
平成 24 年 5 月 16 日 決定
平成 25 年 3 月 27 日 改定

　  「新たなオンライン利用に関する計画」（平成23年８月３日高度情報通信ネットワーク社会
推進戦略本部決定）に基づき、農林水産省所管オンライン利用促進重点手続に関する業務
プロセス改革計画（平成24年５月16日決定）を別添のとおり改定する。
　 今後も、国民等利用者の視点に立って、サービスの品質向上に重点を置いた業務・シス
テムの改善、行政運営の効率化の実現に向けて、継続的に取り組むこととする。

農林水産省所管オンライン利用促進重点手続に関する業務プロセス改革計画（改定）

農林水産省



基本様式１（手続所管府省における検討・推進体制）

②その他特記事項（検討事項、検討スケジュール等）

平成24年５月16日決定
平成25年３月27日改定

農林水産省所管オンライン利用促進重点手続に関する業務プロセス改革計画(改定）

○政務三役の下、農林水産省全体管理組織（PMO）と重点手続の関係部局等が連携し、農林水産省所管オンライン利
用促進重点手続に関する業務プロセス改革計画の検討・推進に当たる。

〔検討・推進体制の構成員等〕
・政務三役

・農林水産省全体管理組織（PMO）
(CIO（大臣官房長）、CIO補佐官、大臣官房統計部管理課情報室職員により構成）

・「指定検疫物の輸入届出」の関係部局等（消費・安全局総務課、消費・安全局動物衛生課、動物検疫所企画連絡室
（企画調整課、調査課）。民間有識者等からの意見については、随時ヒアリングを行うことで聴取。）

・「輸入植物等の検査の申請」の関係部局等（消費・安全局総務課、消費・安全局植物防疫課、植物防疫所調査研究部
企画調整担当。民間有識者等からの意見については、随時ヒアリングを行うことで聴取。）

・「採捕数量等の報告」の関係部局等（水産庁漁政部漁政課、水産庁資源管理部管理課。民間有識者等からの意見に
ついては、システム担当者会議（年に数回開催）において聴取。）
　
・オブザーバー
　文書課

①検討・推進体制（名称、設置年月日、構成員等）

決定年月日
改定年月日



重点手続分野名

②根拠法令・条項

利用者層 主な利用者 大まかな人数等 代表的な組織

輸入業者

下記「通関業者」と
合わせて、利用者
数は約2,000社
（NACCSパッケー
ジソフトから申請さ
れたユーザー数を
計測）

個人輸入者
（小規模事業者）

約1,200人（輸出等
の手続きだけを
行っているユー
ザーも含まれる）

通関業者

上記「輸入業者」と
合わせて、利用者
数は約2,000社
（NACCSパッケー
ジソフトから申請さ
れたユーザー数を
計測）

植物検疫協会 約50団体

区分

受付窓口・申請等受
付システム名

通常期（期間） 繁忙期（期間） 備考 通常期（期間） 繁忙期（期間） 備考

開庁時間帯 同左
24時間365日（シス
テムメンテナンスの
期間を除く）

同左

本人申請等の場合

代理人による申請等
の場合

基本様式２（手続・制度に関する基本的情報）

輸出入・港湾

①手続名 輸入植物等の検査の申請

植物防疫法(昭和25年法律151号）第8条第1項

③手続制度の概要（目的・手続
の内容）

植物の病害虫が、海外から輸入される植物に付着して日本に侵入し、農業生産に被害を与えることを防ぐため、輸入植物検疫
が実施されている。本手続は、植物を輸入しようとする者が、その植物を積載した船舶（航空機）の入港（着陸）後、遅滞なく、植
物防疫所に申請し、植物防疫官による検査を受けるための手続

④想定利用
者（本人・代
理人）の状
況

利用者層・利用者の特性
（例：企業・団体等法人・個人の別、業種、事業規模（資本金・従業員
数等）、平均年齢、ITリテラシー、業務用ソフト利用率、手続の頻度
等）

本　　人

総合商社、貿易会社、種苗会社、生鮮食品会社、飼料会社等
・輸入植物を扱う者であり、植物検疫の知識を有する。
・大多数がNACCS利用者であり、NACCSパッケージソフトを使い、電
子手続を繰り返し利用している。

申請の手続きから、検査の立会、結果の通知までの手続を１人で対
応している。
・インターネットを利用した電子申請窓口から申請を行っている。

代理人（士業を含
む。）

通関代理店、運送会社、倉庫会社等
・ 通関士資格を持つ者であり、専門的知識を有する。
・ 通関手続き業務を生業とする者。
・ 申請の手続き、検査の立会等を、担当者別に分けて対応してい
る。
・ 大多数がNACCS利用者であり、NACCSパッケージソフトを使い、
電子手続を繰り返し利用している。

・ 植物検疫に関する手続きの代行を生業とする者。
・ インターネットを利用した電子申請窓口から申請を行っている。

その他

⑤申請等の時期、提出期限等 積載した船舶（航空機）の入港（着陸）後、遅滞なく申請する

⑥申請等の頻度、許認可等の
有効期間

その都度

⑦申請書等
の提出先

（受付窓口）
及び受付時

間

対面・郵送の場合 オンライン申請の場合

植物防疫所
PQ-NETWORK(インターネット)
輸出入・港湾関連情報処理システム（NACCS）

受付時間

⑧本人確認
方法

氏名を自署するか押印による確認 ID/パスワード

氏名を自署するか押印による確認 ID/パスワード



本人申請等の場合

代理人による申請等
の場合

金額

納付方法

標準処理期間又はこ
れに準ずる期間

平均的な処理期間

システムの概要

適化計画の策
定状況

適化計画の進
捗状況

整備経費（総額）(b)
（千円）

当該システムの
供用年数（ c )

使用年数１年当たり
の整備経費(b/c)(d)
（千円）

22年度 80,549 514,707 5 102,941 183,490

システム業務において、全体経費から
輸入植物検査手続電算処理システム
(PQ-NETWORKｼｽﾃﾑ)に係る経費分に
含まれるオンライン申請の経費積算は
困難のため、業務担当数により算定。
PQ-NETWORK分
運用経費89,499
整備経費571,897
オンライン申請に関係する課数
90(90.00%)
システムに関係する課数100
89,499×90.00%≒80,549
571,897×90.00%≒514,707

23年度 80,317 524,535 5 104,907 185,224

システム業務において、全体経費から
輸入植物検査手続電算処理システム
(PQ-NETWORKｼｽﾃﾑ)に係る経費分に
含まれるオンライン申請の経費積算は
困難のため、業務担当数により算定。
PQ-NETWORK分
運用経費89,241
整備経費582,817
オンライン申請に関係する課数
90(90.00%)
システムに関係する課数100
89,241×90.00%≒80,317
582,817×90.00%≒524,535

区分 申請等件数（件）(a)
オンライン利用件数

（件）(b)

磁気媒体、データ
連携等ICT活用件

数（件)( c )

オンライン利用率（％）
(b/a×100)

磁気媒体、データ
連携等を含むオン
ライン利用率（％）
（(b＋c)/a×100）

備考

平成20年度 273,417 240,211 0 88 88

21年度 276,001 251,378 0 91 91

22年度 289,762 269,035 0 93 93
輸入量の増加により件数も増加
した。

23年度 292,687 273,900 0 94 94

⑨添付書類
の名称・提
出方法等

輸出国政府機関発行の植物検疫証明書
書類審査前までに写しを提出（合格証明書発給前までに
原本を提出）、通常は検査申請書提出時に原本を添付し
ている

輸出国政府機関発行の植物検疫証明書
書類審査前までに写しを提出（合格証明書発給前までに原本を提
出）

輸出国政府機関発行の植物検疫証明書
書類審査前までに写しを提出（合格証明書発給前までに
原本を提出）、通常は検査申請書提出時に原本を添付し
ている

輸出国政府機関発行の植物検疫証明書
書類審査前までに写しを提出（合格証明書発給前までに原本を提
出）

⑩手数料
0円 0円

該当なし 同左

⑪審査基準・処分基準等（根拠
条項）

植物防疫法第8条及び第9条 同左

⑫処分権者 植物防疫官 同左

⑬処理期間
（応答まで
の期間）

現物検査を行う必要があるため、特に標準処理期間は規
定されていない。

同左

・病害虫の付着が無い場合は、申請→検査→検査結果の
通知（合格証）
・病害虫の付着が有る場合は、申請→検査→措置（消毒
等）→検査結果の通知（合格証）
・病害虫の付着が有り、措置として輸入者が廃棄を選択し
た場合は、申請→検査→措置（廃棄）→措置の証明（処分
証明）

同左

⑭申請者等に対する結果の通
知方法

書面による発給（対面交付） 電子ファイルによる通知

⑮申請書等の情報の保管管理
方法

申請情報を電子台帳に入力し、データベース化することに
よる保管管理

電子情報をデータベース化することによる保管管理

⑯申請～処理完結までの事務
処理フローの概要

別紙

⑰業務処理
システム等
（申請等シ
ステム、バッ
クオフィスシ
ステム等を
含む全体
像）の概要

 植物の病害虫が、海外から輸入される植物に付着して日本に侵入し、農業生産に被害を与えることを防ぐため、輸入植物検疫
が実施されている。植物検疫検査手続電算処理システム（PQ-NETWORK）は、植物を輸入しようとする者が、その植物を積載し
た船舶（航空機）の入港（着陸）後、遅滞なく、植物防疫所に申請し、植物防疫官による検査を受けるための手続を電子化したも
のであり、①輸入植物の検査申請、検査結果（合格証）の受取、及び消毒・廃棄命令通知等の受取、②輸入植物の検査申請の
受付、検査結果の通知（合格証）及び消毒・廃棄命令等の通知、③検査結果の台帳登録、④植物検疫統計データ作成、を行うこ
とができるシステムである。NACCSパッケージソフトからの申請受付だけでなく、インターネットを利用した電子申請窓口から申請
の受付が可能となっている。
 ①については、輸入業者、通関業者、個人輸入者及び植物検疫協会が行い、②～④については、植物防疫所職員が利用す
る。

「動物検疫業務及び植物検疫業務（輸出入及び港湾・空港手続関係業務）の業務・システムの 適化計画」（策定日：平成18年3
月17日）
（1）電子申請の推進、（2）効率的・効果的な植物検疫業務の遂行、（3）検疫業務手法の蓄積、普及及び継承による人材の育成
強化、（4）動植物検疫業務の信頼確保、（5）システムにかかる経費の削減及び安全性・信頼性の向上・強化

  平成19年～平成20年10月にかけて 適化計画に基づいたシステムの開発を行い、平成20年10月よりシステムの運用を開始し
た。
　システムについて、動物検疫及び植物防疫業務システムを統合して同一のデータセンターで運用することにより、ハードウェア
及びソフトウェアの一部を共有化でき、専用回線を廃止してバックオフィス側機能を一般の職員端末から利用できるようにしたこ
と等の結果、経費を削減することができた。また、検査台帳の電子化を可能にし、紙の台帳への記載を廃止したことや、電子的
に申請された情報を統計データ入力等の業務でも流用できる仕組み等を作った結果、業務時間の削減効果が認められた。これ
により、 適化効果指標については、目標どおりの効果を発生していることから、今後も 適化計画に沿って実施すれば特段支
障は生じないものと認められる。

⑱申請等受
付システム
の整備経費
及び運用経

費

区分
年間運用経費(a)
（千円）

整備経費
年間の整備・運
用経費(a＋d)
（千円）

備考（算出方法の説明等）

⑲申請等件
数



手続の必要性の見直
し

申請に必要な書類の
削減・簡素化

申請システムの使い
勝手の向上等

オンライン利用時にお
ける本人確認方法に
係る見直し

バックオフィス業務の
見直し

経済的インセンティブ
の向上等

広報・普及啓発

その他（震災対応等を
含む。）

　輸入植物検査において、検疫有害動植物が発見された場合、発見された検疫有害動植物の名称が記載された消毒・廃棄命令書を発給し、
定められた措置（消毒や廃棄）を行っている。しかし、現行の消毒・廃棄命令書には検疫有害動植物の態（成虫、幼虫、卵等）は記入されていな
いことから、利用者（申請者）から消毒・廃棄命令書に態を出力してほしいとの要望があるため、発見時の態を記録し、帳票に出力できるようシ
ステムの改修を行う、また、一時保存時の必須入力項目を減らすことによって、申請情報の入力途中に一時的に中断しやすくする、エラーメッ
セージの内容を見直し、何が原因で入力エラーが発生したのか分かりやすくする等の改修を検討している。

該当なし

該当なし

該当なし

・利用者からの質問に対する窓口は、各植物防疫所となっているが、窓口業務において、利用方法などの質問に対応できることで、利用者が
速やかに手続を行うことができるようになる。このため、職員の意識向上に取り組み、システムの理解度を高める必要がある。
・平成20年10月から、ＮＡＣＣＳパッケージソフトからの申請方法以外に、インターネットからの申請が可能となった。このことについて、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引き続き広報、啓発を行うことが必要である。

・小規模事業者等は、申請の登録から検査の対応まで一人で対応していることがある。このため、帳票の取り出しや申請内容に訂正が必要と
なった場合には、検査場所（受付窓口）から事務所に戻る必要があり、時間と労力がかかる。受付窓口に端末を設置することにより、利用者の
利便性向上が期待できる。
・媒体によるシステムのバックアップの分散保管は行っているが、バックアップセンターが無いため、大規模災害の発生によりデータセンターが
被災した場合、オンラインによる手続の継続ができなくなる。オンライン業務を継続させるためには、バックアップセンターの設置が必要である。

㉒備　考

（注）１　当初計画の内容と同じ事項については、当初計画の内容を記載する。
　　　２　当初計画の内容を変更・修正・追加・削除した場合には、該当箇所に下線を付すこと。

⑳磁気媒体、データ連携等ICT活用の
実態・内容

該当なし

㉑手続・制度
等に関する課

題

該当なし

　輸入植物検査申請時には、輸出国政府機関発行の植物検疫証明書を添付する必要があり、受理後に植物防疫所で証明内容の確認を行う。
植物検疫証明書を電子化して受信することにより、証明内容の確認の一部をシステム的に対応することが可能となる。また、輸出国政府機関
による記載内容の不備や、輸送途中の紛失があった場合には、植物検疫証明書の再発行や差替えが必要となる。その手続に数日掛ることが
あり、利用者の負担となっている。植物検疫証明書を電子化して政府機関の間で送受信することにより、再発行等が必要な場合に速やかに対
応することが可能となる。また、政府機関が直接やり取りを行うことで、植物検疫証明書の改ざん、偽造防止等の不正防止することもできる。



重点手続分野名

手続群又は手続名

区分 指　標

申請手続時間の削減

オンライン申請に係る利用者
の満足度

オンライン申請の受付1件当
たりの費用

業務処理時間の削減

オンライン利用率

④その
他の指
標

備　考

基本様式３（成果指標及び目標）

輸出入・港湾

輸入植物等の検査の申請

指標の説明（内容、測定方法等） 基準値（現状） 目標（見込み）・達成時期、その前提条件等

①国民
の利便
性向上
に関す
る指標

初めての利用者がオンライン申請を行った
場合、手続完了までの平均所要時間。（ログ
の集計分析による測定）

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。

よく利用している通関業者等の利用者がオ
ンライン利用に満足している。又は、再度利
用したいと考えている人の割合
（アンケート及びヒアリングによる調査）

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。）

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件当たりの整備経費
と運用経費の状況
（1年間あたりのシステムの整備経費＋年間
の運用経費）／オンライン申請件数＝
183,490千円／269,035件)

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。）

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
（電子的に植物検疫証明書を受領をすること
により、システムにおいて検証支援機能によ
る迅速な証明内容の確認を行うことができ、
業務処理時間の削減を行うことが可能とな
る。ただし、植物検疫証明書確認に係る全処
理時間を削減できるわけではなく、あくまで
植物検疫証明書記載事項の一部の確認行
為が削減されるだけである。）

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（国際基準案の標準化に大幅な改訂が見込まれる状
況にあるため、システム構築のための予算要求見込を平
成26年度から平成27年度に変更することとする。）
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。

  植物検疫検査手続電算処理システム（PQ-NETWORK）は、平成25年に、他省庁のシステムも含めて財務省所管の輸出入・港湾関連情報処理システム（NACCS）へ
統合が予定されていることから、現行システムの仕様変更を凍結している。

（注）１　当初計画の内容と同じ事項については、当初計画の内容を記載する。
　　　２　当初計画の内容を変更・修正・追加・削除した場合には、該当箇所に下線を付すとともに、「目標（見込み）・達成時期、その前提条件等」欄に、その理由・背
景事情等を記載すること。
　

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
用率等）

総申請件数に対するPQ-NETWORKからの
申請の割合

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。



重点手続分野名

制度・業務・手続群等

事項

①取組の基本的
な考え方等

②重点・優先する
取組事項

③関連手続群共
通的な取組事項

④その他（番号制
度との関係、震災
復興対策との関
係等）

手続名又は手続群

事項（視点）

①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

③申請システム
の使い勝手の向
上等（ユーザビリ
ティ向上計画の
「対応方針」を含
む。）

④オンライン利用
時における本人
確認方法に係る
見直し

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

⑦広報・普及啓発

⑧その他（震災対
応等を含む。）

基本様式４（目標の達成に向けた具体的な取組事項及び実施時期）

Ⅰ　取組の基本的・重点的な方針(総論）

輸出入・港湾

輸入植物等の検査の申請

説　　　明

平成18年に業務・システム 適化計画を策定し、その計画に沿って 適化を進めてきたところ、一定の効果をあげてきている。今後も、計
画に沿って実行していく。

Ⅱ　業務プロセス改革の主な視点に照らした検討結果（各論）

輸入植物等の検査の申請

具体的な取組事項及び実施時期 備考

該当なし

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。

国際基準が定められてた時点で、具体的な導入手続に向けた検
討を開始することを目標とする。

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。

該当なし

該当なし

該当なし

・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）

（注）１　当初計画の内容と同じ事項については、当初計画の内容を記載する。
　　　２　当初計画の内容を変更・修正・追加・削除した場合には、該当箇所に下線を付すとともに、「備考」欄に、その理由・背景事情等を記載すること。

・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）


