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 重点手続に関する業務プロセス改革計画（当初計画）の実施状況（平成 23～24 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 

主な手続名と

手続数 

指定検疫物の輸入届出（１手続） 

１ 成果指標・目標 

区 分 業務プロセス改革計画（当初計画）で定められた事項 
進捗状況（年度） 

目標等の見直しについて 

（当初計画改定事項） 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（申請１件

当たりの申請から証明書を受

領するまでの所要時間） 

所要時間：1350時間/月

（全国）（ニュージーラ

ンドからの食肉製品を

システムにおいて審査

支援機能により合格発

給が行うことが可能と

なる申請（約100件：試

算値）についての所要

時間） 

目標所要時間：700 時間／月（全国）（試

算値）（ニュージーランドからの食肉製

品が現物検査省略された場合に、削減

される時間を試算・累積した。） 

達成時期：ニュージーランドとの間に

電子的な衛生証明書の授受を行うシス

テム構築ができてすぐ。 

前提条件：予算措置されることにより、

ニュージーランドとの間に電子的な衛

生証明書の授受を行うシステム構築が

できること。 

電子的な衛生証明書の対象国

を拡大するために、関係機関と連

絡・調整を行っている。 

現在、仕様確認を行っており、

対象国拡大の改修について平成

26 年度予算要求を行う予定。 

 

オンライン申請に係る利 

用者の満足度 

― 目標：70%、達成時期：平成 25 年度末

前提条件：利用者へのアンケートによ

る。NACCS 利用者も含む。 

平成 25 年３月に利用者に対して

アンケートを実施予定。 

 

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 

614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。） 

466 円（平成 23 年度）  

業務処理時間の削減（申請１件

につき家畜防疫官が審査等処

理を行うのに必要な処理時間）

処理時間：2000分/月

（全国）（ニュージーラ

ンドからの食肉製品を

システムにおいて審査

支援機能により合格発

給が行うことが可能と

なる申請（約100件：試

算値）についての処理

時間） 

目標処理時間：1000分／月（全国）（試

算値）（ニュージーランドからの食肉

製品をシステムにおいて審査支援機能

により合格発給が行うことが可能とな

る申請（100件：試算値）についての処

理時間） 

達成時期：ニュージーランドとの間に

電子的な衛生証明書の授受を行うシス

テム構築ができてすぐ。 

前提条件：予算措置されることにより、

ニュージーランドとの間に電子的な衛

生証明書の授受を行うシステム構築が

できること。 

電子的な衛生証明書の対象国

を拡大するために、関係機関と連

絡・調整を行っている。 

現在、仕様確認を行っており、対

象国拡大の改修について平成 26

年度予算要求を行う予定。 

 

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 97．5％ 

（H22 年度） 

 

現状維持 97.6%（平成 23 年度）  

④その他      

２ 取組事項等 

事  項 
業務プロセス改革計画（当初計画）で定められ

た事項 

平成 23～24 年度における実施状況 

取組事項の見直しについて 

（当初計画改定事項） 取組事項の実施状況（実施時期） 

取組を進める上での課題（取組が進ん

でいない場合、その原因・理由等）、利

用者等の意見・要望等 

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 
衛生証明書を電気通信回線を通じて電子的

に送信できる対象国の拡大検討。（平成 25 年以

降） 

電子的な衛生証明書の対象国を拡大する

ために、関係機関と連絡・調整を行ってい

る。 

現在、仕様確認を行っており、対象国拡大

の改修について平成 26 年度予算要求を行

う予定。 

  

③申請システムの使い勝

手の向上等 
・利用者によりわかりやすく入力してもらうた

め、犬等の輸入事前届出の入力画面の改修及び

指定検査場所申請システムの NACCS を使用し

ての申請の開始（平成25年10月 次期更改時）

・ANIPAS－支援システム間の連携強化（平成

26 年度以降） 

犬等の輸入事前届出の入力画面の改修及

び指定検査場所申請システムの NACCS への

移行については、平成 25 年 10 月稼働に向

けて、システム開発を実施している。(平成

23～24 年度) 

・犬等の輸入事前届出については、入力画

面のヘルプの改善。 

・画面構成の簡素化 

  

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 
―    

⑦広報・普及啓発 ・HP の見直し、窓口、電話での問い合わせ時

にシステム利用の紹介及び利用マニュアルの

修正（H23 年度中） 

・初任者を対象に、研修を実施し、職員の理解

及び意識の向上に取り組む（継続） 

問い合わせ時のシステム利用の紹介の徹底

（平成 24 年 2月） 

HP の見直し、利用マニュアルの修正（平成

24 年 12 月） 

初任者研修において、システム関係講義を

実施（平成 24 年 4 月） 

全国の動物検疫所の担当課長に対し、事務

所別の利用率を提示し、各場所において状

況分析し、利用率向上のための方策を図る

よう依頼。（平成 23，24 年度） 

  

⑧その他 バックアップセンターの設置（設置目標：平

成 25 年 10 月） 

バックアップセンターの設置については、

平成 25 年 10 月稼働に向けて、システム開

発を実施している。(平成 23～24 年度) 

・設置により、障害時に迅速にシステムで

の申請を復旧することが可能となる。 

  

３ その他（検討体制・基本的考え方等共通事項の見直し（当初計画改定事項））

 
 

  



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         8,000
　　　 ユーザー

輸入者

通関業者 4万ユーザー

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
５時～翌４時（３６５
日）

同左

本人申請等の場合

代理人による申請等
の場合

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）

企業（輸入商社等反復継続して輸入を行っている者）

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。

府省共通ポータルのID,パスワード以外に、独自に平成２０年１０月
からＡＮＩＰＡＳからＩＤ、パスワードを払い出し、利用することが可能と
している

家畜伝染病予防法（昭和26年法律166号）第40条第１項

対面・郵送の場合

動物検疫検査手続電算処理システム
輸出入・港湾関連情報処理システム（NACCS)

押印又は自署

府省共通ポータルのID,パスワード以外に、独自に平成２０年１０月
からＡＮＩＰＡＳからＩＤ、パスワードを払い出し、利用することが可能と
している

輸出入・港湾

⑧本人確認
方法

指定検疫物の輸入届出

海外からの家畜の伝染性疾病の侵入を防ぐことにより、家畜の伝染性疾病の発生を予防し、及びまん延を防止することによ
り、畜産の振興を図ることを目的とし、指定検疫物（例：生体の動物（肥育用素牛、競走馬、霊長類等）、畜産物（肉製品、稲わ
ら等）及び犬猫）を海外から輸入した者が、遅滞なくその旨を動物検疫所に届け出て、輸入禁止品に該当するか否か、検査証
明書の添付の有無、監視伝染病の病原体をひろげるおそれの有無について家畜防疫官の検査を受ける手続きである。

指定検疫物が日本に到着してから遅滞なく届出を行う。
（常時輸入は行われ、特に繁忙期はない。）

①手続名

⑥申請等の頻度、許認可等の
有効期間

③手続制度の概要（目的・手続
の内容）

指定検疫物が輸入された空海港を管轄する動物検疫所

⑦申請書等
の提出先

（受付窓口）
及び受付時

間

オンライン申請の場合

押印又は自署

⑤申請等の時期、提出期限等

個人の輸入者（犬猫等をペットとして飼育し、それを国内へ持ち込
む（輸入する）者、単発の輸入がほとんど）

④想定利用
者（本人・代
理人）の状
況

受付時間

指定検疫物を輸入する都度

基本様式２（手続・制度に関する基本的情報）

本　　人

代理人（士業を含
む。）

その他



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

最適化計画の策
定状況

最適化計画の進
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 192,077 621,226 5 124,245 316,322

システムの業務について
は、職員のみが行う業務及
び申請者等が行うことができ
る業務（オンライン申請に関
係する業務）がある。オンラ
イン申請に関係する業務数：
49、システムに関係する業
務数：130

23年度 176,353 670,618 5 134,124 310,477

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 179,928 175,858 0 97.74% 97.74%

21年度 178,313 173,008 0 97.02% 97.02%

22年度 198,806 193,894 0 97.53% 97.53%

平成21年度は景気が悪いた
め、輸入が減少したが、景気回
復及び円高の傾向があるため、
今後（平成23年度）は件数増加
が見込まれる。

23年度 205,213 200,308 0 97.61% 97.61%

システムによる輸入検疫終了通知情報登録（必要に応じ、申請者
において通知書の印刷が可能）

備考（算出方法の説明等）

輸出国政府機関発行の検査証明書等
オリジナルの提出が必要

同左

同左

⑩手数料

申請書については、電子的に保管し、その他添付書類については、
文書により保管

「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）に係る業務・システムの最適化計画について」平成
18年３月17日　行政情報化推進委員会決定
目的：費用対効果を十分に考慮した上でＩＴ（情報通信技術）を積極的に活用することにより、国民、企業、自治体等の利用者
へ利便性の高い良質な行政サービスを提供するとともに、より高度かつ効率的な動植物検疫業務を実現するために、以下の
事項を基本理念として最適化を図ることとする。
①電子申請の推進、② 効率的・効果的な動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性確保、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

⑨添付書類
の名称・提
出方法等

手数料なし
同左

・畜産物：到着後～現物検査～合格発給　現物検査後問
題がなければ証明書を作成し、手交
・動物：到着後～係留検査～合格発給　係留検査期間終
了後証明書を作成し、手交
・犬：到着後～（係留）検査～合格発給　検査後書類等問
題がなければ即日、係留検査が必要であれば、係留検
査期間終了後証明書を作成し、手交

同左

（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

書面による輸入検疫証明書交付

年間の整備・運
用経費(a＋d)
（千円）

年間運用経費(a)
（千円）

区分

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

　平成19年～平成20年10月にかけて最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。
　システム運用について、小規模な故障、障害の発生事例はあったが、迅速に対応したことで重大なシステム停止には至って
おらず、その後の運用管理は適切に行われているため、特段問題はない。
　最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、今後も最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。

文書により保管、並びにシステムへ入力し、電子的に処
理

⑲申請等件
数

⑬処理期間
（応答まで
の期間）

⑫処分権者
同左

・畜産物：到着後～現物検査～合格発給　現物検査後問題がなけ
ればその場で通知
・動物：到着後～係留検査～合格発給　係留検査期間終了後遅滞
なく。
・犬：到着後～（係留）検査～合格発給　検査後書類等問題がなけ
れば即日、係留検査が必要であれば、係留検査期間終了後遅滞な
く。

家畜防疫官（処分の内容により一部動物検疫所長）

動物検疫検査手続電算処理システムについては、家畜の伝染性疾病侵入防止のための輸入検査のうち、
 ①動物の輸入届出及び動物・畜産物の輸出入検査申請の受付・検疫証明書の交付、②畜産物の書類審査、現物検査結果
等の登録、③畜産物の電子証明書（E-CERT） 内容の確認（オーストラリア）、④動物の詳細な検査結果の登録、⑤その他指
示・通知等
を行うことができるシステムであり、NACCS経由での申請受付だけでなく、WEBによる申請受付が可能。
①については、輸入業者、輸入者及び通関業者が行い、②～⑤については、動物検疫所職員が利用する。

⑭申請者等に対する結果の通
知方法

⑮申請書等の情報の保管管理
方法

整備経費

同左

家畜伝染病予防法（昭和26年法律166号）第44条第１項

輸出国政府機関発行の検査証明書等
オリジナルの提出が必要

該当なし

⑪審査基準・処分基準等（根拠
条項）

⑱申請等受
付システム
の整備経費
及び運用経

費

⑯申請～処理完結までの事務
処理フローの概要

別紙参照



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。）

該当なし

㉑手続・制度
等に関する課

題

該当なし

該当なし

　現在のシステムは、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。

　利用者からの質問窓口は、現場の事務所であり、窓口業務において、利用方法などの質問に対応出来ることで、利用者が速やかに手続
を行うことが出来るようになる。また、システムを利用していない申請者に対し、システム利用を勧めることも、現場で行うこととなる。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あげ、利用者に適切な案内を行う必要がある。

　輸出国政府機関発行の検査証明書の電子化を現在、オーストラリアと行っているものと同様に行うことができれば書面での提出は不要と
なる。（H10～オーストラリアからの証明書を電子化）
　検査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、検査証明書の改ざん、偽造等の不正を防止することで申請内容の確認時間の削減にもつながる。

　動物、畜産物の輸入者の多くは、反復継続して業務を行っている者であり、大きな変更はかえって利用者の業務に影響が出る。
　ただし、犬等を輸入する者は、専門業者ではなく、一般個人がほとんどであるため、入力画面等がわかりにくい、入力内容がわからないと
の問い合わせがある。

該当なし

該当なし

⑳磁気媒体、データ連携等ICT活用
の実態・内容

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。


