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情報システム機能構成図（Ａｓ－Ｉｓ） 

システム名 システム機能 参照・更新 
パターン 

米穀の検査情報入力機能 米穀の検査情報を管理 更新 
生産者情報取込機能 生産二次システムより､生産者情報を取り込む 参照 

米穀の検査結果データ作成機能 検査結果報告システムに、米穀の検査情報を引き渡す 参照 
米穀の検査情報集計機能 米穀の検査情報を集計 参照 

米麦の検査買入システム（米穀） 米穀の検査情報管

理 

米穀の検査情報出力機能 米穀の検査情報等をモニタリスト（報告書等）・CSV形式

で出力 参照 

麦類の検査情報入力機能 麦類の検査情報を管理 更新 
生産者情報取込機能 生産二次システムより､生産者情報を取り込む 参照 

送信ファイル作成機能 本省送信用ファイルを作成 参照 

麦類の検査結果データ作成機能 麦類の検査結果データを作成する 更新 

麦類の検査情報集計機能 麦類の検査情報を集計 参照 

米麦の検査買入システム（麦類） 
 

麦類の検査情報管

理 

麦類の検査情報出力機能 麦類の検査情報等をモニタリスト（報告書等）・CSV形式

で出力 参照 

生産者調査情報入力機能 米穀・麦類調査票の情報を管理 更新 

米穀現在高客体情報作成機能 米穀現在高等調査属性ファイルデータを作成 参照 

送信ファイル作成機能 本省送信用ファイルを作成 参照 

生産者調査情報集計機能 調査データを集計 参照 

生産集荷二次システム 生産者調査情報管

理 

生産者調査情報出力機能 生産者情報をモニタリスト（報告書等）・CSV形式で出力 参照 

米穀の検査結果情報出力機能 米穀の検査結果情報等をモニタリスト・CSV形式で出力 参照 検査結果報告システム 検査結果情報管理 
送信ファイル作成機能 本省送信用ファイルを作成 参照 

米穀現在高調査情報入力機能 客体・整理簿の情報を管理 更新 

送信ファイル作成機能 本省送信用ファイルを作成 参照 

調査情報集計機能 調査データを集計 参照 

生産者の米穀現在高調査システム 米穀の現在高調査

情報管理 

調査情報出力機能 米穀の現在高調査情報をモニタリスト（報告書等）・CSV形
式で出力 

参照 

消費動向調査情報入力機能 客体・整理簿の情報を管理 更新 

送信ファイル作成機能 本省送信用ファイルを作成 参照 

調査情報集計機能 調査データを集計 参照 

米の消費動向等調査システム 
 
 

米穀の消費動向調

査情報管理 

調査情報出力機能 米穀の消費動向調査情報をモニタリスト（報告書等）・CSV
形式で出力 

参照 

実績報告入力機能 実績報告野帳の情報を管理 更新 流通消費システム 流通消費実績管理 
他県データ受信機能 卸売業者の他県販売等データの受信 更新 
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情報システム機能構成図（Ａｓ－Ｉｓ） 

システム名 システム機能 参照・更新 
パターン 

本省報告機能 自県卸売業者販売等データの送信 参照 流通消費システム （続き） 流通消費実績管理 
（続き） 他県販売の実績証明 卸売業者の他県販売実績等情報を管理 参照 

生産動態調査結果の情報を管理 更新 品目別生産量報告入力機能 
企業動態調査結果の情報を管理 更新 

生産動態調査検索機能 動態調査結果を検索 参照 

生産動態調査システム 生産動態調査管理 

生産動態報告書出力機能 生産動態報告書を作成 参照 
予定価格マスタ入力機能 予定価格マスタの情報を管理 更新 
業者マスタ入力機能 指定業者マスタの情報を管理 更新 
銘柄コードマスタ入力機能 銘柄コードマスタの情報を管理 更新 
申込書入力機能 申込書の情報を管理 更新 
審査入力機能 審査結果情報を管理 更新 
買限度数量データ作成機能 買受限度数量データを作成 参照 
売渡限度数量データ作成機能 売渡限度数量データを作成 参照 
採用決定データ作成機能 採用決定データを作成 参照 
決裁公表資料出力機能 決裁公表資料を作成 参照 

ＳＢＳ入札システム ＳＢＳ米の入札管

理 

採用者決定一覧出力機能 採用者決定一覧表を作成 参照 
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情報システム機能構成図（Ａｓ－Ｉｓ） 

システム名 システム機能 参照・更新 
パターン 

超勤入力機能 勤務状況の情報を管理 更新 
手当等調整値入力機能 給与手当等の情報を管理 更新 
給与実績データ作成機能 給与実績データを作成 参照 
前渡資金交付申請出力機能 前渡資金交付申請書の作成 参照 

金種計算表を作成 参照 
給与明細を作成 参照 

給与システム 
 

給与管理 

金種計算帳票出力機能 

給与袋を作成 参照 
ＮＫ給与帳票を作成 参照 
給与統括表を作成 参照 
振込明細票を作成 参照 

ＮＫ給与システム 給与管理 給与帳票出力機能 

職員別給与簿を作成 参照 
標準報酬システム 共済管理 共済情報入力機能 事前連絡表（共済情報）の情報を管理 更新 

旅費実績入力機能 旅費実績（照査後資金要求）の情報を管理 更新 
給与実績入力機能 給与実績（照査後資金要求）の情報を管理 更新 

支払関係証明書（照査後資金要求）の情報を管理 更新 
資金交付書（照査後資金要求）の情報を管理 更新 

書類入力機能 

資金要求関係書類（照査後資金要求）の情報を管理 更新 
締後仕訳入力機能 締後仕訳の情報を管理 更新 
経費配分額入力機能 経費配分額の情報を管理 更新 

経費残高一覧を作成 参照 
出納計算書を作成 参照 
現金出納簿を作成 参照 

新経理システム 経理管理 

各種帳票出力機能 

給与証明書を作成 参照 
旅費請求書入力機能 旅費請求書の情報を管理 更新 
旅費実績データ作成機能 旅費実績データを作成 参照 
旅費請求書出力機能 旅費請求書を作成 参照 

旅費支払金種表を作成 参照 

新旅費システム 旅費管理 

金種計算帳票出力機能 
旅費支払明細を作成 参照 

収支入力機能 収支一覧表の情報を管理 更新 合計残高試算表システム 決算支援 
合計残高試算表出力機能 合計残高試算表を作成 参照 
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情報システム機能構成図（Ａｓ－Ｉｓ） 

システム名 システム機能 参照・更新 
パターン 

人事情報システム 人事管理 昇格者入力機能 昇給・昇格者の情報を管理 更新 
人事異動情報入力機能 人事異動関係書類の情報を管理 更新 
人事シミュレート入力機能 人事シミュレート結果の情報を管理 更新 

職員名簿システム 人事管理 

辞令出力機能 辞令を作成 参照 
名称マスタ入力機能 名称マスタの情報を管理 更新 

名称マスタ出力機能 名称マスタの情報をモニタリスト・CSV形式で出力 参照 
マスタ管理システム マスタ管理 

送信ファイル作成機能 本省送信用データを作成 参照 

公文書入力機能 公文書の情報を管理 更新 情報通信システム 公文書管理 
公文書情報出力機能 公文書の情報及び送受信一覧表を作成 参照 
輸入届け入力機能 米穀の輸入届けの情報を管理 更新 
名称マスタ入力機能 名称マスタの情報を管理 更新 
輸入届け検索機能 米穀の輸入届けの情報を検索 参照 
輸入届け帳票出力機能 米穀の輸入届け出者一覧を作成 参照 

米穀輸入届出者検索システム 輸入届者管理 

集計表出力機能 米穀の輸入届け出者都道府県別集計一覧を作成 参照 
発送日報入力機能 発送日報の情報を管理 更新 
到着日入力機能 到着日の情報を管理 更新 
加算額日報入力機能 加算額日報の情報を管理 更新 
入出庫日報入力機能 入出庫の情報を管理 更新 
運送指示データ取込機能 運送指示の情報を管理 更新 
各種日報検索機能 発送、到着、加算、入庫、出庫日報の情報を検索 参照 
運送指示情報検索機能 運送指示情報を検索 参照 
日報データ出力機能 日報データを作成 参照 

運送実績表を作成 参照 
数量収入実績表を作成 参照 
入出庫日報を作成 参照 

各種帳票出力機能  

運送関係日報を作成 参照 
運送指示データ受信機能 運送指示データを受信 更新 
入出庫日報データ送信機能 入出庫日報データを送信 参照 

米穀の情報管理システム 政府運送実績管理 

到着,発送,加算額日報データ送信機能 到着,発送,加算額日報データを送信 参照 
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情報システム機能構成図（Ａｓ－Ｉｓ） 

システム名 システム機能 参照・更新

パターン 
麦類売渡管理 販売情報データ作成機能 売渡（麦の売渡販売情報更新）の情報を管理 参照 

支払結果入力機能 支払証票（在庫情報）の情報を管理 更新 米穀買入管理 
在庫調査帳票出力機能 政府在庫調査を作成 参照 
入出庫高データ取込機能 期別入出庫高の情報を管理 更新 
保管料データ取込機能 保管料計算書の情報を管理 更新 
入出庫高帳票出力機能 期別入出庫高表を作成 参照 

倉庫保管料管理 

保管料帳票出力機能 保管料計算書を作成 参照 
対象米穀入力機能 売渡対象米穀の情報を管理 更新 

対象米穀報告書を作成 参照 
対象米穀県別一覧表を作成 参照 

販売メニュー作成

支援 各種帳票出力機能 

対象米穀一覧表を作成 参照 
売却カード入力機能 買受申請書の情報を管理 更新 
納入告知書入力機能 納入告知書の情報を管理 更新 
荷渡指図書入力機能 荷渡指図書の情報を管理 更新 

入庫指示の情報を管理 更新 入庫指示・修正入力機能 
入庫計画の情報を管理 更新 
売却決議書等を作成 参照 
納入告知書を作成 参照 

米穀売渡管理 

各種売渡帳票出力機能 

荷渡指図書を作成 参照 
運送カード入力機能 受入計画書及び運送指令の情報を管理 更新 
運送情報入力機能 発送計画書、運送決議書の情報を管理 更新 
発送情報入力機能 発送計画書の情報（受領月日）を管理 更新 

運送指示書を作成 参照 
発送計画書を作成 参照 
運送決議書を作成 参照 
荷渡指図書を作成 参照 

政府運送管理 

運送指示帳票出力機能 

管理換通知書（本・控）を作成 参照 
入出庫計画書の情報を管理 更新 倉庫（入庫）入力機能 

 入庫日報の情報を管理 更新 
入出庫計画書の情報を管理 更新 

在庫管理システム 

倉庫管理 

倉庫（出庫）入力機能 
出庫日報の情報を管理 更新 
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情報システム機能構成図（Ａｓ－Ｉｓ） 

システム名 システム機能 参照・更新

パターン 
倉庫（入庫）帳票出力機能 荷渡指図書発行状況票を作成 参照 倉庫管理 

（続き） 倉庫（出庫）帳票出力機能 荷渡指図書発行状況票を作成 参照 
買受入力機能 買受申込書の情報を管理 更新 

申込書入力確認書（売却決定）の情報を管理 更新 売却入力機能 
売却決定（様式６号）の情報を管理 更新 
対象米穀一覧表を作成 参照 
申込書入力確認書を作成 参照 
申込書送信リスト 参照 
売却決定通知書（様式５号）を作成 参照 

加工用米穀の売渡

管理 

加工用米販売帳票出力機能 

売却決定通知書（様式６号）を作成 参照 
特別会計歳入管理 収入金報告入力機能 米麦販売の収入金の情報を管理 更新 

在庫の情報を管理 更新 
買受人の情報を管理 更新 
名称の情報を管理 更新 

在庫管理システム（続き） 

名称マスタ管理 各種名称マスタ入力機能 

実績の情報を管理 更新 
データ入力機能 支出・戻入各種関係の情報を管理 更新 
ＡＤＡＭＳデータ取込機能 収入金・資金要求の情報を管理 更新 

ＡＤＡＭＳ連携システム アダムス連携機能 

受渡データ出力機能 ＡＤＡＭＳ連携データを作成 参照 
買入情報データ入力 麦類買入成績報告の情報を管理 更新 

麦類買入成績報告（旬報）を作成 参照 
ホスト処理システム 
【B58,B581】 

麦類買入実績の 
管理 買入帳票出力機能 

麦類買入成績報告（年報）を作成 参照 
買入情報データ入力 麦の買入倉庫規模別数量及び倉所数報告の情報を管理 更新 ホスト処理システム 

 【M0080】 
倉庫別買入実績の

管理 倉庫数帳票出力機能 麦の買入倉庫規模別買入数量及び倉所数報告の情報を作

成 
参照 
 

麦産費パラメータ入力機能 麦産費処理情報を管理 更新 ホスト処理システム 
（食糧貿易～麦作経営安定資金）【M20】 

麦生産費情報の 
管理 麦生産費調査帳票出力機能 麦生産費調査情報を作成 参照 

港湾倉庫報告データ入力機能 港湾倉庫収容力等調査報告の情報を管理 更新 
配船通知データ入力機能 配船原案決定通知の情報を管理 更新 
港湾倉庫調査帳票出力機能 港湾倉庫収容力等調査報告を作成 参照 

ホスト処理システム 
（食糧貿易～輸出入に係る船舶の輸入港の決

定） 【B023,B021】 

輸入港の決定支援 

配船通知帳票出力機能 配船原案決定通知を作成 参照 
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情報システム機能構成図（Ａｓ－Ｉｓ） 

システム名 システム機能 参照・更新

パターン 
本船入港報告データ入力機能 本船入港報告（湾岸管理情報）の情報を管理 更新 
本船入港報告帳票出力機能 本船入港報告を作成 参照 

ホスト処理システム 
（食糧貿易～港湾諸掛の審査）【B022】 

本船入港管理 

諸掛ＣＳＶ出力機能 売渡諸係概算金額リストのＣＳＶ作成 参照 
売却実績データ入力機能 政府直接売却実績報告の情報を管理 更新 
入札情報データ入力機能 入札書の情報を管理 更新 
売却帳票出力機能 政府直接売却実績報告（国内産）を作成 参照 
売渡ＣＳＶ出力機能 政府直接売却実績（国内産）ＣＳＶファイルを作成 参照 
売却帳票出力機能 政府直接売却実績報告（外国産）を作成 参照 

ホスト処理システム 
（消費流通～主食用米穀の売渡実施） 
【B536,B537】 
 

政府米直接売却情

報の管理 

売渡ＣＳＶ出力機能 政府直接売却実績（外国産）ＣＳＶファイルを作成 参照 
運送情報データ入力機能 基準単価報告の情報を管理 更新 
基準単価帳票出力機能 基準単価報告を作成 参照 
日報データ帳票出力機能 運送日報データリスト作成 参照 
コスト付与マスタ作成機能 日報チェック・コスト付与マスタを作成 参照 

ホスト処理システム 
（消費流通～主要食糧等の運送経費請求） 
【B950,B951,B952】 

運送経費管理 

各種帳票出力機能 計算書、実績表、年計表、検討表を作成 参照 
検査結果データ入力機能 国内産大豆の検査成績報告の情報を管理 更新 
検査報告帳票出力機能 国内産大豆の検査成績報告を作成 参照 

ホスト処理システム（消費流通～国内農産物及

び包装の検査） 
【M563】 

国内産農産物の検

査結果管理 

検査成績ＣＳＶ出力機能 国内産大豆の検査成績ＣＳＶファイルを作成 参照 

検査データ入力機能 外国産農産物検査成績報告の情報を管理 更新 
検査報告帳票出力機能 外国産農産物検査成績報告を作成 参照 

ホスト処理システム（消費流通～輸入米穀・輸

入麦類の検査）【M562】 
外国産農産物検

査情報管理 
検査成績ＣＳＶ出力機能 外国産農産物検査成績ＣＳＶファイルを作成 参照 

調査データ入力機能 米穀の作付面積調査報告の情報を管理 更新 
調査帳票出力機能 米穀の作付見込面積一覧を作成 参照 

ホスト処理システム（米穀の需給安定政策～米

穀の生産者に関する調査） 

【M432】 

米穀の生産者管理 

報告データ加工出力機能 品種別作付見込面積階層一覧を作成 参照 
データ保存管理機能 生産者の麦類消費販売の情報を保存 参照 ホスト処理システム（米穀の需給安定政策～麦

類の生産者に関する調査） 
【M45】（廃止予定） 

麦類の生産者管理 

調査帳票出力機能 生産者の麦類消費販売情報を作成 

 

参照 

 

データ保存管理機能 麦の品種別出回りの情報を保存 参照 ホスト処理システム（米穀の需給安定政策～麦

類の調査結果・分析） 
【M861】（廃止予定） 

麦類の生産者管理 
調査帳票出力機能 麦の品種別出回り状況情報を作成 

 
参照 
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情報システム機能構成図（Ａｓ－Ｉｓ） 

システム名 システム機能 参照・更新 
パターン 

管理費明細データ入力機能（特別

会計） 
管理費用明細（特別会計）の情報を管理 

 
更新 

買入費用データ入力機能 米麦買入費用明細の情報を管理 更新 

売却費用データ入力機能 売却費用明細の情報を管理 更新 

管理費報告出力機能（特別会計） 管理費明細報告（月報）を作成 

 

参照 

 

買入金額ＣＳＶ出力機能 買入金額報告ＣＳＶファイルを作成 参照 

ホスト処理システム（総務～特別会計の決算） 
【M22】【M570,M59,M590】 

特別会計決算管理 

売却金額ＣＳＶ出力機能 売却金額報告ＣＳＶファイルを作成 参照 
収支データ入力機能 特別会計収支の情報を管理 更新 
収支日計表帳票出力機能 食糧管理特別会計収支日計表報告を作成 参照 

ホスト処理システム（総務～支出管理） 

【M230】 

特別会計収支管理 

負担額計算帳票出力機能 割引料勘定別負担額計算表を作成 参照 
国有財産データ入力機能 国有財産減価償却報告の情報を管理 更新 
再評価データ入力機能 国有財産再評価に係る修正の情報を管理 更新 
国有財産減価償却出力機能 国有財産減価償却報告を作成 参照 

ホスト処理システム（総務～国有財産（営繕・

管理）） 
【M190,M191】 

国有財産管理 

減価償却修正出力機能 国有財産減価償却修正報告を作成 参照 
国内産麦類検査成績格付理由デ

ータ作成・入力機能 
国内産麦類検査成績格付理由の情報を管理 

 

更新 

 

国内産麦類検査成績ＣＳＶ出力

機能 

国内産麦類検査結果報告（検査成績）ＣＳＶファイルを作

成 

参照 

 

ホスト処理システム（消費流通～国内農産物及

び包装の検査） 

【M56,M561】 

 

 

 

 

国内産麦類検査

成績情報の管理 

 

国内産麦類格付理由ＣＳＶ出力

機能 
国内産麦類検査結果報告（検査成績）ＣＳＶファイルを作

成 
参照 
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情報システム機能構成図（Ａｓ－Ｉｓ） 

システム名 システム機能 参照・更新 
パターン 

米穀作付規模別生産者数等デー

タ作成機能 

米穀の作付規模別生産者数等情報を管理  

 
更新 

麦の作付規模別データ入力機能 麦の作付規模別情報を管理  

 更新 

稲の品種別作付面積データ入力

機能 
稲の品種別作付面積情報を管理 

 更新 

麦の品種別作付面積データ入力

機能 
麦の品種別作付面積情報を管理  

 更新 

米の作付規模別及び売渡階層別 
生産者数等データ作成機能 米の作付規模別及び売渡階層別生産者数等情報を管理 更新 

米穀生産者の階層別売渡状況デ

ータ作成機能 
米穀生産者の階層別売渡状況調査情報を管理 更新 

米穀作付規模別生産者数等帳票

出力機能 

米穀の作付規模別生産者数等報告を作成 

 
参照 

麦の作付規模別帳票出力機能 麦の作付規模別報告を作成 参照 

稲の品種別作付面積帳票出力機

能 
稲の品種別作付面積報告を作成 参照 

麦の品種別作付面積帳票出力機

能 
麦の品種別作付面積報告を作成 参照 

米の作付規模別及び売渡階層別

生産者数等帳票出力機能 

米の作付規模別及び売渡階層別生産者数等報告を作成 

 
参照 

ホスト処理システム（米穀の需給安定政策～米 
穀の調査結果の分析） 

【M07,M081,M43,M4301】 

【M071,M08】 
米穀の生産者管理 

米穀の生産者管理 
 

 

 

 

米穀生産者の階層別売渡状況帳

票出力機能 

米穀生産者の階層別売渡状況調査報告を作成 

 

参照 
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情報システム機能構成図（Ａｓ－Ｉｓ） 

システム名 システム機能 参照・更新 
パターン 

品位等検査結果データ作成機能

（登録検査機関） 

登録検査機関が実施した品位等検査結果情報を管理 

 
更新 

品位等検査結果データ作成機能

（国） 

国が実施した品位等検査結果情報を管理 

 
更新 

等級理由別検査結果データ作成

機能（登録検査機関） 

登録検査機関が実施した等級理由別検査結果情報を管理 
 

更新 

等級理由別検査結果データ作成

機能（国） 

国が実施した等級理由別検査結果情報を管理 

 
更新 

水分含有率検査結果データ作成

機能（登録検査機関） 

登録機関機関が実施した水分の含有率に係る検査結果情

報を管理 
更新 

水分含有率検査結果データ作成

機能（国） 

国が実施した水分の含有率に係る検査結果情報を管理 

 
更新 

品位等検査結果帳票・ＣＳＶ出力

機能（登録検査機関） 

登録検査機関が実施した品位等検査結果報告及びＣＳＶ

ファイルを作成 
参照 

品位等検査結果帳票・ＣＳＶ出力

機能（国） 

国が実施した品位等検査結果報告及びＣＳＶファイルを

作成 
参照 

等級理由別検査結果帳票・ＣＳＶ

出力機能（登録検査機関） 

登録検査機関が実施した等級理由別検査結果報告及びＣ

ＳＶファイルを作成 
参照 

等級理由別検査結果帳票・ＣＳＶ

出力機能（国） 

国が実施した等級理由別検査結果報告及びＣＳＶファイ

ルを作成 
参照 

水分含有率検査結果帳票・ＣＳＶ

出力機能（登録検査機関） 

登録機関機関が実施した水分の含有率に係る検査結果報

告及びＣＳＶファイルを作成 
参照 

ホスト処理システム（消費流通～国内農産物及

び包装の検査） 

【M400,M401,M411,M413,M414,M415】 

国内産農産物の検

査結果管理 

水分含有率検査結果帳票・ＣＳＶ

出力機能（国） 

国が実施した水分の含有率に係る検査結果報告及びＣＳ

Ｖファイルを作成 
参照 
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情報システム機能構成図（Ａｓ－Ｉｓ） 

システム名 システム機能 参照・更新 
パターン 

生産者の米穀現在高等調査報告

データ作成機能 生産者の米穀現在高等調査報告（新報告形式）情報を管理
更新 

 

ホスト処理システム（米穀の需給安定政策～米

穀の生産者に関する調査） 

【M4501】 

生産者の米穀現

在高等情報を管

理 生産者の米穀現在高等帳票出力

機能 
生産者の米穀現在高等調査報告を作成 

 

参照 

 

米穀の消費動向等調査報告デー

タ作成機能 
米穀の消費動向等調査報告情報を管理 

 

更新 

 

ホスト処理システム（米穀の需給安定政策～主

要食糧の流通調査）【M81】 
米穀の消費動向

等情報を管理 

米穀の消費動向等調査ＣＳＶ出

力機能 
米穀の消費動向等調査報告ＣＳＶファイルを作成 参照 

都道府県データ作成機能 他県実績報告情報を管理 更新 ホスト処理システム 

【B830】 
卸売業者の需給

実績情報を管理 需給実績帳票出力機能 卸売業者の需給実績報告を作成 参照 
前渡資金交付データ入力機能 前渡資金交付申請書報告の情報を管理 更新 ホスト処理システム（総務～給与・旅費の支払

）【M24】 
給与・旅費管理 

前渡資金交付申請ＣＳＶ出力機能 前渡資金交付申請書のＣＳＶファイルを作成 参照 
運送指令データ作成機能 運送指令情報の管理 更新 

運送指令書を作成 参照 各種帳票出力機能 

 変更指令書を作成 参照 

ホスト処理システム（消費流通～主要食糧等の

運送指示）【M840】 

政府運送管理 

運送指令データ更新機能 運送指令情報の更新 更新 
売渡情報データ作成機能 売渡（麦の売渡販売情報更新）を管理 更新 ホスト処理システム（食糧貿易～麦類売渡に関

する資料の収集・分析） 

【B541-B549】 

麦類売渡実績の管

理 売渡報告ＣＳＶ出力機能 食糧用麦の売渡要領にかかる報告のＣＳＶファイルを作

成 
参照 

 
買受申込数量データ入力機能 政府麦（外国産）買受申込書の買入情報を管理 更新 
売渡数量データ入力機能 政府麦（外国産）買受申込書の売渡情報を管理 更新 
買受申込帳票出力機能 政府麦（外国産）買入申込書を作成 参照 

ホスト処理システム 麦買受情報の管

理 

売渡通知帳票出力機能 売渡予定数量決定通知を作成 参照 
売渡結果データ入力機能 売渡結果の情報を管理 更新 
需給実績データ入力機能 需給実績の情報を管理 更新 
工場需給実績データ入力機能 製粉精麦麦茶工場需給実績情報を管理 更新 
売渡報告帳票出力機能 輸入飼料需給実績報告を作成 参照 

輸入飼料売渡実績報告を作成 参照 

ホスト処理システム（食糧貿易～麦類売渡に関

する資料の収集・分析） 

【B0206,B0207】 

【B552】 

麦類売渡実績の管

理 

需給実績帳票出力機能 

 製粉精麦麦茶工場需給実績（月報）を作成 参照 
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情報システム機能構成図（Ａｓ－Ｉｓ） 

システム名 システム機能 参照・更新 
パターン 

保管料データ取込機能 米麦の保管料関係の情報を管理 更新 
管理換データ取込機能 管理換通知書の情報を管理 更新 

入出庫日報データ取込機能 入出庫日報の情報を管理 更新 
在庫関係帳票出力機能 現在高報告を作成 参照 

入庫実績ＣＳＶ出力機能 保管実績報告（入庫実績）のＣＳＶファイルを作成 参照 

ホスト処理システム（消費流通～主要食糧等の

運送指示） 

【M516,M517】 

【M518,M519】 

【B750,B75,B760,B761】 

政府運送管理 

積数・保管料ＣＳＶ出力機能 保管実績報告（積数、保管料）のＣＳＶファイルを作成 参照 
受払実績データ取込機能 受払実績の情報を管理 更新 ホスト処理システム（消費流通～事業用物品管

理）【M510】 
主要食糧の受払 
実績管理 受払実績帳票出力機能 食糧及び農産物等受払実績報告を作成 参照 

買受申込データ入力機能 買受申込の情報を管理 更新 
売却数量データ入力機能 売却数量（卸業者調整後）の情報を管理 更新 

ホスト処理システム（消費流通～主食用米穀の

売渡実施） 

【B620,B621,B622】 

米穀売渡管理 
（弾力的売却） 

売却対象データ送信機能 売却対象米穀の情報を送信 参照 

米穀売却データ取込機能 米穀売却の情報を管理 更新 
米穀需給帳票出力機能 米穀の売却実績報告を作成 参照 

ホスト処理システム（米穀の需給安定政策～米

穀の需給企画）【B530】 
米穀売渡の実績管

理 

米穀需給ＣＳＶ出力機能 米穀の売却実績報告のＣＳＶファイルを作成 参照 

収入金データ取込機能 米麦販売の収入金の情報を管理 更新 

収入金帳票出力機能 収入金報告を作成 参照 

月計表帳票出力機能 歳入金徴収月計表作表 参照 
調定済金額表帳票出力機能 調定済金額表作表 参照 
売却一覧帳票出力機能 売却一覧表作表 参照 
収入金ＣＳＶ帳票出力機能 収入金報告のＣＳＶファイルを作成 参照 

ホスト処理システム（総務～歳入管理） 
【M010】 

特別会計歳入管理 

送信データ帳票出力機能 送信ファイル作成 参照 

実績報告データ取込機能 実績報告データ取込 更新 

買受人データ取込機能 買受人マスタ報告取込 更新 
名称マスタデータ取込機能 名称マスタ報告取込 更新 
在庫状況報告データ取込機能 在庫状況報告取込 更新 

ホスト処理システム（総務～プログラムの変更

及びデータ管理） 

【M511,M512,M513,M514,M515】 

在庫マスタ情報

管理 

契約番号データ取込機能 委契番号管理マスタ報告取込 更新 
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情報システム機能構成図（Ａｓ－Ｉｓ） 

システム名 システム機能 参照・更新 
パターン 

データ保存管理機能 米穀品種別出回り情報の保存 参照 ホスト処理システム 

【M860】 （廃止予定） 
米穀品種別出回

り情報の管理 米穀の品種別出回り状況帳票出

力機能 

米穀の品種別出回り状況報告を作成 

 

参照 
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