
政府所有米麦情報管理システムにおける課題について

【別紙２】



政府所有米麦情報管理システムにおける現状の課題

（１）画面遷移の多さ

１ 現行システムにおける操作等の課題認識

利用者が情報登録を行う際、複数の画面を遷移させて登録画面を表示させねばならず、利用者が煩雑さを感
じる。

（２）画面操作の複雑さ
画面登録時の操作が直感的に行えず、利用者が操作を学習しなければならない。

（４）処理状況の把握が困難
利用者間で、処理状況の把握が行えないことから、別途（電話等）、利用者間で処理状況の共有を行う必要が

ある。

（３）画面の情報量の多さ
登録画面における情報が多い。また、登録する情報が多く、Web画面での登録に煩雑さを感じる。

（５）例外的処理の対応

例外的処理が発生した場合、システムの改修に多額の費用と
期間が必要となり、迅速な対応ができない。



政府所有米麦情報管理システムにおける現状の課題

（１）基本的な操作の流れ

データ登録の終了

①メニュー画面から該当の
処理を選択

②検索画面から該当のデータ
を検索

③表示された一覧から該当デー
タを選択し、実行する処理を実行

④内容を登録し、確認画面へ ⑤確認画面で内容を確認し登録

２ 現行システムの操作等に係る特徴

処理する場合は、一度、情報を検索して処理するデータを選択する必要がある。



政府所有米麦情報管理システムにおける現状の課題

（２）業務毎の処理メニュー

システムの利用者毎に業務機能をメニュー化し、利用者情報（ＩＤ）と利用する機能を結び付け、処理が可能としている。

輸入商社メニュー

〇メニュー画面の事例

麦買受業者メニュー 保管業者メニュー

• 利用者は、自身が所属する組織（企業）に関連する情報のみ処理可能となっている。

• 利用者が複数の業者メニューを利用する場合、利用者情報に必要分の権限を付与（併任設
定）を行っている。

• 代行事業者の場合は、当該業務メニューの中で委託を受けた複数事業者の情報を処理するこ
とが可能（併任設定ではない）



政府所有米麦情報管理システムにおける現状の課題

（３）事業者間の処理フロー

利用者間で、登録された情報を共有しシステムに情報登録する場合が多い。

〇利用者間で登録された情報を利用して処理する場合の例（一般麦の買入）

委託契約番号、本
船、買受業者、輸
入港、バース等を

登録

輸入商社

輸入商社が登録
した情報を利用し
て受入する倉庫
業者を登録

麦買受業者

輸入商社、麦買受
業者が登録した情
報を利用して、受入
する倉庫、受け入
れた数量を登録

保管業者

• 次の事業者が情報を登録すると、前の事業者は登録された情報が変更できない
• 登録された情報を変更する場合は、次の事業者に登録した情報の削除を依頼して修正
• 前の事業者は、次の事業者が情報を登録したかどうか判らない
• 登録した情報が複数の事業者の情報として利用されるため、登録

情報に変更が発生すると影響調査が困難な状況



政府所有米麦情報管理システムにおける現状の課題

（４）画面の情報量、操作の複雑さ

登録する際に確認するために表示する情報量が多い。また、操作が直感的でない。

〇画面の例

この部分が
検索画面



政府所有米麦情報管理システムにおける現状の課題

（４）Excelを活用したデータ処理

〇Excelツールの運用の課題

例外的処理への対応、複雑な情報確認・計算等により米麦システム自体の負荷が高くなる等、機能改修の費
用対効果の低い処理について、米麦システムに登録された情報（CSVデータ）を活用したExcelツールを別途作
成し、運用。Excelツールの作成は、事業者に依頼したものもあるが、多数は、職員が作成しており、ドキュメント
が不足している。

例外的処理への対応、画面登録では処理が行い難い登録等については、米麦システムからデータ登録用の
Excelファイルをダウンロード。当該ファイルに利用者が情報を登録し、米麦システムにアップロードする機能を有
している。

〇Excelツールの管理の課題

現在、業務に使用されているExcelツールが管理されておらず、どのようなExcelツールが使用されているか不
明な状況

（５）その他

〇過去の登録情報を参照して入力できないことから、同じような内容
を何回も入力している。
〇バッチ処理でのデータ更新の改善（現在は、登録した情報を夜間
バッチで反映）



要望の概要 割合
機能拡張に係る要望 44.6%
機能改善に係る要望 27.7%
機能追加に係る要望 21.4%
その他 6.3%

機能拡張に係る要望

機能改善に係る要望

機能追加に係る要望

その他

機能拡張に係る要望 件数 機能追加に係る要望 件数
一回の入力で複数の箇所の更新できるようにしてほしい 18件 書類（契約書、検収書類など）の電子化してほしい 12件
検索の期間や検索項目を増やしてほしい 12件 落札結果をシステム内で通知してほしい 5件
入力や行追加等の都度画面が一番上に上がるのを修正してほしい 4件
機能改善に係る要望 件数 その他 件数
表示される情報が足らず他の画面で確認が必要・1画面で表示してほしい 20件 システム改善要望の提案機会を儲けてほしい 2件
他事業者(保管業者や買受業者)の入力内容がわかるようにしてほしい 6件 システムメンテナンスは平日日中を避けてほしい 1件
入力箇所がわかりずらい 3件

政府所有米麦情報管理システムにおける現状の課題認識

米麦システムの機能に係る要望について利用者にアンケートを行ったところ、112件の回答を得られた。
回答の傾向として、一度での入力・更新をしたい、検索の期間、項目をふやしてほしいなどの機能拡張に関する要望（44.6%)や一
画面に表示されず画面の移動が多いことによる機能改善する関する要望（27.7%）が多かった。
また、現在はシステム化されていない契約書類（捺印）や検収書類、請求書類の電子化など、新たな機能追加に係る要望(21.4%)
があった。

【要望の概要】

44.6％

27.7%

21.4%   

【各要望の分類と件数】

３ 利用者アンケートの結果
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				要望の概要 ヨウボウ ガイヨウ				割合 ワリアイ

				機能拡張に係る要望 キノウカクチョウ カカワ ヨウボウ		50件		44.6%

				機能改善に係る要望 キノウ カイゼン カカワ ヨウボウ		31件		27.7%

				機能追加に係る要望 キノウツイカ カカワ ヨウボウ		24件		21.4%

				その他 タ		7件		6.3%
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				機能拡張に係る要望 キノウカクチョウ カカワ ヨウボウ		件数 ケンスウ				機能追加に係る要望 キノウツイカ カカワ ヨウボウ		件数 ケンスウ

				一回の入力で複数の箇所の更新できるようにしてほしい イッカイ ニュウリョク フクスウ カショ コウシン		18件				書類（契約書、検収書類など）の電子化してほしい ショルイ ケイヤクショ ケンシュウショルイ デンシカ		12件

				検索の期間や検索項目を増やしてほしい ケンサク キカン ケンサク コウモク フ		12件				落札結果をシステム内で通知してほしい ラクサツケッカ ナイ ツウチ		5件

				入力や行追加等の都度画面が一番上に上がるのを修正してほしい ニュウリョク ギョウツイカ トウ ツド ガメン イチバンウエ ア シュウセイ		4件



				機能改善に係る要望 キノウ カイゼン カカワ ヨウボウ		件数 ケンスウ				その他 タ		件数 ケンスウ

				表示される情報が足らず他の画面で確認が必要・1画面で表示してほしい ヒョウジ ジョウホウ タ タ ガメン カクニン ヒツヨウ ガメン ヒョウジ		20件				システム改善要望の提案機会を儲けてほしい		2件

				他事業者(保管業者や買受業者)の入力内容がわかるようにしてほしい タジギョウ シャ ホカンギョウシャ カイウケギョウシャ ニュウリョクナイヨウ		6件				システムメンテナンスは平日日中を避けてほしい ヘイジツニッチュウ サ		1件

				入力箇所がわかりずらい ニュウリョクカショ		3件













機能拡張に係る要望

 物品移動実績一覧で、複数個所の修正や削除を行う際に1つずつしかできないため、複数選択削除できる機能がほしい。（受託事業体）

 港・バース・倉庫など数量を入力する際、買受人の数だけ入力するのが煩雑なため、港単位で入れるなど入力画面の集約、簡素化また
は エクセルなどでアップロードできないか。（商社）

 「販売情報編集画面」に必要内容を入力し、続けて次の内容を入力をする際に、「行追加」や「行複写」を行うが、画面がその都度、一番
上に戻ってしまうので改善してほしい。（受託事業体）

 本船動向の各項目が別ページを登録後、紐づける形になっているので、１ページで契約情報・本船情報・受け入れ倉庫情報・搬入確定
数量入力させて頂きたい。（商社）

 過去落札分のデータが直近３か月までしかさかのぼれない点を、５年分くらい引き伸ばして頂きたい。（商社）

機能改善に係る要望

 本船情報一覧検索・本船情報詳細を１画面化していただきたい。（商社）

 見積もり合わせについて、一度登録した内容確認をするためにはダウンロードしないと内容を確認できないため、画面で確認したい。（商
社）

 現状、サイロ側・製粉側と商社側とで、システムが分かれているという認識なので、１本化していただきたい。（商社）

機能追加係る要望

契約書原本・請求書類一式の迅速な郵送が困難な状況。契約書を電子契約書（捺印含む）にして頂きたい。(商社）

請求/検収時に提出している書類について、米麦システム上でPDFアップロード提出も可能等、電子化を実現して頂きたい。（商社）

その他

 システムメンテナンスで、終日利用できないことがあるので、夜間や午前か午後で時間帯を区切って頂きたい。（商社）

 システム改善要望の提案機会を儲けていただきたい。（商社）

政府所有米麦情報管理システムにおける現状の課題認識

アンケートの主な回答は以下のとおり。



政府所有米麦情報管理システムにおける現状の課題認識

４ システムに運用に係る課題

（１）頻繁なシステム停止

（２）ＢＣＰ対策の強化

（３）軽微な機能改修への迅速な対応

（４）利用者間の情報提供、共有

米麦システムの運用を行っている上で認識している課題は以下のとおり。

現在、ＯＳやソフトウェアのバージョンアップ、アプリケーションの改修等により、米麦システムの運用を停止する
必要がある場合、平日日中帯にシステムの運用を停止させているところ。入札、米麦の買入・販売事務手続きの
合間に運用を停止させる必要があることから、システム停止の日程調整に苦慮しているところ。

現在、米麦システムの大規模障害時の復旧については、24時間程度が目安とされているところ。しかしながら、
米麦システムの停止は、入札、買入・販売に係る事務に深刻な影響が出ることから、可能な限り短縮が必要なと
ころ。

米麦の買入・販売に係る事務等においては、制度変更等による事務手続きの変更に加え、トラブル等による例
外的な対応等が求められる。しかしながら、これらに対応するため、米麦システムを改修する場合、調達手続き、
作業期間等、非常に長い期間が必要となる。期間が間に合わない場合、米麦システムを使用せずに業務を実施
する等の回避を行わなくてはならず、利用者に不便を強いているところ。

現状の米麦システムでは、利用者間での情報共有ができず、別途、電話やメール等で連絡を取り合っていると
ころ。利用者間で必要な情報を米麦システム内で確認することにより、利用者の利便性向上を図る必要があると
ころ。
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