
・輸入検査申請情報

・輸入検査合格情報

・輸入認可情報

・輸入検疫情報

FDによるデータの受け渡し　

農林水産省
電子申請
システム

＜ 植 物 防 疫 所 ＞

情報システム関連図 （現行）

ＩＦＳ
(ｲﾝﾀﾌｪｰｽｼｽﾃﾑ)

ＮＡＣＣＳ
(通関情報処理ｼｽﾃﾑ)

輸入検疫　個別機能

集計情報　登録機能

電子申請システムPQ-NETWORK

農林水産省　植物防疫所
作成者日付版数

統計情報データベースシステム

 ・紙管理している
　　 輸出入検疫情報

輸入検疫　個別機能
（ 周辺手続 ）

技能・専門講習受講
修了試験　管理機能

集計分析機能 集計情報　登録機能



・輸入検査申請情報

・輸出検査申請情報

・栽培地検査申請情報 ・輸入検疫情報

・輸入検査合格情報

・輸入認可情報

・輸出検査合格情報

・栽培地検査合格情報 ・輸出検疫情報
･

新植物検疫システム

e-Gov

農林水産省　植物防疫所情報システム関連図 （将来）

ＩＦＳ
(ｲﾝﾀﾌｪｰｽｼｽﾃﾑ)

ＮＡＣＣＳ
(通関情報処理ｼｽﾃﾑ)

＜ 植 物 防 疫 所 ＞

作成者

技能・専門講習受講
修了試験　管理機能

集計情報　分析機能

集計情報　登録機能

日付版数

輸出検疫　個別機能

輸入検疫　個別機能

・紙管理している
　　　　輸出入検疫情報



　

Ａ．輸入植物検疫（申請） １．植物等輸入検査申請事項登録

２．植物等輸入検査申請

３．植物等輸入検査申請情報取り出し

４．植物等輸入検査申請後変更事項登録

５．植物等輸入検査申請後変更

６．植物等輸入検査終了

７．植物等輸入検査結果登録

８．植物等輸入検査申請取り止め等

９．申請後変更承認登録

10．植物等輸入検査現況照会

11．植物等輸入検査手続処理一覧

12．植物等輸入検査申請控再出力

13．合格通知書等再出力

作成者
情報システム機能構成図 （将来）

機能

オンライン

オンライン

オンライン

オンライン

オンライン

オンライン

オンライン

・植物等輸入検査申請がシステムにて行われたものについて、申請情報を
取り出し申請情報の確認を行う。
・当該申請情報は植物等輸入検査申請控または、１申請１行の一覧形式で
印刷する。
・一度取り出した申請情報は、植物等輸入検査申請情報一覧表が出力され
る当日中までは何回でも取り出すことができる。

・植物等輸入検査申請の合格通知等の再出力を行う。

・植物等輸入検査申請登録の内容変更を承認する旨を登録する。

・植物等輸入検査申請の申請状況を照会する。

・植物等輸入検査申請の手続状況を照会する。１申請１行の形式で照会す
る。

・植物等輸入検査申請控の再出力を行う。

・植物等輸入検査申請がシステムにて行われたものについて、申請内容の
変更を行う。（あらかじめ植物防疫所に申し出て、植物防疫所が申請後変更
承認登録を行ったものが対象）

・植物等輸入検査申請の検査結果等情報をシステムに登録する。
・検査結果に応じて申請者に植物検査合格等の通知を行う。

・通関業者等から書面により窓口申請された植物等輸入検査申請及び検査
結果等の情報を登録する。（＝食粒等輸入検査申請登録）
・登録した内容は任意に修正することができる。

・植物等輸入検査申請登録について、その申請内容の取り止めを行う。
（あらかじめ申請を取り止めることを認めた場合または書面による申請に移
行して処理する場合）

日付

機能説明

・植物等輸入検査申請の情報をシステムに登録する。
・登録した内容は任意に修正することができる。

・植物防疫所に対して植物等輸入検査申請を行う。

・植物防疫所に対して植物等輸入検査申請の内容変更を行う。

12

処理方式

オンライン

オンライン

オンライン

オンライン

オンライン

オンライン

11

13

7

8

9

10

5

6

№

1

2

3

4

農林水産省　植物防疫所
業務

システム名
新 植物検疫システム

版数



　

作成者
情報システム機能構成図 （将来）

機能

日付

機能説明処理方式№

農林水産省　植物防疫所
業務

システム名
新 植物検疫システム

版数

14．輸入植物等統計用情報登録

Ｂ．輸入植物検疫（消毒等） １．消毒（廃棄）命令登録

２．消毒（廃棄）手続完了

３．消毒計画等取り止め

４．消毒（くん蒸・選別・輸送）計画事項登録

５．消毒（くん蒸・選別・輸送）計画登録

６．消毒（くん蒸・選別・輸送）計画取り出し

７．消毒（選別・除去）実施報告事項登録

８．消毒（選別・除去）実施報告

９．消毒（選別・除去）実施報告取り出し

10．廃棄（積戻）計画事項登録

11．廃棄（積戻）計画登録

12．廃棄（積戻）計画取り出し

13．処分証明登録

Ｃ．輸入植物検疫（台帳） １．データダウンロード

オンライン

オンライン

オンライン

オンライン

オンライン

オンライン

オンライン

バッチ

オンライン

オンライン

オンライン

オンライン

オンライン

オンライン

オンライン
・消毒（選別・除去）実施報告について登録を行う。
・登録した内容は任意に修正することができる。

・登録した消毒（選別・除去）実施報告について植物防疫所への届出を行う。

・消毒（選別・除去）実施報告について実施報告書の出力および受理を行う。

・消毒（廃棄）命令登録、消毒（くん蒸・選別・輸送）計画、消毒（選別・除去）
実施報告、廃棄（積戻）計画について、手続取り止めの旨の登録を行う。

・消毒（くん蒸・選別・輸送）計画の情報をシステムに登録する。
・登録した内容は任意に修正することができる。

・輸入植物等の統計資料作成に必要な情報を登録する。

・申請・台帳データのダウンロードを行う。

・消毒が必要な場合その旨を登録（＝消毒（廃棄）命令登録）し、「消毒・廃棄
命令書」および「消毒・廃棄命令通知書」の出力を行う。

・消毒（廃棄）命令登録について､消毒関係手続完了の旨の登録を行う。

・登録した廃棄（積戻）計画について植物防疫所への届出を行う。

・廃棄（積戻）計画について計画書の出力および受理を行う。
・廃棄（積戻）計画事項は、受理を行う当日中までは何回でも取り出すことが
できる。

・廃棄（積戻）計画が受理されたものについてその旨を登録する。
・処分証明書および処分証明通知書を出力する。

・消毒（廃棄）命令が行われた申請について、廃棄（積戻）実施計画を登録す
る。
・登録した内容は任意に修正することができる。

・植物防疫所に対して消毒（くん蒸・選別・輸送）計画の届出を行う。

・消毒（くん蒸・選別・輸送）計画について計画書の出力および受理を行う。
・消毒（くん蒸・選別・輸送）計画事項は、受理を行う当日中までは何回でも
取り出すことができる。

22

21

26

27

28

15

16

17

23

24

25

18

19

20

14



　

作成者
情報システム機能構成図 （将来）

機能

日付

機能説明処理方式№

農林水産省　植物防疫所
業務

システム名
新 植物検疫システム

版数

Ｄ．輸入植物周辺手続（申請） １．申請手続

Ｅ．輸入植物周辺手続（管理） １．申請者管理

２．業者管理

３．防疫所管理

４．運用者管理

５．様式管理

６．手続管理

７．講習実施計画管理

８．修了試験実施計画管理

９．航空会社管理

10．ＩＡＴＡ ＩＤコード管理

Ｆ． 輸入植物周辺手続（運用） １．指定密閉形航空コンテナー指定申請

２．航空コンテナー積替届

３．海上コンテナー積替届

４．本船くん蒸承認申請

５．麦角菌核混入穀類等輸送計画承認申請

43 バッチ
・本船くん蒸承認申請において、関連法令集表示・台帳DB登録・台帳ダウン
ロードを行う。

44 バッチ
・麦角菌核混入穀類等輸送計画承認申請において、関連法令集表示・台帳
DB登録・台帳検索・台帳ダウンロード・輸送先防疫所指定・輸送先内容確認
を行う。

41 バッチ
・航空コンテナー積替届において、関連法令集表示・台帳DB登録・台帳検
索・台帳ダウンロードを行う。

42 バッチ
・海上コンテナー積替届において、関連法令集表示・台帳DB登録・台帳ダウ
ンロードを行う。

39 バッチ ・ＩＡＴＡコード情報の参照・登録・更新・削除を行う。

40 バッチ
・指定密閉形航空コンテナー指定申請において、関連法令集表示・台帳DB
登録・台帳検索・台帳メンテナンス・台帳ダウンロードを行う。

37 バッチ ・修了試験実施計画情報の参照・登録・更新・削除を行う。

38 バッチ ・航空会社情報の参照・登録・更新・削除を行う。

35 バッチ ・手続情報の参照・登録・更新・削除を行う。

36 バッチ ・講習実施計画情報の参照・登録・更新・削除を行う。

33 バッチ ・運用者情報の参照・登録・更新・削除を行う。

34 バッチ ・様式情報の参照・登録・更新・削除を行う。

31 バッチ ・業者情報の参照・登録・更新・削除

32 バッチ ・防疫所情報の参照・登録・更新・削除を行う。

29 オンライン
・申請者の認証および手続の選択、申請書の送信、受け付けを行う。
・受付た申請の状況確認（審査状況）や申請内容の変更、取消しを行う。

30 バッチ ・申請者情報の参照・登録・更新・削除を行う。



　

作成者
情報システム機能構成図 （将来）

機能

日付

機能説明処理方式№

農林水産省　植物防疫所
業務

システム名
新 植物検疫システム

版数

６．麦角菌核混入穀類等隔離保管計画承認申請

７．麦角菌核混入穀類等加工消毒計画承認申請

８．麦角菌核混入穀類等加工消毒工場指定申請

９．輸入木材消毒実施区域指定申請

10．くん蒸倉庫指定申請

11．

12．検疫処置願

13．飼育、培養による同定同意願

14．一港検査願

15．麦角菌核混入穀類等隔離保管届

53 バッチ
・一港検査願において、関連法令集表示・台帳DB登録・台帳ダウンロード・
先港防疫所指定・先港要検査結果入力・後港用検査結果確認を行う。

54 バッチ
・麦角菌核混入穀類等隔離保管届において、関連法令集表示・台帳DB登
録・台帳検索を行う。

51 バッチ
・検疫処置願において、関連法令集表示・台帳DB登録・台帳ダウンロードを
行う。

52 バッチ
・飼育、培養による同定同意書において、関連法令集表示・台帳DB登録・台
帳ダウンロードを行う。

49 バッチ
・くん蒸倉庫指定申請において、関連法令集表示・台帳DB登録・台帳検索・
台帳一括処理（CSVファイルをもとにDBの登録・更新・削除を行う）・台帳一
括処理確認・台帳ダウンロードを行う。

50
特定化学物質等作業主任者技能講習及び
植物検疫くん蒸作業主任者専門講習

バッチ

・技能講習及び検疫くん蒸専門講習受講申込において、受講情報・受験情
報・試験情報・修了交付台帳情報・技能交付台帳情報・専門交付台帳情報
の、票印刷・一覧の表示と印刷・データダウンロード・結果登録・メンテナン
ス）を行う。
・技能講習修了証又は専門講習修了証の再交付・書替申込において、関連
法令集表示・申込手続に際した台帳情報ダウンロード・技能交付台帳一覧
出力・専門交付台帳一覧出力・技能交付台帳メンテナンス・専門交付台帳メ
ンテナンスを行う。

47 バッチ
・麦角菌核混入穀類等加工消毒工場指定申請において、関連法令集表示・
台帳DB登録・台帳検索・台帳一括処理（CSVファイルをもとにDBの登録・更
新・削除を行う）・台帳一括処理確認・台帳ダウンロードを行う。

48 バッチ
・輸入木材消毒実施区域指定申請において、法令関連集表示・台帳DB登
録・台帳検索・台帳メンテナンス・台帳ダウンロードを行う。

45 バッチ
・麦角菌核混入穀類等隔離保管計画承認申請において、関連法令集表示・
台帳DB登録・台帳検索・台帳一括処理（CSVファイルをもとにＤＢの登録・更
新・削除を行う）・台帳一括処理確認・台帳ダウンロードを行う。

46 バッチ
・麦角菌核混入穀類等加工消毒計画承認申請において、関連法令集表示・
台帳DB登録・台帳検索・台帳ダウンロードを行う。



　

作成者
情報システム機能構成図 （将来）

機能

日付

機能説明処理方式№

農林水産省　植物防疫所
業務

システム名
新 植物検疫システム

版数

16．ギャベージ取扱届

17．ギャベージ廃棄状況報告届

Ｇ．集計情報（管理） １．所マスター設定

２．病害虫マスター設定

３．大分類マスター設定

４．中分類マスター設定

５．小分類マスター設定

６．細分類マスター設定

７．大・中・小分類マスター設定

８．大・中・細分類マスター設定

９．植物マスター設定

10．港マスター設定

11．担当者マスター設定

Ｈ．集計情報（登録・分析） １．検査データ収集

２．統計データ抽出

Ｉ． 輸出植物検疫（申請） １．植物等輸出検査申請事項登録 追加

２．植物等輸出検査申請 追加71 オンライン ・植物防疫所に対して植物等輸出検査申請を行う。

69 オンライン
・統計データの登録・抽出（統計チーム・所員）・訂正・抽出条件保存・ダウン
ロードを行う。

67 オンライン ・担当者マスターの登録・更新・削除を行う。

68 オンライン ・検索データの登録・検索・登録状況確認・訂正・削除を行う。

70 オンライン
・植物等輸出検査申請の情報をシステムに登録する。
・登録した内容は任意に修正することができる。

65 オンライン ・植物マスターの登録・更新・削除を行う。

66 オンライン ・港マスターの登録・更新・削除を行う。

63 オンライン ・大・中・小分類マスターの登録・更新・削除を行う。

64 オンライン ・大・中・細分類マスターの登録・更新・削除を行う。

61 オンライン ・小分類マスターの登録・更新・削除を行う。

62 オンライン ・細分類マスターの登録・更新・削除を行う。

59 オンライン ・大分類マスターの登録・更新・削除を行う。

60 オンライン ・中分類マスターの登録・更新・削除を行う。

57 オンライン ・所マスターの登録・更新・削除を行う。

58 オンライン ・病害虫マスターの登録・更新・削除を行う。

55 バッチ
・ギャベージ取扱届において、関連法令集表示・台帳DB登録・台帳検索・台
帳一括処理（CSVファイルをもとにDBの登録・更新・削除を行う）・台帳一括
処理確認・台帳ダウンロードを行う。

56 バッチ
・ギャベージ廃棄状況報告届において、関連法令集表示・台帳DB登録・台帳
検索・台帳一括処理（CSVファイルをもとにDBの登録・更新・削除を行う）・台
帳一括処理確認・台帳ダウンロードを行う。



　

作成者
情報システム機能構成図 （将来）

機能

日付

機能説明処理方式№

農林水産省　植物防疫所
業務

システム名
新 植物検疫システム

版数

３．植物等輸出検査申請情報取り出し 追加

４．植物等輸出検査申請後変更事項登録 追加

５．植物等輸出検査申請後変更 追加

６．植物等輸出検査終了 追加

７．植物等輸出検査結果登録 追加

８．植物等輸出検査申請取り止め等 追加

９．申請後変更承認登録 追加

10．植物等輸出検査現況照会 追加

11．植物等輸出検査手続処理一覧 追加

12．植物等輸出検査申請控再出力 追加

13．合格通知書等再出力 追加

14．輸出植物等統計用情報登録 追加

Ｊ． 輸出植物検疫（栽培地検査） １．植物等栽培地検査申請事項登録 追加

81 オンライン ・植物等輸出検査申請控の再出力を行う。

82 オンライン ・植物等輸出検査申請の合格通知等の再出力を行う。

83 オンライン ・輸出植物等の統計資料作成に必要な情報を登録する。

79 オンライン ・植物等輸出検査申請の申請状況を照会する。

80 オンライン
・植物等輸出検査申請の手続状況を照会する。１申請１行の形式で照会す
る。

77 オンライン
・植物等輸出検査申請登録について、その申請内容の取り止めを行う。
（あらかじめ申請を取り止めることを認めた場合または書面による申請に移
行して処理する場合）

78 オンライン ・植物等輸出検査申請登録の内容変更を承認する旨を登録する。

75 オンライン
・植物等輸出検査申請の検査結果等情報をシステムに登録する。
・検査結果に応じて申請者に輸出検査合格証明書等の通知を行う。

76 オンライン
・通関業者等から書面により窓口申請された植物等輸出検査申請及び検査
結果等の情報を登録する。（＝食粒等輸出検査申請登録）
・登録した内容は任意に修正することができる。

73 オンライン
・植物等輸出検査申請がシステムにて行われたものについて、申請内容の
変更を行う。（あらかじめ植物防疫所に申し出て、植物防疫所が申請後変更
承認登録を行ったものが対象）

74 オンライン ・植物防疫所に対して植物等輸出検査申請の内容変更を行う。

72 オンライン

・植物等輸出検査申請がシステムにて行われたものについて、申請情報を
取り出し申請情報の確認を行う。
・当該申請情報は植物等輸出検査申請控または、１申請１行の一覧形式で
印刷する。
・一度取り出した申請情報は、植物等輸出検査申請情報一覧表が出力され
る当日中までは何回でも取り出すことができる。

84 オンライン
・植物等栽培地検査申請の情報をシステムに登録する。
・登録した内容は任意に修正することができる。
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２．植物等栽培地検査申請 追加

３．植物等栽培地検査申請情報取り出し 追加

４．植物等栽培地検査申請後変更事項登録 追加

５．植物等栽培地検査申請後変更 追加

６．植物等栽培地検査終了 追加

７．植物等栽培地検査結果登録 追加

８．植物等栽培地検査申請取り止め等 追加

９．申請後変更承認登録 追加

10．植物等栽培地検査現況照会 追加

11．植物等栽培地検査手続処理一覧 追加

12．植物等栽培地検査申請控再出力 追加

13．合格通知書等再出力 追加

14．輸出植物等統計用情報登録 追加

Ｋ．輸出植物検疫（台帳） １．データダウンロード 追加

95 オンライン

オンライン
・植物等栽培地検査申請の手続状況を照会する。１申請１行の形式で照会
する。

・植物等栽培地検査申請の合格通知等の再出力を行う。

・輸出植物等の統計資料作成に必要な情報を登録する。

94

90 オンライン
・通関業者等から書面により窓口申請された植物等栽培地検査申請及び検
査結果等の情報を登録する。（＝食粒等栽培地検査申請登録）
・登録した内容は任意に修正することができる。

・植物等栽培地検査申請登録について、その申請内容の取り止めを行う。
（あらかじめ申請を取り止めることを認めた場合または書面による申請に移
行して処理する場合）

・植物防疫所に対して植物等栽培地検査申請の内容変更を行う。

89 オンライン
・植物等栽培地検査申請の検査結果等情報をシステムに登録する。
・検査結果に応じて申請者に栽培地検査合格証明書等の通知を行う。

85 オンライン ・植物防疫所に対して植物等栽培地検査申請を行う。

86 オンライン

・植物等栽培地検査申請がシステムにて行われたものについて、申請情報
を取り出し申請情報の確認を行う。
・当該申請情報は植物等栽培地検査申請控または、１申請１行の一覧形式
で印刷する。
・一度取り出した申請情報は、植物等栽培地検査申請情報一覧表が出力さ
れる当日中までは何回でも取り出すことができる。

87 オンライン
・植物等栽培地検査申請がシステムにて行われたものについて、申請内容
の変更を行う。（あらかじめ植物防疫所に申し出て、植物防疫所が申請後変
更承認登録を行ったものが対象）

88 オンライン

オンライン97

91 オンライン

92 オンライン ・植物等栽培地検査申請登録の内容変更を承認する旨を登録する。

98 ・申請・台帳データのダウンロードを行う。バッチ

・植物等栽培地検査申請の申請状況を照会する。93 オンライン

オンライン

・植物等栽培地検査申請控の再出力を行う。

96
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Ｌ． 重要植物検疫（運用） １．検疫実施支援 追加

２．検査申請支援 追加

３．登録通知 追加

・検疫すべき植物に関連する「同定指標」「同定情報」「検疫指標」「過去発見
された病害虫情報」「デジタル植物図鑑」等の情報を抽出し、植物検疫時に
関連情報の詳細を照会する。

・重要植物検疫情報が登録された場合、その情報を必要としている防疫官
に登録された旨を即時通知する。
・上記通知の制御を行う。

・検疫すべき植物に関連する重要植物検疫情報を抽出し、植物検疫時に検
査場所へ持ち込む検査実施リスト等に、上記抽出した情報を緒印字する。

99 オンライン

101 オンライン

100 オンライン


