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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 

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（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 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。 

初めて利用する利用者に対し、

入力内容を分りやすく説明した

入力解説書を作成し、ホームペー

ジに掲載した。また、それに併せ

て掲載するホームページについ

ても、分りやすいように見直しを

実施した。 

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

計分析を実施しているところで

ある。 

 

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。） 

よく使う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、満足度の調査を行

う。 

 

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 年度はオンライン申請

が増えたことにより、1 件当たり

の費用は 676 円と削減ができた。

また、平成 24 年度は予算書ベー

スで算出すると 650 円前後とな

る見込み。 

 

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 26 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。 

前提条件である国際基準の策

定作業に参画するとともに、基準

案を作成する専門家作業部会の

検討作業にも参画し、我が国の要

望を反映できるよう努めてきた

ところ。 

国際基準案の策定に向け、平成

25 年 3 月末を目途に専門家作業

部会メンバー間でメールによる

再協議が行われている。 

 

事前の委員からの情報によれば、

これまで示されている国際基準

案から大幅な改訂が見込まれる

とのこと。 

 

  

 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、平

成 27 年度予算で要求することとし

たい。 

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％で目標を達成できてい

る。また、平成 24 年度について

は、残りの期間に昨年度と同じ申

請数があった場合、前年度と同じ

く 94％となる見込み。 

 

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 
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。 

国際的な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 年 10 月に国際植物防疫条約事務局

あて提出した。また、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した。

 前提条件である国際基準の策定作業

に遅れが生じており、国際基準案のう

ち、データ構造や通信方式に関する事

項が未記載となっている。 

 

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。 

NACCS への統合に合わせて、利用者から

の要望により、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に一時保

存するため、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

を緩和する、エラーメッセージに対してど

のようにデータを修正すれば良いかわかり

やすい表記に変更する等の改修を行い、使

い勝手の向上を行う。統合後のシステムの

稼働開始は平成 25 年 10 月中旬の予定。 

  

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 5 月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が予定されているた

め、オンライン申請に係る広報を実施する

予定。 

  

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

数が多く、個人事業者数が多い成田空港

の 2 か所を選定し、平成 25 年度に受付窓

口に各１台ずつ端末を設置する。 

・平成 25 年 10 月のバックアップセンター

稼働に向けて、システム開発を実施して

いる。 

  

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））

 
 

  


