
平成２８年第１回 運営点検会議 議事録 
 

日時：平成２８年６月１３日（金）１０：００～１１：５５ 
場所：日本スポーツ振興センター本部事務所Ｂ棟１階 プロジェクトルーム 
出席：柏木委員長、小林委員、佐野委員、芝委員、中屋委員、三屋委員（五十音順） 
   大東理事長、今里理事、池田理事、髙谷理事、井上理事、大橋監事 等 
 
１ 運営点検会議の役割について 

 
【今里理事】   （資料１について説明） 
【柏木委員長】  事務局と打合せを行い、整理をしたのが先ほど説明があった案になります。独立行

政法人の業績評価と運営点検会議の役割がオーバーラップするのではないかという

ことが大きな問題になっていたかと思いますけれども、色々な説明資料を見ますと、

独立行政法人評価の目的は業務実績の評価である、つまり、どれだけできたかとい

うことが中心となる。ガバナンスという言葉は非常に分かりにくいですけれども、

私が理解する運営点検会議の役割は、内部統制およびガバナンスのシステムがよく

できているか、機能しているか、というシステム問題が中心になるのではないかと

考えます。このようなことを考えながら事務局と纏めたのがこの案となります。独

立行政法人の評価というものがどういうものかよく分かっていないことがあり、こ

の分野にお詳しい佐野委員に（事務局との打合せに）是非ご参加頂きたかったので

すが、ご都合が悪いということでご参加頂けなかったこともありますので、佐野委

員から、何かご意見がありますでしょうか。 
【佐野委員】   一回目の会議の時のもやもや感がかなり払拭され、非常に分かりやすくなったと思

います。資料１－１にある内部統制システムへの助言・点検という区分も非常に分

かりやすくなったと思います。今、委員長からもお話がありましたとおり、政府の

方も、評価委員会というのは、立てた目標に対して計画に従って適切に行われてい

るか、達成されているか、達成度については非常に達成されているのか、そこそこ

なのか、達成していないのか、そういったことを評価するというところからきてい

ますので、前回お話があった実績評価のタイミングで我々が何をチェックするのか、

というところがはっきり区分されたと思います。 
今、委員長からガバナンスという言葉が分かりにくいという発言がありましたが、

ガバナンスとマネジメントと内部統制は三者が混在しているような状況であり、少

し分かりにくいところはありますが、根底にある内部統制システム自体が有効に構

築されているのか、そのシステムが有効に活用されて運用されているのか、その点

をこの委員会で点検・助言できればよいということが見える化されたので、大変分

かりやすくなったかと思います。 
【柏木委員長】  ガバナンスという言葉は法律では意味が法律家によって違う。数年前までは、不祥

事を防ぐための会社のシステムという捉え方をされていた。今では、株主、中でも
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機関投資家と、経営陣、取締役（会）、それから株主総会の関係性をどう規律してい

くかということに内容が変わっていった。従って、法律の中でもコーポレート・ガ

バナンスという言葉の中身が変遷してきている。内部統制についても、財務活動の

内部統制という印象が強いが、資料１－１の内部統制システムの説明に「独法のミ

ッションを有効かつ効率的に果たすための仕組」とあり、これがうまくいっている

か、つまり財務活動だけではなく広い意味での内部統制の効率性、有効性を点検す

ることであると考えます。法律上のガバナンスを独立行政法人に当てはめると、株

主もいませんし、取締役会もいませんし、株主総会もありませんし、少し分かりに

くくなる。むしろ、広い意味での内部統制システムを我々が点検するという理解の

方がよいと考えています。 
【佐野委員】   実務活動の観点から言いますと、内部統制システムというのは、究極的には組織価

値の最大化であると考えます。マネジメントというのは、組織のミッションを具現

化するための方法だと思います。ガバナンスとは、それらを構成する組織体の統制

環境が十分できているかという、例えば各組織の取締役会、もしくは監査役会など

が十分機能しているのか、それぞれがちゃんと機能を働かせて統制していればガバ

ナンスがうまく構築されていると言えます。それがよくなっていると、執行側のマ

ネジメント、企業の与えられたミッションが最大限有効に発揮できるような方法が

構築されているのか、それを前提として良くするためには内部統制システムがきち

んと構築されて、トップだけではなく、また、従業員だけではなく、組織体全体と

してシステムが構築されていればすべてうまくいきますよね、というところにある

と思っています。実務的にはそのようなイメージです。 
【柏木委員長】  非常によく分かりました。そのような意味でガバナンスを理解すると、今回の運営

点検会議のミッションとして、ＪＳＣのガバナンスを点検するということがしっく

りくると思います。 
【小林委員】   独法のミッション、つまりＪＳＣのミッションに関わるかと思いますが、１９６４

年の最初の東京オリンピックの時に、いわゆるスポーツ施設を通じて日本のスポー

ツに対する意識や、種々の政治的な判断、それを見えるようにする建築家の役割や

世界的な評価は随分高まったと思っています。それが、１９６４年以降、各施設を

通して、日本が世界の中でますます評価されていくというシナリオを作っていくの

だと思っています。今回の東京オリンピックに関して、それまでやってこられたよ

うな施設を通じて日本の建築技術や建築家の価値をより一層世界にフォーカスする

ような諸々の判断が行われているのか、というのが建築界の議論であります。１９

６４年にできてＪＳＣが管理していかなくてはいけないたくさんの施設があります

が、それらのリニューアルが当然出てくるわけです。例えば、丹下先生がつくられ

た代々木がありますが、この前西洋美術館が世界遺産になるという話がありました

が、それと同じように代々木第一体育館を、あるいは第二体育館も含めて世界遺産

にすべきではないかという議論が沸々と出てきています。それ以外にもたくさんあ

りますが、１９６４年以降の諸々のスポーツ施設のレジェンドを通して日本の価値
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を上げていくことも重要なのではないかと思います。 
資料を見ながら、そのような取組はどこに当てはまるのか、どなたがどういうこと

をするとそういうことに繋がるのか、つまり、運営点検会議はそういうところまで

対象とするのか、あるいは業務実績の方でするのか、内部統制システムでするのか、

どういう風に整理するのか教えて頂きたい。 
【今里理事】   まず、我々のミッションは、法律に規定されているわけでありますが、日本スポー

ツ振興センター法の第３条に、センターの目的というものがございます。「独立行政

法人日本スポーツ振興センターは、スポーツの振興及び児童、生徒、学生又は幼児

の健康の保持増進を図るため、その設置するスポーツ施設の適切かつ効率的な運営、

スポーツの振興のために必要な援助、学校の管理下における児童生徒等の災害に関

する必要な給付その他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い、もって国民の心身の健全な発達に寄与するこ

とを目的とする。」ということで、小林先生が今おっしゃられたことは、「スポーツ

の振興」を広く捉えた時に、必ずしもそこで行われるスポーツ活動だけではなく、

そのために必要な施設の設置があり、それが別の角度から見ると非常に価値を持つ

ものということが言えると思います。スポーツの振興に関連した業務ということに

なるのかと思います。世界遺産に登録ということになりますと、我々の持ち物にな

りますので、主体となるのか、あるいはお手伝いするということになるのかは分か

りませんが、それに関わっていくということになると、代々木競技場は我々の業務

の一環であると考えられます。直接的なスポーツの振興ということではないですが、

スポーツの振興に関連して、施設を整備する、その施設は価値を持つことで、我々

の業務になっていくと考えます。 
それが、我々のミッションの一部であると考えた時に、運営点検会議との関わりで

言うと、資料１－１にありますとおり、運営点検会議は内部統制システムの点検を

するということになっています。例えば、内部統制システムは独法のミッションを

有効かつ効率的に果たすための仕組を点検するというものでございますので、個別

の世界遺産に登録されたからよかった、登録されなかったからだめというような実

績を評価するということではなく、そのミッションを進めるにあたって、内部統制

のシステムが働いているかどうかについて議論頂くことが関わり方になるかと思い

ますが、実際は、この運営点検会議は、今後資料 1－1 でご説明した役割で進めてい

くとなった場合に、今後進める時にどういう切り取りを各回していくかということ

にあるのかと思います。基本的には、おそらく内部統制システムの具体的な事項、

例えば、監査であるとか組織機構であるとか、それごとについて議論していくこと

になると、その回毎にそれがうまくいっているかどうかということになろうかと思

いますし、事業の側の一つを切り出すアプローチになるのか、システムの一つの要

素を切り出してやるのか、ということによって、どの程度具体的に今小林委員がお

っしゃられたことが議論になるかは変わってくるように思います。 
【柏木委員長】  それはシステムも変わってくるのでしょうか。資料１－２の２ページ目の「独立行
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政法人における内部統制と評価について」という資料にあるように企業と独立行政

法人の違いが内部統制についても出てくるのではないかと思います。内部統制の中

に、統制の有効性、効率性という問題がありますけれども、効率性ばかり追求して、

おもしろくない建物を建ててもだめじゃないかということになる。やはり、国とし

てやるのであれば、レガシーをどのように残すかということまで考えて、広い視野

で検討しろということになってくるのではないかと感じました。 
【小林委員】   そういう議論の領域に関して、運営点検会議は都度議論する可能性があると理解す

ればよろしいでしょうか。 
【柏木委員長】  そうですね。 
【三屋委員】   これまでは企業のリスクマネジメントに関わることが多かったので、独法として、

何がリスクか分からなかったのですが、今日は、少し腹に落ちたと思っています。

独法に当てはまるかどうか分からないのですが、内部統制やガバナンスをきかせよ

うと思うと、業務量が増えてくると感じます。かっちりやろうとすればするほど、

業務量がどれくらい増えるのか、新しくコンプライアンス委員会等をお作りになら

れたと思いますが、どれくらい人員が必要と思っていらっしゃるのか、やればやる

ほどきちんとできるのですが、効率やスピードが落ちる面ももちろんあると思いま

す。そのへんの塩梅はどのように考えられているのか。きっちりやってくださいと

いうことは、言わなくてはいけないと思いますが、逆に現場側からするとチェック

ばっかりしていたり、報告ばっかりしていたら作業が遅くなると思うのかなと思い

ます。どういう風にお考えになっているのか教えて頂きたい。 
【今里理事】   非常に難しいところで、そのこと自体が業務を増やしてしまうジレンマはあると思

います。実は内部統制委員会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会といっ

たものを作っていくときに業務方法書を改正したりしているわけですけれども、そ

れに応じて、全体のリソースは、独立行政法人の場合、基本的には人員は削減され

ていくので、その中でこれらをやっていくということがございます。法人内部で人

のやり繰りをしていかなくてはいけない。実際何人というのは難しいのですが、資

料１－１で言いますと、内部統制システムを直接の仕事としてやるのは管理業務の

セクションになってきます。各委員会の担当は総務課であったり、経営戦略室だっ

たりする。管理部門の機能強化、具体的に人を増やさなければいけないということ

になりますと、全体が限られている中で、事業部門の人を管理部門に回さなければ

いけないような事態も生じてしまう。ただ、事業部門の方は、例えば新国立競技場

設置本部のように新たな事業ができたので、「別枠で人をください」というお願いを

して、補って事業は事業で回るようにしつつ、こちら（管理部門）にも人員を割く

ということになります。具体的にどの程度ということは非常に難しくて、今のとこ

ろ人を増やすこともできず、例えば一人増えて、みんなでわかちあってやろうとか、

委員会はできるが、この委員会をするにあたって具体的な点検に入っていきますと、

直接その委員会を担当するセクションだけではなくて、その時々のテーマによって

他のセクションの業務量が増えていく。本来の業務が回らなくなるのはそれはそれ
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で困りますので非常に難しいところです。 
【大東理事長】  人の数の問題だけではなくて、意識の部分もありますので、民間であろうと独法で

あろうと、内部統制システムの整備は組織としてやるべきことであると考えていま

す。 
【佐野委員】   内部統制システムそのものというのは全員参加型なんですね。どこかがポジション

を持って、部屋を持って内部統制システムを作ろうということではなく、全員参加

型という前提で、資料１－１の２ページ目を見ますと、例えば統制環境の行動指針

やミッションは、理事長の中でつくったものを具現化していく、政府の統制下の独

法なので仕方ないのですが、限られた中でミッションを具現化していくものだとい

うこと。例えば、リスク管理委員会は新たに作れるわけではなくて、スタートは確

かに業務量が増えて整理しなければいけないのだと思いますが、そもそも業務の効

率化や有効性を目指しているので、いずれは効率化が図られるものであり、今、ス

タートラインで大変だとは思いますが、それをすることによって業務が効率化され

てスムーズに運営され、独法が持っているミッションが果たしやすくなる。 
例えば、システムの中で、目的としては業務の効率性とかコンプライアンス、法令

を守るというだけではなく、社会のニーズがあって、社会を満足させる方法論と理

解すると、法律は変わらないと思いますが、社会のニーズに合った、ここで言えば

スポーツ振興であるとかがＪＳＣが持っているミッションを国が与えて、国民が納

得すれば、施設についても満足度を上げるにはどうすればよいのかということを考

えるだけなので、新たなポジションではなくて、今いる人たちが自分の業務を洗い

直していけばスタートは業務量が増えたなという感覚を持つと思うのですが、業務

の濃密度について、最初苦労しながら整理して頂くことによって、自分たちが内部

統制システムの一員であるということを自覚すれば、人員増ということを考えない

で、各人の業務の効率化を図れれば、できるのではないかという気がしています。 
【三屋委員】   落としこみが大変ですよね。 
【中屋委員】   感想というかお願いですが、弊社の場合、一般社団法人であり、企業の利潤の追求

ということではなく、共同通信社を支えてくれている新聞社や放送局の期待に応え

て行くことが責務である。期待が何かといえば、その先にある読者、あるいは視聴

者、聴取者の期待に応えるという仕組です。それと比較して、利潤を追求しない組

織としての与えられた課題という点において、ＪＳＣで持っていらっしゃる役割は

整理されており、また、運営点検会議の我々の役割もきちんと整理されていると感

じました。 
お願いといいますのが、弊社は報道機関であるため、内部統制という言葉は弊社で

は使えない言葉と言いますか、非常に管理的な意味合いが強い。もちろんこれはこ

れでよろしいんですけれども、資料１－１の２ページ目にある「情報と伝達」は、

組織内での情報共有ですとか、あるいは提案の吸い上げですとか、一つの空気感を

伴った組織の運営、仕組だけではなくてそこの組織の持つ風土や雰囲気をきちんと

押さえておかないと、職員の方々は色々な思いを持っているので、そこを単なる統
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制だけではなくて、空気が回るような血液が回るような運営の仕方を忘れないで頂

きたい。それが、やはり外から見た時のＪＳＣへの信頼や信用に繋がっていくとい

うふうに思います。 
【芝委員】    私はコンプライアンス専門なのですが、上場企業を中心として不祥事が起きた時に、

第三者委員会に入って調査をして何が原因だったのか、再発防止をどうすればよい

のか、ということをたくさんやってきましたが、だいたい問題を起こす組織は、形

式上はちゃんとできている。コンプライアンス委員会があります、内部統制委員会

があります、年に４回会議しています。でも、不祥事が起きてしまう。そして、ま

た再発防止に似たような委員会を作っているんですけれども、何が共通しているか

というと、仏は作るのですが魂が入っていないパターンと、新しくまた制度を作り、

最初の１～２回は一生懸命やるのですが、だんだんフェード・アウトしていくこと

が多い。今回の我々のミッションとして、一つは、ＪＳＣの中で作る仏がきれいな

仏なのかどうか、不恰好な仏だったらちゃんとした仏にしないといけない。仏がで

きているのであれば、魂が入っているのか、機能しているのかを点検させて頂いて、

もしできているけど人がいないというのであれば、運営方法を改善するとか、組織

の在り方についてご提言するとかそういうことをやっていくのかと思いました。 
【柏木委員長】  アメリカの内部統制は、トーン・アット・ザ・トップということが非常に重要だと

言われている。組織のトップのトーン、倫理に対するコミットメント、その空気が

ものすごく大切なんです。そういうことから、組織の各人にまでそういうトーンが

浸透していく、それが魂になる、ということがとても重要であると思います。 
他に何かご意見はありますか。 

 
（異議・意見なし） 
 
【柏木委員長】  それでは、我々のミッションの整理ができたということで、次に議題の２に移りま

す。 
 
２ 内部統制に関する取組について 

 
【今里理事】   （資料２（平成２７年度の実績）について説明） 
         新国立競技場整備計画経緯検証委員会の報告を踏まえた対応ということについては、

プロジェクトマネージャーを設置し、新国立競技場の整備体制の強化ということで

専門的知識を有する者を含めた職員の増員、この２つの要素からなる組織体制の強

化、それから広報情報発信機能が弱かったという指摘を受けておりますので、そこ

の強化を行うために担当理事を窓口として適時適切に情報を発信し、毎月の定例ブ

リーフィングを実施、ということでございます。ここの部分については、池田理事

のほうから補足をさせていただきます。 
【池田理事】   少し補足をさせていただきますと、検証委員会でご指摘をいただいた対応について

6 
 



は、今、今里理事から説明があったように、大きなポイントを含めてきちんと対応

ができておりまして、組織体制、それから広報機能の強化の充実を図った状況でご

ざいます。しかしながら今後、新計画が進んでいくにつれてリスクが確実にござい

まして、例えば工事に入ると、当初図面に無かったような埋設物が出てきたり、あ

るいはＪＶ側と価格交渉をする際に、１４９０億円という提案をいただいてその中

で価格交渉をしていくわけですけれども、そこがなかなか足りないという話もでて

きますので、基本的にはこの予定額の中で収めてもらうよう交渉していく等々のリ

スクというのはあいかわらず出てまいります。検証委員会で指摘された旧計画での

色々な課題への対応というのはとりあえずひととおり済んではいますけれども、新

計画を進めていく中で新たにいろいろなリスクが出てきますので、そのリスクへの

対応というのは引き続ききちんと行っていきたいと思っております。 
【今里理事】   （資料２（平成２８年度の取組）について説明） 
【柏木委員長】  ただいまのご説明に対して何かございますでしょうか。 
【佐野委員】   確認を１つ。今の理事の口頭での説明では理解できたのですが、（３）「役職員行動

指針」をお配りになったとのことで、全職員向けだなと思ったのですが、色々な会

議に出ていますと「役職員」という言葉の使い方がそれぞれ違う。例えば、役員と

職員、要するに組織全員なのか、それとも役職を持った人、例えば部課長クラスな

のかが解かりにくいなと思いつつ、これは個人的には、組織の全構成員の意識改革、

ということで使っていただいているのなら大変といいなと思いつつ伺ったのですが、

この「役職員」という言葉はどういう意味でしょうか。 
【今里理事】   ここで使っておりますのは、佐野委員が言ってくださったような「全構成員」とい

う意味です。職員だけでもダメで、役員だけでもダメで、全ての者という意味です。 
【佐野委員】   普通に、独法の世界とか、こちらでは「役職員」というと全員のことだよというの

は、コンセンサスが取られている使い方なのでしょうか。 
【今里理事】   我々の内部では大丈夫だと思いますが、独法全部でそうかどうかはわかりません。 
【中屋委員】   私どもも社員と言わずに職員と言いますが、「役職員」というと全員の構成員のこと

を指します。 
【三屋委員】   企業だと、役職にある人を役職員という、役職員規定とか。 
【井上理事】   内部規定等も全て役員及び職員という概念で役職員と整理してありますので、佐野

先生がおっしゃっているように、全体の一体感の統一を図るということで、ご理解

していただければよろしいかと思います。 
【佐野委員】   それは独法全部でしょうか。 
【井上理事】   独法全部かはわかりません。ＪＳＣとしては、そのように表現しているということ

でございます。 
【今里理事】   お手元にご用意している基礎資料のファイルの一番最初にある独立行政法人通則法

第２章に、役員及び職員という形で、役員と職員のことが規定されています。 
【佐野委員】   「役員及び職員」というのはわかるんですけれども、役職員というのがわかりにく

いなと。いろんな分野の事業体、組織体を見ていると使い方がそれぞれ違うようで
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す。 
【三屋委員】   何の疑問も思わずに、「役職員」というと役職の方のことなんだなとずっと思ったん

です。それは違うんだなと。 
【佐野委員】   事業会社だと役職者というのが多いと思いますね。 
【柏木委員長】  では、ここでは「役職員」というのは「全員」ということで理解しましょう。 
 
【柏木委員長】  前回、佐野委員から、内部統制委員会が監査室にぶら下がっているのはおかしいの

ではないかという指摘があったかと思いますが。 
【佐野委員】   （内部統制委員会ではなく）内部監査が監事監査の補助業務を中心にしているとい

うのがおかしいと申し上げたと思います。 
【柏木委員長】  これはまた、検討・議論の機会が第２回、第３回でありますか。 
【今里理事】   実は、今回、内部統制に関する取組というのを、全体を俯瞰するような形で説明を

申し上げましたのは、今後、どれについて、どういうアプローチで、ということを

ご理解いただければと思いますので、もちろん内部監査と監事監査といったテーマ

を選んで検討することも可能でございますので、そのあたりも含めてご議論いただ

ければと思います。 
【柏木委員長】  新国立競技場整備計画経緯検証委員会報告についてですけれども、関与した者とし

て、一言述べさせていただきます。プロジェクトマネージャーの設置ということが

あります。それから情報発信機能の強化というところがあります。プロジェクトマ

ネージャーの設置というのは、ザハ案が非常に複雑だったから必要だったのです。

特に、ザハ案を選定する経緯、設計と施行が完全に分離されている、なおかつ、ア

ーリー・コントラクター・インボルブメントという方式を取ったということから、

プロジェクト自体が非常に複雑ということを踏まえて、あれだけ複雑で大きいプロ

ジェクトならば、当然プロジェクトマネージャーはいるべき、ということから、あ

あいう意見になったものでありまして、今回の新しい整備計画になりますと、設計

施工一体型ですので、かなり単純化されています。ただ、文科省がこれまでに実施

された学校建築に比べればはるかに複雑なので、まだプロジェクトマネージャーの

設置の必要は無いわけではないなと思っていますけれども、その辺は報告書の意見

をあまり強くお取りにならなくてもよいんじゃないかと思います。 
         もうひとつは、現実問題として、プロジェクトマネージャーというのが日本にいる

のか、という問題があります。厳格に考えるといないんじゃないかということも検

証委員会の議論になりました。そのようなことから、少し言い訳になりますけれど

も、厳格に考える必要はなくてもという気がします。 
         広報体制は、これは世間から非常に注目されている、注目度が高い事業であるとい

う状況は変わりないので、今後も必要だと思います。 
         たしかに、リスクとしては、（池田理事の説明にあった）埋蔵物のリスクとか、イン

フレのリスクがあります。資材高騰とかのリスクもあります。契約書の条項にもよ

りますけれども、エスカレーション・クローズが入っていると、どんどん総費用が
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上がるというリスクがあります。 
【池田理事】   少しご説明をさせていただきますと、プロジェクトマネージャーについては、今、

先生がおっしゃったような面があろうかと思いますけれども、これまで旧計画の時

の色々なやり取りを見ていて、担当の理事がいて、その下に職員のトップである本

部長がいて、全体の体制が十分でなかったこともあって、情報が必ずしも理事まで

共有されていなかったり、本部長よりも下のところで止まっていたり、ということ

がありました。現在、確かに旧計画の時よりもシンプルな仕組みで進んでおります

けれども、６月からは行政協議が始まっており、かなり多くの協議を東京都や新宿

区、渋谷区等と進めていかなければなりませんので、そういう意味では、今、私の

ところにかなり細かい決裁まで上がってきており、一応全体は把握しやすいような

形になっています。 
 

３ ＪＳＣ本部事務所の移転について 

 
【今里理事】   （資料３－１、３－２について説明） 
【中屋委員】   新国立競技場の中に事務所スペースを置くという選択肢はないということでしょう

か。 
【今里理事】   はい。 
【中屋委員】   そうしますと、よくまとめられているのではないかなと思います。コスト面と、先

程おっしゃいました業務遂行面と、この仮設事務所が許可を得られるかどうかとい

う点でこの表はよくまとまっているなと思います。コストを考えると、何と比較す

るか、コスト面を比較して劣るかということになると思うのですが、長期的な観点

から見て、日本青年館の中にＪＳＣ本部事務所があることのメリットというのは大

変大きいんだろうなということが、今伺っていて感じた次第です。 
【佐野委員】   まず、ここ（本部事務所）は、独立行政法人になった時からずっと仮設でしょうか。 
【今里理事】   独立行政法人になった時は、今、更地になっている国立競技場の敷地の中に事務棟

がございまして、そこにおりました。 
【佐野委員】   それで、そこに戻れないということですね。 
【今里理事】   はい。そこは新国立競技場になるために戻れないので、国立競技場を壊すタイミン

グで、２年前にここの仮設事務所を建てまして、移転したということになります。 
【佐野委員】   では、日本青年館というのは。 
【今里理事】   日本青年館というのは全く別の法人で、それもやはり新国立競技場の建設に伴って、

ビルが建っていたものを壊さざるを得なくなり、いわば立ち退いていただいたとい

うことです。 
【佐野委員】   ＪＳＣの持ち物になるというのはどういうことですか。 
【今里理事】   我々もある意味行き場が無く、日本青年館も行き場がないということで、ＪＳＣの

別の土地が、通りを挟んだ向かい側にございまして、そこの土地にビルを建てよう

ということになりまして、日本青年館さんと合築、お互いの分のお金を出し合って
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建てるということになっております。今そこを「日本青年館ビル」と呼んでおりま

すので、入居という形をとりますけれども、本来はＪＳＣの土地なので、向こうの

分は向こうにお貸しして、そこはお金を出し合ってビルを建てるということです。

そうすると当然我々の持ち物になるということになります。 
【佐野委員】    

移転先ごとに４年と１０年の収支見込を比較していますが、例えば日本青年館ビル

で言うと４年も１０年も同じ数字が入っているのはなぜでしょうか。 
【今里理事】   ４年と１０年が同じ数字になっておりますのは、もちろん、例えば日本青年館ビル

に入った場合にも、管理費、管理組合を作って管理代金や固定資産税等がもろもろ

かかるわけですけれども、それは、他の案のときにも同様に全てかかる事柄で、全

ての案について共通でございますので、プラスマイナスの面ではそこの所を計上し

ておりません。では、最初にかかる見込みの費用約５千万円は何かと言いますと、

最初の引っ越し代です。最初の移転にかかる経費がかかっていて、その後どこかに

お貸ししてお金をとる訳でもなければ、どこか他の所に行って、その家賃を払うわ

けではないので、初年度以降はずっと０になっております。そこのところは他の物

についても、今申し上げた管理費とか税金などのベースの部分のコストは同じよう

にかかりますので、そこはもう他の所には計上しておりません。単純に申し上げま

すと、他の別の物件、仮設本部事務所はそれを収入として得られるものがお貸しし

た部分であって、別の事務所を借りるとか維持するために必要なコストということ

をマイナスの方に入れて比較しております。 
【佐野委員】    

そうしますと別の物件を賃貸する場合、例えば▲７億円になっている物件 A では、

初期費用である引っ越し費用と賃料は計上され、日本青年館ビルにかかる管理経費

はどの移転先でも必ず発生するので入っていないということですね。単純にみると、

日本青年館ビルが５千万円で、別の物件は７億円かかるのではとんでもないよとい

う感覚に見えてしまうのですが、この差は何でしょうか。 
【今里理事】   例えば物件Ａでいきますと、旧日本青年館ビルの賃貸料よりも安い家賃のところに

入るということではあるのですが、初年度は移転費用がかかっておりますから別と

いたしまして、その後から２０１８年度、２０１９年度と若干の赤字になっており

ますのは、そこに移動することによって、例えば職員の通勤手当や、所管官庁であ

るスポーツ庁等との打合せの際の移動コストがどういうふうに変わっていくのかと

いうことを加味しますと、その毎年の支出分というのは、実は、物件Ａでいうと収

入より大きくなってしまうということでございます。これが物件Ｃ、Ｄ、Ｅになり

ますと、そこが逆転して収入の方が大きくなりますけれども、２０１７年度の引越

しの部分で大きくマイナスになりますので、その部分を４年間では取り戻せない。

１０年経つとこの辺は取り戻せる。こういうことになります。 
【佐野委員】   収入の方は、あくまでも日本青年館ビルを貸すことができた場合ということになる

のですか。 
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【今里理事】    
はい。ただし、全てを貸すということは果たしてできるかどうかわかりませんので、

初年度の２０１７年度は５０％、２０１８年度からは８０％の割合で貸すことがで

きたらこうなるという収入で試算しています。 
【佐野委員】   ありがとうございました。 
【中屋委員】   日本青年館ビルというのは、例えばそれ自体の計画、各フロアあたりの広さですと

か、高さですとか、それも概ね決まった上での話でしょうか。 
【今里理事】   そうです。すでに建設に入っております。 
【中屋委員】   その中で、合築によって、今までの日本青年館の持ち分、それからＪＳＣの持ち分、

これは特定譲渡なんとかを使っているのでしょうか。それとも権利分があるという

ことでしょうか。 
【今里理事】   権利がございます。もともと、どちらかの持ち物で貸しているということではなく

て、合築で、共用部分は共用部分である程度ありますし、それぞれの専有部分とい

うのがあります。 
【三屋委員】   土地は全く処分されないのですね。 
【今里理事】   土地はもともと我々の持ち物で、日本青年館に売るということはせず、貸します。

そして、その賃料もＪＳＣの収入となります。 
【中屋委員】   そこで３，８００㎡が十分に確保できて、それ以上の広さも確保できそうですか。 
【今里理事】   それは青年館との間で、我々が入るのに必要な最低限のもので、それ以外のものは

先方が確保します。実際には宿泊研修施設ということをやっていたり、会場を使っ

て大会を開くという機能がありますので、そういったことに使うというように分か

れております。 
【三屋委員】   建物を区分所有するということでしょうか。 
【今里理事】   そうでございます。 
【柏木委員長】  なぜ、ＪＳＣが日本青年館ビルに入ってはいけないことになったのですか。国会で

言われたのですか。 
【今里理事】    

新国立競技場の建設をめぐる国会の議論の中で、ＪＳＣの新しい事務所については、

国民負担の一番かからない方法で、新しいビルに入居しないことも含めて検討する

ということを、文部科学大臣が答弁されたということであります。 
【三屋委員】    

坪単価１万円の物件は、相当古い物件になるのでしょうか。 
【今里理事】   報告書では、ビルを特定するのはあまり適切ではないだろうということで、建設時

期は抜いております。 
【三屋委員】   遠いということもそうですが、やはり我々の立場からすると、セキュリティはすご

くリスクとして大きいので、セキュリティの強化のためにそこでまた余計な初期投

資がかかると思いますし、その辺をどうすべきかというのは、私は意外とちょっと

重要だろうとみています。情報漏洩等がないようきちんとしたところにお入りいた
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だくという考え方はすごく大事かと思います。 
 
【佐野委員】   入らないことを視野に入れてということは、結論として色々な検討をした結果、や

はり入りますということも容認されるということですか。 
【今里理事】   それは、当時の大臣答弁とも矛盾するものではないと思います。 
【小林委員】   新国立が出来上がった後、ＪＳＣとの関係はどういう関係になるのでしょうか。 
【今里理事】   新国立競技場は、基本的には土地、建物ともＪＳＣの所有物になります。 
【小林委員】   運営は。 
【今里理事】   そこについては、文部科学省の方で副大臣をヘッドにして、運営の在り方について

検討がなされているところでございます。ですので、色々なレベルでの委託という

ことがあり得るかと思いますけれども、何が一番良いのだろうということをご検討

されています。 
【小林委員】   というのは、（資料３－２）８ページの一覧表にメリットとデメリットがある中のメ

リットに、「新国立競技場に近く、建設に伴う業務への対応等が効率的に行うことが

できる。」という記載がありますよね。これは、出来上がるまではそうだと思うので

すが、問題は出来上がった後の方だと思います。ですから、大きなプロジェクトで

あった場合でも、大きなゼネコンが取って現場に事務所を作って建設をコントロー

ルすることはよくやることなので、あまりこれを出すよりも、直接運営なのか間接

運営なのかはわかりませんけれども、運営に関わるというロジックの方が良いので

はないかと思いますけれども。 
【今里理事】   ありがとうございます。運営につきましては、神宮外苑地区全体がスポーツクラス

ターとなるという構想がございますので、業務運営についてのメリットは、資料３

－２のまとめにも書かせていただいておりますが、新国立競技場の運営に関連して

の記載も検討してまいりたいと思います。 
 
         ＜追加資料「国立霞ヶ丘競技場周辺地図」配付＞ 
 

       おさらいということになりますが、神宮球場の左に国立競技場西庭球場というテニ

スコートがあった場所がございますけれども、ここが、その、日本青年館と我々が

入るということで予定していたビルが建ちつつあるところでございます。また、最

近発表されたところでは、その隣に日本体育協会さんがビルを建てるということで

す。 
【三屋委員】   （追加資料の）上の黄色い日本青年館というところはなくなっているのでしょうか。 
【今里理事】   なくなっております。日本青年館と、その左の明治公園、その上にも明治公園がご

ざいますが、ここを含んだ地域が、新国立競技場の敷地になります。 
【大東理事長】  本部事務所の移転の件ですけれども、６月１０日にタスクフォースから報告をいた

だきまして、コスト比較も行いまして、先程言いましたようにこれまでの経緯があ

るものですから、色々な関係者を含めて、ご相談した上で決めたいと思っています。 
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【佐野委員】   懸念というか、質問ですが、独立行政法人が新たに移転する場合は、東京２３区外

に設けなければいけないという縛りがありましたよね。その縛りみたいのはかから

ないということでしょうか。 
【今里理事】   それはないと思います。 
【小菅総務部長】 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第４条には、主たる事務所を東京都に置

くとされていますので、仮に東京都外に移転になった場合には、法律の第４条の改

正が必要になると考えられます。 
【今里理事】    

近年都内に移転している独立行政法人もあるようですので、おそらく問題はないか

と考えております。 
 
【佐野委員】   賃借する場合は自由だとは聞いているのですが。わかりました。 
【柏木委員長】  運営点検会議が本件について議論するのに適切なのか。点検会議として合理的な判

断をするということならば、私の意見としては、もし民間であったら三屋委員の意

見も聞きたいのですが、自分の持っている土地と等価交換をやっているようなもの

ですね。等価交換をやったのにその場所に入らないで郊外に移転し、そこを人に貸

すというのはあまりやらないですね。経済合理性がないとは到底言えない。数字の

根拠は調べていませんけれども、今お聞きしている限りでは（日本青年館ビルに入

ることは）そんなに不自然なことはないですし、経済合理性については十分あるの

ではないかと思うのですが、そうすると、残るのは国会の議論の問題かと思うので

す。ということで、中屋委員にお聞きしたいのですが。 
【中屋委員】   こういう形で考えられる選択肢を挙げられて、それなりの数字を当てはめて、もち

ろんその数字は何年後には賃料は変わりますので変わり得ますけれども、合理的な

検討を加えた上で、きちんと常識的な判断がなされれば、それが一番いいのではな

いかと思います。私がきちんと結論を申し上げるつもりはないですけれども、やは

りそこはきちんとした判断、検討を加えた上での判断であれば、説得力を持つだろ

うなと思います。 
【柏木委員長】  芝委員はいかがでしょうか。 
【芝委員】    常識的に考えたら、スポーツクラスターとしてスポーツ団体がこの地域に集まるこ

とでのメリットが大きいと考えられている日本青年館ビルへの移転が一番良いじゃ

ないかと誰でも思うのではないでしょうか。ただし、ここにメリットがあるだろう

なと思いながらも、なかなか数値に表せない。また、具体的にどうなのというイメ

ージがしづらい。一番良いのは、ＪＳＣのミッション達成のためには、やはり色ん

なスポーツ団体の側にいて、緊密な情報交換ですとか、あるいは効率的にうまくで

きるということが、必ずしもお金に代えがたい、それは国民のためなのだという説

明ができれば、それはそうだよなと皆さんおっしゃってくれるのではないかと思い

ますけれども、それを数値に置き換えるのが難しいので、なかなか御苦労されてい

るだろうと思います。仮設本部事務所の案は、将来の見通しが立ちにくいとなると
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難しいのではないでしょうか。だから、ＪＳＣのミッション達成のためのメリット

をうまく説得的に説明できるロジックさえ作られれば、一般の方はそうだよねと判

断すると個人的には思いますけど。ただ、委員長がおっしゃったとおり、運営点検

会議としてどう言うのかは難しいですね。 
【三屋委員】   タスクフォースを作られて、きちんと検証されて、データをもって決められたとい

う手続的に瑕疵がなかったということを我々がしっかり見て聞けばいいことだと思

うし、私は、民間的な感覚で見ると、自分の土地があって、そこに建物を建てて、

入らない方がおかしいですよねという考え方があって、むしろ土地を買って、建物

を建てて、そこを賃貸で貸すということはものすごくリスクが高いですから、そん

なことまでするなら借りた方がいいですよということはマネジメントとしては考え

なければいけません。ですので、そもそも、土地があるところになぜ行かないとい

うのは、多分一般企業の考え方だと思います。 
【佐野委員】   全く同感で、別の物件のところに行った場合のデメリットをもっと強調した方がア

ピールできるのではないかと思います。デメリットとして考えられるのは、自社ビ

ルである日本青年館ビルのＪＳＣ専有部分についての賃貸は保障されないというこ

とですよね。保障されないということと、メンテナンスは所有者の責任になってい

くと思うので、日常のものはさておいても、大きなものというのはこちらで出費が

出ますよね。ですから、その経済的なデメリットがあるということ。それから、災

害事故が起きた場合に、入居者ではなく所有者が損害を被りますよね。 
生活環境の影響や通勤時間が長いということだけでなく、そのような経済的なデメ

リットや、先ほど委員長もおっしゃいましたように経済効率性の観点も含めて整理

した方がいいのかなと思います。 
【柏木委員長】  日本青年館を貸す場合の家賃収入のリスクですね、（用途についての）制限が付いて

いるから、入れるのは大体公益法人のような団体に限られることになる。公益法人

のような団体に限られると、大体公益法人はお金がないですよね。こんなに高いマ

ーケットバリューの家賃はとれないと。そういったこともあるのではないでしょう

か。 
         ということで、運営点検会議としましては、本件の内容については異論なしという

ことでよろしいでしょうか。 
 
（異議なしの声） 
 
【今里理事】  次回の会議は９月に実施を予定しております。後日、日程を調整いたします。 
【大東理事長】 貴重なご意見ありがとうございました。見直すところは見直して、進めてまいりたい

と思います。 
 
 

以上 
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