

○ 国の行政機関が、同意を得ずに行政機関以外の者に提
供する場合の例

国の行政機関が、行政機関以外の者に提供することについ
ては、農業者個々の同意を得ることが原則ではあるが、行政
機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成15年５月
30日法律第58号）第８条第２項第４号に基づき、
① 行政機関以外の者に提供することが、行政機関に提供す
る場合と同程度の公益性があること

② 提供を受ける側が自ら情報を収集することが著しく困難
な場合

等の特別な理由がある場合に限って例外的に認められる。

【参考】総務省ＨＰ「法制度の概要とよくある質問」より抜粋

「特別な理由」としては、本来行政機関において厳格に管理すべき個人
情報について、行政機関等以外の者に例外として提供することが認められ
るためにふさわしい要件として、「相当な理由」よりも更に厳格な理由で
あることが必要です。具体的には、１）行政機関に提供する場合と同程度
の公益性があること、２）提供を受ける側が自ら情報を収集することが著
しく困難であるか、又は提供を受ける側の事務が緊急を要すること、３）
情報の提供を受けなければ提供を受ける側の事務の目的を達成することが
困難であることなどの正に特別の理由が必要とされます。

５．個人情報保護法との関係

（市町村が保有する既存の個人情報の取扱いについては、農業者個々の同意を得ることが原則）

○ 市町村が保有する既存の個人情報の取扱いについては、その活用方法について農業者個々の同意を得ることが原則。また、同意を
得ずに活用することについては、個人情報の保護に関する法律（平成15年５月30日法律第57号）や行政機関の保有する個人情報の保
護に関する法律（平成15年５月30日法律第58号）等では規定されていないことから、各市町村が制定する条例に基づいて対応するこ
ととされている。

○ 国が、行政機関以外の者に保有する個人情報を提供をする
場合

本人の同意を得ることが原則

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（抜粋）
（平成15年5月30日法律第58号）
第八条 行政機関の長は、法令に基づく場合を除き、利用
目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又
は提供してはならない。

２ 前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、次の各号
のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の
目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供する
ことができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の
目的のために自ら利用し、又は提供することによって、
本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあ
ると認められるときは、この限りでない。
一 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
二～三 略
四 前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学
術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、
その他保有個人情報を提供することについて特別の理
由のあるとき。
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（参 考） 水田台帳の地域協議会における活用

水田農業構造改革対策実施要領（平成16年4月1日付け15生産第8000号農林
水産省総合食料局長、生産局長及び経営局長通知）（抜粋）

第４ 水田農業構造改革交付金（産地づくり対策）
１～２ 〔略〕
３ 水田情報の整理
水田農業経営確立対策において整備を進めてきた水田台帳は、地域の
水田の利用状況を把握し、ビジョンの策定並びに実施状況の点検及び見
直しを行う際の基礎データとして有効であるとともに、助成水田の把握、
産地づくり事業の要件確認等幅広く活用できるものであることから、市
町村が水田情報の整理をさらに進めること、市町村が保有している情報
を農業者の了解を得て地域協議会に提供し、地域協議会において再整理
すること等により、積極的な活用を図るものとする。

（参 考） 水田台帳の地域協議会における活用

水田農業構造改革対策実施要領（平成16年4月1日付け15生産第8000号農林
水産省総合食料局長、生産局長及び経営局長通知）（抜粋）

第４ 水田農業構造改革交付金（産地づくり対策）
１～２ 〔略〕
３ 水田情報の整理
水田農業経営確立対策において整備を進めてきた水田台帳は、地域の
水田の利用状況を把握し、ビジョンの策定並びに実施状況の点検及び見
直しを行う際の基礎データとして有効であるとともに、助成水田の把握、
産地づくり事業の要件確認等幅広く活用できるものであることから、市
町村が水田情報の整理をさらに進めること、市町村が保有している情報
を農業者の了解を得て地域協議会に提供し、地域協議会において再整理
すること等により、積極的な活用を図るものとする。
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４ コメ価格センターの取引のあり方等に関する検討会の設置要領及び委員名簿

「コメ価格センターの取引のあり方等に関する検討会」設置要領

第１ 趣旨

米政策改革の下で、米の流通制度については、「実勢に即した価格

が形成されるよう、米の取引の場を育成・拡充」することとし、財団

法人全国米穀取引・価格形成センター（以下「コメ価格センター」と

いう。）を主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律（平成６年法

律第113号）第18条第１項の規定に基づいて米穀価格形成センターと

して指定するとともに、取引ルールの整備を行ってきたところである。

特に、昨年、入札取引における架空取引事件等を受けて、取引監視

機能の強化、上場数量の拡大等の緊急的な措置を講じたところである

が、その後も、上場されている銘柄によっては大量の落札残が継続的

に発生し、売り手（昨年12月に提出された全農経営改善計画の一環と

しての米事業改革等）、買い手を含む関係者からコメ価格センターの

市場としての機能の更なる改善の必要性が指摘されているところであ

る。

ついては、米政策改革の方向に則り、公正・中立なルールの見直し

を検討することとし、売り手、買い手、学識経験者、コメ価格センタ

ー、行政等による専門的立場からの検討を集中的に行う場として「コ

メ価格センターの取引のあり方等に関する検討会」（以下「検討会」

という。）を設置する。

第２ 構成

１ 検討会は、別紙の委員によって構成する。

２ 検討会は、必要に応じ関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。

第３ 座長

１ 検討会には、座長及び座長代理を置く。

２ 座長は委員の互選により選任し、座長代理は委員のうちから座長

が指名する。

３ 座長は、検討会の議事を運営する。

第４ 運営

１ 検討会は公開とする。

２ 検討会の資料は、会議の終了後、ホームページ等により公表する。

３ 検討会の議事概要については、会議の終了後、委員の了解を得た

上で、ホームページ等により公表する。

４ 検討会に係る庶務は、総合食料局食糧部計画課において行う。

別紙

「コメ価格センターの取引のあり方等に関する検討会」

委員名簿

（五十音順）

今村奈良臣 東京大学名誉教授

岩田 三代 日本経済新聞社生活情報部 編集委員

榎本 良一 全国主食集荷協同組合連合会 専務理事

奥 吉治 津田物産株式会社 代表取締役社長

長田 俊二 財団法人全国米穀取引・価格形成センター常務理事

小林 英男 全国農業協同組合連合会岩手県本部県本部長

生源寺眞一 東京大学大学院農学生命科学研究科 教授

高木 賢 財団法人大日本蚕糸会 会頭理事

高橋 幸夫 東京城北食糧販売協同組合 理事会長

中村 靖彦 東京農業大学 客員教授

箱石 文祥 ホクレン農業協同組合連合会米穀事業本部米穀部長

長谷部喜通 日本米穀小売商業組合連合会 理事長

冨士 重夫 全国農業協同組合中央会基本農政対策部長

藤木 栄一 株式会社神明マタイ 常務取締役

古橋 政弘 全国米穀販売事業協同組合 常務理事

松山 圭秀 長崎米穀株式会社 代表取締役社長

山本 領 財団法人全国米穀取引・価格形成センター副会長

吉田 俊幸 高崎経済大学地域政策学部 教授

米本 博一 全国農業協同組合連合会 常務理事

和田 正江 主婦連合会 参与

（農林水産省）

皆川 芳嗣 総合食料局食糧部長

高橋 洋 総合食料局計画課長
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５ 平成18年３月23日コメ価格センターの取引のあり方等に関する検討会提出資料

コメ価格センター取引ルールの見直しの方向（※６つのポイント）

目的 １ センターにおける活発な取引を通じた実勢に即した価格形成

２ これにより、売れる米づくりのための的確な市場シグナルの発信上場は、売り手の

産地品種銘柄ごと

買い手のイニシアティブによる 売り手のイニシアティブによる※ ※
すべての銘柄ごとの落札加重平均価格、上場数量、申込数量、落札数量

先渡的取引方式 スポット的取引方式
落札率、申込倍率等を各回ごとに公表

・端境期を含め毎週実施 ・端境期を含め毎週実施入札による基本的な取引

・買い手が ・売り手の希望価格あり（開示）
相年間を通じた安定的取引

① 希望価格（開示） ・上場数量要件なし 互
※ の
・端境期を含め毎週実施 ② 引取期限（１～３ヶ月） ・最低申込数量単位あり 比

較
③ その他条件（例：確認米） ・３ヶ月の上場計画 前月に提示 が（ ）

・販売計画（あらかじめ価格の設定された相対取引等の一定の取 可
を提示し、売り手が応札 ・落札玉の引取期限は１ヶ月 能

引を除く）の１/３以上を上場する場合
・最低申込数量単位あり ・２札制

売り手の希望価格あり

※ ・販売計画（同上）の１/３未満の上場の場合

売り手の希望価格は年内等一定の時期まで ※

価格の相場観ができる時期以降はストップ高・安制に移行 従来、基本取引に上場していた産地品種銘柄であって 同一産地銘柄、他の産地

・上場計画（年間、四半期、当週） ① 基本的入札取引以外にのみに上場されるもの 銘柄について開示される

・最低申込数量単位あり ② 基本的入札取引に上場されるものであっても、一定 以下の情報

・落札玉の引取期限は１ヶ月 回数以上にわたり落札率が一定割合を下回るもの ・基本的入札取引の価格

・２札制 については、補完的に相対取引価格の報告を受け、農林 ・先渡的取引の価格

水産省が定期的に公表 （買い手の希望価格）

・相対取引の価格

新規参入者 早期米 基本的入札取引に準じる取引、 、

少量のみの取引に対 ※

する措置 日常的取引 売り手が複数の買い手子会社（議決権の過半数を所有するものに限る）を所有

している場合は、当該売り手・買い手間の取引は認めない




