
米・米加工品等を取扱う皆さまへ

米穀等の取引等の記録および産地
情報の伝達が義務付けられます

問い合わせ先　関東農政局長野農政事務所地域第三課0267（62）6271

詳細につきましては、農林水産省ホームページをご覧ください。
http：//www.maff .go.jp/j/soushoku/keikaku/kome_toresa/index.html
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•商 品 名：○ ◯ ◯ ◯
•入出荷日：○年○月◯日
•取引先名：○◯食堂○◯店
•数　　量：5kg×10袋　等
•産　　地：「国産」

国産米：
　「国産」等

外国産：
　「○◯国産」

産地情報の伝達トレーサビリティ
平成23年7月1日より平成22年10月1日より
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トレーサビリティ（取引等の記録の作成・保存）
10月1日から、米穀等の取引等に係る情報の記録および産地情報の伝達に関する法律（米トレーサビリティ法）の取引等の
記録・保存についての部分が施行され、米・米加工品を取り扱う方は、入出荷などの記録の作成と保存が義務付けられます。

対象事業者
生産者を含め対象商品となる米・米加工品の販売、輸入、加工、製造または提供の事業を行うすべての皆さま。
※米・米加工品を取引、事業者間の移動、廃棄などを行った場合には、その記録を保存してください。

対象品目
米穀（玄米、精米など）、米粉や米こうじ等の中間原料、米飯類、もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん

記録事項
品名、産地、数量、取引年月日、取引先名、搬出入の場所等
※産地は国産、○○国産等、米穀の原産国を記載。（国産に代えて都道府県名等でも可）

保存期間　原則3年

産地情報の伝達（取引等に伴う産地情報の伝達）
事業者間における産地情報の伝達
米・米加工品を他の事業者へ譲り渡す場合には、伝票等又は商品の容器・包装への記載により、産地情報の伝達が必要です。

一般消費者への産地情報の伝達
一般消費者に米・米加工品を販売・提供する場合には、 
　❶ 玄米・精米、もち（一部）のように、JAS法で原料原産地表示の義務がある場合は、JAS法に従い、これまでどおり

表示をしてください。
　❷ 上記の義務が無い場合には、米トレーサビリティ法に基づき産地情報の伝達を行うことが必要となります。
　　ただし、外食店等で米飯類以外のものを提供する場合は、米飯類以外のものの産地情報の伝達は不要です。
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個人の部
順位 氏名 記録

小学生低学年の部は1.5km、
小学生中学年の部以上は3.0kmのコースで行われました。

小学生低学年（1.2年）男子の部
優勝 梅村　聡 7分43秒
第2位 岩間　慧 7分58秒
第3位 舟田　拓斗 8分03秒 順位 氏名 記録 順位 氏名 記録
小学生低学年（1.2年）女子の部 小学生高学年（5.6年）男子の部 中学生女子の部

優勝 泰井　柊香 8分30秒 優勝 田中　浩輝 14分00秒 優勝 林　奈南 14分40秒
第2位 井上　鈴奈 8分51秒 第2位 小井土　雅佳 14分02秒 第2位 塩本　早央里 14分49秒
第3位 長沢　美吹 8分54秒 第3位 茂木　胤斗 14分03秒 第3位 小林　華蓮 14分59秒
小学生中学年（3.4年）男子の部 小学生高学年（5.6年）女子の部 高校一般男子の部

優勝 竹内　歩 14分23秒 優勝 酒井　菜月 14分47秒 優勝 阿部　慎伸 15分01秒
第2位 瓜生　森羅 14分25秒 第2位 佐藤　優里彩 15分06秒 第2位 矢島　信男 15分43秒
第3位 古越　祐介 14分25秒 第3位 有坂　真琴 15分13秒 第3位 山川　満久 16分15秒
小学生中学年（3.4年）女子の部 中学生男子の部 高校一般女子の部

優勝 梅村　菜々子 16分42秒 優勝 荻原　京介 12分42秒 優勝 石川　優美聖春愛 18分31秒
第2位 櫻井　真優 16分50秒 第2位 栁澤　知宏 12分49秒 第2位 宮原　沙織 18分58秒
第3位 舟田　千夏 17分04秒 第3位 翁川　匠太 12分54秒 第3位 松田　恵美 19分06秒

団体の部　（チーム3人の合計タイムで順位を決定しています。）
順位 チーム名 選手名 選手名 選手名 記録

小学生低学年（1.2年）男子の部
優勝 御代田北野球チーム 岩間 慧 内堀 怜 梅村 聡 25分15秒
第2位 おれたち逃走中 神津 颯冬 佐藤 桜騎 加藤 大雅 26分50秒
第3位 ガンガンキャラクシー 平岡 拓海 森泉 大和 高山 希羽 28分25秒

小学生低学年（1.2年）女子の部
優勝 クローバー 井上 鈴奈 高柳 菜乃香 松山 朋代 28分07秒
第2位 プリティ2年生チーム 北澤 霞 小林 藍子 金沢 七海 31分21秒
第3位 レインボーチーム 遠藤 未菜 内堀 志保 片山 はんな 32分02秒

小学生中学年（3.4年）男子の部
優勝 野球魂 江橋 直人 大友 隆太郎 藤野 寅然 43分36秒
第2位 ホワイトドラゴン 林 亮太 古越 良 佐々木 陽冬 44分32秒
第3位 サムライＪＡＰＡＮ 古越 祐介 内堀 光陽 佐藤 晴樹 45分20秒

小学生中学年（3.4年）女子の部
優勝 嵐大好きチーム 梅村 菜々子 堀篭 琴芽 大井 伶菜 55分30秒
第2位 もみじチーム 山屋 佳怜 田中 さくら 有坂 千紘 57分03秒
第3位 仲よしニコニコ三人組 尾台 紗也加 安藤 千伽奈 遠藤 美憂 57分10秒

小学生高学年（5.6年）男子の部
優勝 南小キッズ 茂木 胤斗 森泉 唯太 荻原 克崇 43分38秒
第2位 御代田北最強 堀篭 泰知 尾沼 涼佑 梅村 清 43分40秒
第3位 チーム減速禁止 田中 浩輝 斉藤 圭冬 小井土 雅佳 44分17秒

小学生高学年（5.6年）女子の部
優勝 3283仲良しチーム 佐藤 優里彩 有坂 真琴 加藤 成美 47分56秒
第2位 ラッキー3人組 小林 結衣子 芝田 鈴美 内堀 美優 48分30秒
第3位 ブラック☆サンダーズ 荻原 美紅 小林 裕希 内堀 智那美 49分19秒

中学生男子の部
優勝 お先にどうぞ 栁澤 知宏 翁川 匠太 澤 伸明 38分48秒
第2位 グルトモチモチ団 望月 涼介 髙山 伊織 遠藤 拓哉 40分02秒
第3位 御代田中Ａ 荻原 京介 小井土 博哉 内堀 大輔 42分39秒

中学生女子の部
優勝 御代田中ガールズＢ 土屋 なつみ 塩本 早央里 杉原 りこ 49分40秒
第2位 御代田中ガールズＡ 小林 華蓮 岩崎 若葉 外池 留佳 51分27秒

高校一般男子の部
優勝 北小濁川 直井 義和 水澤 良光 佐々木 哲也 52分22秒
第2位 北小龍神 胡桃澤 宣光 田中 俊太 森角 亮介 56分55秒

高校一般女子の部
優勝 北小美女団その1 土屋 香織 宮原 沙織 石川 優美聖春愛 57分24秒

11月7日開催 結果
第26回町民健康マラソン大会
第５回町民団体マラソン大会
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