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防衛施設建設関係業務へのＩＣＴ技術の導入に関する調査研究  

（平成２９年度） 

はじめに 

 本研究は、国及び建設業界におけるＩＣＴ（Information and Communication Technology）導

入への積極的な取組み状況を踏まえると、防衛施設建設関係業務についても、ＩＣＴ導入への

取組みを促進することが不可欠であるとの観点から、平成２８年度に引き続き、当該業務へのＩ

ＣＴ導入に係る調査研究を行うものです。 

 平成２８年度の調査研究においては、防衛施設建設関係業務へのＩＣＴ導入に関して、  

1. 国及び建設（公共事業）分野におけるＩＣＴへの取組み状況の整理・把握  

2. ＩＣＴを適用した防衛施設建設関係業務のイメージの検討  

3. 防衛施設建設関係業務へのＩＣＴ導入の課題  

4. ＩＣＴを導入した防衛施設建設業務のモデルの作成  

を行いました。 

 平成２９年度は、前年度の調査研究において導入を検討する必要があるとした次の業務につ

いて、「政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン実務手引書」（総務省行

政管理局）の第３編第４章に示されている業務要件に関する規定に従い、システム開発に必要

な業務の実施手順等の業務要件を定義し作成するものです。 

1. 建設業務  

   計画業務、積算業務、受発注者情報共有、電子納品データ保管管理、検査業務  

 2. 維持管理業務  

施設台帳作成、点検記録、維持補修記録、維持管理計画作成、改修・建替え計画の

作成  

3. 人材育成業務  

人材育成計画作成及び進捗管理、OJT、Web 教育、到達度評価  

 

第１章  平成２８年度調査研究の概要  

１－１  ICT 導入の必要性  

  防衛施設建設業務への ICT 導入の必要性について、業務の実施環境としての①国の施策、

②建設分野の対応及び③社会全般の動向等の面から、防衛施設建設関係業務の課題等と

しての①業務処理上の課題、②新たなニーズへの対応及び③人材確保の面から検討しました

（図１参照）。 

   

１ 国の施策  

  国は、世界最先端ＩＴ国家創造宣言を決定し、我が国が抱える諸課題を解決するために、

世界最先端のＩＴを基盤とした社会システムを構築することとしており、その実現のための諸施

策が実行されています。 

   これらの施策には、国の行政機関の情報システムの改革の必要性等について、以下のこと  

が定められています。   
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（１）世界最先端ＩＴ国家創造宣言  

   ア 国のＩＴ化・業務改革（BPR：Business Process Re-engineering）の更なる推進  

    ・既存情報システムの統廃合により、情報システム数を半減（平成 24 年度比）。 

・会議のペーパーレス化、Web 会議の活用、テレワーク、フリーアドレスの活用などオフィ

ス改革を通じ、職員各自の生活と調和する働きやすい環境づくりへの取組  

イ ＩＴ利活用による諸課題の解決に資する取組み  

    ・ i－Construction の推進  

 （２）ICT 成長戦略  

   ア Ｇ空間× ICT の推進  

     ・空間情報と通信技術を融合させ、暮らしに新たな革新をもたらすため、「Ｇ空間プラット

フォーム」と「Ｇ空間シティ」を構築し、これらを有機的に連携させて、世界最先端の「Ｇ

空間シティ×ICT シティモデル」を構築する。  

     ・ビッグデータ・オープンデータ利活用の推進  

   ・超低消費電力通信技術を活用した社会資本の維持管理  

 （３）政府情報システム改革ロードマップ  

   ア  出先機関等の類似システムの統廃合、政府共通プラットフォームへの集約化（クラウド

化） 

   イ  原則全ての情報システムをクラウド化し、平成３３年度までに運用等経費を３割削減  

    ウ  ＩＴ投資に当たっては、業務改革（ＢＰＲ）を徹底  

   エ   各情報システムの更改時期においては、単なる更改のみを行うことなく、行  政サービ

スの向上や行政運営の効率化・スリム化について検討の上、投資効果の高い IT 投資を

実現  

 （４）政府情報システム整備及び管理に関する標準ガイドライン  

   ア  IT を活用した行政サービスの利便性の向上並びに行政運営の効率性及び透明性の

向上を実現する電子政府の実現  

図１ ICT 導入の必要性  
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イ 政府 CIO（Chief Information Officer）を中心とし、府省 CIOそれぞれがリーダーシップを

発揮して各府省及び政府全体の IT ガバナンスを強化  

ウ 情報システムの整備は、ガイドラインに示す IT マネジメントに従って、府省のプロジェクト

指針責任者（PJMO：Project Management Officer）を中心にマネジメント  

 

２ 建設分野の対応  

建設分野における ICT 導入は、国土交通省が各発注機関及び建設業界をリードする形

で行われてきています。その取組は、平成９年度から開始された建設 CALS／EC基本構想に

始まり、２０年を経過しています。 

防衛施設建設関係業務への ICT 導入の必要性の検討に関連する主な動きは次のとおり

です。 

（１）建設 CALS／EC(Continuous Acquisition and Life-cycle Support / Electronic Commerce) 

   ア 建設 CALS／EC 基本構想に掲げられた電子入札、電子納品等については、そのほと

んどの目標が達成され、運用改良の段階  

  イ 受発注者間の情報共有については、試行により効率化等の効果が確認されたことから、

実用段階に入り、主要な業務処理システムとして位置付け  

 （２） i－Construction 

    ア 建設現場における生産性革命は、業界の生き残りをかけた取組  

   イ  イノベーションを阻害し、最新の技術が考慮されていない従来からの基準などの「規制」、

年度末に工期を設定するなどの「既成概念」を打破  

   ウ 測量・調査から設計、施工、検査、維持管理・更新までのあらゆる建設生産プロセスに

おいて三次元データを導入し、 ICT 建機など新技術を導入  

  （３）BIM 及び CIM 

   ア 建築分野における BIM（Building Information Modeling）は、設計・施工の効率化等の効果

が大きいことから、大手ゼネコン等を中心に急速に普及  

   イ 土木分野の CIM（Construction Information Modeling）は、国交省発注事案を中心に土工、

コンクリート構造物などの分野で適用が拡大  

   ウ 三次元データを活用することによる設計前倒し、合意形成の迅速化、不整合の削減な

ど、導入効果が高い。 

 

３ 社会の動向  

ICT は、国民生活、企業活動の中に、深く、密接に浸透してきており、次にあげるような動

向があり、もはや必需品となりつつあります。 

  （１）スマートフォン、タブレット型 PC の普及により、いつでも、どこでも、何にでも、誰でもネット

ワークにつながり様々なサービスを受けられるユビキタス社会の広がり。  

（２）クラウドコンピューティング利用企業の広がり。  

（３）モノとモノをつなぐ IoT（Internet of Things）の普及による産業及び社会構造の変革の兆

し。 
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 （４） LINE、Facebook などの SNS の利用者の急拡大など、コミュニケーションツールとしての情

報通信機器の活用が一般化。  

 

４ 防衛施設建設業務の課題  

防衛施設建設関係業務への ICT 導入は、現状では、進んでいない状況であるが、業務の

円滑な処理等の観点からの主要な課題として次のものが上げられます。  

（１） 他の発注機関に比べて数分の１の職員で業務を処理しており、会計法令等に定められ

た業務を適切に実施するためには、効率的な仕事の仕組みづくりが不可欠となっていま

す。 

（２）  公共工事の品質確保の促進に関する法律 (平成１７年法律第１８号。以下「品確法」と

いう。）等に基づく多様な入札制度の採用など、業務処理のプロセスがますます複雑化し

ています。 

（３） 品確法等において、発注者の役割を的確に果たすべきことが明記されるなど、発注者と

受注者の円滑なコミュニケーションの重要性が増しています。  

（４） 若手職員の経験不足があり、教育制度の整備及び業務のガイダンスなどの整備が不可

欠と考えられます。 

 

５ 新たなニーズへの対応  

  政府が平成２６年に決定したインフラの長寿命化計画に示されている取組みを防衛施設に

おいても実施することが求められていることから、当該計画に基づいた取組みが必要となってい

ます。 

（１） 膨大な数に上る防衛施設データ（施設台帳、維持管理の履歴、点検記録など）     の

作成、管理を行う必要があります。  

（２）上記のデータを利用して効率的な維持管理計画及び更新計画等を策定する必要があ

ります。 

 

６ 人材の確保・育成  

  人材の確保・育成と ICT 導入の関連での課題は次のとおりです。  

（１）  職員の採用環境は、少子高齢化、建設産業の魅力の低下などから、建設系学生の減

少等厳しい状況にあり、民間企業、他の発注機関等との競争に勝てる職場の魅力を創り

だすことが不可欠です。 

（２） 若手職員の教育を行うための人員の確保、教材の作成など、その体制を構築する必要

があります。 

（３）  建設に係る技術分野は多様であり、所要の技術能力を身につけさせる効率的な教育

体制を作る必要があります。 

 

７ ICT 導入の必要性  

１から６で述べてきた政府の取組み状況等を総括すると、以下の理由により防衛施設建設業
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務に ICT を導入することは不可欠であると考えられます。 

（１） ICT による行政サービスの向上及び業務改革（BPR）は、政府の重要政策として推進さ

れてきているところであり、これに背を向けることは許されないと考えられます。  

（２） 建設部門においては、建設業界における担い手確保等のために ICT 導入による生産

性革命等に官民上げて取り組んでいるところであり、発注機関としてこのような動きに歩調

を合わせていくことは、工事の品質確保及び人材の確保の観点から不可欠なことであると

考えられます。 

（３） また、ユビキタス社会の到来や SNS などコミュニケーションツールの変化などにより、将来

のワークスタイルはホームワークやテレワークなど多様なものとなっていくと考えられることか

ら、ICT を導入し、それらに対応した業務処理体系を構築しておく必要があるものと考えま

す。 

 

１－２ ICT 導入のイメージ 

    政府情報システム改革ロードマップの基本的な考え方、建設部門の取組み状況などを踏

まえ、システムの対象範囲、導入及び管理運用面、セキュリティ、システムの使い勝手、コミュ

ニケーションの方法など、防衛施設建設業務に ICTを導入する場合の業務等のイメージを図

２に示します。 

 

               図２ ICT 導入のイメージ 

 

 

１ ICT 導入の対象範囲  

   防衛施設建設業務の ICT の導入業務の範囲は、計画、調査、設計、契約、積算、監督、検

査等業務全般をできるだけ網羅するものとし、本省、地方防衛局及び自衛隊の各部隊との連

携を確保する必要があるものと考えます。  

 

２ 導入及び管理・運用  

  ICT による情報システムの導入は、段階的な導入を行うなどして、導入を短期間で行うことが

でき、導入に係るコスト及び労力が小さなものとなるよう工夫する必要があります。  
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  また、管理・運用段階においても、ユーザーサポートを含めたコスト、労力、期間等は最小限

のもので、システムの追加、削除及び変更は容易に行なえるものとする必要があります。  

 

３ セキュリティ 

導入するシステムは、我が国の防衛に係る施設等に関する情報であり、防衛施設建設業務

が民間の工事等の受注者との密接な連携が不可欠であることを踏まえて、利用者の識別、履

歴管理などにより所定のセキュリティを確保する必要があります。  

 

４ 使い勝手  

導入するシステムは、業務を効率的にサポートするもので次の機能を有するものである必要

があります。 

 （１）ワープロ感覚で利用できること。 

 （２）仕事のプロセスごとに帳票を利用するなど仕事のプロセスを支援するものであること。 

 （３）庁舎事務室、出張先、工事現場など業務を行う場所どこでも接続できるものであること。 

 （４）計画、調査、設計、積算、監督などの業務間をシームレスに支援できること。 

 （５）定まった業務処理プロセスの改善を行うなど、業務の創意工夫ができること。 

 （６）業務履歴の確認ができること。 

 

５ コミュニケーション 

導入するシステムの基盤である利用者間の円滑なコミュニケーションを図るため、システムに

は次の機能が具備されている必要があります。 

 （１） 防衛省における業務担当者間での情報の共有が可能であること。 

 （２） 発注者及び受注者間での情報共有が可能であること。 

 （３） 図面、写真等を多用する業務の特徴を踏まえ、大容量の送受信が可能であること。 

（４） 防衛省本省と地方防衛局間、事務室と工事現場、発注者と受注者間などの間での TV

会議をサポートしていること。 

（５）内部（業務関係者間）での SNS が利用できること。 

６ 教育への適用  

職員等の教育を効果的に、かつ効率的に行うため、導入するシステムは次の機能を有する

必要があります。 

（１）Web による教育ができること。 

（２）教育プログラムの作成を支援することができること。 

（３）OJT の計画、支援、評価などを効率的に実施できること。 

（４）教育効果を確認するための職員の業務処理能力の到達度評価を支援できること。 

 

７ その他  

導入されるシステムは、そのときの最先端の ICT を適用し、使い勝手、コミュニケーションの面

などで、職員が他に誇りを持って、親しみを持って活用できるものとする必要があります。一方、
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セキュリティを確実なものとし、安全・安心に使え、システムが成長・発展できるものである必要

があります。 

 

１－３  ＩＣＴ導入の課題  

  防衛施設建設業務に ICT を導入するためには、政府情報システム整備及び管理に関する

標準ガイドライン（以下「ガイドライン」という。）に従ったプロセスに従って ICT 導入を行う場合の

課題（図３参照）を検討しました。  

 

図３ ICT 導入の課題  

 

 

１ 体制  

  ガイドラインによれば、 ICT 導入は、プロジェクト管理の手法により導入から運用・廃棄までの

全プロセスを管理することとされ、そのためにプロジェクト推進組織を設置し、PJMO を置くことな

どとされています。このような体制の構築には、以下のような課題があります。  

（１） ICT を導入するためには、ガイドラインにあるとおり、継続的、計画的な取組み体制を構

築し、導入、管理・運用、評価、改善、更新などを適時・適切に行っていく必要があります。 

しかしながら、防衛施設建設業務においても慢性的に職員が不足し、増員が望めない

状況であり、ICT 導入のための人員確保は極めて困難なものと考えられます。  

（２）ICT を円滑に運用するためには、本省、防衛局及び部隊等に ICT を理解できる要員の

確保が不可欠と考えられ、要員の確保・養成が不可欠と考えられます。  

（３）上記 (1)、 (2)の状況を踏まえれば、民間委託等を活用した実施体制の整備が必要と考

えられます。 

 

２ 予算  

ICT を導入するためには、導入準備段階での業務分析、システム設計などの経費、導入段

階でのソフト開発費、ハードウェア経費、テスト及び教育等に要する経費、運用管理段階にお
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ける、運用経費（通信コスト、要員）、保守等に要する経費、システムの見直しに要する経費、

更新に要する経費等、導入前から更新等の時期まで長期的に、かつ、計画的に予算を確保

する必要があります。 

 

３ 建設業務  

   ICT を利用した業務支援システムを構築するためには、業務プロセスの標準化等の次の課

題があるものと考えます。 

（１）業務プロセスの標準化  

    計画、調査、設計、工事等に係る業務の処理プロセス及び使用する帳票などを標準化す

ることが不可欠です。 

    政府情報システム改革ロードマップに示された業務改革（BPR）の実現、ガイドラインに示

された IT マネジメントに基づくシステムの導入を行うためには、導入するすべてのシステムに

ついて、業務の処理プロセスを標準化する必要があります。  

（２）部隊等との間の業務連携の制度化  

    建設工事における施設要求書等の取扱い及び建設した施設を部隊等に引渡した後の維

持管理に必要な情報の取扱いなどについて、細かな業務連携の制度化が必要となります。  

（３）受発注者間の情報共有の制度化  

（１）の業務プロセスの標準化においても検討されることであるが、発注者と受注者がどのよ

うな情報を共有して、どのように業務を処理するかのプロセス及び帳票等を標準化する必要

があります。 

 

（４）教育体系の制度化  

    Web 教育システムなどを導入するためには、技術職員等への技術教育、制度教育など、

何時の時点で、何を教育し、どのような成果を期待するか、それらの教育の方法、成果の評

価方法などの職員の教育体系を制度化すると共に、教材の開発等を行う必要があります。 

 

４ 施設の維持管理  

防衛省は、駐屯地等及び基地等として約２６０の施設を有し、膨大な数の建物、設備、土木

施設等を運用・管理しています。これら施設の維持管理については、政府における公共インフラ

の長寿命化計画により、計画的、かつ戦略的に行わなければならないとされているところであり、

日常の維持管理はもちろんのこと、将来の施設の更新・建て替え等を計画的に行っていくため

には、これら施設の建設及び維持管理データの管理・活用が不可欠であります。  

  このような観点から、施設の維持管理システム等を導入するためには、次の課題があるものと

考えられます。 

（１）建設データの活用の制度化  

建設時の施設の設計データは、維持管理においても不可欠なデータであり、電子納品

された電子データの維持管理段階での活用方法等を制度化する必要があります。  

（２）施設台帳の標準化  
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    部隊等で使用する施設の管理台帳を共通化・標準化する必要があります。  

（３）維持管理基準の制定  

施設の現況を把握するためには、点検の頻度、機能低下への対処方法、改修及び更

新等の基準を明確にしておく必要があります。 

 

１－４ 導入するＩＣＴの概要  

  防衛施設建設業務に導入しようとする場合の、情報システムの基本的要件、導入及び運

用体制、予算、適用業務（建設業務、維持管理業務、人材育成）等の全体のイメージを図４

に示します。これらの各項目について、それぞれの概要を以下に述べます。  

 

             図４  導入する ICT のイメージ 

 

 

１ 基本的事項  

  導入する情報システムの基本的な考え方は以下のとおりとしました。  

（１）クラウドコンピューティングを活用した防衛施設に関する計画から維持管理までの情報を

活用する「防衛施設建設情報プラットフォーム（仮称）」を構築する。  

      防衛施設の建設及び維持管理業務に関する情報は、防衛本省、陸・海・空各自衛隊

の部隊、各地方防衛局及び付属機関等並びに設計、工事等の受注者等多くの関係者が

取り扱っています。それぞれの業務を効率的に行うためには、それぞれが取り扱う情報の交

換がシームレスに行われる必要があります。そのためには、政府の取組みの中心になってい

るクラウドコンピューティングを最大限活用する必要があるものと考えます。  

（２）防衛施設関係業務全般を対象とする。  

   上述したように防衛施設関係業務においては、各機関で利用する情報を相互に利用す

ることから、例えば、「建設」部門だけを対象とした場合には、部隊等からの施設要求等をシ

ステムに反映できないことや、建設時の情報が維持管理に活かされないなど、防衛施設関

係業務全般の業務の効率化等の効果が上がらないことから、業務全体を対象とする必要

があります。 

（３）導入される情報システムの運用・管理は、官民連携の体制で行う。  
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    防衛省における建設部門及び維持管理部門は、限られた人員で事務を処理しており、

情報システムを運用・管理するための組織・要員を確保することは極めて厳しい状況である

ことから、例えば、全体の統制は官で、管理・運用は民で行うことなど柔軟な体制を整備す

る必要があります。 

      防衛省内 OA は、DII(Defense Information Infrastructure)内に構築されていますが、外部デ

ータのリンクなどに厳しい制約があると聞いており、建設及び維持管理業務を外部委託等

により実施し、その受託者等との情報連携が不可欠であることなどを考慮して、ネットワーク

の設置主体等についても慎重に検討する必要があります。  

（４）情報システムの導入は、計画に基づき段階的に実施する。  

防衛施設関係業務は、多岐にわたり、これら全てを一気に情報システムに乗せようとする

ことは、現実的な対応とは言えません。  

    国交省等で標準のシステムが作られ、民間においても改良が加えられ、システムとしての

完成度も上がってきている電子納品データの保管・管理業務等、ソフト開発等が容易な業

務から順次導入していき、順次全体のシステムを作り上げるというプロセスを採る必要があり

ます。 

   

２ 導入体制  

  情報システムの導入及び運用・管理体制は、基本的事項において述べたとおり、官と民の

連携した体制により、政府による IT ガバナンスに従って行う必要があります。  

（１）導入時には、例えば、「 ICT 導入推進チーム（仮称）」を立ち上げ、ガイドラインに従って

次の業務を行う。  

ア プロジェクト計画の策定  

イ 業務プロセスの標準化（業務の見直し等を含む。） 

ウ システムの設計・開発  

エ その他、情報システムの導入等に必要なこと。 

（２）導入後には、例えば「 ICT 運用・評価チーム（仮称）」を立ち上げ、ガイドラインに従って次

の業務を行う。  

ア システムの評価及び監査  

イ システムの運用と保守  

ウ 情報システムの見直し等  

エ その他、情報システムの運用・評価に必要なこと。 

（３）（１）及び（２）のチームは、官と民の連携によるチームを組織し、官は主にシステムの導入、

運用・管理に係る計画、予算、業務の改善などを統制する役割を、民は、計画に基づくシ

ステムの開発、運用・管理等の実務を担当する柔軟な実施体制とすることが考えられます。  

  

３ 予  算  

  情報システムの導入及び運用・管理に要する必要な次の経費を計画的かつ継続的に確保

する必要があります。 
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（１）プロジェクト計画の作成に要する経費  

（２）各種業務のプロセスの標準化に要する経費  

（３）システムの開発・設計に要する経費  

（４）システムを構成するハードの購入・設置調整に要する経費  

（５）システムの利用者への教育に要する経費  

（６）システムの保守・点検等に要する経費  

（７）システムの見直し等に要する経費  

（８）その他必要な経費  

 

４ 建設業務のための情報システム  

防衛施設建設業務に係る業務システムとしては次のものが考えられます。  

（１）計画業務の支援  

施設の建設計画の立案及び実行の管理を支援するもので、施設の整備内容、規模、

機能等の検討、建設場所の自然条件、必要な法手続き、必要な調査、設計、工程の検

討、必要な経費の検討などの業務を支援するものです。  

（２）契約業務の支援  

調査・設計等の技術業務及び工事に係る契約業務を支援するものです。現在は、電子

入札システムによって業務が行われていますが、独立したシステムとなっているので、情報シ

ステム導入時にはデータ連携を図り、より効率的なシステムとする必要があります。  

（３）積算業務の支援  

     現在は、個々の PC に工事費等の積算システムをインストールして、業務を行っています

が、情報システム導入時には、クラウドソフトにより、中央のサーバに積算プログラムがあり、

積算に使用する標準歩掛、市場価格、資材価格等は、中央のサーバに格納されます。ま

た、資機材の見積り等をインターネットにより公募することができるなど、効率化を図ることが

できます。 

（４）受発注者の情報共有  

受発注者の間で、業務及び工事の実施等に関する情報を共有するためのもので、機能と

しては、報告、届出、協議、指示及びこれらに関する事前調整等を支援するものです。導入

するシステムは、国交省で定めているガイドラインに準拠したシステムを導入することによって、

建設業者等とのデータ連携がスムースに行えるものと考えられます。  

（５）電子納品データの保管管理  

    契約に基づき業務及び工事の受注者から提出される電子納品データを適切に保管・管

理し、他の施設の建設計画、当該施設の維持管理等への活用を支援するものです。電子

納品データの保管管理システムは、国交省等が定めている基準に適合するで、他のデータ

システムとの連携を前提にしたものとして開発・販売されているものを利用することができま

す。 

（６）検査業務支援  

    電子納品データ等を活用することによって検査業務が効率的に実施できるよう支援する
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ものです。本システムについても、国交省等で先行的に開発されているので、これらを利用す

ることができます。 

 

５ 施設の維持管理業務のための情報システム  

  施設の維持管理業務は、施設の経年変化、機器等の老朽化、故障等に関する情報を分

析し、適切な点検及び維持補修等の計画を立案・実施すると共に、将来の建替え、更新等の

計画立案などによって、施設の長寿命化、維持管理等の経費の効率的な配分等を期するもの

です。 

（１）施設台帳の作成支援  

   施設の維持管理を実施するため、既存の施設及び新設の施設の名称、規模、構造、用

途、建設年度など施設の現況を台帳として登録することを支援するものです。  

   施設台帳は、施設の維持管理の基礎になるデータですので、各機関の間で統一したもの

を作成する必要があります。 

   そして、既存の施設については、部隊等が保有している資料（電子データを含みます。）及

び現地調査等により、統一した台帳にデータを入力する必要があります。  

    新設の施設については、電子納品された電子データから台帳が自動生成されるようにプロ

グラムすることができます。 

（２）保守点検業務等支援  

    施設の現況について、法令等の基準に基づく点検・検査、維持補修等の記録を電子デ

ータとして保管管理するものです。 

（３）維持管理計画業務支援  

     施設の法令等に基づく点検・検査計画、施設の経年等による補修計画等の作成を支

援するものです。 

（４）改修、建替え計画業務支援  

   施設の建設時の情報、維持補修に関する情報、施設の改修基準等を参照することによ

って、施設の改修及び建替え時期等を把握し、効率的な計画の作成を支援するもので

す。 

 

６ 人材育成のための情報システム  

  人材育成に情報システムに蓄積された事例、法規制、画像情報等を活用しようというもので、

次のものが考えられます。 

（１）人材育成計画立案及び人材管理業務の支援  

    個々の職員について、到達目標、集合教育及び OJT 教育の計画等からなる人材育成

計画を策定すると共に、その実施状況のフォローアップ、到達度の評価等を支援するもの

です。 

（２）OJT の支援  

     OJT のプログラムの設定、OJT の計画策定、進行管理、指導及び評価等の業務を支援

するものです。OJT の実施に際しては、電子納品データ等から事例を抽出し、活用すること
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などが考えられます。 

（３）Web 教育  

     技術基準、契約手続き、法規制、建設工事の事務処理手続きなどの研修は、Web 教

育によって行うことが考えられます。  

     Web教育は、画像、動画等の活用、反復受講、理解度の評価等を行うことができますの

で活用する必要があると考えます。 

（４）到達度評価の支援  

    自己の到達目標及び上位の職への補職に求められる業務処理能力の到達度の評価を

支援するもので、評価のための課題出題と回答の提出、自己評価、第三者評価等が実施

できるものとする必要があります。 

 

１－５ ＩＣＴを導入する業務モデル 

   防衛施設建設事業に係る計画業務、設計業務及び工事関係業務に ICT を導入した情

報システムによる業務モデルを提示しましたが、その中の計画業務の業務モデルを示します。  

１ 業務システムの概要  

  計画業務における情報システムとしては、部隊における施設建設の要求から地方防衛局に

おける建設工事の実施・引渡しまでを、プロジェクト管理の手法を適用した業務処理をサポート

するものとして、「建設工事計画業務支援システム」 (図５参照 )の導入が考えられます。 

 

（１）施設要求書の作成  

     部隊等が作成する「施設要求書」の作成を支援するものです。  

図５ 建設工事計画業務支援システム  
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     施設要求書は、要求する施設の名称、内容、規模、完成時期、要求理由などであり、

作成に当たって利用又は参照する情報としては、建設場所（基地基本情報等）、各種基

準、法規制の状況、設計及び工事の事例などが考えられます。  

    施設要求書の作成においては、施設要求書の電子書式を用いて、必要事項を入力す

る際に関連情報を参照できる等のシステムとする必要があります。  

（２）施設計画書  

    部隊において作成された施設要求書を、地方防衛局において専門的及び実施機関とし

ての知見に基づきグレードアップした「施設計画」の作成を支援するものです。この計画は、

防衛省における工事基本計画の作成の基になるものと位置づけられます。  

     施設計画において定める事項は、整備内容、概算工事費、概算工程、必要な法手続き、

及び実施上の課題等であり、これらの検討のためには、建設場所、各種基準、法規制の状

況、類似施設の積算データ、建設場所での調査データ、類似施設の設計データ及び工事

データ、実施上の課題を処理するための管理データ等の利用又は参照が必要となります。  

    施設計画の作成は、施設要求書の電子書式をグレードアップした書式を用いて、必要

事項を入力する際には、上記の関連情報を利用及び参照できるシステムとする必要があり

ます。 

（３）施設建設計画  

    施設建設計画は、プロジェクト管理における「プロジェクト計画」に相当するものであり、施

設計画を更にグレードアップし、詳細化できるよう作成を支援します。  

    施設建設計画において定める事項は、整備内容、必要な調査の計画（内容、時期、必

要経費等、必要期間等）、設計の計画（内容、時期、必要経費、必要期間など）、法手続

き（根拠法、提出時期、所用期間、必要経費など）、工事計画（工事内容、工程、必要経

費、発注方式など）、及び実施上の課題への対応策などであり、これらの検討のためには、

建設工事に係る各種データを利用又は参照すると共に、更に専門的な検討を行うことにな

ります。  

    施設建設計画の作成は、施設計画を参照しつつ、プロジェクト計画書としての要件を満

たす電子書式を利用し、必要事項の入力の際には、各種データの利用参照を行うと共に、

プロジェクト計画書の作成方法に基づきガイダンスできるようにする必要があります。  

（４）施設建設計画の変更等  

    調査、設計、地元調整等及び工事の進捗によって、施設建設計画の変更を支援しま

す。 

    施設建設計画は、後述する受発注者間の情報共有システムとの情報連携を確保するこ

とによって、変更等の作業を支援できるようにする必要があります。  

（５）事業終結・評価  

     当該施設建設事業を終結させ、業務の処理プロセス、施設建設計画の実施との適合性、

実施上の課題などの評価を支援すると共に、プロジェクト管理のプロセス文書等を電子納

品できるように支援します。 
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第２章  業務要件の定義方法  

２－１ 概  要  

  本項は、内閣官房情報通信技術（ＩＴ）総合戦略室及び総務省行政管理局によって取り纏

められた「政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン（以下「ガイドライン」と

いう。）及び同実務手引書（以下「実務手引書」という。）によって、業務要件の定義手順等を

解説するものです。 

１ ガイドラインの位置付け 

政府が整備及び管理を行う情報システム（ソフトウェア、プログラムを搭載したコンピュータ及

びその周辺機器並びにネットワーク（仮想化技術により同様の機能を有するものを含む。）により

情報処理を一体的に行うよう構成されたものをいう。）の全ては、単なる行政事務処理上の道具

ではなく、行政運営の中核を成す基盤として存在するに至っています。 

情報通信技術を活用し、行政サービスの利便性の向上並びに行政運営の効率性及び透

明性の向上を実現する電子政府の構築が喫緊の課題であるが、まさにこの政府情報システム

を業務の見直しを通じて効率的かつ効果的に整備及び管理することが電子政府の構築につな

がるものです。 

政府情報システムの標準的な整備及び管理について、その手続・手順に関する基本的な方

針及び事項並びに政府内の各組織の役割等を定める体系的な政府共通のルールとして、平

成２６年１２月にガイドラインと実務手引書が策定されました。 

 

２ 業務要件の定義の意義  

  業務要件の定義は、情報システムの機能要件及び非機能要件を具体化する前段階におい

て、情報システム化の対象業務の内容及び手順並びに情報システムに求める機能及び性能

等を明確にするものであり、実務手引書「第３編第４章  業務の見直し」に基づいて実施するこ

ととされています。 

その具体の機能要件及び非機能要件を設定する根拠（情報システムの整備による、政策

目的・目標の実現及びプロジェクト目標の達成に対する貢献）を示し、関係者の理解を促すこ

とを目的として記載するものです。 

  なお、この段階で定義 した業務要件は、要件定義段階における RFI （ Request For 

Information）等の結果や、機能要件及び非機能要件の定義過程における技術的観点や業

務に対する有効性の観点からの検証を踏まえ、整合性（定義した機能要件と業務実施手順

及び情報システム化範囲の一致等）を確認し、更新する必要があるものです。  

 

３ 業務要件の定義項目  

  情報システム化の対象業務について、次の８つの事項を業務要件として定義することとされ

ています。 

（１） 業務実施手順  

ア 業務の実施に必要な体制、手順及びそれらを記載した業務フロー図  

イ 入出力情報項目及び取扱量等  
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（２） 規模  

ア サービスの利用者数及び情報システムの利用者数  

イ 単位（年、月、日、時間等）当たりの処理件数  

（３） 時期・時間  

ア 業務の実施時期、期間及び繁忙期等  

イ 業務の実施･提供時間  

（４） 場所等  

 業務の実施場所、諸設備、必要な物品等の資源の種類及び量等  

（５） 管理すべき指標  

 業務の運営上補足すべき指標項目、把握手段・手法・頻度等  

（６） 情報システム化の範囲  

 情報システムを用いて実施する業務の範囲及び情報システムを用いずに実施す

る業務の範囲  

（７） 業務の継続の方針等  

 業務の継続に伴うリスク及び基本的な考え方。なお、業務継続計画を策定する必

要がある業務にあっては当該計画の策定時に検討するものとする。  

（８） 情報セキュリティ  

 業務において取り扱われる情報の格付・取扱制限等に応じた情報セキュリティ対

策の基本的な考え方  

 

２－２ 業務実施手順  

１ 業務の範囲（業務機能とその階層）  

（１）業務要件定義の趣旨  

   対象業務について、情報システム化されない業務を含めて、業務を構成する業務機能を

階層的に定義するものです。 

   なお、ここで定義した業務の範囲は、業務要件として要件定義段階に引き継いだ上で、さ

らに機能要件（機能分類、機能名等）の定義のために活用することになります。  

（２）定義手順  

  ア 必要な業務機能を大括りに捉えた上で、段階的に細分化しながら業務機能及び階層を

定義します。 

  イ 業務の範囲（業務機能とその階層）を整理し、情報システム化の対象業務とするか否か

を判断します（表１参照）。 
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表１ 業務範囲の定義  

 

 

２ 業務フロー図  

（１）業務要件定義の趣旨  

    業務フロー図は、「誰が（どの組織が）」「何を」「どのような手順で」実施するのか、また、「ど

の部分をシステム化するのか」を定義するものです。  

    ここで定義した業務フロー図は、業務要件として要件定義に引き継いだ上で、さらに機能

要件の定義のために活用します。 

（２）定義の手順  

   情報システム化による新たな業務の流れを構想して、業務機能の階層毎に具体     的に

定義します（図６参照）。 

 

図６ 業務フロー図の定義  

 

 

３ 業務の実施に必要な体制  

（１）業務要件定義の趣旨  

  業務の実施に必要な体制を定義します。 

  ここで定義した実施体制は、業務要件として要件定義に引き継いだ上で、さらに機能要

件（機能毎の利用部署等）の前提として活用します。また、業務の運営開始までに必要な

体制の整備を行う必要があります。 
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（２）定義の手順  

  ア 業務フロー図の定義内容に基づき、業務の実施に必要な体制を客観的に分かりやすく

整理します(表２参照 )。 

イ 外部組織も含めて関連する組織が全て定義されていることを確認します。 

 

表２ 体制の定義例  

 

 

４ 入出力情報項目及び取扱量等  

（１）業務要件定義の趣旨  

   業務の実施手順に沿って、必要な入出力情報とその取扱量の見込みを明らかにするもの

です。 

   ここで定義した入出力情報項目及び取扱量は、業務要件として要件定義に引き継いだ上

で、さらに機能要件（画面、帳票、情報・データ等）として詳細化することになります。  

（２）定義の手順  

  ア  業務機能や業務の流れ・フロー等を参考に、業務を実施する上で必要な画面・帳票を

定義します。 

  イ 取扱量については、制度設計等を踏まえ、類似業務を参考にするなどにより可能な限り

詳細かつ根拠を持って定義します（表３参照）。 

  ウ  画面・帳票の入力項目については、業務において利用する必要十分な項目を挙  げ、

項目名、項目の意味、使い方の規則、表記方法等は電子的情報の共有や情報連携の効

率化を見据えて標準的なものとします。 

 

表３ 入出力情報項目及び取扱量の定義例  
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２－３ 規模  

１ サービスの利用者数及び情報システムの利用者数  

（１）業務要件定義の趣旨  

    業務によるサービス及び情報システムの利用者の種類とその人数の見込みを明らかにする

ものです。 

   ここで定義したサービス利用者数は、業務要件として要件定義に引き継いだ上で、さらに

非機能要件（規模、ユーザビリティ、権限管理等）の前提として活用します。  

（２）定義の手順  

    制度設計を踏まえ、類似業務を参考にする等により想定されるサービス利用者  数を定義

します（表４参照）。  

 

表４ サービス利用者数の定義例  

 

 

２ 単位（年、月、日、時間等）当たりの処理件数  

（１）業務要件定義の趣旨  

    業務及び情報システムの単位（年、月、日、時間等）当たりの処理件数の見込みを明らか

にします。 

   ここで定義した単位当たりの処理件数は、業務要件として要件定義に引き継いだ上で、さ

らに非機能要件（規模、性能等）の前提として活用します。  

（２）定義の手順  

   業務の単位当たりの処理件数を踏まえて定義します（表５参照）。  

表５ 処理件数の定義例  
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２－４ 時期・時間  

１ 業務の実施時期、期間及び繁忙期等  

（１）業務要件定義の趣旨  

   「業務を実施・提供する時期・期間・繁忙期はいつか」「業務の実施・提供時間はどの程度

か」の見込みを明らかにするものです。 

   ここで定義した時期・時間は、業務要件として要件定義に引き継いだ上で、更に  情報シ

ステム非機能要件（情報システムの提供時間等）の前提として活用することになります。また、

業務の運営において必要な人員配置の計画の基礎情報となります。  

（２）定義の手順  

   現行の業務の実施時期・期間、通常期、繁忙期、実施・提供時間等を踏まえて定義しま

す（表６参照）。 

 

表６ 業務の時期・時間の定義例  

 
実施時期・期間  実施・提供時間  補足  

通常期  ４月～１２月  ９：００～１８：００ 
 

繁忙期  １月～３月  ０：００～２４：００ 
 

 

 

２－５ 場所等  

１ 業務の実施場所  

（１）業務要件定義の意義  

    業務を実施するために必要な「実施場所」の見込みを明らかにするものです。  

    ここで定義した実施場所は、業務要件として要件定義段階に引き継いだ上で、更に情報

システムの非機能要件（場所、規模、ハードウェア構成、ネットワーク構成、施設・設備要件

等）の前提として活用することになります。  

（２）定義の手順  

    現行の業務の実施場所等を踏まえて定義します（表７参照）。  

表７ 実施場所の定義例  
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２ 諸設備、必要な物品等資源の定義方法  

（１）業務要件定義の趣旨  

    情報システム以外に必要な諸設備、物品等資源の追加・変更等の見込みを明らかにす

るものです。 

    ここで定義した諸設備、物品等資源を踏まえ、調達等の必要な手立てを行います。 

（２）定義の手順  

   業務の実施手順及び実施場所を踏まえ、必要となる業務の諸設備、物品資源等を定義

します（表８参照）。  

 

表８諸設備、物品等の定義例  

 

 

２－６ 管理すべき指標  

１ 管理すべき指標  

（１）業務要件定義の趣旨  

    業務の運営上管理すべき「プロジェクトの目標」「業務効果指標」「業務実施指標」及び

「情報システム性能指標」等の指標を具体的に設定するものです。  

 

（２）定義の手順  

    プロジェクトの目標に対する達成要因及び実施事項に基づく各指標を設定します（表９参

照）。 

  ア プロジェクトの成果目標  

    当初計画段階のプロジェクト計画書で定義された目標について、達成状況を評価するこ

とができるよう、指標とその目標値を具体的に定義します。  

  イ 業務効果指標  

    プロジェクトの目標の達成及び業務の主要課題の解決という目標につながる  

達成要因を明らかにし、その達成要因の実現状況を評価するための指標を「業務効果指

標」として設定し、その目標値及びモニタリング方法を定義します。  

  ウ 業務実施指標  

    情報システム以外の業務改善によるものを「業務実施指標」として設定し、その実施状況
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を評価するための目標値（計画値）及びモニタリング方法を定義します。  

  エ 情報システム性能指標  

    情報システムの機能・性能によるものを「情報システム性能指標」として設定し、その実施

状況を評価するための目標値（計画値）及びモニタリング方法を定義します。  

 

表９ 管理すべき指標の定義例  

 

 

２－７ 情報システム化の範囲  

1  業務要件定義の趣旨  

    情報システムを用いて実施する業務の範囲及び情報システムを用いずに実施する業

務の範囲を整理するものです。なお、通常は、この時点で情報システム化の範囲をほぼ

確定することになりますが、要件定義の段階で最終的に決定されます。  

   ここで定義した情報システム化の範囲は、要件定義段階において機能要件を定義す

る際の素材として活用されます。 

  

２ 定義の手順  

    業務実施手順の定義における情報システムを用いて行うとした業務の範囲を情報シス

テム機能として再構成し定義します（表１０参照）。  
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表１０ 情報システムの機能の定義例  

 

   

２－８ 業務継続等の方針  

１ 業務要件を定義する趣旨  

    各府省で定める業務継続方針を踏まえ、当該業務の停止原因となり得る要因と  業務停

止による影響を念頭に置き、当該業務の継続のための基本的な考え方を明らかにするもの

です。 

   ここで明らかにした業務の継続方針等は、要件定義段階において情報システムの非機

能要件（信頼性、継続性等）の前提として活用します。  

 

２ 定義の手順  

 （１） 情報システム化の対象としている業務が停止した場合に与える社会的影響の度合いを

考慮して、被害の程度（軽微な場合と一定の影響がある場合等）ごとに分けて検討するこ

とが有効です。この考え方に基づき、定常時と大規模災害時等の発災時のそれぞれにつ

いて、当該業務の継続を阻害する要因とその影響度を踏まえて継続の方針を明らかにし

ます。 

 （２） 定常時における業務の継続方針は、日常業務の実施を想定して定義し、大規模災害

時の発災時における業務の継続方針は、大規模震災など不測の事態の発生時において、

定常時とは異なる業務の提供が許容される状況を想定して定義します。  

    定常時と大規模災害時等の発災時に考慮すべき要因を例示します。  

・定常時：人為的なオペレーションミス、アプリケーションプログラム障害、機器・ソフトウ

ェア故障、情報セキュリティインシデント（サイバー攻撃、情報漏えい、情報改竄等）等  

・大規模災害等の発災時：震災、風水害、火災、建物・設備損壊、停電、爆破、テロ  

 等  

 （３）  上記の要因による影響度を念頭に、業務の継続の方針として次の事項を定義します。

加えて、業務継続計画を策定する必要がある業務にあっては、当該計画の内容を確認し、

復旧までの間に必要な活動についても確認します。  

・定常時における復旧：復旧の水準（縮退運用、完全復旧等）を考慮した復旧内容



24 

 

（業務の内容、情報システム機能、データの復元等）及び復旧水準毎の目標復旧時

間  

・大規模災害等の発災時：復旧スケジュールに応じた業務の実行体制、情報システ

ム機能、データの復元、各段階（初期対応、暫定運用開始及び完全復旧等）の目

標復旧時間等 (表１２参照 ) 

・定常時における年間の稼働率：年間で稼動が期待される全時間のうち、故障やメン

テナンスによる停止時間を除いた実質の稼働時間の比率であり、業務の性格と影

響度を踏まえて、過度な要求（表１１参照）とならないよう考慮して設定します。  

 

表１２ 稼働率と年間の業務停止時間及び費用の関係  

   

    一般的に、次のような特徴を有する業務は、目標復旧時間及び稼働率をある程度緩和

することが考えられます。 

・長時間停止しても、社会的影響が軽微な業務  

・長期間停止しても、代替手段（手作業等）により一定の継続が可能な業務  

・発災後２週間～１ヶ月以上業務が停止しても社会的影響や批判が若干程度と予想

される業務  

 

また、大規模災害等の発災時においては、次のような特徴を有する業務は目標復旧時間

を短く設定することが考えられます。  

・複数の業務を実施する上で共通的に必要となる業務  

・災害等対策用の業務（安否の確認、伝言掲示板等）  

 

表１１ 目標復旧時間の定義例  
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２－９ 情報セキュリティ 

１ 業務要件定義の趣旨  

    業務を実施する上で必要な情報セキュリティ対策の基本的な考え方を明らかにするもの

です。 

    この段階で業務における情報の取扱に関する考え方を明らかにすることにより、要件定

義段階において、情報システムに求める機能要件及び非機能要件を漏れなく定義すること

ができます。 

２ 定義の手順  

  ア 情報セキュリティ対策の対象となる情報を明確にするため、業務実施手順において定義

した情報の洗出し結果を確認する。  

  イ  情報セキュリティ対策の対象となる情報について、各府省の情報セキュリティポリシーに

準拠した格付の区分及び取扱制限を明確化します。  

  ウ 情報漏えい等による個人のプライバシー侵害や、国民・組織に財産上の被害を与える等、

情報の機密性保護に係るリスクに対する対策は特に重要ですが、情報の改ざんや情報シ

ステムの停止による利用者への影響についても考慮します。  

  エ  業務で取扱う情報の格付及び取扱制限について整理した結果が、この段階における情

報セキュリティ対策の基本的な考え方となります (表１３～１５参照 )。 

 

表１３ 機密性についての格付の区分  

 

 

表１４ 完全性についての格付の区分  
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表１５ 情報セキュリティ対策の基本的な考え方の整理例  

 

 

第３章  業務要件の定義  

３－１ ＩＣＴ導入業務に係る情報システムの概要  

１ 建設工事に係る計画業務支援システム  

（１）施設の建設計画の立案において、情報システムにより既存資料及び作業データ等の共有

化を図り計画立案作業の確実性と効率の向上を図ると共に、施設建設に係る作業が策

定し共有される計画に基づき、所定の時期に、所定の作業が確実に実施されることによっ

て施設建設事業の円滑かつ確実な執行に資するものとします。 

（２）概要（図６参照） 

情報システム上で、部隊等が作成する施設要求書、

既存資料（地形・地質、設計及び工事事例等）、設計

基準、法規制及び予算等を参照しつつ、それぞれの担

当者が建設する施設の概要、計画概要図、概算経費

（調査、設計及び工事等）、概算工程（調査、設計、法

手続き及び工事等）、及び工事実施上の課題とその対

応策等を作成・登録して施設建設計画書を作成しま

す。 

 

２ 建設工事に係る積算業務支援システム  

（１）目的  

   現在、スタンドアローンのパソコンで実施している積算システムをクラウド化することによって、

積算システムの更新、労務単価及び建設資材の登録作業の効率化、積算業務の共同作

業化、及び積算データの一元的な保管管理による有効活用を図ります。 

 

 

 

図６ 計画業務支援システム  
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（２）概要（図７参照） 

  ア  調査設計等の業務費、工事費（建築、土木、設備）の積算システムをクラウド  化し、積

算システムの更新、労務単価、資材単価

等の登録業務の一元化を図ります。 

  イ  複数の工種を含む工事、又業務を  含

む工事等に係る積算が、各担当者の共同

作業により実施可能なものとします。 

  ウ 開札後の積算データは、工事データ等と

関連付けを行い、系 統的 な保管 ・管 理   

によって他工事への参考とすると共に、概算工事費算定のデータとして活用できるようにし

ます。 

 

３ 建設工事に係る受発注者情報共有システム  

（１）目的  

情報システム上に開設した調査・設計及び工事等の発注単位ごとのホームページ上で、建

設工事等の受注者と発注者の間での契約の履行状況、生起した課題の処理、その他契約

図書に定められた指示、協議、承諾、報告、立会い・検査等に係る情報を共有することによ

って、契約の適切かつ円滑な履行を図ります。 

（２）概要（図８参照）  

国交省において策定されている「土木工事の情

報共有システム活用ガイドライン」に準じて設置す

る「受発注者間情報共有システム」により、契約の

履行に必要な各種届出書類の作成・提出、調査

等の進捗管理、契約図書に定められている立会検

査、材料等の承諾等の進捗管理、履行中に発生

する課題の処理管理、各種報告事項の管理等を支援すると共に、契約図書、発注者が定め

ている各種通達類、関係法律等の閲覧システム等で構成します。 

 

４ 建設工事に係る電子納品データ保管管理システム  

（１）目的  

調査、設計及び工事等の受注者から提出

される電子納品データについて、その活用を

確実に行うため、当該電子データの基準との

適合の確認と体系的な保管・管理に資するも

のとします。 

（２）概要（図９参照）  

調査、設計及び工事等の受注者から提出

される電子納品データを、基準どおりに作成されているかを審査し、合格品については、保管・

図７ 積算業務支援システム  

 

図８ 受発注者情報共有システム  

 

図９ 電子納品データ保管管理システム  
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管理システムに所定の手順に従って登録します。 

 

５ 建設工事に係る検査支援システム  

（１）目的  

   電子納品データ等を利用して調査、設計、業務及

び工事の完了・完成検査を、適確かつ効率的に行い

ます。 

（２）概要（図１０参照）  

調査、設計及び工事等に係る完了・完成検査を

的確かつ効率的に実施するため、電子システム上で、

仕様書等に基づく検査項目、検査方法及び合格基

準等からなる検査計画を作成し、この検査計画に従って検査を行い、検査結果の記録、検査

報告書作成を効率的に実施するものです。 

 

６ 施設の維持管理支援システム  

（１）目的  

情報システム上で、防衛施設の建設、維持、改修及び更新等のライフサイクルにおける各

種情報を一元的に収集、保管・管理することによって、施設の適切な管理並びに改修及び更

新等の計画的な実施に資するものとします。 

（２）概要（図１１参照）  

情報システム上で、建設時の資料等を参照する

などして、施設管理台帳を作成し、この台帳に掲

げられた施設及び設備等の点検、利用及び維持

補修等の履歴を記録し、これらのデータ等により、

施設の維持補修基準又は改修・更新基準等に

基づき、施設の改修・更新計画等を策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１０ 検査業務支援システム  

 

図１１施設の維持管理支援システム  
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７ 人材育成支援システム  

（１）目的  

建設系技官に対する教育計画（集合教育、ＯＪＴ

教育、到達目標）の作成及びその実施状況、到達度

評価を情報システムにより効率的に行うと共に関係者

間で共有すること、及び事例動画等の自主学習ライ

ブラリーを提供することなどによって、職員が計画的か

つ柔軟に学べる体制を構築し、資格取得支援を図り

ます。 

（２）概要（図１２、１３参照） 

職員は、情報システム上で、人材育成計画に従っ

て、自らの教育計画（集合教育、ＯＪＴ教育及び到達

目標）を作成し、この計画に従った学習を集合研修  

プログラム、ＯＪＴ教育プログラムによって支援し、到達

度評価プログラムによって到達度の自己評価と他者

評価を支援する。更に、集合研修の教材、課題処理

等の事例集、施工ビデオ、工事写真等からなる自主

学習ライブラリーによるＷｅｂ教育などで構成します (自

主学習プログラム)。 

 

３－２ 業務要件定義書  

  付属書：「業務要件定義書」のとおりです。  

 

 

まとめ   

 本調査研究は、防衛施設建設関連業務への ICT 導入に関して、昨年度（平成２８年度）の

調査研究の結果を踏まえ、情報システムを設計する上での業務要件について、「政府情報シス

テムの整備及び管理に関する標準ガイドライン」  と「同実務手引書」に基づき検討したもので

す。 

 業務要件検討の対象とした情報システムは、防衛施設建設情報プラットフォームの下で、建

設関係業務により発生する各種情報を効果的かつ効率的な活用を図るように構築されるものと

して、以下のものについて業務要件の定義を試みました。  

 この調査研究は、防衛施設建設業務全般の ICT 導入を検討したものであり、防衛省における

今後の防衛施設建設関係業務の ICT 導入の取組みへの一助となるものと考えます。  

 

１ 建設工事に係る計画業務支援システム  

情報システム上で、部隊等が作成する施設要求書、既存資料（地形・地質、設計及び工事

事例等）、設計基準、法規制及び予算等を参照しつつ、それぞれの担当者が建設する施設の

図１２ 人材育成制度のイメージ  

 

図１３ 人材育成支援システム  
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概要、計画概要図、概算経費（調査、設計及び工事等）、概算工程（調査、設計、法手続き

及び工事等）、及び工事実施上の課題とその対応策等を作成・登録して施設建設計画書を作

成するものです。 

 

２ 建設工事に係る積算業務支援システム  

（１） 調査設計等の業務費、工事費（建築、土木、設備）の積算システムをクラウド  化し、積算

システムの更新、労務単価、資材単価等の登録業務の一元化を図ります。 

（２） 複数の工種を含む工事、又業務を含む工事等に係る積算が、各担当者の共同作業によ

り実施可能なものとします。 

（３）  開札後の積算データは、工事データ等と関連付けを行い、系統的な保管・管理   によっ

て他工事への参考とすると共に、概算工事費算定のデータとして活用できるようにします。 

 

３ 建設工事に係る受発注者情報共有システム  

国交省において策定されている「土木工事の情報共有システム活用ガイドライン」に準じて設

置する「受発注者間情報共有システム」により、契約の履行に必要な各種届出書類の作成・提

出、調査等の進捗管理、契約図書に定められている立会検査、材料等の承諾等の進捗管理、

履行中に発生する課題の処理管理、各種報告事項の管理等を支援すると共に、契約図書、

発注者が定めている各種通達類、関係法律等の閲覧システム等で構成するものとします。 

 

４ 建設工事に係る電子納品データ保管管理システム  

調査、設計及び工事等の受注者から提出される電子納品データを、基準どおりに作成され

ているかを審査し、合格品については、保管・管理システムに所定の手順に従って登録するもの

とします。 

 

５ 建設工事に係る検査支援システム  

調査、設計及び工事等に係る完了・完成検査を的確かつ効率的に実施するため、電子シ

ステム上で、仕様書等に基づく検査項目、検査方法及び合格基準等からなる検査計画を作成

し、この検査計画に従って検査を行い、検査結果の記録、検査報告書作成を効率的に実施す

るものとします。 

 

６ 施設の維持管理支援システム  

情報システム上で、建設時の資料等を参照するなどして、施設管理台帳を作成し、この台帳

に掲げられた施設及び設備等の利用、点検及び維持補修等の履歴を記録し、これらのデータ

等により、施設の維持補修基準又は改修・更新基準等に基づき、施設の改修・更新計画等を

策定するものとします。 

 

７ 人材育成支援システム  

職員は、情報システム上で、人材育成計画に従って、自らの教育計画（集合教育、ＯＪＴ教
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育及び到達目標）を作成し、この計画に従った学習を集合研修プログラム、ＯＪＴ教育プログラ

ムによって支援し、到達度評価プログラムによって到達度の自己評価と他者評価を支援する。

更に、集合研修の教材、課題処理等の事例集、施工ビデオ、工事写真等からなる自主学習ラ

イブラリーによるＷｅｂ教育などで構成するものとします。 
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防衛施設建設関係業務への ICT技術の導入に関する調査研究（平成２９年度）「政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン実務手引書」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付 属 書 

業 務 要 件 定 義 書 
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付—１ 建設工事に係る計画業務支援システム 

（１） 情報システムの概要 

ア 目 的 

施設の建設計画の立案において、情報システムにより既存資料及び作業データ等の共有化を図り計画立案作

業の確実性と効率の向上を図ると共に、施設建設に係る作業が策定し共有される計画に基づき、所定の時期に、

所定の作業が確実に実施されることによって施設建設事業の円滑かつ確実な執行に資する。 

イ 概 要 

情報システム上で、部隊等が作成する施設要求書、既存資料（地形・地質、設計及び工事事例等）、設計基準、

法規制及び予算等を参照しつつ、それぞれの担当者が建設する施設の概要、計画概要図、概算経費（調査、設

計及び工事等）、概算工程（調査、設計、法手続き及び工事等）、及び工事実施上の課題とその対応策等を作成・

登録して施設建設計画書を作成及び施設建設計画の変更を行います。 

 

（２） 業務の実施手順 

  ア 業務の範囲                                                   （その１） 

階層ゼロ 階層１ 処  理 情報システムの 

適用対象候補 No. 名称 No. 名称 No. 処理 

1 施設要求内容の確認調整 1－１ 施設要求（案）の受理 1‐1‐1 施設要求書（案）の受理  

    1‐1‐2 施設要求書（案）の登録 ○ 

  1‐2 意見照会 1‐2‐1 意見照会 ○ 

  1‐3 意見書作成 1‐3‐1 意見書作成（個別） ○ 

    1‐3‐2 意見書作成（全体） ○ 

  1‐4 部隊等との調整・協議 1‐4‐1 部隊等との調整・協議  

  1‐5 施設要求書の受理 1‐5‐1 施設要求書の受理  

    1‐5‐2 施設要求書の登録 ○ 

２ 計画概要図の作成 2‐1 作成の指示 2‐1‐1 作成の指示 ○ 

  2‐2 計画概要図の作成 2‐2‐1 既存資料等の引用 ○ 

    2‐2‐2 計画概要図の作成  

計画業務支援システム 
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（その２） 

階層ゼロ 階層１ 処  理 情報システムの 

適用対象候補 No. 名称 No. 名称 No. 処理 

    2‐2‐3 計画概要図の登録 ○ 

３ 工事等概算経費の算定 3‐1 算定の指示 3-1-1 算定（個別）の指示 ○ 

  3‐2 調査概算経費の算定 3‐2‐1 調査項目の選定 ○ 

    3‐2‐2 調査概算経費の算定  

    3‐2‐3 調査概算経費の登録 ○ 

  3‐3 設計概算経費の算定 3‐3‐1 設計項目の選定 ○ 

    3‐3‐2 設計概算経費の算定  

    3‐3‐3 設計概算経費の登録 ○ 

  3‐4 工事概算経費の算定 3‐4‐1 工事概数量の算定 
 

  
 

 
3‐4‐2 工事概算経費の算定 

 

  
 

 
3‐4‐3 工事概算経費の登録 ○ 

  
3‐5 施工監理等業務費の算定 3‐5‐1 施工監理計画の策定 

 

  
 

 
3‐5‐2 施工監理等概算経費の算定 

 

  
 

 
3‐5‐3 施工監理等概算経費の登録 ○ 

４ 工事等概算工期の算定 4‐1 算定の指示 4‐1‐1 工事等概算工期算定の指示 ○ 
  

4‐2 工事等概算工期の算定 4‐1‐2 工事等概算工期の算定 
 

  
 

 
4‐1‐3 工事等概算工期の登録 ○ 

  
 

 
4‐1‐4 工事等全体工程計画の作成 ○ 

５ 工事等の発注計画の作成 5‐1 工事等の発注計画の作成 5‐1‐1 工事等の発注計画の作成 
 

  
 

 
5‐1‐2 工事等の発注計画の登録 ○ 

                                                               （その３） 
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階層ゼロ 階層１ 処  理 情報システムの 

適用対象候補 No. 名称 No. 名称 No. 処理 

６ 事業実施上の課題 6‐1 事業実施上の課題 6‐1‐1 事業実施上の課題の抽出 
 

    6‐1‐2 課題への対応方針の作成 ○ 

  
 

 6‐1‐3 事業実施上の課題とその対応策の

登録 

○ 

７ 施設建設計画の作成 7‐1 施設建設計画の作成 7‐1‐1 施設建設計画書の作成（案） ○ 

    7‐1‐2 施設建設計画書の承認  

    7‐1‐3 施設建設計画書の登録 ○ 

８ 施設建設計画の変更 8‐1 施設建設計画の実施状況 8‐1‐1 計画策定項目の実施状況 ○ 

  8‐2 施設建設計画の変更 8‐2‐1 施設建設計画書の変更案作成 ○ 

    8‐2‐2 施設建設計画書の変更の承認  

    8‐2‐3 施設建設計画書の変更 ○ 

                                                   

イ 業務フロー図 

（ア） 地方防衛局の計画組織（調達計画課、以下同じ）が、部隊等から調達要求書（案）を受け取り、情報システムに登録すると共に、計画組織内及び実施

組織内（建築課、土木課及び設備課、以下同じ）に、建設上の問題点及び不明な点等のリストアップするよう意見照会します。 

（イ） 意見照会された担当者は、情報システム上の関係法令、既存資料、設計基準等を参照しながら意見書を作成し登録します。そして、取りまとめを行う

計画組織において意見を取りまとめ、防衛局としての意見書を作成します。 

（ウ） この意見書に基づき、計画組織等において部隊等と調整を行い、部隊等は、最終的な施設要求書を確定し、防衛局に送付します。防衛局の計画組織は、

これを情報システムに登録し、併せて、工事概算経費、概算工期及び工事実施上の課題の算定・作成を要請します。 

（エ） 実施組織においては、それぞれの所掌に係る計画概要図を、既存資料、法規制等を踏まえて作成し、情報システムに登録します。 

（オ） 実施組織において、工事概要図等に基づいて、調査、設計等を含めた、工事等概算経費の算定、工事等概算工期等の算定を行い情報システムに登録し、

計画組織において、予算及び施設の整備計画等を踏まえて、全体的な調整を行い、最終的な工事等概算経費及び概算工期を取りまとめて登録します。 

（カ） これらの作業から明らかになった事業実施上の課題とその対応策、及び工事等の発注計画を作成し登録します。 

（キ） 情報システム上で、上記の作業結果を取りまとめて、施設建設計画書を作成し、登録します。 
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ウ 業務の実施に必要な体制 

 

実施体制 組織概要（主な業務内容） 補  足 

防衛省本省 
・施設建設計画の予算及び工事基本計画との整合性のモニタリング 

・事業の進捗状況のモニタリングなど 

 

地
方
防
衛
局 

計画組織 

・施設建設計画作成に係る本省及び部隊、地方自治体等との調整窓口 

・施設建設計画作成に係る業務の全体統制 

・建設場所、必要な法手続き、仮設計画、発注計画及び事業実施上の課題とその対応策などに係る資料の

作成 

・計画全体の最適化に配慮した施設建設計画の取り纏め 

・施設建設計画に基づく事業の実施状況のモニタリングと計画の変更 

 

実施組織 

・計画されている施設の、それぞれの技術分野（建築、土木及び設備）について、技術的事項を検討し、

必要となる調査、施設の配置、施設の規模・構造、必要な経費及び工期、業務の実施体制（監理等）、

工事実施上の課題とその対応策などを検討し、計画資料を作成 

・施設建設計画に基づく業務の実施 

・事業の実施状況の報告及び計画変更が必要な場合の発議等 

 

部隊等 
・施設要求書の作成 

・要求事項の実施状況等のモニタリング 

 

 

エ 入出力情報項目及び取扱量 

                                                          

業務処理 画面・帳票等 主な入出力・情報項目 取扱量 補  足 

計画業務全般 計画業務管理表 各計画項目の準備、待機、調整中、作業中、作

成済、決裁等の実施状況 

事案数 100件以下 
 

                                                               （つづく） 
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業務処理 画面・帳票等 主な入出力・情報項目 取扱量 補  足 

施設要求内容の確

認・調整 

施設要求書 部隊作成資料を PDF等で受領し登録 

施設名称、用途、規模・構造、期限、建設場所、所

要の設備など（図面、写真含む） 

事案数 100件以下 
 

施設要求書に対す

る意見照会 

施設要求書に対する意見書 要求部隊、施設名称、整備内容、法規制、工程、費

用、設計基準など 

事案数 100件以下 
 

計画概要図 計画概要図 PDF図面（位置図、配置図、ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰ図、建物（平

面図、立面図等）、主要構造物等 

事案数 100件以下 
 

工事概算経費の算

定 

工事等概算経費内訳書 調査費、設計費（各工種毎）、工事費（各工種

毎）、施工監理業務費等（各工種毎）の内訳 

事案数 100件以下 
 

工事等概算工期の

算定 

工事等概算工期の算定 調査（入札手続き、準備、調査の実施期間等）、設

計（入札手続き、準備、設計の実施等）、工事（入

札手続き、準備、工事の実施等）のそれぞれの期間 

事案数 100件以下 
 

工事等の発注計画

の作成 

工事等の発注予定表 調査、設計、施工監理業務等及び工事の発注計画

（公告時期、契約時期、概算経費、契約期間等） 

契約件数 500件程

度以下 

 

事業実施上の課題 事業実施上の課題 課題項目、内容、重要性、対応策、担当課、担当

者、対応の時期、解決の期限等 

事案数 100件以下  

施設建設計画の作

成 

施設建設計画書 施設概要（名称、用途、使用部隊、規模・構造、主要

構造物、主要設備等）、必要な法規制と手続き、概算

工事費、概算工期 

主要な課題と対応方針、工事等の発注計画 

事案数 100件以下 上記作業結果

に基づき取り

まとめ 

施設建設計画の実

施状況 

施設建設計画の実施状況 計画事項（調査・設計及び工事等の費用、発注計画、

事業実施上の課題等への対応など）の実施状況 

事案数 100件程度  

施設建設計画の変

更 

施設建設計画の変更 計画変更項目、現行計画、変更計画、変更事由、変更

日付など 

事案数 100件程度  
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（３）規模 

ア サービスの利用者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ サービスの処理件数 

 

項  目 
処理件数 

補  足 
定常時 ピークの特性 

計画業務全般 約１００件／日程度 業務は 1月～3月末までに集中。全国一斉の業務となる 1月～3月までの期間中 

施設建設計画の実施状況 約１００件／日程度 明確なピークは無い 
 

施設建設計画の変更 約３０件／日程度 明確なピークは無い 
 

 

 

 

利用者 

利用者の種類 

主な利用拠点 主な利用時間帯 利用者数 補  足 
サービス 

利用者 

情報システム

の利用者 

本省  ○ 本省 
１２時間 

（8時～20時） 
約 10人  

地方防衛局 

 ○ 
地方防衛局 

（８局、３支局） 

１２時間 

（８時～２０時) 
10～100人／防衛局  

 ○ 部隊・工事現場 
１２時間 

（８時～２０時) 
約 10人／防衛局 モバイル使用 
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（４）時期・時間 

   業務の実施時期・時間 

 

 実施時期・期間 実施・提供時間 補  足 

通常期 ４月～１２月 ８：００～２０：００ 実施状況及び変更 

繁忙期 １月～３月 ８：００～２０：００ 計画作成、実施状況及び変更 

 

（５）場所等 

   

場所名 実施体制 実施業務 所在地 補  足 

本省執務室 管理組織 施設建設計画の工事基本計画との整合性、事業

の進捗状況のモニタリング等 

東京都 
 

地方防衛局執務室 計画及び実施組織 情報システムを利用した施設建設計画の策定、

実施状況の入出力、計画の変更等 

局 ８ 

支局３ 

 

部隊等 実施組織 計画内容の確認、実施状況の入力、計画変更の

発議等 

全国各地 モバイル 

 

（６）管理すべき指標 

 

指標の種類 指標名 計算式 単位 目標値 計測方法 計測周期 

プロジェクト

成果目標 

利用者満足度 「満足」とした回答数／「全

有効回答数」×１００ ％ 

初年度：〇〇 

２年目以降：

〇〇 

システム利用者を対象と

したアンケート 

四半期ごと

に集計 

                                                           （つづく） 
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指標の種類 指標名 計算式 単位 目標値 計測方法 計測周期 

業務効果指標 計画の周知度 作業時に「施設建設計画」

を確認した職員数／全職

員数 

％ 初年度：○○ 

２年目以降：○○ 

情報システムでログ

を取得 

四半期ごと

に集計 

業務実施指標 業務の実施時間 「短縮化できた業務数」／

「全業務数」×１００ 

％ 〇％の業務で○％

の時間短縮 

実施状況を調査 毎年 

情報システム

性能指標 

稼働率 「年間実稼働時間」／「年

間予定稼働時間」×１００ 

％ 〇％ 運用作業報告 毎月 

 

（７）情報システム化の範囲 

   情報システムの機能 

 

情報システム機能 補  足 

施設建設計画業務管

理機能 

施設建設計画作成のために必要な各業務の実施状況（情報の受理・登録、作業の指示、進捗

等）を管理する機能 

 

本計画作成に従事する職員等（担当業務等）の指名、変更等の管理機能 
 

施設要求書等の登録

機能 

施設要求書、計画概要図等の PDFデータを施設コード、施設名称、整備年度等と関連付けて

登録管理（変更を含む。）する機能 

 

施設概要（施設名称、建設場所、用途、建物の規模・構造、主要構造物、主要設備等）の入

力及び他作業での参照機能 

 

既存資料を参照する

機能 

建設場所、施設用途、規模、構造等により既存の調査資料、設計資料、積算資料等から類似

施設を検索し、当該データを表示・参照する機能 

 

                                                           （つづく） 
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情報システム機能 補  足 

意見書等を共同で作

成・変更する機能 

施設要求書に対する意見、工事等概算経費、概算工期などを各担当者が担当項目に入力し、

共同で作成し、変更する機能 

 

工事等概算額の算定

機能 

施設の用途、規模、構造等から類似の施設の経費、数量等を参照するなどして、工事等の概

算額を算定する機能 

 

工事等概算工期の算定

機能 

施設の用途、規模・構造、建設場所等から類似の施設の建設工期等を参照すると共に、標準

的な契約手続きに要する期間、調査設計の期間等を参照して工期を算定する機能 

 

 

（８）業務の継続等の方針 

 

定常時における年間の稼働率：９７％以上 

                    （月１日程度のメンテナンス日を確保） 

災害時等における目標復旧時間 定常時     ：１日以内 

                      大規模災害発災時：７日以内 

 

（９）情報セキュリティ 

 

機密性：機密性２情報 

          （行政事務で取り扱う情報のうち、秘密文書に相当する機密性は要しないが、漏えいにより、国民の権利が侵害され 

又は行政事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある情報） 

完全性：完全性１情報 

          （行政事務で取り扱う情報のうち、改ざん、誤謬又は破損により、国民の権利が侵害され、又は行政事務の的確な 

遂行に支障（軽微なものは除く）を及ぼすおそれのある情報以外の情報） 
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付－２ 建設工事に係る積算業務支援システム 

（１）情報システムの概要 

ア 目 的 

    現在、スタンドアローンのパソコンで実施している積算システムをクラウド化することによって、積算システムの更新、労務単価及び建設資材の登録

作業の効率化、積算業務の共同作業化、及び積算データの一元的な保管管理による有効活用を図る。 

イ 概 要 

  （ア） 調査設計等の業務費、工事費（建築、土木、設備）の積算システムをクラウド化し、積算シス

テムの更新、労務単価、資材単価等の登録業務の一元化を図る。 

  （イ） 複数の工種を含む工事、又業務を 含む工事等に係る積算が、各担当者の共同作業により実   

施可能なものとする。 

  （ウ） 資材メーカー等からの見積徴収は、Web上で資材名、規格・寸法、数量等を公示し、希望者か

ら広く徴収できるよう措置する。 

  （エ） 開札後の積算データは、工事データ等と関連付けを行い、系統的な保管・管理によって他工事への参考とすると共に、概算工事費算定のデータと

して活用できるようにする。 

 

（２）業務の実施手順 

  ア 業務の範囲 

                                                             （その１） 

階層ゼロ 階層１ 処  理 情報システムの 

適用対象候補 No. 名称 No. 名称 No. 処理 

1 技術者等人件費の登録 1‐1 技術者単価の登録等 1‐1‐1 調査技術者単価の登録 〇 
    

1‐1‐2 設計技術者単価の登録 〇 
    

1‐1‐3 労務単価の登録 〇 

２ 資材･工事単価の登録 2‐1 資材・工事単価の登録 2‐1‐1 物価誌価格の登録 〇 
    

2‐1‐2 特別調査価格の登録 〇 
  

2-2 見積価格の登録 2‐2‐1 見積徴収の公告 〇 

積算業務支援システム 
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                                                            （その２） 

階層ゼロ 階層１ 処  理 情報システムの 

適用対象候補 No. 名称 No. 名称 No. 処理 

    2‐2‐2 見積徴収 〇 

    2‐2‐3 見積価格の決定・登録 〇 

３ 機械・器具経費の登録 3-1 機械･器具経費の登録 3‐1‐1 建設機械・器具損料の登録 〇 

    3‐1‐2 建設機械･器具のレンタル･リー

ス料金の登録 

〇 

４ 調査費の積算 4-1 調査費の積算 4‐1‐1 調査費の積算 〇 

    4‐1‐2 調査費積算内訳書の登録 〇 

５ 設計・監理業務費の積算 5-1 設計・監理業務費の積算 5‐1‐1 設計･監理業務費の積算 〇 

    5‐1‐2 設計･監理業務費積算内訳書の

登録 

〇 

６ 工事費の積算 6-1 工事費の積算 6‐1‐1 工事費の積算 〇 

    6‐1‐2 工事費積算内訳書の登録 〇 

   

イ 業務フロー図 

（ア） 毎年度当初に、積算基準の改定が行われるので、調査、設計、監理業務及び工事（建築、土木、設備）の積算プログラムの変更を行う。 

（イ） 毎年度当初に、積算に用いる技術者等単価の改定、機械器具経費を登録すると共に、基準月（年数回）における物価誌掲載の資材及び工事単価、

防衛局等で実施する資材価格調査価格を登録する。 

（ウ） 特殊な資材及び工事価格、大量に使用する資材等、メーカー等からの見積徴収により採用価格を決定するものは、Web上で広く見積り提出の要請

を行い、これを検討して見積価格を決定し、登録する。 

（エ） （ア）～（ウ）の積算プログラム及び資材価格等により、調査費、設計費、監理業務費及び工事費を積算する。また、１契約に、複数の業務等が

含まれる場合も、一つの積算内訳書として作成できるものとする。 
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   （オ） 開札後は、発注事案（調査、設計及び工事等）との関連付けを行い、保管・管理措置を行う。 
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ウ 業務の実施に必要な体制 

 

実施体制 組織概要（主な業務内容） 補  足 

防衛省本省 

・技術者単価等の制定 

・調査、設計、監理及び工事費積算基準の制定及び運用 

・機械器具経費算定要領の制定 

 

地方防衛局 

調達計画課 

・工事仮設物等の統一単価の設定 

・調査、設計、監理及び工事の発注計画（発注ロット）の作成 

・業務及び工事の実施条件等の設定 

 

地方防衛局 

積算担当課 

・仕様書等に基づき、調査費、設計費、管理業務費及び工事費の積算内訳書の作成 

・設計変更に伴う変更積算内訳書の作成 

・開札後における積算内訳書の公開及び保存期間５年以内のものの情報公開請求への対応 

 

 

エ 入出力情報項目及び取扱数量 

 

業務処理 画面・帳票等 主な入出力・情報項目 取扱量 補  足 

技術者等単価登録 設計業務委託等技術者

単価表 

適用日、適用業務（５）、技術者の職種(20)、基準日

額、割増対象賃金比 

２０職種 
 

労務単価表 適用日、労務単価表（都道府県名、職種（51)）、割増

対象賃金比および１時間当り割増賃金係数（職種、割増

賃金係数、１時間当り割増賃金係数） 

５１職種、４７

都道府県 

 

資材・工事単価登録 物価誌掲載資材等単価 経済調査会、物価調査会の 2誌（適用期間、適用地域、

品名、規格・寸法、単価等） 

電子データを転

送 

 

見積価格の登録 見積書 対象地域、対象工事、品名、規格寸法、数量、単価、納

入時期、見積条件、見積書徴収先等 

２～５地域／各

地方防衛局 

資材等の種類は多

種 

                                                              （つづく） 
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業務処理 画面・帳票等 主な入出力・情報項目 取扱量 補  足 

機械器具経費登録 機械器具経費表 適用期間、適用区分、機械器具名、規格・寸法、諸数

値（8)、レンタル料金、リース料金（短期、長期）等 

登録機械器具数

は１０００程度 

 

調査費積算 調査費積算価格内訳書 調査（測量、地質等）費積算プログラムにより調査項

目ごとの経費を登録されている日額人件費、資材価格

及び機械器具等の単価を利用して積算を行い、直接調

査費等により定まる諸経費率を乗じて、調査費を積算

する。積算項目、数量、単価、金額等 

１００件程度 

／局・年 

 

設計費の積算 設計費積算価格内訳書 設計費（建築、土木、設備）積算プログラムにより設

計項目ごとの経費を登録されている日額人件費等の単

価を利用して積算し、直接人件費等により定まる諸経

費率を乗じて、設計費を積算する。積算項目、数量、

単価、金額等 

１００件程度 

／局・年 

 

監理業務費の積算 監理業務費積算価格内訳

書 

監理（建築、土木、設備）業務費積算プログラムによ

り業務項目ごとの経費を登録されている日額人件費等

の単価を利用して積算し、直接人件費等により定まる

諸経費率を乗じて、設計費を積算する。積算項目、数

量、単価、金額等 

１００件程度 

／局・年  

 

工事費の積算 工事費積算価格内訳書 工事（建築、土木、設備）費積算プログラムにより工

事項目ごとの経費を登録されている労務単価、資材価

格、機械器具等の単価を利用して積算し、直接工事費

等により定まる諸経費率を乗じて、設計費を積算す

る。積算項目、数量、単価、金額等 

１００件程度 

／局・年  
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（３） 規模 

  ア サービスの利用者 

 

 

 

 

 

 

  イ 

サー ビス

の処 理件

数 

 

項  目 
処理件数 

補  足 
定常時 ピークの特性 

調査費の積算 １０件／日・全国 １～３月及び６月～８月に集中。ピーク時は５０件程度／日 
 

設計費の積算 １０～２０件／日 １～３月及び６月～８月に集中。ピーク時は５０件程度／日 
 

監理業務の積算 ５～１０件／日 １～３月にピーク。ピーク時は３００件程度／日 
 

工事費の積算 ２０～３０件／日 １０月～２月に集中。特に大型案件は、１２月～２月に集中。

ピーク時は５０件／日程度 

 

（４） 時期・期間 

   業務の実施時期・期間 

 

利用者 

利用者の種類 
主な 

利用拠点 

主な 

利用時間帯 
利用者数 補  足 サービス 

利用者 

情報システム

の利用者 

本省 
 

○ 本省 １２時間 

（8時～20時） 

約 10人 積算データの閲覧等 

地方防衛局 

積算担当課 

 
○ 各地方防衛局 １２時間 

（８時～２０時) 

3～10人／課 ８地方防衛局、２支局 

業務名 実施時期・期間 実施・提供時間 補  足 

技術者単価等の登録 ３月（1回／年） ８：００～２０：００ 
 

資材工事単価登録 4月、10月 ８：００～２０：００ 
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（５） 場所等 

 

場所名 実施体制 実施業務 所在地 補  足 

地方防衛局執務室 実施組織 

（建築課、土木

課、及び設備

課） 

各積算システムにより、技術者単価等のデータ

の登録、調査、設計・監理業務、工事費の積算

を行い、予定価格を決定するための積算価格内

訳書を作成する。 

局 ８ 

支局３ 

 

 

 

 

 

（６） 管理すべき指標 

 

（2回／年） 

見積価格登録 工事費の積算と同時期 ８：００～２０：００ 
 

機械器具経費登録 4月（1回／年） ８：００～２０：００ 
導入時全項目 

その後は修正 

調査費の積算 繁忙期 5月～7月 ８：００～２０：００ 
 

設計費・管理費の積算 繁忙期 5月～7月 ８：００～２０：００ 
 

工事費の積算 繁忙期 10月～1月 ８：００～２０：００ 
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指標の種類 指標名 計算式 単位 目標値 計測方法 計測周期 

プロジェクト

成果目標 

利用者満足度 「満足」とした回答数／

「全有効回答数」×１００ 

％ 初年度：〇〇 

２年目以降：

〇〇 

システム利用者を対象と

したアンケート 

四半期ごと

に集計 

業務効果指標 積算関連業務

の効率化 

システムを使った積算業務

時間／全積算業務時間 

％ 初年度：○○ 

２年目以降：

○○ 

情報システムでログを取

得 

四半期ごと

に集計 

業務実施指標 業務の実施時

間 

「短縮化できた業務数」／

「全業務数」×１００ 

％ 〇％の業務で

○％の時間短

縮 

実施状況を調査 毎年 

情報システム

性能指標 

稼働率 「年間実稼働時間」／「年

間予定稼働時間」×１００ 

％ 〇％ 運用作業報告 毎月 

 

（７） 情報システム化の範囲 

    情報システムの機能                                                           

情報システム機能 補  足 

技術者単価等の登録 調査及び設計等に従事する技術者単価をそれぞれの積算システムにおいて、所定の期間利用

できるように登録する。登録データは、一覧表示・印刷、一部修正、入力・修正時期等の表

示を可能とする。 

 

資材・工事単価の登録 資材単価は、物価紙（建設物価、積算資料）記載の各種資材単価とその適用地域を登録する

ものと、防衛局で実施する資材価格調査に基づく資材単価とその適用地域を登録するものに

区分される。物価紙記載の単価については、CDロム等から必要なデータを登録できるよう

にするものとする。調査価格については、適用地域（工事）、資材名称、単価、条件などを

入力画面から入力し、一覧表示・印刷、一部修正、入力・修正時期等の表示を可能とする。 

 

                                                            （つづく） 

情報システム機能 補  足 
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見積り単価の登録 見積り単価の登録システムは次の機能を有しているものとする。 

① インターネットを通じて、対象工事、調達資材名称、規格・寸法、仕様、数量、納入時

期、図面等により、見積り徴収の公告を行い、各社からの見積を徴収できる機能 

② 各社から徴収した見積もりを比較・検討し、採用価格を決定する機能 

③ 採用した価格、見積り業者を積算システムに登録する機能 

 

機械器具経費の登録 機械器具経費算定の基礎となる供用損料、運転損料、リース料金をそれぞれの積算システム

により利用できるように登録するものであり、データの一部修正が可能であること。登録デ

ータは、一覧表示（損料、リース、レンタル等の区分毎に）・印刷、入力・修正時期の表示

等を可能とする。 

 

調査等の積算共通 調査、設計、監理業務等及び工事費の積算システムは、それぞれが同一発注となる可能性が

あることを考慮し、統合積算システムとして構築するものとし、各積算システムにおいて次

の機能を有すること。 

②  一部積算項目の再積算を行い、全体の積算の再計算を行うこと。 

② 設計変更（原積算と変更積算の対比）内訳書の作成が可能なこと。 

③ 積算データは、それぞれの関連を把握できるように設定されたコードナンバー等によ

り、体系的に保管され、検索、表示、印刷ができること。 

④ 調査費等の積算は、対象施設毎に行い、施設名称又は施設 Codeにより検索できるこ

と。 

 

調査費の積算 調査費の積算システムは、測量調査費、地質調査費、土質等調査費、分析等調査費を一括し

て積算できる（それぞれの調査種別ごとに積算し、全体を集計して内訳書を作成）機能とす

る。 

 

設計費の積算 設計費の積算システムは、それぞれの工種（建築、土木、設備）毎、基本設計及び実施設計

を同一システムの中で積算できること。 

 

監理業務費の積算 監理業務費の積算システムは、事業監理業務及び施工監理業務、積算支援業務等について、

同一のシステムにおいて積算できるものであること。 

 

                                                            （つづく） 
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情報システム機能 補  足 

工事費の積算 工事費の積算システムは、技術者単価等の共通利用システムの下で各種毎に構築するものと

する。また、複数人で協働して作業ができる機能を有するものとする。 

 

注：各積算システムは既存システムのクラウド化により対応することを基本とする。 

 

 

（８）業務の継続等の方針 

 

定常時における年間の稼働率：９７％以上 

                    （月１日程度のメンテナンス日を確保） 

災害時等における目標復旧時間 定常時     ：１日以内 

                      大規模災害発災時：７日以内 

 

（９）情報セキュリティ 

 

機密性：機密性３情報（当該積算に係る調査等の入札の開札まで） 

           （行政事務で取り扱う情報のうち、秘密文書に相当する機密性を要する情報。開札後は機密性２情報） 

 

完全性：完全性２情報（当該積算に係る調査等の入札の開札まで） 

          （行政事務で取り扱う情報のうち、改ざん、誤謬又は破損により、国民の権利が侵害され、又は行政事務の的確な遂行に支障（軽微なも

のは除く）を及ぼす恐れのある情報。開札後は完全性１情報） 
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付－３ 建設工事における受発注者情報共有システム 

（１）情報システムの概要 

ア 目 的 

情報システム上に開設した工事等の発注単位毎のホームページ上で、建設工事等の受注者と発注者の間

での契約の履行状況、生起した課題の処理、その他契約図書に定められた指示、協議、承諾、報告、立会

い・検査等に係る情報を共有することによって、契約の適切かつ円滑な履行を図るものである。 

イ 概 要 

国交省において策定されている「土木工事の情報共有システム活用ガイドライン」に準じて設置する「受

発注者間情報共有システム」により、契約の履行に必要な各種届出書類の作成・提出、工事等の進捗管理、

契約図書に定められている立会検査、材料等の承諾等の進捗管理、履行中に発生する課題の処理管理、各

種報告事項の管理等を支援すると共に、契約図書、発注者が定めている各種通達類、関係法律等の閲覧シ

ステム等で構成するものとする。 

 

（２）業務の実施手順 

  ア 業務の範囲                                                      （その１） 

階層ゼロ 階層１ 処  理 情報システムの

適用対象候補 No. 名称 No. 名称 No. 処  理 

１ 契約図書等登録 1‐1 契約図書等の登録 1‐1‐1 契約図書の登録 〇 

    1‐1‐2 調査資料の登録 〇 

    1‐1‐3 その他関係資料の登録 〇 

２ 提出書類等登録 2‐1 提出書類等登録 2‐1‐1 提出書類等登録 〇 

３ 立会検査等管理 3‐1 立会検査管理 3‐1‐1 立会検査申請・受付 〇 
  

  3‐1‐2 立会検査実施 
 

  
  3‐1‐3 立会検査報告書作成 〇 

                                                             （その２） 

受発注者情報共有システム 
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階層ゼロ 階層１ 処  理 情報システムの

適用対象候補 No. 名称 No. 名称 No. 処  理 

  3‐2 材料等承諾管理 3‐2‐1 材料等承諾申請・受付 〇 

    3‐2‐2 材料等承諾書審査  

    3‐2‐3 材料等承諾通知 〇 

４ 打合せ簿管理 4‐1 打合せ簿管理 4‐1‐1 打合せ簿（指示）作成・通知 〇 

    4‐1‐2 打合せ簿（協議）作成・協議 〇 

    4‐1‐3 打合せ簿（報告）作成・通知 〇 

５ 課題処理管理 5‐1 課題処理管理 5‐1‐1 課題ログ作成 〇 

    5‐1‐2 課題処理の進捗管理 〇 

６ 工事等の実施状況管理 6-1 工事の進捗状況 6‐1‐1 工事の進捗状況登録 〇 

  6-2 工事の実施状況 6‐2‐1 工事の実施状況（画像）登録 〇 

    6‐2‐2 工事の実施状況（動画）登録 〇 

 

  イ 業務フロー図 

（ア）  情報共有システムを利用するため、情報システム上に、工事契約毎のホームページを立ち上げて、関係書類の閲覧、立会検査管理等の各システ

ムを利用できるようにします。 

（イ） 工事図面等の工事契約書類をシステムに登録すると共に、工事関係図書を閲覧できるようデータベースと連接の措置を行います。 

（ウ）  立会検査管理においては、設計図書等に基づいて立会検査計画（検査項目、数量、検査方法、合格基準、立会検査予定等）を作成して情報シス

テムに登録し、本計画に基づき受注者からの立会検査申請をシステム上で行い、監督官は検査を行い、システム上で立ち合い検査報告書を作成す

ると共に、受注者に立会検査結果を通知すると共に立会検査計画に終了措置が入力される。 

（エ）  材料等承諾管理については、設計図書に基づく使用材料の確認、施工図等の確認・承諾に係るものであり、上記、立会検査管理と同様の手順

とする。 
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（オ）  打合せ簿管理は、工事の実施に関する発注者（監督官）と受注

者（現場代理人）の間の、指示（監督官から現場代理人等へ）、協

議、報告等に関するものであり、これらの作成、通知、協議等を

Web上で行うものであり、情報の発信は受発注者双方から行わ

れ、それぞれの意思表示が Web上で確認することができるものと

する。 

（カ）  課題処理管理は、現場等で工事の実施に関わる課題が発生した

場合には、情報システム上で、課題ログを作成し、当該課題処理

の責任者が、処理状況等を入力することによって、その処理状

況、解決の方向性、担当者の役割等を確認するものである。 

（キ）  工事の進捗管理は、予定工程に対する実工程の状況（予定出来

高、実出来高、遅延等の理由と対応策、作業予定など）を定期的

に入力し、工事の進捗を把握するものである。 

（ク）  工事の実施状況は、定期的に、工事写真及び動画をシステム上

に登録し、実際の工事の実施状況を把握するものである。 

       

 

 

 

ウ 業務の実施に必要な体制 

 

実施体制 組織概要（主な業務内容） 補  足 

計画組織 ・工事の進捗状況等をモニタリングする。 
 

実施組織 

・ 発注された工事に係る監督業務を実施する部署であり、受注者から提出される契約関係書類の確

認、設計図書に基づく立会検査、材料等の承諾、工事の実施に係る指示、協議及び報告等に係る

業務を処理する。 

・ 発注者内部においては、工事の進捗状況の報告、経費の過不足が生じた場合、工期の遅延の恐れ

がある場合の調整、工事に伴う事故発生等への対応業務を行う。 

 

                                                           （つづく） 
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実施体制 組織概要（主な業務内容） 補  足 

工事の受注者 

・ 受注した工事契約の履行の為、契約図書に基づく契約関係書類（工事工程、施工体制台帳、施工

計画書等）の作成・届出、立会検査及び材料承諾等の申請、その他工事の実施に係る協議、報告

等の業務を処理する。 

 

 

エ 入出力情報項目及び取扱量 

 

業務処理 画面・帳票等 主な入出力・情報項目 取扱量 補  足 

契約図書等登録 契約図書等登録票 特記仕様書、設計図、契約書、現場説明書、質問・回

答書、技術提案書、工事共通仕様書、調査報告書等 

１０資料/工事  

提出書類登録票 施工体制台帳、施工計画書、工程表、仮設物設置計画

書等 

１０資料/工事  

立会検査管理 立会検査管理表 工種、立会検査項目、立会予定時期、立会予定者、実

施申請（日時等）、実施日、立会者等 

３０件 

/件 程度 

 

立会検査報告書 工種、立会検査項目、立会実施日時、立会者、検査方

法、合格基準、検査結果、位置図、写真 

３０件 

/工事程 度 

 

材料等承諾管理 材料等承諾管理票 区分、工種、使用箇所、材料等名称、規格寸法、要求

性能、承諾申請時期、申請実施日、承諾日 

３０件 

/工事 程度 

 

 材料承諾申請書 区分、材料等名称、工種、使用箇所、基準性能、実性

能、申請日、承諾希望日等 

３０件 

/工事 程度 

 

 材料等承諾書 区分、材料等名称、工種、使用箇所、承諾日、承諾者 

等 

３０件 

/工事 程度 

 

                                                           （つづく） 
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業務処理 画面・帳票等 主な入出力・情報項目 取扱量 補  足 

打合せ簿管理 打合せ簿管理票 打合せ簿件名、区分（指示、協議、報告等）、発議

者、発議日、受領者、回答期限等、打合せ要旨、添付

文書、添付図面、添付写真等、処理日 

３０件 

/工事 程度 

 

打合せ簿 打合せ簿件名、区分、発議者、受領者、発議日、打合

せ内容、添付文書、添付図面、添付写真等 

３０件 

/工事 程度 

 

課題処理管理 課題ログ 課題の内容と工事への影響、優先度、報告日、報告

者、担当者、解決目標日、解決日、状況、解決策等 

１５件 

/工事 程度 

 

課題説明書 課題件名、報告日、報告者、担当者、課題の概要、解

決策（案）、処理の経緯、関係者、添付図面、添付写

真等 

１５件 

/工事 程度 

 

工事進捗状況管理 工事の進捗管理票 報告日、予定出来高、実出来高、前週の作業、今週の

作業、工程遅延の原因、工程回復策等 

１回/週  

工事の実施状況管理 工事の実施状況 報告日、工種、作業内容、工事写真、動画 １回/週  
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（３）規模 

  ア サービスの利用者数 

 

 

 

  イ 

サー ビス

の処 理件

数 

 

項  目 
処理件数 

補  足 
定常時 ピークの特性 

工事発注件数 ２０～３０件／日・全国 １２～３月に集中。 ピーク時は５０件程度／日 全国で 

約７００件/年 

 

 

 

（４） 時期・期間 

利用者 

利用者の種類 
主な 

利用拠点 

主な 

利用時間帯 
利用者数 補  足 サービス 

利用者 

情報システム

の利用者 

計画組織 
 

○ 本省 １２時間 

（８時～２０時） 

約 10人 積算データの閲覧等 

実施組織 
 

○ 各地方防衛局 １２時間 

（８時～２０時) 

3～10人／課 ８地方防衛局、２支局 

 ○ 各工事現場 １２時間 

（８時～２０時) 

３～５人 

／現場 

駐屯地等の工事現場 

工事受注者  ○ 各工事現場 １２時間 

（８時～２０時) 

３～５人 

／現場 

駐屯地等の工事現場 



59 

 

   業務の実施時期・期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５） 場所等 

 

場所名 実施体制 実施業務 所在地 補  足 

地方防衛局執務室 建築課、土木

課、及び設備課 

建設工事に係る工事監督業務。契約図書に基づ

く立会検査、材料承諾、指示、協議、工事状況

の把握等の業務 

局 ８ 

支局３ 

 

地方防衛局現場監督官事

務所 

 同上         同上 駐屯地等  

工事の受注者の現場事務

所 

受注者の体制 工事契約に基づく受注者としての施工管理 駐屯地等  

 

 

（６） 管理すべき指標 

業務名 実施時期・期間 実施・提供時間 補  足 

契約図書等の登録 （立上げ時） ８：００～２０：００ 
 

提出書類等の登録 （立上げ時） ８：００～２０：００ 
 

立会検査等管理 工事期間中 ８：００～２０：００ 
 

材料承諾等管理 工事期間中 ８：００～２０：００ 
 

課題処理管理 工事期間中 ８：００～２０：００ 
 

工事進捗状況管理 工事期間中 ８：００～２０：００  

工事実施状況管理 工事期間中 ８：００～２０：００ 
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指標の種類 指標名 計算式 単位 目標値 計測方法 計測周期 

プロジェクト

成果目標 

利用者満足度 「満足」とした回答数／

「全有効回答数」×１００ 

％ 初年度：〇〇 

２年目以降：〇〇 

システム利用者を対

象としたアンケート 

四半期ごと

に集計 

業務効果指標 監督関係業務

の効率化 

システムを使った監督業務

時間／全監督業務時間 

％ 初年度：○○ 

２年目以降：○○ 

情報システムでログ

を取得 

四半期ごと

に集計 

業務実施指標 業務の実施時

間 

「短縮化できた業務数」／

「全業務数」×１００ 

％ 〇％の業務で○％

の時間短縮 

実施状況を調査 毎年 

情報システム

性能指標 

稼働率 「年間実稼働時間」／「年

間予定稼働時間」×１００ 

％ 〇％ 運用作業報告 毎月 

 

（７） 情報システム化の範囲 

    情報システムの機能 

情報システム機能 補  足 

契約図書等の登録管理 契約図書等管理票に基づき該当文書名をクリックすることなどによって、該当図書が容易に

アップロードできるものであること。 

 

提出書類等の登録管理 提出書類等管理票に基づき該当文書名をクリックすることなどによって、該当文書等が容易

にアップロードできるものであること。 

 

立会検査等管理 予め作成される立会検査等計画に基づき、検査項目等をクリックすることで、立会検査申請

書の書式が表示され、必要事項を入力し、「申請」をクリックすることで申請状態になると

共に、検査者にメッセージが送られるものであること。 

更に、立会検査者は、システム上で検査報告書の書式への必要項目に入力、及び図面、写真

等を添付して立会検査報告書を作成することができる。 

 

                                                            （つづく） 

情報システム機能 補  足 
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材料等承諾管理 予め作成される材料等承諾申請計画に基づき、申請材料名等をクリックすることで、書式が

表示され、必要事項を入力（必要な図面等を添付）し「申請」をクリックすることで申請状

態になると共に、監督官等へメッセージが送付される。申請を受けた監督官等は、システム

上で、所用性能等を確認の上、材料等承諾書を作成し、受注者に回答する。 

 

打合せ簿管理 工事中における受発注者間の指示、協議、報告等の打合せの処理状況を管理するもので、打

合せ簿管理画面において、過去の記録、処理中の案件の処理状況等を表示する。 

 

課題処理管理 システム上に作成された課題ログに、必要項目を入力し、課題処理の進捗状況を管理する。

また、課題ログの課題名称等をクリックすることで、課題説明書の書式を表示し、必要事項

を入力すると共に、図面及び写真を添付して、課題説明書を作成・更新できる。 

 

工事進捗状況管理 工事の進捗状況を把握するために必要なデータ（予定出来高、実出来高、作業内容・予定作

業等）の書式を表示して入力し、関係者が閲覧できるよ。 

 

工事の実施状況管理 建物、主要な工作物等の作業の実施状況を示す工事写真を、写真、工事場所、撮影場所等と

共に表示する。また、Ｗｅｂカメラなどにより工事現場の状況をリアルタイムで見ることが

できる。 

 

 

                                                         

（８）業務の継続等の方針 

 

定常時における年間の稼働率：９７％以上 

                    （月１日程度のメンテナンス日を確保） 

災害時等における目標復旧時間 定常時     ：１日以内 

                      大規模災害発災時：７日以内 
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（９）情報セキュリティ 

 

機密性：機密性２情報 

          （行政事務で取り扱う情報のうち、秘密文書に相当する機密性は要しないが、漏えいにより、国民の権利が侵害され 

又は行政事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある情報） 

完全性：完全性１情報 

          （行政事務で取り扱う情報のうち、改ざん、誤謬又は破損により、国民の権利が侵害され、又は行政事務の的確な 

遂行に支障（軽微なものは除く）を及ぼすおそれのある情報以外の情報） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付－４ 建設工事に係る電子納品データ保管管理システム 
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（１） 情報システムの概要 

ア 目的 

調査、設計及び工事等の受注者から提出される電子納品データについて、その活用を確実に行 

うため、当該電子データの基準との適合の確認と体系的な保管・管理に資すものとします。 

イ 概要 

調査、設計及び工事等の受注者から提出される電子納品データを、基準どおりに作成されている

かを審査し、合格品については、保管・管理システムに所定の手順に従って登録するもの。 

 

（２） 業務の実施手順 

   ア 業務の範囲  

 

階層ゼロ 階層１ 処理 情報システムの

適用対象候補 No. 名称 No. 名称 No. 処理 

１ 保管申請の受付 1-1 保管登録予定の登録 1-1-1 保管登録予定の登録 〇 
  

1-2 保管登録申請の受付 1-2-1 保管登録申請の受付 〇 

２ 電子データの適合性審査 2-1 電子データの適合性審査 2-1-1 電子データの適合性審査 〇 
    

2-1-2 合格証・受領証の交付 
 

３ 電子データの登録 3-1 電子データの登録 3-1-1 電子データ登録 〇 

４ 電子データの検索・閲覧 4-1 電子データの検索・閲覧 4-1-1 電子データの検索・閲覧 〇 

 

 

 

電子納品データ保管管理システム 
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  イ 業務フロー図 

（ア） 調査、設計及び工事等の契約状況に基づき、当該年度にお

いて保管登録する電子データの予定表を作成し、登録しま

す。 

（イ） 調査、設計及び工事等の完了した受注者は、電子データの

保管管理のための登録申請を発注者に行います。発注者

は、保管登録予定表と照合して、これを受理します。 

（ウ） 受理した電子データが基準に基づき正しく作成されている

かどうかの審査を行い、適合している場合には合格・受領

証を受注者に交付し、間違い等がある場合には、修正を求

める。 

（エ） 適合審査に合格した電子データは、電子納品データ保管管

理システムに登録する。 

（オ） 登録されたデータは、システムに準備された検索・閲覧機

能を利用して活用される。 

 

 

  ウ 業務の実施に必要な体制 

 

 

実施体制 組織概要（主な業務内容） 補  足 

防衛省本省 ・保管・管理されている電子データを活用 
 

実施組織 

・電子納品データの保管・管理計画の作成 

・受注者から提出される電子納品データの受付、適合性の審査及び合格受領証の発行 

・電子納品データのシステムへの登録及びＣＤロムの保管 

 

部隊等 ・保管・管理されている電子納品データの活用  
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エ 入出力情報項目及び取扱量 

 

業務処理 画面・帳票等 主な入出力・情報項目 取扱量 補  足 

保管登録予定の登録 保管登録予定表 区分（調査、設計、その他業務及び工事）、防衛局等、

契約年度、契約件名、受付時期 等 

約１５００件 

/年 

 

電子データの受付 電子データ受付表 受付年月日、防衛局等、契約年度、契約件名、ＣＤ枚

数、提出者、責任者、連絡先等 

約１５００件 

/年 

 

電子データの適合性

審査 

電子データ適合性審査 受付年月日、契約件名、提出者、工事種別等 約１５００件 

/年 

 

 

 

（３）規模 

  ア サービスの利用者数 

 

 

  イ 

サー ビス

の処 理件

数 

 

項  目 処理件数 補  足 

利用者 

利用者の種類 
主な 

利用拠点 

主な 

利用時間帯 
利用者数 補  足 サービス 

利用者 

情報システム

の利用者 

防衛省本省   ○ 
 

本省 １２時間 

（８時～２０時） 

約１０人 積算データの閲覧等 

実施組織   ○ ○ 各地方防衛局 １２時間 

（８時～２０時) 

３～１０人 

／課 

８地方防衛局、２支局 

部隊等   ○  部隊等 １２時間 

（８時～２０時) 

３～５人 

／部隊等 
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定常時 ピークの特性 

電子納品データ件数 ２０～３０件／日・全国 １２～３月に集中。 ピーク時は５０件程度／日 全国で 

約１，５００件/年 

 

 

（４） 時期・期間 

   業務の実施時期・期間 

 

 実施時期・期間 実施・提供時間 補  足 

通常期 ４月～１２月 ８：００～２０：００ 調査及び設計に係る電子納品データ 

繁忙期 １月～３月 ８：００～２０：００ 工事に係る電子納品データ 

 

（５）場所等 

 

場所名 実施体制 実施業務 所在地 補  足 

防衛本省 内局・各幕 

施設担当 

電子納品データを利用した概算要求及び維持管

理計画の策定等 

本省  

実施組織執務室 建築課、土木

課、及び設備課 

建設工事に係る調査、設計及び工事に係る完成

図書の受領、電子納品データの登録 

局 ８ 

支局３ 

 

部隊等  同上 電子納品データを利用した施設の維持管理計画

の策定等に活用 

駐屯地等  

（６）管理すべき指標 

指標の種類 指標名 計算式 単位 目標値 計測方法 計測周期 
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プロジェクト

成果目標 

利用者満足度 「満足」とした回答数／

「全有効回答数」×１００ 

％ 初年度：〇〇 

２年目以降：〇〇 

システム利用者を対

象としたアンケート 

四半期ごと

に集計 

業務効果指標 計画業務の効

率化 

システムを使った計画業務

時間／全監督業務時間 

％ 初年度：○○ 

２年目以降：○○ 

情報システムでログ

を取得 

四半期ごと

に集計 

業務実施指標 業務の実施時

間 

「短縮化できた業務数」／

「全業務数」×１００ 

％ 〇％の業務で○％

の時間短縮 

実施状況を調査 毎年 

情報システム

性能指標 

稼働率 「年間実稼働時間」／「年

間予定稼働時間」×１００ 

％ 〇％ 運用作業報告 毎月 

 

（７） 情報システム化の範囲 

    情報システムの機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）業務の継続等の方針 

 

情報システム機能 補  足 

保管登録予定 契約リスト及び発注予定データに基づき、当該年度に受容れる電子納品データの予定表を作

成し、納入状況の把握を行う。 

 

保管登録申請の受付等 受注者から提出される登録申請書を受付、保管登録予定表に必要データを入力すると共に、

審査プログラムにより電子データの適合性をチェックし、適合しない場合は修正を求め、適

合する場合は、合格・受領証を出力して、申請者に交付する。 

 

電子データ適合性審査 提出された電子データが、基準に基づいて作成されているか否かについて、審査プログラム

により審査し、審査結果を出力し、適合している場合は、合格証を出力する。 

 

電子納品データの登録 電子納品データの登録プログラムにより、データを登録する。  

電子納品データの 
検索・閲覧 

登録された電子納品データを、用途、規模、構造などのキーワードによる検索・閲覧が可能

であること。 
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定常時における年間の稼働率：９７％以上 

                    （月１日程度のメンテナンス日を確保） 

災害時等における目標復旧時間 定常時     ：１日以内 

                      大規模災害発災時：７日以内 

 

 

（９）情報セキュリティ 

 

機密性：機密性２情報 

          （行政事務で取り扱う情報のうち、秘密文書に相当する機密性は要しないが、漏えいにより、国民の権利が侵害され 

又は行政事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある情報） 

完全性：完全性１情報 

          （行政事務で取り扱う情報のうち、改ざん、誤謬又は破損により、国民の権利が侵害され、又は行政事務の的確な 

遂行に支障（軽微なものは除く）を及ぼすおそれのある情報以外の情報） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付－５ 建設工事に係る検査支援システム 
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（１） 情報システムの概要 

ア 目 的 

    電子納品データ等を利用して調査、設計、業務及び工事の完了・完成検査の、適確かつ効率的な実施に資

する。 

イ 概 要 

調査、設計及び工事等に係る完了・完成検査を的確かつ効率的に実施するため、電子システム上で、仕様

書等に基づく検査項目、検査方法及び合格基準等からなる検査計画を作成し、この検査計画に従って検査を

行い、検査結果の記録、検査報告書作成を効率的に実施するものである。 

 

（２） 業務実施の手順 

  ア 業務の範囲 

 

階層ゼロ 階層１ 処  理 情報システムの適

用対象候補 No. 名称 No. 名称 No. 処理 

１ 検査計画の作成 1-1 完成検査等全体計画の作成 1-１-１ 完成検査等全体計画の作成 〇 

  1-2 完成検査等の申請受付 1‐2‐1 完成検査等の申請受付 〇 
  

1-3 完成検査等実施計画の作成 1‐3‐1 完成検査等実施計画の作成 〇 

２ 検査の実施 2-1 完成検査等の実施 2－1－1 完成検査等の実施 〇 

３ 検査報告書の作成 3-1 完成検査報告書の作成 3－1－1 完成検査報告書の作成 〇 

  

  イ 業務フロー図 

（ア） 実施組織において、業務及び工事の発注状況、工事等の進捗状況を把握して、当該年度における完成計画等の実施計画を作成する。 

（イ） 受注者は、工事等が完成した場合には、発注者に対して完成検査の申請を行ないます。受注者はこれを受付けて、完成検査の実施日、完成検査

官等を定めて、受注者に通知する。 

（ウ） 完成検査を実施する完成検査官は、契約図書に基づき、情報システム上で、所定の書式に基づき、当該工事等の完成検査計画を作成する。 

（エ） 完成検査は、電子データによって提出された電子納品データを参照しつつ、情報システム上の完成検査計画に基づいて検査項目を確認し、検査

結果を随時入力して行う。 

検査業務支援システム 
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（オ） 完成検査の終了処理によって、完成検査報告書が形成される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ウ 業務の実施に必要な実施体制 

 

実施体制 組織概要（主な業務内容） 補  足 

実施組織 

・所掌に係る工事等の完成検査の計画～実施までを総括 

・完成検査官の指名 

・電子納品データの確認 

・完成検査の実施、完成検査報告の実施及び不具合事項等の補正等の確認等 

 

部隊等 ・完成検査等への立会  

 

 

 



71 

 

  エ 入出力情報項目及び取扱量 

 

業務処理 画面・帳票等 主な入出力・情報項目 取扱量 補  足 

完成検査等全体計画 完成検査等全体計画票 完成検査の種別（調査、設計、業務及び工事）、契約件

名、契約者、履行場所、完成予定時期、完成検査予定

日、予定検査官、検査の実施場所、等 

約１５００件 

/年 

 

完成検査等実施計画 完成検査等実施計画 契約件名、契約者、履行場所、完成日、完成検査実施

日、完成検査官、検査項目、合格基準、検査方法等 

約１５００件 

/年 

 

完成検査等報告書 完成検査報告書 契約件名、契約者、履行場所、完成日、完成検査実施

日、完成検査官、検査項目、合格基準、検査方法等、確

認状況、評価、総合判定、補正事項等 

約１５００件 

/年 

 

 

 

 

（３）規模 

  ア サービスの利用者数 

 

 

 

 

 

イ サー

ビス の処

理件 数 

 

項  目 
処理件数 

補  足 
定常時 ピークの特性 

利用者 

利用者の種類 
主な 

利用拠点 

主な 

利用時間帯 
利用者数 補  足 サービス 

利用者 

情報システム

の利用者 

実施組織    ○ 各地方防衛局 １２時間 

（８時～２０時) 

３～１０人 

／課 程度 

８地方防衛局、２支局 
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完成検査等の実施 ２０～３０件／日・全国 １２～３月に集中。 ピーク時は５０件程度／日 全国で 

約１，５００件/年 

 

 

（５） 時期・期間 

   業務の実施時期・期間 

 

 実施時期・期間 実施・提供時間 補  足 

通常期 ４月～１２月 ８：００～２０：００ 調査及び設計に係る完成検査 

繁忙期 １月～３月 ８：００～２０：００ 工事に係る完成検査 

 

（６）場所等 

 

場所名 実施体制 実施業務 所在地 補  足 

実施組織執務室 建築課、土木

課、及び設備課 

完成検査全体計画及び実施計画の作成、調査及

び設計業務の完成検査、完成検査報告書の作成

等 

局 ８ 

支局３ 

 

部隊等  同上 工事の完成検査の実施 駐屯地等  

 

 

（７）管理すべき指標 

 

指標の種類 指標名 計算式 単位 目標値 計測方法 計測周期 
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プロジェクト

成果目標 

利用者満足度 「満足」とした回答数／

「全有効回答数」×１００ 

％ 初年度：〇〇 

２年目以降：〇〇 

システム利用者を対

象としたアンケート 

四半期ごと

に集計 

業務効果指標 検査業務の効

率化 

システムを使った検査業務

時間／全検査業務時間 

％ 初年度：○○ 

２年目以降：○○ 

情報システムでログ

を取得 

四半期ごと

に集計 

業務実施指標 業務の実施時

間 

「短縮化できた業務数」／

「全業務数」×１００ 

％ 〇％の業務で○％

の時間短縮 

実施状況を調査 毎年 

情報システム

性能指標 

稼働率 「年間実稼働時間」／「年

間予定稼働時間」×１００ 

％ 〇％ 運用作業報告 毎月 

 

（８）情報システム化の範囲 

    情報システムの機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            （つづく） 

 

情報システム機能 補  足 

完成検査報告書の作成  完成検査の実施の際の入力情報に基づき、完成検査報告書を自動生成する。但し、添付図

面、添付写真等は手動により添付すると共に、必要な修正が出来るよう措置する。 

 

情報システム機能 補  足 

完成検査等全体計画の作
成 

契約データ及び発注予定のデータ等と連接して、当該年度に実施する完成検査等の一覧を生

成し、完成検査予定日、予定検査官等を随時入力して、作成する。 

 

完成検査実施計画の作成 情報システム上の所定の書式に入力して作成する。検査項目、合格基準及び検査方法等につ

いては、共通仕様書のデータ等と連接して、参照しながら項目等を選択して入力できる。 

 

完成検査の実施 完成検査の実施において、完成図書の確認は電子納品データにより行なうものとし、ＰＣ画

面から同データを閲覧できるよう措置する。完成検査実施計画のデータを表示して、順次、

完成図書を確認して検査を行なう。現場での検査は、ＰＣ画面に設計データを表示して確認

し、確認結果は、写真撮影して保存記録する。 
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（９）業務の継続等の方針 

 

定常時における年間の稼働率：９７％以上 

                    （月１日程度のメンテナンス日を確保） 

災害時等における目標復旧時間 定常時     ：１日以内 

                      大規模災害発災時：７日以内 

 

 

 

 

（１０）情報セキュリティ 

 

機密性：機密性２情報 

          （行政事務で取り扱う情報のうち、秘密文書に相当する機密性は要しないが、漏えいにより、国民の権利が侵害され 

又は行政事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある情報） 

完全性：完全性１情報 

          （行政事務で取り扱う情報のうち、改ざん、誤謬又は破損により、国民の権利が侵害され、又は行政事務の的確な 

遂行に支障（軽微なものは除く）を及ぼすおそれのある情報以外の情報） 

 

 

 

 

 

 

施設の維持管理支援システム 
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付－６ 施設の維持管理支援システム 

（１） 情報システムの概要 

ア 目 的 

情報システム上で、防衛施設の建設、維持、改修及び更新等のライフサイクルにおける各種情報を一 

元的に収集、保管・管理することによって、施設の適切な管理並びに改修及び更新等の計画的な実施に

資する。 

イ 概 要 

情報システム上で、建設時の資料等を参照するなどして、施設管理台帳を作成し、この台帳に登録さ

れている施設及び設備等の点検、利用及び維持補修等の履歴を記録し、これらのデータ等により、施設の維持補修基準又は改修・更新基準等に基づき、

施設の改修・更新計画等を策定するものとする。 

 

（２）業務の実施手順 

  ア 業務の範囲 

                                                           （その１） 

階層ゼロ 階層１ 処  理 情報システムの

適用対象候補 No. 名称 No. 名称 No. 処理 

1 施設管理台帳への登録 1‐1 施設情報の登録 1‐1‐1 既存施設情報の登録 〇 
    

1－1－2 新設施設情報の登録 〇 
    

1‐1‐3 施設・設備の更新情報の登録 〇 

２ 施設の維持管理計画の作成 2‐1 施設の点検計画 2‐1‐1 施設の点検計画登録 〇 
  

2‐2 施設の維持補修計画 2‐2‐1 施設の維持補修計画登録 〇 

３ 施設の利用状況の記録 3－1 施設の利用状況 3‐1‐1 建物等の使用状況の登録 〇 
    

3‐1‐2 主要設備の稼働状況登録 〇 

                                                            （その２） 

階層ゼロ 階層１ 処  理 情報システムの
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No. 名称 No. 名称 No. 処理 適用対象候補 

４ 施設の点検結果の記録 4‐1 建物等の点検結果 4‐1‐1 建物等の点検結果登録 〇 
  

4‐2 主要構造物の点検結果 4‐2‐1 主要構造物の点検結果登録 〇 
  

4‐3 主要設備の点検結果 4‐3‐1 主要設備の点検結果登録 〇 

５ 施設維持補修状況の記録 5‐1 施設の維持補修状況 5‐1‐1 施設の維持補修状況登録 〇 

６ 改修及び更新施設のリスト

作成 

6‐1 施設の改修・更新計画 6‐1‐1 施設の改修・更新計画登録 〇 

 

  イ 業務フロー図 

（ア） 既存施設については、部隊担当者が、新設施設については、

地方防衛局の担当者が、情報システム上の施設台帳に施設名

称、建設年月、用途、主要構造、主要設備、使用部隊等の必

要事項を入力し、登録します。 

（イ） 部隊等は、情報システム上にて、施設台帳に記載された施設

について、維持管理基準等を参照して、施設の利用状況、建

物等の点検、主要構造物の点検、主要設備の点検等の計画を

立案する。 

（ウ） 部隊等は、情報システム上にて、施設台帳に記載された施設

について、維持管理基準及び施設の点検結果を参照して、施

設の維持補修計画を立案する。 

（エ） （イ）（ウ）の利用状況及び点検結果及び維持補修の実績を

入力する。 

（オ） 施設の経年数、運転時間、施設の維持補修に係る点検結果、

及び維持補修の実績等と施設の改修更新基準に基づき、施設

の改修・更新計画を立案する。 

  ウ 業務の実施体制 
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実施体制 組織概要（主な業務内容） 補  足 

防衛省本省 
・施設情報の登録状況、維持管理基準等に基づく施設の点検及び維持補修等の計画・実施のモニタリング 

・施設の経年数、維持補修等の状況を踏まえた施設の改修・更新等の計画の統括 

 

部隊等 

・既存建物及び設備等の施設台帳への登録 

・施設維持管理基準等に基づき、施設管理台帳に登録されている施設及び設備の点検及び維持補修計画を

立案し、実施結果を記録 

・施設の利用状況及び設備の稼働状況を調査して記録 

・施設の経年数、点検結果及び維持補修実績等のデータに基づき、施設の改修・更新計画を作成し、上級

部隊に上申 

 

地方防衛局 ・施設の新設及び改修・更新時の施設に関する必要情報を施設台帳として登録する。 
 

 

  エ 入出力情報項目及び取扱量 

 

業務処理 画面・帳票等 主な入出力・情報項目 取扱量 補  足 

施設台帳 施設台帳 建物、主要設備、主要構造物等の建設年度、用途、規

模・構造、使用部隊、供給先等 

各駐屯地等の施設

数 

 

施設細目 各施設の維持管理項目に関する情報。建物：外壁、屋

上、仕上げ、建具等、設備：能力、メーカー、型式等 

同上 
 

施設の維持管理

計画 

施設の維持管理計画 当該年度又は計画期間内に点検及び補修を要する施設・

設備をリストアップし、具体的な点検等の実施時期、経

費、点検方法等 

同上 
 

施設の利用状況 施設の利用状況 各建物の使用部隊、各室の用途、それらの変更時期等を

記録、また主要設備の稼働時間、処理効果など 

同上 
 

                                                             （つづく） 

業務処理 画面・帳票等 主な入出力・情報項目 取扱量 補  足 
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施設の点検結果 施設の点検結果 建物、主要構造物及び設備の点検結果を記録するもの

で、実施日、担当者、点検項目ごとの点検結果 

同上 
 

施設の維持補修

状況 

施設の維持補修状況 補修工事の実施日、補修内容、補修方法、補修材料、補

修理由など 

同上 
 

施設の改修・補

修計画 

施設の改修・補修計画 経年数、点検結果及び補修実績等を踏まえて対象となる

施設又は設備の改修又は更新が必要となる理由、改修等

の内容、実施予定年月、必要経費等 

同上 
 

 

 

（３） 規模 

  ア サービスの利用者数 
 

利用者 

利用者の種類 

主な利用拠点 主な利用時間帯 利用者数 補  足 サービス 

利用者 

情報システム

の利用者 

本省 
 

○ 本省 １２時間 

（８時～２０時） 

約１０人 
 

部隊 
 

○ 部隊等 １２時間 

（８時～２０時) 

３～１０人 

／部隊等 

陸海空併せて約３００ 

駐屯地等 

地方防衛局 
 

○ 各地方防衛局 １２時間 

（８時～２０時) 

約１０人 

／防衛局 

 

 

 

 

 

  イ サービスの処理件数 
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項  目 
処理件数 

補  足 
定常時 ピークの特性 

施設情報の登録 ３０～５０件／日・全国 １～４月に集中。ピーク時は３００件程度／日 
 

施設台帳の閲覧及び検索 １０～２０件／日 １～３月にピーク。ピーク時は１００件程度／日 
 

施設維持管理計画の作成 １０～２０件／日 １～３月にピーク。ピーク時は１００件程度／日 
 

利用状況の記録 １０～２０件／日 ３～５年に 1回。１～３月のピーク時は 50件／日程度 
 

点検結果の記録 ２００件／日程度 ピーク時は、５００件／日程度 
 

維持補修結果の記録 １０～２０件／日程度 ピークの特性はない。 
 

施設の改修・更新計画 １０～２０件／日 １～３月にピーク。ピーク時は１００件程度／日 
 

     ＊処理件数は、実数ではなく、システム構築のための目安として想定した数量です。 

 

 

（４） 時期・時間 

   業務の実施時期・時間 

 

 実施時期・期間 実施・提供時間 補  足 

通常期 ４月～１２月 ８：００～２０：００ 点検記録、維持補修の記録 

繁忙期 １月～３月 ８：００～２０：００ 
施設情報の登録、維持管理計画の作

成、改修・更新計画の作成等 

 

 

 

（５）場所等 
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場所名 実施体制 実施業務 所在地 補  足 

本省執務室 管理組織 施設情報の登録、点検結果及び維持補修結果の記録等

のモニタリング。登録・記録情報に基づく施設の改

修・更新計画作成の集計等 

東京都 
 

地方防衛局執務室 実施組織 施設建設及び施設の改修・更新に係る情報を登録 局 ８ 

支局３ 

 

部隊等 実施組織 既存施設の施設情報の登録。施設台帳に基づく施設の

点検及び維持補修に係る維持管理計画の作成・実施

し、その結果を記録。登録・記録されたデータに基づ

き、改修・更新計画を作成 

陸海空併せて約 300施設 
 

 

（６）管理すべき指標 

 

指標の種類 指標名 計算式 単位 目標値 計測方法 計測周期 

プロジェクト

成果目標 

利用者満足度 「満足」とした回答数／「全

有効回答数」×１００ 

％ 初年度：〇〇 

２年目以降：〇〇 

システム利用者を対

象としたアンケート 

四半期ごと

に集計 

業務効果指標 施設台帳登録

比率 

「施設台帳登録施設数／全施

設数」×１００ 

％ 初年度：○○ 

２年目以降：○○ 

情報システムでログ

を取得 

四半期ごと

に集計 

業務実施指標 業務の実施時

間 

「短縮化できた業務数」／

「全業務数」×１００ 

％ 〇％の業務で○％

の時間短縮 

実施状況を調査 毎年 

情報システム

性能指標 

稼働率 「年間実稼働時間」／「年間

予定稼働時間」×１００ 

％ 〇％ 運用作業報告 毎月 

 

 

（７） 情報システム化の範囲 

   情報システムの機能 
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情報システム機能 補  足 

施設管理台帳

への登録 

維持管理の対象となる建物、主要構造物、設備等の台帳であり、次の機能を有するものであること。 

②  新設施設の施設情報は、電子納品データからピックアップして登録することができること。 

② 既存施設については、帳票により個別に入力できること。 

③ 台帳データとリンクして、各施設の詳細データを入力し、閲覧できると共に、点検及び維持補修等

のデータとリンクできること。 

④ 維持管理基準等に基づき、定期点検等を行う必要がある施設等はリストアップが可能であること。 

 

施設の維持管

理計画の作成 

施設の維持管理基準等に基づき、該当施設については、点検項目、点検内容、頻度、評価基準等の帳票

が自動的に生成され、これに基づき計画書も生成され、実際の実施時期等必要事項を入力して作成する

ことができること。 

 

施設の利用状

況の記録 

利用状況を調査する施設をピックアップし、施設に応じた帳票を表示し、これに従って入力することが

できること 

 

施設の点検結

果の記録 

点検を行う施設をピックアップし、施設に応じた帳票を表示して、これに従って点検結果を記録するこ

とができること。 

 

施設の維持補

修状況の記録 

維持補修を行った施設をピックアップして、施設に応じた帳票を表示し、これに従って維持補修状況を

記録することができること。 

 

施設の改修・

更新計画 

施設の経年、利用状況、点検結果、維持補修の状況等を改修等基準に照らして評価し、改修・更新が必

要な施設をピックアップして、同計画作成のデータを提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

（８）業務の継続等の方針 
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定常時における年間の稼働率：９７％以上 

                    （月１日程度のメンテナンス日を確保） 

災害時等における目標復旧時間 定常時     ：１日以内 

                      大規模災害発災時：７日以内 

 

（９）情報セキュリティ 

 

機密性：機密性２情報 

          （行政事務で取り扱う情報のうち、秘密文書に相当する機密性は要しないが、漏えいにより、国民の権利が侵害され 

又は行政事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある情報） 

完全性：完全性１情報 

          （行政事務で取り扱う情報のうち、改ざん、誤謬又は破損により、国民の権利が侵害され、又は行政事務の的確な 

遂行に支障（軽微なものは除く）を及ぼすおそれのある情報以外の情報） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付－７ 人材育成支援システム 

（１） 情報システムの概要 
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  ア 目 的 

建設系技官に対する教育計画（集合教育、ＯＪＴ教育、  

到達目標）の作成及びその実施状況、到達度評価を情報シ

ステムにより効率的に行うと共に関係者間で共有するこ

と、及び事例動画等の自主学習ライブラリーを提供するこ

となどによって、職員が計画的かつ柔軟に学べる体制を構

築し、確実な人材育成を図る。 

イ 概 要 

職員は、情報システム上で、人材育成計画に従って、自

らの教育計画（集合教育、ＯＪＴ教育及び到達目標）を作成

し、この計画に従った学習を集合研修プログラム、ＯＪＴ教

育プログラムによって支援し、到達度評価プログラムによっ

て到達度の自己評価と他者評価を支援する。更に、集合研修

の教材、課題処理等の事例集、施工ビデオ、工事写真等から

なる自主学習ライブラリーによるＷｅｂ教育などに構成する

ものとする。 

 

（２） 業務の実施手順 

  ア 業務の範囲 

                                                           （その１） 

階層ゼロ 階層１ 処  理 情報システムの

適用対象候補 No. 名称 No. 名称 No. 処理 

１ 教育計画の作成 1－1 教育計画の作成 1－1－1 教育計画の作成・申請 〇 

    1－1－2 教育計画の承認 
 

２ 集合教育プログラム 2－1 集合教育の予定作成・公表 2－1－1 集合教育の予定作成・公表 〇 

  2－2 集合教育受講の申請 2－2－1 集合教育受講の申請 〇 

                                                           （その２） 

人材育成制度のイメージ 

 

人材育成支援システム 
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階層ゼロ 階層１ 処  理 情報システムの

適用対象候補 No. 名称 No. 名称 No. 処理 

  2－3 集合教育の実施 2－3－1 集合教育の実施 
 

  2－4 集合教育の成果確認 2－4－1 集合教育の成果確認 〇 

３ ＯＪＴプログラム 3－1 ＯＪＴ受講申請 3－1－1 ＯＪＴ受講申請 〇 

  3－2 ＯＪＴ実施全体計画の作成 3－2－1 ＯＪＴ実施全体計画の作成 〇 

  3－3 ＯＪＴの実施 3－3－1 ＯＪＴ実施個別計画の作成 〇 

    3－3－2 ＯＪＴの実施  

    3－3－3 ＯＪＴ報告書の作成・報告 〇 

  3－4 ＯＪＴ成果の確認 3－4－1 ＯＪＴ成果の確認 〇 

４ 到達度評価 4－1 到達度評価 4－1－1 到達度評価 〇 

５ 自主学習プログラム 5－1 自己学習管理 5－1－1 自己学習管理 〇 

  5－2 画像資料登録 5－2－1 画像資料登録 〇 

  5－3 動画資料登録 5－3－1 動画資料登録  

  5－4 集合教育資料登録 5－4－1 集合教育資料登録  

  5－5 自己学習成果の確認 5－5－1 自己学習成果の確認  

 

  イ 業務フロー図 

（ア） 職員は、人材育成計画に基づき表示される受講する必要のある集合教育及びＯＪＴと、目標到達度を参考に、自分の教育計画を作成し申請す

る。 

（イ） 人材育成の実施組織においては、職員から申請された教育計画について、人材育成計画及び到達度評価等に基づいて審査し、職員と相談して教

育計画を確定する。 
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（ウ） 実施組織において当該年度における集合教育の計画を

公表する。 

（エ） 職員は、公表された集合教育の計画に基づき、教育計

画において受講するとした集合教育の受講を申し込

み、受講する。 

（オ） 職員は、受講後、集合教育の成果を確認するため、

Web上でのテスト、レポートの提出を行い、確認を受

ける。 

（カ） 更に、職員は自らの教育計画に基づき、人材育成計画

に示されている所定のＯＪＴの受講を申請する。 

（キ） 実施組織においては、職員から申請されたＯＪＴを確

実に実施するための全体計画を作成し、ＯＪＴの実施

を指示する。 

（ク） 職員及びＯＪＴの指導者は、情報システム上に示され

る個々のＯＪＴの計画の作成、実施、評価、修正実施

のＰＤＣＡサイクルに従いＯＪＴを実施する。 

（ケ） 職員及びＯＪＴ指導者は、情報システム上に示される

評価基準に従い、ＯＪＴの成果確認を行なう。 

（コ） 実施組織は、自己学習のアイテムとして、工事写真等

を編集して作成した画像及び動画等による研修資料、企業等から提供される技術資料（画像及び動画等）及び集合教育資料等を情報システム上

に登録する。 

（サ） 職員は、自主学習プログラムの研修資料により学習したものを、自己学習管理票に記録する。 

（シ） 職員は、定期的に情報システム上に表示される到達度評価プログラムにより、自己の到達度を評価し、教育計画に反映させるものとする。 

 

ウ 業務の実施に必要な体制 

 

実施体制 組織概要（主な業務内容） 補  足 

防衛省本省 ・職員に対する教育の実施状況及び教育効果のモニタリング 

 

                                                        （つづく） 



86 

 

  

実施体制 組織概要（主な業務内容） 補  足 

実施組織 

・人材育成計画の作成及び当該計画の情報システム化 

・集合教育及びＯＪＴの実施計画の策定 

・集合教育及びＯＪＴの実施とその成果確認 

・職員の教育（集合教育及びＯＪＴ等）履歴の管理 

・職員の到達度管理 

・職員への指導・助言 

・自己学習用教材の作成等 

 

職員 ・施設の新設及び改修・更新時の施設に関する必要情報を施設台帳として登録する。 
 

 

 

  エ 入出力情報項目及び取扱量 

業務処理 画面・帳票等 主な入出力・情報項目 取扱量 補  足 

教育計画の作成 職員職歴表 氏名、専門職、異動日、職名、昇級日、級、資格、等 150人程度 
 

 職員教育履歴表 氏名、専門職、資格、集合教育受講日、集合教育名

称、成果、OJT受講期間、OJTコース名、指導者、成

果、到達度取得日、到達度 

150人程度  

 教育計画表 氏名、専門職、既到達度、受講希望集合教育、受講希

望 OJT、目標到達度、その他の目標 

150人程度  

集合教育計画 集合教育管理表 集合教育名称、実施予定日、対象者、予定人数、実施

場所、教育のねらい、参加予定者、等 

10件程度／年  

集合教育成果の確認 
集合教育成果管理表 集合教育名称、実施日、教育項目、講師、受講者、受

講者の成果、全体評価 

30件程度 

／集合教育 

 

 

                                                            （つづく） 
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業務処理 画面・帳票等 主な入出力・情報項目 取扱量 補  足 

OJT実施全体計画 ＯＪＴ実施管理表 OJTコース名、実施期間、受講者、指導者、到達目標 

受講生の評価、取得到達度、課題、その他 

150件程度 

／年 

 

OJT個別実施計画 OJT個別管理表 OJTコース名、実施期間、受講者、指導者、対象業

務、指導のポイント、受講者の目標、成果の確認、取

得到達度 等 

150件程度 
 

到達度評価 到達度評価表 氏名、専門職、経験年数、到達度、到達度取得日 150件程度  

自主学習プログラム 自己学習教材登録票 登録日、教材名称、教材のねらい、教材提供者、学習

対象者、学習者、学習日、評価 

20件程度／年  

 自己学習管理表 氏名、学習教材名、学習日、教材の評価 150件程度  

 

（３）規 模 

  ア サービスの利用者数 
 

利用者 

利用者の種類 

主な利用拠点 主な利用時間帯 利用者数 補  足 サービス 

利用者 

情報システム

の利用者 

本 省 
 

○ 本省 １２時間 

（８時～２０時） 

５人程度 
 

人材育成実施

組織 

 
○ 本省等 １２時間 

（８時～２０時) 

５人程度 
 

職 員 ○ ○ 各地方防衛局 １２時間 

（８時～２０時) 

約１０人～１５人 

／防衛局 
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  イ サービスの処理件数 

 

項  目 
処理件数 

補  足 
定常時 ピークの特性 

教育計画の作成 ５０件／日・全国程度 ４月に作成。 
 

集合教育計画の作成 ２～３件／日程度 ピークはなし。 
 

集合教育の受講申請 ５～１０件／日程度 集合教育参加の募集期間。 
 

OJT受講申請 １０～２０件／日程度 ４月に作成。 
 

OJTの実施 １０～２０件／日程度 ピークはなし。 
 

到達度評価 １０～２０件／日程度 １～３月に作成。３月に集中 
 

自己学習管理 １０～２０件／日程度 ピークはなし。 
 

 

（４） 時期・時間 

  ア 業務の実施時期・時間 

 

 実施時期・期間 実施・提供時間 補  足 

通常期 ５月～１２月 ８：００～２０：００ 集合教育及び OJTの受講 

繁忙期 １月～４月 ８：００～２０：００ 
教育計画（全体計画、集合教育及び

OJT）の作成等 

 

 

 

 



89 

 

 

（５） 場所等 

 

場所名 実施体制 実施業務 所在地 補  足 

本省執務室 管理組織 人材育成の実施状況のモニタリング及び制度の評価 東京都 
 

本省執務室 実施組織 人材育成計画の策定、集合教育の実施、OJT計画の作

成、自主学習教材の提供、職員の到達度取得状況の把

握 等 

東京都 
 

地方防衛局及び本省

執務室 

職員 既存施設の施設情報の登録。施設台帳に基づく施設の

点検及び維持補修に係る維持管理計画の作成・実施

し、その結果を記録。登録・記録されたデータに基づ

き、改修・更新計画を作成 

地方防衛局  ８ 

地方防衛支局 ３ 

 

 

 

（６）管理すべき指標 

 

指標の種類 指標名 計算式 単位 目標値 計測方法 計測周期 

プロジェクト

成果目標 

利用者満足度 「満足」とした回答数／「全

有効回答数」×１００ 

％ 初年度：〇〇 

２年目以降：〇〇 

システム利用者を対

象としたアンケート 

四半期ごと

に集計 

業務効果指標 目標到達度達

成者比率 

「目標到達度達成者／人材育

成対象職員数」×１００ 

％ 初年度：○○ 

２年目以降：○○ 

情報システムでログ

を取得 

四半期ごと

に集計 

業務実施指標 業務の実施時

間 

「短縮化できた業務数」／

「全業務数」×１００ 

％ 〇％の業務で○％

の時間短縮 

実施状況を調査 毎年 

情報システム

性能指標 

稼働率 「年間実稼働時間」／「年間

予定稼働時間」×１００ 

％ 〇％ 運用作業報告 毎月 
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（７） 情報システム化の範囲 

  ア 情報システムの機能 

 

情報システム機能 補  足 

教育計画の作成 職員の教育計画は、職歴及び教育履歴を踏まえて作成するものとし、職員個々の教育計画の作成画面

に、職歴、教育履歴、到達度履歴などを表示し、これら履歴から人材育成計画に基づき受講する集合

教育、OJT等を選択し、更に、到達目標の取得目標等を選択し、教育計画を作成する。 

 

集合教育の管理 集合教育の予定（講座名、実施日、対象者、場所等）を Web上に表示し、受講を希望する職員は、申

込ボタンをクリックして、申込画面を表示し、氏名、所属等の情報を入力して、受講の申し込みを行

う。集合教育の実施部署では、「申込状況」のボタンをクリックして、申込状況を確認することができ

る。更に、集合教育の終了後、教育効果の確認を行う際には、受講者が「評価」のボタンをクリック

して評価画面を表示して、必要事項を入力して行う。 

 

OJTの管理 OJTの実施コースを Web上に表示し、受講を希望する職員は、希望するコースの「申込」ボタンをクリ

ックして、申込画面を表示して必要事項を入力して申し込みを行う。OJTの管理部署においては、各

OJTコースの申込状況を把握し、OJT指導者の指定等を行い、OJTの全体計画を作成する。職員全体の

OJTの実施状況の把握は、次の OJT個別管理表とリンクさせて、受講履歴、取得能力等を把握できるよ

うに措置する。 

 

OJTの個別管理

表 

OJTの管理表とリンクして、OJT個別管理表を作成する。OJT個別管理表は、職員の OJT履歴と、各

OJTの実施状況（目標、指導のポイント、指導者、実施期間等、実施後の評価など）を入力して作成す

る。 

 

到達度評価 職員の教育計画とリンクさせて、人材育成計画に基づく職員の業務処理能力の到達度を評価するもの

であり、目標到達度への達成度を５段階評価により、自己評価と、他者評価により行うもの。 

 

自己学習の管理 自己学習画面に、専門職毎の自己学習教材を表示し、教材名をクリックすることなどにより、教材が

表示され学習できる。学習した職員は、Web上で成果の確認テストを受け、合格者は受講者として記録

される。教材毎に、受講者、受講日、成果確認結果などが集計・表示される。 
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（８）業務の継続等の方針 

 

定常時における年間の稼働率：９７％以上 

                    （月１日程度のメンテナンス日を確保） 

災害時等における目標復旧時間 定常時     ：１日以内 

                      大規模災害発災時：７日以内 

 

 

（９）情報セキュリティ 

 

機密性：機密性２情報 （個人情報） 

          （行政事務で取り扱う情報のうち、秘密文書に相当する機密性は要しないが、漏えいにより、国民の権利が侵害され 

又は行政事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある情報） 

 

 

完全性：完全性１情報 

          （行政事務で取り扱う情報のうち、改ざん、誤謬又は破損により、国民の権利が侵害され、又は行政事務の的確な 

遂行に支障（軽微なものは除く）を及ぼす恐れのある情報以外の情報） 

 

 

 

 

 

 

 


