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防衛施設建設関係業務へのプロジェクト管理手法の導入に関する調査研究

（平成２７年度）

＜はじめに＞

本調査研究は、防衛施設建設事業における諸課題に的確に対応し、当該事業を

その業務に従事する職員、施設建設の要求者、設計等の業務及び工事の受注者に

とって魅力あるものとするための一つの手法として、防衛施設建設業務へのプロ

ジェクト管理手法の導入を検討するものであり、平成２６年度は、

ⅰ . 防衛施設建設業務の処理手続き等を整理し、PM 手法の適用業務を類型

化に関すること

ⅱ . プロジェクト管理に必要な防衛施設建設業務におけるステークホルダー、

リスク、スケジュール管理、コスト管理などの特徴の整理に関すること

ⅲ . 上記の調査研究の成果に基づき、防衛施設建設業務におけるプロジェク

ト管理の基本的な手法の検討に関すること

の調査研究を行い、平成２７年度は、

ⅳ . 平成２６年度の調査研究の成果を踏まえ、防衛施設建設業務にプロジェ

クト管理手法を適用するための仕組み・体制等の提言に関すること

の調査研究を行うものです。

そして、平成２６年度に実施した調査研究においては、防衛施設建設関係業務

へのプロジェクト管理手法の導入に関して、以下のことを明らかにしました。

ⅰ . プロジェクトマネジメント手法の導入によって、発注者、業務の受託者

等の役割分担が明確になり、更に、何を、誰が、何時、どのような方法で

実施するかなど業務全般が「視える化」されるので、効率的な業務の執行

等、現状の防衛施設建設業務の抱える諸課題の根本的な解決に資すること

が可能と考えられること。

ⅱ . 仕事の仕組みづくり等に係るマネジメントは、戦略型プログラムマネジ

メント手法が、駐屯地の新設事業等の大規模な建設事業に係るマネジメン

トは、オペレーション型プログラムマネジメント方式が適用できること。

ⅲ . 単独の建設工事等に係るマネジメントは、プロジェクトマネジメントの

手法を適用できること。

ⅳ . プログラムマネジメント及びプロジェクトマネジメントを、防衛施設建設

業務に適用する場合の概要を明らかにしたこと。

ⅴ . 防衛施設建設業務にプロジェクトマネジメントを導入する場合には、職員

への教育や制度設計などの環境整備の進捗に合わせた段階的な導入を行う

こと、専門の部署の設置、プロジェクトマネジメント能力の評価制度及びサ

ポート機関の認定制度と併せて円滑な導入を図る必要があること。
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平成２７年度の調査研究は、このような成果に基づき、調査研究計画の (4)にあ

るように、個々の建設業務について、ＰＭに基づく業務の仕組み・体制を提言す

るものであり、建設工事の計画、調査・設計及び工事の各業務について、プロジ

ェクト管理手法に基づく計画、実行の監視・コントロール及び終結等に関わる業

務の実施方法等を整理して、「プロジェクト管理実施要領（案）」として取り纏め

て提案することとしました。

第１章 平成２６年度調査研究の概要

第１節 防衛施設建設業務の課題

防衛施設建設業務の課題については、公益財団法人防衛基盤整備協会の「魅力

ある防衛施設建設事業の実現を図るための提言」（有志による防衛施設建設業務

に関する懇談会、平成２６年３月）から引用して、次の様な現状評価と課題を取

り上げました。

１ 現状と評価

防衛施設建設業務に係る設計等の技術業務並びに工事の発注事務等について、

以下の指摘がなされています。

（１）技術業務について

ⅰ . 他の発注機関に比べて直接原価が１０％程度高く、利益率が低くなること。

ⅱ . 発注ロットが小さく非効率であること。

ⅲ . 部隊及び米軍等の関係機関との協議・調整が多いこと。

ⅳ . 設計上の方針決定に時間を要すること、協議での大幅な修正、成果物の引

き渡し後に設計の修正を求められるなど、発注者としての対応が不十分と感

じることが多いこと。

（２）工事について

ⅰ . 工事費に比較して工期が長く、受注しても法手続きが未了などの理由で工

事に着手できないこと。

ⅱ . 工期が長いこと、積算が市場動向に追いつかないことなどから（民間建築

等と比較して）利益率が低いこと。

ⅲ . 標準図活用方式等が採用されているが、発注者の関与が不十分であること

などによって、設計に長期間を要すること、計画通知等の法手続きも必要に

なることなどから、工事着手が大幅に後送りされることが多いこと。

ⅳ . 現場で変更の必要が生じた場合などの方針決定に日時を要し、作業員の待

機等が生じ、円滑な工事の実施を阻害していること。

ⅴ . 監督官が現場の状況を把握していないことが多く、現場の相談、協議等を

円滑に進められないこと。

このような指摘を踏まえ、防衛施設建設事業の魅力化を図るためには、次の点

を検証し、必要な措置を講じる必要があるとされています。
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ⅰ . 人員の配置、予算及び仕事の仕組み等は、計画された事業を円滑にかつ高

い品質を確保して実行するために十分なものであるか。

ⅱ . 仕事の実施方針が明確で、プロセスの管理、及び成果物の品質管理などが、

組織的な仕組みの中で、リーダーシップが発揮されて行われているか。

ⅲ . 職員の仕事に対する姿勢は、ユーザーや受注者等の顧客の方を向いている

か、また、これら顧客の要求に適切に対応できる能力が付与されているか。

２ 防衛施設建設業務の課題と改善策

上記の３つの視点に立って、防衛施設建設業務の現状を評価し、（１）業務の実

施体制について、（２）制度の整備や運用の改善について、（３）人材の育成につ

いての提言が行われていますが、ここでは、防衛施設建設業務の改善のための課

題として整理します。

（１）業務の実施体制について

防衛省の建設職員一人当たりの業務量は、工事費をベースとすると３億円以

上であり、他の発注機関の数倍となっているにも関わらず、仕事の実施体制は

昭和４０年代のそのままで、根幹部分の見直しが行われておらず、設計、工事

監理等の業務を殆ど外部委託している現在の業務の実施環境に適合していませ

ん。また、少子化の進展、職員の採用制度の変更などがあり、人材確保等の面

から、現行の広域異動を前提とした組織編制では、行き詰まりが危惧されると

の意見が出されました。

防衛施設建設事業の魅力化を図るためには、先ずそれを担う建設職員にとっ

て魅力ある職場であることが不可欠であり、その観点から組織及び業務の執行

体制について、見直し等を行う必要があります。

ⅰ . 中央及び地方防衛局の組織を見直し、業務への専念、広域異動の抑制、地

方防衛局間及び年間業務量の変動等への対応が可能な組織とすること。

地方防衛局調達部の組織は、建築、土木及び設備の専門職種毎の編成にな

っていて、これらの部署で調査、設計、工事監督、検査など防衛施設建設に

係る技術業務の殆どが処理されています。このような組織編成では、業務量

の負荷が大きい中で、あれもこれもというように多種の業務を処理しなけれ

ばならず、設計等のそれぞれの業務に専念することは難しい状況と言えます。

更には、入札制度の総合評価方式への変更に伴う技術審査業務等が加わった

ことなどから、ますますその傾向は強くなっているものと考えられます。

また、建設職員の殆どは、３年以上同一ポストに就くことを禁じられてい

る会計職員であり、当該地方防衛局内に異動ポストが無いことから広域異動

を余儀なくされています。更に、地方防衛局の業務量は、防衛力の整備計画

等により年度によって防衛施設建設事業量が大きく増減するのが通例であり、

この業務量の変動にも職員の広域異動により対応している状況にあります。

これらの結果として、建設職員は、ほぼ２～３年毎に広域異動を強いられる

ことになっており、各地方防衛局における業務の継続性、ユーザーや地元自
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治体との人的関係の構築などが難しく、円滑かつ効率的な業務の執行の阻害

要因となっています。

ⅱ . 調査・設計費及び工事費の予算について、事業の円滑な実施の観点から、

次の配慮を行うこと。

① 調査・設計と工事費の要求年度を分けること。

自衛隊 施設整備は、その殆どが同一年度に調査・設計の実施と工事の契

約を行う予算となっていることから、どのような施設を建設するかという計

画段階の検討及び設計のための十分な期間を確保することが困難となって

いると共に、工事の発注事務が年度末に集中してしまい、次年度事業の検討

作業及び完成する工事に関する事務と重なり、業務の円滑な実施の阻害要因

となっています。そして、このことが、設計における監督官の対応の不十分

さや、計画通知等の法手続きの遅れなどの遠因となっているものと考えられ

ます。

② 設計費については、庁費による支弁から工事費によるものに変更するな

どして、業務に必要な経費を確保すること。

自衛隊施設整備においては、設計委託費が全ての事案について行うもの

として確保されていないことから、標準図活用方式により工事が発注され

ることが多く見られます。この方式に拠った場合、部隊等の要求事項が固

まっておらず設計に不測の期間を要すること、設計完了後の法手続きを要

することなどから、工事着手までに相当の期間を要することとなります。

工事着手までに相当の期間を要することは、物価変動や工事費が増額に

なった場合の予算の手当てが困難になること、及び技術者の長期拘束で他

工事の受注機会を失うことなど、受注者にとってのリスク増大に繋がり、

防衛施設建設事業の魅力低下要因の一つとなっています。

③ 長期国債（４年または５年間に及ぶ国庫債務負担行為）の活用などによ

って、本来一体のものとして発注すべきものは、１件工事として発注でき

るように措置すること。

建物の躯体と内装工事など、本来一体のものとして契約すべきものを別

件工事として発注することは、受注者にとっての事業の魅力が損なわれる

ばかりでなく、施設の品質確保、工程管理及び瑕疵等があった場合の責任

の帰属など、多くの問題を生じさせる恐れがあります。

一方、建物付帯工事など本体建物の工事終了後に行う工事については、工事

の着手時期を考慮し発注を遅らせるなど、事業の計画に即した予算とするよう

配慮する必要があります。

ⅲ . 仕事の仕組み、手順などを見直し、次の措置を講じることによって、組織

的に業務のプロセスを管理する体制を整備すること。
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① プロジェクト管理の手法を導入することなどによって、事業の計画から

完成までの全体のプロセスを組織的に統制・管理する仕組みを整備するこ

と。

懇談会においては、各種業務での発注者の顔が見えず、その関与が不十

分であること、上司に報告した段階でそれまでの調整結果が覆されること

などが強く指摘されていますが、これらのことは、業務が組織的に、シス

テム的に、かつ計画的に行われていないことが原因しているものと考えら

れます。

防衛省内における建設部署としての位置づけ、役割（ユーザーとの関係

など）等を明確にした上で、計画から工事完成までの全体のプロセスを組

織的に統制・管理する仕組みを整備する必要があります。この組織的な統

制・管理の仕組みとしては、プロジェクト管理手法などが上げられます。

② 外部委託による業務の位置づけ、内容等を防衛省における実施体制に適

合するように再定義すると共に、積極的な活用を図ること。

施工監理及び事業監理業務等が外部委託により行われていますが、これ

らの業務の位置づけが不明確で、効果も不十分であるなどの指摘がありま

す。

業務の外部委託は、建設職員の業務上の負担を軽減するため、その有効

活用を図ることが不可欠であり、工事の円滑な実施及び品質の確保の観点

からも、これが有効に機能することが不可欠と考えられます。

これらの外部委託による業務を有効活用するためには、受注者が実施す

る業務内容、実施方法、発注者の権限との関係及び業務実施による受注者

の責任の所在などを明確にする必要があります。

（２）制度の整備や運用の改善

防衛施設建設事業の契約関係業務については、会計法令等の規定に基づき、

他省庁の制度などを参考として実施されています。一方において、他省庁の数

倍という建設職員一人当たりの業務量を処理すると共に、防衛施設という特殊

な用途の施設建設を、制約の多い米軍基地や自衛隊駐屯地などにおいて実施し

ているという特徴を有しています。

そして、防衛施設建設事業の実施に係る諸制度の整備や運用に当たっては、

これらのことに十分配意すべきと考えられ、防衛省の特徴を踏まえた制度の整

備及び運用を行う必要があります。そして、整備された制度については、ＰＤ

ＣＡサイクルによって、より良いものにするよう常に改善を図っていくという

姿勢が求められます。

（３）人材の育成を計画的、継続的に、かつ強力に推進すること。

懇談会においては、建設職員の経験や知識の不足から、設計や工事における

発注者としての対応について、多くの問題点が指摘されました。
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建設職員については、自ら設計を行い、現場での監督業務に豊富な経験を有す

る職員が退職時期を迎え、設計及施工監理等の業務の殆どを外部委託により実施

してきた世代に交代しようとしています。上記の様な問題は、今後更に大きな問

題となって行く可能性があると考えられますので、早急な人材育成のための対策

が求められています。

この人材育成策においては、防衛施設建設部署としての業務に対する明確なビ

ジョンを掲げ、その実現に向け、主に以下のことを重点的に実施することが求め

られます。

ⅰ . リーダーの育成を図ること

建設部署は、防衛省内で唯一の施設技術に係る業務を取り扱う部署であり、

施設技術を有する職員がまとまって配置されている唯一の部署です。したが

って、防衛施設の品質の確保等を図るためには、当該部署が省内外において

リーダーシップを発揮して業務を処理することが不可欠であると考えられま

す。また、業務の多くの部分が外部委託により実施されているということか

らも、発注者としてのリーダーシップの発揮が求められることは必然のこと

と考えられます。

ⅱ . 業務に顧客指向で取り組む姿勢を確立すること

防衛施設建設事業を担う建設職員にとっての顧客は、部隊等のユーザー、技

術業務及び工事の受注者などとなります。建設職員にとって魅力ある仕事とす

るためには、顧客にとっての魅力を高めることが不可欠であり、業務に顧客指

向で取り組む姿勢を確立する必要があります。

第２節 プログラムマネジメントの概要

プログラムマネジメントの概要は、NPO 法人日本プロジェクトマネジメント協

会（PMAJ）の「プロジェクト＆プログラムマネジメント（P2M）」（以下「P2M」

という）に基づき概要を整理したものです。

１ プログラムマネジメントの構成

プログラムマネジメントは、組織戦略の実現などの目標達成のために複数のプ

ロジェクトを有機的に組み合わせた統合的な活動であるとされています。プログ

ラムマネジメントには、達成すべき目標は開始時点で明確であるが、規模が大き

いために多数のプロジェクトに分割して全体を統合してマネジメントする「オペ

レーション型プログラム」と、概念的な戦略目標のみで始まる「戦略型プログラ

ムがあります。

プログラムマネジメントは、企業を例にするならば、経営戦略や事業戦略が求

めている「あるべき姿」と企業等の現状の「ありのままの姿」のギャップを埋め

るための「何か」が、プログラムミッションとして与えられ、このプログラムミ

ッションを実現して、企業としての価値創造を所得して行こうというものであり、

図１に示すように、プログラムミッション、プログラム統合マネジメント、プロ
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グラム戦略とリスクのマネジメント、価値評価のマネジメントで構成されており、

次のプロセスでマネジメントが行われます。

ⅰ . ミッションプロファイリング

ミッションプロファイリングは、プログラムの初期段階で、事業戦略を分

析して、戦略を実践

できるように、プロ

グラムミッション

を明確にして、「あ

るべき 姿」 を描 き 、

現状の「ありのまま

の姿」からどのよう

にして到達して行

くのかと言うシナ

リオを描くプロセ

スであります。

この段階で、プロ

グラムが創造する

価値の概念は、当初

の抽象的な段階か

ら徐々に具体化されて行きます。ミッションプロファイリングは、プログラ

ムの進行過程で環境の変化により変更を行う場合には、プログラムミッショ

ンを維持するために繰り返して行うべきものです。

ⅱ . プログラムデザイン

プログラムデザインとは、ミッションプロファイリングの成果物に基づき、

プログラムのアーキテクチャー（プログラム群の構成）を設計することです。

プログラムデザインのプロセスは、まずミッションプロファイリングで展

開し検討された最終的なシナリオの実行期間やプロセスを定義します。次に、

必要なプロジェクト群を創成して構造化することで、プログラムの全体構成

を可視化します。更に、プログラムの実現可能性などを検証して、プログラ

ム構想文書としてまとめるということになります。

ⅲ . プログラム実行の統合マネジメント

プログラム実行の統合マネジメントは、ミッションプロファイリングで構

想され、プログラムデザインで計画された価値の確実な実現を目指すプロセ

スであり、図２に示すように、プログラム実行の立上げ、目標マネジメント、

そしてプログラムの終結というプロセスを経るものとなります。

図１ プログラムマネジメントの構成
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ⅳ . プログラム戦略とリスクのマネジメント

プログラムを実行する過程では、関係者からの苦情や社会的な状況変化な

どのリスクの発生が考えられますが、これらリスクを適切にコントロールし

て、初期の目標を達成するようにプログラムの実行過程を監視し、指針を与

えます。

ⅴ . 価値評価のマネジメント

プログラムミッションにおいて述べられているプログラムにより実現する

目標を、業務の効率性の向上、収益性の向上などの具体的な指標に基づき価

値を評価し、プログラムの実行過程を監視し、指針を与えます。

なお、プログラムには、戦略型プログラムとオペレーション型プログラムがあ

ることは、前述したとおりですが、その事例を表１に示しておきます。

表１ プログラムの類型と事例

分類 類型 具体事例

戦略型

組織改革 M&A、事業構造改革、組織再編など

商品改革 大型の新製品やサービス、新規素材、医薬品など

新ビジネスモデル
新規市場（顧客）開拓、新規バリューチェーン構築な
ど

研究開発 宇宙開発、地球環境関連（大気汚染や水質、防災など）

創作活動 映画製作、テレビドラマなど

社会インフラ スマートシティー

オ ペ レ
ー シ ョ
ン型

建設関連 プラント、発電所、鉄道、空港、市街地再開発など

資源関連 資源探査、油田、鉱山などの開発や運用など

IT 関連
人事や経理などの基幹系システム、生産管理、銀行勘
定系システムなど

図２ プログラム実行の統合マネジメントプロセス
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第３節 プロジェクトマネジメントの概要

プロジェクトマネジメントの概要は、P2M に基づき概要を整理したものです。

１ プロジェクトマネジメントの定義

プロジェクト（Project）とは、プロジェクトの特定ミッション（Project mission）

を受けて、始まりと終わりのある特定期間に、資源、状況などの制約条件

（Constraints）の下でそのミッションの達成を目指す、将来に向けた価値創造事

業（Value Creation Undertaking）をいいます。

特定ミッションとは、プログラムからプロジェクトに期待される達成要求のこ

とです。この要求を明確にすることが、プロジェクトマネジメントの出発点とな

ります。

そして、プロジェクトには、図３に示すように、特定ミッション、特定期間、

制約条件に関連して、テーマの個別性、始まりと終わりのある有期性、状況変化

やリスクを含む不確実性という基本属性があると言われています。

２ プロジェクトマネジメントの要件

プロジェクトマネジメント（Project Management）は、プロジェクトの特定

ミッションを達成するために有期的なチームを編成して、プロジェクトマネジメ

ントの専門職能を駆使して、プロジェクトを公正な手段で効率的、効果的に遂行

して、確実な成果（Deliverables）を獲得する実践的能力（Capability）を適用

することにより実行されます。

このようにプロジェクトマネジメントには、図４に示す４つの基本的要件が備

図３ プロジェクトの基本属性

図４ プロジェクトマネジメントの定義
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わっていなければなりません。

ⅰ . 公正な手段

公正な手段とは、国際規格水準に適合し、かつ、社会理念、倫理基準、専

門的規準や法規に準拠した手順により、プロジェクトを遂行することを言い

ます。

国際規格である「ＩＳＯプロジェクトマネジメントの手引き」に規定され

るプロセスに準拠して進めることなどが、公正な手段に沿った進め方という

ことになる例と考えられます。

ⅱ . 効率的遂行能力

効率（Efficiency）とは、資源投入に対する産出の比率を意味し、プラン

トや建造物などの場合には、物的生産性指標のことを意味します。プロジェ

クトマネジメントにおいては、ムリ、ムダ、ムラを最小限に抑制する手順、

知恵、工夫が必要とされますが、効率的遂行能力においては、物的生産性に

加えて、今日では、市場情報や生産データを活用したり、異種技術を結合し

たりして、価値を高める知的生産性も重視されます。

ⅲ . 効果的遂行能力

効果（Effectiveness）とは、プロジェクトによってもたらされる全体的な

影響に関する指標であり、プロジェクトに直接的、間接的に利害が関係する

ステークホルダーの満足度に関係します。そして効果的遂行能力は、プロジ

ェクトに投資コストに対して獲得される便益（Benefit）の程度で評価するこ

とができます。

ⅳ . 有期的なチーム

有期とは、開始日があって終了日があることです。プロジェクトの定義で

もあるように、プロジェクトの基本属性に有期性があり、プロジェクトマネ

ジメントの実践は有機的なプロジェクトチームによって実践されることが

必須となります。このため、チームを形成し、育成し、効果的・効率的な遂

行能力を獲得し、価値創造に繋がる成果物を確実なものにしていくことは、

プロジェクトマネジメントの重要な要件となります。

３ プロジェクトマネジメントに関連する概念

（１）プロジェクト業務と定常業務

一般に、組織の行う業

務は、定常業務とプロジ

ェクト業務に分類されま

す。定常業務とプロジェ

クト業務の特徴を表２に

示します。

プロジェクト業務と定常業務は、全く相容れない二律背反の概念ではなく、

時間の経過と共に、プロジェクト業務から定常業務へと移行していく関係にあ

表２ プロジェクト業務と定常業務

プロジェクト業務 定常業務

合目的的で有期的な組織 恒常的な組織

非継続的、非反復的 継続的かつ反復的

個別的な予算 固定的に割り当てられた予算
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ることに注意が必要となります。このことは、組織が変革に対応するための手

段として、プロジェクトが実施されることを理解しやすくします。

定常業務が外部環境の変化により現実的でないと判断される場合には、外部

環境の変化に対応する特定ミッション

を持ったプロジェクトを組織し、新た

な価値創造の仕組みを成果物として作

成することになります。そのプロジェ

クトによって生み出された成果は、目

的とする価値を創造することが確認さ

れれば、その運営を行う恒常的な組織

に移管され、それ自体が定常業務として実施されるようになります（図５）。こ

のように定常業務とプロジェクト業務は、外部環境の変化に対応するため、時

間の経過と共にサイクリックに移り変わる性格を持っています。

（２）プロジェクトステークホルダー

プロジェクトステークホルダー（Project Stakeholders）は、特定利害関係

者と訳されることが多いですが、実際には、プロジェクトに直接的、間接的に

関与する事業主（プロジェクトのオーナー又はプロジェクトの権限者）、投資機

関、金融機関、コンサルタント、デザイナー、プロジェクトチーム、プロジェ

クトマネジャー、コントラクター、メーカー、協働パートナー、資源取引相手、

シンクタンク、認可機関などを含みます。これら様々な関係者が参加して、プ

ロジェクトは価値創造活動を遂行することになります。

プロジェクトに直接参加するのは、プロジェクトマネジャー、プロジェクト

チームメンバーなどであり、サービス会社、人材派遣企業、流通会社などの協

力者も関与します。また、プロジェクトに直接参加・関与しなくても、プロジ

ェクトの実行や実現により利害関係が発生したり、社会的影響を受ける機関、

会社、個人も総称してステークホルダーと呼んでいます。

（３）プロジェクトライフサイクル

プロジェクトの遂行段階毎の特徴的な基本属性に照らし合わせて、全ての遂

行過程を把握する

ためには、プロジ

ェクトライフサイ

クル（Project Life

Cycle）として理

解することが便利

であり、このこと

は国際的な共通観

となっています。

図５ プロジェクト業務と定常業務

図６ プロジェクトライフサイクルの概念
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プロジェクトには、「始まり」と「終わり」があり、プロジェクトライフが

あります。プロジェクトの期間を横軸にとり、作業量を縦軸にとって、その

経過をグラフ化すると図６（左）に示すように、山型カーブとなり、累積作

業量では S カーブになります。これをプロジェクト固有のマイルストーンで

区分すると、区分期間をフェーズとして認識できます。このフェーズは、図

６（右）に示すように、基本的には構想フェーズ、設計フェーズ、構築フェ

ーズそして終結フェーズというように区分されます。

４ プロジェクト活動

プロジェクト活動は、チームによる価値創造活動であり、プロジェクトの成果

物創出活動とプロジェクト遂行のマネジメント活動によって実現されます。

（１）プロジェクトの成果物創出活動

プロジェクトの主たる目的は、ミッションに基づいた価値創造の産物である

成果物を提供することにあります。

成果物を創出する業務は、プロジェクトマネジメントに関連する概念で示し

たプロジェクトのライフサイクルを、成果物創出のフェーズに分けて実行され

ます。プロジェクトのライフサイクルは、プロジェクトの業種によって分割や

取り扱う方法に違いはありますが、フェーズに分けて実施していることは共通

しています。

表３にプロジェクト創出活動のフェーズの例を示します。

表３ プロジェクト創出活動のフェーズ

フェーズ 活動の概要

フェーズⅠ
【構想】

プロジェクトの特定使命、目的、目標を明確にし、プロ
ジェクトの具現性を実現する為の構想を策定する

フェーズⅡ
【計画／定義】

プロジェクトで創出する価値を具体的に設計し、製作す
るための計画を策定する。

フェーズⅢ
【実施／生産】

プロジェクトに必要な資源の調達を行い、生産、組立、
工事等を経て納入される

フェーズⅣ
【終結／移行】

成果物を定常業務に移管し運用を開始。プロジェクト活
動で得られた多くの知的資産の蓄積

（２）プロジェクト遂行のマネジメント活動のマネジメントサイクルとマネジメ

ント領域

プロジェクト遂行のマネジメント活動は、一般的なマネジメント活動と同様

に、図７に示す PDCA サイクルによって継続的に改善されながら遂行されます。

プロジェクトマネジメントは有期的なマネジメント活動であり、定常業務から

派生した変化への対応というミッションに基づいて実施されるため、定常業務

からの立ち上がりの部分と、定常業務への移行の部分が加わり、更にコントロ

ールの中のチェックと修正活動の部分が密接に結びついて実施されるため、[立

ち上げ ]⇒ [計画 ]⇒ [実行 ]⇒ [コントロール ]⇒ [終結 ]というサイクルで記述され

るのが一般的となっています（図 7 参照）。



13

一方、プロジェクトマネジメ

ント活動は、対象とするマネジ

メント領域ごとに適用する方法

論が異なり、表４に示す１０の

マネジメント領域があります。

表４ マネジメント領域

マネジメント領域 概 要

統合マネジメント
プロジェクトを立ち上げる段階から、計画し、実行し、コント
ロールし、終結して定常業務に成果物を移すまでの全てのプロ
セスを統合的に管理するためのマネジメント

ス テ ー ク ホ ル ダ ー マ ネ
ジメント

プロジェクトに何らかの影響を与えるステークホルダーをマネ
ジメントの対象とし、その期待を管理するためのマネジメント

スコープマネジメント
プロジェクトの成果物、及び成果物を創出するための作業範囲、
すなわちプロジェクトスコープを対象とし、スコープを特定す
るためのマネジメント

資源マネジメント
プロジェクトを遂行するために必要となる資源を管理するため
のマネジメント

タイムマネジメント プロジェクトを納期どおりに終結するためのマネジメント

コストマネジメント プロジェクトを予算どおりに完了するためのマネジメント

リスクマネジメント
プロジェクトを遂行する際に直面するリスクを特定し、管理す
るためのマネジメント

品質マネジメント
プロジェクト活動と成果物の品質を管理するためのマネジメン
ト領域

調達マネジメント
プロジェクト活動を行うための契約や外部からの調達を管理す
るマネジメント

コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン マ
ネジメント

プロジェクトのステークホルダーとのコミュニケーションを円
滑に行うためのマネジメント

第４節 防衛施設建設業務へのプロジェクトマネジメント手法の適用

１ プロジェクトマネジメント手法の適用性について

第１節で述べた防衛施設建設業務の実施状況と課題、第２節で整理したプロジ

ェクトマネジメントの概要等を踏まえ、防衛施設建設業務へのプロジェクトマネ

ジメント手法の適用性について検証しました。

図７ プロジェクト遂行のマネジメントサイクル
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（１）プログラムマネジメントの適用性

仕事の仕組みづくりに関係する業務は、次の特徴を有しているものと考えられ

ます。

ⅰ . 組織としての運営方針及び業務の処理方針等に基づく、業務の在るべき姿

と現状を評価し、在るべき姿の実現を図るものであること。

ⅱ . 仕事の仕組みづくりは、業務の執行体制、知的資源、人的資源の整備など

とも深く関連しているので、組織全般を俯瞰した複合的な対応が必要である

こと。

ⅲ . 防衛施設建設業務の実施環境は、防衛に対する世論の動向、入札契約制度

に対する国民の厳しい目、建設業界における人手不足の問題など、目まぐる

しく変化する要因が内在しており、これらに柔軟に対応できる仕組みづくり

が求められること。

ⅳ . 完全な仕事の仕組みは、一朝一夕にできるものではなく、計画的かつ体系

的に、そして継続して取り組む必要があること。

このような特徴を考慮すると、「仕事の仕組みづくり」に係る業務は、「戦略型

のプログラムマネジメント」への適用性を有しているものと考えられます。

次に、普天間飛行場の代替施設建設事業のような新しい基地等を建設する大規

模建設事業に係る業務は次の特徴を有しているものと考えられます。

ⅰ . 基地等の新設事業は、比較的短期間での完成を求められることから、業務

の効率的な処理が不可欠であり、そのためには、当初に事業全体を俯瞰して、

事業内容、必要な予算、配置職員、実施上の課題などをできるだけ正確に把

握して、全体の計画を策定する必要があること。

ⅱ . 事業計画については、関係者が目標、処理方針などを共有して、一致して

取り組む必要があること。

ⅲ . 事業の実施過程においては、全体経費の過不足、全体工程の進捗度など、

事業の進捗に合わせた見直しなどが必要になること。

これらの特徴を考慮すると、基地を新設するような「大規模建設事業」に係る

業務は、オペレーション型のプログラムマネジメントへの適用性を有しているも

のと考えられます。

なお、各地方防衛局の建設事業を、一つにまとめてプログラムマネジメントの

対象とすることも可能と考えられます。

（２） プロジェクトマネジメントへの適用性

建設事業については、プロジェクトマネジメントの要素を本質的に有している

ものであり、諸外国においては、これを適用することが一般的であり、在日米軍

においても一般的に採用されている手法です。我が国においては、建設分野にお

けるマネジメントを特に「コンストラクションマネジメント＝CM」として、国
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交省等が普及を図ろうとしています。

（３）プロジェクトマネジメントを行うための基盤

プロジェクトマネジメントを行うためには、それを行うための人的、知的、及

び技術的基盤が整備されている必要があります。建設部署におけるこれら基盤の

評価を行うと概ね次のことが言えるものと考えます。

ⅰ . 建設事業は本来的にプロジェクトマネジメントの要素を持っており、これ

に従事する職員は潜在的にその能力を有するものと考えられること。

ⅱ . したがって、これまでに行ってきた業務を体系的に整理することで、防衛

施設建設事業におけるプロジェクトマネジメントの手法を取得できると考え

られること。

ⅲ . 民間コンサルタント及び建設業者は、プロジェクトマネジメントの能力を

有するものも多いので、これを活用することができること。

建設部署におけるプロジェクトマネジメントについては、その知識が一般的に

なっているものではありませんが、上記のように、建設事業の有する特性から、

マニュアルの作成とその集中的な教育の実施などによって、比較的短期間で基本

的な基盤の整備は可能と考えられます。

そして、実践を重ね、データを集積することなどによって、能力の向上を図っ

ていけるものと考えます。

２ プロジェクトマネジメント手法の導入による期待効果

上記で述べたように、防衛施設建設業務の殆どのものは、プロジェクトマネジ

メント手法の適用が可能であり、これを導入した場合の効果としては、次のもの

が上げられます。

ⅰ . 発注者として何を行うかが明確になること

プロジェクトの実行計画の作成等により、プロジェクト実行に必要な作業、

その作業を誰が、どのようにしておこなうのか、更に、必要な期間・経費等

が明らかにされます。これに基づいて、発注者として行うこと、外部委託し

て行うことが明確になり、職員が自ら行う業務について、確実に処理する体

制をつくることができます。

ⅱ . 外部委託業務の位置づけ、役割が明確になり、有効活用を図れる。

ⅰ .と同様に、外部委託として行う業務の範囲、その役割、権限と責任が明

確になるので、発注者から受注者に対する指示や協議が円滑に進められるこ

とが期待されます。また、受注者の業務の評価が統一的に行えるようになる

ことから、受注者の業務処理能力の向上にも資することとなり、有効活用を

図ることができると考えられます。
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ⅲ . 防衛施設建設事業の確実かつ効率的な執行に資することができる

一連のプロジェクトマネジメントによって、的確な事業計画を作成し、そ

の実行プロセスが確実に進行するように管理する体制を作ることができるこ

となど質の高い防衛施設建設業務を行うことができることから、防衛施設建

設事業の確実かつ効率的な執行が可能となります。

ⅳ . 職場環境の改善に資することができる。

プロジェクトマネジメントは、プロジェクトに関する情報を共有し、全体

最適となるように自らの役割を果たすことが基本であり、これを実行するこ

とによって、職員相互のコミュニケーションが進み、職場環境も好転するこ

とが考えられます。

ⅴ . 人材育成に資することができること

プロジェクトマネジメント手法による業務処理は、全体を計画して、実行

し、プロセスを評価して修正し、実行するという PDCA サイクルの中で、職

員に対して質の高い業務経験を提供することができるので、人材の育成にと

っては最適の環境を提供することになるものと考えられます。

特に、発注者として、プロジェクトリーダーを務めることは、人の活用、

コミュニケーションのスキルを向上させ、将来の組織リーダーを育てること

に大きく貢献するものと考えられます。

３ プロジェクトマネジメント手法と適用業務

主要な防衛施設建設業務にどのようにプロジェクトマネジメント手法を適用す

るのかについての類型に区分したものを表５に示します。

表５ プロジェクトマネジメントの類型

類型 実施区分 要 件 概 要 備考

PRⅠ 本省 仕事の仕組み等の整備に関する
業務で、本省又は地方局におけ
る複数のプロジェクトで構成さ
れるプログラム

戦略型プログラム
人材育成制度の創設等、組織改
編、新たな仕事の仕組みの導入、
ＩＴの導入など

PRⅡ 本省
地方局

駐屯地新設等の大規模建設工事
の実施を確実にかつ効率的に進
めるためのプログラム

オペレーション型プログラム
新駐屯地、新規装備導入に伴う
整備
局における計画課が行うプログ
ラムなど

PJⅠ 本省 仕事の仕組作り、規準等の制定
などの単独のプロジェクト

契約制度、技術基準など

PJⅡ 地方局 個々の施設の建設工事の実施に
関するプロジェクト

施設ごと、工種ごとなどの区分

PJ-RⅠ 本省
地方局

PRⅠ構成するプロジェクト PRⅠで定められたミッションに
従うもの

PJ-RⅡ 地方局 PRⅡを構成するプロジェクト PRⅡで定められたミッションに
従うもの
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防衛施設建設業務に適用するプロジェクトマネジメントについて、複数のプロ

ジェクトを統合的にマネジメントするプログラムマネジメントと単独のプロジェ

クトのマネジメントに区分し、プログラムマネジメントは、戦略型とオペレーシ

ョン型に区分し、更に、実施するのが本省か、地方防衛局かによって類型化した

ものです。更に、プログラムに組み込まれたプロジェクトについても、プロジェ

クトとしての自律性は確保されることから、それぞれ区分しました。

４ 防衛施設建設関係業務におけるプロジェクトマネジメントの概要

防衛施設建設関係業務へのプログラムマネジメント及びプロジェクトマネジメ

ントの手順と、各マネジメントプロセスの概要、方針等を明らかにしました（詳

細は省略します（防衛施設建設関係業務へのプロジェクト管理手法の導入に関す

る調査研究（平成 26 年度）を参照）。）。

第２章 プロジェクト管理実施要領（案）の作成

第 1 節 プロジェクト管理実施要領の作成について

１ 実施要領作成の基本方針

プロジェクトマネジメント実施要領（以下「実施要領」という。）の作成に当っ

ては、以下の基本方針に基づき行うこととします。

ⅰ . プロジェクト管理の手法は、ＮＰＯ法人日本プロジェクトマネジメント協

会（ＰＭＡＪ）の「プロジェクト＆プロジェクトマネジメント（Ｐ２Ｍ）」

の知識体系に基づくことを基本とし、アメリカの非営利団体ＰＭＩが策定し

たＰＭＢＯＫに従

って補足します。

ⅱ . 本要領を適用す

るプロジェクト管

理対象事業につい

ては、本要領の周

知・習熟及び適用上

の課題の抽出・修正

等を行うための準

備期間を設定する

こととし、この期間

中に対象事業を漸

増させ、最終的には防衛施設建設事業全般に適用することを基本とします。

ⅲ . プロジェクト管理の対象とする業務は、防衛施設建設における計画、調

査・設計及び工事に係る業務全般を対象とすることを基本とし、事業の規模、

技術的な難易度等を踏まえ、以下の考え方に基づき適用範囲を設定します。

① 計画段階からプロジェクト管理対象事業とするもの

駐屯地等の新設事業、新装備品の配備等の関連施設の整備事業など

図８ プロジェクト管理対象事業
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② 設計段階からプロジェクト管理対象事業とするもの

単独の重要施設整備、調整事項の多い施設の整備、高度な技術力を求め

られる施設の整備

③ 工事段階をプロジェクト管理対象事業とするもの

単独の一般的な施設の整備

ⅳ . この実施要領においては、プロジェクト実施機関の設置等に関すること、

プロジェクト管理等の対象事業に関すること、プロジェクトの立上げに関す

ること、プロジェクト計画の策定に関すること、プロジェクトの実行に関す

ること、プロジェクトの終結に関することなどを定めるほか、プロジェクト

憲章及びプロジェクト計画の作成に関してはそれぞれの作成指針を示すこ

とします。

２ プロジェクト管理実施要領の構成と概要

プロジェクト管理実施要領の構成と概要は次のとおりとしました。

ⅰ . 全体構成

プロジェクト管理実施要領の全体構成は、プロジェクト管理の体制等を定

める「第 1 章総則」、プロジェクトの立上げに関することを定める「第２章

プロジェクトの立上げ」、プロジェクトの内容、目的及び目標及びプロジェク

ト計画の策定の基本方針などを定める「第３章プロジェクト憲章」、プロジェ

クト計画の策定に関する「第４章プロジェクト計画書」、プロジェクトの実行

に関することを定める「第５章プロジェクトの実行」及びプロジェクトの終

結に関する「第６章プロジェクトの終結」としました。

ⅱ . 総則の概要

総則においては、プロジェクト管理実施要領の目的、用語の定義、プロジ

ェクト実施機関としての PM オフィスの設置に関すること、プロジェクト管

理実施に関する基本方針の策定及びそのレビューに関すること、プロジェク

ト管理実施に関する年度計画の策定及びそのレビューに関すること、プロジ

ェクト管理の対象事業に関することについて定めました。

プロジェクト管理においては、専門的な知識や経験の蓄積が重要であると

の観点から、プロジェクト管理の基本方針の策定、制度設計、対象事業の設

定及びプロジェクトの進捗管理などプロジェクト管理の実施機関としての

PM オフィスを設置すると共に、発注者における人員の不足、知識や経験の

不足等を補うため、PM オフィス業務の支援業務を外部委託により実施でき

るよう配慮しました。

また、プロジェクト管理のノウハウの蓄積、知識の普及は計画的に行う必

要があるとの観点から、プロジェクト管理に関する中長期計画的な「プロジ

ェクト管理に関する基本方針及び年度計画」を策定することとしました。

ⅲ . プロジェクトの立上げの概要
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プロジェクトの立上げにおいては、プロジェクトの立上げ手順に従って、

プロジェクト管理対象事業の指定、プロジェクト憲章の作成・承認、プロジ

ェクトマネジャーの指名、プロジェクトの実行及び管理体制の承認に関する

ことについて定めた。

プロジェクト対象事業については、事業の規模、技術的難易度及び地元対

策なども考慮し、計画段階から対象事業とするもの、調査・設計段階から対

象事業とするもの及び工事段階を対象事業とするものに区分した。

また、プロジェクト管理の基本となる文書であるプロジェクト憲章につい

ては、記載項目を示すと共に、その内容等の解説を記述した。

プロジェクトチームの編成においては、職員の外、業務及び工事の受注者

の責任者がチーム員として加わることを規定すると共に、プロジェクトチー

ムをサポートする「プロジェクトアシスタント」を外部委託により確保でき

るよう配慮した。

ⅳ . プロジェクト憲章の概要

プロジェクト憲章については、プロジェクト憲章に記載すべき項目ごとに、

その記載内容を具体的に示しました。

ⅴ . プロジェクト計画書

プロジェクト計画書の構成は、プロジェクト実行計画書、プロジェクトマ

ネジメント計画書及びプロジェクト価値評価計画書からなるものであり、そ

れぞれについて、記載項目、記載内容について定めました。

① 総則

プロジェクト計画書の構成、計画の段階的詳細化及びプロジェクト計画

の作成・承認に関する事項を定めたものである。

計画の段階的詳細化は、プロジェクトのフェーズ成果物を踏まえ、また

業務及び工事の受注者の決定などによって計画がより詳細化していくこと

になるので、その手続きを定めました。

② プロジェクト実行計画書

プロジェクトの実行計画は、プロジェクトを計画フェーズ、調査・設計

フェーズ及び工事フェーズに区分して作成するものとし、９のプロジェク

ト管理領域ごとに実行計画の策定項目及び内容について定めました。

③ プロジェクトマネジメント計画書

プロジェクトマネジメントは、PDCA サイクルに基づき、監視・コント

ロールを行うことを基本とすることとし、統合マネジメント領域を加えた

１０領域におけるプロジェクトの実行のマネジメント（監視・コントロー

ル）について、マネジメント項目、マネジメント方法などについて計画す

る旨を定めました。

④ プロジェクト価値アセスメント計画書

プロジェクトの成功の可否等を評価する項目、評価基準を定めるもので
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あり、プロジェクトのフェーズごとの成果物、プロジェクトのプロセス及

び要員の養成等に関して評価基準を設定し評価する計画を策定するものと

しました。

ⅵ . プロジェクトの実行の概要

プロジェクトの実行は、プロジェクト計画書にしたがって実行するものと

し、計画と実行のずれが生じる場合には、PDCA サイクルにより、計画の見

直し修正を行って実行することを定めました。

また、プロジェクト実行の過程で発生する課題の処理に当たっては、課題

ログを作成し、適切な処理が行われるよう監視・コントロールする旨を定め

ました。

ⅶ . プロジェクトの終結

フェーズ及びプロジェクトの終結において作成する終結報告書の記載項目

及び内容等について定め、プロジェクトの実行の結果として取得した知的資

産の取り扱い等について定めました。

第２節 プロジェクト管理実施要領

付紙に示すとおり提案します。
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＜まとめ＞

本調査研究においては、防衛施設建設業務へのプロジェクト管理手法の導入に

ついて検討し、プロジェクト管理実施要領（案）を提案することが出来ました。

この実施要領においては、防衛施設建設業務へのプロジェクト管理手法の導入を

円滑に行うため、次に掲げることに配慮したものとなっています。

（１） プロジェクト管理の実施機関としてのプロジェクトオフィスを設置し、本

機関においてプロジェクト管理の統一的な実施をコントロールすると共に、プ

ロジェクト管理の知識の普及及び要員の教育など、実施基盤の整備を計画的に

実施するものとしました。

（２） 防衛施設建設業務における計画、調査・設計及び工事というプロセス全体

にプロジェクト管理手法が適用できるように、プロジェクトの立ち上げ、プロ

ジェクト憲章の作成、プロジェクト計画書の作成、プロジェクトの実行及びプ

ロジェクトの終結というプロジェクト管理のプロセスを定めました。

（３） プロジェクト憲章及びプロジェクト計画については、防衛施設建設業務に

適合するようにその作成のための指針を示しました。

（４） プロジェクトの実行においては、プロジェクト計画に従って、PDCA サイ

クルを適用することによって、プロセスの改善に努めること、及び課題ログに

よって課題処理を円滑に行うことなどを示しました。

（５） プロジェクトの終結においては、プロジェクトの成果物及びプロセスを評

価し、知的資産として活用できるものをプロジェクト管理の実施基盤として活

用するための措置を行うことを示しました。

防衛施設建設関係業務に、ここで提案したプロジェクト管理実施要領（案）を

適用し、PDCA サイクルによってその業務を実行・コントロールすることができ

れば、防衛施設建設業務の一層の適正な実施に資すると共に、事業の魅力化、ひ

いては職員の人材育成等にも資するものとなると考えます。

一方において、広範な防衛施設建設業務を網羅的に捉えて実施要領を作成して

いること、従事する職員、業務等の受注業者等の処理能力及び業務に対するスタ

ンスも区々であることから、本実施要領と実態との齟齬を来すこともあるものと

考えられます。

このような標準と異なる事象に適切に対応するということも、またプロジェク

ト管理の範疇に入るものであるので、本実施要領がたたき台として活用され、よ

り良い防衛施設関係業務の実施体制の構築の一助となれば幸いであります。

本報告書に掲載された意見等は、執筆者個人のもので、当協会の統一意見ではないことをお
断りしておきます。





付 紙

プロジェクト管理実施要領（案）
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プロジェクト管理実施要領（案）

第１章 総則

（目的）

第１ このプロジェクト管理実施要領（以下「要領」という。）は、プロジェ

クト管理の手法を適用する防衛施設建設事業を適切かつ円滑に実施するた

めに必要な事項を定める。

＜解説＞

１ この要領における「プロジェクト管理の手法」は、ＮＰＯ法人日本プロジェ

クトマネジメント協会（ＰＭＡＪ）の「プロジェクト＆プログラムマネジメン

ト（Ｐ２Ｍ）」の知識体系に基づくことを基本とし、アメリカの非営利団体Ｐ

ＭＩが策定したＰＭＢＯＫ（Project Management Body of Knowledge）に従

って補足する。

２ この実施要領においては、以下の事項を定める。

（ 1）プロジェクト実施機関の設置及び当該機関の役割等に関すること

（ 2）プロジェクト管理等の対象事業に関すること

（ 3）プロジェクトの立上げに関すること

（ 4）プロジェクトの計画策定に関すること

（ 5）プロジェクトの実行に関すること

（ 6）プロジェクトの終結に関すること

３ 施設建設の計画～調査・設計～工事を一連のプロジェクトとして取り扱う事

が一般的であるが、この実施要領においては、施設規模の大小等によりその必

要性は必ずしも一様ではないので、計画、調査・設計及び工事の各段階を個々

に取り扱う事も想定して策定する。

（用語の定義）

第２ この要領で用いる用語の意義は、ＮＰＯ法人日本プロジェクトマネジメン

ト協会（ＰＭＡＪ）の「プロジェクト＆プロジェクトマネジメント（Ｐ２Ｍ）」

及びアメリカの非営利団体ＰＭＩが策定したＰＭＢＯＫで用いられていると

ころにしたがうものとする。

＜解説＞

この要領で使用するプロジェクト管理に関する用語の意義は、NPO 法人日本プ

ロジェクトマネジメント協会（PMAJ）の「プログラム＆プロジェクトマネジメ

ント（P2M）、アメリカの非営利団体である PMI（Project Management Institute）

が策定した PMBOK で使用されているところにしたがうものである。
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（プロジェクト管理実施機関の設置）

第３ 防衛施設建設事業にプロジェクト管理手法を適切かつ円滑に適用するた

め、○○にプロジェクト・マネジメントオフィス（仮称）（以下「ＰＭオフ

ィス」という。）を設置する。

２ ＰＭオフィスは、次の各号に定める事項を所掌する。

（１）プロジェクト管理の実施に関する基本方針の策定に関すること。

（２）プロジェクト管理の実施に関する年度計画の策定に関すること。

（３）プロジェクト管理対象事業の選定に関すること。

（４）個別プロジェクト憲章の策定と変更に関すること。

（５）プロジェクト計画書等プロジェクト関連文書の承認に関すること。

（６）個別プロジェクトの進捗管理に関すること。

（７）個別プロジェクト管理の評価に関すること。

（８）プロジェクト管理制度の整備に関すること。

（９）プロジェクトマネジャー等に対する指導・助言に関すること。

（１０）プロジェクト管理手法の教育・普及に関すること。

（１１）その他プロジェクト管理の実施の基本に関すること。

＜解説＞

この実施機関は、防衛施設建設業務をプロジェクト管理手法により実施するた

めの制度の管理・運用機関であり、プロジェクト管理の適切かつ円滑な実施のた

めの不可欠な機関である。

当該機関は、建設事業の実施方針など重要な意思決定に関わるものであること

から、各防衛局の調達部長の下に設置することを基本とするものである。

また、所掌業務については、プロジェクトの立上げ、実行の監視・コントロー

ル、実施体制の整備、人材育成に関することなど、プロジェクト管理全般を統括

するものとする。
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（ＰＭオフィスの組織）

第４ ＰＭオフィスに室長１名、副室長１名、室員３～ 4 名を置く。

２ ＰＭオフィスに所掌の事務を処理するため、事務局を置くことができる。

３ 前項の事務局に、事務処理を補助するため、ＰＭ支援要員を置くことがで

きる。

＜解説＞

ＰＭオフィスは、意思決定機関と意思決定に必要な事務を処理する事務処理機

関で構成するものとする。また、事務処理における要員の確保を円滑に行うため、

発注者支援業務の一貫として、ＰＭ補助業務の外部委託によりＰＭ支援要員を確

保できるように考慮した。

(1) 調達部におけるプロジェクトオーナーは、調達部長であり、その指示に基

づきプロジェクト管理に関する諸事務の処理を担うのがＰＭオフィスの位

置づけである。

(2) 意思決定機関は、プロジェクト管理に関する意思決定を行うという観点か

ら、調達部の幹部職員によって構成される必要がある。

(3) 事務局は、プロジェクト管理に係る広汎な事務を処理することから、建設

業務の事務処理に精通している事は勿論であるが、プロジェクト管理に関す

る一定の知識・経験を有するものを配置することが求められる。

(4) 調達部職員だけでは、所要人員の確保だけでなく、プロジェクト管理に関

する知識・経験等を有する職員を確保できない場合も考えられるので、専門

的に事務局業務を補助するための支援要員を確保できるものとする。

（ＰＭオフィス要員の職務）

第５ ＰＭオフィスの要員は、それぞれ次の各号に掲げる職務を行う。

（１）室長は、調達部長の示す方針に基づき、ＰＭオフィスの事務を整理す

る。

（２）副室長は、室長を補佐すると共に、室長が欠ける場合にはその事務を

代行する。

（３）室員は、ＰＭオフィスの所掌事務のうち、専門分野に係るものについ

て、具体的に提案し、意見を述べ、その事務に参画する。

（４）事務局は、ＰＭオフィスの決定に従い、必要な事務を処理する。

（５）ＰＭ支援要員は、契約に基づき、ＰＭオフィスの事務の適切かつ円滑

な事務処理を行うため、必要な事務の処理及び助言等を行う。

＜解説＞

プロジェクト管理においては、明確な役割と責任の分担により、効率的な事務

の処理が求められる事から、ＰＭオフィスにおいても、各要員には明確な役割と

それを実行する為の権限・責任の付与が求められる。
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(1) 室長は、調達部長の指示に基づく権限の範囲内で、ＰＭオフィスの事務を

整理することとは、ＰＭオフィスの所掌に係る事務処理を各要員等へ必要な

権限と責任を付与し指示等により実行する事である。

(2) 副室長は、事業の計画全般に係る観点からの事務処理を行うと共に、室長

が欠ける場合にはその事務を代行する。

(3) 室員は、それぞれの専門分野等に関して、室長の指示に基づきプロジェク

ト管理に関する具体的な提案を行い、意見を述べ事務に参画する。

(4) 事務局は、室長の命に従い、ＰＭオフィスの所掌事務に係る事務を処理す

る。

(5) ＰＭ支援要員は、契約に基づき、ＰＭオフィスの所掌事務に係る事務局業

務を支援する。

（プロジェクト管理実施に関する基本方針の策定）

第６ ＰＭオフィス室長（以下「室長」という。）は、 3 年程度の期間を目処

として、プロジェクト管理に関する次の各号に掲げる事項を内容とする基本

方針を策定するものとする。

（１）プロジェクト管理対象業務の範囲等に関すること。

（２）プロジェクト管理手法の職員への周知・教育に関すること。

（３）プロジェクト管理の実施体制に関すること。

（４）プロジェクトマネジャーの養成に関すること。

（５）その他プロジェクト管理実施の基本に関すること。

＜解説＞

プロジェクト管理手法の適切かつ円滑な導入を図り、建設業務の適切な実施を

期するため、プロジェクト管理実施に関して、事後３年程度を目処に達成すべき

目標等を基本方針として整理するもの。

(1) プロジェクト管理対象業務の範囲等に関すること

防衛施設建設業務のうちプロジェクト管理を適用する業務の範囲を定めま

す。範囲としては、適用する工事の件数、計画、調査・設計及び工事という

業務範囲をどこまで含ませるかなどを含む。

(2) プロジェクト管理手法の職員への周知・教育に関すること

職員へのプロジェクト管理手法の知識及び実施方法・手順などを周知させ

る為のマニュアルの整備計画、講習会等の計画、及び事例発表会の開催等の

計画等の方針を示します。

(3) プロジェクト管理の実施体制に関すること

プロジェクトオフィス及びプロジェクトチームの適切な運営のための体制

をどのように整備していくかに関する事である、要員の確保策等が中心テー

マとなる。

(4) プロジェクトマネジャーの養成に関すること
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発注者として、プロジェクトマネジャーを担当する職員のリーダーシップ、

管理能力の向上を図る為の施策に関すること

（基本方針のレビュー）

第７ 室長は、基本方針策定後概ね１年を経過する毎に、基本方針及びプロジ

ェクト管理の実施状況等をレビューし、その達成状況を評価すると共に、必

要がある場合には、基本方針の変更等を行なわなければならない。

＜解説＞

基本方針策定後、これを定期的に評価し、見直しを行うことを義務付けること

によって、より効率的に適切なプロジェクト管理手法の建設業務への導入を図る

必要がある。

この項は、プロジェクト管理手法をＰＤＣＡサイクルによって、効率的な導入

と業務の改善を体系的に行うことを意図するためのものである。なお、基本方針

及びプロジェクト管理のレビューは、担当者及びステークホルダーへのアンケー

ト調査などにより、外部の意見等も踏まえて実施する必要がある。

レビューの実施に際しては、各基本方針に対して具体的な評価基準を設定して

行う必要がある。

（プロジェクト管理実施に関する年度計画の策定）

第８ 室長は、第７で定めた基本方針を踏まえ、プロジェクト管理の実施に関

する次の各号に掲げる事項を内容とする年度計画を、当該年度の始まる前年

度の１月末までに策定するものとする。

（１）プロジェクト管理対象事業に関すること。

（２）プロジェクト管理手法の職員への周知・教育計画に関すること。

（３）プロジェクト管理の実施体制に関すること。

（４）プロジェクトマネジャーの養成計画に関すること。

（５）その他プロジェクト管理実施に必要なこと。

＜解説＞

基本方針に基づき当該年度にどのような計画でプロジェクト管理を行うかの計

画を策定するもの。施設整備等に係る予算の殆どが国債予算であり、実施体制の

整備は当該予算で行う必要があることから、１月末までに立案する事とする。

(1) プロジェクト管理対象事業に関すること

当該年度に防衛施設建設事業のうちプロジェクト管理を適用する事業、そ

の範囲、プロジェクトの立上げ時期、プロジェクトの目標及び要員計画等を

定める。

(2) プロジェクト管理手法の職員への周知・教育計画に関すること

プロジェクト管理実施マニュアルの整備・変更計画、講習会、及び事例発
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表会等の内容、実施期日などの計画を定める。

(3) プロジェクト管理の実施体制に関すること

プロジェクトオフィス及びプロジェクトチームの要員計画（人数、必要な

資質、従事期間など）及び実施手順の整備などの計画を策定する。

(4) プロジェクトマネジャーの養成に関すること

プロジェクトマネジャーを担当する者のＯＪＴ計画を策定する。

（年度計画のレビュー）

第９ 室長は、年度開始後概ね３ヶ月を経過する毎に、年度計画の実施状況を

レビューし、その達成状況を評価すると共に、必要がある場合には、年度計

画の変更等を行なわなければならない。

２ 室長は、前項のレビューの結果、年度計画の見直しを行う必要がある場合

には、計画の変更及び追加・削除等の措置を講じなければならない。

＜解説＞

年度開始後、年度計画を定期的に評価し、見直しを行うことを義務付けること

によって、より適切で効率的なプロジェクト管理が行えるように措置するもの。

年度計画のレビューは、それぞれの計画の実施状況を計画目標及び評価基準に

照らして、具体的に行う必要がある。

（プロジェクト管理対象事業）

第１０ 原則として、全ての防衛施設建設事業に係る業務にプロジェクト管理

の手法を適用するものとする。

２ 概ね５年程度を現行からの移行期間として、この期間中に要員の確保・育

成、実施の体制整備、関係機関及び契約相手方等への周知・知識の普及を図

るものとする。

＜解説＞

原則として、全ての建設事業にプロジェクト管理の手法を適用するとしたのは、

防衛施設建設事業の現行の実施体制を踏まえ、業務にいろいろなやり方が存在し

たのでは、効率的な実施が困難になると考えられるからである。

プロジェクト管理を全面的に導入するまでの移行期間において、プロジェクト

管理を確実かつ効果的に実施するための体制を整備する必要がある。その整備に

当たっては、組織・体制に適合した手法とする必要があり、基本的には、プロジ

ェクト管理の試行実施により、計画を立て、それを実行して問題点や課題を把握

し、それに対する対策を立案し、修正されたもので実施するというＰＤＣＡサイ

クルにより、より現実的で具体的な手法として整備していく必要がある。
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（プロジェクト管理対象業務）

第１１ プロジェクト管理の対象とする防衛施設建設業務については、原則と

して、次の各号に掲げる区分により行うものとする。

（１）駐屯地等の新設、新装備の配備関連施設の整備など、大規模で計画段階

から相当な業務量が見込まれる事業については、施設の計画段階から対象

事業とする。

（２）指揮所、主要庁舎などの重要施設、関係者が多いなど調整事項の多い施

設、高度な技術力を求められる施設については、設計段階から対象事業と

する。

（３）その他の施設については工事段階から対象事業とする。

＜解説＞

どの段階からプロジェクト管理の対象事業とするかについては、全て計画段階

から行うのが通例と考えられるが、防衛施設の整備状況等を踏まえると、計画段

階が不明確なものも多く見られることから事業の特性により、計画段階、設計段

階及び工事段階からという区分を行って適用することとした。

計画段階とは、一般に、施設の配置、整備内容、工事の計画、必要な法手続き

の把握などを行う段階である。

設計段階は、予算の成立を受け、建設場所の調査、施設の設計を行う段階から

であり、これら調査・設計の発注準備等に掛かる業務を含める事が望ましい。

工事段階は、設計が完了し、工事の発注手続きを経て工事に着手する段階であ

り、これら工事の発注準備等に掛かる業務も含める事が望ましい。

第２章 プロジェクトの立上げ

（プロジェクトの立上げの手順）

第１２ プロジェクトの立上げは、次の各号に掲げる手順により行うものとす

る。

（１）プロジェクト管理対象事業の指定

（２）プロジェクト憲章の作成・承認

（３）プロジェクトマネジャーの指名

（４）プロジェクト管理体制の承認

＜解説＞

プロジェクトの立上げに要する各作業の内容等は以下のとおりである。

（ 1）プロジェクト管理対象事業の指定

年度計画に基づきプロジェクト管理対象事業を指定するものであり、指定

は４半期毎に一括して行うことを原則とする。

（ 2）プロジェクト憲章の作成・承認

プロジェクト憲章は、建設事業の概要、工期、所要経費及びプロジェクト
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の中で達成する目標など、プロジェクトに求められる情報を含む文書である。

この情報は、爾後のプロセスにおける要求事項の収集、スコープの定義、ス

テークホルダーの特定、プロジェクト管理計画書作成に使用される。

（ 3）プロジェクトマネジャーの指名

プロジェクトの立上げ、実行の監視・コントロール及び終結に至るまで、

プロジェクト管理の中心になるのがプロジェクトマネジャーであり、リーダ

ーシップ、業務に対する高い見識などが求められる。

（ 4）プロジェクト管理体制の承認

プロジェクトチームの編成等に関して、チームの人員構成、構成員の役割、

権限等について明らかにする必要がある。

（プロジェクト管理対象業務の指定）

第１３ プロジェクト管理対象事業の指定は、年度計画に基づき、各四半期の

始まりの日に行うことを基本とする。

２ プロジェクト管理対象事業の指定は、事業の範囲、事業のフェーズ、プロ

ジェクトの目的及び目標及びプロジェクトの始期と終期を明らかにして行

うものとする。

３ 前２項の内容を変更する場合は、変更の指定を行うものとする。

＜解説＞

１ プロジェクト対象事業は、年度計画において対象とした事業を基本とし、そ

の時期は、工事の発注計画が４半期毎に行われることも考慮して、各四半期の

始まりの日を基本とすることとした。

２ プロジェクト対象事業の指定に当たっては、事業の範囲、事業の計画、設計

及び工事等のどの段階からを対象とするのかの事業のフェーズ、プロジェクト

における目的または目標及びプロジェクトの始期と終期を示して行うものと

する。

３ プロジェクト対象事業とすることを取消す場合、指定事項を変更する場合は、

変更の指定を行う必要があることを明記したもの。

（プロジェクト憲章の作成・承認）

第１４ 室長は、プロジェクト管理対象事業について、その指定後速やかに、

当該事業に係るプロジェクト憲章の案文を作成し、関係者の承認を得るもの

とする。

２ プロジェクト憲章においては、プロジェクトの内容、目標及び実施上の制

約条件を明らかにするものとして、次の各号に掲げる事項を定めるものとす

る。
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（１）プロジェクトの目的及び目標

（２）プロジェクト対象事業の概要

（３）プロジェクトの始期と終期

（４）プロジェクトスコープの概要

（５）プロジェクトのマイルストーン

（６）ステークホルダーのニーズと期待

（７）プロジェクト実施上の制約条件

（８）プロジェクトマネジャーの権限

（９）プロジェクト成功の評価基準

＜解説＞

プロジェクト憲章に記載する必要のある事項の概要は以下のとおりである。

(1) プロジェクトの目的は、施設建設の理由となっている目的及び施設建設そ

のものであり、目標は、施設建設プロセス等において掲げた目標であり、そ

の成果物も明らかにする。

(2) プロジェクト対象事業の概要は、建設する施設の名称、機能、規模などを

明らかにすることである。

(3) プロジェクトには何時から始まるかという始期と終期がなければならな

い。建設工事の場合、施設建設の計画、調査・設計、工事及び完成物件の引

渡しというプロセスを経るのが通常であり、始期の決定は、このどの段階か

らをプロジェクト対象事業とするかということとも関連する。

(4) プロジェクトのスコープは、プロジェクトにおいてどのような作業を行う

かということを明らかにするもので、一つの施設で捉えるならば、建築、土

木、機械設備、電気設備のそれぞれについて、計画、調査、設計、工事とい

う作業があり、これらの作業も例えば工事においては、発注、着工準備、着

工、工事の実施などのスコープがあり、更に細かく作業が分割される事にな

る。プロジェクト憲章においては、プロジェクト計画を策定するために必要

な主要なスコープとその概要を示す事で足りるものである。

(5) マイルストーンは、プロジェクトの進捗状況を把握するため、プロジェク

ト作業の中の主要な作業、又は作業の進捗に大きく影響する作業をマイルス

トーンとして指定し、その作業の着手及び実施状況、その作業までの成果の

評価などを行うものである。

(6) ステークホルダーは、本事業の実行に関して承認等の権限及び責任を有し

ている者、ユーザー、本事業の実施により影響を受ける者などであり、プロ

ジェクト憲章においてはこれらステークホルダーについて、所属、名称、権

限、責任、本件事業に関する関心事項、プロジェクトチームへの要求事項な

どを明らかにする。

(7) プロジェクトを実行するに際しての制約条件としては、予算、人的資源、

法的規制、自然環境及び生活環境への配慮事項などを明らかにする。

(8) プロジェクトの目的達成のためには、プロジェクトマネジャーの役割が極
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めて重要であり、その役割を果たすための十分な権限を付与する必要がある

ことから、プロジェクトマネジャーに付与する権限をプロジェクト憲章にお

いて明らかにするものである。

(9) プロジェクトに対して期待するプロジェクトの目的及び目標の達成の評

価基準を示すものである。

（プロジェクトマネジャーの指名）

第１５ 室長は、プロジェクト憲章が承認された後、速やかに当該事業に係る

プロジェクトマネジャーを○○の承認を得て、指名するものとする。

２ プロジェクトマネジャーの指名に当たっては、事業の規模、リスクの大き

さ等を踏まえ、第１６に規定するプロジェクトマネジャーの役割、責任及び

権限を適切に処理できる者を指名するものとする。

＜解説＞

１ プロジェクトが、その目的を達成できるか否かは、プロジェクトマネジャー

の力量に掛かっていると言っても過言ではない。プロジェクトマネジャーは、

プロジェクトのコミュニケーション、計画、実行、コントロールの中核的役割

を果たし、プロジェクト実行の全般及びその目的の達成に責任を負う立場であ

るからである。

２ プロジェクトマネジャーに求められる資質として、次のものが上げられてい

ます。

（ 1）顧客最優先の志向

プロジェクトにおける顧客（部隊等）ばかりでなく、プロジェクトに携わ

る工事等の受注者、プロジェクトメンバーも広義の「顧客」であり、彼ら

の顧客満足度を最高にするよう心掛けること。

（ 2）交渉スキルとプロジェクトチーム統括力

交渉力は、組織内、ステークホルダー及びプロジェクトチーム等を連携さ

せる事であり、その交渉力を基盤としたチームを統括する力が求められる。

（ 3）曖昧さへの対応力

プロジェクト実行においては、組織内の権限との調整など役割と権限が曖

昧な場合が多く、この曖昧な環境の中で、いかに最善に対応するかが求め

られる。

（ 4）プロセスに変更があった際の柔軟性

計画通りに行かなくなった場合の柔軟な対応力。例外を管理する能力

（ 5）建設システムに対する知識と経験

知識や経験が必要であるが、その事に拘泥せず、プロジェクトを主導する

ことが基本的な役割である事を忘れない。

(6) プロジェクトを成功に導くための熱意
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（プロジェクトマネジャーの役割、権限及び責任）

第１６ プロジェクトマネジャーは、プロジェクトにおける目的及び目標を達

成するため、次の各号に掲げる事項を処理するものとする。

（１）プロジェクト計画書の取りまとめ及び承認に関すること。

（２）プロジェクトチームの編成に関すること。

（３）プロジェクト立上げに関すること（プロジェクトオフィスの事務に属

する事項を除く）。

（４）プロジェクト実行の監視・統制に関わる事務の整理に関すること。

（５）プロジェクト憲章及びプロジェクト計画書等の変更に関すること。

（６）プロジェクトのパフォーマンスの評価に関すること。

（７）プロジェクトの終結に関すること。

２ プロジェクトマネジャーは、プロジェクト憲章及び承認を得たプロジェク

ト計画書を実行する範囲内で、部内及びプロジェクトチーム内において権限

を行使する。

３ プロジェクトマネジャーは、担当するプロジェクトの目的及び目標の達成

のために最大限に努めなければならない。

＜解説＞

１ プロジェクトマネジャーは、プロジェクト遂行の全般にわたり中核的な役割

を担うことになる。

(1) プロジェクト計画書は、プロジェクト憲章に基づくと共に、設計及び工事

等の受注者の意向等を反映したものとする必要があるので、プロジェクトマ

ネジャーは、計画書作成に当っては、個々の担当者の作業を取りまとめ、統

制して同計画書を作成し、部長等の承認を得るものである。

(2) プロジェクトは、一般にプロジェクトチームによって実行・管理されるの

で、そのチーム編成を行うものであり、定められた指針等に基づき、チーム

員の役割、権限等を明確にして編成する。

また、チーム員に不足を来たすこと、専門的な知識が求められる場合など

には、プロジェクトに対する支援業務等の外部委託による要員をチームに加

えることも考えられる。

(3) プロジェクト立上げにおいては、プロジェクト憲章及びプロジェクト計画

のメンバーへの周知と、理解を深めること、チーム内でのメンバーとその役

割の認知、ステークホルダーへの対応及びリスクへの対応等について、メン

バー間で価値観や対応方針を共有する必要があり、プロジェクトマネジャー

は、これらの事務を中心的に実施する必要がある。

(4) プロジェクトの実行段階における監視・コントロールにおいては、報告を

求め、計画との整合性を評価し、課題があればその解決のための方策を立

案し、実行するというＰＤＣＡサイクルを廻して行うことになるが、プロ

ジェクトマネジャーはこれを主導するものである。

(5) プロジェクトの実行状況において、プロジェクト憲章及びプロジェクト計
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画を変更しなければプロジェクトの実現を図れないこと、より効率的・確

実なプロセスが必要と判断された場合などのこれら文書の変更を行うもの

である。

(6) プロジェクトの実行プロセス及びプロジェクト実行による成果物が計画

で設定した評価基準に対してどのような状況になっているかを評価し、必

要があれば是正等を措置を講じる。

(7) プロジェクトの終結において、プロジェクト関連文書の整理、知的資源と

して蓄積するものの選別、終結報告書の作成などを行うものである。

２ プロジェクトマネジャーは、その役割を果たすために、プロジェクトチーム

及びその他関係部署等に対して調整、協議及び指示等の権限を行使する必要が

ありますが、その権限の行使の範囲は、プロジェクト憲章及びプロジェクト計

画書に従って行う必要がある。

３ プロジェクトは、その目的であるものを完成させることにあるので、プロジ

ェクトマネジャーの責任は、「プロジェクトの目的及び目標」を達成すること

にある。したがって、プロジェクトマネジャーは、その目的の実現のために最

大限の努力をする必要があるとするものである。

（プロジェクトチームの構成）

第１７ プロジェクトチームの構成は、次の各号に掲げる者により構成するもの

とする。

（１）プロジェクトマネジャー

第１５の規定に基づき指名された者

（２）プロジェクトサブマネジャー

複数の施設の建設が当該プロジェクトに含まれるなど規模の大きなプ

ロジェクトにおいて、プロジェクトマネジャーの権限の一部（事業の範

囲及び内容を指定）を担う者として、工事監督官の中から必要人数を指

名する。

（３）プロジェクトチーム員

プロジェクトチーム員は、当該プロジェクト管理において与えられた役

割を担う事によって、円滑かつ確実に当該プロジェクトの目的及び目標

を達成するように活動すべきものとして、計画部門、業務及び工事の監

督官、業務及び工事の受注者それぞれの中から必要な者を指名する。

（４）プロジェクトアシスタント

プロジェクトマネジャー（プロジェクトサブマネジャーを含む）の意思

決定を支援するため、プロジェクトの計画（案）の作成、プロジェクト

の実施状況の調査・報告、生起した課題の整理などを行う者を、業務委

託により確保することができるものとする。

＜解説＞
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１ プロジェクトの陣容はプロジェクトの進行によって異なるものですが、概ね

以下の様な陣容になるものと考えられる。

(1) 計画段階

計画段階の業務は、部隊等のニーズの取りまとめ、建設予定地の状況の把

握、施設の配置計画（必要により基本構想などの業務を外部委託）、工事計

画（内容、工期及び工事費など）などであり、発注者、施設ユーザーが中心

となり、必要により業務を受託したコンサルタントがそれに加わることが考

えられる。

(2) 調査・設計段階

調査・設計段階は、現地の詳細な調査、基本設計（部隊等のニーズの具現

化、施設の配置、ユーティリティーの計画、施設の整備内容等）及び実施設

計を行うもので、発注者、施設ユー

ザー及び業務を受注したコンサル

タント等で構成されることが考え

られる。

(3) 工事段階

工事の段階（工事等の受注業者が

決定している段階）におけるプロジ

ェクトチームのイメージは右図の

とおりのものが想定されます。工事

においては、建築工事、土木工事、

設備工事と工事が区分して発注さ

れるのが一般的であり、工事の内容

もそれぞれに特徴があることから、

工事ごとの系列で構成するのが適当と考えられる。

２ プロジェクトアシスタントについては、発注者等において要員の配置に限り

があること、プロジェクト管理に関するノウハウの取得、プロジェクト管理の

継続性の確保等の観点も考慮し、当該業務を外部委託することを外部委託でき

るように措置する事が適当と考えられる。

（業務及び工事受注者のプロジェクトチームへの参加）

第１８ 業務及び工事の受注者をプロジェクトチームに参加させる場合には、発

注に係る特記仕様書に次の各号に定める事項を記載するものとする。

受注者決定後にプロジェクトチームへの参加を依頼する場合の協議におい

ても同様の文書を交付するものとする。

（１）当該業務または工事については、プロジェクト管理実施要領に基づく管

理を行うこと。

（２）受注者の○○（管理技術者または現場代理人等）を、プロジェクトチー
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ムに参加させること

（３）プロジェクトチームに参加することにより要することとなる経費につい

ては、受注費の範囲内で処理すること

（４）その他プロジェクトチームに受注者を参加させるために必要な事項

＜解説＞

業務及び工事をプロジェクト管理の手法を用いて管理する場合には、発注者と

受注者が一体となって行う必要があり、受注者の協力が不可欠である。

このことを契約上担保するために、特記仕様書に、当該事業がプロジェクト管

理の対象事業であり、プロジェクト管理実施要領に基づき管理されること、受注

者からプロジェクトチーム員を派出することなどの必要事項を記載する必要があ

る。

＜解説＞

プロジェクトチームの編成を誰が行うのかということであるが、ここでは、プ

ロジェクトマネジャーのリーダーシップの発揮、構成員の業務処理能力の把握な

どの観点から、プロジェクトマネジャーが編成案を作成し、関係者の承認を得る

ものとした。

＜解説＞

プロジェクト管理においては、プロジェクトの確実かつ円滑な実行のため、プ

ロジェクトチーム員間での情報の共有、目的意識の共有と相互の連携が不可欠で

あり、プロジェクトチームの発足において、これらのことを確認することは、事

後のプロジェクトチームの活動にとって大きな意義のあることと考えられる。

このプロジェクト立ち上げ会議（キックオフミーティング（KOM））は、プロ

（プロジェクトチームの編成）

第１９ プロジェクトマネジャーは、プロジェクトチームの編成案を作成し、○

○の承認を受けるものとする。これを変更する場合も同様とする。

２ プロジェクトチームの編成に当たっては、プロジェクトチーム員の役割とそ

の権限・責任を明確にするものとする。

（プロジェクトの立ち上げ会議）

第２０ プロジェクトマネジャーは、プロジェクトチームの編成に係る承認を

得た後、及び事業の進行に伴い新たにプロジェクトチームを編成し直した場

合には、プロジェクトチームの立ち上げ会議を開催し、次の各号に掲げる事

項を確認すると共に周知を図るものとする。

（１）プロジェクト憲章に関すること。

（２）プロジェクトチーム構成員の役割と権限に関すること。

（３）プロジェクト計画書の作成に関すること。

（４）その他プロジェクトチームの運営に関すること。
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ジェクトの最初の段階はもちろんのことであるが、プロジェクトの段階が進行し、

プロジェクトチームが再編される毎に開催されることが一般的である。

第３章 プロジェクト憲章

（プロジェクトの目的及び目標）

第２１ プロジェクトの目的は、当該プロジェクトの実施により整備する施設

の規模・機能などの要求性能、期限、建設場所などを具体的に記載するもの

とする。

２ プロジェクトの目標は、プロジェクトの実行プロセスにおけるプロセスの

改善、ノウハウの取得、人材の育成等に関する事項を設定し、具体的に記載

するものとする。

＜解説＞

１ プロジェクトの目的は、当該プロジェクトの存在意義そのものであり、目的

の記述に当たっては、何がこのプロジェクトの目的であるかを如何に明確にす

るかが、プロジェクトの成否に大きな影響を与える。

施設建設という観点からは、これこれの施設を建設するという事だけでは足

りず、部隊の運用開始、施設の要求性能などを満足させること、完成させる期

限なども大きな要素となる。

２ プロジェクトの目標は、プロジェクト管理における管理手法の改善、計画書

の改善、施設建設に係る新技術の適用におけるノウハウの取得、コンサルタン

トの活用方法等に関するノウハウの取得、プロジェクト管理に係る人材の育成

などを目標として掲げることが考えられる。これらに対して、どのような成果

（物）を得るかについても記載するものとする。

（プロジェクト対象事業の概要）

第２２ 当該プロジェクトの対象事業に関する以下の各号に掲げる事項を事業

概要として記載するものとする。

（１）整備する施設の名称、規模、整備内容、要求性能など

（２）整備する場所及び使用する部隊など

（３）整備工程と期限

（４）整備予算（調査・設計費、工事費等を含む）

（５）整備上の課題（技術、立地、地元及び工期など）と考えられる対策な

ど

（６）第２１の目標達成のための実施概要

（７）その他対象事業の概要を把握するために必要な事項

２ プロジェクトの進行段階によって、整備内容等がより具体化、詳細化され

る場合には、その段階ごとに事業概要を更新するものとする。
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＜解説＞

１ 対象事業がどのような事業であるかを明らかにすることは、プロジェクトを

如何に実行するかということと密接に関連するものであり、プロジェクト立上

げの段階で決まっていること、決まっていないことなどを明確にすることが重

要である。

２ 施設の建設事業においては、計画段階、調査・設計段階、工事段階というプ

ロセスを経ることが一般的であり、このプロセスの進捗によって整備内容、整

備に係る課題などがより具体化され、詳細化されて行くので、プロジェクト憲

章についても、その進捗に合わせて更新する必要がある。

（プロジェクトの始期と終期）

第２３ プロジェクトは、プロジェクト憲章の承認、プロジェクトマネジャー

の指名及びプロジェクトチームの編成に係る承認を得ることをもって、その

始期とする。

２ プロジェクトは、プロジェクトの目的対象物の引受け、及びプロジェクト

終結文書の承認を以って終期とする。

３ プロジェクトがその進行に伴い更新される場合には、それぞれの段階の始

期及び終期は前２項にそれぞれ準じるものとする。

＜解説＞

１ プロジェクトは、始期と終期を明確にする必要があり、これを定義し明確化

するものである。プロジェクトの始期は、プロジェクトチームの編成が完了し

た時期を始期とすることとした。また、終期については、施設建設が完了する

だけでなく、関連する書類の提出及び当該プロジェクトの評価等を含むプロジ

ェクト終結文書の提出を以って、プロジェクトの終期とすることとした。

２ プロジェクトの進行に伴ってプロジェクトが更新される場合には、それぞれ

の段階毎に始期と終期を設定し、プロジェクトの実行の評価等を行うこととし

た。

（プロジェクトスコープの概要）

第２４ プロジェクトスコープの概要は、プロジェクトの進行の段階毎に、次

の各号に掲げる事項及びその概要を記載するものとする。

（１）計画段階のプロジェクトスコープとしては、整備計画策定のための作

業を次の中から選定して、その作業内容の概要等を記載するものとする。

ア ニーズの把握・整理

イ 建設条件（法規制、自然条件及び社会条件など）の把握・整理

ウ 整備内容（整備施設（機能、規模、構造など）、配置、工事内容、工期
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など）の案決定

エ 整備費の算定

オ 整備に課題と対応策

カ その他計画段階において実施する作業

（２）調査・設計段階のプロジェクトスコープとしては、施設建設用の基本

設計図及び実施設計図を作成するための作業を次に掲げる事項から選定

して、その作業内容の概要等を記載するものとする。

ア 入札・契約手続

イ 調査（測量、地質・土質調査、環境調査など）

ウ 基本設計（建築、土木、設備等の工種区分、基本設計の進捗度（０％、

３０％、６０％、９０％、１００％など）の区分）

エ 実施設計（整備する施設区分、建築、土木、設備等の工種区分、実施

設計の進捗度（０％、３０％、６０％、９０％、１００％）の区分）

オ その他調査・設計段階において実施する作業

（３）工事段階のプロジェクトスコープとしては、工事の実施に関する作業

を次に掲げる事項の中から選定して、その作業内容の概要等を記載する

ものとする。

なお、ウ以降については、プロジェクトの内容、規模等を考慮し、建

設する施設区分、建築、設備及び土木等の工種区分、建設区域などに区

分して、記載することができるものとする。

ア 入札・契約手続

イ 法手続き

ウ 着工準備（契約関係図書の作成、入門手続きなど）

エ 準備工（仮設事務所の設置など）

オ 工事の実施

カ 工事の完成

２ プロジェクトの進行によって、整備内容等がより具体化、詳細化され、そ

れに伴いスコープを変更する必要がある場合には、その段階ごとにスコープ

概要を更新するものとする。

＜解説＞

プロジェクトスコープは、当該プロジェクトにおいてその目的を達成するた

めにどの様な作業を行うかを明らかにするものであり、プロジェクト憲章にお

いてはその概要を明らかにする必要がある。

建設工事の場合、どのような施設を建設するかの計画を立て、建設するため

の設計図を作成し、その設計図に従って工事をするという大きなプロセスであ

るが、このプロセス区分毎に更に細分化して、記載することとした。

また、建設工事は、調査・設計及び工事については、外部に発注して行われ

るので、その実態に即した記載が出来るように配慮した。即ち、工事の発注は、

建築、土木及び設備の工種ごとに発注されること、プロジェクト管理において
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一定の区域をまとめて管理することが適当な場合があることなどである。

（プロジェクトのマイルストーン）

第２５ プロジェクトの実行において、当該プロジェクトの目的達成のため、

その品質、期限等を守る事が重要な以下の各号に掲げる作業から選択し、そ

の作業内容、求められる達成事項、及び期限等を明確にし、記載するものと

する。

（１）計画の確定

ニーズに基づく整備内容、整備計画の承認、予算要求の内容等

（２）調査及び設計の完了

調査の品質及び完了時期、設計の品質及び完了時期

（３）法手続きの完了

工事の実施に必要な法律に基づく規制内容とその手続きの完了時期

（４）業務及び工事の発注時期

予算の配布時期、業務委託の内容、業務委託及び工事の発注時期

（５）関連工事の完了時期

既存施設の切回し・撤去工事の完了時期、他の関連工事の完了時期、

部隊の移動時期

（６）部隊配備等の時期等

施設を使用する部隊の配備時期、新装備品等の配備時期、整備・運用

機材等の設置作業の開始時期など

（７）その他、プロジェクトの目的を確実に達成する上で重要な作業とその

時期

＜解説＞

プロジェクトの目的を確実に達成する上で、仮にその作業の品質が所定のもの

でない場合及び期限に遅れた場合には、重要な支障を来たす作業については、重

点的に管理し、その確実な達成を図り、これに引き続く作業を円滑に実施できる

ようにする必要がある。このような観点から、プロジェクト憲章においては、当

該プロジェクトについて、マイルストーンとして掲げる作業の作業項目、作業に

よる達成事項及び期限を明確にする必要がある旨の記載を行うものである。

（ステークホルダーのニーズと期待）

第２６ プロジェクトの目的達成に影響を与えるステークホルダーについて、

次の各号に掲げる区分に従い、各ステークホルダーの名称、所属、関心事、

プロジェクトに対する期待事項及びプロジェクトへの影響度合い等を一覧と

して記載するものとする。

（１）組織内部のステークホルダー

調達部長、報告及び承認を受ける上司、関係する部課の職員など

（２）ユーザー側のステークホルダー
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施設を使用する部隊、施設を管理する部隊及びこれら部隊の上級部隊

等の関係者

（３）地方自治体等のステークホルダー

法律上の許認可権を有する機関及び基地対策の窓口機関の関係職員な

ど

（４）その他のステークホルダー

工事現場近傍の住民など

＜解説＞

プロジェクトに関わるステークホルダーは、当該プロジェクトの実行及びその

成果物等に対して、大きな関わりと期待とを有しており、これに十分に応える事

がプロジェクトの成否を左右するといっても過言ではない。プロジェクト憲章に

おいては、当該プロジェクトのステークホルダーについて、それぞれの立場、権

限、関心事及び期待事項等を明らかにする必要がある。

（プロジェクト実施上の制約条件）

第２７ 当該プロジェクトを実行する上での主要な制約条件について、次の各

号に掲げる事項に関して記載するものとする。

（１）人的資源上の制約

当該プロジェクトに充てる事ができる質・量両面での人的資源の制約

（２）部隊運用上の制約

部隊運用上の立入り規制、夜間作業の必要性など

（３）周辺環境への影響

工事に伴う騒音及び振動規制、農業・漁業への影響など

（４）法規制に基づく制約

用途地域における制限、交通規制などに係る制限など

（５）その他施設の立地及び工事の実施上の制約

＜解説＞

プロジェクトの実施に当たっての制約は、その計画段階から明らかにされ、

十分な対策がとられないと、その目的の円滑な達成に大きな支障を来たすこと

になる。

人的資源上の制約は、当該プロジェクトにどのような技術力乃至は業務処理

能力を持っている職員を何人配置できるかということであり、これが不足する

場合は、外部委託等により補うことなどを考えなければならない。

部隊運用上の制約については、立入り制限区域で工事を行う必要がある場合、

飛行場等で運用しながらの工事となる場合などが考えられる。

周辺環境への影響としては、民間施設隣接地での工事の場合、貴重な動植物

が工事現場周辺で確認されている場合などが考えられる。

法規制に基づく制約としては、風致地区で建物のデザイン等に配慮を求めら
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れることなど用途地域などの制約がある場合、環境評価の手続きが必要となる

場合、交通量の多い道路などを横断する場合などが考えられる。

（プロジェクトマネジャーの権限）

第２８ 当該プロジェクトの実行及び管理におけるプロジェクトマネジャーの

権限を次の各号に掲げる権限に関して記載するものとする。

（１）プロジェクトチームを編成するため、チーム員の所掌、権限等を調整

すること。

（２）プロジェクト計画を策定するため、チーム員から出される計画案をプ

ロジェクトの目的及び目標等の整合性等をはかりプロジェクトチームの

パフォーマンスの最大化を図るよう調整し取りまとめること。

（３）プロジェクトの実行段階における監視・統制及びプロジェクトの計画

との乖離を把握・修正及び実行するための調整を行うこと。

（４）プロジェクトの全体のパフォーマンスを評価すること。

（５）プロジェクトの終結文書の取りまとめること。

（６）その他プロジェクトチームのパフォーマンスを最大化するためにチー

ム員間の業務を統制し調整すること。

＜解説＞

プロジェクトマネジャーは、当該プロジェクトの成否を握っていると言っても

過言ではなく、適切な権限を付与することが不可欠である。

一方において、プロジェクトチームは、既存の組織の中に設けられるものであ

り、その組織の権限との調整が不可欠となることから、これを超えた、あるいは

無視した権限の付与は、組織内に無用の混乱を引き起こす恐れがある。

プロジェクト憲章において、プロジェクトマネジャーが行使する権限の内容と

範囲を明確にするものである。

（プロジェクト成功の評価基準）

第２９ 当該プロジェクトの目的及び目標等の達成の基準を次の各号に掲げる

ところにより記載するものとする。

（１）プロジェクトの目的に関する評価基準は、施設の品質に対するステー

クホルダーの満足度、工期の遵守の度合いなどに関して定めるものとす

る。

（２）プロジェクトの目標に関する評価基準は、それぞれの目標の達成度、

改善効果などに関して定めるものとする。

（３）プロジェクトの実行及び管理プロセスについては、ステークホルダー

の満足度及びプロジェクトチーム員の満足度などに関して定めるものと

する。
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＜解説＞

１ プロジェクトの目的に関する評価は、対象施設の技術的見地からの品質のほ

か、当該施設の居住性などに関するユーザーの満足度、工期に関しては、ユー

ザーの運用への影響の有無、工事の進捗プロセスに関する評価を行う必要があ

る。

２ プロジェクトの目標に関する評価については、それぞれの目標の対象を踏ま

え、その達成度を具体的に表す指標を設定して行う必要がある。

例えば、人材育成に関するものについては、被教育者の技術やノウハウの取

得状況、教育への関心及び熱意などと共に、教育する側の態度、教育方法など

についても基準を設定して行うことが望まれる。

３ プロジェクトの実行及び管理のプロセスについては、プロジェクトの円滑な

進行と目的達成の観点から、ステークホルダー及びプロジェクトチーム員の満

足度を評価するための基準を設定して行う。

例えば、スケジュールマネジメントにおいては、リスクの把握と対応が適切

であったか、関連工事間の調整及び協力は円滑に行われたかなどについて評価

基準を設定することが考えられる。

第４章 プロジェクト計画書

第１節 総則

（プロジェクト計画書の構成）

第３０ プロジェクト計画書は、次の各号に掲げる計画書により構成されるも

のとする。

（１）プロジェクト実行計画書

プロジェクト憲章に規定されるプロジェクトの目的及び目標とする成

果物を作成するための実行計画である。

（２）プロジェクトマネジメント計画書

プロジェクトが完了するまでのマネジメントの仕組みをとしてのマネ

ジメント方針、マネジメントの標準及び管理手法などプロジェクトマネ

ジメントの方法を規定したものである。

（３）プロジェクト価値評価計画書

プロジェクトで創出を目指す価値に対して、価値評価指標、評価方法

及び評価の時期等からなる価値評価計画書である。

＜解説＞

１ プロジェクト実行計画書には次のことが計画される必要がある。

(1) 必要となる作業の洗い出し

(2) 必要となる作業の定義づけ
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(3) 実行する組織や責任者、スケジュール、コスト、資源及びリスクへの対

応など

(4) その他必要項目の整合性の確保

プロジェクト実行計画書は、ある施設を建設しようと決めてからその施設を完

成させ使用できるようにするまで、何を、何時から何時まで、何処で、どのよう

にして行うかについて計画するものである。

２ プロジェクトマネジメント計画書

プロジェクトマネジメント計画書は、プロジェクトの実行の過程を適切に管理

（マネジメント）し、効率的かつ円滑にプロジェクトを進行させるプロセス管理

である。

プロジェクトマネジメント領域としては、次の表に示す１０の領域があるので、

これらのそれぞれについて計画を策定する必要がある。

マネジメント領域 概 要

統合マネジメント

プロジェクトを立ち上げる段階から、計画し、実行し、コント

ロールし、終結して定常業務に成果物を移すまでの全てのプロ

セスを統合的に管理するためのマネジメント

ステークホルダーマネ

ジメント

プロジェクトに何らかの影響を与えるステークホルダーをマネ

ジメントの対象とし、その期待を管理するためのマネジメント

スコープマネジメント

プロジェクトの成果物、及び成果物を創出するための作業範囲、

すなわちプロジェクトスコープを対象とし、スコープを特定す

るためのマネジメント

資源マネジメント
プロジェクトを遂行するために必要となる資源を管理するため

のマネジメント

タイムマネジメント プロジェクトを納期どおりに終結するためのマネジメント

コストマネジメント プロジェクトを予算どおりに完了するためのマネジメント

リスクマネジメント
プロジェクトを遂行するため際に直面するリスクを特定し、管

理するためのマネジメント

品質マネジメント
プロジェクト活動と成果物の品質を管理するためのマネジメン

ト領域

調達マネジメント
プロジェクト活動を行うための契約や外部からの調達を管理す

るマネジメント

コミュニケーションマ

ネジメント

プロジェクトのステークホルダーとのコミュニケーションを円

滑に行うためのマネジメント

３ プロジェクトの評価については、プロジェクトの遂行による直接的な成果物

の完成以外に、その成果物の完成及びプロジェクトの遂行に伴い創出される価

値を評価する計画が必要である。プロジェクト評価計画書では、プロジェクト
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で創出を目指す価値に対して、価値評価指標、評価方法及び評価タイミングを

設定し記載する。

＜解説＞

１ プロジェクト管理においては、その目的を確実に実現するため、プロジェク

トの目的、実施すべきこと、期限、経費、関係者及びプロジェクトに係るリス

クなどを踏まえ、何を、何時、どのようにするかなどの５W１H を明確にして、

それらを確実に実行していくことが求められることから、具体的で実効性のあ

る計画を立案することが不可欠である。

２ プロジェクト計画の作成は、プロジェクトチームの行動計画を定めるもので

あり、それぞれのプロジェクトメンバーが、その役割をどのようにして果たし

て行くかを計画し、プロジェクトマネジャー等がプロジェクトの目的との整合

性、プロジェクト実行上の制約を踏まえるなどして、全体を合目的的に取りま

とめ、プロジェクトオーナー（防衛局長あるいは調達部長等）及びステークホ

ルダーの承認を得るものである。

３ プロジェクト計画書は、プロジェクト実行計画書、プロジェクトマネジメン

ト計画書及びプロジェクト価値マネジメント計画書により構成されるもので

ある。

(1) プロジェクト実行計画書

防衛施設建設事業の計画、調査・設計、各工事の段階において実施する必

要のある作業の計画を、１０のマネジメント領域に対応するように作成する。

(2) プロジェクトマネジメント計画書

プロジェクトの目的を確実に達成するために、プロジェクトの実行をどの

ようにマネジメントするかの計画であり、マネジメント体制（どのような体

制で、誰が、何を、何時かなど）、マネジメントの方法（マネジメント領域

のベースラインと現状の評価方法等）及び計画の修正の方法などを計画する。

（プロジェクト計画書の作成・承認）

第３１ プロジェクトマネジャーは、プロジェクト憲章に基づき、プロジェク

トチームを統制して、プロジェクト計画書を作成し、順序を経て○○の承認

を得るものとする。

２ プロジェクト計画書は、プロジェクトの目的を達成するためのロードマッ

プを示すものであり、次の各号に掲げる計画書によって構成されるものとす

る。

（１）プロジェクト実行計画書

（２）プロジェクトマネジメント計画書

（３）プロジェクト価値マネジメント計画書

３ プロジェクト計画書の作成は、プロジェクトの進捗により具体化・詳細化

を図り更新することができるものとし、かかる計画書の変更は、第１項の規

定に準じるものとする。
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(3) プロジェクト価値マネジメント計画書

プロジェクトの実行段階でのパフォーマンスの評価項目、時点、評価方法、

評価基準などを設定して計画する。

４ 建設工事においては、計画、調査・設計、工事とその段階が進んでいくにし

たがって計画が具体的かつ詳細になっていくものであり、計画の最初の段階で、

すべての計画を立案することは現実的ではない。従って、計画段階が終了した

段階で、調査・設計の、調査・設計段階の終了した段階で工事段階の、具体的

な計画を立案することが現実的であり、合理的でもある。

このような手法は、プロジェクト管理の手法においても前提とされており、

このように段階的に計画を具体化・詳細化していく手法をローリング・ウェー

ブ計画法という。

（計画の段階的詳細化）

第３２ プロジェクト計画書は、次の各号に掲げるプロジェクトの段階毎に詳

細化を図り、同計画を更新するものとする。

（１）調査・設計段階

調査及び設計業務の受託者が決定し、具体的な業務計画が策定される

段階とする。

（２）工事の段階

プロジェクト対象の工事業者が決定し、具体的な工事計画が策定され

る段階とする。なお、関係する工事が段階的に発注される場合には、そ

の都度更新することが出来るものとする。

＜解説＞

建設工事においては、対象とする施設の計画段階から、調査設計及び工事の段

階へと、計画がより詳細になって行くこと、調査・設計及び工事が外部委託によ

り行われることなどを考慮して、プロジェクト計画の更新について、定めたもの

である。

プロジェクト計画においては、契約に基づき調査・設計及び工事を担当する受

注者の意見を計画に十分反映させると共に、その協力を得ることが不可欠である。

第２節 プロジェクト実行計画書

(事業の概要等 )

第３３ プロジェクト対象事業の内容は、プロジェクト憲章の記載内容等に基

づき、事業の概要、目的、目標、プロジェクトの期間等を記載するものとす

る。

＜解説＞
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プロジェクトの対象事業の内容、目的及び目標等については、当該プロジェク

トの前提条件であるので、プロジェクト憲章に記載されていることを、基本的に

そのまま記載する必要がある。

但し、プロジェクト憲章の範囲内で、プロジェクトをより明確に規定すること

を妨げるものではない。

(事業のフェーズの区分 )

第３４ 建設事業のフェーズの区分は、事業の進行に合わせて、計画、調査・

設計、工事及び終結のフェーズとする。

なお、事業に環境影響評価など、事業内容の決定及びその進捗に大きな影

響を与える業務が必要となる場合には、これを一つのフェーズとすることが

できるものとする。

＜解説＞

フェーズは、プロジェクトの進捗段階を示すもので、それぞれのフェーズにお

いて、一定の成果物を創出し、次の段階に引き継がれる。

建設工事においては、部隊の所要や施設の老朽化などにより、施設の新設、改

修及び建替えなどが計画され、その建設場所、規模、構造、予算及び建設時期な

どを計画するのが「計画フェーズ」である。次にこの計画に基づき予算要求がな

され、計画が認められて予算が付いたら、建物を建てる場所の測量、地質調査な

どを行い、この調査結果を利用して、建物を建設するための設計図が作成される

のが「調査・設計フェーズ」である。その次にこの設計図に基づいて、工事を業

者に発注し工事が行われるのが「工事フェーズ」であり、そして工事が終わり、

施設が引き渡されると共に、プロジェクトの評価、所得された知的資産の引継ぎ

などが行われプロジェクトを終結するのが「終結フェーズ」である。

（スコープ実行計画）

第３５ 建設事業におけるフェーズ毎にそのプロジェクトで目的及び目標を達

成するために実施する作業（スコープ）を第３４のフェーズ毎にリストアッ

プするものとする。

２ リストアップしたスコープ毎の作業内容、実施方法・手順、成果物、所要

期間、所要人員、必要な知的資源、所要経費などスコープを実施するために

必要な事項を記載するものとする。

３ 段階的詳細化を図る必要のある外部委託に係るものについては、当該業務

等を外部委託により実施する旨の記載を行うものとする。

＜解説＞

一般的な施設建設事業におけるスコープとしては、概ね以下のものが考えられ

る。
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(1) 計画フェーズ

① ニーズの把握と整理

施設のユーザーである部隊等が作成する施設要求書（？）に基づき、要

求されている施設の名称、機能、整備内容等を把握すると共に、その要求

をどのようにして実現するかについて、部隊からのヒアリング、設計基準

等に基づき検討し、実施上の課題などを洗い出す。

② 建設条件の把握と整理

課題等が整理されたニーズを踏まえ、現地調査、法規制、及び調査デー

タ並びに事例等に基づき、建設条件を把握し、それに対する対応策などを

整理する。

③ 建設計画の検討

建設条件に基づき、施設の配置、規模、構造、工期、工事費、必要な法

手続き及び実施上の課題などを検討する。

④ 建設計画書の作成

建設計画の検討を踏まえ、前記の外に、調査・設計の発注計画、工事の

発注計画及び法手続き等の作業計画を含めた、建設事業全体の建設計画を

策定する。

⑤ 計画フェーズの終結

フェーズの作業の評価等終結文書の作成等を行う。

(2) 調査・設計フェーズ

① 調査・設計の計画

施設を設計するために、地形、地質及び土質などのデータを得るための

測量調査、並びに建設する施設の設計に関わるユーザーのニーズ、現場条

件、法規制及び設計基準等に基づき、調査・設計の項目、経費、期間、発

注時期、入札契約方式等を記載した調査・設計の計画書を作成する。

② 調査・設計の発注（入札・契約手続）

調査・設計計画書に基づき、発注仕様書を作成し入札・契約手続に付す

るものであり、入札参加資格の要件、技術提案項目の設定、及びこれらの

審査業務が含まれる。

③ 調査・設計の実施

調査及び設計業務の受注者が、それぞれの業務を行います。このスコー

プの作業計画は受託者の作成したものによります。

発注者として実施することは、実施過程の中での打合せ、協議・指示等

を行うことになり、最終的には検査を行い成果物の引渡しを受けます。

④ 調査・設計フェーズの終結

調査・設計に係る作業の終了を確認し調査・設計フェーズを終結するこ

と。

(3) 工事フェーズ

① 工事計画
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工事の優先順位、期間、工事間の工程などを検討し、工事の発注時期、

工事のための条件、入札契約方式、工事ごとの概算額・工期などを計画す

る。

合わせて、工事の管理体制を踏まえ管理業務等の外部委託業務の発注計

画等を策定する。

② 工事の発注

工事計画に基づき、工事及び関連する業務委託の入札・契約事務を執り

行うものであり、入札参加要件の設定、技術提案項目の設定及び審査等の

業務が含まれる。

③ 工事の着工準備

工事等の契約業者との協働により、契約書類の作成、契約書及び仕様書

に基づく文書の作成、承認手続き、及び工事施工計画に基づく部隊への入

門手続き、工事用仮設物の設置などを行う。

④ 工事の実施

工事の施工計画に基づき工事の受託者が工事を実施します。このスコー

プの作業計画は受注者の作成したものによります。

発注者として実施することは、実施過程の中での打合せ、協議・指示等

を行うことになる。

⑤ 工事の完了

工事が完了し、受注者による工事完成書類の作成、工事の完成検査、工

事目的物の引渡し、工事成績評定等の業務を行う。

⑥ 工事フェーズの終結

工事に係る全ての作業の終了を確認し工事フェーズを終結する。

(4) プロジェクトの終結フェーズ

プロジェクトの終結報告書、完成した施設、取得した知的資源、目的及び

目標達成の評価を行い、○○の承認を得る。

（ステークホルダー実行計画）

第３６ プロジェクト憲章に記載のあるステークホルダー及びプロジェクトの

進行に伴って出現した新たなステークホルダーについて、それぞれの関心事、

期待値及び本プロジェクトへの影響の度合いなどを考慮し、各ステークホル

ダーへの対応策を次の各号に掲げる事項について立案するものとする。

（１）伝える情報とその時期及び方法など

（２）事前に承認を得る事項とその時期など

（３）その他必要な事項

＜解説＞

ステークホルダーへの対応策を検討する際には、ステークホルダーの本プロジ

ェクトへの関心度、及びその権限等を踏まえる必要がある（右図参照）。
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すなわち、関心度が低く小さな権限しか有して

いないステークホルダーは、プロジェクトへの影

響が小さいので、苦情等を有していないか監視す

ることで足りるが、関心が高く、大きな権限を有

している者は、プロジェクトの成否の影響が大き

いことから、情報を適時的確に伝えると共に、プ

ロジェクトの実行に係る課題などについては事前

に相談するなど、注意深くマネジメントする必要

がある。

例えば

(1) 関心が高く、大きな権限を有するグループ

発注者の幹部（部長、課長等）：工事の変更の承認権限、工事の期限まで

の実施について大きな責任を負うことなど

対応策：工事の実施状況の定期的な報告、工事の

変更を伴う事項の事前の報告・相談など

(2) 関心が高く、限定された権限を有するグループ

ユーザーの幹部（部隊長等） ：施設のニーズの実現、工事の進捗、工事

に伴う部隊活動への影響などに関心

対応策：定期的に情報を伝えると共に、事情の変

更等ある場合には随時報告することなど

(3) 関心は低いが大きな権限を有するグループ

発注者及びユーザーの最高幹部：工事の実施等に関する最終的な承認権限

と責任、部隊内での諸活動に対する統制等

の権限

対応策：適時適切な事務処理と重大事象に対する

迅速適切な対応が出来る体制の構築など

(4) 関心が低く小さな権限を有するグループ

基地対策関係者など ：工事等に伴う事案が発生すれば大きなか

かわりを持ってくるが、通常は関係が少な

い

対応策：事案発生時の対応要領を整備しておくこ

となど

（人的資源実行計画）

第３７ プロジェクトの実行に必要な人的資源、知的資源（技術資源を含む）

等について、必要な資源を明らかにし、その確保策及び活用のための体制等

を計画するものとする。

２ 人的資源について、職員のみによっては、員数及び業務の経験等において
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その所要を賄う事ができないときには、支援業務等としての外部委託によっ

て補うことなどを検討するものとする。

３ 知的資源について、既往の資料、経験を有する職員のみによっては賄う事

ができないときには、調達により補うことを検討するものとする。

４ 前各項によって確保された人的資源については、プロジェクト実行チームと

して編成し、それぞれの役割、権限等を明確にするものとする。

４ 技術の取得又はプロジェクト管理のノウハウの取得等を目的として職員を

配置するなどする場合には、その教育計画を含めるものとする。

＜解説＞

１ プロジェクト側の要請により、プロジェクトの実行に必要な職員（員数及び

能力）の配置を求めることは、通常極めて困難な事であるが、当該プロジェク

トの実行において、どのような能力を有する職員が、どれだけの員数必要であ

るかを的確に見積もる事は、その欠けるところの員数、能力をどのように補う

かの計画を立案する上で不可欠な事である。

そして、施設建設に係るプロジェクトにおいて、発注者、調査・設計業務の

受託者、工事の受注者及び支援業務等の受注者等を組織立て、役割や権限を付

与して、これを実行することが、プロジェクトの円滑な目的達成にとっての大

きな要素となる。

２ プロジェクトの実施に必要な技術的知識や経験、プロジェクトの実行に関す

るノウハウなどの知的資源についても、プロジェクトの目的の確実な実現を図

るために、何が、何時必要で、それをどのように所得して、どのように活用す

るかの計画を立案する必要がる。

例えば、環境アセスメントにおいては、文書の作成方法、説明会の実施など

に関する過去の事例が不可欠になる場合がある。

３ プロジェクトに関わる職員、業務及び工事の受注者等からなるプロジェクト

実行チームにおいては、それぞれの役割、権限及び相互の関連性を明確にする

必要があり、組織体制図の作成や業務処理要領等も必要となる。

４ プロジェクト要員の役割や責任等を明確にする手法として、責任分担マトリ

ックス（RAM）という手

法があり、これはそれぞ

れの作業について、実行

責任者（Ｒ）、説明責任

者（A）、相談対応（Ｃ）、

情報受領者（ I）がだれで

あるかをマトリックス的

に決めるものである。こ

の手法は、プロジェクト

の実情に即してカスタマ

イズされるもので、例え
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ば承認機能を付加したり、要員に正と副を設けたりする事が出来るものである。

この手法の基本は、全ての役割を特定し、それを個々の仕事の個々の箇所に割

当てる事である（上図参照）。

（スケジュール実行計画）

第３８ プロジェクトのスケジュール作成は、次の各号に掲げる基本的手順に

従って計画するものとする。

（１）実行すべき具体的な作業（以下「アクティビティ」という。）を特定

し、アクティビティリスト、アクティビティの具体的な作業内容、実施

時期、他のアクティビティとの関連性等を示すアクティビティ属性を明

らかにする。

（２）前項で特定したアクティビティについて、相互関係、作業内容、実施

期間、及び優先順位などを特定の上、アクティビティの順序設定を行う。

（３）それぞれのアクティビティにおいて、その作業を実施するために必要

な人的資源、技術資料などの知的資源、消耗品などの種類と量を算定す

る。

（４）前各項の検討によって明らかとなった各アクティビティの属性、作業

順序及び必要な資源等を踏まえ、各作業の作業期間を見積もる。

（５）前各項の検討結果及びスケジュールに関する制約条件、マイルストー

ンなどを踏まえ、プロジェクトのスケジュールを作成する。

＜解説＞

１ プロジェクトスコープの成果物を作成するための作業をリストアップし、そ

の作業内容、他作業との関連、必要な資源、実施時期などを検討し整理する。

(1) 計画フェーズ

計画フェーズにおける主な作業としては以下のものが例として考えられる。

① 部隊等における施設整備要求のとりまとめ

② 部隊等か地方防衛局（以下「局」という。）へ施設整備要求書の提出（一

次）

③ 現地調査等

④ 施設整備要求書の技術的及び建設条件等の検討

⑤ 施設整備要求書に対する意見の提出

⑥ 部隊等と局との間の調整会議等

⑦ 施設整備要求書に基づく建設計画の作成（一次）

⑧ 部隊等による施設整備要求書の修正

⑨ 施設整備要求書（修正）に基づく建設計画の修正

⑩ 工事基本計画作成資料（又は予算要求資料）の作成・送付

⑪ 工事基本計画作成に係る本省との調整と実施命令

⑫ 施設整備要求書の変更の有無の確認と調整
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⑬ 施設建設計画の見直し・修正

⑭ 工事実施計画の作成と申請・承認

⑮ 予算の示達

⑯ 計画フェーズの終結

(2) 調査・設計フェーズ

① 調査・設計計画の作成（調査内容、金額、期間等、設計内容、金額、期間、

発注方式等）

② 調査仕様書の作成

③ 調査費の積算

④ 調査の入札・契約手続き

⑤ 調査の実施準備

⑥ 調査の実施 (受注者 )

⑦ 調査報告書の受領検査等

⑧ 設計仕様書の作成

⑨ 設計費の積算

⑩ 設計の入札・契約手続き

⑪ 設計の実施準備

⑫ 設計の実施

⑬ 部隊等の施設整備要求との調整

⑭ 地方自治体等との調整

⑮ 設置申請等法手続き資料の作成

⑯ 法手続きの実施及び認可等

⑰ 設計成果品の検査・受領等

(3) 工事フェーズ

① 施設建設計画に基づく工事計画の作成

② 工事発注図書（特記仕様書、工事条件、設計図等）の調整

③ 工事の入札・契約手続き（公告資料の作成、公告、質問回答、参加要件の

確認、技術提案の審査、開札、施工体制の審査、総合評価、落札者決定）

④ 工事費の積算

⑤ 契約書に基づく関係書類の作成・承認（受注者等）

⑥ 駐屯地等入門手続き（受注者）

⑦ 仮設物の設置（受注者）

⑧ 工事の実施（受注者）

⑨ 工事実施上の課題の処理

⑩ 工事の変更

⑪ 工事の既済部分検査

⑫ 工事完成図書の受領と完成検査

⑬ 工事目的物の引受け
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２ アクティビティの属性については、作業の具体的な内容、先行する作業とそ

れに引き続く作業、リードとラグ、必要資源の数と種類、スキル水準、制約条

件、前提条件などについて記述する。

（例）

アクティビティ属性

アクティビティ名称 施設整備要求書の技術的及び建設条件等の検討

作業の記述 部隊から提出された施設整備要求書について、施設の機

能、規模、形状などの基準等との整合性、完成要求時期

の妥当性、建設場所の地質、法的な規制状況などの観点

から要求内容を吟味し、実施上の課題を検討する

先行す

る作業

作業 施設整備要求書の提出、現地調査

リードやラグ 施設整備要求書の提出後に作業 ラグ 日

引き続

く作業

作業 施設整備要求書に対する意見書、施設建設計画（案）の

作成等

リードやラグ 施設建設計画の策定との平行作業が可能 ラグ 日

作業必要日数 ○○日 （○○日まで）

必要な資源とスキル水

準

それぞれの技術分野で○名 係長以上など

前提条件 施設整備要求書の精度は低く、計画の進捗に従って変更

があり得ること。

制約条件 部隊等は建設技術等に関する知識は乏しく、当該作業に

不慣れであることなど、検討日数が限られることなど

３ アクティビティの順序設定においては、基本的には作業の標準的な流れに従

うことになるが、工事基本計画の作成、予算要求の時期などを考慮し、柔軟な

設定が求められる場合があるが、そのような場合には、当初計画の制約条件や、

計画の見直し時期を計画の中に明示しておくことなどの配慮が求められる。

４ 作業を行う為の人的資源等については、組織の現状を踏まえた人員を考慮す

る必要があるが、作業期間に限りがあること、作業量が特に多い場合などには、

当該業務の外部委託による確保についても考慮する。

また、類似の事例等が必要な場合には、参考となる施設名称、実施時期及び

当該事例の入手方法、必要な時期などを明示する。
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５ 作業期間の見積もりは、作業担当者の意見の聴取、過去の実施事例などを参

考にして、標準的な作業期間、集中的に作業を行うことなどを考慮した最短期

間、及び参考資料の遅れ、関係者との調整の遅れなどを考慮した最大の期間を

合わせて検討しておく必要がある。

６ 作業スケジュールの設定に当たっては、マイルストーンの確実な達成、その

他プロジェクト全体の作業の効率的な実施の観点から各作業の実施を調整して

作成する必要がある。

（コスト実行計画）

第３９ プロジェクトに要する経費（コスト）については、プロジェクトの進

行に伴う施設建設計画の具体的な進捗に従って、次の各号に掲げるフェーズ

毎に行うよう計画するものとする。

（１） 計画フェーズにおいては、部隊等の作成する施設整備要求書をベース

として、当該建設場所の考えられる自然条件、過去の実施事例等を参考

にすると共に、建設関係業務の実施体制等も考慮し、施設建設に必要な、

調査費、設計費、工事費及び支援業務等の経費を算定するものとする。

（２） 調査・設計フェーズにおいては、調査によって明らかになった自然条

件、設計によって具体化した施設の工事数量等に基づき、前項で算定し

た各経費の見直しを行うものとする。

（３）工事フェーズにおいては、工事及び支援業務等の発注単位毎に、設計

数量及び積算基準に基づき工事費の算定を行うものとする。

２ 計画フェーズにおいて行う経費の見積りは、次の各号の定めるところによ

り、具体的な算定根拠を示して行うよう計画するものとする。

（１） 必要な経費の見積もりは、調査費、設計費、工事費、及び支援業務費

等に区分して行うものとする。

（２） 前項で見積もった経費については、その必要となる年度毎、調査、

設計及び工事の種別毎に区分して算定するものとする。

３ プロジェクトに要する経費として配布された予算と、前各項で算定した見

積額に過不足がある場合には、施設整備内容の見直し、整備スケジュールの

見直し等を行い、配布された予算内でのプロジェクトとなるよう計画するも

のとする。

＜解説＞

１ 施設建設に要する経費は、建設する施設の規模、構造、及び設備等の施設の

整備内容、建設場所の条件などによって、一つ一つ異なるものであり、所要の

施設を、所定の期限までに円滑に建設するという観点からも、経費の見積もり

作業は重要な作業であり、慎重で誠実な作業により、出来るだけ正確な見積り

を行うことが求められる。
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２ 計画フェーズの見積りは、予算要求、予算成立後の予算の配賦のために行う

ものであるが、見積りを行うための施設整備の内容等が不確定であることや、

自然条件や法規制等の把握が十分でない状況の中で行うことから、見積りには

相当の誤差が生じる事が想定される。そのようなものであったとしても、どの

ような方法で算定したかの根拠を明確にしておくことは、爾後の同種の見積り

作業における参考となるので、その根拠を明確にして行う必要がある。

３ 国の予算を支弁して事業を行う場合、その予算の範囲内で行うことが求めら

れる事は当然のことであり、必要な経費を予算の科目、年度に分けて算定する

ことも必然の事である。

また、調査、設計及び工事等については、発注単位が、その種別毎に行われ

ることが多いので、区分して集計できるように取りまとめる必要がある。

４ また、国の事業は、予算の範囲内で行うことが会計法等で定められているの

で、経費の見積額と配賦された予算の間に過不足があった場合には、調整が必

要であり、特に不足する場合には、施設整備内容の見直しによる計画額の減額、

予算の追加配賦を受けるための整備スケジュールの見直しなどを行う必要があ

る。

（リスク実行計画）

第４０ プロジェクトの実行プロセスの中の考慮すべき不確定要素（リスク）

に対しては、次の各号に掲げる手順に従い、適時・適切に対応できる計画を

策定するものとする。

（１）プロジェクトフェーズ毎に、プロジェクトの実行に影響があると考え

られるリスクをリストアップする。

（２）リストアップしたリスクについて、その発生確率、発生した場合のプ

ロジェクトへの影響、対応策の難易度などを分析し、対応策を講じる必

要のあるリスクを特定する。

（３）対応策を講じる必要のあるリスクの特定は、リスク評価基準を定め、

合目的的に行うものとする。

（４）特定されたリスクについて、その回避、転嫁、軽減、受容の具体策な

対策を計画する。

＜解説＞

１ 考慮する必要のあるリスクとしては、以下のものが例として考えられる。

(1) 計画フェーズ

① 施設整備要求の内容が不確定

部隊等の施設整備要求が、未定であること、部隊内の十分なコンセンサ

スが得られていないことなどから、計画策定作業の遅延、計画（整備内容、

経費、工期など）の不確実性の増大に繋がる。

② 現地把握の不十分あるいは漏れ
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建設場所の地質条件の想定、既設構造物の存否、地形等の把握が不十分

となれば、建設計画の策定の不確実さが増大

③ 作業する職員の能力不足

計画段階で求められる職員の技術能力を満たしていない場合、建設計画

の不確実性が増大

④ 法規制の変更

過去の事例を参考にしていた場合に、当時の法規制と現在のそれとが異

なる場合には、建設計画の見直しが必要になる。

(2) 調査・設計フェーズ

① 建設場所の変更

建設場所が変更になれば、調査・設計のやり直しが必要になる。

② 施設整備要求の変更

設計作業のやり直し、変更が必要になる。

③ 調査データの不足

調査において、想定以上に地質が軟弱であること、地下埋設物に関する

データが無く現地で確認できないなど、設計に必要な十分なデータが得ら

れない場合には、設計作業に支障を来たすことになる。

④ 受注者の能力不足

受注者の設計等の技術能力等が不足している場合には、円滑な設計作業

が困難になると共に、設計の信頼性の低下を来たす。

⑤ 工事概算額の算定誤り

設計等に基づく概算額の算定に誤りがある場合、爾後の建設計画の信頼

性が損なわれる。

(3) 工事フェーズ

① 積算による工事費と工事計画額の乖離

工事計画額に大きな過不足がある場合、工事計画の大幅な見直しが必要

になる場合がある。

② 入札への参加者が居ない

入札参加者が居ない場合、または落札者が居ない場合には、再入札とな

り、工事の着工時期の遅れ、完成時期の遅れに繋がる。

③ 受注業者の倒産等

履行中の工事の受注企業が倒産した場合には、工事の続行が困難となり

完成時期の遅れを来たすことになる。

④ 工事中の事故

工事中に人身事故等が発生した場合には、安全対策の見直しなどが必要

になり、工事の中断、完成時期の遅れを来たすことなどがある。

⑤ 設計図の誤り

設計図に誤りが発見された場合、工事の進捗状況にもよるがその修正等

に日時を要する事になり完成時期の遅れ、工事費の増等の恐れがある。

⑥ 不発弾等の発見
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不発弾、設計図書に無い地下埋設物、埋蔵文化財などが発見された場合、

その処理のために完成時期の遅れ、工

事費の増等の恐れがある。

２ リスクの分析によるリスク評価基準は、

右図に示すようにリスクの発生確率と影響

の大小によって評価する手法が上げられる。

すなわち、発生確率が低く、プロジェク

トへの影響も低いリスクについては、特別

な対策を立てず、状況を監視するというこ

とで十分だと考えられる。

一方、発生確率が高く、プロジェクトへ

の影響度が高いリスクについては、本件プ

ロジェクトに限らず、組織的な課題、事業

実施プロセスの課題として捉え、戦略的な対応策を講じる必要があるものと考

えられる。

３ 当該プロジェクトにおいて対応策を講じるべきリスクとして特定されたリス

クについての対応策は、一般的には、回避、転嫁、軽減、受容が上げられる。

これは、例えば、

(1) 回避は、リスクを完全に取り除くために、プロジェクトにおける取り組

み方法を変更するもので、例えば、工事車両の増加によって、部隊運用へ

の支障が考えられる場合に、工事用車両専用の出入門を設け、工事用車両

と部隊車両の交通を分離することなどが上げられる。

(2) 転嫁は、リスクの発生に伴う責任を、他のものに代わって負ってもらう

というようなもので、例えば、工事履行保証保険などの保証制度が上げら

れる。

(3) 軽減は、リスクの発生確率及び影響度、あるいは双方を減少させる事で

あり、工事の事故防止のための安全対策、第三者によるチェックなどが上

げられる。

(4) 受容は、そのリスクへの対応策をしないか、一定の範囲に止め、リスク

の発生を受容するものであり、設計図の誤りに対して、工事受注者による

チェックを義務付け、誤りがあった場合には、変更等の措置を講じること、

あるいは、コスト見積りにおける誤差の発生のために、経費に余裕を持た

せることなどが上げられる。

（品質実行計画）

第４１ プロジェクトの実施によって作成する成果物の品質確保のための実行

計画は、次の各号に掲げるところにより策定するものとする。

（１）各フェーズにおいて作成する次の成果物について、品質目標を設定す

リスクの評価マトリックス
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るものとする。

ア 計画フェーズ 建設計画書など

イ 調査・設計フェーズ 調査報告書、設計図、設計計算書、数量計算書

など

ウ 工事フェーズ 施工計画書、工事目的物、工事完成図書など

（２）前号の目標を達成するため、誰が、何時、何を、どのように行うかな

どの品質管理計画を策定する。

＜解説＞

１ プロジェクトの成果物の品質を所定のもの、期待されるものにすることは、

プロジェクトの成否に関わるものであるので、プロジェクトの全てのプロセス

において考慮されるべきことである。

２ プロジェクトフェーズにおける各成果物の品質を信頼あるものとすることは、

爾後のフェーズの円滑かつ適切な実施において不可欠なことである。

各フェーズの成果物の品質目標としては次の様なものが考えられる。

(1) 計画フェーズ

建設計画書に含まれる、建設費、工事期間、地盤条件等の設定、法規制状

況の把握などに関することを目標として設定する。

例えば、建設費については、精度（最終的な積算価格との対比）を、計画

段階±○％、設計段階±△％などとすることが考えられる。

(2) 調査・設計フェーズ

調査における品質は、得られるデータの設計作業へのマッチング度であり、

例えば、測量範囲が不足していた、余計なところまで入っていた、ボーリ

ング位置が建物の建設場所と一致しているか否か等が品質の基準と考えら

れる。

設計においては、設計内容が、仕様書に定められた事項を適切に反映して

いるか、部隊のニーズを適切に反映しているか、構造計算は適切か、法規

制は遵守されているか、設計図の記載に齟齬や記入漏れはないかなどが品

質の基準と考えられる。

(3) 工事フェーズ

工事目的物に対する品質基準は、工事共通仕様書、及び特記仕様書により

明確にされているので、これを遵守することを目標とすることが考えられ

る。

３ 品質目標を達成するための作業計画は、以下のことを考慮して策定する必要

がある。

(1) 作業プロセスにおいて品質目標を達成するためのプロセスを取り入れる

こと。

例えば、計画フェーズにおける建設費の算定において、建物の建設であれ

ば、見積り精度を上げるため、同種・同規模の建物の事例を 3 例以上ピック

アップして検討することなど。



- 38 -

(2) 第三者による確認を行うなど、実施体制の整備に関すること

例えば、工事フェーズにおいて、鉄筋が設計どおり設置されていることを

第三者に確認させるよう、施工監理業務を委託することなど。

(3) 作業に漏れがないように、チェックリストを作成して、作業の実施状況を

確認方法に関すること

法規制等のチェックリストを作り、規制項目に対してどのように対応する

かを記載して、作業状況を確認することなど。

(4) 上記の 3 つを組み合わせた作業計画

（調達実行計画）

第４２ プロジェクトの実行に必要な作業を外部に委託して行う場合の調達計

画であり、調査、設計、工事及び各種発注者支援業務等について、次の各号に

掲げるところにより計画を策定するものとする。

（１）調達計画は、調達単位毎に、調達名称、調達内容、発注時期、調達期

間、入札・契約方式、調達先に要求される要件、予定経費、及びその他

必要な事項について策定するものとする。

（２）他の計画において定められた作業等について、受注者において実施す

る必要があるものは、調達仕様書に記載すべきものとして、本計画にリ

ストアップするものとする。

（３）前項の調達に係る各作業の実施計画は、仕様書及び契約書に基づき受

注者が作成し、発注者に提出・承認される計画によるものとする。

＜解説＞

１ 防衛施設建設に係る調査・設計等の技術業務、工事の入札・契約手続には、

2 ヶ月から 3 ヶ月を要するのが一般的であり、プロジェクト全体のスケジュー

ルにも大きな影響を与える因子となっている。従って、事前に、何を、何時ま

でに調達する必要があるかについて、しっかりした計画を策定することが、プ

ロジェクトの成功にとって極めて重要なこととなっている。

２ プロジェクトの円滑の実行のためには、各業務等の受注者の協力を得て、発

注者と受注者が一体となって当該プロジェクトに取り組む体制の整備が不可欠

であり、委託に係る作業を PM の手法により管理すること、プロジェクトの実

施体制、プロジェクトの目標、受託者に協力を求める事項などを契約図書に明

示する必要がある。

３ 受注者の作業は、契約に基づき受注者の策定した作業計画に基づき行われる

ことが基本であり、受注者が作成する作業計画にプロジェクトの種々の計画を

反映させるためにも前述の契約図書への必要事項の記載が不可欠である。
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（コミュニケーション実行計画）

第４３ プロジェクトの実行過程における所要の情報の伝達及び作業状況の確

認並びに諸課題の調整・協議の場としての会議については、次の各号に掲げ

るところにより、プロジェクトのコミュニケーション実行計画を策定するも

のとする。

（１）プロジェクトの実行過程の中で発生する諸情報について、どのような

情報をプロジェクト内、及びステークホルダーの間で共有するかについ

ての基準を策定するものとする。

（２）伝達する全ての情報について、名称、伝達する頻度、時期、伝達の範

囲、伝達する経路、情報の重要性・緊急度等の必要事項を明示するもの

とする。

（３）会議については、定常的に実施する会議、課題ごとに実施する会議に

区分し、召集者、会議の開催頻度、時期、招集の範囲、場所、主な報告

又は調整事項等の必要事項を計画するものとする。

（４）前各号で発生する文書の管理を体系的に行う体制を整備するものとす

る。

＜解説＞

１ プロジェクトの目的及び目標を達成するためには、プロジェクトに携わって

いる者が共通の価値観と目的意識を持って作業に当ることが不可欠であり、こ

の観点からも情報の共有は重要な事項である。各種作業を行うに当って、必要

な情報が、必要な時期に、そして必要な人に届けられるようにするための体制

を構築することが重要である。

２ プロジェクトで発生する情報について、予め、関係者に伝達する必要がある

ものをリストアップし、その頻度、伝達範囲などを明らかにしておくことが、

確実な情報伝達を行うために重要である。

３ 情報の伝達方法としては、紙情報によるものだけではなく、web を利用した

もの、メールを利用することなど、活用することができる。

４ プロジェクトの実行に関する報告・調整等のための会議は、プロジェクトチ

ームの一体性の確保等の観点からも重要な位置づけとされるとともに、その機

能が十分に発揮されることが不可欠なことである。

会議を意味あるものとするためには、会議の目的、会議の運営方法等を明確

にする必要がある。

５ プロジェクトで発生する文書の保管管理は、集中管理する必要のあるもの、

分散管理（担当部署での管理）に区分して、保管・管理する体制を整備する必

要がある。

第３節 プロジェクトマネジメント計画書

（マネジメント計画の基本）

第４４ プロジェクトマネジメント計画の策定に当たっては、実行計画に示さ
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れたベースラインと実行状況とを対比することによって現状を評価し、問題

がある場合は是正し、更に良い成果を得、良いプロセスとなるよう、計画（P）,

実行（D）チェック（C）、A(処置 )のサイクルを取り入れるものとする。

２ プロジェクトにおける各作業間の調整は、プロジェクトの目的達成のため

の全体最適化を図ることによって行うことをマネジメント計画の基本とする

ものとする。

＜解説＞

１ プロジェクト実行のマネジメント活動は、

一般的なマネジメント活動と同様に、

PDCA サイクルによって継続的に改善され

ながら遂行されるように計画する必要があ

る。プロジェクトマネジメントは有期的な

マネジメント活動であり、定常業務から派

生した変化への対応というミッションに基

づいて実施されるため、定常業務からの立

ち上がりの部分と、定常業務への移行の部分が加わり、更にコントロールの中

のチェックと修正活動の部分が密接に結びついて実施されるため、 [立ち上げ ]

⇒ [計画 ]⇒ [実行 ]⇒ [コントロール ]⇒ [終結 ]というサイクルを経る計画となるの

が基本である（右図）。

２ また、プロジェクトの目的を達成するためには、個々の作業の課題処理にあ

たっても、目的達成という観点から当該作業を評価し、措置する必要がある。

（統合マネジメント計画）

第４５ プロジェクト実行の統合マネジメント計画は、プロジェクト作業の監

視・コントロールに関すること、プロジェクト計画の変更に関する次の各号

に掲げる事項について、策定するものとする。

（１）プロジェクト作業の監視・コントロールに関すること。

ア 各作業プロセスに関する報告事項（報告内容、頻度、時期、報告者、

受領者、伝達経路など）

イ 各作業プロセスの評価項目と評価基準

ウ ベースラインから外れている場合の対応方針など

（２）プロジェクト計画の変更に関すること。

ア プロジェクト計画の変更手続き

イ プロジェクト計画変更内容の周知の手続き

＜解説＞

１ 統合マネジメントは、プロジェクトの目的物を最高の品質とプロセスによっ

て建設するために、目的及び目標達成のために必要な作業を特定し、定義し、
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それぞれの作業を結合し、統合するための各種調整や作業の指揮を行うもので

ある。

このようなプロジェクトの実行を監視・コントロールするためには、何を監

視し、どのような状況であれば良好で、どのような状況であれば是正する必要

があるかの基準に基づいて行う必要がある。したがって、プロジェクトの監視・

コントロールを行うために、何についての、何の情報を、何時（頻度と時期）、

誰が、誰に、どのような方法で行うかなどについて、計画する必要がある。

そして、報告された情報を分析・評価し、プロジェクトのベースラインとの

比較評価によって、是正する必要の有無について評価し、必要があれば是正す

るための手順を予め定めておく必要があるのである。

２ また、プロジェクトは、計画に基づき実行されるのを基本としているので、

上記により計画を変更する必要がある場合などの、プロジェクト計画の変更の

手続きについても明らかにしておく必要がある。

（スコープマネジメント計画）

第４６ スコープマネジメント計画は、実行計画で定義したスコープの妥当性

の評価及びスコープの追加又は変更を行う場合の手続きについて、次の各号

に掲げるところに基づき作成するものとする。

（１）スコープの妥当性の評価

スコープの欠落の有無、作業内容の妥当性の評価を行うもので、建設

場所の条件、法規制の条件、作業内容の欠落の有無などを点検評価する

よう計画する。

（２）スコープの追加又は変更の手続き

スコープの欠落又はスコープの定義の変更等を行う場合の手続きを予

め策定しておくものとする。

＜解説＞

１ スコープは、プロジェクトにおいて目的達成のためにどのような作業を行う

かの基本となるものであり、これに欠落や作業の定義に問題がある場合には是

正する必要がある。

建設工事におけるスコープに欠落がある場合としては、次のようなものが考

えられる。

(1) 計画フェーズ

法規制の見落とし（適用条項等の取り違えを含む）による法手続きの追加、

現地確認が十分でなかったこと、ニーズの見落としなどによる工事項目の追

加などが考えられる。

(2) 調査・設計フェーズ

施設整備要求の追加・変更による設計項目の追加などが考えられる。

(3) 工事フェーズ
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施設整備要求の変更による設計作業の追加、不発弾処理による安全確認作

業の追加、文化財の発見等による埋蔵文化財の調査の追加、地下埋設物・構

造物の発見による工事の追加などが考えられる。

また、スコープの定義の変更としては、作業内容が他のスコープと重複して

いる場合や不要な作業が含まれている場合などが考えられる。

２ スコープの変更は、プロジェクトのコスト、スケジュール等に大きく影響す

るので、プロジェクトチームのみならずステークホルダーの承認を得る必要も

あることを踏まえ、その手続きを予め定めておく必要がある。

なお、変更手続きについては、統合マネジメントにおいて統合的に処理され

るので、統合マネジメント計画と齟齬を来さないよう計画する必要がある。

（ステークホルダーマネジメント計画）

第４７ ステークホルダーマネジメント計画は、ステークホルダーのリストア

ップの妥当性、情報の伝達状況、フィードバックなどによるステークホルダ

ーへの対応の評価に関することと、是正措置が必要な場合の実行計画の変更

に関して次の各号に定めるところにより策定するものとする。

（１）ステークホルダー対応の妥当性の評価

ステークホルダーへの情報提供、承認事項に対する対応などについて、

その項目、内容、時期（タイミング）、方法等について、ステークホル

ダーからのヒアリング、対応記録などに基づき評価を行うものとする。

（２）ステークホルダー実行計画の変更

前号に基づく評価により、ステークホルダーへの対応を変更する必要

がある場合の変更手続きを予め策定しておくものとする。

＜解説＞

１ ステークホルダーへの対応については、提供される情報の種類、内容、時期、

頻度などについて、ステークホルダー自身の満足を得られているかどうかが評

価の基準となる。

従って、ステークホルダーマネジメントにおいては、ステークホルダーへの

対応の状況を把握すると共に、ステークホルダー自身からのヒアリングなどに

より実施状況を評価する必要があるので、その評価方法を予め策定しておく必

要がある。

２ ステークホルダー計画の変更手続きについては、統合マネジメントにおいて

統合的に処理されるので、統合マネジメント計画と齟齬を来さないよう計画す

る必要がある。
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（資源マネジメント計画）

第４８ 資源マネジメント計画は、プロジェクトの実行に必要な人的及び知的

資源が計画どおり投入され、有効に機能しているかどうかなどについての評

価、問題点がある場合の是正措置、及び蓄積すべき知的資源の評価と文書化

等について、次の各号に掲げるところにより策定するものとする。

（１）職員に対する評価

配置された職員の勤務状況等からの質及び量的な負担、仕事への取り

組み姿勢、新たな知識や経験の取得状況等など、ベースラインとの対比

により評価を行う為の基準を策定し、評価の時期、方法などの計画を策

定する。

（２）支援業務外部委託の評価

要員不足を補う等の目的で、プロジェクト管理に関する支援業務を外

部委託している場合には、契約に基づく支援業務のベースラインと業務

の実施状況を比較評価すると共に、委託業務の改善に関する評価を合わ

せて行うように計画するものとする。

（３）前各号に基づく評価の結果、是正が必要な場合の是正手続きを予め定

めておくものとする。

（４）資源の蓄積

プロジェクト実行上のノウハウとする知的資源の基準を設け、これに

適合するものについては、知的資源として蓄積するための文書化のルー

ルを定め、知的資源の蓄積を図れるよう計画するものとする。

（５）前号に基づく評価により、資源計画を変更する必要がある場合の変更

手続きを予め策定しておくものとする。

＜解説＞

１ 人的資源については、職員について評価すると共に、支援業務として外部委

託しているものについても、外部委託の在り方の改善等の見地から評価・改善

の対象とする必要がある。

また、職員の教育を目的にして配置している場合には、教育計画に基づくベ

ースラインとの対比によって評価し、ベースライン以上となるよう計画の見直

し等を行うよう計画するものとする。

２ プロジェクト実行のプロセスにより得られたノウハウについては、組織の資

源としての汎用性や、効果等を評価し、組織資源として適当と考えられるもの

については、定められた書式により文書化し、知的資源としての管理を行うよ

う計画する必要がある。

プロジェクトの情報資源として考えられるものとして以下のものがあげられ

る。

(1) プロジェクト情報

プロジェクトに関するドキュメント類であり、ただ単にファイルするので

はなく、他のプロジェクトが参照し、再利用が容易になることを目指して整
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理しまとめることが大事である。

(2) プロジェクト遂行中の人脈

プロジェクト遂行に関わった有能な関係者との間には、当該プロジェクト

だけでなく他のプロジェクトにもつながるような関係を保つことが重要で

ある。

(3) 地域（会社）の特異性

一般に、プロジェクトを実施した客先に関する情報は、そのプロジェクト

だけでなく、実施した企業共通の財産となる。

(4) プロジェクト実施関係者のリスト

形式知にすることが難しい情報は、プロジェクトデータベース的なものの

形で経験した個人に聞くことができるようなシステム（例えば Know

Who）が必要となる。

(5) IT 情報としての活用

知的資源、情報資源ともに、情報技術を利用し、容易に検索・利用できる

システムにしておく必要がある。

（スケジュールマネジメント計画）

第４９ スケジュールマネジメント計画は、プロジェクトの進捗状況の把握と

評価及・是正に関すること、及びスケジュールの変更手続きに関することに

ついて、以下の各号に掲げるところにより策定するものとする。

（１）プロジェクトの進捗状況の把握に関すること。

プロジェクトの進捗を把握するための指標、その指標を得るための方

法、期間を定めるものとする。

（２）進捗度の評価と是正措置に関すること。

前号により取得した指標に基づき、プロジェクト全体及びマイルスト

ーンの達成見込みの評価を行い、進捗に遅れがある場合の原因究明及び

必要な是正措置を講じるための対応策を予め定めておくものとする。

（３）スケジュールの変更手続きに関すること。

スケジュールを変更する場合の手続きについて、予め定めておくもの

とする。

＜解説＞

１ 建設事業のスケジュールを把握するための指標としては以下のものが考えら

れる。

(1) 計画フェーズ

個々の作業（例えば、施設整備要求書の受領、同調整の了、概算金額の

算定など）の着手又は終了を指標とする。

(2) 調査・設計フェーズ
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調査については、調査の出来高（金額）または調査項目の着手又は終了、

設計については、設計の出来高（着手、３０％、６０％、９０％など）を

指標とする。

(3) 工事フェーズ

工事については、出来高（金額）を指標とすることが一般的である。

２ 建設事業の遅れの要因としては、種々のものが考えられるが、全体のスケジ

ュールの調整には、多くの関係作業との調整が必要となるので、できるだけ早

い時期の遅延の調教を把握し、是正措置を講じることが求められるので、スケ

ジュール評価のための指標とその評価方法を予め定めておくことが不可欠で

ある。

３ スケジュールの変更は、多くの作業、ステークホルダーに影響を与えるもの

であるので、円滑な変更手続きを行うためにも、予めその手続きを明確にして

おく必要がある。

＜解説＞

１ 建設事業において必要となるコストは、調査、設計及び工事を外部に発注す

るために必要となるものが殆どであり、これらの見積もりを正確に行うことが、

プロジェクトの円滑な実行のためには不可欠なことである。コストマネジメン

トにおいては、この経費見積もりの妥当性の評価と、外部発注に係る作業の実

行中の経費の増減への対応が対象となる。

２ 計画フェーズ及び調査・設計フェーズにおける工事費等の見積もりと実際に

要する経費（積算価格）の差が生じた要因を評価し、事後の見積もり方法の改

善の資とする必要がある。

３ 調査・設計業務の実施及び工事費の増減は、契約書に基づき行われるが、減

額する予算の措置、増額する経費の手当てのためには、相当の期間を要する場

合があり、その恐れのあるものについては（リスク管理においても取り上げら

れる。）、できるだけ早い段階でその必要性を把握し措置する必要があること

（コストマネジメント計画）

第５０ コストマネジメント計画は、計画フェーズ及び調査・設計フェーズで

設定した必要経費の見積もりの評価と、実行段階における経費の増減を要す

る事象への対応について、次の各号に掲げるところにより策定するものとす

る。

（１）経費見積もりの妥当性の評価に関すること。

調査、設計及び工事費の計画額に差が生じた原因について、積算書類

及び設計図書等により要因分析を行い、改善策を抽出するよう計画する

ものとする。

（２）プロジェクト実行中の経費の変更に関すること。

プロジェクト実行段階で経費の増減の要件、経費を増減する手続き（時

期、必要期間、手続きのプロセスなど）を予め定めるものとする。
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から、経費の変更に係る事前調査、見積もり、時期、変更手続き等について予

め定めておく必要がある。

＜解説＞

１ 実行計画に定めたリスク対応策が確実にかつ効果的に行われているかの状況

を確認するために必要となる、対応策の実施状況の把握に必要な事項を定める

ものである。

２ 建設事業におけるリスクは多種多様であるが、例えば建物用仮設足場の安全

対策であれば、足場の設置計画時のチェック、足場設置中（着工時、中間、完

了時など）、従事する作業員への安全対策などについて報告を求めることが考

えられる。

３ プロジェクトへの影響を及ぼすリスクが実際に発生した場合には、プロジェ

クトに発生した具体的な影響、講じた対応策について報告を求め、当該リスク

対応策について評価を行い、他のリスク管理の妥当性の再評価の参考とする必

要がある。

（リスクマネジメント計画）

第５１ リスクマネジメント計画は、リスク対応策の実施状況の把握と、その

評価、リスク事象が発生した場合の対応策の評価と改善策、及びリスク対応

策の変更に関することを次の各号に掲げるところにより作成するものとす

る。

（１）リスク対応策の実施状況の把握に関すること。

リスクへの対応状況の報告を要する項目、内容、実施期日、頻度など

について計画するものとする。

（２）リスク事象が発生した場合の対応状況に関すること。

リスク事象が実際に発生した場合のプロジェクトへの影響、対応策な

どの報告手順と、その対応策の評価表方法等を予め定めておくものとす

る。

（３）リスク対応策の変更に関すること。

前各号の評価によりリスク対応策を変更する場合の手続きについて、

予め定めておくものとする。

（品質マネジメント計画）

第５２ 品質マネジメント計画は、品質目標の達成状況の把握と評価方法、品

質確保策の是正に関すること、及び品質実行計画の変更に関することについ

て、次の各号に掲げるところにより策定するものとする。

（１）品質目標の達成状況の把握と評価

品質目標とその達成状況を確認するために報告を求める項目、内容、

時期、方法などについて計画するものとする。
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＜参考＞

１ 品質実行計画で定めた各フェーズにおける品質目標の達成状況を評価するも

のであり、例えば、計画フェーズにおける建設費の精度に関する目標について

は、工事入札の時点で、計画額と積算額を対比することで評価し、階差がある

場合には、品質確保策について検証し、その問題点、改善策などを抽出すると

いうものである。このように、基本的に発注者が行う調査・設計及び工事の計

画に係るものは、計画と実行の対比によって評価し、問題がある場合の要因分

析を含めるものである。

２ 工事の品質確保については、設計図書に定められた出来形基準と、性能基準

を満足しているかという評価であり、工事写真、試験データなどにより確認さ

れる。問題は、これらデータの信頼性の問題であるが、第三者による立会いな

ど品質保証計画を盛り込むことが望まれる。

３ 品質確保策が適切ではない（確認方法、頻度など）と判断される場合の変更

手順を予め定めておく必要がある。なお、工事において設計図書との不適合が

あった場合の措置については、契約図書に記載されているので、本計画におい

てもその旨を確認しておく必要がある。

（調達マネジメント計画）

第５３ 調達マネジメント計画は、調達のプロセス管理及び計画変更に関して、

次の各号に掲げるところにより策定するものとする。

（１）調達のプロセスに関すること。

調達のプロセスにおいて設定される入札契約手続、入札参加条件、要

求仕様等が、調達に係る業務の成果物及び工事目的物の作成を行う者を

選定するものとして、適切であるかどうかを評価するため、評価の基準、

評価方法及び時期などについて計画を策定するものとする。

（２）調達の管理に関すること。

調達された業務及び工事が、契約に基づき適切な管理が行われている

かを評価するため、評価基準、評価方法及び時期などについて計画を策

定するものとする。

（３）調達実行計画の変更に関すること。

調達実行計画を変更する場合の手続きを予め定めておくものとする。

（２）品質確保策の是正に関すること

前項により品質の確保が十分になされていないか、確認方法が十分で

ないと評価される場合の品質確保策の変更手順について予め定めておく

ものとする。

（３）品質実行計画の変更

品質実行計画を変更する場合の手続きを予め定めるものとする。



- 48 -

＜解説＞

１ 施設建設事業における調達は、調査、設計、工事及び支援業務の調達である

が、その業務及び工事の特性を踏まえ、当該業務等を適切に実施し得る能力を

持った者を選定する必要がある。係る観点から、入札結果に基づき、入札契約

方式、入札参加条件、要求仕様等について、適切な受注業者選定等の観点から

評価を行い、必要があれば改善策を立案するものとする。

入札プロセスにおける課題としては、入札条件が厳しすぎて、入札参加業者

が少なくなること、又は入札条件が緩すぎて、目的物の調達を適切に出来ない

ものが受注する恐れがあることなどである。

２ 国の調達に係る建設工事等については、契約書及び仕様書等において、調達

管理として、発注者が行うべきものが具合的に記載されているので、この調達

管理が、契約書等に定められている内容で適時・適切に実施されているかどう

かの評価を行うものである。評価に当たっては、評価の対象とする業務につい

て、実施方法、時期及び頻度、内容などについて評価基準を策定し、定期的に

実施するよう計画する必要がある。

（コミュニケーションマネジメント計画）

第５４ コミュニケーションマネジメント計画は、情報伝達、会議及びコミュ

ニケーション計画の変更に関し、次の各号に掲げるところにより策定するも

のとする。

（１）情報伝達に関すること。

プロジェクトチーム内及びステークホルダーに対して提供する情報伝

達が、プロジェクトを円滑かつ適切に実行するように行われているかを

監視し、その実施状況を評価して必要があれば是正の措置を講じるため、

情報の伝達状況を把握する方法、伝達状況の評価方法、評価の時期など

について計画を定めるものとする。

（２）会議に関すること。

プロジェクトの情報の共有及び合意形成等のために開催する会議につ

いて、その実施状況を把握し、会議の有効性を評価する方法及び時期等

について計画を策定するものとする。

（３）コミュニケーション実行計画の変更に関すること。

コミュニケーション実行計画を変更する場合の手続きを予め定めてお

くものとする。

＜解説＞

１ プロジェクトチーム内におけるプロジェクト活動に関する情報の流れを円滑

に行うことは、プロジェクトの成否に大きく関わる課題である。
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プロジェクト内の作業は相互に関連性を持っており、必要な情報が、必要な

時に得られているかについて状況を把握し、評価し、必要があれば是正して、

円滑な情報の流れを作ることが大事である。

そのため、情報の伝達状況について、定期に、あるいは不定期に、その状況

を把握し、評価するシステムをプロジェクト内に構築しておく必要がある。

２ プロジェクトにおける会議については、プロジェクト内における情報の共有

と合意形成が適切に行われることが不可欠な要素である。会議においては、必

要な者が参加し、課題解決のための具体的な検討がなされ、具体的な合意が導

かれたかを評価する必要がある。

会議の状況の把握及び評価方法としては、議事録に必要事項を記載し、これ

を分析評価して会議のあり方を評価し、必要があれば是正するシステムを構築

することなどが考えられる。

第４節 プロジェクト価値アセスメント計画書

（プロジェクト価値評価項目）

第５５ プロジェクトの実行による成果物の評価は、フェーズ毎に次の各号に

掲げる項目について行うことを計画するものとする。

（１）計画フェーズ

ア 建設計画書

イ 計画フェーズのプロセスの改善事項

（２）調査・設計フェーズ

ア 調査報告書

イ 設計成果物

ウ 調査・設計受託者

エ 調査・設計フェーズのプロセス及びその改善事項

（３）工事フェーズ

ア 工事目的物

イ 工事受注者

ウ 関連業務の受注者

エ 工事フェーズのプロセスとその改善事項

（４）共通

ア プロジェクト要員

イ プロジェクト要員の育成プロセスとその改善事項

＜解説＞

１ プロジェクトの成否の評価は、プロジェクトの目的物だけでなく、このプロ

ジェクトに関わった要員、受注者及びプロジェクトのプロセスに対して行い、

プロジェクト実行の基盤の強化を図っていく必要がある。

２ 調査・設計及び工事フェーズにおけるそれぞれの成果物、受注者に対する評
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価は、成績評定の基準が設けられ評価が実施されているので、これらに基づく

ことを計画することとなる。

３ 各フェーズにおけるプロセスについては、プロセス全体、各マネジメント領

域におけるプロセスについて評価を行うと共に、PDCA サイクルにおいて改善

した事項及びプロジェクトの目標としたプロセスの改善事項について行う必要

がある。

４ プロジェクトにおいては、これを実行・管理する人的資源を効率的に育成し、

その実施基盤を整備することが不可欠であるので、プロジェクト要員の取得し

た知識、経験などを評価すると共に、要員育成のプロセスとその改善事項を評

価し、効率的かつ効果的な育成システムを構築していく必要がある。

(プロジェクト価値の評価方法 )

第５６ プロジェクト価値の評価は、次の各号に掲げる実施方法について計画

を策定するものとする。

（１）各フェーズの目的物及び業務等の受注者に対する評価は、別に定めら

れている業務等評定要領によるものとする。

なお、計画フェーズにおける「建設計画書」に対する評価は、各計画

項目に示されたベースラインと実際とを対比し、分析して行うものとす

る。

（２）プロジェクトフェーズにおけるプロセス及びその改善事項に対する評

価は、各計画プロセスに示したベースラインに対する評価を、プロジェ

クトチーム員及びステークホルダーに対するアンケート調査などにより

行うものとする。

（３）プロジェクト要員の評価は、自ら設定した目標に対する自己評価と他

者評価により行うものとする。

２ プロジェクト価値の評価結果については、プロジェクト評価書として取り

まとめるよう計画するものとする。

＜解説＞

１ 調査・設計業務及び工事については、受注者及びその成果物の評価を行う基

準が、それぞれの成績評定要領として定められているので、この要領に基づく

評価を行う計画とする。

２ 計画におけるベースラインとの比較により評価を行う場合には、大変良かっ

た、良かった、普通、悪かった、大変悪かったなどの評価基準により行う必要

がある。

プロジェクトチーム員に対するアンケート調査においては、上記の５段階評

価に加えて、良かった点、悪かった点（反省すべき点）などを記入できるよう

にする必要がある。
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３ 要員に対する評価は、計画時に自ら策定した到達目標等に対する「達成度」

を、自己評価と上司等による他者評価を組み合わせて行うもので、達成度の評

価においても、達成目標を超えて達成した、目標は達成した、一部未達成のも

のがある、一部を達成した、達成できなかったなどの５段階評価を行うことな

どが考えられる。

(プロジェクト資源の蓄積 )

第５７ プロジェクトの実行により得られるノウハウのうち、次の各号に掲げ

るプロジェクト資源は、蓄積するものとして計画するものとする。

（１）プロジェクト憲章（最終）

（２）プロジェクト計画書（最終）

（３）プロジェクト評価書

（４）プロジェクト実行スケジュール

（５）改善されたプロジェクトプロセス

（６）その他、他のプロジェクトへの適用性が高いなどプロジェクト資源と

することが適切なもの

２ プロジェクト資源として蓄積し活用を図るものについては、そのためのシ

ステムに適合するように作成し、保管するよう計画するものとする。

＜解説＞

１ プロジェクトの実行により得られるプロジェクト文章、プロジェクト管理の

プロセスなどのノウハウについては、プロジェクトの効率的な実施の資源とし

て蓄積し、これを活用することが不可欠である。そのため、蓄積する必要のあ

る文書及びノウハウを予め指定しておき、保存・活用するシステムに適合する

ように作成する必要がある。

２ プロジェクト資源とするものは、プロジェクトの中心文書であるプロジェク

ト憲章、プロジェクト計画書などであるが、いずれも最終形のものを資源とす

ることが適当と考えられる。

設計及び工事のスケジュール、特殊な工事の施工計画書なども、類似の施設

についてのプロジェクト計画を策定する際の重要な資源となるので、確実に蓄

積され活用できるように措置される必要がある。

第５章 プロジェクトの実行

（プロジェクト実行の基本）

第５８ プロジェクトは、次の各号に掲げる基本方針に基づいて実行するもの

とする。

（１）プロジェクトの実行は、プロジェクト計画に従って実行し、計画とのズ

レをチェックし、是正するための対策を立案し、修正実行するという
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PDCA サイクルにより行うものとする。

（２）プロジェクトの実行におけるマネジメントは、プロジェクトの目的、

目標を達成するためのチームパフォーマンスの最大化を図るように行う

ものとする。

（３）プロジェクトの実行に伴い生起する諸課題の処理に当たっては、プロ

ジェクトの目的、目標及び期限などを踏まえ、チーム員相互の協調により

迅速かつ適切に行うものとする。

＜解説＞

１ プロジェクトの実行は、プロジェクト計画に従って行うことが最も重要であ

る。計画を立てても、これがただの飾りになってしまったのでは、実行のどこ

に問題があり、どのように改善すれば同じような問題が起きないか、より改善

されるかなどの検討ができないまま、ただ実行したという事実だけが残ること

になる。

そして、プロジェクトの実行は、PDCA サイクルにより、常に計画よりもよ

り良くなるように改善されることが望まれるのである。

２ プロジェクトのマネジメントのもう一つの基本は、チームパフォーマンスの

最大化である。種々の問題に対して、その作業だけのパフォーマンスを見て対

処するのと、プロジェクト全体のパフォーマンスを見て対処するのでは、その

対処に大きな違いが生じる場合がある。

３ プロジェクトを効率的かつ適切に実行するために、プロジェクト内の相互協

力の体制を作り上げることが不可欠である。建設工事に係るプロジェクトにお

いては、調査、設計及び工事を外注して実施することになるが、これら受注者

はそれぞれに相当の利益を上げることを大きな命題としており、相互協力とは

相反すると考えられるところであるが、それぞれの業務等を円滑に実施するた

めには相互の協力も不可欠であり、適時適切なコミュニケーション、情報の共

有等によって、相互の協力関係を構築・維持しなければならない。

（課題の処理区分）

第５９ プロジェクトの実行によって生起する課題については、次の各号に掲

げる区分に従って処理するものとする。

（１）プロジェクトチーム全体で情報を共有して処理するもの

プロジェクトのスケジュールに係る課題、部隊等の運用等に係る課題、

安全確保に関する課題その他プロジェクトチーム全体で情報を共有する

必要のある課題

（２）プロジェクトの工種区分又は業務及び工事ごとに情報を共有して処理

するもの

範囲が限定されるスケジュール上の課題、コスト上の課題、技術上及

び設計上の課題その他プロジェクト内の限定される範囲で情報を共有し

て処理可能な課題
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＜解説＞

施設建設に係るプロジェクトにおいては、業務や工事の進行に伴って、予期

せぬ埋設物が発見されることや、ニーズの変更に伴う設計の見直し等、種々の

課題を処理しなければならない。これらの処理に当たっては、それぞれの担当

者において適切に処理する必要があることは当然であるが、課題の処理に当た

っては、多くの作業への影響なども考慮しつつ効率的に処理する必要がある。

このような観点から、プロジェクトの進捗やプロジェクトの円滑な実施等を

確保するため、情報の共有と、協力を得るべき関係者の範囲を考慮して課題の

処理に当たる必要がある。

(課題ログの作成 )

第６０ プロジェクトの課題処理に当たっては、課題処理の状況の監視等を行

うため課題ログを作成するものとする。

２ 課題ログは、課題毎に作成するものとし、課題の内容、プロジェクトへの

影響、緊急度、担当者、解決目標日、処理状況等を記載するものとする。

＜解説＞

「課題ログ」は、プロジェクト作業の実行に伴い発生した課題とその解決策を

文書化したものであり、コミュニケーションを促進し、課題を共通に理解する

ために利用される。

課題ログは、①明確に記述すること、②緊急度及び潜在的な影響度に基づい

て分類すること、③解決のための作業項目の責任者を割当て、課題解決の予定

日を設定すること、④定期的に課題の解決状況の進捗を管理することなどが求

められる。

課題を未解決にしておくことは、コンフリクトやプロジェクト遅延の主な原

因になるため、スケジュール進捗報告と同時に課題ログ検討を実施し、解決策

を検討、決め、実行する必要がある。

(課題ログの作成 )

第６１ 課題ログに取り上げられた業務実施上、あるいは工事の実施上の課題

については、担当するチーム員と関連するチーム員が相互に協力して、設定

された期日までに処理するよう努めなければならない。

２ やむを得ない事情により設定した期日までに処理できないことが明らかに

なった場合には、関連する作業への影響を把握し、所要の調整を行ったうえ

で、改めて期日を設定し、当該期日までに処理するよう努めるものとする。

＜解説＞

業務等の実施上で発生した課題を放置した場合には、当該作業ばかりでなく、

プロジェクト全体の遅延につながりかねないものなので、担当者任せにせず、チ

ームとして課題の処理に当たるという姿勢が大事である。
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第６章 プロジェクトの終結等

（フェーズの終結）

第６２ フェーズの終結においては、次の各号に掲げる事項を記載したフェー

ズ終結報告書により、フェーズの終結を○○に報告し、承認を得るものとす

る。

（１）フェーズに係る成果物の確認

（２）当該フェーズにおける作業プロセス

（３）第３４に規定するフェーズにおける各作業の価値評価

（４）爾後のフェーズの計画策定において考慮する事項

２ 前項の承認を得た後に、プロジェクトリーダーはフェーズの終結をチーム

員に通知すると共に、チーム員としての役割を終える者に解任の通知を行う

ものとする。

＜解説＞

１ 施設建設における計画及び調査・設計フェーズの終結時には、フェーズ終結

報告書を作成し、終結の承認を得て、フェーズにおけるプロジェクトチームを

解散させる。

２ フェーズ終結報告書に記載する事項について、次のことを考慮する必要があ

る。

(1) フェーズに係る成果物の確認

フェーズにおける成果物は、爾後のフェーズに大きな影響を与えるもので

あるので、必要な成果が得られているか、当初の計画を変更する必要のある

情報の有無等について確認するなど、何を、どのように確認し、どのように

措置するかなどについて記述するものとする。

なお、調査・設計においては、業務完成検査が検査官により実施されるの

で、このことも併せて記載するものとする。

(2) 当該フェーズにおけるプロセス

当該フェーズの実行は計画に従って処理されるものであるが、実際の作業、

各作業に要した日時及び人員、作業工程、経費、作業実施の段階で発生した

課題とその処理状況などについて、記載するものとする。

(3) 各作業の価値評価

第○○に定めているフェーズの価値評価項目及び評価方法等に基づき評

価した結果を記載する。

(4) 爾後のフェーズの計画策定において考慮すべき事項

フェーズにおける作業の結果、当初設定していた工期、経費及び人的資源

等の計画を修正あるいは再検討を要すると考えられる事項をピックアップ

し、事項、事項の概要、プロジェクト計画への影響の内容等を記載するもの

とする。
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（プロジェクトの終結）

第６３ プロジェクトの全ての作業が完了し、プロジェクトを終結させる場合

には、次の各号に掲げる事項を記載したプロジェクト終結報告書により、プ

ロジェクトの終結を○○に報告し、承認を得るものとする。

（１）プロジェクトに係る成果物の確認

（２）プロジェクトの作業プロセス

（３）第３５に規定するプロジェクトにおける各作業の価値評価

（４）プロジェクト管理における知的資源として蓄積すべき成果等

２ 前項の承認を得た後に、プロジェクトリーダーはプロジェクトの終結をチ

ーム員に通知すると共に、チーム員に対してプロジェクトチームの解散を通

知するものとする。

＜解説＞

１ 施設建設に係るプロジェクトは、目的である施設が完成し、当該施設をユー

ザーに引き渡すことにより終了するものであるが、プロジェクトの終結は、プ

ロジェクト終結報告書を作成し、終結の承認を得て、プロジェクトチームを解

散することによって行う。

２ プロジェクト終結報告書に記載する事項について、次のことを考慮する必要

がある。

(1) プロジェクトに係る成果物の確認

施設建設に係るプロジェクトの成果物は、建設対象となった施設であり、

これが所定の品質、機能等を発揮するものであることを確認するものである。

建設工事の目的物が設計書どおりに出来上がっているか否かについては工

事完成検査によって確認されるので、その状況を記載するものとする。

(2) プロジェクトにおけるプロセス

プロジェクト全体を通じて、その実行は計画に従って処理されるものであ

るが、実際の作業、各作業に要した日時及び人員、作業工程、経費、作業実

施の段階で発生した課題とその処理状況などについて、記載するものとする。

(3) 各作業の価値評価

第○○に定めているプロジェクトの価値評価項目及び評価方法等に基づ

き評価した結果を記載する。

(4) プロジェクトに係る知的資源として活用すべきノウハウ等

プロジェクトの計画・実行過程において、適用したプロセス、プロセスの

改善、外部委託の活用など他のプロジェクトに適用可能なプロジェクト管理

に関するノウハウ等について、その概要と活用するために必要な措置などに

ついて取りまとめて記載するものとする。

（プロジェクト管理の知的資産の整備）

第６４ プロジェクトの実行によって、プロジェクト管理における知的資産と
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して活用すべきものとして報告されたノウハウ等については、その活用方法

等を速やかに検討し、マニュアルの改正及びプロジェクト文書のデータベー

スへの登録など所要の措置を講じるものとする。

＜解説＞

プロジェクトの実行によって得られた各種データや、プロジェクト管理に関

するノウハウは、それらが実際に活用できるように措置されてはじめて、「知

的資産」としての価値を持つことになる。

このような観点から、プロジェクト関連文書を点検・評価することなどによ

って、（終結報告書に活用すべきと報告されているものなど）プロジェクト管

理の手法の向上等に資すると考えられるものは、マニュアルに反映させるべき

もの、プロジェクト文書のひな型として活用すべきもの、課題処理のノウハウ

として活用すべきものなどの区分を定め、必要な措置を講じる必要がある。


