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３－31 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）

藤 岡 町

【地域の概要】

○ 藤岡町は、栃木県の南部に位置し、全耕地面積の約
８割を水田が占める平地農業地域。

○ 需要動向に応じた米の計画的な生産体系を確立すべ
く、「あさひの夢」等の高品質な生産への転換を推
進。

工夫をこらした数量配分の取組

○ ３haを超える中核農家の育成を推進する
ため、３haを超える面積については２割増
での配分を実施。

○ また、認定農業者への支援として、３ha
未満の認定農業者については、１割増での
配分を実施。

＜地域段階における数量配分の事例②（栃木県藤岡町）＞

生産目標数量の配分

農 業 者

ＪＡしもつけ

水田面積 1,729ha
水稲面積 1,030ha
生産調整面積 699ha

（麦377ha、飼料作物13ha等）
農家数 1,807戸

○ 藤岡町地域協議会提出資料

配分要素
①３haを超える大規模農業者・・・・・２割増
②３ha未満の認定農業者・・・・・・・１割増
③市街化区域・・・・・・・・・・・・１割減
④20aを超える農業者・ ・・自家消費分を控除

し均等配分

藤 岡 町

【地域の概要】

○ 藤岡町は、栃木県の南部に位置し、全耕地面積の約
８割を水田が占める平地農業地域。

○ 需要動向に応じた米の計画的な生産体系を確立すべ
く、「あさひの夢」等の高品質な生産への転換を推
進。

工夫をこらした数量配分の取組

○ ３haを超える中核農家の育成を推進する
ため、３haを超える面積については２割増
での配分を実施。

○ また、認定農業者への支援として、３ha
未満の認定農業者については、１割増での
配分を実施。

＜地域段階における数量配分の事例②（栃木県藤岡町）＞

生産目標数量の配分

農 業 者

ＪＡしもつけ

水田面積 1,729ha
水稲面積 1,030ha
生産調整面積 699ha

（麦377ha、飼料作物13ha等）
農家数 1,807戸

○ 藤岡町地域協議会提出資料

配分要素
①３haを超える大規模農業者・・・・・２割増
②３ha未満の認定農業者・・・・・・・１割増
③市街化区域・・・・・・・・・・・・１割減
④20aを超える農業者・ ・・自家消費分を控除

し均等配分
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３－32 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）

工夫をこらした数量配分の取組

○ 担い手の努力が報われる生産目標数量の配
分とするため、食品産業との結び付きがある
農業者や学校給食用米の生産に取り組む農業
者に対して別枠による配分を実施。

＜地域段階における数量配分の事例③（新潟県上越市大潟区）＞

配分要素
①需要実績（多様な品揃え枠）・・・ 1.5%
②実需者との結び付き
（食品産業との結び付き枠）・・・ 4.3%
③担い手の状況（学校給食用）・・・ 0.4%
④従来の配分数量・・・・・・・・・ 93.8%

生産目標数量の配分

上越市

農 業 者

ＪＡえちご上越

水田面積 577ha
水稲面積 452ha
生産調整面積 125ha（大豆44ha、そば14ha等）
農家数 260戸

〇 上越市大潟区の生産目標数量

○ 大潟区水田農業推進協議会提出資料

単位：トン

18年産 17年産 増減
生産目標数量 2,309 2,263 46
結び付き枠 105 93 12
多様な品揃え枠 36 19 17

【地域の概要】

○ 上越市大潟区は、新潟県の南西部に位置し、全
耕地面積の約８割を水田が占める平地農業地域。

○ 有機の取組が盛んな良質米地域であり、大規模
生産組織が形成されている。

工夫をこらした数量配分の取組

○ 担い手の努力が報われる生産目標数量の配
分とするため、食品産業との結び付きがある
農業者や学校給食用米の生産に取り組む農業
者に対して別枠による配分を実施。

＜地域段階における数量配分の事例③（新潟県上越市大潟区）＞

配分要素
①需要実績（多様な品揃え枠）・・・ 1.5%
②実需者との結び付き
（食品産業との結び付き枠）・・・ 4.3%
③担い手の状況（学校給食用）・・・ 0.4%
④従来の配分数量・・・・・・・・・ 93.8%

生産目標数量の配分

上越市

農 業 者

ＪＡえちご上越

水田面積 577ha
水稲面積 452ha
生産調整面積 125ha（大豆44ha、そば14ha等）
農家数 260戸

〇 上越市大潟区の生産目標数量

○ 大潟区水田農業推進協議会提出資料

単位：トン

18年産 17年産 増減
生産目標数量 2,309 2,263 46
結び付き枠 105 93 12
多様な品揃え枠 36 19 17

【地域の概要】

○ 上越市大潟区は、新潟県の南西部に位置し、全
耕地面積の約８割を水田が占める平地農業地域。

○ 有機の取組が盛んな良質米地域であり、大規模
生産組織が形成されている。
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３－33 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）

＜地域段階における数量配分の事例④（兵庫県朝来市）＞

【地域の概要】

○ 朝来市は、兵庫県のほぼ中央に位置し、全耕地面積
の約９割を水田が占める山間農業地域及び中間農業
地域。

○ 地域の気象条件等の特性を踏まえ、重点作物の生産
振興を図る中、特に、黒大豆と岩津ねぎ（平成15年
商標登録）を地域の特産品として産地化を積極的に推
進。

水田面積 1,602ha
水稲面積 1,036ha
生産調整面積 566ha

（黒大豆71ha、岩津ねぎ20ha等）
農家数 3,949戸

工夫をこらした数量配分の取組

○ 朝来市農林業振興対策審議会は、地域水田農
業ビジョンを踏まえ、配分対象農業者を３ha以
上、２～３ha、販売農業者、保有米農業者の４
つに区分。

○ 朝来市農林業振興対策審議会の検討を踏まえ、
大規模農業者等の担い手により傾斜した配分を
実施。

朝 来 市 ＪＡたじま

生産目標数量の配分

農 業 者

配分要素
作付面積比率の上乗せ
① 大規模農業者（３ha以上） 12.8%上乗せ
② 大規模農業者（２ha～３ha未満） 7.8%上乗せ
③ 販売農業者等平均作付面積比率 62.2%

○ 朝来市農林業振興対策審議会提出資料
あさご

＜地域段階における数量配分の事例④（兵庫県朝来市）＞

【地域の概要】

○ 朝来市は、兵庫県のほぼ中央に位置し、全耕地面積
の約９割を水田が占める山間農業地域及び中間農業
地域。

○ 地域の気象条件等の特性を踏まえ、重点作物の生産
振興を図る中、特に、黒大豆と岩津ねぎ（平成15年
商標登録）を地域の特産品として産地化を積極的に推
進。

水田面積 1,602ha
水稲面積 1,036ha
生産調整面積 566ha

（黒大豆71ha、岩津ねぎ20ha等）
農家数 3,949戸

工夫をこらした数量配分の取組

○ 朝来市農林業振興対策審議会は、地域水田農
業ビジョンを踏まえ、配分対象農業者を３ha以
上、２～３ha、販売農業者、保有米農業者の４
つに区分。

○ 朝来市農林業振興対策審議会の検討を踏まえ、
大規模農業者等の担い手により傾斜した配分を
実施。

朝 来 市 ＪＡたじま

生産目標数量の配分

農 業 者

配分要素
作付面積比率の上乗せ
① 大規模農業者（３ha以上） 12.8%上乗せ
② 大規模農業者（２ha～３ha未満） 7.8%上乗せ
③ 販売農業者等平均作付面積比率 62.2%

○ 朝来市農林業振興対策審議会提出資料
あさご
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３－34 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）

＜地域段階における数量配分の事例⑤（広島県東広島市）＞

水田面積 6,549ha
水稲面積 3,970ha
生産調整面積 2,579ha（野菜・地力増進作物等）
農家数 10,928戸

東広島市 ＪＡ広島中央

農 業 者

工夫をこらした数量配分の取組

○ 広島県から「担い手育成米」として別枠配分
された実需者との結びつきが確保された水稲種
子、酒造好適米、こだわり米、ＪＡ直売米、販
売先が確保された担い手リスト掲載者の販売数
量について、農業者を特定できるものを別枠で
配分。

配分要素
担い手（10ha以上） 10％上乗せ
担い手（ 5ha以上） 5％上乗せ
特別栽培米等
（「安心！広島ブランド」に基づくもの） 20％上乗せ
学校用への無償貸付等 相当分上乗せ
販売先確保米 別枠で配分

生産目標数量の配分

○ 東広島地域協議会提出資料

【地域の概要】

○ 東広島市は、広島県のほぼ中央に位置し、全耕
地面積の約９割を水田が占める中間農業地域。

○ 広島県の生産目標数量配分要素の「担い手育成
米別枠配分」を他市町に先駆けて農業者の配分に採
用するなど、売れる米づくりを積極的に推進。

＜地域段階における数量配分の事例⑤（広島県東広島市）＞

水田面積 6,549ha
水稲面積 3,970ha
生産調整面積 2,579ha（野菜・地力増進作物等）
農家数 10,928戸

東広島市 ＪＡ広島中央

農 業 者

工夫をこらした数量配分の取組

○ 広島県から「担い手育成米」として別枠配分
された実需者との結びつきが確保された水稲種
子、酒造好適米、こだわり米、ＪＡ直売米、販
売先が確保された担い手リスト掲載者の販売数
量について、農業者を特定できるものを別枠で
配分。

配分要素
担い手（10ha以上） 10％上乗せ
担い手（ 5ha以上） 5％上乗せ
特別栽培米等
（「安心！広島ブランド」に基づくもの） 20％上乗せ
学校用への無償貸付等 相当分上乗せ
販売先確保米 別枠で配分

生産目標数量の配分

○ 東広島地域協議会提出資料

【地域の概要】

○ 東広島市は、広島県のほぼ中央に位置し、全耕
地面積の約９割を水田が占める中間農業地域。

○ 広島県の生産目標数量配分要素の「担い手育成
米別枠配分」を他市町に先駆けて農業者の配分に採
用するなど、売れる米づくりを積極的に推進。
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３－35 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）

更新日 データ名 ファイル形式

2006/2/22 水稲うるち玄米の検査数量、等級別比率（平成16・17年産/18年1月末日） Excel

2006/1/24 水稲うるち玄米の検査数量、等級別比率（平成16・17年産/17年12月末日） Excel

2005/12/21 水稲うるち玄米の検査数量、等級別比率（平成16・17年産/17年11月末日） Excel

2005/11/22 水稲うるち玄米の検査数量、等級別比率（平成16・17年産/17年10月末日） Excel

2005/10/21 水稲うるち玄米の検査数量、等級別比率（平成16・17年産/17年9月末日） Excel

2005/9/26 水稲うるち玄米の検査数量、等級別比率（平成16・17年産/17年8月末日） Excel

2005/8/23 水稲うるち玄米の検査数量、等級別比率（平成16・17年産/17年7月末日） Excel

2005/7/22 水稲うるち玄米の検査数量、等級別比率（平成15・16年産/17年6月末日） Excel

2005/6/24 水稲うるち玄米の検査数量、等級別比率（平成15・16年産/17年5月末日） Excel

2005/5/25 水稲うるち玄米の検査数量、等級別比率（平成15・16年産/17年4月末日） Excel

2005/3/24 水稲うるち玄米の検査数量、等級別比率（平成15・16年産/17年2月末日） Excel

II　米の生産関連情報

2　水稲うるち玄米の検査数量及び等級別比率

○ 「米ネット」 提供情報の例

お米生産・流通・価格情報 お米の

需給情報データベース

お米の生産・流通・価格に
ついての情報をご提供して
います

お米の消費、生産、需給、
価格動向等についての情報
をご提供しています

全国の

米穀卸販売事業者の窓 お米・

全国の米穀卸販売事業者を
ご紹介。取扱い商品もご紹
介しています

ごはん食データベース
「お米と健康」、「ごはんで
ヘルシーメニュー」、「お米
と文化」についてのデータ
ベースです

「もち米」に関する情勢

もち米の生産・流通 (需
給)・価格・輸入に関する最
新の統計情報です

Ⅱ－２　水稲うるち玄米の検査数量、等級別比率（１８年１月末日現在）
（単位：千トン、％）

　　等級 検査数量
　年産 　 対前年同期比 １　　等 ２　　等 ３　　等 規格外

１７　年　産 4,393.7 105.5 74.7 20.3 3.5 1.5
１６　年　産 4,163.7 － 71.2 22.4 4.0 2.5

１７年　－　１６年（ポイント） 3.5 -2.1 -0.5 -1.0
資料：農林水産省調べ
　注：平成１７年産米の表中の平成１６年産米の検査数量前年同期の検査数量である。
　注：ラウンドの関係で合計と内訳が一致しない場合がある。

等　　級　　別　　比　　率　　（％）

４．情報提供の状況

（１）全国段階での情報提供の状況

（全国段階において、生産調整方針作成者等に対する情報提供を実施）

○ （社）米穀安定供給確保支援機構においては、生産方針作成者等に対する需要に応じた売れる米づくりの視点に立った需給情報
の提供、消費者、販売事業者に対する生産から消費に至る様々な情報をインターネットにより提供（「米ネット（ＵＲＬ：
http://www.komenet.jp)」）。

更新日 データ名 ファイル形式

2006/2/22 水稲うるち玄米の検査数量、等級別比率（平成16・17年産/18年1月末日） Excel

2006/1/24 水稲うるち玄米の検査数量、等級別比率（平成16・17年産/17年12月末日） Excel

2005/12/21 水稲うるち玄米の検査数量、等級別比率（平成16・17年産/17年11月末日） Excel

2005/11/22 水稲うるち玄米の検査数量、等級別比率（平成16・17年産/17年10月末日） Excel

2005/10/21 水稲うるち玄米の検査数量、等級別比率（平成16・17年産/17年9月末日） Excel

2005/9/26 水稲うるち玄米の検査数量、等級別比率（平成16・17年産/17年8月末日） Excel

2005/8/23 水稲うるち玄米の検査数量、等級別比率（平成16・17年産/17年7月末日） Excel

2005/7/22 水稲うるち玄米の検査数量、等級別比率（平成15・16年産/17年6月末日） Excel

2005/6/24 水稲うるち玄米の検査数量、等級別比率（平成15・16年産/17年5月末日） Excel

2005/5/25 水稲うるち玄米の検査数量、等級別比率（平成15・16年産/17年4月末日） Excel

2005/3/24 水稲うるち玄米の検査数量、等級別比率（平成15・16年産/17年2月末日） Excel

II　米の生産関連情報

2　水稲うるち玄米の検査数量及び等級別比率

○ 「米ネット」 提供情報の例

お米生産・流通・価格情報 お米の

需給情報データベース

お米の生産・流通・価格に
ついての情報をご提供して
います

お米の消費、生産、需給、
価格動向等についての情報
をご提供しています

全国の

米穀卸販売事業者の窓 お米・

全国の米穀卸販売事業者を
ご紹介。取扱い商品もご紹
介しています

ごはん食データベース
「お米と健康」、「ごはんで
ヘルシーメニュー」、「お米
と文化」についてのデータ
ベースです

「もち米」に関する情勢

もち米の生産・流通 (需
給)・価格・輸入に関する最
新の統計情報です

Ⅱ－２　水稲うるち玄米の検査数量、等級別比率（１８年１月末日現在）
（単位：千トン、％）

　　等級 検査数量
　年産 　 対前年同期比 １　　等 ２　　等 ３　　等 規格外

１７　年　産 4,393.7 105.5 74.7 20.3 3.5 1.5
１６　年　産 4,163.7 － 71.2 22.4 4.0 2.5

１７年　－　１６年（ポイント） 3.5 -2.1 -0.5 -1.0
資料：農林水産省調べ
　注：平成１７年産米の表中の平成１６年産米の検査数量前年同期の検査数量である。
　注：ラウンドの関係で合計と内訳が一致しない場合がある。

等　　級　　別　　比　　率　　（％）

４．情報提供の状況

（１）全国段階での情報提供の状況

（全国段階において、生産調整方針作成者等に対する情報提供を実施）

○ （社）米穀安定供給確保支援機構においては、生産方針作成者等に対する需要に応じた売れる米づくりの視点に立った需給情報
の提供、消費者、販売事業者に対する生産から消費に至る様々な情報をインターネットにより提供（「米ネット（ＵＲＬ：
http://www.komenet.jp)」）。



- 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）




