


 

情報システム機能構成図（Ｔｏ－Ｂｅ） 

システム名 システム機能 参照・更新 
パターン 

MA米入札予定価格入力機能 MA米入札予定価格を管理 更新 
MA米入札申込書入力機能 MA米入札情報を管理 更新 
MA米入札採用者決定処理 MA米入札採用者情報を管理 更新 
MA米入札採用者検索機能 MA米入札採用者の情報を検索 参照 

買入管理システム 
（米穀の貿易・米穀輸入の買入委託契約（MA 
 米の入札）） 

MA米入札管理 

臨海倉庫収容力等報告入力機能 臨海倉庫収容力等を管理 更新 
SBS米麦予定銘柄登録機能 SBS米麦予定銘柄を管理 更新 
SBS米麦入札予定銘柄作成処理 SBS米麦入札予定銘柄を管理 更新 
SBS米麦入札予定価格入力機能 SBS米麦入札予定価格を管理 更新 
SBS米麦入札採用者決定処理 SBS米麦入札採用者情報を管理 更新 
SBS米麦入札申込書入力機能 SBS米麦入札情報を管理 更新 
入港計画入力機能 入港計画情報を管理 更新 
SBS米麦入札情報検索機能 SBS米麦入札情報を検索 参照 
SBS米麦入札採用者検索機能 SBS米麦入札採用者の情報を検索 参照 

買入管理システム 
（米穀の貿易・米穀輸入の買入委託契約（SBS 
 米の入札）） 
（麦類の貿易・麦類輸入の買入委託契約（SBS 
 麦の入札）） 

SBS米入札管理 

入港計画検索機能 入港計画情報を検索 参照 
麦買入入札予定価格入力機能 麦買入入札予定価格を管理 更新 
麦買入入札申込書入力機能 麦買入入札情報を管理 更新 
麦類買入採用者決定処理 麦類買入採用者決定情報を管理 更新 
船積計画入力機能 船積計画情報の管理 更新 
麦買入採用者検索機能 麦買入採用者の情報を検索 参照 

買入管理システム 
（麦類の貿易・麦類輸入の買入委託契約） 

麦買入入札管理 

入港計画検索機能 入港計画情報を検索 参照 
米穀買入入札参加資格入力機能 米穀買入入札参加情報を管理 更新 
入札参加業者登録機能 入札参加業者情報を管理 更新 

買入管理システム 
（米穀の買入・米穀の買入企画） 

米穀買入入札管理 

米穀買入入札参加業者検索機能 米穀買入入札参加業者の情報を検索 参照 
売買契約書受理入力機能 売買契約書情報を管理 更新 
契約書（契約後）情報検索機能 契約情報を検索 参照 

買入管理システム 
（米穀の買入・米穀の買入契約） 

米穀買入契約管理 

米穀買入落札業者検索機能 米穀買入落札業者情報を検索 参照 
米穀買入入札書入力機能 米穀買入入札情報を管理 更新 
米穀買入落札処理 米穀買入入札採用者情報を管理 更新 
米穀買入情報入力機能 米穀買入情報を管理 更新 
支払証明決議書出力機能 支払証明決議書を作成 参照 
現品領収書出力機能 現品領収書を作成 参照 

買入管理システム 
（米穀の買入・米穀の買入実施） 

米穀買入機能 

入札結果検索機能 入札結果の検索 参照 
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情報システム機能構成図（Ｔｏ－Ｂｅ） 

システム名 システム機能 参照・更新 
パターン 

搬入要請入力機能 搬入要請情報を管理 更新 
運送指令入力機能 運送指令情報を管理 更新 
受入計画入力機能 受入計画情報を管理 更新 
運送カード入力機能 運送カード情報を管理 更新 
発送計画書入力機能 発送計画書情報を管理 更新 
管理換情報入力機能 管理換情報を管理 更新 
発送日報入力機能 発送日報情報を管理 更新 
到着日情報入力機能 到着日情報を管理 更新 
入出庫データ入力機能 入出庫データを管理 更新 
入出庫計画入力機能 入出庫計画情報を管理 更新 
入庫日報入力機能 入庫日報入力情報の管理 更新 
搬入要請検索機能 搬入要請情報の検索 参照 
運送指令検索機能 運送指令情報の検索 参照 
受入計画検索機能 受入計画情報の検索 参照 
運送指示書検索機能 運送指示書情報の検索 参照 
運送決議書検索機能 運送決議書情報の検索 参照 
荷渡指図書検索機能 荷渡指図書情報の検索 参照 
発送計画書検索機能 発送計画書情報の検索 参照 
管理換情報検索機能 管理換情報の検索 参照 
各種日報検索機能 各種日報情報の検索 参照 
保管実績報告検索機能 保管実績報告情報の検索 参照 
管理換受領書検索機能 管理換受領者情報の検索 参照 
出庫日報検索機能 出庫日報情報の検索 参照 

物流管理システム 
（米麦の物流・運送の指示） 
（米麦の物流・政府倉庫の入出庫） 

政府運送管理 

到着入庫日報検索機能 到着入庫日報情報の検索 参照 
運送実態検索機能 運送実態情報の検索 参照 物流管理システム 

（米麦の物流・米麦の物流合理化） 
運送実態調査管理 

パレット輸送実施検索機能 パレット輸送実施情報の検索 参照 
基準単価報告書入力機能 基準単価情報を管理 更新 
運送賃・コスト付与マスタ作成 
入力機能 

運送賃・コスト付与情報を管理 
 

更新 
 

運送賃計算書・実績表・年計表・ 
検討表入力機能 

運送賃計算書・実績表・年計表・検討表情報を管理 
 

更新 
 

物流管理システム（米麦の物流・運送経費請求） 運送経費管理 

運送賃検索機能 運送賃情報の検索 参照 
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情報システム機能構成図（Ｔｏ－Ｂｅ） 

システム名 システム機能 参照・更新 
パターン 

米穀販売入札書入力機能 米穀販売入札の情報を管理 更新 
米穀買受申請書入力機能 米穀買受申請書の情報を管理 更新 
米穀販売落札処理 米穀販売落札情報を管理 更新 
米穀販売再度入札処理 米穀販売再度入札情報を管理 更新 
米穀販売入札状況検索機能 米穀販売入札の情報を検索 参照 
事務所分米穀販売結果検索機能 地方農政事務所分の米穀販売結果情報を検索 参照 
米穀販売再度入札業者一覧検索機能 米穀販売再度入札業者一覧情報を検索 参照 
米穀販売再度入札対象一覧検索機能 米穀販売再度入札対象一覧情報を検索 参照 
業者分米穀販売対象結果検索機能 業者分の米穀販売対象結果情報を検索 参照 
米穀販売結果通知検索機能 米穀販売結果通知情報を検索 参照 
米穀買受申請検索機能 米穀買受申請の情報を検索 参照 
米穀売却決議書検索機能 米穀売却決議書の情報を検索 参照 
納入告知書出力機能 納入告知書を作成 参照 

販売管理システム 
（米穀の販売・米穀業者への販売） 

米穀販売管理 

荷渡指図書出力機能 荷渡指図書を作成 参照 
政府直接売却実績報告入力機能 政府直接売却実績報告の情報を管理 更新 
倉庫別引当情報入力機能 倉庫別の引当情報を管理 更新 
政府直接売却実績報告検索機能 政府直接売却実績報告の情報を検索 参照 
販売情報検索機能 販売情報を検索 参照 

販売管理システム 
（米穀の販売・矯正施設等への販売） 
 
 

米穀販売実績管理 

政府直接売却実績報告検索機能 政府直接売却実績報告の情報を検索 参照 
輸入飼料需給実績報告書入力機能 輸入飼料需給実績報告書の情報を管理 更新 
輸入飼料売却実績報告書入力機能 輸入飼料売却実績報告書の情報を管理 更新 
製粉製麦麦茶工場需給実績報告

書入力機能 
製粉製麦麦茶工場需給実績報告書の情報を管理 
 更新 

麦類買入見込情報入力機能 麦類買入見込情報を管理 更新 
麦類買入見込情報確認入力機能 麦類買入情報を管理 更新 
麦類売却決定処理 麦類売却決定情報を管理 更新 
輸入飼料需給実績報告書検索機能 輸入飼料需給実績報告書の情報を検索 参照 
輸入飼料売渡実績報告書検索機能 輸入飼料売渡実績報告書の情報を検索 参照 
製粉製麦麦茶工場需給実績検索機能 製粉製麦麦茶工場需給実績の情報を検索 参照 
麦類買入見込情報検索機能 麦類買入見込の情報を検索 参照 

販売管理システム 
（麦類の販売・麦類売渡の情報収集・分析） 
 
 

麦類販売管理 

食糧用麦の売却要領に関わる情

報検索機能 
食糧用麦の売却要領に関わる情報を検索 
 参照 
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情報システム機能構成図（Ｔｏ－Ｂｅ） 

システム名 システム機能 参照・更新 
パターン 

麦類買受申請書入力機能 麦類買受申請書の情報を管理 更新 
麦類売却予定数量入力機能 麦類売却予定数量の情報を管理 更新 
麦類買受申込書検索機能 麦類買受申込書情報を検索 検索 
麦類買受申請書検索機能 麦類買受申請書の情報を検索 参照 
在庫数量検索機能 在庫数量情報を検索 参照 
納入告知書出力機能 納入告知書を作成 参照 

販売管理システム 
（麦類の販売・麦類の販売実施） 
 
 
 
 

麦類販売管理 

荷渡指図書出力機能 荷渡指図書を作成 参照 
対象加工用米穀データ入力機能 対象加工用米穀データの情報を管理 更新 
加工用米穀購入申込書入力機能 加工用米穀購入申込書の情報を管理 更新 

加工用米穀販売管

理 

加工用米穀落札処理 加工用米穀落札情報を管理 更新 
事業用物品管理 引当情報登録機能 引当情報を管理 更新 

売却決定（様式６号）通知入力機能 加工用米穀売却決定（様式６号）通知情報を管理 更新 
変形加工計画入力機能 変形加工計画の情報を管理 更新 
変形加工立会日誌入力機能 変形加工立会日誌の情報を管理 更新 

加工用米穀販売管

理 

変形加工実績報告入力機能 変形加工実績報告の情報を管理 更新 
事業用物品管理 販売可能対象米穀検索機能 販売可能対象米穀の情報を検索 参照 

加工用米穀販売メニュー検索機能 加工用米穀販売メニューの情報を管理 参照 
加工用米穀申込状況検索機能 加工用米穀申込情報を管理 参照 
在庫数量検索機能 在庫数量の情報を管理 参照 
加工用米穀落札結果情報検索機能 加工用米穀落札結果の情報を検索 参照 
加工用米穀売却決定通知検索機能 加工用米穀売却決定通知の情報を検索 参照 
変形加工計画検索機能 変形加工計画の情報を検索 参照 
立会結果情報検索機能 立会結果の情報を検索 参照 
物品受領書情報出力機能 物品受領書情報を作成 参照 
変形加工証明願書出力機能 変形加工証明願書を作成 参照 
変形加工完了証明書出力機能 変形加工完了証明書を作成 参照 

販売管理システム 
（加工用米穀の需給・加工用米穀の販売実施） 
 

加工用米穀販売管

理 

物品引渡書出力機能 物品引渡書を作成 参照 
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情報システム機能構成図（Ｔｏ－Ｂｅ） 

システム名 システム機能 参照・更新

パターン 
予定収容力報告入力機能 倉庫の概ね3ヶ月先までの収容力情報を管理 更新 
倉庫在庫情報入力機能 倉庫業者からの在庫情報を管理 更新 
予定収容力検索機能 倉庫の概ね3ヶ月先までの収容力情報を検索 参照 

保管管理システム 
（米麦の保管・保管企画） 

倉庫管理 

倉庫在庫情報検索機能 倉庫業者からの在庫情報を検索 参照 
倉庫指定入力機能 政府倉庫の指定情報を管理 更新 
倉庫取消入力機能 政府倉庫の取消情報を管理 更新 

保管管理システム 
（米麦の保管・倉庫の指定・取消） 

倉庫管理 

倉庫検索機能 政府倉庫の情報を検索 参照 
倉庫寄託契約入力機能 倉庫の寄託契約情報を管理 更新 保管管理システム 

（米麦の保管・寄託契約） 
倉庫管理 

倉庫寄託契約検索機能 倉庫の寄託契約情報を検索 参照 
入出庫情報入力機能 入出庫情報を管理 更新 
保管料計算指示入力機能 保管料計算指示入力の情報を管理 更新 
保管料検索機能 保管料の情報を検索 参照 

保管管理システム 
（米麦の保管・保管料等経費の請求） 

倉庫保管料管理 

期別入出庫保管業者報告検索機能 期別入出庫（保管業者報告）の情報を検索 参照 
食糧及び農産物等受払実績報告

検索機能 
食糧及び農産物等受払実績報告の情報を検索 
 参照 保管管理システム 

（事業用物品管理・事業用物品の管理） 
事業用物品管理 

在庫数量検索機能 在庫数量情報を検索 参照 
事故品流通凍結入力機能 事故品流通凍結情報を管理 更新 
事故品登録入力機能 事故品情報を管理 更新 
事故品流通凍結解除入力機能 事故品流通凍結解除情報を管理 更新 
事故品流通凍結処理 事故品流通凍結情報詳細を管理 更新 
事故品発生通知処理 事故品発生通知情報を管理 更新 
事故品流通凍結解除処理 事故品流通凍結解除情報詳細を管理 更新 
事故品流通凍結解除通知処理 事故品流通凍結解除通知情報を管理 更新 

保管管理システム 
（事業用物品管理・事故原因の調査） 

事故品管理 

事故品情報照会機能 事故品情報を検索 参照 
倉庫別引当情報入力機能 倉庫別引当情報を管理 更新 保管管理システム 

（食糧支援・食糧支援の実施計画） 
事業用物品管理 

政府米の積出港別数量情報検索機能 政府米の積出港別数量の情報を検索 参照 
保管管理システム 
（電算機管理・プログラムの変更及びデータ管理） 

名称マスタ管理 名称マスタ入力機能 
名称マスタ情報の管理 更新 
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情報システム機能構成図（Ｔｏ－Ｂｅ） 

システム名 システム機能 参照・更新

パターン 
米穀の輸入届出者入力機能 輸入届出者の情報を管理 更新 
米穀の輸入届出者検索機能 輸入届出者の情報を検索 参照 

貿易管理システム 
（食料貿易の審査・輸出入数量の届出） 

輸出入届者管理 

輸入届出者情報ＣＳＶファイル 
出力機能 

輸入届出者一覧のＣＳＶファイルを作成 
 参照 

港頭倉庫予定収容力報告入力機能 港頭倉庫の概ね3ヶ月先までの収容力情報を管理 更新 
配船決定入力機能 配船の決定情報を管理 更新 
港頭倉庫収容余力情報検索機能 港頭倉庫の収容余力情報を検索 参照 
出港計画検索機能 出港計画の情報を検索 参照 

貿易管理システム 
（港湾管理・船舶輸入港の決定） 

輸入港の決定支援 

配船決定情報検索機能 配船決定の情報を検索 参照 
本船入港報告入力機能 本船入港報告情報を管理 更新 
入庫報告書入力機能 入庫報告書の情報を管理 更新 
買入事務書類入力機能 買入事務書類の情報を管理 更新 
本船入港報告検索機能 本船入港報告の情報を検索 参照 
現品領収書（甲）出力機能 現品領収書（甲）を作成 参照 
現品領収書（乙）出力機能 現品領収書（乙）を作成 参照 

貿易管理システム 
（港湾管理・港湾諸掛の審査） 

港湾諸掛管理 

支払証明決議書出力機能 支払証明決議書を作成 参照 
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情報システム機能構成図（Ｔｏ－Ｂｅ） 

システム名 システム機能 参照・更新

パターン 
合計残高試算表入力機能 合計残高試算表の情報を管理 更新 
買入販売収支登録処理 買入・販売収支情報の管理 更新 

決算支援 

買入・販売金額検索機能 買入・販売金額の情報を検索 参照 
事業用物品管理 在庫情報検索機能 指定情報を検索 参照 

経理システム 
（予算・決算・特別会計の決算） 

決算支援 合計残高試算表検索機能 合計残高試算表の情報を検索 参照 
収入金報告入力機能 収入金報告の情報を管理 更新 
収入金報告検索機能 収入金報告の情報を検索 参照 
収入金報告状況検索機能 収入金報告状況の情報を検索 参照 
収入金徴収日計表 収入金徴収日計表を作成 参照 
歳入金徴収月計表 歳入金徴収月計表を作成 参照 
各種調定済金額表 各種調定済金額表を作成 参照 

経理システム 
（経理・歳入管理） 

歳入管理 

予算・決算・消費税確定申告に係

る帳票 予算・決算・消費税確定申告に係る帳票を作成 参照 

食糧管理特別会計収支日計表報

告入力機能 
食糧管理特別会計収支日計表報告の情報を管理 
 更新 

収入金関連情報入力機能 収入金関連情報の管理 更新 
割引料負担額入力機能 割引負担額情報の管理 更新 
食糧管理特別会計収支日計表報

告検索機能 
食糧管理特別会計収支日計表報告の情報を検索 
 参照 

経理システム 
（経理・支出管理） 

支出管理 

支払証明決議書出力処理 支払証明決議書を作成 参照 
国有財産減価償却報告入力機能 国有財産減価償却報告の情報を管理 更新 
国有財産再評価に係る修正入力機能 国有財産再評価に係る修正の情報を管理 更新 
国有財産減価償却報告検索機能 国有財産減価償却報告の情報を検索 参照 

経理システム 
（経理・国有財産（営繕・管理）） 

国有財産管理 

国有財産再評価に係る修正検索機能 国有財産再評価に係る修正の情報を検索 参照 
資金要求関係書類入力機能 資金要求関係書類の情報を管理 更新 
締後仕訳情報入力機能 締後仕訳情報を管理 更新 
経費残高一覧検索 経費残高一覧情報を検索 参照 
出納計算書検索 出納計算書情報を検索 参照 

経理システム 
（経理・一般会計の経理管理） 

一般会計経理管理 

現金出納簿検索 現金出納簿情報を検索 参照 
資金要求関係書類入力機能 資金要求関係書類の情報を管理 更新 
締後仕訳情報入力機能 締後仕訳情報を管理 更新 
経費残高一覧検索 経費残高一覧情報を検索 参照 
出納計算書検索 出納計算書情報を検索 参照 

経理システム 
（経理・特別会計の経理管理） 

特別会計経理管理 

現金出納簿検索 現金出納簿情報を検索 参照 
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情報システム機能構成図（Ｔｏ－Ｂｅ） 

システム名 システム機能 参照・更新

パターン 
各種調査結果検索機能 各種調査結果の情報を検索 参照 
売却実績機能 売却実績の情報を検索 参照 
受払実績報告（在庫数量）検索機能 受払実績報告（在庫数量）の情報を検索 参照 
在庫数量検索機能 在庫数量の情報を検索 参照 
米穀の需給見通し検索機能 米穀の需給見通し基本指針情報を検索 参照 

需給調整関連               
（米穀の需給・米穀の需給企画） 

調査結果管理 

米穀の需給見通し基本指針出力機能 米穀の需給見通し基本指針情報の作成 参照 
各種調査結果検索機能 各種調査結果の情報を検索 参照 
受払実績報告検索機能 受払実績報告の情報を検索 参照 

需給調整関連               
（米穀の需給・販売方針の企画） 

調査結果管理 

在庫数量検索機能 在庫数量の情報を検索 参照 
対象米穀データ入力機能 対象米穀データの情報を管理 更新 
随意契約価格決定入力機能 随意契約価格決定の情報を管理 更新 
随意契約販売申込入力機能 随意契約販売申込の情報を管理 更新 
随意契約処理 随意契約の情報を管理 更新 
倉庫引別当情報登録機能 倉庫別引当情報を管理 更新 
米穀買入メニュー検索機能 米穀買入メニューの情報を検索 参照 
米穀販売メニュー検索機能 米穀販売メニューの情報を検索 参照 
倉庫引別当情報検索機能 倉庫別引当情報を検索 参照 
販売可能対象米穀検索機能 販売可能対象米穀の情報を検索 参照 
随意契約情報検索機能 随意契約の情報を検索 参照 
随意契約申込検索機能 随意契約申込の情報を検索 参照 

需給調整関連               
（米穀の需給・米穀買入・保管・売渡の調整） 
 

買入販売情報管理 
 

随意契約見積結果検索機能 随意契約見積結果の情報を検索 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 

生産者の米穀現在高等調査報告

検索機能 
生産者の米穀現在高等調査報告の情報を検索 
 

参照 
 

米穀の現在高調

査情報を管理 
 
 調査情報出力機能 モニタリスト・CSV形式で出力 参照 

生産者の現在高等調査客体情報

入力機能 

生産者の現在高等調査客体の情報を管理 
 

更新 
 

生産者の現在高等調査月別調査

票入力機能 

生産者の現在高等調査月別調査票の情報を管理 
 

更新 
 

需給調整関連               
（米麦の生産調査・米麦の生産者に関する調査） 
 

調査結果管理 

生産者の現在高等調査換算率入

力機能 

生産者の現在高等調査換算率の情報を管理 
 

更新 
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情報システム機能構成図（Ｔｏ－Ｂｅ） 

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母集

団情報入力機能 

生産者の現在高等調査母集団情報を管理 
 

更新 
 

生産者の米穀現在高等調査ユー

ザ情報入力機能 

生産者の現在高等調査ユーザ情報を管理 
 

更新 
 

生産者の米穀現在高等調査デー

タ情報入力機能 

生産者の現在高等調査データ情報を管理 
 

更新 
 

生産者の現在高等調査客体情報

検索機能 

生産者の現在高等調査客体の情報を検索 
 

参照 
 

生産者の現在高等調査月別調査

票検索機能 

生産者の現在高等調査月別調査票の情報を検索 
 

参照 
 

生産者の現在高等調査換算率検

索機能 

生産者の現在高等調査換算率の情報を検索 
 

参照 
 

生産者の米穀現在高等調査母集

団情報検索機能 

生産者の現在高等調査母集団情報を検索 
 

参照 
 

生産者の米穀現在高等調査ユー

ザ情報検索機能 

生産者の現在高等調査ユーザ情報を検索 
 

参照 
 

生産者の米穀現在高等調査デー

タ情報検索機能 
生産者の現在高等調査データ情報を検索 
 

参照 
 

生産者の現在高等調査客体情報

出力機能 
生産者の現在高等調査客体情報のモニタリストを作成 
 

参照 

 
生産者の現在高等調査月別調査

票出力機能 
生産者の現在高等調査月別調査票のモニタリストを作成 
 

参照 
 

生産者の現在高等調査換算率出

力機能 
生産者の現在高等調査換算率のモニタリストを作成 
 

参照 
 

生産者の米穀現在高等調査母集

団情報出力機能 
生産者の現在高等調査母集団情報のモニタリストを作成 
 

参照 
 

生産者の米穀現在高等調査ユー

ザ情報出力機能 
生産者の現在高等調査ユーザ情報のモニタリストを作成 
 

参照 
 

生産者の米穀現在高等調査デー

タ情報出力機能 
生産者の現在高等調査データ情報のモニタリストを作成 
 

参照 
 

米穀の作付面積調査報告書検索機能 米穀の作付面積調査報告書の情報を検索 参照 

需給調整関連               
（米麦の生産調査・米麦の生産者に関する調査） 
         
 

調査結果管理 
 
 

米穀の作付面積調査報告書出力機能 米穀の作付面積調査報告書を作成 参照 
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情報システム機能構成図（Ｔｏ－Ｂｅ） 

システム名 システム機能 参照・更新

パターン 
米穀の作付規模別生産者数等検

索機能 
米穀の作付規模別生産者数等の情報を検索 
 

参照 
 

麦の作付け規模別報告検索機能 麦の作付け規模別報告の情報を検索 参照 

需給調整関連               
（米麦の生産調査・米麦の調査結果分析） 

調査結果管理 

稲の品種別作付状況報告検索機能 稲の品種別作付状況報告の情報を検索 参照 
消費動向等調査整理情報入力機能 消費動向等調査整理情報を管理 更新 
消費動向等調査母集団情報入力機能 消費動向等調査母集団情報を管理 更新 

消費動向等調査ユーザ情報入力

機能 

消費動向等調査ユーザ情報を管理 
 

更新 
 

消費動向等調査データ情報入力

機能 

消費動向等調査データ情報を管理 
 

更新 
 

消費動向等調査整理情報検索機能 消費動向等調査整理情報を検索 参照 
消費動向等調査母集団情報検索機能 消費動向等調査母集団情報を検索 参照 

消費動向等調査ユーザ情報検索

機能 

消費動向等調査ユーザ情報を検索 参照 
 

消費動向等調査データ情報検索

機能 

消費動向等調査データ情報を検索 参照 
 

消費動向等調査整理情報出力機

能 
消費動向等調査整理情報のモニタリストを作成 参照 

 
消費動向等調査母集団情報出力

機能 
消費動向等調査母集団情報のモニタリストを作成 参照 

 
消費動向等調査ユーザ情報出力

機能 
消費動向等調査ユーザ情報のモニタリストを作成 参照 

 

需給調整関連               
（主要食糧の流通調査・主要食糧の流通状況調査） 
         

調査結果管理 

消費動向等調査データ情報出力

機能 
消費動向等調査データ情報のモニタリストを作成 参照 

 
需給調整関連               
（麦類の価格決定・麦類の買入価格、麦作経営安定資

金） 

麦類価格管理 麦生産費調査出力機能 麦生産費調査を作成 
 
 

参照 
 
 

食糧用麦の売渡要領に関わる報

告書検索 
食料用麦の売渡要領に関わる報告書の情報を検索 
 

参照 
 

在庫数量検索機能 在庫数量の情報を管理 参照 

需給調整関連               
（麦類の需給・麦類の需給企画） 

麦類需給管理 

麦類の需給計画シミュレーショ

ン検索機能 
麦類の需給計画シミュレーションの情報を検索 
 

参照 
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情報システム機能構成図（Ｔｏ－Ｂｅ） 

システム名 システム機能 参照・更新

パターン 
生産動態調査票入力機能 生産動態調査票の情報を管理 更新 
企業実態調査票入力機能 企業実態調査票の情報を管理 更新 
生産動態調査結果検索機能 生産動態調査結果の情報を検索 参照 

需給調整関連 
（米穀の消費拡大振興・米加工品の生産・流通

事業促進） 

調査結果管理 

企業実態調査結果検索機能 企業実態調査結果の情報を検索 参照 
需給調整関連 
（麦類の消費拡大振興・麦加工品の生産・流通

事業促進） 

調査結果管理 米麦加工食品生産動態等統計調

査検索機能 
 

米麦加工食品生産動態等統計調査の情報を検索 
 
 

参照 
 
 

登録検査機関が実施した品位等

検査結果報告検索 
登録検査機関が実施した品位等検査結果報告の情報を検

索 
参照 
 

国が実施した品位等検査結果報

告検索 
国が実施した品位等検査結果報告の検索 
 

参照 
 

国が実施した等級理由別検査結

果報告検索 
国が実施した等級理由別検査結果報告の検索 
 

参照 
 

国が実施した水分の含有率に係

る検査結果報告検索 
国が実施した水分の含有率に係る検査結果報告の検索 
 

参照 
 

登録検査機関が実施した等級理

由別検査結果報告検索 
登録検査機関が実施した等級理由別検査結果報告の情報

を検索 
参照 
 

登録検査機関が実施した水分の

含有率に係る検査結果報告検索 
登録検査機関が実施した水分の含有率に係る検査結果報

告の検索 
参照 
 

国内産麦類検査結果報告（検査成

績）検索機能 
国内産麦類検査結果報告（検査成績）の情報を検索 
 

参照 
 

国内産麦類検査結果報告（格付理

由）検索機能 
国内産麦類検査結果報告（格付理由）の情報を検索 
 

参照 
 

需給調整関連 
（国内農産物の検査・国内産農産物の検査結果

とりまとめ） 
 

調査結果管理 
 

国内産大豆の検査結果報告検索

機能 
国内産大豆の検査結果報告の情報を検索 
 

参照 
 

需給調整関連 
（輸入農産物の検査・輸入産農産物の検査結果

とりまとめ） 

調査結果管理 
 
 

外国産農産物検査成績報告検索

機能 
外国産農産物検査成績報告の情報を検索 
 
 

参照 
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