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2011 年（平成 23 年）度 

政府所有米麦管理業務に係る業務・システム最適化実施評価報告書 

 
                   2012 年(平成 24 年)８月 22 日  

農林水産省行政情報化推進委員会決定 
 

１．総合食料局(旧食糧庁)における情報管理システムに係る業務・システムの概要 

項 目 内 容 

個別管理組織担当課室名 農林水産省総合食料局食糧部食糧貿易課（平成 23

年 4 月～8月） 

農林水産省生産局農産部貿易業務課（平成 23 年 9

月～） 

府省全体管理組織 

担当課室名 

農林水産省大臣官房情報評価課（平成 23 年 4 月～

8月） 

農林水産省大臣官房統計部管理課情報室（平成 23

年 9 月～） 

対象期間 2011 年４月１日～2012 年３月 31 日 

最適化工程の段階 企画段階（次期システム）、運用段階（現行システ

ム） 

 

２．企画、運用の各段階における評価 

 (1) 企画段階における評価（次期システム） 

ア 最適化計画改定等の支援事業者の選定 

(最適化の実施内容) 

総合食料局(旧食糧庁)における情報管理システムに係る業務・システム

最適化計画の改定等支援のための事業者を選定する。 

 

（最適化の実施状況） 

2011 年度においては、最適化計画改定等の支援事業者について選定した。 

① 支援事業者 

・ 契約件名 ：総合食料局情報管理システム最適化計画改定及び次期 

   システム要求仕様書等作成支援業務 

・ 入札公告日：2010 年 12 月 10 日 

・ 契約日  ：2011 年４月１日 

・ 契約事業者：みずほ情報総研株式会社 

・ 契約期間 ：2011 年４月１日～2011 年 12 月 28 日 

・ 契約形態 ：一般競争入札 

・ 契約額  ：29,137,500 円（税込） 

 

【最適化実施の評価】 

   ○ 課題及び問題とその原因 

     なし 

   ○ 対策 

     なし 
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イ 最適化計画の改定 

(最適化の実施内容) 

総合食料局(旧食糧庁)における情報管理システムに係る業務・システム

最適化計画を改定する。 

 

（最適化の実施状況） 

現行機器のリース期間満了（平成 25 年 3 月末）を契機として、総合食料

局情報管理システムの一層の機能強化とコスト削減を図ること等を目的と

して、当該システムの「最適化計画」を改定することとし、名称を「政府所

有米麦管理業務の業務・システム最適化計画」と改め、2011 年（平成 23 年）

12月27日付けで農林水産省行政情報化推進委員会において最適化計画の改

定を決定した。 
【最適化計画掲載ＵＲＬ】 
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/densi_seihu/d_sousyoku_kanri

/index.html 

 

【最適化実施の評価】 

   ○ 課題及び問題とその原因 

     なし 

   ○ 対策 

     なし 

 

   ウ 次期システムの要件定義等の作成 

(最適化の実施内容) 

改定した最適化計画に基づき現行システムの機能整理・削除及び政府が

所有する米麦の売買等業務の制度改正に伴う機能追加等を行うための次期

システムの構築に係る要件定義等を作成する。 

 

（最適化の実施状況） 

次期システムの設計に係る要件定義等を作成するとともに、次期システム

の構築に係る調達仕様書（案）の作成及び調達手続きに着手した。 

 

【最適化実施の評価】 

   ○ 課題及び問題とその原因 

     なし 

   ○ 対策 

     なし 

 

 (2) 運用段階における評価（現行システム） 

ア システムの運用 

（最適化の実施内容） 

2008 年から本格運用を開始した総合食料局情報管理システムを継続し

て運用し、政府所有米麦の売買・管理業務における事務の省力化等を推進

する。 
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（最適化の実施状況） 

 (ｱ) ＭＡ米の入札･輸入、政府米（ＭＡ米、国内産米）の保管･販売及び外国

産麦の入札･販売等に係る事務手続きの一部を電子化し、民間事業者に対す

る申請・報告に係る事務負担の軽減と利便性の向上を図った。 

 (ｲ) 政府所有米麦の売買・管理業務の実施体制の変更（2010 年 10 月）に伴い

システム利用者に対する情報検索機能の強化等によりデータ登録等処理時

間を短縮しシステム操作の向上を図った。 

 

【最適化実施の評価】 

○ 課題及び問題とその原因 

業務手続や制度の変更に応じてシステム改修が必要となる。 

○ 対策 

  米麦の買受販売業務担当部署と連絡を密にして計画的に対応し、適切な

システム管理に努める。 

 

イ システム関連業務のアウトソーシング 

（最適化の実施内容） 

総合食料局情報管理システムの運用・保守業務を外部委託する。 

    

（最適化の実施状況） 

システムの運用保守業務については、一般競争入札により調達すること

により予算の適切な執行を図った。 

① システム運用支援業務 

・契約事業者：ソレキア株式会社 

・契約期間：2011 年４月１日～2012 年３月 31 日 

・契約形態：一般競争入札（総合評価落札方式） 

・契約額：52,479,000 円（税込） 

② システム運用保守業務 

・契約事業者：富士通株式会社 

・契約期間：2011 年４月１日～2012 年３月 31 日 

・契約形態：一般競争入札（総合評価落札方式） 

・契約額：115,500,000 円（税込） 

 

【最適化実施の評価】 

   ○ 課題及び問題とその原因 

     なし 

   ○ 対策 

     なし 

 

ウ 運用管理 

（最適化の実施内容） 

システムの安定運用のため、運用支援業者等に、システム監視状況の

結果等を定期的に報告させるとともに、障害を察知した場合は、機器の

保守業者と連携を図って迅速に対処し、システム利用者への影響を最小

限に抑える。 
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（最適化の実施状況） 

業務・システム最適化計画指針（ガイドライン）（2006年（平成18年）3月31

日 各府省情報化統括責任者（ＣＩＯ）連絡会議決定）に基づき、運用支援業

者等との間でサービスレベル合意書（ＳＬＡ）を締結し、システムの運用管理

に当たって一定レベルのサービスの品質保証を確保した。 

また、定期的（毎月）に定例会議（構成メンバー：ＣＩＯ補佐官、大臣官房

統計部管理課情報室職員（大臣官房情報評価課職員）、システム企画班職員、

運用支援業者等）を開催し、運用支援業者等からシステムの稼働状況等の報告

を受けるとともに、年間評価会議（構成メンバーは定例会議に同じ。）を開催

（９月、３月）し、年間を通じてＳＬＡの達成状況の報告を受け、品質の妥当

性を評価した。 

 

【最適化実施の評価】 

○ 課題及び問題とその原因 

なし 

○ 対策 

なし 

 

３．最適化の効果の評価 

 (1) 最適化効果指標の目標値に対する達成度の評価 

【最適化共通効果指標】 

①削減経費 

      一般競争入札により調達を行うこと等を通じて、削減経費目標 532,059

千円を上回る 903,376 千円の経費削減が図られた。 

②削減業務処理時間 

      本省における一般輸入麦の販売事務手続きの一部を電子化したことに

より、削減目標時間 52,624 時間を上回る 55,480 時間の削減が図られた。 

 

４．最適化実施の総合評価 

最適化効果は目標値を上回っており、システムについても個別管理組織の適切

な管理のもとで運用され、課題等は認められない。また、システム更改を見据え、

最適化計画の改定が行われ、さらなる効率化や利便性の向上が期待できるものと

認められる。 

 

５．その他 

なし 

 

６．添付書類 

 ・最適化効果指標・サービス指標一覧 



１　最適化効果指標

(1) 最適化共通効果指標

①削減経費（単位：千円）

②削減業務処理時間（単位：時間）

1,550,570

－

－

－

－

３年度目

－

－

1,550,570

２年度目

削減経費（目標値）（(a)-(b)）

最適化実施後の経費(実績値）(c)

削減経費（実績値）（(a)-(c)）

2007年度

－

初年度目

2005年度

1,550,570

－ －

金額換算（千円）
(3,125円/時間)

時　間

削減業務処理
時間（目標値）
（(a)-(b)）

最適化実施後の
業務処理時間
(実績値）(c)

85,00087,856

最適化実施後の
業務処理時間
(試算値）(b)

52,624

164,450 265,625

－ －

2004年度 2011年度

993,632

556,938 666,194 750,870 903,376

173,375

最適化実施前の
業務処理時間

(a)

439,000 274,550

削減業務処理
時間（実績値）
（(a)-(c)）

55,480140,480

最適化実施後の経費(試算値）(b)

全体

532,059

1,550,570 1,550,570

最適化効果指標・サービス指標一覧

（政府所有米麦管理業務）

全体

最適化実施前の経費(a)

2006年度

884,376

４年度目 ５年度目

2008年度 2009年度

1,046,219 1,018,511

504,351

－

６年度目

2010年度

1,550,570

1,018,511

532,059

799,700

７年度目

2011年度

1,550,570

1,018,511

532,059

647,194
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