一般社団法人兵庫県農業会議 農業委員会ネットワーク業務
に関する規程
Ⅰ

総則

１

目的
この規程は 、農業 委員 会等に関する 法律（昭 和 26 年法律第 88 号。以下「法」
という。）第 44 条第 １項の規定に 基づき、法第 42 条第１項 の農 業委員会ネ
ットワーク機構（以下「機構」という。）として兵庫県知事（以下「知事」
という。）の指定を受けた一般社団法人兵庫県農業会議（以下「この法人」
という。）が 行う法 第 43 条第１項に規定 する農業委員 会ネット ワーク業務
の実施方法等 を定め、もってその適 正かつ確 実な 実施に資 すること を目的と
する。

２

基本方針
この法人は、 法及びこ れに基づく命 令等によ るもののほか 、この規 程に従
い、公正かつ 的確に 農 業委員会ネッ トワーク 業務を実施す る。

Ⅱ

農業委員 会ネット ワーク業務の 実施方法 に関する事項

１

業務実施 体制
この法人は、 農業委員 会ネットワー ク業務の 実施に 関する 組織を構 成し、
これに従事す る役員及 び職員を適切 に配置す る。

２

業務の内 容・ 実施 方法 等
この法人が行 う農業委 員会ネットワ ーク業務 の内容及び実 施方法は 、以下
のとおりとす る。
(１)農業委員 会相互の 連絡調整及び 農業委員 会に対する支 援業務
この法人は、 農業委員 会 等からの問 い合わせ 及び相談に対 応するた め、
これに必要な 職員を配 置するほか、 農業委員 会の委員 、農 地利用最 適化推
進委員及び職 員に対す る講習 ・研修 会の開催 等の必要な業 務を行う 。
(２)農地に関 する情報 の収集、整理 及び提供 業務
この法人は、 農業委員 会等の協力を 得て農地 に関する情報 を収集 ・ 整理
し、農業委員 会 や農業 者、関係行政 機関 及び 農地中間管理 機構 等 に 対し、
必要な情報を 提供する 。
(３)農業経営 を営み、 又は営もうと する者に 対する支援業 務
この法人は、 新規 参入 希望者等によ る就農・ 参入 に対応す るため、 これ
に必要な職員 を配置す るほか、 これ らの者に 対し、相談対 応や説明 会の開
催、情報提供 、研修機 関の紹介及び 関係農業 委員会との連 絡調整等 の必要
な業務を行う 。
(４)法人化の 支援その 他農業経営の 合理化支 援業務
この法人は、 農業者等 からの法人化 等に関す る 相談に対応 するため 、こ
れに必要な職 員を配置 するほか、 農 業経営の 合理化及び法 人化の推 進のた
めの研修会の 開催、中 小企業診断士 や税理士 等の派遣等の 必要な 業 務を行
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う。
(５)認定農業 者等農業 の担い手の組 織化及び 組織の運営支 援業務
この法人は、 認定農業 者等を対象と した研修 会の開催等に より、そ の主
体的な組織化 の取組み を支援するほ か、認定 農業者 等を構 成員とす る 農業
者組織の事務 局を担当 する等の組織 運営の支 援のための必 要な業務 を行う。
(６)農業一般 に関する 調査及び情報 の提供業 務
この法人は、 農地価格 や農作業料金 等に関す る調査を実施 するほか 、広
く農業一般に ついての 情報を収集し 、 農業者 、農業委員会 及び農地 中間管
理機構等の関 係機関 に 対し情報の提 供を行う 。
また、調査及び 情報の 提供にあたっ ては、法 第 42 条第１項に より 農林水
産大臣の指定 を受けた 機構及び農業 委員会と 適切に連携す る。
(７)農地法等 その他の 法令の規定に より機構 が行うものと された業 務
この法人は、 定款の定 めるところに より、 農 地法その他の 法令の規 定に
より機構が行 うものと された業務 に ついて 、関係行政機関 との調整 のもと、
適正かつ円滑 に処理す る。
また、役職員 に対し て 、この業務が 行政機関 の処分に影響 を与える もの
であることを 認識し、 特に 公正な処 理を行う べきものであ ることを 周知す
る。
Ⅲ

農業委員 会ネット ワーク業務に おける情 報の管理 及び 秘密の保 持の方法 に
関する事項

１

秘密の保 持
この法人は 、法第 47 条の規定に基 づき、役 員及び職員 に 対し、農 業委員会
ネットワーク 業務 に関 して知り得た 秘密 の保 持を徹底させ る。

２

個人の権 利利益侵 害禁止
この法人は、 役員及び 職員が農業委 員会ネッ トワーク業務 を遂行す るため
個人情報を取 り扱う際 に は、個人情 報の保護 の重要性を認 識し、個 人の権利
利益を侵害す ることの ないようにす る。

３

個人情報 の目的外 使用の禁止
この法人は、 役員及び 職員に対し、 農業委員 会ネットワー ク業務に 関する
個人情報を当 該業務の 遂行以外の目 的に は使 用させな いも のとする 。

４

個人情報 保護管理 者の設置
この法人は、 個人情報 の安全管理の 実施及び 運用に関する 事務を総 括する
ため、一 般社団法 人兵 庫県農業会議 個人情報 保護規程 第 17 条に規 定する個人
情報保護管理 者（以下 「個人情報保 護管理者 」という。） を１人置 く。

５

個人情報 の取得
この法人は、 役員及び 職員が、農業 委員会ネ ットワーク業 務に関す る個人
情報を取得す る場合に は、当該業務 の遂行に 必要な限度 に おいて 行 う ことと
する。その際 、偽りそ の他不正の手 段による 個人情報の取 得は行わ ない もの
とする。
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６

個人情報 の取扱い
この法人は、 農業委員 会ネットワー ク業務に 関する個人情 報の漏え い、改
ざん、滅失、 毀損その 他の事故を防 止するた め、役員及び 職員に対 し、個人
情報の管理を 厳重に行 わせる。
特に、保有す る個人情 報の複製若し くは送信 又は個人情報 の可搬性 外部記
録媒体への記 録 並びに 個人情報が記 録されて いる媒体の送 付又は持 ち出しは 、
個人情報保護 管理者が 特に必要と認 める場合 以外には行わ ない もの とする。
また、保有し ている個 人情報が不要 となった 場合には、当 該情報の 復元、
判読が不可能 な方法に より消去又は 廃棄する 。

７

農地情報 公開シス テム に関する セキュリ ティ対策
農地情報公開 システム を利用して個 人情報を 含む情報を取 り扱う場 合には、
以下のセキュ リティ対 策を講 ずる。
(１)個人情報 にアクセ スするための 識別・認 証システムを 構築する 。
(２)個人情報 にアクセ スできる権限 を付与す る者は 、必要最低 限 の 者と する 。
(３)個人情報 を容易に 複製でき ない よう 、厳 格な制限を設 ける。
(４)個人情報 へのアク セス状況並び に個人情 報の登録、削 除および 複製の状
況の記録を徹 底し、不 正を疑われる ような異 常がないか 、 定期的に 確認す
る。
(５)ネットワ ーク外部 からの不正ア クセスを 制御するため 、ファイ アウォー
ルの設定等に よる防御 システムを構 築する。
(６)オペレー ティング システム及び ソフトウ ェアに関する 脆弱性対 策、ウイ
ルス対策ソフ トの更新 等を講 ずる。
(７)個人情報 にアクセ スできる端末 は、一般 のインターネ ット回線 には接続
しないものと する。
(８)個人情報 にアクセ スできる端末 の使用に ついては、 個 人情報保 護 管理者
が指定する者 以外は使 用できないよ う 、パス ワード等の設 定による 適切な
管理を行う。
また、当該端 末 につい て は、その使 用の際に 外部の者が見 ること の でき
ないよう、設 置 場所等 にも配慮する 。

８

個人情報 の第三者 への提供
この法人は、 役員及び 職員が 、農業 委員会ネ ットワーク業 務に 関す る 個人
情報を第三者 に提供す る場合には 、あら かじ め本人の同意 を得 るも のとする 。
なお、その場 合は、提 供を受ける者 に対し、 利用目的、利 用形態、 利用後
の廃棄又は返 還等の方 法等を記載し た書面の 提出をさせな ければな らないも
のとする。
ただし、各機 構、農業 委員会、関係 行政機関 等、農地中間 管理機構 その他
農林水産省令 で定めら れた者に提供 する場合 は、この限り でない。

９ 個人情報の取 扱い に関する苦情 対応
この法人は、 役員及び 職員 に対し、 農業委員 会ネットワー ク業務に 関する
個人情報の取 扱いに関 する苦情 への 適切かつ 迅速な処理に 努めさせ る。
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その際、苦情 処理窓口 の設置等必要 な体制を 整備 するとと もに 、 当 該窓口
の設置等に関 し、何人 にも 知り得る 状態に お く。
10

法令等違 反時の対 応
この法人は、 役員及び 職員に対し、 その取り 扱う個人情報 について 法令若
しくは本規程 に違反す る事態が生じ 、又は生 じるおそれが あること を知った
ときは、直ち に 個人 情 報保護管理者 に報告さ せ、その対策 を講じさ せる。
また、報告を 受けた 個 人情報保護管 理者は、 直ちにその旨 を 、機構 を主管
する兵庫県担 当部署 に 報告する。

11

個人情報 の管理状 況の監査・点 検等
個人情報保護 管理者 は 、個人情報の 管理状況 について、定 期又は随 時に監
査・点検を実 施し、個 人情報の取扱 い方法の 見直しその他 必要な措 置を講 ず
る。
また、個人情 報 保護管 理者は、個人 情報を取 り扱う全ての 役員及び 職員に
対し、個人情 報の適切 な管理のため 、情報シ ステムの管理 、運用及 びセキュ
リティ対策に 関し必要 な教育研修を 定期的（ 年１回以上） に行う。

12

その他個 人情報保 護に必要な措 置
この法人は、１ から 11 に掲げるもの のほか 、一般社団法人 兵庫県 農業会議
個人情報保護 規程を 定 めるなど 、個人情 報の 保護 のため必 要な措置 を講 ずる 。

Ⅳ

その他農 業委員会 ネットワーク 業務の実 施に関し必要 な事項

１

業務委託
この法人は、 農業委員 会ネットワー ク業務の うち 、委託す ることが 適当 と
認められるも のについ て、適切な管 理を行う 能力を有する と認めら れる 者を
委託者として 選定 し、 業務内容を明 確にして 委託する。
その際、競争 入札等に よるコストの 低減 及び 透明性の確保 に努める 。
また、契約書 に は、秘 密の保持 や再 委託の禁 止 等必要な事 項を明記 すると
ともに、委託 者に対し 、 必要かつ適 切な監督 を行う 。

２

監督命令 、指定取 消しの際の対 応
この法人は、 法第 49 条の規定によ る監督命 令に速やかに 従う 。
また、法第 50 条第 １ 項の規定によ る指定の 取消しを受け た場合は 、秘密保
持及び個人情 報 の 保護 に配慮しつつ 、農業委 員会ネットワ ーク業 務 の継続性
が確保される よう、新 たに指定され た法人に 当該業務を引 き継ぐ。

３

関係行政 機関等に 対する意見の 提出
この法人が、法 第 53 条第１項の規 定により 実施する意見 の 提出は 、書面に
より行う。

Ⅴ

補則

１

規程の変 更
この規程の変 更は、総 会の決議を経 て、法第 44 条第１項の規定 に よる知事
の認可を受け ることに より行う。
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２

その他
この規程に定 めるもの のほか、農業 委員会ネ ットワーク業 務の実施 に必要
な事項は、会 長が別に 定める。
附

則

この規程は 、法 第 44 条第１項の規定 により知 事の認可を受 けた日か ら施行す
る。
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