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 重点手続に関する業務プロセス改革計画の達成状況（平成 23～25 年度） 

 

府省名：農林水産省 

手続分野名 輸出入・港湾関係手続 計画策定年月日 平成２４年５月１６日（平成２５年３月２７日改訂） 

主な手続名と 

手続数 

輸入植物等の検査の申請（１手続） 

１ 成果指標・目標 

区  分 業務プロセス改革計画で定められた事項 
目標達成状況（年度） 

成果指標 基準値（現状） 目標（達成時期等） 

①国民の利便性向
上に関する指標 

申請手続時間の

削減 
50分(ログの集計

分析による測定）

平成 25 年までに所要時間を 40 分に短縮 

業務・システム 適化計画以降、利用者の利便性を考

慮し、システムの改修を行ってきており、システム的な

対応により、申請に要する時間を大幅に短縮することは

困難。このため、解説書（入力事例集や用語集）を整備

することにより、10 分の短縮を目標とした。 

 

初めてシステムを使用して申請する利用者のため、入力内容を分りやすく説明し

た入力解説書を作成し、平成 24 年 12 月 18 日にホームページ上の電子申請窓口へ

掲載した。また、併せて当該窓口の全体的なレイアウトを見直し、利用者が使いや

すい画面に変更した。 

ホームページに入力解説書を掲載した日から、平成 25 年 3 月までのデータにつ

いて、ログの集計分析を実施したところ、 も申請手続に時間を要した利用者でも

32.2 分であり、平均で 28.4 分と申請手続時間の目標を達成することができた。 

 

オンライン申請

に係る利 

用者の満足度 

― 平成 25 年までに目標 70% 

(調査実績が無いため、「平成 20 年度輸出入通関手続

に関する利用者アンケート」の調査結果を参考に目標を

設定した。） 

 

システムの使用頻度が高い利用者に対して満足度を調査するため、平成 25 年 3

月 25 日から 4月 14 日までの期間、ホームページでアンケート調査を実施したとこ

ろ、満足していると回答した利用者が 94.8%であり、オンライン申請に係る利用者

の満足度の目標を達成することができた。 

②行政運営の効率
化に関する指標 

オンライン申請

の受付1件 

当たりの費用 

682円(平成22年

度） 

現状維持（輸入量により申請件数の変動があるため、

基準値を下回ることも想定する。） 

 

平成 23年度の 1件当たりの費用は 676円、平成 24年度の 1件当たりの費用は 653

円となり、オンライン申請が増えたことにより１件当たりの費用が削減できた。 

 

業務処理時間の

削減（申請１件

につき植物防疫

官が植物検疫証

明内容の確認等

処理を行うのに

必 要 な 処 理 時

間） 

処理時間：400時間

/年（全国） 

（電子植物検疫証

明書システム既保

有国からの、追記

を必要とする植物

検疫証明書（約

12,000件：試算値）

についての処理時

間） 

目標処理時間：200時間／年（全国）（試算値） 

（電子植物検疫証明書システム既保有国からの、追記

を必要とする植物検疫証明書（12,000件：試算値）につ

いての内容確認時間が2分のところ、追記情報をシステ

ム的に確認することで1分に短縮） 

達成時期：国際的な証明書情報及び手順の標準化作業

完了（平成25年の見込）後に、我が国で証明書情報の送

受信を行うシステムを構築（平成27年度予算要求見込）

後 

前提条件：国際的な標準化の中で、追記事項、対象検

疫有害動植物等のコード化が行われ、電子的な証明情報

の送受信を行い、受信した情報の検証を行うシステムが

構築できること。このため、国際的な標準化の検討作業

に参加し、我が国の要望を反映できるよう努めるととも

に、システム開発のための予算確保に努める。 

本目標の前提条件である国際基準の策定については、本基準（案）が平成 26 年 3

月～4 月に開催される国際植物防疫条約総会に諮られる段階であり、当初の予定で

ある平成 25 年の策定から遅れている。そのため、我が国における植物検疫証明書の

送受信を行うシステム構築についても、平成 26 年度の予算要求を見送ったところ。

また、国際基準（案）において、植物や検疫有害動植物等のコードの標準化は、

終的に行われないこととなった。 

このため、当初の目標の達成ができない状況である。また、システム構築につい

ては、費用対効果を検証しながら、導入時期及び導入方法を検討している。 

③国民の利便性向
上と行政運営の効
率化共通指標 

オンライン利用

率 

93%(平成 22 年度） 申請の割合は高い水準を保っており、申請の頻度が低

い利用者やデジタルデバイド等の問題から、システム的

な対応によって電子申請率を限りなく 100%に近づける

ことは非常に困難と考える。このため現状のオンライン

利用率を維持することを目標とする。 

 

平成 23 年度のオンライン利用率は 94％、平成 24 年度のオンライン利用率は 95％

で、オンライン利用率の目標を維持することができた。 

④その他     

２ 取組事項等 

事  項 
業務プロセス改革計画で 

定められた事項 

平成 23～25 年度における 

取組事項の実施状況（実施時期）
成果のあった事項 

今後の課題として 

残った事項 
今後の取組 

➀手続の必要性の
見直し 

―  
 
 

   

②申請に必要な書
類の削減・簡素化 

植物検疫証明書の電子化
（電子証明）においては、証
明書情報及び手順の標準化に
向けて協議・検討が始まった
ところである。このため、植
物防疫所としても協議・検討
に参加し、標準化された後に
植物検疫証明書の電子化を実
施し、申請に必要な書類の削
減に努め、植物検疫証明書の
再発行や差し替え等による、
利用者の負担を削減する。 
 

電子植物検疫証明書の国際基準
策定のため、専門家作業部会の検
討作業にも参画する等、標準化に
向けた検討を行うとともに、国民
からの意見募集も踏まえて、標準
化に向けた我が国の意見を取りま
とめ、平成 24、25 年度に国際植物
防疫条約事務局あて提出した。ま
た、平成 26 年 1月に豪州の電子植
物検疫証明専門家が来日したた
め、情報収集及び意見交換を行っ
た。 

電子植物検疫証明書シス
テムに関する技術的な情報
の蓄積や、国際基準策定過
程での我が国意見の反映を
行うことができた。 

電子植物検疫証明書の
国際基準が策定されても
データ交換を実施するに
あたっては二国間での仕
様や接続試験に関する調
整は必要であり、相手国
が増える都度の作業とな
ってしまう。 

システムを設計・開発していく上
で必要となる情報を収集するため
の調査を実施する。 
また、多国間でデータ交換を行う

ハブシステムの開発構想があるた
め、情報の収集に努める。 

③申請システムの
使い勝手の向上等 

次期のシステム更改（平成
25 年 10 月）時に、本手続シス
テムが NACCS に統合されるこ
とが決まっており、それに向
けた設計・開発が既に始まっ
ているため、現行仕様が凍結
されている。この統合に合わ
せて上記の改修を行うことが
できるか検討中である。 
 

平成 25 年 10 月に NACCS への統
合を実施し、利用者から要望があ
った、接続のタイムアウトによっ
て入力作業が無駄にならないよう
一時保存する際、一部の必須入力
が未入力の状態でも一時保存でき
るようにチェック基準を緩和し
た。また、エラーメッセージに対
し、どのようにデータを修正すれ
ば良いかわかりやすい表記に変更
し、使い易さの向上を行った。 

 必須項目の未入力によ
り、一時保存ができず再入
力となっていた手間が解消
された。また、エラーメッ
セージをわかりやすくした
ことにより、使い易さの向
上に繋がった。 

  平成 29 年に予定されている
NACCS の更改に向け、利用者からの
要望に対しシステムの利便性向上
に努める。 

④オンライン申請
時における本人確
認方法に係る見直
し等 

― 
 
 
 
 

    

⑤バックオフィス
業務の見直し 

― 
 

    

⑥経済的インセン
ティブの向上等 

― 
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⑦広報・普及啓発 ・初任者を対象に、行政手続
きの電子化と業務システムの
概要及び利用に関する研修及
び実習を年度初めに実施し、
職員の意識向上に取り組み、
システムの理解度をあげるこ
とにより、利用者からの問い
合わせに対して速やかに対応
できるようにする。（継続中）
・関係業者及び関係団体等を
対象とした植物検疫に関する
情報交換会等を通して、オン
ライン申請に係る広報を引き
続き実施する。（継続中） 

・平成 24 年及び平成 25 年に行わ
れた初任者の研修において、行政
手続きの電子化と業務システムの
概要等について講義を行い、職員
の意識向上とシステムの理解促進
を図った。 
・平成 25 年 5 月に植物検疫関係 54
団体が参加する情報交換会におい
て、オンライン申請に係る広報を
実施した。 

・初任者に研修を行うこと
で、行政手続きの電子化と
業務システムに対し、意識
の向上とシステムの理解度
を上げることができ、利用
者からの問合せに速やかに
対応できるようになった。
・情報交換会等を通して広
報を実施することで、植物
検疫関係者の理解が深まっ
た。 

 ・初任者を対象に研修及び実習を継
続して行うことで、利用者からの問
合せに対し速やかに対応できるよ
う、職員の意識向上とシステムの理
解度を上げていく。 
・情報交換会等で広報を実施し、普
及啓発に努める。 

⑧その他 ・オンライン利用におけるア
クセス手段の多様化におい
て、オンライン申請の困難者
のために受付窓口に端末の設
置を検討する。 
・現行システムでは、大規模
災害が発生した場合オンライ
ンによる手続ができなくなる
ため、バックアップセンター
設置の検討を行う。（設置目
標：平成 25 年 10 月） 
 

・個人事業者の利用が多い空港の

中で、利用率が 73.5％と低い福岡

空港と、利用率は 93.1％と比較的

高いが輸入検査申請数及び個人事

業者数の多い成田空港の 2 か所を

選定し、平成 25 年度に受付窓口に

各１台ずつ端末を設置した。 

・平成 25 年 10 月の NACCS 統合に

合わせてバックアップセンターを

設置した。 

・平成 25 年 8 月に福岡空港

と成田空港に端末を設置し

利便性を向上させたとこ

ろ、福岡空港は 96.5%と大

幅に利用率が向上した。成

田空港では 93.8%となり、

利用率が 0.7 ポイント向上

した。また、個人事業者が

オンライン申請の訂正が必

要となった場合、当該端末

を利用することで、事務所

までの移動時間が削減で

き、利便性を向上させるこ

とができた。 

・バックアップセンターが

稼働したことにより、大規

模災害が発生した場合でも

オンラインによる手続きが

継続できるようになった。

 今後は、空港のみならず、海港

に対して受付窓口への端末の設置

について、費用対効果を検証した

上で検討を進める。 

３ 今後の方向性 

当該手続のシステムは平成 25 年 10 月に輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社が管理運営する NACCS へ統合した。オンライン申請率は、全体としては高く推移しているので、

今後ともそれを維持していく必要があり、利用者の利便性を向上させるため、引き続き検討を進めていくこととしている。 
また、現在電子申請されている申請書と書面で提出される植物検疫証明書の手作業による突合に時間を要しているため、電子植物検疫証明書システムの導入に当たりシステム的に申

請書と植物検疫証明書が突合できる機能を追加し、処理時間の削減を検討していくこととしている。さらに、NACCS に統合された関係省庁間との情報共有による、システムの連携に

ついても検討していきたい。 

 


