
第 1 回 運営点検会議 議事録 
 

日時：平成２８年３月１８日（金）１３：００～１５：２５ 
場所：日本スポーツ振興センター本部事務所Ａ棟３階 大会議室１ 
出席：柏木委員長、小林委員、佐野委員、芝委員、髙橋委員、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 等 
 
 
 

 
１ 本会議について 

【今里理事】 （資料１・２について説明・委員紹介） 
 運営点検会議の議事内容の公表について、会議終了後、JSC のホームページで資料及び

議事録を公表することと決定された。 
 
２ 委員長互選 

       互選により、柏木委員を委員長とすることが決定された。 
委員長からの指名により、髙橋委員が委員長代理とされた。 

 
 
３ ＪＳＣのガバナンスの現状等について 

ＪＳＣ業務の概要について 

【今里理事】 （資料３～５について説明） 
【佐野委員】 組織改編ということでこの４月から部署が増えているように見えますけれども、運営費

交付金を抑えられている中でスタッフの人数というのはプラスになるのでしょうか。 
【今里理事】 新国立競技場の整備につきましては運営費交付金の特殊経費という形で従前からのスタ

ッフ分も含め２億４千万円が措置されてございます。それを中心として、新国立競技場

の整備に対しては対応していきたいと思います。ハイパフォーマンスセンターも競技力

向上のための運営費交付金の中で８千万円程の人件費が入っている形での運営費交付金

の特殊経費がございます。それ以外の部分については当然、中期計画中に減らしていく

ということが計画に盛り込まれており、それをクリアしていく形で節約していくという

ことを予定しています。 
【中屋委員】 パンフレットに２０１５年１０月１日現在の職員数３８８名とありますね。実際にはい

ずれかの時点で４月１日以降、数が増えていくという理解でよいでしょうか。 
【今里理事】 新国立競技場につきましては、専門的な知識を持つ人材を入れるようご指摘を受けてお

りますので、既に若干増えてきております。それに加えて更に増えていくということで

あります。 
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独法制度上のガバナンス・ＪＳＣのガバナンスの現状について 

【今里理事】 （資料６～９について説明） 
【髙橋委員】 この運営点検会議の位置づけについて補足して説明してください。 
【今里理事】 中期目標・中期計画を受けた年度計画とその実績報告、その際の自己評価したものそれ

を基に文部科学省の方で実績の評価を行うというＰＤＣＡサイクルがあるわけですが、

ここの節目であるたとえば年度計画の策定、実績報告の際の自己評価、文部科学大臣か

らの実績評価は、それぞれ大体３か月おきになります。その節目節目で我々の対応、や

ってきたこと、それからどう取り組むかということについてご助言をいただくというの

がこのサイクルに則った運営の点検という一つの柱になるかとは思います。当然、それ

に留まらずにこのサイクルとは別の運営点検というのもあることはありますが、いずれ

も理事長がガバナンスをもって取り組むことの一つの柱の年度計画・評価でご助言をい

ただくというのが一つかと思っております。 
【髙橋委員】 そうなると政策評価に関する有識者会議と重複するようなことはないのですか。 
【今里理事】 政府の評価は、我々が提出した報告書をもとに文部科学省の事務方が準備をした書面に

よる審議を行うことになろうかと思います。かなり限られた時間で進められるものでは

ないかと思っております。それに対してこの会議は、私共の法人の業務に関してのみこ

の皆様にお越しいただいて会合としても最低年４回行い、また会議以外の場でも資料を

求めたり等ができるものでないかと思います。より現場の実際の声を聴いていただいて

の提言をいただけるのではないかと思っております。 
【髙橋委員】 出来れば、ビジュアル化して位置付けが分かる資料を作ってください。 
【今里理事】 わかりました。 
【佐野委員】 運営点検会議規程によりますと、「理事長によるガバナンス等に関する点検及び必要な助

言を行うために必要となる事項を審議する」とありますが、今の説明では実績評価報告

書に書かれた運営状況について当会議が改めて自己点検を上乗せするイメージに捉えか

ねないと思います。実績報告書の他に自己評価もなさるし、外部の第三者の評価も受け

ることと重複感の無いようにしていただかないとこの会議の意義が薄れてしまいますの

で、臨機応変に扱っていただけたら良いと思います。 
【今里理事】 今のＰＤＣＡサイクルに加えまして、全般の事柄についてという会議も設けることも考

えておりますし、重複の無いような仕組みで進めることは私共も重要であると考えてお

ります。 
【柏木委員長】 監査計画がいろいろあるのですけれどもこれはいつ頃始まったのですか。 
【今里理事】 はい。毎年やっております。 
【柏木委員長】 内部監査は。 
【今里理事】 内部監査はやっております。ただ、正直に申しまして精粗はあったかと思います。 
【柏木委員長】 内部統制システムの整備も昔から構築していたのですか。 
【井上理事】 総務省で独立行政法人に関するガバナンスに対して討議が行われまして、平成２６年度

に各独立行政法人にガバナンスに対する徹底について業務方法書に明記する旨、指示が
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ありました。それを受けて平成２７年度、昨年から諸規定、体制等を整備しました。そ

れまでも一応あったのですけれど、改めて整理したのが昨年の４月以降の動きになりま

す。 
 
本会議設立の経緯、その他最近の内部統制に関連する取組 
【今里理事】 （資料１０～１４について説明） 
【髙橋委員】 資料１１について、２５０万円以下については検証されていないということでしょうか。 
【今里理事】 規程上、２５０万円以上について契約書の作成義務があり、会計検査院の検査もそれを

対象として行われていることから同様にいたしました。 
【髙橋委員】 できれば、内部監査で２５０万円以下も対応されたほうが良いと思います。また、この

ような法人内の規則違反は、ある意味では別の不正を生む温床になりやすい。不正経理

ですとか、業者からの水増し請求、あるいは過大請求。こういったものがルール違反の

中に起こりやすい。そういったリスクがあります。業者との関係で不適切なものがない

かということもウォッチングしていく必要があるのではないかと思いました。 
契約をして、それから発注してというプロセスはできていますが、もう一つ大事なのは、

契約したものが契約した通りにできていますか、という検収が大事だと思います。これ

は別の法人でもあったのですが、目利きのできる人でないと発注したものがその通りで

きているか見分けがつかないケースがありますので、目利きのできる人が発注をして検

収をしていく、そういった資質の改革も必要ではないかと思います。 
【三屋委員】 部長と課長の決裁権の金額はいくらくらいなのでしょうか。 
【事務局】  決裁権限があるのは部長以上になります。相手を指定した特命随意契約に関しては、工

事では２５０万円、役務では１００万円以上のものが常に理事長決裁になります。入札

等を行う時につきましては、５千万円を上回らない額につきましては、契約を担当して

いる部署である管理部長の決裁、それ以上の金額は総務を担当する理事の決裁となりま

す。 
【三屋委員】 ということは、先ほどの説明の中で金額が１千万くらいの大きいものがありましたが、

あれは、決裁を待たずに進めてしまったということですか。 
【事務局】  そういうことになります。 
【中屋委員】 昨年大東理事長に替わられた時に、組織を大幅に理事長以下変えられて、新体制で臨む

気持ちではじめられたと思いますが、その時点で、前の体制と新しい体制と主な理事や

部長のポストは、どの程度組織内として変えられたのか、人を入れ替えられたのか簡単

にご説明ください。二点目は、社内的に不適切な手続については、組織内できちっと処

分等も含めて何か手続を取られたのかどうか。この点も説明してください。 
【今里理事】 大東理事長、それから私、池田の３名が１０月の時点で前任から交替をしております。

また、大橋監事が交替をして新たにいらっしゃいました。さらに審議役という、役員・

理事長を補佐する役目として森岡という者が就任して、体制の強化を図っているという

ことです。部長等に関しては、１０月の時点では業務の連続性もありますし、４月に人

事異動もありましたので、大きく変更はしておりません。なお、新国立競技場設置本部
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長がおりましたけれども、それが総活役となりまして、本部長を池田理事自身がプロジ

ェクト・マネージャーとして務めるということになりました。 
       処分については、それぞれの案件について携わっていた事業の担当の部長と、担当の理

事、そして管理部門の理事と管理部門の部長、更に理事長がこれらの責任を有している

ということで、文書で注意という処分を行いました。ただし、その時点で既に法人を退

職している者は処分不能という整理になっております。 
【佐野委員】 この問題について、それまで常勤監事がいたと思いますが、常勤監事からの指摘や内部

監査報告書等はあったのでしょうか。 
【今里理事】 ございました。 
【佐野委員】 あったということは、それをしばらく問題提起しなかったということでしょうか。 
【今里理事】 そういうことではなくて、会計検査院の検査は、１月に会計検査院の方が検査に来られ

て、その時点での、口頭による所感で、不適切ではないかと思われるというご指摘を受

けました。そこから、監事が内部で監事による監査を・・ 
【佐野委員】 会計検査院の前に常勤監事から、この問題について何らかの指摘がなかったということ

でしょうか。 
【今里理事】 ない、ということかと思います。 
【中屋委員】 この分厚い資料（基礎資料）に、年度評価が細かくありますが、全体の評定平成２６年

度は５段階評価のＤ評価であったが、平成２５年度は上から２番目のＡが並んでいる。

ということは、平成２６年度は一言で言うと新国立をめぐって色々混乱があったと。そ

の混乱自体を全部ひっくるめてこれはＤと評価したということでしょうか。 
【佐野委員】 評価委員をやっていたのですけれども、次のページをめくって頂くと、個別項目がたく

さん並んでいる。数だけいったらＤは少ないんですけれども、影響の大きさと言います

か、それとガバナンスに対する感覚、個々の業務ではなく全体として平常の点は付けら

れなかったということなので、全部がＡではなくて、項目ごとに評価をした結果、全体

としては数ではなく影響や事の重大性に鑑みてＤがついているという判断です。 
【中屋委員】 そうしますと、平成２５年度はＡが３つ並んでいますけれども、平成２６年度は個別に、

例えば業務の質の向上、効率化、それから改善、一つ一つについて出したわけではなか

ったということでしょうか。 
【佐野委員】 項目ごとに大きく分かれてそれぞれの小項目が並んでいますが、評価の仕方が変わりま

したので、大きく括られているということです。 
【柏木委員長】一般の民間企業で内部統制システム、いわゆるＪ-ＳＯＸがあり、かなり厳しくやってい

ますよね。あれをやっていればこういうことは起こらないのではないでしょうか。 
【佐野委員】 上場・株式公開会社において義務化されたものと、非営利団体の義務化されていない条

件の中では、土俵が違うので、Ｊ-ＳＯＸが全て良いとは思いませんが、内部統制の構築

がされていれば、当然、事前に防止できたと思います。 
【柏木委員長】確かに、この独立行政法人にＪ-ＳＯＸを当てはめるのはなかなかうまくいかないけれど

も、少なくともＪ-ＳＯＸの内部統制システムはかなり参考にはなるのではないでしょう

か。 
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【佐野委員】 そう思います。それで、独法それぞれに内部統制についてしっかりやるようにという指

示が出ているものです。 
【柏木委員長】新しい内部統制システムでは、こういう会計検査院から指摘されたようなことは防げる

というということでしょうか。 
【今里理事】 防げると考えております。 
【井上理事】 我々独立行政法人としては、民間企業のＪ-ＳＯＸに準じた、アメリカのＣＯＳＯのフレ

ームに準じた対応をしなさいというのが昨年度の指導です。ですから、今まさに委員か

ら指摘のあった点について、業務方法書、規程にも明記して進めていきなさいというの

が昨年度の総務省からの指示でございます。 
【芝委員】  今回、文科省からＤ評価という厳しい評価をされて、内部統制の評価もＤ評価でガバナ

ンスに問題があるという前提があり、これをより良くしていくためにこの運営点検会議

を設置するという整理だと思いますが、どこに問題があったのかという点については、

検証委員会の報告書は出ていますけれども、これは非常に短期間の限られたリソースの

中で検証したものですので、それ以外に、内部的にどういうところに問題があったとい

う総括、あるいは再発防止策について、これまでにまとめられているものはあるのでし

ょうか。 
【今里理事】 会計検査院の指摘について、会計手続のチェック体制及びスケジュール等の管理体制の

不備、センター内に規則等を遵守して適正な会計処理を行うことについての意識徹底及

び風土醸成が欠けていたと受け止めています。全体としても、やはりシステム上の事柄

と、そして風土として残念ながら十分な状況になっていなかったということが、ガバナ

ンスについて、そして内部統制についてＤ評価を頂いたということの根本にあることだ

とは考えております。しかし、仕組みはあるけれどどこかどう機能していなかったとい

うことについては、包括的に詳細にわたってまとめたものはございません。 
【芝委員】  会計検査院の指摘に関してはちゃんと検討がされていてこの資料にも書かれているわけ

ではありますけれども、新国立の関係も、前理事長以下の体制のガバナンスでどこがま

ずかったのか。組織全体としてここに問題があったからこうしていきますというビフォ

ア・アフター、もしくは目指すべきところが分かると我々も助言しやすいのですが、そ

こが今一つ分かりにくいです。 
【今里理事】 それにつきましては、文部科学省の評価ということになりますが、中期目標の対応状況

の裏返しということと思っています。例えば権限と責任を有するプロジェクト・マネー

ジャーが事業全体を統括しきれていなかった、外部専門人材が不足していた、事業費に

ついての適切なコストマネジメントなどです。ただ、なぜ適切なコストマネジメントが

行われなかったのか、その範囲までいくと、更に検証が必要なのではないかと思います。 
【小林委員】 新国立競技場の整備自体は継続していく中で、一方ではコンペが白紙になったというこ

とで、ザハとＪＳＣの間で問題がきれいに終わっているわけではない。とすると、新体

制が旧体制の問題を引きずっていかなくてはいけません。それと、運営点検会議ではそ

のあたりまで議論し、中期目標・中期計画では位置づけられてない部分まで遡及して議

論しなくてはいけないのでしょうか。 
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【今里理事】 おっしゃるように、新国立競技場の整備は連続的に進んでいるわけで、我々としては中

身として詰めること、例えばザハ等、旧計画の取組への中断したことによる先方との協

議は依然として進んでおり、それと並行するかたちで新しいものが進んでいます。私共

としては、それが適切なガバナンスに基づいて行われているのかという意味で、当然点

検の対象にはなるとは考えておりますが、それはワン・オブ・ゼムということかと思い

ます。 
【池田理事】 中期目標での文部科学省からの変更指示に関する対応状況として、プロジェクト・マネ

ージャーの設置やＪＳＣの中のガバナンスがありましたけれども、今回整備計画におい

て大きく変わりましたのが、内閣官房の遠藤オリ・パラ大臣の下に関係閣僚会議が設置

されまして、そこで全体の大きな方向性を決めて頂きました。そこが大きく変っており

ます。したがって、昨年の９月から新計画の公募をはじめるにあたり、閣僚会議で新し

い整備計画を作って頂きまして、それを基にＪＳＣが業務要求水準書を作って公募のプ

ロセスが開始されております。所管大臣は文部科学大臣ですけれども、特に新国立競技

場の整備ということに関しては、遠藤大臣の下に内閣官房に担当室が置かれまして、そ

の内閣官房と文部科学省が全体をバックアップする体制ができたというところが大きく

違っております。ＪＳＣとしては、非常に動きやすくなり、中のガバナンスも改善しま

したけれども、政府全体のバックアップ体制が整ったというところが、かなり変わって

きているところかと思います。 
       それから、ザハについては、旧計画が７月に白紙撤回されたことに伴いまして、旧計画

に関する契約を昨年の８月に解除いたしました。このザハとの契約は年度ごとに結んで

いますが、最終年度の１億７千万円くらいの契約だけが途中で業務を打ち切ってしまい

ましたので、ここをどこまで支払うかということを昨年の夏から協議しているところで

す。これは、淡々と契約に基づいてやって頂いた業務を確認しているということですが、

色々な交渉の中であれこれとやり取りがあります。ただ、当事者同士の守秘義務がかか

った中での交渉になりますので、現時点でなかなかつまびらかにすることはできません。

そういった中で、一部不正確な報道がなされているという状況です。そういう状況です

ので、新体制になってからも、旧計画のところはきちっと清算をする必要がありますし、

それから、報道されているような著作権問題が、今後動きがあったりすればきちんと対

応していく必要があります。 
【柏木委員長】新国立競技場検証委員会の議長としての知見から申し上げますと、白紙撤回になった原

因は非常に多岐に渡ります。一つの大きな原因はザハの案を公募に基づいて、非常に見

映えがする案を採用したわけですが、それが技術的に非常に難しかったということです。

技術的に非常に難しいということは予算の推計が非常に難しいということです。例えば、

同じような公募で行った失敗例としてシドニーのオペラハウスがありますが、あれは、

工期４年のところが１４年になり、費用も１４倍となりました。ああいうことになりか

ねません。しかも、設計とデザインと施工を分けました。施工も上半分、下半分に分け

ており、非常に難しくしてしまっていました。これは、経緯を見てみれば、設計コンペ

もオリンピックやろうじゃないかと皆賛成して、それがどんどん裏目に出て行った感じ
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がします。今度の新国立の場合は、デザインから一括で請けるようにして管理が単純化

されています。だから、少なくとも、ガバナンスの観点からの対策は、私としては一応

なんとかなると感じました。 
【佐野委員】 この会議はガバナンスに対する点検・助言委員会ということで、それは従前のガバナン

ス機能が十分に果たされていなかったからどこに問題があって、どうしたらよいかとい

うことをこの委員会で外部の者が意見を申し上げる会議であると理解しています。何に

問題があったかということを明らかにすることは非常に重要なことであると思っていま

す。説明はほとんどが対処療法であって、組織体としてどうするかということがよく見

えません。できれば、こういう問題があったから、その具体策はこういうことです、と

いう最後のところまで見させて頂いても全体が見えないなと。 
       それと、内部監査の主たる業務が監事監査の補助と位置づけられていますが、本来は、

主たる業務は監事監査の補助ではなく、理事長の業務執行の下でやるのが内部監査とい

う位置づけなので、トライアングルで物事をチェックしようという体制の中で考えた内

部監査であれば、監事監査という独立性の高い監事の補助は、中心業務に置くのではな

く付随の業務にして頂ければと考えます。 
       せっかく今回行動指針を定められて、組織がそれに向かって理事長の下で先行きを見る

のであれば、全員が同じ方向を向いた業務執行を行っているかどうかを見るのが内部監

査であると思います。それをしっかり業務の中心に置いて頂かないと、内部監査業務が

できない気がします。また、監事は前回までは常勤監事でしたが、非常に大事な時期に

諸事情により非常勤監事になってしまったということで、例えば今日の会議もガバナン

スの一角を担う監事が出席できないということも組織運営の一つの問題点なのかなとい

う気がします。 
       ガバナンスの会議なのか、個々の新国立の設置問題の会議なのかということについて、

共通認識を持って会議を進めないと、個別問題についてここが悪い、あそこが悪いとな

ってしまいます。ガバナンスというものは第一に組織体の問題であって、意思決定プロ

セスが適切なのか、業務執行プロセスが適切なのか、そのプロセスが適切であるかどう

かを見るためにそれがうまく運用できる規程ができているのかどうか、というのを見て

いく方が効率的ではないかと思います。 
【三屋委員】 内部監査はとても大事です。現場の職員の方々がとても忙しい中で、今よりも管理体制

ががっちりしてくると、業務分掌を作った時に自己点検や自己評価の部分が今まで以上

に割合が大きくなってきます。今までやっていた仕事よりプレッシャーが強くなってし

まうと、忙しくなってくればくるほど抜けが生じます。そこに内部監査を入れていかな

いと、結局、規則を作りました、プロセスをある程度こういう風にやっていきます、で

も現場にはなかなか落ちていかない、となるのが一番大きいリスクかなと思います。４

００人弱の方で１，４００億円位のお金を回すというのは大変なことですし、ましてや、

時間が限られた中で進めなくてはいけない仕事の中で、現場の職員の方々の与信管理の

問題があると思いますし、そこを内部監査でサポートしながら進めていかれないと、作

ったはいいけれど齟齬が出てしまうとなり、勿体無いと思います。 
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【髙橋委員】 内部統制が近々の課題であると思いますが、一方で、組織は個人個人のモチベーション

をどうやって高めていくかが大事ではないでしょうか。一流の企業でも上場企業でも不

正経理等色々な問題があります。内部統制しているはずでも起きていることを考えると、

やはり、一人ひとりのモラルを含めたモチベーションをどうやって上げていくかという

ことが、非常に大切です。私の経験からも、あまりペナルティ的なことだけでいくと萎

縮するし、あら捜しをすると人は隠そうとします。むしろ、どうやって組織を活性化し

て一人ひとりのやる気を出すか、ポジティブなモチベーション、職員の士気をどうやっ

てもっと上げていくかということを含めたガバナンスを是非お願いしたいです。 
【柏木委員長】佐野先生がおっしゃったように、本筋としては、組織のシステムがうまく機能するよう

になっているかということが中心なので、基本は、やはりＪＳＣ全体の組織がうまく機

能するようにできているかどうかということを我々が点検することだろうと思います。 
 
４ 今後の会議の進め方について ・ ５ 自由討議 

【今里理事】 （資料１５について説明） 
【佐野委員】 数十ページにもなる自己点検評価書を見て、我々がガバナンスについて、もしくは運営

状況について点検するというのは評価委員の作業と重複感があります。私が考えていた

のは組織運営の点検・助言ということで、業務運営について実績報告ベースでは想定し

ていませんでした。例えば、内部統制は組織価値の最大化を目指すための方策ですが、

そのためにどう取り組んでいるのか、従前とどこを変えたのか。特に内部統制は、行動

指針を基に理事長が組織全体をどう一本化していったか、どう皆が理解していったか、

組織価値を高めるために理事長がどういう方向に向かっていて、そのために皆がどうす

るかのかについて見える化できないと、内部統制の構築は成功したといえないと思いま

す。その流れが見えるタイミングというのがあると良いと思います。 
【髙橋委員】 私も、同じことをしても重複してしまいますので、実績評価よりもプロセスを主体とし

た、どういう方針でどのようにオペレーションをしているのか、そういったことも含め

て議論できれば良いと思います。また、点検というと、出された資料を見るといった監

査のようなミッションになるが、むしろ、こういう場に積極的にＪＳＣから意見を求め

るというようなやり方があっても良いのかなと思います。 
【今里理事】 業務実績報告書の自己評価とありますが、これは事業・業務がどこまでできたのかとい

うことについての点検をお願いするというよりは、ガバナンスについての点検・ご助言

をお願いするというものです。法人評価に含まれる経費抑制、効率化、内部統制の強化

といった広い意味でのガバナンスの話が中心になるものと思っておりました。 
【柏木委員長】自己評価に照らし合わせてＪＳＣのシステム全体がうまくいっているかどうかを我々が

考えるということなのでしょうか。 
【今里理事】 この事務局が準備した案の第１回の内容は、そういう意味合いで考えておりました。た

だし、今後の進め方はこの場でご議論いただいて決めて頂くことであります。 
【柏木委員長】法人評価の中には、どうしてもガバナンスに関するサジェスチョンは含まれるので、そ

こでの重複は致し方ないけれども、我々の目的・機能・役割は、ガバナンスシステム全
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体の有効性をチェックすることなのだろうと思いますが、そういう考えでいかがですか。 
【芝委員】  本委員会は、元々、文科省から設置せよと言われて設置されたものです。文科省の考え

る本委員会のミッションのイメージは今検討されているイメージ通りのものなのか、そ

こが明確でない気がします。評価委員と重なることをダブルでやって貰いたいというイ

メージか、そうではなくて違う観点からの点検や助言を求めているように見えるのです

が、文科省との摺り合わせはされているのでしょうか。 
【今里理事】 この会議を設置するにあたっては、当然文科省とも協議をしてございます。その中で二

つございまして、センターの評価で運営点検会議が書かれているのは「内部統制の強化」。

ここに書かれていることの多くは新国立競技場に関わることではありますが、それに限

らずＪＳＣの内部統制についてご指摘を頂くものと文科省と我々も認識しています。内

部統制以外の事業の推進などについて、ということではありません。今日の説明ではＪ

ＳＣとは何者か、何をやっているのか、新国立競技場整備計画その他の事柄までご説明

を申し上げたので、誤解を生んでしまったのかもしれませんが、あくまで内部統制につ

いての助言やチェックということであります。 
       そこから先、どういうことを材料にしていくかということについては、内部統制の自己

評価を材料にして、ということもあるかもしれないですし、全然別の切り口で課題を設

定してというかたちで複数の会議を回していくというアプローチ、どちらを取ったとし

ても、私どもと文科省の考えの範疇と考えてございます。 
 
【柏木委員長】今後の進め方について、きれいになかなか整理できていないような気もします。いずれ

にしてもガバナンスを中心にして我々が検討を加え、サジェスチョン、あるいは問題提

起をするというのが我々の義務であると思います。今後の進め方につきましては、多数

ご意見がございましたが、細かいことについては委員の皆様にご相談しながら詰めてい

きたいと思っておりますが、まずは私が取りまとめて、私とＪＳＣで今後の進め方につ

いて方針を立てて、皆様にフィード・バックするということで進めたいと思いますがよ

ろしいでしょうか。 
（異議なしの声） 
 
６ 閉会 

【大東理事長】長時間ありがとうございました。貴重なご意見・ご指摘をいただきました。ありがとう

ございました。 
何が変わったかということについては、例えば、新国立に関しては専門的なスタッフを

増やし、広報の方ではすべてタイムリーに公開するということを徹底しました。 
何がどうだったのかということについては、私自身、一言で言えば準備・計画が足りな

かったと思います。それに起因するのは知識や経験ですが、１，０００億を超えるプロ

ジェクトは今まで経験したことがありませんでした、そこはきちんと反省し、しっかり

やっていかなければいけないと思っています。 
また内部統制は、センター内で危機管理を徹底しています。会計検査院で指摘されたよ
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うなことは二度とないようにしたいと思います。また外部から色々な先生方を呼んで、

コンプライアンス・ガバナンスの研修を行っています。そういった意識付けも含めてし

っかりやっていきます。 
今日は私どもセンターの体制・概要についてご理解いただいたと思いますので、次回、

皆様のご意見を受けて、委員長とより良い委員会にしたいと思っています。よろしくお

願いします。 
 
 

以上 
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