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はじめに 

 

独立行政法人日本スポーツ振興センター（以下「センター」という。）は、平成 15

年 10月 1日に、独立行政法人という法人形態としてスタートを切り、このたび、第２

期中期目標期間（５年間）の３年目が終了しました。 

 

独立行政法人制度においては、業務運営の自己責任化を図るため、国による事前関

与・統制が極力排除され、組織や財務運営について法人の自主性・自律性が発揮でき

るような仕組みとされていますが、一方では、主務省に設置された独立行政法人評価

委員会等による厳格な事後評価（外部評価）が実施されるなど、法人の業務運営の適

正化・効率化、透明性の確保を図るための仕組みが導入されています。 

 

センターにおいては、業務運営の合理化、効率化及び活性化に資するため、法人業

務全般にわたり、毎事業年度、定期的に業績評価（自己評価）を行い、その結果を踏

まえて、改革・改善に向けた取組を行っています。 

 

具体的な取組としては、「自己評価委員会」を設置し、中期計画・年度計画に定めた

事項や多岐にわたる業務運営全般の進捗状況、外部評価結果を踏まえた改善状況等に

ついて、定期的に進行管理を行うとともに、事業年度終了後、自己点検評価を行い、

今後の課題や解決の方向性等を明らかにすることにより、組織・業務運営の自主的改

革・改善に向けて積極的に取り組んできたところです。 

 

本書は、それらの取組状況を「平成 22年度自己点検評価書」として取りまとめるこ

とにより、センター全役職員が共通認識を持ち、一丸となって業務の改革・改善に向

けて取り組むための指針とするとともに、広く国民に公表することにより、センター

の業務やその活動状況について理解を深めていただくため作成したものです。 

 

なお、この取組は、独立行政法人制度の一環として行われる外部評価に資するもの

であるとともに、自主性・自律性・透明性を制度創設の理念とする独立行政法人とし

てあるべき姿であると考えることから、多くの方々のご意見、ご指摘等を踏まえ、更

に改善・充実を図りながら、今後も、継続的に実施していくこととしています。 
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Ⅰ 制度の趣旨 

自主的・自律的な法人運営を担う独立行政法人において

は、法人の組織・業務運営全般に責任を有する理事長の下、

法人の課題を迅速・的確に把握し、法人の目的及び中期目

標の達成にふさわしい明確な経営戦略を構築するための体

制整備とその運用が不可欠である。 

そのため、センターにおいては、法人内部に自己評価委

員会を設置し、毎年度、計画（ＰＬＡＮ）・実行（ＤＯ）・

評価（ＣＨＥＣＫ）・見直し（ＡＣＴＩＯＮ）というマネジ

メントサイクルの中で、中期計画・年度計画に定めた事項

の確実な実施と業務運営の改善に資するため、定期的な業

務の進行管理や業務運営全般にわたる自己点検評価の実施、

理事長等による業務改善ヒアリングの実施等を踏まえ、業

務運営上の課題・改善の方向性等を明確にし、その後の運

営あるいは次年度計画に反映させるなど、自主的・自律的

な業務運営を行うための内部管理体制を整備し、その運用

を行ってきているところである。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

センターの自己点検評価制度 

ＡＣＴＩＯＮ ＰＬＡＮ 

ＤＯ ＣＨＥＣＫ 

理 事 長 

役 員 会 

中期計画 

年度計画 

各事業部門 自己評価委員会 

自己点検評価書の最終決定 
業務実績報告書の最終決定 

業務改善ヒアリング 

履行状況の総合検証 

履行状況の把握・検証 

自己点検評価 
自己点検評価書の作成 
業務実績報告書の作成 

進行管理表の作成 

自己評価調書の取りまとめ 
業務実績報告の取りまとめ 

反 映 

定期報告（四半期ごと） 

提 出 

業務運営の改善・推進 

実 

行 

報 

告 

定
期
報
告 

中期目標 

評価結果 

総務省 

（政策評価・独立行政法人評価委員会） 

文部科学省 

    （独立行政法人評価委員会）            （大 臣） 

指示 通知 報告 

年度終了後 

通知 意見 
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役 員 会 

Ⅱ 自己点検評価体制 

独立行政法人化を機として定めた「自己評価委員会規

程」に基づき、担当理事を委員長として、各部の長等で構

成する自己評価委員会を設置し、全センターとして業務の

進行管理と自己点検評価に取り組んだ。 

なお、自己評価委員会の任務は、次のとおりである。 

① 中期計画に基づき年度計画に定めた項目の確実な実

施に資するための業務の進行管理 

② 年度計画に定めた項目の達成状況及びその他業務運

営全般についての自己点検評価 

③ 事業年度終了後、自己点検評価書及び業務実績報告

書の作成 

また、ＪＩＳＳが実施する国際競技力向上のための研

究・支援事業に係る点検評価については、理事長の諮問機

関であり、外部有識者で構成するＪＩＳＳ業績評価委員会

において、外部評価を実施した。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  自己点検評価体制 

ＪＩＳＳ業績評価委員会 

（外部評価） 

 

 

外部有識者7名 

ＪＩＳＳが行う国際競技力向

上のための研究・支援事業に

関する評価 

ＪＩＳＳ自己評価委員会 

自己評価委員会 
 

 

委員長：総務・企画調整・財務

担当理事 

委 員：各部・場長、総務課長、

主計課長、企画調整課

長、監査室主幹 

事務局：総務部企画調整課 

自己評価委員会 
作業部会 

①全業務運営の改善・推進 

②業務の履行状況の総合検証・推進 

③自己点検評価書の最終決定 

④業務実績報告書の最終決定 

①業務の進行管理 

②業務運営全般の自己点検評価 

③自己点検評価書の作成 

④業務実績報告書の作成 

①資料の収集・調査検討 

②基礎資料の取りまとめ 

 

監査室 学校安全部 
スポーツ 

振興事業部 
ＪＩＳＳ 

・ＮＴＣ 
財務部 総務部 

各事業部門 

報告 

外部
評価 
意見 

理事長の諮問機関 

国立競技場 
国立 

登山研修所 
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Ⅲ 自己点検評価の方法 

自己評価委員会は、中期計画・年度計画に定めた事項の

確実な実施及び外部評価結果等を踏まえた業務の改善に資

するため、定期的（四半期ごと）に各課の責任者から、各

事項の履行状況等について記載した進行管理表の提出を求

め、それらに基づき、進捗状況等の把握及び検証を行い、

検証結果を役員会へ報告した。 

役員会においては、定期的な報告に基づき、総合的に検

証を行うとともに、理事長等による業務改善ヒアリングを

実施（平成 22年度：平成 23年 2月～4月）し、業務運営

全般にわたる課題の抽出と更なる改善を促進した。 

また、自己評価委員会は、事業年度終了後、進行管理表

に基づく各業務の履行状況を踏まえ、年度計画等に定めた

事項の達成状況等について、自己評価を実施した。 

なお、各事業年度の業務実績に関する自己評価は、項目

別評価及び全体評価により実施し、項目別評価は、年度計

画等に定めた各項目の達成度について、次の基準に従い段

階的評定を行い、全体評価は、法人の業務全体にわたる横

断的な観点から、業務の実績について定性的に評価を行う

とともに、前年度の外部評価結果等を踏まえた対応状況等

についても、自己評価を行った。 

 

[段階的評定基準] 

Ｓ 年度計画どおり、または年度計画を上回って履行し、

かつ、特に優れた成果を上げている。 

Ａ 年度計画どおり、または年度計画を上回って履行し、

中期計画に向かって順調、または中期計画を上回るペ

ースで成果を上げている。 

Ｂ 年度計画どおりに履行しているとは言えない面もあ

るが、工夫や努力によって、中期計画を達成し得ると

判断される。 

Ｃ 年度計画を十分には履行しておらず、中期計画達成

のためには業務の改善が必要である。 

Ｆ 年度計画を履行しておらず、かつ、役員会において、

業務改善が必要と判断される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・履行状況の総合検証・推進 

役 員 会 

 

 

・年度計画に定めた事項の確実な実施 

・外部評価結果の確実な反映 

・各事項の履行状況等の報告（進行管理表の作成） 

各課の責任者 

 

 

・履行状況の把握及び検証 

自己評価委員会 

自己評価委員作業部会（取りまとめ） 

・全体評価 ：法人の業務全体にわたる横断的な観点から、業務の実績について定性的に評価 
・項目別評価：年度計画等に定めた各項目の達成度について、次の基準に従い段階的に評定 

Ｓ 年度計画どおり、または年度計画を上回って履行し、かつ、特に優れた成果を上げている。 
Ａ 年度計画どおり、または年度計画を上回って履行し、中期計画に向かって順調、または中期計画を上
回るペースで成果を上げている。 

Ｂ 年度計画どおりに履行しているとは言えない面もあるが、工夫や努力によって、中期計画を達成し得
ると判断される。 

Ｃ 年度計画を十分には履行しておらず、中期計画達成のためには業務の改善が必要である。 
Ｆ 年度計画を履行しておらず、かつ、役員会において、業務改善が必要と判断される。 

 

事業年度終了後、自己点検評価を実施 

提出 

報告 

業務改善ヒアリング 

フォローアップ 等 

自己点検評価の方法 
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自己評定総括表 
項目名 H20 H21 H22 H23 H24 

Ⅰ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 
 １ 経費の抑制 
 （１）一般管理費等の節減 Ａ Ａ Ａ   
 （２）業務運営の効率化 Ａ Ａ Ａ   
 （３）情報提供及び事務の効率化の推進 Ａ Ａ Ａ   
 ２ 組織及び定員配置の見直し Ａ Ａ Ａ   
 ３ 業務運営の点検・評価の実施 
 （１）自己点検・評価の実施 Ａ Ａ Ａ   
 （２）業務運営の改善促進 Ａ Ａ Ａ   
Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 
 １ スポーツ施設の運営・提供 
 （１）大規模スポーツ施設における稼働日数の確保 Ａ Ａ Ａ   
 （２）スポーツ施設利用者の利便性の向上 Ａ Ａ Ａ   
 （３）スポーツ施設の利活用の促進 Ａ Ａ Ａ   
 ２ 国際競技力向上のための研究・支援等 
 （１）国際競技力向上のための総合的支援 Ａ Ａ Ａ   
 （２）国際競技力向上のための研究の推進 Ａ Ａ Ａ   
 （３）スポーツ診療 Ａ Ａ Ａ   
 （４）研究・支援活動の成果及び収集情報の普及・提供 Ａ Ａ Ａ   
 （５）外部有識者による評価の実施 Ａ Ａ Ａ   
 ３ スポーツ振興のための助成 
 （A）（１）公平性・透明性の確保 Ａ Ａ Ａ   
 （A）（２）助成業務の効率化・適正化 Ａ Ａ Ａ   
 （A）（３）助成申請者の利便性の向上 Ａ Ａ Ａ   
 （B）（１）より多くの助成財源の確保 Ｓ Ａ Ａ   
 （B）（２）助成制度の趣旨の普及・浸透 Ａ Ａ Ａ   
 ４ 災害共済給付 
 （１）公正かつ適切な給付の実施 Ａ Ａ Ａ   
 （２）業務の効率化及び支所の業務等の在り方検討 Ａ Ａ Ａ   
 ５ スポーツ及び児童生徒等の健康の保持増進 
 （１）登山指導者の養成及び登山に関する情報の提供  Ａ Ａ   
 （２）スポーツの普及・施設維持管理情報の提供 Ａ Ａ Ａ   
 （３）学校安全支援業務 Ａ Ａ Ａ   
 （４）関係団体等との連携 Ａ Ａ Ａ   
Ⅲ 予算、収支計画及び資金計画 
 １ スポーツ振興投票等業務に係る経営の安定化  

Ａ Ｓ 
  

 （１）売上向上への取り組み S   
 （２）繰越欠損金の早期解消 S     
 ２ 自己収入の確保及び予算の効率的な執行 
 （１）運営費交付金以外の収入の増加等 Ａ Ａ Ａ   
 （２）競争的資金の獲得 Ａ Ａ Ａ   
 （３）予算の効率的な執行 Ａ Ａ Ａ   
 ３ 資金の運用及び管理 Ａ Ａ Ａ   
 ４ 予算 

Ａ Ａ Ａ    ５ 収支計画 
 ６ 資金計画 
Ⅳ 短期借入金の限度額 
 短期借入金の限度額 － － －   
Ⅴ 重要な財産の譲渡・担保 
 重要な財産の譲渡・担保 Ｂ Ｂ Ａ   
Ⅵ 剰余金の使途 
 剰余金の使途 － － －   
Ⅶ その他文部科学省令で定める業務運営に関する事項 
 １ 施設及び設備に関する計画 Ａ Ａ Ａ   
 ２ 人事に関する計画 
 （１）人員に関する指標 Ａ Ａ Ａ   
 （２）人材の育成等 Ａ Ａ Ａ   
 （３）研究職員の資質向上 Ａ Ａ Ａ   
 ３ 積立金の使途 Ａ Ａ Ａ   

※定性的評価及び評定理由は、自己評価調書参照 

全体評価 
全体をとおして、年度計画どおり履行し、中期計画に向かって順調に実績を上げている。 
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○業務運営の効率化に関する事項 

中期計画の各項目 
評 価 項 目 

（２２年度計画の各項目） 
事業担当部署 定性的評価及び評定理由 評定 

業務実績 
報告書 

該当ページ 

 
Ⅰ 業務運営の効率化に関する目標を達成す
るためとるべき措置 
センターの業務運営に際しては、既存事

業の徹底した見直し、効率化を進めること
とし、次の措置を講ずること等により、効
率化を図る。 

 

 
Ⅰ 業務運営の効率化に関する目標を達成す
るためとるべき措置 

 

  

  

 
１ 経費の抑制 

法人の行う業務について、次の具体的な
措置を講ずることにより経費の抑制を図
る。 

 

 
１ 経費の抑制 
 

  

  

 
（１）一般管理費等の節減 

一般管理費については、中期目標期間
の最後の事業年度において、平成１９年
度に比較して、総額で１５％以上削減し、
事業費（投票勘定・災害共済給付勘定・
免責特約勘定の各業務及び一般勘定のう
ちスポーツ振興基金業務並びに新規に追
加される業務、拡充業務分等に係る経費
を除く。）についても、中期目標期間を
通じて効率化を進めることとし、毎年度
において対前年度比１％以上の削減を図
ることを目標とする。経費の削減に当た
っては、省エネルギーやペーパーレス対
策等に関して具体の目標を設定し、その
達成に努める。 
また、総人件費については、簡素で効

率的な政府を実現するための行政改革の
推進に関する法律（平成１８年法律第４
７号）等に基づく平成１８年度からの５

 
（１）一般管理費等の節減 

一般管理費については、中期計画に基
づき、「中期目標期間の最後の事業年度
において、平成１９年度に比較して、総
額で１５％以上削減」するため、平成２
２年度においては、９％以上削減する。
事業費（投票勘定・災害共済給付勘定・
免責特約勘定の各業務及び一般勘定の
うちスポーツ振興基金業務並びに新規
に追加される業務、拡充業務分等に係る
経費を除く。）についても、効率化を進
め、対前年度比１％以上の削減を図る。 
経費の削減に当たっては、次のような

措置を講じる。 
① 省エネルギー対策等の推進 

省エネルギーや環境に配慮しつつ経
費の節減を図るため、法人内に設置し
た会議体を中心として必要な方策を検
討・実施する。 

 
財務部 
総務部 

 
一般管理費については、平成 19 年度に比較して総額で 17.6％削

減となり、目標値（９％以上削減）を上回った。 
事業費については、平成 21年度に比較して総額で 5.6％削減とな

り、目標値（１％以上削減）を上回った。 
人件費については、総人件費改革に基づいた取組みを行い、平成

17年度に比較して 10.4％削減した。 
役員の報酬等及び職員の給与水準については、水準の検証を行い、

期末勤勉手当の見直しを行う等、適正化に取り組んだ結果、事務・
技術職員の地域・学歴を勘案した指数は国家公務員と同水準となっ
た。 
給与水準見直しの検討結果の取組状況は、毎年度 6月 30日にホー

ムページにおいて公表している。 
法定外福利費のうち、国家公務員において支出されていない供花

料については、平成 22年度をもって廃止とした。 
 
以上のような取組により、年度計画を上回って履行し、中期計画

を上回るペースで実績を上げている。 
 

Ａ P.14 

○ 自己評定基準（Ｓ～Ｆの５段階評価） 
Ｓ：年度計画どおり、または年度計画を上回って履行し、かつ、特に優れた成果を上げている。（客観的基準は事前に設けず、法人の業務の特性に応じて評定を付す。） 

Ａ：年度計画どおり、または年度計画を上回って履行し、中期計画に向かって順調、または中期計画を上回るペースで実績を上げている。（年度計画の達成度が１００％以上） 
Ｂ：年度計画どおりに履行しているとは言えない面もあるが、工夫や努力によって、中期計画を達成し得ると判断される。（年度計画の達成度が７０％以上１００％未満） 
Ｃ：年度計画を十分には履行しておらず、中期計画達成のためには業務の改善が必要である。（年度計画の達成度が７０％未満） 

Ｆ：年度計画を履行しておらず、かつ、役員会において業務改善が必要と判断される。（客観的基準は事前に設けず、業務改善が必要と判断された場合に限りＦの評定を付す。） 
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年間で５％以上を基本とする削減につい
て、引き続き着実に実施するとともに、
「経済財政運営と構造改革に関する基本
方針 2006」（平成１８年７月７日閣議決
定）に基づき、人件費改革の取組を平成
２３年度まで継続することとする。 
なお、センターの給与水準は国家公務

員の水準を上回っていることから、当該
給与水準について検証を行い、給与水準
の適正化に速やかに取り組むとともに、
その検証結果や取り組み状況については
公表する。 

また、本部事務所に係る光熱給水費
について、平成２２年度においては、
平成１９年度に比較して、１％の節減
を図る。 

② ペーパーレス化の推進 
本部事務所に係る管理運営費のう

ち、コピー用紙について、在庫管理を
一元化することにより経費を節減する
とともに、文書の電子化、ペーパーレ
ス化を推進し、平成２２年度の用紙代
を平成１９年度に比較して、１％程度
削減する。 
 
また、総人件費については、簡素で効

率的な政府を実現するための行政改革
の推進に関する法律（平成１８年法律第
４７号）等に基づく平成１８年度からの
５年間で５％以上を基本とする削減に
ついて、引き続き着実に実施する。 
なお、センターの給与水準は国家公務

員の水準を上回っていることから、当該
給与水準について検証を行い、給与水準
の適正化に速やかに取り組むとともに、
その検証結果や取り組み状況について
はホームページにより公表する。 
 

 
（２）業務運営の効率化 

① 外部委託の推進・民間競争入札（包
括的業務委託）の導入 
全ての業務について外部委託が可能

かどうか検討し、外部委託を積極的に
推進する。 
特にスポーツ施設の管理・運営業務

（指導監督業務を除く。）について、
平成２１年度から民間競争入札（包括
的業務委託）を実施する。 
なお、実施に当たっては、高品質な

サービスの提供に留意するほか、実施
業務内容について検証を行い、検証結
果を踏まえた対象範囲の見直しを行
う。 

② 公共調達の適正化への取組 
調達に当たっては、原則として一般

競争入札等によることとし、企画競争
や公募を行う場合においても競争性、
透明性の確保を図る。 
平成１９年度に策定した随意契約見

直し計画の実施状況を含む入札及び契
約の適正な実施については、監事によ

 
（２）業務運営の効率化 

① 外部委託の推進・包括的業務委託の実
施 

全ての業務について外部委託が可能
かどうか検討し、外部委託を積極的に
推進する。 
特にスポーツ施設の管理・運営業務

（指導監督業務を除く。）の包括的業
務委託の実施に当たっては、高品質な
サービスの提供に留意するほか、実施
業務内容等について検証を行い、検証
結果を踏まえた対象範囲の検討を行
う。 

② 公共調達の適正化への取組 
調達に当たっては、原則として一般

競争入札等によることとし、企画競争
や公募を行う場合においても競争性、
透明性の確保を図る。 
平成２１年度に策定した随意契約見

直し計画の実施状況を含む入札及び契
約の適正な実施については、外部有識
者及び監事で構成する「契約監視委員
会」による点検・見直しを行うととも

 
総務部 
財務部 

 
外部委託の推進による業務運営の効率化を図るため、全ての業務

について外部委託が可能かどうか検討しており、定型的な業務につ
いては、引き続き外部委託を実施している。 
スポーツ施設の管理・運営業務（指導監督業務を除く。）につい

ては、包括的業務委託による高品質なサービス水準を確保したほか、
平成 24年度以降の業務委託内容の検討に着手した。 
公共調達の適正化については、「随意契約等見直し計画」の着実

な実施を図り、競争性のない随意契約の割合は、おおむね計画の水
準となった。また、その実施状況について、契約監視委員会等の厳
格なチェックを受けた。 
環境に配慮した調達については、概ねグリーン購入法に基づく方

針を達成した。 
以上のような取組により、年度計画どおり履行し、中期計画に向

かって順調に実績を上げている。 
 

Ａ P.20 
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る監査を受けるとともに、財務諸表等
に関する監査の中で会計監査人による
チェックを要請する。また、随意契約
見直し計画の取組状況をホームページ
により公表する。 
なお、環境への負荷の少ない物品等

を調達し、環境への配慮に努める。 
 

に、財務諸表等に関する監査の中で会
計監査人によるチェックを要請する。
また、随意契約見直し計画の取組状況
をホームページにより公表する。 
なお、「環境物品等の調達の推進を

図るための方針」に基づき、環境への
負荷の少ない物品等を調達し、 環境へ
の配慮に努める。 

 
 
（３）情報提供及び事務の効率化の推進 

① 情報提供の取組 
業務の透明性の確保及び国民の理解

を得る観点から、ホームページ等を活
用し、法人の情報について、積極的か
つ迅速に情報提供を行う。 

② 情報通信技術の活用 
各種事務処理について、情報通信技

術を活用することにより、迅速化、簡
素化を進め、事務の効率化を図る。 
情報通信技術の活用に当たっては、

セキュリティの確保を図るなど、適正
な運用を行う。 

 

 
（３）情報提供及び事務の効率化の推進 

① 情報提供の取組 
業務の透明性の確保及び国民の理解

を得る観点から、ホームページ等を活
用し、法人の情報について、積極的か
つ迅速に情報提供を行う。 

② 情報通信技術の活用 
各種事務処理について、本部及び各

支所を含めた広域ネットワークを利用
し、グループウェア、財務会計システ
ム、文書管理システム等情報通信技術
を活用することにより、事務の効率化
を図る。 
情報通信技術の活用に当たっては、

セキュリティの確保を図るなど、適正
な運用を行う。 

 

 
総務部 

 
情報提供の取組については、リニューアルしたホームページを活

用し、法定情報に加え、事業等に関する情報の迅速かつ積極的な情
報提供に努めた。また、広報体制の整備や、コーポレート・メッセ
ージによる法人の事業理念の周知を行った。 
情報通信技術の活用については、広域専用ネットワークを利用し、

グループウェアや財務会計・文書管理システム等を活用することに
より情報伝達の迅速化、情報の共有化を推進した。セキュリティの
確保については、関係規定に基づき、情報システムを安定的・継続
的に運用するとともに、研修等に参加し、知識の習得に努め、その
強化を図った。 
以上のような取組により、年度計画どおり履行し、中期計画に向

かって順調に実績を上げている。 

 

Ａ P.24 

 
２ 組織及び定員配置の見直し 

社会的ニーズの変化に応じて、業務執行
が効果的・効率的に行えるよう、責任と役
割分担を明確化した機能的で柔軟な組織体
制の整備及び業務内容・業務量に応じた職
員等の配置を行うとともに、事務及び事業
の効率化を進める。 

 

 
２ 組織及び定員配置の見直し 

業務執行が効果的・効率的に行えるよう、
責任と役割分担を明確化した機能的で柔軟
な組織体制の整備及び業務内容・業務量に
応じた職員等の配置を行うとともに、事務
及び事業の効率化を進める。 

 

 
総務部 

 
総務部組織の見直し、国立競技場の包括的業務委託実施に伴う人

員配置の見直しを行うなど、機能的で柔軟な組織体制及び人員配置
の整備を行った。 
以上のような取組により、年度計画どおり履行し、中期計画に向

かって順調に実績を上げている。 
 

Ａ P.26 

 
３ 業務運営の点検・評価 

全業務運営について定期的な点検・評価
を行い、その結果を業務運営の改善に反映
させる。 

 

 
３ 業務運営の点検・評価 
 

  

  

 
（１）自己点検・評価の実施 

センター内部に評価委員会を設け、定
期的に業務の進行管理を行い、毎年度、
自己評価を行う。 

 

 
（１）自己点検・評価の実施 

自己評価委員会を開催し、定期的に業
務の進行管理及び業務実績の点検・評価
を行い、業務運営の改善に資する。 

 

 
総務部 

 
中期目標・中期計画の実践に向けた法人全体における内部統制・

ガバナンスの強化として、中期計画・年度計画、役員会決定に基づ
く業務実施方針に基づく全業務運営の実施状況について、自己評価
委員会において定期的に点検・評価を行い、役員会での評価及び理
事長等による業務改善ヒアリングへの反映を行うことにより、業務
の改善・推進に努めた。 

Ａ P.27 
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また、より顧客（国民）視点等を重視した内部統制・ガバナンス
の整備に向けて、業務進行管理の強化を図った。 
以上のような取組により、年度計画どおり履行し、中期計画に向か
って順調に実績を上げている。 

 
（２）業務運営の改善促進 

業務運営全般について法人の長による
ヒアリングを実施することにより、業務
運営の改善を促進する。 
また、業務運営に関する内部統制の状

況に留意しつつ、監事による監査を実施
し、監査結果を業務運営に反映させる。 

 
（２）業務運営の改善促進 

業務運営全般について法人の長によ
るヒアリングを実施し、課題等を提起
し、業務運営の改善に資する。 
また、業務運営に関する内部統制の状

況に留意しつつ、監事による監査を実施
し、監査結果を業務運営に反映させる。 

 
総務部 
監査室 

 
中期目標・中期計画の実践に向けた法人全体における内部統制・

ガバナンスの強化として、業務運営全般における進捗状況と課題を
明確にし、自ら改革・改善を推進することを目的として、業務改善
ヒアリングの実施、その結果を踏まえた事業・業務の実施方針の役
員会決定、方針に基づく具体的取組の計画・実践及びその進行管理
等を通じて、法人の長がリーダーシップを図る体制の整備、役職員
全体での法人のミッションの共有、課題（リスク）への対応を図り、
業務運営の改善に繋げた。 
監事による監査については、年度計画や業務改善ヒアリングの実

施状況に関する業務監査、契約の適正化に関する臨時監査、支所監
査及び会計監査を行い、その結果に基づく意見書の理事長への提出
及びフォローアップを行うことで、業務運営への反映を行った。 
以上のような取組により、年度計画どおり履行し、中期計画に向

かって順調に実績を上げている。 
 

Ａ P.28 
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○国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

中期計画の各項目 
評 価 項 目 

（２２年度計画の各項目） 
事業担当部署 定性的評価及び評定理由 評定 

業務実績 
報告書 

該当ページ 

 
Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の
業務の質の向上に関する目標を達成するため
とるべき措置 
 

 
Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の
業務の質の向上に関する目標を達成するため
とるべき措置 
 

  

  

 
１ スポーツ施設の運営・提供に関する事項 

センターの大規模スポーツ施設は、「ト
ップレベルの競技者等の活動の場」である
とともに広く国民の「みるスポーツの場」
としてスポーツの振興に寄与するものであ
ることから、ナショナルスタジアムとして
高水準な施設条件を維持した上で、適切か
つ効率的な運営を図るため、次の措置を講
じる。 

 

 
１ スポーツ施設の運営・提供に関する事項 

  

  

 
（１）大規模スポーツ施設における稼働日数

の確保 
センターの大規模スポーツ施設につい

て、安全で高水準な施設条件を維持した
上で、国際的・全国的なスポーツ大会等
の開催やスポーツの利用に支障の無い範
囲において文化的行事等の利用に供する
ことにより、中期目標期間の平均で、そ
れぞれ次の稼働日数を確保する。ただし、
安全で高水準な施設条件を維持するため
に必要となる改修等の期間を除く。 
① 国立霞ヶ丘競技場 
ア 陸上競技場 

良質なスポーツターフ等施設条件
を維持するために必要な養生期間等
を考慮した上で、年間１３５日以上
の稼働日数を確保する。 

イ ラグビー場 
ラグビー専用競技場として良質なス

ポーツターフ等施設条件を維持するた
めに必要な養生期間等を考慮した上
で、年間８０日以上の稼働日数を確保
する。 

② 国立代々木競技場 
ア 第一体育館 

利用者にとって快適な施設条件を
提供するための管理等の期間を考慮
した上で、年間２２５日以上の稼働

 
（１）大規模スポーツ施設における稼働日数

の確保 
センターの大規模スポーツ施設につ

いて、安全で高水準な施設条件を維持し
た上で、国際的・全国的なスポーツ大会
等の開催やスポーツの利用に支障の無
い範囲において文化的行事等の利用に
供することにより、中期目標期間の平均
で、それぞれ次の稼働日数を確保する。
ただし、安全で高水準な施設条件を維持
するために必要となる改修等の期間を
除く。 
① 国立霞ヶ丘競技場 
ア 陸上競技場 

良質なスポーツターフ等施設条件
を維持するために必要な養生期間等
を考慮した上で、年間１３５日以上
の稼働日数を確保する。 

イ ラグビー場 
ラグビー専用競技場として良質な

スポーツターフ等施設条件を維持す
るために必要な養生期間等を考慮し
た上で、年間８０日以上の稼働日数
を確保する。 

② 国立代々木競技場 
ア 第一体育館 

利用者にとって快適な施設条件を
提供するための管理等の期間を考慮

 
国立競技場 

 
ナショナルスタジアムとして、高水準な施設条件を維持した上で、

競技者や観客に安全かつ快適な施設の提供を行い、国際的・全国的
なスポーツ大会等の開催やアマチュアスポーツ等の利用促進に努め
るとともに、スポーツの利用に支障のない範囲で、コンサート、フ
ァッションショー等のスポーツ以外の一般利用についても積極的な
利用促進を図ったことにより、陸上競技場 154 日、ラグビー場 72
日、第一体育館 287日、第二体育館 233日の稼働日数を確保した。 
陸上競技場及び第一体育館については、年度計画に定めた目標日

数を上回ることができた。 
ラグビー場及び第二体育館については、施設改修のための休業や

東日本大震災に伴うイベントの中止等により稼働日数が目標日数を
下回ったが、これらによる影響を最小限にとどめた。 
以上のような取組により、年度計画どおり履行し、中期計画に向

かって順調に実績を上げている。 
 

Ａ P.31 
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日数を確保する。 
イ 第二体育館 

利用者にとって快適な施設条件を
提供するための管理等の期間を考慮
した上で、年間３０５日以上の稼働
日数を確保する。 

 

した上で、年間２２５日以上の稼働
日数を確保する。 

イ 第二体育館 
利用者にとって快適な施設条件を

提供するための管理等の期間を考慮
した上で、年間３０５日以上の稼働
日数を確保する。 

 
 
（２）スポーツ施設利用者の利便性の向上 

① ホームページを活用した情報提供 
センターの設置するスポーツ施設の

利用情報等（利用申込、空き情報、利
用条件、イベント情報等）を一元的か
つ積極的に情報提供することにより、
スポーツ施設利用者の利便性の向上を
図る。 

② 施設利用者の利便性の向上・ニーズ
把握 
施設利用者に対するアンケート調査

等の実施により、利用者ニーズの把握
を行い、快適な利用環境を提供する。 

 

 
（２）スポーツ施設利用者の利便性の向上 

① ホームページを活用した情報提供 
センターの設置するスポーツ施設の

利用情報等（利用申込、空き情報、利
用条件、イベント情報等）を一元的か
つ積極的に情報提供することにより、
スポーツ施設利用者の利便性の向上を
図る。 

② 施設利用者の利便性の向上・ニーズ
の把握 
施設利用者に対するアンケート調査

等の実施により、利用者ニーズの把握
を行い、快適な利用環境の提供に資す
る。 

 

 
国立競技場 

 
ホームページでは、各施設で開催される各種大会・イベント等、

タイムリーな情報提供や掲載内容の充実を図り、施設利用者の利便
性の向上に努めた。また、施設利用者が利用を希望する施設へ容易
にアクセスできるよう、施設の総合案内を一元的に提供するページ
に、トレーニングセンターの利用者向けのレッスン変更案内、陸上
競技場走路開放状況及び水泳場の団体予約状況の掲載、座席図ペー
ジの充実など、施設利用者の利便性の向上を図った。 
また、快適な施設利用環境の提供に努めるため、アンケートの実

施、御意見箱の活用及び利用団体へのヒアリングにより、日常的に
利用者ニーズの把握を行い、その結果に基づく改修を行う等、サー
ビス向上が見込まれる事項について改善策を講じた。 
以上のような取組により、年度計画どおり履行し、中期計画に向

かって順調に実績を上げている。 
 

Ａ P.35 

 
（３）スポーツ施設の利活用の促進 

具体的な利用計画を策定し、国際競技
力向上のための研究・支援事業を行う際
の実験・実証の場として活用する。 
また、スポーツの利用に支障のない範

囲において、競技会以外の一般利用にも
供する。 

 

 
（３）スポーツ施設の利活用の促進 

プロジェクトの進捗状況に応じて、具
体的な利用計画を策定し、センターの大
規模スポーツ施設を国際競技力向上の
ための研究・支援事業を行う際の実験・
実証の場として活用する。 
また、スポーツの利用に支障のない範

囲において、競技会以外の一般利用にも
供する。 

 

 
国立競技場 

 
ＪＩＳＳが行う国際競技力向上のための研究・支援事業の実証の

場として、同一の設置主体が施設を有しているメリットを活かし、
サポート活動に連携協力することで、施設の有効利用を図った。 
また、スポーツの利用を第一に確保しつつ、高水準な施設条件や

施設の安全性を損なうことのないよう留意しながら、支障のない範
囲で一般利用にも供したことにより、大規模スポーツ施設において
合計 226日の利用があり、年度計画の稼働日数及び自己収入の水準
を確保する要因となった。 
以上のような取組により、年度計画どおり履行し、中期計画に向

かって順調に実績を上げている。 
 

Ａ P.37 

 
２ 国際競技力向上のための研究・支援等に
関する事項 
スポーツ振興基本計画（平成１８年９月

２１日文部科学省告示第１３５号）等に基
づく、政策目標の達成に向けて、我が国の
国際競技力向上を図るため、ＪＩＳＳにお
いては、研究・支援事業を推進するととも
に、ＮＴＣにおいては、ＪＩＳＳと連携し、
トップレベル競技者が同一の活動拠点で集
中的・継続的にトレーニングを行えるよう、
快適なトレーニング施設の提供を行う。 
実施に当たっては、次の措置を講じ、施

 
２ 国際競技力向上のための研究・支援等に 
関する事項 
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設の利用主体である財団法人日本オリンピ
ック委員会（以下「ＪＯＣ」という。）と
の緊密な連携・協力を図るため、定期的に
連絡調整の場を設けるとともに、利用者ニ
ーズを把握するため、中央競技団体（以下
「ＮＦ」という。）等に対するヒアリング
等を実施し、効果的・効率的な事業の執行
を図る。 

 
 
（１）国際競技力向上のための総合的支援 

国際競技力向上に向けた強化活動に対
し、文部科学省、ＪＯＣ及びＮＦ等と連
携し、支援内容の明確化を図り、スポー
ツ医・科学及び情報の各側面から総合的
に支援活動を実施するとともに、ＪＩＳ
Ｓ及びＮＴＣの施設・設備を活用した効
果的な支援を実施する。 
① スポーツ医・科学分野からの支援 

我が国のトップレベル競技者の競技
力向上を図るため、これまでの研究・
支援活動の成果及びＮＦの要望等を踏
まえ、支援活動内容の明確化・プロジ
ェクトの重点化を図り、スポーツ医・
科学の側面から支援する。 

② スポーツ情報分野からの支援 
国内外のスポーツ関係機関とのネッ

トワークを充実させ、国際競技力向上
に関連する各種情報の収集・分析・蓄
積・提供を行うとともに、情報関連技
術の開発応用を更に促進・普及し、国
際競技力向上のためのスポーツ情報機
能を強化するなど、スポーツ情報の側
面から支援する。 

 
（１）国際競技力向上のための総合的支援 

国際競技力向上に向けた強化活動に
対し、文部科学省、財団法人日本オリン
ピック委員会（以下「ＪＯＣ」という。）
及び中央競技団体（以下「ＮＦ」という。）
等と連携し、支援内容の明確化を図り、
スポーツ医・科学及び情報の各側面から
総合的に支援活動を実施するとともに、
国立スポーツ科学センター（以下｢ＪＩ
ＳＳ｣という。）及びナショナルトレー
ニングセンター（以下「ＮＴＣ」という。）
の施設・設備を活用した効果的な支援を
実施する。 
① スポーツ医・科学分野からの支援 
ア 競技者の総合的チェックの実施 

競技者の心身の状態を、メディカ
ル、フィットネス、メンタル及び栄
養の４つのカテゴリーからスポーツ
医・科学的な検査・測定を行い、得
られたデータを専門スタッフが評価
・診断し、国際競技力向上に有用な
データのフィードバックを行う。 

イ 医・科学サポートの実施 
これまでの研究・支援活動の成果

及びＮＦの要望等を踏まえ、ロンド
ンオリンピック競技大会をはじめと
する各種国際競技大会に向けたＮＦ
の強化活動に対し、支援活動内容の
明確化・重点化を図り、プロジェク
トチーム型の支援を行う。また、ス
ポーツ医・科学に関する各種の個別
相談、実技指導（心理、栄養、トレ
ーニング）、講習会等を行う。 

② スポーツ情報分野からの支援 
ア 国際競技力向上関連情報の収集・分
析・提供 

国内外のスポーツ政策や強化戦
略、強化拠点、及び競技力向上施策
・プログラム等の国際競技力向上に
関わる各種情報を収集し、それらを

 
ＪＩＳＳ 

 
ＪＯＣ及びＮＦのニーズを踏まえた上で、スポーツ医・科学及び

情報の各機能が統合されたＪＩＳＳの特徴を活かし、総合的な支援
活動を実施した。 
アジア夏季競技大会（2010／広州）に向けて重点的に支援を実施

した。開催期間中は、現地で 12競技種目に対して支援活動を実施す
るとともに、日本国内においても情報支援を行った。また、文部科
学省より「チーム『ニッポン』マルチサポート事業」を受託し、文
部科学省及びＪＯＣと連携し、サポート及び調査活動を実施した。
2012年ロンドンオリンピックでの設置のあり方を検討するため、広
州アジア大会において、トライアルとして「マルチサポート・ハウ
ス」を設置した。 
スポーツ医・科学分野からの支援は、アスリートチェックを実施

するとともに、ＮＦからの要望に対して、支援活動を実施した。 
スポーツ情報分野からの支援は、情報を収集・分析・提供するな

ど、関係機関との連携ネットワークを強化するとともに、ソフトウ
ェアの開発応用を促進し、実際に活用する人材育成のための講習会
等を開催した。 
トレーニング施設等の提供は、アンケート調査や協議会を通じて

ＪＯＣ及びＮＦのニーズの把握に努め、快適なトレーニング施設の
管理・運営を実施した。 
以上のような取組により、年度計画どおり履行し、中期計画に向か
って順調に実績を上げている。 

Ａ P.39 
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ＪＯＣやＮＦ、地域スポーツ医・科
学センター、大学等をはじめとする
関係機関及び関係者に提供する。 
特に、英国をはじめとした欧州各

国の情報収集は、ロンドン事務所を
積極的に活用する。 
また、これらの情報をもとに、国

際競技力向上に関わる国内外の動向
・情勢を分析し、我が国の国際競技
力向上の政策・戦略・施策等の企画
・策定への支援を行う。 

イ 国際競技力向上のための情報戦略
・連携ネットワークの強化・充実 

ＪＯＣ、ＮＦ、地域スポーツ医・
科学センター、体育系大学をはじめ
とする研究機関、及び海外のスポー
ツ関連機関等との情報戦略・連携ネ
ットワークの拡大・強化を図る。 
特に、英国をはじめとした欧州各

国の関係機関とのネットワークの構
築は、ロンドン事務所を通じて積極
的に行う。 
また、これらのネットワークを有

効に活用して、国際競技力向上のた
めのタレント発掘・育成プログラム
に関する支援、ＮＴＣ強化活動の支
援、ＮＴＣ競技別強化拠点との情報
ネットワーク化に係る支援等を行
う。 

ウ 国際競技力向上への情報関連技術
の開発応用の促進 

諸外国における競技力向上のため
のテクノロジー活用の動向を踏まえ
つつ、我が国の国際競技力向上のた
めの情報関連技術の開発応用を促進
する。競技力向上の諸活動において、
映像技術や情報通信技術、センサー
技術等の各種テクノロジーを効果的
に活用・応用するためのシステム・
ソフトウェアの開発、これらの技術
やソフトウェアを活用した競技団体
等の情報戦略活動の支援、及びこれ
らの技術・ソフトウェア等を実際の
競技現場で活用する人材の育成等を
行う。 

エ 国際競技力向上に関わる各種情報
の共有・有効活用 

ＪＩＳＳの各種事業を通して得ら
れた競技力向上に関わるさまざまな
情報やデータ、知識等をＪＩＳＳ、
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ＪＯＣ、ＮＦ、地域関係機関、大学
等の関係者が共有するとともに、こ
れらの情報の更なる有効活用を図る
ためのデータベース構築と情報管理
を行う。 

③ トレーニング施設等の提供 
快適なトレーニング施設等の提供を

行うため、施設の利用主体であるＪＯ
Ｃとの定期的な連絡調整の場を設ける
とともに、ＮＦ等に対するヒアリング
等を実施し、利用者ニーズを把握する。 

 
 
（２）国際競技力向上のための研究の推進 

国際競技力向上に向けた強化活動の現
場でＮＦ等から科学的な解明が求められ
ている課題及びＪＩＳＳが行う支援事業
の質的向上を図るために必要となる課題
を解決するため、ＪＯＣ、ＮＦ、大学及
び外部の研究者・研究機関との連携を図
り、プロジェクトチーム型の実践に資す
る研究を推進する。 

 

 
（２）国際競技力向上のための研究の推進 

ＮＦの強化現場で課題となっている
内容及びこれまでの研究・支援活動の成
果を踏まえ、１２研究課題に関するプロ
ジェクト研究を実施する（別紙１参照）。 
プロジェクト研究は、必要に応じてＪ

ＯＣ、ＮＦ、地域スポーツ医・科学セン
ター、体育系大学をはじめとする研究機
関のスタッフをメンバーに加えたプロ
ジェクトチーム体制で実施するととも
に、年度途中で早急な解決が必要となる
課題に対して対処できる体制を整えて
推進する。 

 

 
ＪＩＳＳ 

 
平成 21年度から開始した 12研究課題について、プロジェクト研

究を実施した。そのうち、2つの研究課題については、2年計画の最
終年度となっており、計画どおり終了した。 
また、プロジェクト研究は、必要に応じてＪＯＣ、ＮＦ、地域ス

ポーツ医・科学センター、体育系大学をはじめとする外部研究機関
のスタッフをメンバーに加えたプロジェクトチーム体制で実施し
た。 
さらに、内部評価の実施により、研究内容の充実、改善に努めた。 
以上のような取組により、年度計画どおり履行し、中期計画に向

かって順調に実績を上げている。 

 

Ａ P.44 

 
（３）スポーツ診療 

競技者がオリンピック競技大会をはじ
めとする国際競技大会において、良好な
コンディションで競技を行えるよう、ス
ポーツ外傷・障害、疾病に対する診療・
アスレティックリハビリテーション、心
理カウンセリングの実施及び障害等の予
防法に関する啓発等を行う。 

 

 
（３）スポーツ診療 

競技者が良好なコンディションで競
技を行えるよう、スポーツ外傷・障害、
疾病に対する診療・アスレティックリハ
ビリテーション、心理カウンセリング、
栄養相談の実施及び障害等の予防法に
関する啓発等を行う。 
また、ＪＯＣの医学サポート部会やＮ

Ｆの強化スタッフと連携して、合宿等の
練習現場や競技会を訪問し、ＮＦのメデ
ィカルスタッフ間のネットワーク構築
を図るとともに、スポーツ外傷・障害の
予防やコンディショニングについての
アドバイスを行う。 

 

 
ＪＩＳＳ 

 
競技者が良好なコンディションを維持・回復できるように、7 科

による外来診療及びアスレティックリハビリテーションを開設し、
選手の外傷・障害の治療だけでなく予防等のアドバイスを行うとと
もに、心理カウンセリング及び栄養相談を実施した。 
また、ＪＯＣ及びＮＦのメディカルスタッフとのネットワークを

構築するため、スタッフと連携し、合宿地・競技会場に出向き、傷
害予防やコンディショニングのアドバイスを行った。 
以上のような取組により、年度計画どおり履行し、中期計画に向か
って順調に実績を上げている。 

Ａ P.47 

 
（４）研究・支援活動の成果及び収集情報の

普及・提供 
研究・支援活動の成果及び収集情報に

ついては、我が国の国際競技力向上に関
する戦略上の必要性及び個人情報の保護

 
（４）研究・支援活動の成果及び収集情報の普

及・提供 
① 研究・支援活動の成果の競技現場への
提供 

国際競技力向上に有用な研究成果及

 
ＪＩＳＳ 

 
研究・支援活動の成果の競技現場への提供については、心拍変動

モニタリングが疲労の客観的評価に有用であることや、広州の食環
境について情報を提供するなど、迅速かつ的確に実施した。 
成果の普及については、国内外の専門誌への論文投稿や、学会等

での発表を通じて、積極的な普及に努めた。 

Ａ P.48 
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等に留意した情報管理システムを構築
し、適切な情報の提供を行う。 
① 研究・支援活動の成果の競技現場へ
の提供 
国際競技力向上に有用な研究成果及

び競技種目横断的に有効な支援活動の
成果については、ＮＦが行う強化活動
に活かされるよう迅速かつ的確に提供
する。 

② 研究・支援活動の成果の普及 
国内外の雑誌等への研究論文の公

表、全国的なシンポジウム・セミナー
等での発表など、研究・支援活動の成
果の普及を図るともに、ＪＯＣ及びＮ
Ｆが主催する研修会等に研究員を派遣
し、研究成果等の普及を図る。 

③ 研究・支援活動の成果及び収集情報
の提供 
研究・支援活動の成果や収集により

得られた情報のうち、一般に公開すべ
き情報については、インターネット等
情報通信技術を活用し、提供を行う。 

 

び競技種目横断的に有効な支援活動の
成果については、ＮＦが行う強化活動
に活かされるよう迅速かつ的確に提供
する。 

② 研究・支援活動の成果の普及 
ア 国内外の学術雑誌や学会誌等に研
究論文を公表する。 

イ 全国的なシンポジウム、セミナー、
学会等に研究員を積極的に派遣し、
研究成果等を発表する。 

ウ ＪＯＣ及びＮＦ等が主催するコー
チ会議、テクニカル会議、研修会等
に研究員を講師として派遣し、スポ
ーツ医・科学に関する研究成果等の
普及を図る。 

③ 研究・支援活動の成果及び収集情報の
提供 

研究・支援活動の成果や収集により
得られた情報のうち、一般に公開すべ
き情報については、ＪＩＳＳのホーム
ページ等を通じて、積極的に提供を行
う。 

 

一般に公開すべき情報については、ＪＩＳＳホームページ等によ
り、積極的な公開に努めた。 
以上のような取組により、年度計画どおり履行し、中期計画に向

かって順調に実績を上げている。 

 
（５）外部有識者による評価の実施 

外部有識者で構成する評価体制を整備
し、事業実施の事前及び事後に外部評価
を実施するとともに、評価結果や意見等
を各年度の事業に反映させるなど、効果
的・効率的に事業を実施する。 

 

 
（５）外部有識者による評価の実施 

外部有識者で構成する国立スポーツ
科学センター業績評価委員会におい
て、国際競技力向上のための研究・支
援業務実施の事前及び事後に外部評価
を実施するとともに、評価結果や意見
等を次年度の事業に反映させるなど、
効果的・効率的に事業を実施する。 

 

 
ＪＩＳＳ 

 
事業実施の事前及び事後に適切な外部評価を実施するため、外部

有識者で構成するＪＩＳＳ業績評価委員会を開催した。評価結果及
び意見等については、ＪＩＳＳ内に設置する事業部会を通じて、研
究・支援業務への反映に努めた。 
以上のような取組により、年度計画どおり履行し、中期計画に向か
って順調に実績を上げている。 

Ａ P.50 

 
３ スポーツ振興のための助成に関する事項 

スポーツ振興基金及びスポーツ振興投票
による助成の実施に当たっては、両制度創
設の趣旨及びスポーツ振興基本計画等の国
の施策を踏まえ、安定的・計画的な助成に
配慮しつつ、効果的な助成を行う。 

 

 
３ スポーツ振興のための助成に関する事項 

スポーツ振興基金及びスポーツ振興投票
による助成の実施に当たっては、両制度創
設の趣旨及びスポーツ振興基本計画等の国
の施策を踏まえ、安定的・計画的な助成に
配慮しつつ、効果的な助成を行う。 

  

  

 
（Ａ）助成業務の透明性の確保等 
 

 
（Ａ）助成業務の透明性の確保等 
 

  

  

 
（１）公平性・透明性の確保 

① スポーツ振興基金及びスポーツ振興
投票による助成の実施に当たって、助
成に係る要綱等により、基準を明確に

 
（１）公平性・透明性の確保 

① スポーツ振興基金及びスポーツ振
興投票による助成の実施に当たって、
助成に係る要綱等により、基準を明確

 
スポーツ振興事
業部 

 
あらかじめ、要綱等により基準を明確にするとともに、外部有識

者による公開の助成審査委員会の審査を踏まえ、助成金の交付を決
定した。 
なお、助成事業に係る情報について、ホームページ等において、

Ａ P.51 
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する。 
② 外部の有識者による審査委員会を設
置し、その審査を踏まえて、交付対象
の採択を行う。 

③ 助成内容・助成額・交付先及び審査
委員の氏名等をホームページ・パンフ
レットにより審査終了後速やかに公開
し、透明性の確保を図る。 

 

にする。 
② 外部の有識者による審査委員会を
設置し、その審査を踏まえて、交付対
象の採択を行う。 

③ 助成内容・助成額・交付先及び審査
委員の氏名等をホームページ・パンフ
レットにより審査終了後速やかに公
開し、透明性の確保を図る。 

 

随時公開した。 
以上のような取組により、年度計画どおり履行し、中期計画に向

かって順調に実績を上げている。 
 

 
（２）助成業務の効率化・適正化 

① 安定的・計画的な助成に資するため、
スポーツ団体等のニーズや社会的な要
請等の把握に努める。 

② 助成区分ごとに可能な限り具体的か
つ定量的に策定された達成すべき内容
や水準を示した上で、外部の有識者に
より、厳格かつ客観的な評価・分析を
実施し、評価結果を翌年度以降の助成
業務の効率化及び適正化に反映させ
る。 

③ 助成を受けたスポーツ団体等に対し
て対象事業の経理状況について調査を
行い、助成金の使途等について適切に
把握する。 

 

 
（２）助成業務の効率化・適正化 

① 安定的・計画的な助成に資するた
め、スポーツ団体等のニーズや社会的
な要請等の把握に努める。 

② 助成区分ごとに可能な限り具体的
かつ定量的に策定された達成すべき
内容や水準を示した上で、外部の有識
者により、厳格かつ客観的な評価・分
析を実施し、評価結果を翌年度以降の
助成業務の効率化及び適正化に反映
させる。 

③ 助成を受けたスポーツ団体等に対
して対象事業の経理状況について調
査を行い、助成金の使途等について適
切に把握する。 

④ 「スポーツ振興投票の収益による助
成の基本方針」（文部科学大臣決定）
に基づき、助成事業を行うこととし、
助成事業費９０億円を計画する。な
お、事業ごとのニーズを見極めなが
ら、助成対象の見直し及び対象事業の
充実等を適宜行う。（別紙２参照） 
また、複数年度にわたる事業への安

定的助成や、大規模な国際大会への支
援、国民体育大会冬季大会の対象施設
やスポーツ振興投票の対象となる試合
を実施する施設の整備等のため、助成
財源の一部を確保する。 
 

 
スポーツ振興事
業部 

 
ヒアリング及び事業実施状況調査によりスポーツ団体等のニーズ

や社会的な要請等の把握等に努めるとともに、助成区分ごとに具体
的かつ定量的に策定された達成すべき内容や水準を示した上で、外
部の有識者により、厳格かつ客観的な評価・分析を実施し、評価結
果を翌年度以降の助成業務の効率化及び適正化に反映させた。 
また、助成団体に対し、経理状況の調査を行い、適正な執行を確

認した。 
以上のような取組により、年度計画どおり履行し、中期計画に向

かって順調に実績を上げている。 

Ａ P.53 

 
（３）助成申請者の利便性の向上 

① 交付申請等事務手続きの簡素化かつ
迅速化を図るため、助成対象内容、申
請手続き、採択基準、受付窓口等をホ
ームページ等により公開する。 

② スポーツ振興に係る助成金交付申請
受付事務のオンライン化を推進し、申
請受付件数全体に占めるオンラインに
よる申請率が中期目標の期間中９０％

 
（３）助成申請者の利便性の向上 

① 交付申請等事務手続きの簡素化か
つ迅速化を図る。このため、助成対象
内容、申請手続き、採択基準、受付窓
口等をホームページ等により公開す
る。 

② スポーツ振興に係る助成金交付申
請受付事務のオンライン化を推進し、
申請受付件数全体に占めるオンライ

 
スポーツ振興事
業部 

 
助成事業に係る情報をホームページ等により公開するとともに、

スポーツ振興に係る助成金交付申請受付事務のオンライン化を推進
し、利用促進を図った。 
なお、申請受付全体に占めるオンライン申請率は 100％となった。 
以上のような取組により、年度計画どおり履行し、中期計画に向

かって順調に実績を上げている。 

Ａ P.56 
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以上の水準を維持できるよう、利用促
進を図る。 

 

ンによる申請率が９０％以上の水準
を維持できるよう、利用促進を図る。 

 
 
（Ｂ）スポーツ振興助成のための安定的な財

源の確保  
 

 
（Ｂ）スポーツ振興助成のための安定的な財

源の確保  
 

  

  

 
（１）より多くの助成財源の確保 

① スポーツ振興基金 
助成財源の安定的な確保のため、ス

ポーツ振興基金の運用基準等に基づき
安全かつ安定的な運用を行う。また、
民間からの寄付金などにより基金の増
額に努める。 

② スポーツ振興投票 
売上向上効果が期待できるあらゆる

事項に取り組んでくじの売上向上や経
費節減に努め、より多くの助成財源を
確保する。また、適切な資金運用に努
め、助成財源の維持・拡充に努める。 

 

 
（１）より多くの助成財源の確保 

① スポーツ振興基金 
助成財源の安定的な確保のため、ス

ポーツ振興基金の運用基準等に基づき
安全かつ安定的な運用を行う。また、
民間からの寄附金などにより基金の増
額に努める。 

② スポーツ振興投票 
売上向上効果が期待できるあらゆる

事項に取り組んでくじの売上向上や経
費節減に努め、スポーツ振興投票事業
準備繰入として１０４億円を計画す
る。また、適切な資金運用に努め、助
成財源の維持・拡充に努める。 

 

 
スポーツ振興事
業部 

 
○スポーツ振興基金 

スポーツ振興基金の運用基準等に基づき安全かつ安定的な運用
を行うとともに、民間からの寄附金募集により基金の増額に努め
た。 
以上の結果、年度計画の目標値以上の財源を確保した。 

○スポーツ振興投票 
くじの売上向上及び経費節減に努めた結果、年度計画の目標値

を大きく上回る約 161億円の助成財源を確保した。 
また、当面の払戻金及び運営費の支払いを考慮した資金の効率

的な管理により、助成財源の維持・拡充に努めた。 
以上のような取組により、年度計画どおり履行し、中期計画に向

かって順調に実績を上げている。 

 

Ａ P.58 

 
（２）助成制度の趣旨の普及・浸透 

① 助成を受けたスポーツ団体等に対
し、当該事業がスポーツ振興基金又は
スポーツ振興投票による助成金の交付
を受けて行われたものであることを、
各団体のホームページ、看板等に明示
することを求め、両制度の趣旨が、国
民に容易に理解され、広く社会に普及
・浸透するよう努める。 

② スポーツ振興投票制度の周知のため
の広報及びくじ販売促進のための広告
宣伝等を効果的に行い、スポーツ振興
投票制度が多くの国民の理解を得るよ
うにする。 

③ 青少年の健全育成に配慮する観点か
ら、スポーツ振興くじが適切に販売さ
れるよう、定期的な調査・販売員の研
修等を行う。 

 

 
（２）助成制度の趣旨の普及・浸透 

① 助成を受けたスポーツ団体等に対
し、当該事業がスポーツ振興基金又は
スポーツ振興投票による助成金の交
付を受けて行われたものであること
を、各団体のホームページ、看板等に
明示することを求めるとともに、助成
対象事業に伴うスポーツ用品等に
toto のロゴマーク表示の工夫を行う
など、両制度の趣旨が、国民に容易に
理解され、広く社会に普及・浸透する
よう努める。 

② スポーツ振興投票制度の周知のた
めの広報及びくじ販売促進のための
広告宣伝等を効果的に行い、スポーツ
振興投票制度が多くの国民の理解を
得るようにする。 

③ 青少年の健全育成に配慮する観点
から、スポーツ振興くじが適切に販売
されるよう、定期的な調査・販売員の
研修等を行う。 

 

 
スポーツ振興事
業部 

 
スポーツ振興基金とスポーツ振興くじの助成制度の趣旨が、国民

に容易に理解され、広く社会に普及・浸透するよう、助成を受けた
スポーツ団体等に対し、当該事業が両制度による助成金の交付を受
けて行われたものであることの明示を求めたほか、スポーツ振興投
票制度の周知のための広報及びくじ販売促進のための広告宣伝等を
行った。 
青少年の健全育成に配慮する観点から、スポーツ振興くじが適切

に販売されるよう、特約店本部説明会を全国主要 7都市で、特約店
研修会を全国主要 12都市で実施し、コンビニエンスストアについて
も周知を徹底した。 
以上のような取組により、年度計画どおり履行し、中期計画に向

かって順調に実績を上げている。 
 

Ａ P.60 

 
４ 災害共済給付事業に関する事項 

災害共済給付制度は、学校の管理下にお

 
４ 災害共済給付事業に関する事項 

災害共済給付制度の利用者へのサービス
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ける災害に関する給付を行う我が国唯一の
公的給付制度として、学校、学校の設置者
をはじめ児童生徒等の保護者に定着してい
る実情を踏まえ、さらに、請求事務手続き
の省力化等利用者へのサービス向上を図っ
ていく。 

 

向上を図るため、次の具体的措置を講じる。 
 

 
（１）公正かつ適切な給付の実施 

① 審査体制の整備・充実 
不服申し立ても含めた重要案件に対

する審査体制を充実するため、外部の
有識者で構成する審査委員会等の体制
について、さらに整備・充実を図る。 

② 災害調査の実施 
災害共済給付に関する重要案件等の

審査に当たっては、現地調査を実施す
るなど、正確な情報収集を行うことに
より公正かつ適切な給付を行う。 

 

 
（１）公正かつ適切な給付の実施 

① 審査体制の整備・充実 
ア 本部・支所を通じた審査体制の整
備・充実 
不服申し立ても含めた重要案件に

対する審査体制を充実するため、本
部においては、協議案件の迅速な処
理を行うための審査体制の整備・充
実を図るほか、支所においては、シ
ステムの更新に合わせ審査体制を整
備するとともに、審査事務の効率化
を図る。 

イ 利用者の利便性の向上 
給付の迅速化を図り、利用者の利

便性を高める。 
② 災害調査の積極的な実施 

給付の公正かつ適正な実施に資する
ものであり、また、調査で取得した情
報は、事故防止にも活用できるため「災
害調査実施要綱」に基づき災害調査を
より積極的に実施する。 

 

 
学校安全部 

 
中期計画に定める審査体制の整備・充実について、標準処理期間

を設定し、事務処理の効率化を図るなど事務の改善を図ったほか、
システム更新により、学校、学校設置者に対する入力事務の省力化
を図り利用者へのサービス向上に取り組んだ。 
また、災害調査の実施については、死亡案件すべて及び 7級以上

の障害案件、特に判断が難しい医療費請求に対して積極的に実施し、
正確な情報収集を行い公正かつ適正な給付を実施した。 
以上のような取組により、年度計画どおり履行し、中期計画に向

かって順調に実績を上げている。 

 

Ａ P.62 

 
（２）業務の効率化及び支所の業務等の在り

方検討 
① 災害共済給付オンライン請求システ
ムの利用促進 
災害共済給付オンライン請求システ

ム（以下「災害共済給付システム」と
いう。）に関して学校及び学校の設置
者に対し説明会等を実施し、請求件数
全体に占めるオンラインによる請求率
が中期目標の期間終了時までに８０％
以上の水準を維持できるようシステム
の利用促進を図る。 

② 災害共済給付システムの整備 
学校及び学校の設置者における請求

事務の省力化、給付の迅速化・効率化
を図るため、災害共済給付システムの
機能強化を行う。 

③ 業務等の在り方の検討 

 
（２）業務の効率化及び支所の業務等の在り方

検討 
支所の業務等の在り方については、学校

安全業務検討委員会やセンター内でのこ
れまでの検討結果を踏まえ、（１）の措置
に加え、次の具体的措置を講じる。 
① 災害共済給付オンライン請求シス
テム（以下「災害共済給付システム」
という。）の利用促進 
利用率が低い設置者に対して利用勧

奨を重点的に実施し、さらなる利用率
の向上に努める。 

② 災害共済給付システムの整備 
ア システムの更新 
事務の合理化と利用者の利便性の向

上等を図るため、本年度システムの更
新を行う。 
イ システム更新の周知 

 
学校安全部 

 
中期計画に定める災害共済給付システムの利用促進について

は、利用勧奨の重点的な実施を行い、新たな設置者がシステムを
導入するに至った。この結果、中期目標であるシステム利用率 80%
以上を達成した。 
災害共済給付システムの整備については、システム更新を行い

（平成 23年 1月運用開始）、学校等からの入力作業及び事務の効
率化を図った。また、新たに追加された機能等のポイントをまと
めた操作マニュアルの配布や説明会で更新の説明を行うなど、シ
ステム更新の周知を図った。 
以上のような取組により、年度計画どおり履行し、中期計画に向

かって順調に実績を上げている。 
 

Ａ P.64 
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災害共済給付業務については、さら
なる合理化に努めるとともに、オンラ
イン化の進捗状況を踏まえ、センター
内部に学校安全業務検討委員会（以下、
「検討委員会」という。）を設け、支
所の業務等の在り方について検討を行
い、中期目標期間終了時までに、所要
の結論を得る。 
 

システムの更新については、教育
委員会、養護教諭等の学校関係者へ
十分な周知を行う。 

 

 
５ スポーツ及び児童生徒等の健康の保持増
進に関する調査研究並びに資料の収集及び
提供等に関する事項 
スポーツ及び児童生徒等の健康の保持増

進に関する調査研究並びに資料の収集及び
提供等を行うため、次の事業を行う。 
なお、ニーズの把握に努め、必要に応じ

て事業の見直しを図る。 
 

 
５ スポーツ及び児童生徒等の健康の保持増
進に関する調査研究並びに資料の収集及び
提供等に関する事項 

 

  

  

 
（１）登山指導者の養成及び登山に関する情

報の提供 
大学山岳部や中高年登山の指導者等の

資質の向上を図るための研修会等を開催
する。 
また、登山に関する最新の知見や技術

等についての情報提供を行うとともに、
研修会等にも活用する。 
なお、研修会等については、十分な安

全対策を講じた上で開催する。 
研修会等の開催 

年４コース（８回以上） 
延べ４０日程度 

 

 
（１）登山指導者の養成及び登山に関する情報

の提供 
大学山岳部や中高年登山の指導者等

の資質の向上を図るための研修会等を
延べ４０日程度開催する。 
また、登山に関する最新の知見や技術

等についての情報提供を行うとともに、
研修会等にも活用する。 
なお、研修会等については、十分な安

全対策を講じた上で開催する。 
ア 大学生登山リーダー養成コース 
イ 中高年安全登山指導者等養成コー
ス 

ウ 山岳遭難救助従事者コース 
エ 研修会指導者コース 

 

 
国立登山研修所 

 
登山指導者等の資質の向上を図るため、研修会等を年４コース延

べ 48日 11回の研修会等を開催するとともに、登山に関する知見や
技術等をまとめた冊子を発行し、関係団体に配布するなど、情報提
供を行った。 
研修会の開催に当たっては、十分な安全対策を講じた上で実施し

た。 
以上のような取組により、年度計画どおり履行し、中期計画に向

かって順調に実績を上げている。 
 

Ａ P.66 

 
（２）スポーツの普及・施設維持管理情報の

提供 
スポーツの普及・振興に資するため、

国立競技場の施設を利用しながら、スポ
ーツターフの維持管理方法等、これまで
の施設管理運営から得た維持管理方法に
関する情報提供を行い、地域のスポーツ
施設等の環境整備を支援するとともに、
関係団体と連携して講習会等を開催し、
指導者養成や生涯スポーツの振興を図
る。 
講習会等の開催 年４回程度 

 
（２）スポーツの普及・施設維持管理情報の提

供 
① 施設維持管理情報の提供 

スポーツの普及・振興に資するため、
国立競技場の施設を利用しながら、ス
ポーツターフの維持管理方法等、これ
までの施設管理運営から得た維持管理
方法に関する情報提供を行うため、研
修会等を開催し、地域のスポーツ施設
等の環境整備を支援する。 

ア 主要スタジアム情報交換会 
イ スポーツターフ研修会 

 
国立競技場 

 
スポーツの普及・振興に資するため、主要スタジアムの情報交換

・討議を行うとともに、連携を強めることを目的に、主要スタジア
ム情報交換会を実施した。 
「スポーツターフ調査研究事業実施要綱」に基づき、これまでの

施設管理運営から得た維持管理方法に関する情報提供を行い、地域
のスポーツ施設等の環境整備を支援する事業を行うため、スポーツ
ターフ維持管理研修会を開催した。 
また、国立競技場の施設を利用しながら、関係団体と連携しつつ、

講習会等を開催したほか、室内水泳場を活用し、幅広い年齢層に対
応した水泳教室を開催した。 
以上のような取組により、年度計画どおり履行し、中期計画に向

かって順調に実績を上げている。 

Ａ P.67 
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 ② 施設管理指導者養成・生涯スポーツの
振興 

関係団体と連携して講習会等を開催
し、施設管理指導者養成や生涯スポー
ツの振興を図る。 

ア 水泳指導管理士養成講習会 
イ 体育施設管理士養成講習会 
ウ トレーニング指導士養成講習会 
エ 体育施設運営士養成講習会 
オ 全国体育施設研究協議大会 
カ 各種スポーツ教室 

 
 
（３）学校安全支援業務 

災害共済給付業務の実施によって得ら
れる事例の収集、分析、関連調査の実施
及び関連情報の提供など災害共済給付業
務に関連する次の業務に重点化し実施す
る。 
また、学校安全支援業務については、

センター内部に設けた検討委員会で事業
の必要性・有効性を厳格に検証した上で、
中期目標期間終了時までに各事業の在り
方について所要の結論を得る。 
① 学校災害事故防止に関する調査研究 
ア センター内部に外部の有識者を含
めた「学校災害防止調査研究委員会」
を設け、災害共済給付業務の実施を
通じて得られた学校の管理下の災害
事例を分析し、学校における特徴的
な災害について、その発生の防止方
策について調査・研究を行い、学校
やその設置者に成果の活用を働きか
け、当該災害の減少を図る。 
調査・研究の件数 

中期目標期間中５件程度 
調査・研究の成果について、発表

１年後を目途に都道府県・指定都市
教育委員会に対してアンケート調査
を行い有効性（８０％以上のプラス
の評価）を検証する。 
また、調査研究の成果について、

学校等と連携し、有効性の確認を行
う。 

イ 「災害統計調査」、「死亡・障害
事例集」を作成する。 
「災害統計調査」 隔年度作成 
「死亡・障害事例集」 毎年度作成 

ウ 災害共済給付業務において情報収
集した食中毒事例などについて、学

 
（３）学校安全支援業務 

学校安全支援業務の在り方について
は、学校安全業務検討委員会やセンター
内での検討結果を踏まえ、支所の安全支
援業務は事故情報を地域レベルで収集
・分析し、学校へ提供するなどの業務を
除き本部に原則一元化し、調査研究等を
効率的・効果的に実施する。 
① 学校災害事故防止に関する調査研
究等 
ア 調査研究 
・「学校災害防止調査研究委員会」
の第二部会において「学校給食に
おける食物アレルギーへの対応」
に関する調査研究を実施し報告書
をまとめる。また、「学校安全情
報委員会」において「学校におけ
る突然死予防」に関する調査研究
を実施し報告書をまとめる。 

・災害共済給付業務を通して得られ
た事故事例の原因を分析するとと
もに、有効な事故防止事例を収集
する調査研究に着手する。なお、
実施にあたっては学識経験者等の
協力を得て行う。 

イ 基本データの取りまとめ 
「災害統計調査」及び「死亡・障

害事例集」を作成する。 
ウ 学校給食調理場の実態調査等 

学校での食の安全を確保するた
め、学校給食調理場の実態調査等に
ついて、次のように実施する。 
・前年度に食中毒が発生した学校給
食調理場へ衛生管理専門家を５回
程度派遣し、実態調査を実施し、
拭取り検査データを含め、実態調
査報告書を作成する。 

 
学校安全部 

 
学校災害事故防止に関する調査・研究及び学校災害防止に関する

情報提供については、調査・研究報告のとりまとめ、学校給食調理
場の実態調査及び講習会等については、具体的な内容を定めて実施
し、講習会についてはプラスの評価が目標値を上回った。 
学校安全情報提供に関するホームページについては、60万件の目

標を大きく上回った。 
また、災害共済給付システムによる提供情報の充実については、

帳票出力機能の充実（6種帳票から 82種帳票）、グラフ機能の新設
（82種帳票）など利用者の利便性の向上のため統計情報提供機能の
充実を図った。 
なお、学校安全支援業務の検証については、都道府県・政令指定

都市教育委員会に学校安全支援業務及び調査研究の必要性・有効性
について、アンケート調査を実施し、すべての教育委員会から「評
価できる」とプラスの評価を得た。 
以上のような取組により、年度計画どおり履行し、中期計画に向

かって順調に実績を上げている。 
 

Ａ P.69 
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校での食の安全を確保するため学校
給食調理場の実態調査及び学校給食
用食品の細菌、ウイルス、残留農薬
等の各種検査などを行い食中毒等の
防止に努める。 
実態調査 年５回程度 
学校給食用食品等検査 

 年３００検体程度 
② 学校災害防止に関する情報提供 

学校災害防止に関する調査研究によ
って得られた研究の成果、統計情報、
実態調査結果等の情報を効果的に学校
関係者等に提供するため次の措置等を
講じる。 
ア 学校災害防止に関する調査研究の
成果や情報をセンターが主催する講
習会等を通じて普及を図る。 
講習会等の開催 年５回程度 
受講者に対して研修内容・方法等

についてのアンケート調査を実施
し、８０％以上から「有意義であっ
た」などプラスの評価を得る。 

イ 学校安全支援業務に関するホーム
ページを充実し、学校災害防止に関
する調査研究の成果、統計情報、実
態調査結果等の学校安全に関する有
益な情報を提供する。 
学校安全支援に関する情報へのアク
セス数 
中期目標期間を通じて年間６０万件
以上を目標とする。 

ウ 災害共済給付システムを改善し、
各学校がそのニーズに応じ、災害共
済給付システムを通じ自ら収集・分
析できる情報を充実する。 
システム改善後、都道府県・指定

都市教育委員会に対して統計情報の
提供内容についてアンケート調査を
行い、その有効性について８０％以
上のプラスの評価を得る。 

 
（注）廃止事業の取扱い 

学校安全研究推進事業、学校安全優良
校表彰、学校安全研究大会、学校給食に
おける学校・家庭・地域の連携推進事業、
心肺蘇生法実技講習会については委嘱期
間の終了を持って廃止する。 

 

・学校給食用食品等について、細菌
検査（１５０検体程度）、ウイル
ス検査（５０検体程度）、残留農
薬検査（１００検体程度）を行う。 

② 学校災害防止に関する情報提供 
これまでセンターが蓄積している

情報をより利用しやすい形で効果的
に提供するため、次の具体的措置を
講じる。 
ア 学校災害防止に関する講習会等
の実施 

・平成２０年度の調査研究の成果で
ある「学校給食における食中毒防
止Ｑ＆Ａ」及び学校給食調理場の
拭取り調査から得られた衛生管理
に関する情報等を提供するため、
「学校における食の安全に関する
講習会」を５回程度実施するとと
もに、受講者に対して研修内容・
方法等についてのアンケート調査
を実施し、８０％以上から「有意
義であった」などプラスの評価を
得る。 

・平成２１年度の調査研究の成果で
ある「課外指導における事故防止
対策」の最終報告及びこれまでの
調査研究の成果などの学校安全情
報を学校関係者等へ幅広く提供す
る。 

イ 学校安全支援業務に関するホー
ムページの充実 

・学校の管理下における死亡・障害
事例のデータベースをホームペー
ジで公表するなど情報内容の充実
を図ることとし、また、アクセス
数は年間６０万件以上を目標とす
る。 

ウ 災害共済給付システムを通じ収
集・分析可能な情報の充実 

・システムの更新を利用して、利用
者の利便性の向上にため統計情報
提供機能の充実を図る。 

③ 学校安全支援業務の検証 
学校安全業務検討委員会での検討

等を踏まえ、学校安全支援業務の必
要性・有効性を検証するため養護教
諭等の学校関係者又は教育委員会に
アンケートを実施する。 
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（４）関係団体等との連携 

スポーツ関係団体や都道府県教育委員
会等関係団体との連携を密にし、意見・
要望等を把握するとともに、必要に応じ
て事業を再構築する。 

 

 
（４）関係団体等との連携 

スポーツ関係団体や各支所において
都道府県教育委員会との連携を密にし、
意見・要望等を把握する。 

 

 
国立競技場 
学校安全部 

 
スポーツ関係団体については、各利用団体からの意見・要望を把

握し、必要に応じて対応した。また、それらの意見・要望を踏まえ
て主要なスタジアムの運営管理状況を調査することにより、今後の
施設の管理運営方法における課題等の把握を図った。 
都道府県教育委員会に対しては、各支所において、支所業務運営

委員会、支所連絡協議会を開催し、意見・要望等を把握し、支所業
務運営に反映した。 
以上のような取組により、年度計画どおり履行し、中期計画に向

かって順調に実績を上げている。 
 

Ａ P.72 
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○財務内容の改善に関する重要事項 

中期計画の各項目 
評 価 項 目 

（２２年度計画の各項目） 
事業担当部署 定性的評価及び評定理由 評定 

業務実績 

報告書 

該当ページ 

 
Ⅲ 予算(人件費の見積りを含む。)、収支計
画及び資金計画 

 

 
Ⅲ 予算(人件費の見積りを含む。)、収支計
画及び資金計画 

 

  

  

 
１ スポーツ振興投票等業務に係る財務内容
の健全化 
本業務の効率的な実施等による経費節減

及び売上向上などにより、スポーツ振興投
票等業務に係る財務内容の健全化を図ると
ともに、経営の安定化に向けた取組みを進
める。 
これらの取り組みにより、スポーツ振興

くじの売上げ向上等に最大限努力し、繰越
欠損金をできる限り早期に解消するととも
に、スポーツ振興に対する助成の確保に努
める。 

（１）売上向上への取り組み 
売上向上については、次をはじめとし

て売上向上効果が期待できるあらゆる事
項に取り組む。 
① スポーツ振興くじ「ＢＩＧ」のさら
なる普及によりスポーツ振興くじの新
たな購入者を獲得するとともに、これ
をほかのくじの購入者獲得や購入者の
定着等にもつながるよう取り組む。 

② 長期的・継続的な売上向上を図るた
め、新たな購入者層の獲得及び購入者
の定着を図る観点から購入者のニーズ
等を踏まえて、さらに新しいくじの検
討・開発を行う。 

③ 販売店・インターネット決済手段・
払戻場所等のさらなる充実を図りサー
ビス向上に努める。 

④ 国際試合を対象とすること、その他
の売上向上や経営安定に大きな効果が
あると考えられる事項について、効果
を適切に見積りながら、実施方法及び
必要な措置等を検討する。 

（２）繰越欠損金の早期解消 
売上向上及び経費節減に取り組み収益

を確保することにより、平成２０年、平成
２１年の２事業年度で、繰上償還を図って
長期借入金（９５億円）の返済に努め、平
成２１年度末に繰越欠損金解消の見通し

 
１ スポーツ振興投票等業務に係る経営の安
定化 

本業務の効率的な実施等による経費節
減及び売上向上などにより、スポーツ振興
投票等業務の経営の安定化に向けた取り
組みを進め、スポーツ振興くじ売上金とし
て６３０億円を計画する。 
なお、売上向上については、次のとおり、

売上向上効果が期待できる事項に取り組
む。 
① 広告・宣伝等によりスポーツ振興くじ
「ＢＩＧ」のさらなる普及に努め、スポ
ーツ振興くじの新たな購入者を獲得す
るとともに、ほかのくじの購入者獲得や
購入者の定着等にもつながるよう取り
組む。 

② 長期的・継続的な売上向上を図るた
め、新たな購入者層の獲得及び購入者の
定着を図る観点から購入者のニーズ等
を踏まえて、さらに新しいくじの検討・
開発等を継続的に行う。 

③ 販売店・インターネット決済手段・払
戻場所等のさらなる充実を図りサービ
ス向上に努める。 

④ 国際試合を対象とすること、その他の
売上向上や経営安定に大きな効果があ
ると考えられる事項について、効果を適
切に見積りながら、実施方法及び必要な
措置等の調査研究を継続する。 

⑤ スポーツ振興投票事業の販売・実施体
制などに関する基礎的なデータや第三
者の専門的な知見に基づく調査研究等
を踏まえ、平成２５年以降の実施体制の
構築に向けた準備に取り組む。 

 

 
スポーツ振興事
業部 

 
平成 22年度の売上は、「ＢＩＧ」の当せん実績等を中心とした広

告宣伝活動、インターネット販売・決済手段の拡充など、売上向上
効果が期待できる事項への取り組みなどにより、当初の売上目標額
630億円を大きく上回る約 848億円となった。これにより、平成 22
年度の収益は、当初の目標額（156 億円）を大幅に上回る約 242 億
円（国庫納付金約 81億円、スポーツ振興投票事業準備金繰入約 161
億円）を確保した。 
平成 25年以降の実施体制の在り方に関する検討の結果を踏まえ、

スポーツ振興事業部内に、第 3期準備推進室を設け、経営コンサル
ティング業者と協力しながら、平成 25年以降の実施体制の構築に向
けた準備を行った。 
なお、運営業務・契約内容等の見直しによる更なる経費の節減に

取り組むなど、より適切かつ効率的な経費の執行に努めた。 
以上のような取組により、年度計画を大きく上回って履行し、特

に優れた成果を上げている。 
 

Ｓ P.74 
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がおおむね立つようにする。 
 
２ 自己収入の確保及び予算の効率的な執行 

運営費交付金以外の収入の増加などに努
めることにより、自己収入の増加を図る。
また、適切な業務運営を行うことにより、
予算の効率的な執行を図る。 

 

 
２ 自己収入の確保及び予算の効率的な執行 
 

  

  

 
（１）運営費交付金以外の収入の増加等 

命名権の導入、近隣の類似施設の状況
を考慮しつつ施設利用料の見直し、園地
の有効活用等運営費交付金以外の自己収
入の増加を図るとともに、必要に応じ遊
休資産の処分等を行う。 
なお、職員宿舎の用途に供していた習

志野及び所沢の建物等については、平成
２０年度の売却を検討する。 

 
 

 
（１）運営費交付金以外の収入の増加等 

法人内に設置した会議体を中心として
運営費交付金以外の自己収入の増加を図
るとともに、必要に応じ遊休資産の処分
等を行う。 
なお、職員宿舎の用途に供していた習

志野及び所沢の建物等については、継続
して処分に取り組む。 
また、寄附金の受け入れ態勢を整備し、

寄附の受入れ等の増加に努める。 
 

 
財務部 

 
命名権については、西が丘サッカー場について自己収入の増加策

として、導入の検討を行い、平成 23年度中の実施に向けた準備に着
手した。 
スポーツ施設においては、設備の更新や諸室の変更に伴う利用料

金改定の実施や国立代々木競技場の園地の有効活用を図るなど、自
己収入の増加を図った。 
寄附の受入れ増加については、寄附金取扱規則に則り、受入態勢

を整備し、研究寄附金等を受け入れた。 
以上の取組みの結果、一般勘定における自己収入については、年

度計画の目標水準を確保した。 
以上のような取組により、年度計画どおり履行し、中期計画に向

かって順調に成果を上げている。 
 

Ａ P.76 

 
（２）競争的資金の獲得 

調査研究を行うに当たっては、積極的
に外部からの競争的資金を獲得する。 
また、総合科学技術会議及び文部科学

省のガイドライン等を踏まえ、研究費の
不正使用及び不正受給並びに研究上の不
正防止に取り組む。 

 

 
（２）競争的資金の獲得 

調査研究を行うに当たっては、積極的
に競争的資金等外部資金を獲得するとと
もに、研究費の不正使用及び不正受給並
びに研究上の不正防止に取り組む。 

 

 
ＪＩＳＳ 

 
調査・研究の活性化のため、積極的に競争的資金等外部資金の獲

得に努め、科学研究費補助金 19件、民間研究助成金 2件、文部科学
省委託事業として「チーム『ニッポン』マルチサポート事業」等を
受託した。 
 「国立スポーツ科学センター公的研究費の不正防止等のガイドラ
イン」（平成 19年 11月策定）に基づいて適切に会計処理を行い、
研究費の不正使用防止等に取り組んだ。 
以上のような取組により、年度計画を上回って履行し、中期計画

を上回るペースで成果を上げている。 

 

Ａ P.78 

 
（３）予算の効率的な執行 

予算の執行に当たっては、節約を行う
とともに、財務に係る情報を把握し、適
切な業務運営を行うことにより、効率的
な執行を図る。 

 

 
（３）予算の効率的な執行 

予算の執行に当たっては、節約を行う
とともに、管理会計の活用により財務情
報を把握し、適切な業務運営を行い、効
率的な執行を図る。 

 

 
財務部 

 
予算の執行に当たっては、予算執行計画の編成、収支見込みの作

成及び部門別予算執行管理といった管理会計の手法の活用により、
財務情報を把握し、効率的な執行に努めた。 
以上のような取組により、年度計画どおり履行し、中期計画に向

かって順調に成果を上げている。 
 

Ａ P.79 

 
３ 資金の運用及び管理 

専任の職（資金管理主幹）により、継続
的に金利情報等の収集及び分析を行うとと
もに、運用基準等に基づき、安全かつ安定
的な運用を図る。 

 

 
３ 資金の運用及び管理 

安全かつ安定的な資金の運用を図るた
め、資金管理主幹により、継続的に資金の
管理・運用に係る情報等の収集、分析及び
提供を行うとともに、資金管理委員会を定
期的に開催し、資金の運用状況を確認する。 
また、必要に応じて、安全な金融機関の

選択や効率的な金融商品の選択等に関する

 
財務部 

 
証券会社等から金利情報等の収集、インターネットを利用した取

引金融機関の格付け情報及び経営状況等の資料の収集・分析を行い、
安全性の確保に努めた。 
各部署における資金の運用状況の確認や資金の管理・運用に係る

情報の共有を図るため、定期的に資金管理委員会を開催し、資金運
用計画の実施状況のフォローアップ及び次年度の資金運用計画（案）
の審議等を行った。 
以上のような取組により、年度計画どおり履行し、中期計画に向

Ａ P.80 
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運用基準の見直しを行う。 
 

かって順調に成果を上げている。 
 

 
４ 期間全体に係る予算（人件費の見積りを
含む。） 

（１）総計      別表－１のとおり 
（２）投票勘定    別表－２のとおり 
（３）災害共済給付勘定別表－３のとおり 
（４）免責特約勘定  別表－４のとおり 
（５）一般勘定    別表－５のとおり 
５ 期間全体に係る収支計画 
（１）総計      別表－６のとおり 
（２）投票勘定    別表－７のとおり 
（３）災害共済給付勘定別表－８のとおり 
（４）免責特約勘定  別表－９のとおり 
（５）一般勘定    別表－10のとおり 
６ 期間全体に係る資金計画 
（１）総計      別表－11のとおり 
（２）投票勘定    別表－12のとおり 
（３）災害共済給付勘定別表－13のとおり 
（４）免責特約勘定  別表－14のとおり 
（５）一般勘定    別表－15のとおり 
 

 
４ 平成２２年度の予算（人件費の見積りを
含む。） 

（１）総計       別表－１のとおり 
（２）投票勘定     別表－２のとおり 
（３）災害共済給付勘定 別表－３のとおり 
（４）免責特約勘定   別表－４のとおり 
（５）一般勘定     別表－５のとおり 
５ 平成２２年度の収支計画 
（１）総計       別表－６のとおり 
（２）投票勘定     別表－７のとおり 
（３）災害共済給付勘定 別表－８のとおり 
（４）免責特約勘定   別表－９のとおり 
（５）一般勘定     別表－10のとおり 
６ 平成２２年度の資金計画 
（１）総計       別表－11のとおり 
（２）投票勘定     別表－12のとおり 
（３）災害共済給付勘定 別表－13のとおり 
（４）免責特約勘定   別表－14のとおり 
（５）一般勘定     別表－15のとおり 
 

 
財務部 

 
１ 予算 

投票勘定は、売上向上及び経費節減の結果、スポーツ振興投票
事業収入が計画額を大幅に上回った。 
また、ＮＴＣの運営事業は、節減に努めた結果、運営費が計画

額を大幅に下回った。 
一般管理費は、給与水準の引き下げを行い、また、固定経費の

節減に努めた結果、計画額を大幅に下回った。 
２ 収支計画 

投票勘定は、売上向上及び経費節減の結果、スポーツ振興投票
事業収入が計画額を大幅に上回った。 
受託事業は、文部科学省委託事業「チーム『ニッポン』マルチ

サポート事業」及び「ナショナルトレーニングセンター競技別強
化拠点施設高機能化事業」を受託したことにより、収支共に計画
額を大幅に上回った。 

３ 資金計画 
適正に実施した。 

以上のような取組により、法人全体としては年度計画を上回って
履行し、中期計画に向かって順調に成果を上げている。 

Ａ P.81 

 
Ⅳ 短期借入金の限度額 
 

 
Ⅳ 短期借入金の限度額 
 

  

  

 
業務運営上必要な短期借入金の限度額は、

１０億円とする。 
 

 
運営費交付金の受入れの遅延及び事故の発

生等により緊急に資金の調達が必要となった
場合は、短期借入金の限度額（１０億円）の
範囲内で借り入れを行う。 

 

 
財務部 

 
実績がなかったことから、評定は行わない。 

― P.90 

 
Ⅴ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する
計画 

 

 
Ⅴ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する
計画 

 

  

  

 
職員宿舎の用途に供していた建物、構築物

及び土地（千葉県習志野市泉町２－６－１１、
埼玉県所沢市榎町９－１０）を譲渡する。 
 

 
職員宿舎の用途に供していた建物、構築物

及び土地（千葉県習志野市泉町２－６－１１、
埼玉県所沢市榎町９－１０）を譲渡する。 
 

 
財務部 

 
改正後の独立行政法人通則法に基づく対応を的確に実施してお

り、中期計画に向かって順調に成果を上げている。 
 

Ａ P.91 

 
Ⅵ 剰余金の使途 
 

 
Ⅵ 剰余金の使途 
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決算において剰余金が生じたときは、次の

事項に充てる。 
１ スポーツ施設の保守・改修 
２ スポーツ振興基金助成事業の充実 
３ 情報通信技術関連機器の整備 
４ 人材育成、能力開発 
５ 職場環境の改善 
６ 広報、成果の発表・展示 
７ 主催事業及び調査研究事業の充実 
 

１ スポーツ施設の保守・改修 
２ スポーツ振興基金助成事業の充実 
３ 情報通信技術関連機器の整備 
４ 人材育成、能力開発 
５ 職場環境の改善 
６ 広報、成果の発表・展示 
７ 主催事業及び調査研究事業の充実 
 

 
財務部 

 
実績がなかったことから、評定は行わない。 

― P.92 
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○その他業務運営に関する重要事項 

中期計画の各項目 
評 価 項 目 

（２２年度計画の各項目） 
事業担当部署 定性的評価及び評定理由 評定 

業務実績 

報告書 

該当ページ 

 
Ⅶ その他文部科学省令で定める業務運営に
関する事項 

 

 
Ⅶ その他文部科学省令で定める業務運営に
関する事項 

 

  

 
 

 
１ 施設及び設備に関する計画 

別表－１６のとおり 
施設整備・管理の実施に当たっては、業務

実施上の必要性及び施設の老朽化が進行し
ていることにかんがみ、長期的視野に立った
整備計画を策定し、計画的に施設整備を推進
する。 
また、施設の管理運営に当たっては、維持

保全を確実に実施することにより、利用者の
安全の確保に万全を期する。 
さらに、利用者本位の立場から、利用者の

安全確保を考慮した施設の整備や改善を進
めつつ、高齢者・身体障害者等にも配慮した
施設とする。 

 

 
１ 施設及び設備に関する計画 

別表－１６のとおり 
施設整備・管理の実施に当たっては、業

務実施上の必要性及び施設の老朽化が進行
していることにかんがみ、長期的視野に立
ち策定した整備計画に基づき、計画的に施
設整備を推進する。 
また、施設の管理運営に当たっては、維

持保全を確実に実施することにより、利用
者の安全の確保に万全を期する。 
さらに、利用者本位の立場から、利用者

の安全確保を考慮した施設の整備や改善を
進めつつ、高齢者・身体障害者等にも配慮
した施設とする。 

 

 
財務部 

 
長期的視野に立って策定した施設整備計画に基づき、順次施設整

備工事を実施した。 
各施設の維持保全に当たっては、運転監視、保守点検に努め、必

要に応じて修繕を行うほか、施設管理部門を中心として日常的な点
検を行い、危険箇所の早期発見に努め、必要に応じて修繕を実施し
た。また、東日本大震災に対する応急的な措置を速やかに実施した。 
国立霞ヶ丘競技場（陸上競技場及びラグビー場）について、専門

業者による耐震調査及び耐震改修基本計画の策定、陸上競技場の応
急的耐震補強工事を実施、また国立代々木競技場については敷石の
平滑化を実施するなど、安全確保を考慮した整備、高齢者・身体障
害者等に配慮した施設整備を行った。 
以上のような取組により、年度計画どおり履行し、中期計画に向

かって順調に成果を上げている。 
 

Ａ P.93 

 
２ 人事に関する計画 
 

 
２ 人事に関する計画 
 

  
  

 
業務の実情に応じて、民間競争入札（包括的

業務委託）の実施及び執務体制の見直しを図る
ことにより、効率的な組織体制を構築する。ま
た、研修の実施により優れた人材を育成する。 
（１）人員に関する指標 

当該中期目標の期間中、業務運営の効率
化、民間競争入札（包括的業務委託）の実
施、執務体制の見直しなど効率的な組織体
制の構築を図ることにより計画的な合理
化減を行い、常勤職員数の削減を図る。 
なお、職員の採用は、任期付任用、業務

に関し高度な専門性を有する者の選考採
用について検討しつつ計画的に行う。 
（参考１） 
常勤職員数の状況 
① 期初の常勤職員数   ３６０人 
② 期末の常勤職員数の見込み 

 ３３８人 
（参考２） 
中期目標期間中の人件費総額見込み 

１４，３３１百万円 

 
（１）人員に関する指標 

業務運営の効率化、包括的業務委託の
実施、執務体制の見直しなど効率的な組
織体制の構築を図ることにより計画的
な合理化減を行い、常勤職員数の削減を
図る。 
なお、職員の採用は、任期付任用、業

務に関し高度な専門性を有する者の選
考採用について検討しつつ計画的に行
う。 

 

 
総務部 

 
業務運営の効率化、執行体制の見直しなど、効果的な組織編成や

業務量を考慮した人員配置を行い、効率的な組織体制を構築した。 
職員の採用については、非常勤職員からの職員登用制度、任期付

任用（有期雇用による任用）を推進するなど、中期計画に掲げる人
員数を考慮して計画的に実施した。 
現在、常勤職員数は 331人（平成 23年 3月 31日現在）となって

いる。 
以上のような取組により、年度計画を上回って履行し、中期計画

に向かって順調に成果を上げている 

Ａ P.95 
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ただし、上記の額は、役員報酬並びに
職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当
及び休職者給与に相当する範囲の費用
である。 
 

 
（２）人材の育成等 

① 研修の実施 
職員の能力開発及び高度な専門知識

や技術を持った人材を育成するため、職
員の能力向上に重点をおいた研修の内
容や体系の充実を図り、職員の自己研鑽
を推進する。 

② 職場環境の充実 
セクシャル・ハラスメントの防止、メ

ンタルヘルスについての管理体制の充
実を図る。 

③ 危機管理体制等の充実 
災害時等緊急時に即応可能な体制の

充実を図る。 
 

 
（２）人材の育成等 

① 研修の実施 
職員の能力開発及び高度な専門知識

や技術を持った人材を育成するため、
職員の能力向上に重点をおいた研修を
計画的に実施し、職員の自己研鑽を推
進する。 

② 職場環境の充実 
担当職員の研修派遣や有効な情報に

ついてポスターやグループウェアによ
る周知を行うなどにより、セクシャル
・ハラスメントの防止、メンタルヘル
スについての管理体制の充実を図る。 

③ 危機管理体制等の充実 
防災訓練や火災予防点検の実施、自

衛消防技術認定証等の資格取得を推進
するとともに、消防・防災関係情報や
緊急連絡名簿等を常に最新のものに更
新するなど、災害時等緊急時に即応可
能な体制の充実を図る。 
 

 
総務部 

 
研修計画に基づく職員の資質向上や内部統制に関する意識の向上

を目的とする研修会の実施を通じて、業務の効率化に関する職員の
意識向上に努めることとし、職階別研修及び全体研修等を実施し、
延べ 807人が参加した。 
職場環境の充実については、セクシャル・ハラスメント防止のた

めの相談体制の整備及び苦情相談員の資質向上のため、研修に派遣
した。また、メンタルヘルス研修や衛生委員会の開催、男女共同参
画に係る取組の推進など、職場環境の改善に取り組んだ。 
危機管理体制の充実については、法人のミッションを阻害する課

題（リスク）への対応や、幹部役職員対象のセミナー、東日本大震
災を踏まえた対応などの体制整備を行った。また、各スポーツ施設
における防災訓練による災害時等緊急時に即応可能な体制の整備
や、施設管理を行う上で必要となる防火管理者等の資格取得により、
防災対策の整備に努めた。 
以上のような取組により、年度計画どおり履行し、中期計画に向

かって順調に成果を上げている。 

Ａ P.96 

 
（３）研究職員の資質向上 

研究職員については、質の高い研究・支
援を推進するため、任期付任用制度の活
用、職の公募等により、優れた人材の確保
と資質向上を図る。 

 

 
（３）研究職員の資質向上 

研究職員については、質の高い研究・支
援を推進するため、任期付任用制度の活
用、職の公募等により、優れた人材の確保
と資質向上を図る。 

 
総務部 
ＪＩＳＳ 

 
研究等の職員については、76人の任期付任用者を雇用しており、

常時研究部門に従事する常勤職員 103人の内、約 74％が任期付任用
者となっている。 
優れた人材の確保については、募集する研究分野（職種）に関す

る専門誌に募集要項を掲出するなど、応募者拡充の方途を充実させ、
人材の確保に努めた。 
また、医科学セミナーを実施し、資質向上に努めた。 
以上のような取組により、年度計画どおり履行し、中期計画に向

かって順調に成果を上げている。 
 

Ａ P.99 

 
３ 積立金の使途 

前中期目標期間繰越積立金については、以
下の事業の財源に充てる。 

（１）災害共済給付及び免責特約に係る事業 
（２）スポーツ振興基金助成事業の充実 
（３）児童生徒等健康保持増進事業 

① 災害共済給付システムの整備 
② 児童生徒等の健康の保持増進に係る
業務の推進 

 

 
３ 積立金の使途 
（１）災害共済給付及び免責特約に係る事業 
（２）スポーツ振興基金助成事業の充実 
（３）児童生徒等健康保持増進事業 

① 災害共済給付システムの整備 
② 児童生徒等の健康の保持増進に係る
業務の推進 

 

 
財務部 

 
前中期目標期間繰越積立金については、スポーツ振興基金助成事

業、災害共済給付システムの整備、児童生徒等の健康の保持増進に
係る業務の推進の財源とし、中期計画に定めた財源として適正に使
用した。 
以上のような取組みにより、年度計画どおり履行し、中期計画に

向かって順調に成果を上げている。 
Ａ P.101 

 



 



 

 

ＪＩＳＳ外部評価結果 

 

国際競技力向上のための研究・支援業務の推進方策、計画、進捗状況及び成果について点検・評価を行うため、国立スポーツ科学センター

業績評価委員会規程（平成 15年 10月 1日制定）に基づき、外部の有識者で構成する外部評価委員会において実施事業の評価を実施した。 

 

【評価の対象事業】 

① スポーツ医・科学支援事業 

② スポーツ医・科学研究事業 

③ スポーツ診療事業 

④ スポーツ情報事業 

 

【評価基準】 

Ｓ…実施計画を十分に履行し、計画以上の成果を上げている。 

Ａ…実施計画を十分に履行し、着実に成果を上げている。 

Ｂ…実施計画をほぼ履行し、概ね成果を上げている。 

Ｃ…実施計画を十分に履行しておらず、業務の改善が必要である。 

Ｆ…実施計画を履行しておらず、抜本的な改善が必要である。 
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定本朋子/鈴木大地/高松薫/原田宗彦

改善
各種目の担当者（種目リーダー）が、サポート活動単位毎に多分野の専門スタッフからなるサポートチームを構
成し、NFからの要望に対して総合的・包括的な支援を実施した。また、NFからの要望の一部が、研究課題の対
象となる場合、JISS医・科学研究事業として取り上げ、より専門的な問題解決に取り組んだ。

効果
JISSの総合的・包括的なサポート支援、及び医・科学研究事業での取り組みの結果、NFの指導者及び選手自
らが、競技実践の中でスポーツ科学の有用性を認識した。その結果、年間を通して、日々の競技実戦の中で、
競技力向上に向けた合理的・効果的な取り組みがなされるようになった。

平野　裕一

体力測定の結果をもとにして、普段のトレーニング強度を設定するNFが増えてきており、
アスリートチェックのデータが有効活用されているという点において効果があったといえ
る。

566回

講習会：

個別指導・相談（延べ）：

トレーニング指導

＜アスリートチェック＞
2010年度に実施したアスリートチェックの実施者数は、2,004名（男子1,126名、女子878名）であり、前年度（1,689名：男子
976名、女子713名）より大幅に増加し、JISS開所以来最高の実施者数となった。
(1) NF要望チェック
　2010年度のNF要望チェック実施者数は、684名（男子384名、女子300名）であり、前年度（802名：男子462名、女子340
名）より減少した。
(2) 派遣前チェック
　2010年度は、夏季アジア競技大会（広州）、冬季ユニバーシアード競技大会（エルズルム）及び冬季アジア競技大会（ア
スタナ・アルマティ）の派遣前チェックを実施した。実施者数は、1,320名（男子742名、女子578名）であり、前年度（887名：
男子514名、女子373名）より大幅に増加した。

＜医・科学サポート＞
　2010年度は、以下の8サポート分野について①測定・分析、②啓発・研修の2つに分類して活動した。
(1)フィットネスサポート、(2)トレーニング指導、(3)栄養サポート、（4）心理サポート、（5）動作分析、（6）レース・ゲーム分
析、（7）映像技術サポート、（8）情報技術サポート
①測定・分析活動
　夏季競技11種別、冬季競技7種別から寄せられたサポート要請をもとに、それを63の活動単位に分類・整理して、それ
ぞれに責任者及び実施メンバーを配置してサポート活動を展開した。年度内にアジア大会が開催されたことから、当該競
技については可能な限りサポート内容の拡充に努めた。
②啓発・研修活動
　NFから寄せられたサポート要請をもとに、栄養、心理、トレーニング、映像技術及び情報技術等の専門スタッフの知見を
活用し、チーム対象の講習会及び選手個人対象の指導・相談を実施した。また、競技を問わず広く参加者を募集する個
人参加型の講習会及び心理・栄養・トレーニングの3分野合同の講習会などを開催した。

＜医・科学サポート＞

NFからJISSへのチェック実施申請の遅延や人数変更に柔軟に対応できるシステムの構
築が必要である。また、NFがこれまでに得られたデータをさらに活用できるようなデータ集
の作成が必要である。

35回

163回5,125回

栄養

Ａ

2．予算執行状況　（2011年4月19日までの合計）

Ａ業績評価委員会評価

S：計画を十分に履行し、計画以上の成果を上げた。　　A：計画を十分に履行し、着実に成果を上げている。　　B：計
画をほぼ履行し、概ね成果を上げている。　　C：業務の改善が必要である。　　F：抜本的な改善が必要である。

心理

19回

　　　　　　　　　　　講習会 50件 66件 132.0%

支援事業部会コメント

　　　　　　　　　　　個別指導・相談

・着実に成果が出ており、予算の執行も妥当性が高い。

業績評価委員会コメント

アスリートチェックにおける柔軟な対応システムの構築、医・科学サポートにおけるNFへのより
積極的な働きかけ、といった課題は残るものの、アスリートチェックのデータがトレーニングに
活用されるようになったこと、医・科学サポートの有用性が認識されるようになったことなどか
ら、JISSの果たすべき支援事業として計画を十分に履行し、着実に成果を上げていると評価し
た。

1,860

5．全体コメント

評価の視点 説明

1．事業実績

スポーツ医・科学支援事業（アスリートチェック、医・科学サポート）　 事業部会長 評価委員氏名

改善

効果

＜アスリートチェック＞

課題
トップ選手に対するサポート支援に加えて、ジュニア選手のサポートにも注力する必要がある。
単調な支援活動に陥ることのないよう、ＪＩＳＳスタッフは定期的に問題点を提示し、ＮＦ強化担当者か
ら「次のステップ」を引き出すような働きかけに努める必要がある。

自己評価委員会評価

収入予算（アスリートチェック）

　　　　　国外旅費交通費 8,900

課題

NFに対応する窓口を1本化することにより、NFの要望に柔軟に対応できる体制を整えるこ
とができた。また、アスリートチェックの体力測定を主要業務とする測定技術者を増員する
ことにより、精度の高い測定を実施することができた。

12回

　　　　　　　　　　　サポート活動単位 70件 63件 90.0%

1

2011年4月20日

4．評価

【総括評価票】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国立スポーツ科学センター業績評価委員会　平成22年度事後評価票

事業名

　　　　　　　　　　　サポート競技 18種別 138.5%

区分 当初予算額(A) 変更予算額(B) 執行額(C) 執行額（C）/（B）

その他

8,395（共通予算）

<医・科学サポート>

　　　　　　　　　　　派遣前チェック数 1,400件 1,320件 94.3%

114.0%

項目

500件 5,854件

　　　　　備品消耗品費

　　　　　諸謝金

　　　　　その他

　　　　　　　　　　　NF要望チェック数 600件 684件

13種別

<アスリートチェック>

　　　　　国内旅費交通費

18,719

3．数値目標に対する達成度

1,260

7,639

6,100

目標値(A)

1170.8%

2,564

2,946

15,510

545

6,427

101.4%

実績(B) 達成度（B）/（A）

8,513

支出合計

88.3%

6,000 3,921 65.4%

82.9%

43.3%

84.1%

50,772 40,842

46,750 97.8%55,771 54,564

49.9%

93.4%

67.0%

416471632

78.0%27,99235,906

4,728

80.4%

5,134

3,154

7,702

45,000

9,078

（医・科学サポート）

6,000

支出予算(アスリートチェック) 6,632 6,471 4,337

検査委託費

32,268
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業績評価委員会コメント

　事業運営では、スポーツ医・科学研究事業部会を中心として、運用上の取り決めの修正や生
じた課題の検討・解決を行いながら、適切な運営が行われていると判断できる。昨年度から開
始されたJISS内部事後評価では、各研究課題・プロジェクトの進捗状況を中心に評価を行い、
問題のあった研究に対しての対処も実施しており、良好に機能していると考えられる。研究全
体として着実に成果を上げられているが、数値目標を達成できなかった部分もある。この一つ
の原因として、マルチサポート事業拡充による業務過多の影響もあり、今後、より計画的に研
究を遂行させる必要性があると考えられる。

・スポーツ医科学研究事業は、全体としてプロジェクトを前進させてきたと推定される。個々の
研究員の研究課題の推進にも配慮して、ともに研究成果が高まるよう期待している。

【総括評価票】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国立スポーツ科学センター業績評価委員会　平成22年度事後評価票 2

事業名 スポーツ医・科学研究事業 事業部会長 髙橋　英幸 評価委員氏名 2011年4月20日定本朋子/芝山秀太郎/高松薫/村山正博

1．事業実績 5．評価
　平成22年度は、別紙・研究課題毎の評価票にある12研究課題を実施した。詳細は、個別研究課題評価票
を参照していただきたい。

　事業運営管理としては、計5回のスポーツ医・科学研究事業部会を開催して、事業運営上の課題解決のた
めの議論や事業計画の立案作業を行った。その結果として、主に以下のような改善を行った。
○共通で研究活動で必要になるソフト(Matlab)の運用形態を個別管理からネットワーク管理に変更し、全ての
研究員・職員が使いやすい環境を整備した。
○外部企業との共同研究における成果の扱い、知的財産権の管理・保護を適切に行うために、共同研究実
施要綱および職務発明規程に関する見直しを行った。
○共同研究を実施する際の活動記録を残すため、共同研究においても活動申請書を提出させることとした。
○英語論文作成等で必要となる英文校正手続きを効率的に実施できるように、研究員の立替で実施できる
こととした。
○H23年度で初めて受け入れる学術振興会特別研究員の待遇整備を行った。

　外部資金獲得としての科研費研究実績としては、前年度からの継続研究が9件、H22年度新規採択研究が
10件（採択率33.3％、新規採択10件/新規申請30件）であった。

評価の視点 説明

研究全体の
進捗状況

　12研究課題のうち、2年計画であった「トップアスリートに対する個別心理サポートの適
性診断」および「センサを利用したトレーニングアシストシステムの開発」の2件は、予定通
り本年度で終了となった。
　研究実績の評価と進捗確認のために実施したJISS内部評価結果として、来年度継続予
定の研究ではA判定が8課題、B判定が1課題、C判定が1課題であった。C判定であった研
究に関しては、内部評価委員会を交えて研究計画の見直し作業を行い、来年度計画を再
構築した。本年度で終了する研究の内部評価結果はA判定が1課題、B判定が1課題であ
り、着実に成果を上げることができた。

予算の執行
状況

　当初予算計画に加え、10月の予算修正作業を行うことにより、計画的に予算の執行を
行うことができた。特定のプロジェクトで予算が超過する可能性が発生した場合は、当該
プロジェクトが所属する研究課題内で調整を行った。全体としては、効率的な予算執行を
念頭に置いて研究を実施したため、予算をオーバーする研究もなく、適切に執行された。

数値目標の
達成状況

　強化現場への知見の提供件数や雑誌等への掲載件数は目標値には届かなかったが、
全ての項目において昨年度の実績を上回っており、着実に研究成果を増やすことができ
ている。さらに、学会・研修会等における発表件数は目標を大幅に上回っており、今後、こ
れらのデータを論文等の形にする作業が進むことが期待される。

2．実施体制
自己評価委員会評価 Ａ 業績評価委員会評価 Ａ

　スポーツ医・科学研究事業全体の運営・管理を行う場所として、スポーツ医・科学研究事業部会を設置し、
そこで、事業実施上の取り決めや解決すべき課題の検討を行った。また、JISS内部評価に関しても、スポー
ツ医・科学研究事業部会を主体として実施した。
　各研究課題には、具体的な活動単位であるプロジェクトの統括を行う研究代表者を配置した。各プロジェク
トには、実際の研究を行い、プロジェクトのまとめ・推進役を担うプロジェクトリーダーを配置した。

S：計画を十分に履行し、計画以上の成果を上げた。　　A：計画を十分に履行し、着実に成果を上げている。　　B：計
画をほぼ履行し、概ね成果を上げている。　　C：業務の改善が必要である。　　F：抜本的な改善が必要である。

6．全体コメント
自己評価委員会コメント

3．予算執行状況(2011年4月19日までの合計)
区分 当初予算額(千円) (A) 変更予算額(千円) (B) 執行額(千円) (C) 執行率(C)/(B)

プロジェクト研究予算 78,730（予備費1,573を含む） 75,827 62,435 82.3%

共通予算 30,342 31,792 29,828 93.8%

（内訳）　国外旅費 4,550 2,205 1,856 84.2%

　国内学会参加旅費 4,200 2,358 2,357 100.0%

　購読雑誌契約料 4,380 4,249 4,180 98.4%

　ソフトライセンス料 2,950 3,009 5,435 180.6%

　報告書・雑誌製本料 700 250 217 86.8%

　その他 13,562 19,720 15,783 80.0%

4．数値目標に対する達成度

項目 目標値(件) (A) 実績(件) (B) 達成度(B)/(A) 

強化現場への知見の提供件数 80 54 68%
学術雑誌への論文掲載件数 37 16 43%
スポーツ関連雑誌への原稿掲載件数 25 9 36%
学会・研修会発表件数 71 87 123%
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研究期間 平成21年度～平成22年度

【背景・目的】
　JISSでの心理個別サポートを求める競技者が増える中、専門家の依って立つ理論的立場を超えて彼らを理解する必要性が
高まり、特にサポート初期段階での見極め、あるいは包括的な理解のための観点を整理することを目的として、本PJを計画し
た。
　そして、意識だけでなく無意識領域を含めた心理特性を明らかにするため「心理力動的視点からみるトップアスリートの心理
特性（PJ1）」、競技者の語る主訴や周辺状況（問題発症経緯、種目特性、人的環境など）の特徴と変容過程についての基礎的
資料を整理するため「個別心理サポートにおける来談者の特徴とその経過に関する研究（PJ2）」の2つのプロジェクトを立ち上
げた。

【結果・考察】
＜プロジェクト1＞
1。心理査定資料（風景構成法）からみた競技者の心理特性
　競技者の風景構成法作品について、臨床心理学的あるいは精神医学的視点から捉えると特異な描写（例えば、強迫的なこ
だわり、注意欠陥的、内面的幼さ等）が認められる作品が多かった。競技者に相応しい評価観点の整理及び他の次元（競技特
性、実力発揮の仕方等）を加え、競技者の内的世界の特徴を検討することを次年度の新規PJにおける課題とした。

2。心理サポート事例からみた競技者の心理特性
　複数の事例検討（17事例）から、特に、発達課題として自立（主体性）がテーマであり、身体に関する言及（動きなどのパ
フォーマンスや怪我といった身体症状）から心理的変容を読み取った事例を中心に考察した（＊以下に一つの事例の要約を提
示するが、評価票のスペースの関係上、本来提示されるべき事例の流れや事象の意味、必然性などは省略している。また、個
人が限定されないよう記載している。）
【事例A（20代女性）】試合直前の身体的不調、家族からの圧力を訴えたAの内的課題は、家族背景から自己の確立、女性性が
テーマと考えられた。主訴のきっかけとして、国際大会への抜擢を挙げるが、それは競技者としての転機の時期であった。サ
ポート過程では、固定され窮屈感のある足元の道具に対して、積極的に動き働きかけることで馴染ませていくことが語られた。
自己確立に必要な主体性を育む過程で、自己最高成績を収めるなど外側の変化が現れたが、機を同じくして、身体の中心部
分の怪我をきたした。主要大会を区切りに終結したが、主体性を獲得する一方で、女性性については未解決であった。
　事例の討議：競技者の内的課題（発達課題）の現れのきっかけは、競技者としての転機を迎えた時であった。また、自身のパ
フォーマンスや競技生活を中心に語る過程で、特に動きの体験的イメージが、内的課題の取り組みを表現していた。一方、身
体に関することでは、彼らが意識できない力動的圧力が、怪我や不測の事態に依る身体の違和感として出現した。競技者の身
体に関する言及は、主体的な内的成長に関する意味と、意識できない部分（無意識）からのメッセージとしての意味があること
が考察された。

＜プロジェクト2＞
①個別心理サポート利用者の来談時の特徴
　過去に行われた心理サポートの来談初期時のデータ（申込票、メンタルチェックの心理検査）を集計・分析したところ、総じて
試合場面での実力発揮の課題や試合場面での精神の安定・集中における心理的不具合、性格や対人関係の問題をきっかけ
として個別心理サポートを求めることが見受けられた。またその際、パフォーマンスレベルの自我違和感を伴うことも示された。
②心理的課題に対する競技者の取り組みと心理的変容過程の特徴
　ライフラインを題材に、対象としたオリンピアン8名の成績低下時期からの取り組みについて半構造化面接を行った。ライフラ
イン下降期の特徴として、一定以上の競技水準に到達した後に、競技成績低下を伴い、自身のそれまでのパフォーマンスや競
技スタイルに対する否定的な心理的負荷を強く体験していた。また、突発的なケガ、動きの混乱、自信喪失傾向、抑うつ傾向、
不安定な対人関係など、様々な崩れの現象が語られた。混乱期後に見られる軌跡の上昇期は、自己内省的になり、その後、
新規な取り組みを行動レベルで起こし（練習環境を変える、新規なパフォーマンスのスタイルを取り入れるなど）、新しい自分を
再構築するきっかけづくりを行っていた。選手が新たな取り組みをする中で、これまでの自分自身と照らし合わせ、その時に生
じる葛藤を体験しつつ、過去の自分と新たな自分とを融合していく一連の過程が確認された。
 
　研究課題全体を通じて、競技者が心理サポートを求める際の心理的特徴、競技者独自の内的世界、競技力向上に伴う内的
課題への取り組み、競技者の語る動きや身体症状（身体性）の重要性が明らかとなった。
　計画立案当初は、心理グループ内に定員が不在であったため、契約研究員の期限を考慮し、2年間の研究期間で研究課題
を設定した。個別サポートの適性に向けては長期的な取り組みが必要とされるが、その足掛かり的役割は果たせた。下位PJの
成果は、日々の心理サポートや競技団体への知見提供などに貢献した。一方で学術誌への投稿論文化が課題となった。
　本研究課題から今後の課題とされた内容の一部は、次年度からの新規研究課題（定員が研究代表者となり、幅広い分野を
含む内容となる予定）の中で行われる予定である。

5．業績評価委員会コメント

S：計画を十分に履行し、計画以上の成果を上げた　　A：計画を十分に履行し、着実に成果を上げた
B：計画をほぼ履行し、概ね成果を上げた　　C：一部、計画された成果が上げられなかった　　F：計画された成果が上げられな
かった

・自己評価委員会評価「Ｂ」の理由が明確でない。（テーマ自体の限界か？なお続ければ「Ａ」になるのか？）
・競技選手の個別心理サポートには、一般論では説明できない問題が多数あるものと思われ、個々の事例を深
めていただく以外に質的向上は期待できないと思われる。

自己評価委員会評価 B 業績評価委員会評価 A

6件

417 502

　
　本研究の成果は、主として心理サポート現場に還元される。心理サポートの質が高まれば、競技者の競技力向
上に貢献できる。
　本研究課題は、学術的背景からだけでなく、むしろ個別心理サポート現場で起こる現象から導き出された。本研
究での成果は、個別心理サポートの展開において重要な視点となり得る。すなわち、競技者が、なぜ心理サポー
トを求めてくるのか、心理サポートに何を求めているのかといった、彼らの真のニーズを理解する視点を拡げたこ
とになる。また、本研究で採用している臨床学的アプローチにより記述された事例は、個人が特定されないような
工夫を伴い広く開示されることで、競技者が行う心理的作業の意味について、周囲の人々が理解を深める一助と
なる。

542 243

平成22年度決算額（4/19現在）

4件

4．得られた成果は競技力向上にどのように活かされるか

4件

学術雑誌への論文掲載件数

スポーツ関連雑誌への原稿掲載件数

学会・研修会発表件数

0件

0件

4件

22

300 20

全予算額(千円)
使用内訳(千円)

国外旅費

2件

2件

315

実績

0

目標値

強化現場への知見の提供件数（サポート活動や講習会などでの知見提供数は相当数になるため。年間1件としている）

国内旅費 備品費諸謝金

1,371

1．研究実績の概要 2．予算

平成22年度二次執行計画予算額 1,532 293

293 339

平成22年度当初予算額 1,629 320

消耗品費 その他

283 340

平成22年度研究課題事後評価票【終了研究用】 課題５

2011年4月20日

研究課題名 トップアスリートに対する個別心理サポートの適性判断 研究代表者 武田　大輔

評価委員氏名スポーツ医・科学研究事業 定本朋子/芝山秀太郎/高松薫/村山正博事業名

250

0

436 0

402

項目

566 22

3．数値実績

全研究期間の決算額（4/19現在） 2,219 293 553
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5．業績評価委員会コメント

S：計画を十分に履行し、計画以上の成果を上げた　　A：計画を十分に履行し、着実に成果を上げた
B：計画をほぼ履行し、概ね成果を上げた　　C：一部、計画された成果が上げられなかった　　F：計画された成果が上げられな
かった

・各種センサを利用していろいろな運動計測システムの開発にたずさわってきたことは、充分な評価に値すると思
われる。特に個々のスキルに関係した動的な情報を記録して、日常のトレーニング内容の改善に寄与しえたこと
は、まさにJISSの設立目的に沿い得たと考えられる。

8件

4件

16件

自己評価委員会評価 A 業績評価委員会評価 A

学術雑誌への論文掲載件数

スポーツ関連雑誌への原稿掲載件数

学会・研修会発表件数

4,036

目標値

9,905

20,491 1,729

748 718

研究期間 平成21年度～平成22年度

【背景・目的】
　スキルトレーニングを効果的に行うためには、その運動を計測し、その運動の物理状態を選手に適切にフィード
バックする必要がある。通常、そのために映像解析を用いるが、 映像解析は即時性に欠け、スキルに関係した動
的な情報を得ることが難しい。しかし、よりトレーニングの場で有効に計測し、フィードバックする方法としては、セン
サを利用する方法が、オンラインで処理できることなどから有効である。
　そこで、本研究課題では、小型センサや無線等の最新のテクノロジーを利用してデータを収集し、それを適切にモ
デル化し、選手やコーチにフィードバックする事で、練習の場でのセンサ利用の可能性を開拓することを目的とし
た。
　スポーツでは、運動が非常に動的であるがゆえ、身体や用具などの環境のダイナミクスが運動のスキルに密接に
関係する。そこで、単にセンサ等によって計測した情報をフィードバックするのではなく、運動スキルに関係するダイ
ナミクスを考慮し、時にはモデル化し有効なフィードバックを与えることが重要である。
　そのためには、いくつかのターゲットとなるスポーツや練習の場面を設定して、実際に活用する事が重要である。
そこで種目として卓球、陸上競技、雪上競技、競泳を選び、さらにそれぞれ、体育館での利用、雪上、水上など、セ
ンサにとっても多様な状況での種目を選定し、下記の研究プロジェクトを構成した。
　プロジェクト1：卓球競技のためのトレーニング・アシストシステムの開発
　プロジェクト2：センサを利用した新しいトレーニング・アシストシステムの開発
　プロジェクト3：雪上競技を対象としたセンサによる運動計測の実現
　プロジェクト4：水辺・水中競技の推進技術に関する調査と評価法の開発

【結果・考察】
・プロジェクト1：【卓球競技のためのトレーニング・アシストシステムの開発】では、センサによる運動計測システムの
開発、流体力学、衝突の力学モデル、画像処理・画像理解の各要素の研究を行った。運動計測は小型化したモー
ションセンサによって運動を計測し、風洞実験・高速度カメラ計測によってCd、 Clなどのパラメータを同定し、卓球台
とボールの衝突・摩擦もエルを同定した。また、高速度カメラによって撮影した動画を画像処理によって自動的に速
度・角速度ベクトルを推定するソフトを開発した。契約期間の関係から2年でプロジェクトを終了するが、各要素の研
究は進み、サーブの練習をアシストするための卓球ロボット（配球マシン）の開発を成功させ、今後成果をこのマシ
ンによる練習システムで実現する。
・プロジェクト2【センサを利用した新しいトレーニング・アシストシステムの開発】では、9軸ワイヤレスモーションセン
サを開発し、複数のセンサによるカメラレスモーションキャプチャシステムの開発、FES装置、円盤センサ、歪みアン
プ内蔵ワイヤレスロガー等の開発を行った。またハンマーの加速原理を数理解析し、数理的に明らかにし、この力
学モデルをハンマー投の聴覚フィードバックによるバイオフィードバックに応用した。
・プロジェクト3【雪上競技を対象としたセンサによる運動計測の実現】では、国内モーグル選手がモーグルコースを
滑走する際の上胴および下胴の加速度・角速度計測を小型無線慣性センサロガーを用いて行った。モーグルター
ン動作共通の加速度・角速度特性を得るとともに、選手間の技能差による加速度・角速度の相違を観察することが
できた。また、計測したデータから上体の安定性や下肢の衝撃吸収能を評価できることが示唆された。これらはター
ン採点項目にあたることから、パフォーマンス評価手法として活用できるものと考えられる。屋外・低温・広域・傾斜
といった運動計測が困難な環境下で行われる雪上競技では、出来るだけシンプルな手法で効果的な情報を得られ
ることが望まれる。慣性センサロガーによる計測が、このことを実現する1アプローチであることを本件では示すこと
ができた。
・プロジェクト4 【水辺・水中競技の推進技術に関する調査と評価法の開発】では、圧力計測と画像分析手法を組み
合わせることで、クロール泳中に手掌部や前腕部が発揮する流体力を推定し、それぞれの部位が時々刻々、推進
にどのように貢献するかを定量的に評価することが可能となった。また、スカーリング動作時の推進メカニズム解析
を、圧力センサ、流れの可視化、動作分析を用いて行い、手部運動方向の切り返し時に自らが作り出した渦を捉え
(後流捕縛)、手部に働く流体力を大きくし推進力を得ていた。このことから、スカーリング動作の推進には渦の利用
(エネルギーの再利用)が大きく関係していることが考えられた。推進技術の評価法を開発するという点で、この2年
間でかなりの進歩が得られたと考えられるが、今後はこれらを他の競技種目にも応用すること、より簡便に現場で
応用できるように手法を洗練していくことが望まれる。

3,588

実績

644 3,250 4,104

3,997

全研究期間の決算額（4/19現在）

1．研究実績の概要 2．予算

全予算額(千円)
使用内訳(千円)

国外旅費 国内旅費 備品費

平成22年度研究課題事後評価票【終了研究用】 課題10

2011年4月20日

研究課題名 センサを利用したトレーニングアシストシステムの開発 研究代表者 宮地 力

評価委員氏名スポーツ医・科学研究事業事業名

4．得られた成果は競技力向上にどのように活かされるか

5,473 5,775

5件

1件

3．数値実績

722 5,1761,616

項目

平成22年度決算額(4/19現在）

定本朋子/芝山秀太郎/高松薫/村山正博

7件

諸謝金

1,600

強化現場への知見の提供件数

477

2,612

平成22年度当初予算額 12,306 850

消耗品費 その他

1,858

14件

1,460 538 3,396

1. これまでにはないジャイロ回転の配給も可能とする卓球サーブの練習に必要な配給マシン（ロボット）の開発へ
集約される。この装置開発はマルチサポート事業に引き継がれ、練習でも使用可能な実践的な装置が開発される
予定である。この装置を使って海外のトップアスリートのサーブやレシーブ等を模擬して配球し、練習で活用する。
また、研究成果から、その対処法（レシーブの仕方等）や用具開発への基礎知見を提供し適切なアドバイスを提供
する。
2. 我々の開発したモーションセンサは商品化され、多くの競技の運動の計測に活用されている。またハンマー投げ
やムチ運動の数理的・物理的原理を解明し、実際に選手の記録向上に貢献した。
3. コーチによる観察や映像の撮影などと併用することで、選手の技術情報をモニタリングする1手法となりうる。モー
グル選手の雪上トレーニング等において、導入することも検討している。
4. 水辺・水中運動時の推進力や抗力を把握することは、選手のパフォーマンス評価につながり、日々のトレーニン
グ効果や課題を明確にする事によって、競技選手の競技力向上の一助となる。

10件

平成22年度二次執行計画予算額 12,806 803

338
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週の初めの全員スタッフミーティングの他に、適宜、事業部会を開催した。

業績評価委員会評価

　外来診療、メディカルネットワークともに計画を十分履行し、着実に成果を上げている。スポーツ診療事
業の他に、アジア大会でのサポートハウスへの協力を行い、一定の評価を得た。今後、看護師を含めた
コメディカル・スタッフの外部での活用も期待される。

10 回

4,000

32,698

90.7%

2011年4月20日

3

奥脇　透 評価委員氏名

説明

事業実績

1．平成22年度事業実績

27,103 95.8%備品消耗品費

508旅費交通費

3,628

予算執行状況

事業部会長スポーツ診療事業

3．予算執行状況(2011年4月19日までの合計)
執行額(C) 執行率(C)/(B)

6．全体コメント
自己評価委員会コメント

　夏季および冬季のアジア大会があった年度であり、５つの国際総合競技大会が行われたため、メディカル
チェック(2,005名）に多くの時間を費やしたが、外来診療事業は前年を上回る実績となった。メディカルネット
ワーク事業は単独競技に4回、総合国際競技大会に5回、トレーナーとドクターを派遣し、その数も増えたことで
十分な連携をとることができた。さらにマルチサポート事業との連携で看護師の派遣を行い評価を得た。

5．評価

A

33,767
当初予算額(A)

2．実施体制

数値目標に対
する達成度

106.2%
変更予算額(B)

自己評価委員会評価

1,882

25,646

国立スポーツ科学センター業績評価委員会　平成22年度事後評価票

三ツ谷洋子/村山正博事業名

評価の視点（1）外来診療事業
　診療受診者は、12,790人であった。内科では喘息の早期診断と治療に重点を
置き、その対策に積極的に取り組んでいる。同時にアンチ・ドーピング活動とし
て、喘息治療に係るＴＵＥ申請数は減少したものの、適切な薬剤使用への啓蒙
活動を推進してきた。
　整形外科・リハビリテーションでは、アスレティック・リハビリテーションだけでな
く、コンディショニング希望の受診者も多くなっており、スポーツ外傷・障害の予防
に向けた取り組みが浸透してきているものと思われた。
　またＭＲＩを代表とする画像検査数は３Ｔの新機種更新を果たし、さらに増加し
ており、臨床検査や薬剤処方数も増加した。

（2）メディカルネットワーク事業
　体操、レスリングの世界選手権およびレスリングアジア選手権にドクターを、ま
た競泳のパンパシフィック選手権にトレーナーをそれぞれ派遣し、競技団体ス
タッフとの連携を図った。また、,ＪＯＣ医学サポート部会との連携により、第1回
ユースオリンピック、夏季および冬季アジア大会、冬季ユニバーシアード大会、ア
ジアビーチゲームスなど5大会にドクターおよびトレーナーを派遣した。またマル
チサポート事業による夏季アジア大会のサポートハウスに看護師を派遣した。

業績評価委員会コメント

全体的にはほぼ適切に執行できた。

ほぼ達成することができた。

Ａ

12,790
項目

支出合計

収入

16.7%508

90%

達成度達成値目標値

2,212 85.1%

実施体制

（1）スポーツ診療事業部会を設置して適正な事業運営を図る。
（2）スポーツ診療事業を統括する責任者を置く。
（3）事業の実施に当たっては、常勤医師及び非常勤医師を配置して行う。

・諸外国の実態を参考にどのレベルに到達することを目標とするか（5、10年）のプランを想定することが
望ましい。

S：計画を十分に履行し、計画以上の成果を上げた。　　A：計画を十分に履行し、着実に成果を上げている。　　B：計画をほぼ履行
し、概ね成果を上げている。　　C：業務の改善が必要である。　　F：抜本的な改善が必要である。

27,232
区分

共通予算

116%

35,00035,000

4,000

回

4．数値目標に対する達成度

93.4%

支出

9

その他
28,619

メディカルネットワーク件数

1,873
28,280

85

11,000診療数
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332.1%

S：計画を十分に履行し、計画以上の成果を上げた　　A：計画を十分に履行し、着実に成果を上げている
B：計画をほぼ履行し、概ね成果を上げている　　C：計画の改善が必要である　　F：抜本的な計画の改善が必要である

自己評価委員会評価 A 業績評価委員会評価 Ａ

業績評価委員会
コメント

・成果を数量化することは困難であるが、競技スポーツに対する知識レベルの向上と形式知化には
非常に役に立っている。とはいえ、今後どのような評価基準を設定してくのかなど、課題は山積して
いる。
・スポーツ情報事業全体が、我が国では全く新しい事業であり、しかもこのネットワークプログラムを
支える人的インフラはJISSにしか存在していない。今後とも、情報戦略の中枢となっていくことを期待
する。

旅費交通費

備品消耗品費 40 134 445

本事業の目的 競技力向上に資する戦略・事業立案のため高次情報をネットワークを介して提供すること

　国立スポーツ科学センター業績評価委員会　平成22年度事後評価票 4

事業名 評価委員氏名 2011年4月20日芝山秀太郎/鈴木大地/原田宗彦/三ツ谷洋子スポーツ情報事業 白井　克佳事業部会長

有効性・インパクト

インテリジェンスプログラムは、関係機関からのメーリングリストへの登録者数は1,400を超えることなど、その活動に関する認知度は年々高まりを見せており、このことが情報戦略活動自体の
普及・啓発にも大きな役割を果たしているといえる。また、総合型国際競技大会において設置する東京Jプロジェクトでは日本選手団から多数の情報提供依頼があり、情報面から日本選手団
を支えている。平成22年度は文部科学省、JOCなどの国際競技力向上施策立案に関わる団体などから77件の情報提供依頼があり、その76件に対して有効な情報提供を行った。
ネットワークプログラムはインテリジェンスプログラムを人的インフラで支えるバックボーンであるとともに、国内タレント発掘を推進する原動力でもある。2004年に福岡で始まったタレント発掘事
業はJISSとJOCの企画によるが、現在は同様の事業が国内に12存在するまでに成長している。このことから本事業が国内競技スポーツ界に於いて優れた素質を持つ競技者を科学的な手法
を用い発掘するという全く新しいスキームを確立したといえる。各タレント発掘事業は発展途中にあり今後もその推進における中心的な役割を果たしていく必要がある。
このように情報事業は今まで我が国競技スポーツ界にない新しいスキームの開発およびその維持、発展に寄与しており、このことが我が国国際競技力向上につながる可能性は高く、その有
効性についても非常に高いといえる。

妥当性
本事業を実施するにあたり、これまで外部評価委員から事前評価、事後評価共に高い評価を受けてきた。また、情報戦略、情報ネットワークおよびタレント発掘は共にスポーツ振興基本計画
にその実施について明記されており、我が国のスポーツ政策とも合致している。

効率性
本事業においては少ないスタッフの中で資源を集中投下することにより効果的に事業を運営している。具体的にはインテリジェンスプログラム、ネットワークプログラムにそれぞれ2名ずつのス
タッフを配置し重点的に業務を推進するとともに必要があれば相互に人的支援をすることによりお互いにカバーしあっている。その他、特別プロジェクト、東京Jプロジェクトなど大会時の活動に
おいては外部協力者の協力を仰ぎ、一時的にマンパワーを増大させ成果を上げている。

持続性
今後はこれまでに進めた事業をより高次のものにしていくことが重要になる。インテリジェンスプログラムではより高い分析力、より効果的な情報提供が求められ、ネットワークプログラムでは
より戦略的かつ結びつきの強いネットワークが求められる。また、タレント発掘に関しては発掘したタレントがいよいよジュニア、シニア世代へとつながる段階に近づいている。関係機関との結
びつきの中でJISS情報事業の位置づけは明確であり、関係機関が事業を推進する上で欠くことができない。このようなことから本事業は高い持続性が見込まれる。

予算執行状況

区分 当初予算（千円）（A） 変更予算（千円）（B） 執行額（千円）（C） 執行率（C）/（B）

評価
10,274 9,072 6,777 74.7%

その他 559 1,568 3,428 218.6%

諸謝金 1,752 1,836 1,127 61.4%

計 18,465 18,450 17,476 94.7%

共通予算 5,840 5,840 5,699 97.6%



 



 

 

 

 

 

自己点検評価関係規程等 
 

・独立行政法人日本スポーツ振興センター自己評価委員会規程 
・独立行政法人日本スポーツ振興センター自己評価委員会運営細則 
・独立行政法人日本スポーツ振興センター自己評価委員会委員 
・独立行政法人日本スポーツ振興センター国立スポーツ科学センター業績評価委員会規程 
・独立行政法人日本スポーツ振興センター国立スポーツ科学センター業績評価委員会委員 
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独立行政法人日本スポーツ振興センター  
自己評価委員会規程  

平成２１年３月３１日  

平成２０年度規程第２４号  

 

(目的 ) 

第１条  この規程は、独立行政法人日本スポーツ振

興 セ ンタ ー 組織 運営 規 則 (平 成 １５ 年 度規 則第 ２

号 )第３７条第２項に基づき、自己評価委員会 (以

下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必

要な事項を定めることを目的とする。  

 

(組織 ) 

第２条  委員会は、次の者をもって構成する。  

(１ ) 総務・財務担当理事  

(２ ) 各部・場長  

(３ ) 国立登山研修所長  

(４ ) 総務課長  

(５ ) 主計課長  

(６ ) 経営企画室長  

(７ ) 監査室主幹  

２  委員会には委員長を置き、総務・財務担当理事

をもって充てる。  

３  委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。  

 

(任務 ) 

第３条  委員会は、独立行政法人日本スポーツ振興

センター (以下「センター」という。 )業務の実施

状況等の点検・評価を行うために必要な評価基準

等を定め、それに基づき点検・評価を行う。  

２  委員会は、毎事業年度、次の各号に掲げる事項

について点検・評価を行い、センター業務の改善

に資する。  

(１ ) 中期計画に基づき年度計画に定められた各

事項に関する実施状況  

(２ ) その他独立行政法人日本スポーツ振興セン

ター法 (平成１４年法律第１６２号 )に定める

業務の範囲で行う事務事業に関する実施状況  

３  前項の規定にかかわらず、国際競技力向上のた

めの研究・支援事業の点検・評価については、国

立スポーツ科学センター業績評価委員会において

行う。  

 

(作業部会 ) 

第４条  委員会には、作業部会を置くことができる。 

２  作業部会は、前条第 2 項各号に定める各部等に

おける業務の実施状況等に関する資料の収集・調

査検討を行い、点検・評価に資するための基礎資

料として取りまとめた上、委員会に報告する。  

３  作業部会に属すべき委員は、委員長が指名する。 

 

(会議 ) 

第５条  委員長は、委員会を招集する。  

 

(最終評価 ) 

第６条  最終的な評価は、毎事業年度終了後３か月

以内に、委員会の作成した評価案を基に、役員会

において行うものとする。  

 

(評価結果の公表 ) 

第７条  評価の結果は、速やかに公表する。  

 

(庶務 ) 

第８条  委員会に関する庶務は、総務部経営企画室

において行う。  

 

(その他 ) 

第９条  この規程に定めるもののほか、組織及び運

営に関し必要な事項は、委員会において定める。  

 

附  則  

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。  

 

附  則  

この規程は、平成２３年４月１日から施行する。  

 

 

独立行政法人日本スポーツ振興センター  
自己評価委員会運営細則  

平成１５年１１月２７日  

自己評価委員会制定  

 

目次  

第１章  総則  

第２章  業務の進行管理  

第３章  自己評価  

第４章  業務実績報告書の作成  

 

第１章  総則  

(目的 ) 

第１条  この細則は、独立行政法人日本スポーツ振

興センター自己評価委員会規則（平成１５年度規

則第１５号）第９条の規定に基づき、自己評価委

員会（以下「委員会」という。）の運営等に関する

細目について定めることを目的とする。  

 

第２章  業務の進行管理  

(進行管理の実施 ) 

第２条  委員会は、中期計画に基づく年度計画に定

めた各項目の確実な実施に資するため、業務の進

行管理を行う。  

２  業務の進行管理を行うための報告様式について

は、委員会において別に定める。  

 

(履行状況等の報告・検証 ) 

第３条  各課（室）の事務・事業の責任者（以下「事

業責任者」という。）は、年度計画に定めた各項目

の履行状況等について、定期的に委員会に報告す

る。  

２  委員会は、年度計画の履行状況等の把握及び検

証のため、事業責任者に対し、提出された報告内

容等に関し、説明又は資料の提出を求めることが

できる。  

３  委員会は、前項に基づく年度計画の履行状況等

の取りまとめを行い、定期的に役員会に報告する。 
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(業務運営の改善 ) 

第４条  年度計画の履行状況等に関する報告に基づ

き、役員会において総合的な検証を行うとともに、

理事長によるヒアリングを実施することにより、

業務運営全般にわたる改善を促進する。  

 

第３章  自己評価  

(自己評価の実施 ) 

第５条  委員会は、自己改善及び外部評価に資する

ため、毎事業年度終了後、年度計画等に定めた項

目の達成状況等について、自己点検評価を実施す

る。  

 

(自己評価の方法 ) 

第６条  自己評価は、毎事業年度、項目別評価及び

全体評価により実施する。  

２  項目別評価は、年度計画等に記載された各項目

の達成度について、段階的評価を行う。  

３  項目別評価において、数値目標に関する評価項

目については、定量的な指標を用いた客観的な評

価基準を設定して評価を行うとともに、定性的目

標に関する評価項目についても、定量的な指標を

補完的に用いる等により、可能な限り客観的な評

価基準により評価を行う。  

４  全体評価は、法人の業務全体にわたる横断的な

観点から、業務の実績について定性的に評価を行

う。  

 

(自己評価基準 ) 

第７条  項目別評価は、各項目の達成度に応じて、

次のとおり、段階的評定を行う。  

Ｓ  年度計画通り、または年度計画を上回って履

行し、かつ、特に優れた成果を上げている。  

Ａ  年度計画通り、または年度計画を上回って履

行し、中期計画に向かって順調、または中期計

画を上回るペースで成果を上げている。  

Ｂ  年度計画通りに履行しているとは言えない面

もあるが、工夫や努力によって、中期計画を達

成し得ると判断される。  

Ｃ  年度計画を十分には履行しておらず、中期計

画達成のためには業務の改善が必要である。  

Ｆ  年度計画を履行しておらず、かつ、役員会に

おいて、業務改善が必要と判断される。  

２  前項の段階的評定は、数値目標を定めている評

価項目については、委員会において別に定める定

量的な指標により行い、定性的目標を定めている

評価項目については、事業実施担当課による自己

判定結果を踏まえて、各委員の協議により行う。  

なお、Ｓ又はＦの評定を付す場合は、理由等を
必ず記述する。  

３  全体評価は、項目別評価及び横断的な評価を総

合し、法人の業務全体の実績についての総評を記

述する。  

 

(自己評価の手順 ) 

第８条  自己評価は、別紙様式１に定める自己評価

調書（以下「調書」という。）により、中期計画及

び年度計画に記載された項目ごとに行う。中期計

画及び年度計画に記載のない事項を実施した場合

においても、同様の趣旨で項目を立て、評価を行

う。  

２  調 書 は 、 事 業 責 任 者 に よ る 自 己 判 定 に よ り 作

成・記入し、各部・場等の連絡担当課において取

りまとめた上、作業部会に提出する。  

３  作業部会は、調書について、必要な資料の収集

や調査検討を行い、点検評価に資するための基礎

資料として全体を取りまとめた上、委員会に提出

する。  

 

(調書の検証 ) 

第９条  委員会は、作業部会から提出された調書を

検証し、その内容に疑義等がある場合は、その旨

を事業責任者に照会し、説明又は資料の提出を求

めることができる。  

２  委員会は、事業責任者と協議の上、必要に応じ

て適宜、調書の修正を行うことができる。  

 

(国 立ス ポー ツ科学 セン ター 外部 評価 委員 によ る

外部評価の実施 ) 

第１０条  国立スポーツ科学センターが行う国際競

技力向上のための研究・支援事業については、「国

立スポーツ科学センター業績評価委員会規程」に

基づき、外部評価を行うものとする。  

２  外部評価に基づく結果については、国立スポー

ツ科学センター業績評価委員会において取りまと

めの上、委員会に提出するものとする。  

 

第４章  業務実績報告書の作成  

(業務実績報告書案の作成 ) 

第１１条  委員会は、業務実績に関する評価案及び

各種添付資料等の取りまとめを行うともに、独立

行政法人評価委員会に提出する業務実績報告書案

を作成する。  

２  業務実績報告書の構成の詳細については、委員

会において別に定める。  

 

(役員会における最終評価等 ) 

第１２条  委員会は、自己評価案、その他の資料と

ともに取りまとめた業務実績報告書案を役員会に

報告する。  

２  役員会は、報告を受けた自己評価案の最終検証

を行うとともに、業務実績報告書案を総合的に検

証し、業務実績報告書を最終的に決定する。  

 

(業務実績報告書の提出及び公表 ) 

第１３条  業務実績報告書は、外部評価のための資

料として、文部科学省独立行政法人評価委員会に

提出する。  

２  業務実績報告書は、関係府省等に送付するとと

もに、その全文又は概要をホームページ等に掲載

する。  

 

(評価結果の反映 ) 

第１４条  自己点検評価の結果、計画の中止又は変

更等が必要とされた場合、速やかに次年度の計画

に反映させることとする。なお、３月末の次年度
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計画の届出に間に合わない場合は、年度計画の変

更について検討する。  

 

附  則  

この細則は、平成１５年１１月２７日から施行す

る。  

附  則  

この細則は、平成１７年４月１日から施行する。  

附  則  

この細則は、平成１９年６月１４日から施行する。 

附  則  

この細則は、平成２１年６月４日から施行する。  

 

様式１  

自己評価調書  

中 期 計 画

の 各 項 目  

評 価 項 目  

（ ○ ○ 年 度  

計 画 の 各 項 目 ）  

事 業 担

当 部 署  

定 性 的 評 価  

及 び 評 定 理 由  
評 定  

業 務 実 績  

報 告 書  

該 当 ﾍﾟｰｼﾞ 

 

 

 

 

     

 
 
独立行政法人日本スポーツ振興センター  

自己評価委員会委員  
平成２３年４月１日現在  

 

○自己評価委員会  

委員長  

徳重  眞光 (総務・財務担当理事 ) 

副委員長  

髙谷  吉也 (総務部長 ) 

委員  

武本  紀夫  (財務部長 ) 

大和  一光 (国立競技場長 ) 

今野  由夫 (国立ｽﾎﾟｰﾂ科学 ｾﾝﾀｰ運営部長、 ﾅｼｮﾅﾙﾄ

ﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ運営部長併任 ) 

土松  憲次 (スポーツ振興事業部長 ) 

本田  政則 (学校安全部長 ) 

渡邉  雄二 (国立登山研修所長 ) 

磯崎  卓也 (総務部総務課長 ) 

水上  幸総 (財務部主計課長 ) 

小菅  司  (総務部経営企画室長 ) 

堀越   修  (監査室主幹 ) 

 

○自己評価委員会作業部会  

部会長  

髙谷  吉也 (総務部長 ) 

委員  

小菅  司  (総務部経営企画室長 ) 

磯崎  卓也 (総務部総務課長 ) 

岸   千秋  (総務部人事課長 ) 

水上  幸総 (財務部主計課長 ) 

柳井戸修司 (財務部経理課長 ) 

小宮山信雄 (財務部調達管財課長 ) 

鈴木  光雄 (財務部施設整備課長 ) 

齋藤  孝博 (国立競技場運営調整課長 ) 

松崎  純司 (国立競技場代々木事業課長 ) 

大海  慎司 (国立 ｽﾎﾟｰﾂ科学 ｾﾝﾀｰ運営部運営調整課

長、ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ運営部運営調整

課長併任 ) 

関   信夫 (国立 ｽﾎﾟｰﾂ科学 ｾﾝﾀｰ運営部研究協力課

長、ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ運営部研究協力

課長併任 ) 

渡邉  雄二 (国立登山研修所長 ) 

高橋  昇一 (スポーツ振興事業部運営調整課長 ) 

安齋  真実 (スポーツ振興事業部事業企画課長 ) 

杉本   裕  (学校安全部学校安全課長）  

堀越   修  (監査室主幹 ) 

 
 
独立行政法人日本スポーツ振興センター  
国立スポーツ科学センター業績評価委員会規程 

平成１５年１０月１日  

平成１５年度規程第１５号  

(目的 ) 

第１条  この規程は、独立行政法人日本スポーツ振

興センター組織運営規則（平成１５年度規則第２

号）第８条第３項に基づき、国立スポーツ科学セ

ンター業績評価委員会（以下「委員会」という。）

の組織及び運営について、必要な事項を定めるこ

とを目的とする。  

 

(審議事項 ) 

第２条  委員会は、独立行政法人日本スポーツ振興

センター（以下「センター」という｡）理事長の諮

問に応じ、国際競技力向上のための研究・支援業

務に関する評価について審議する。  

 

(組織 ) 

第３条  委員会は、委員１０名以内で組織する。  

２  委員会に委員長を置き、委員の互選により選任

する。  

３  委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。  

４  委員長に事故があるときは、あらかじめその指

名する委員が職務を代行する。  

 

(委員 ) 

第４条  委員は、学識経験のある者のうちから、理

事長が委嘱する。  

２  委員の任期は２年とし、再任は妨げない。ただ

し、欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前

任者の残任期間とする。  

３  委員は、非常勤とする。  

 

(会議 ) 

第５条  理事長は委員会を招集する。  

２  委員会は、過半数の出席がなければ、会議を開

き、決議することができない。  

３  委員会の議事は、委員で会議に出席した者の過

半数で決し、可否同数のときは、委員長の決する

ところによる。  

 

(役職員の出席 ) 
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第６条  センターの役職員は、委員会に出席し、意

見を述べることができる。  

 

(庶務 ) 

第７条  委員会に関する庶務は、運営部運営調整課

において処理する。  

 

(運営の細目 ) 

第８条  この規程に定めるもののほか、委員会の議

事運営上必要な事項は、委員会が定める。  

 

附  則  

１  この規程は、平成１５年１０月１日から施行

する。  

２  この規程の施行後最初に委嘱される委員の任

期は、第４条第２項の規定にかかわらず、委嘱

の日から平成１７年３月３１日までとする。  

 

 

独立行政法人日本スポーツ振興センター  
国立スポーツ科学センター業績評価委員会委員 

平成２２年４月１日現在  

 

委員長  

村山  正博   (横浜市スポーツ医科学センター顧問) 

委員  

定本  朋子  (日本女子体育大学教授 ) 

芝山  秀太郎 (前鹿屋体育大学長 ) 

鈴木  大地  (順天堂大学准教授 ) 

高松   薫   (流通経済大学教授 ) 

原田  宗彦  (早稲田大学教授 ) 

三ツ谷洋子   ((株)スポーツ21エンタープライズ代表取締役、  

法政大学教授 ) 
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