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資料３ 

令和元年５月３０日  

経 営 戦 略 室 
 

平成３０年度ＪＳＣ職員意識調査 分析結果 
 

目的：ＪＳＣの内部統制の充実・強化のため、効果的な施策の検討に資するデータとして活用する。 

 
【ＪＳＣ職員意識調査の概要】 
 
 ・「基本理念」、「ビジョン（コーポレートメッセージ）」、「JSC 役職員行動指針」に対する職員の     
意識度や、勤務時における職員の意識や行動傾向を把握し、今後の施策に活かすことを目的とし、    
平成２８年度、平成２９年度と実施して、平成３０年度も引き続き実施。（今回が３回目）。 
・平成３０年度調査では、基本的に平成２９年度調査の質問項目を継続し、下記のとおり実施した。 

 
実施期間：平成３０年１２月１０日～平成３０年１２月３１日 
対 象 者：役員除く全職員８２０人（平成３０年１２月１日現在） 

回 答 数：６７５人 

回 答 率：８２％ ［参考］平成２９年度回答率：８５％（回答者：７２３人） 
 
 

【分析の方法】 
 
・「年代」、「職員区分」、「職種」、「役職」、「所属部署」の５つの「属性」ごとにクロス集計を行った。  
昨年度調査との比較図については、別紙に掲載した。なお、「所属部署」については、業務の性質
が比較的近く、所属人数が少ない部署について、以下のとおり合算している。 

 
◆管理系業務部署：経営戦略室、総務部、財務部、広報室、監査室 
◆国立競技場等：国立競技場、スポーツ博物館・図書館、登山研修所 

 
・自由記述欄については、回答内容別に整理を行い、上記クロス集計の結果とともに活用できる   
ようにした。 

・質問項目間の相関係数（２つの項目間の関係の強弱を測る指標）を算出した（平成２９年度調査より
実施）。 

 
【分析結果の活用】 
 
 ・引き続き内部統制の充実・強化等に取り組むとともに、令和元年度ＪＳＣ職員意識調査（実施予定）
において成果を確認する。 
・自由記述の問については、内容が多岐に渡っており、業務改善の参考となる内容も多いことから、
内容を精査した上で活用する。 

・分析結果については、各部等における業務の改善に資するよう、個人が特定されないような形で 
各部署にフィードバックを行う。 

 

【クロス集計結果の概要とそれを踏まえた今後の施策の方向性】 
 
問１．「基本理念、ビジョン・コーポレートメッセージに対する意識度」（３ページ参照） 

【クロス集計結果の概要】 

○ 年代の低い人や一般職の意識度が低かった一方で、年代が高い人や管理職の意識度が   

高かった。 
 
問２．「行動指針の意識度」（４～５ページ参照） 

【クロス集計結果の概要】 

○ 「所属部署別」のクロス集計において、意識度のばらつきが見られた。 

○ 職員より非常勤職員の意識度が高く、事務系職員より研究系職員の意識度が高かった。 

○ 意識度については、全体的に年代が高い人や管理職が高かった。 
 
【今後の施策の方向性】 

○ JSC クロスミーティングの継続的な実施を通じた役員から若手職員への基本理念等の周知や 

新入職員研修の充実 

○ 比較的意識度が高かった部署へのヒアリング等を通じた好事例収集及び社内共有 
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問３．「勤務時における意識や行動傾向」（６～１１ページ参照） 

【クロス集計結果の概要】 

○ 全体的に「役職」、「所属部署別」の意識度について、相対的にばらつきが多く見られた。 

○ 「同じ職場の人の仕事の把握度」や「上司への相談しやすさ」について、「職員区分」によって  

ばらつきが見られた。 

○ 「他の部署への業務の関心度」については、年代が低い職員ほど関心が高かったうえ、「職種」

や「役職」によってばらつきが見られた。 

○ 「悪い情報があったときの上司への報告しやすさ」については、概ね全ての属性において、8 割

以上の回答者が「報告しやすい」と回答していた。 
 
【今後の施策の方向性】 

○ 職場内でのコミュニケーションの活性化やバッドニュースファーストの理念をさらに浸透させる 

ための風土づくり （例：職階別研修の活用等による上司の意識改革） 

○ 他の部署の業務を知ることのできる環境の整備 （例：社内報の活用、業務説明会の充実等） 

○ 比較的意識度が高かった部署へのヒアリング等を通じた好事例収集及び社内共有 

 

問４．「内部統制の理解度や意識度」（１２～１３ページ参照） 

【クロス集計結果の概要】 

○ 昨年度調査時と比較して全体的に大きく改善（ポジティブな回答が増加）したが、若手職員や特

定の部署において、「独立行政法人の内部統制の理解度」や「日々の業務における内部統制の

意識度」が相対的に低い傾向が見られた。 

 

【今後の施策の方向性】 

○ 対象者を工夫（若手職員、特定部署等）した内部統制の研修の実施 

 

問５．「ＪＳＣの風通しの良さ」（１４～１５ページ参照） 

【結果の概要】 

○ 「JSC の風通しの良さ」では、「職場の風通し」について、「役職」、「所属部署別」における回答の

ばらつきが見られた。また、「JSC 全体の風通し」については、「所属部署別」において、回答の 

ばらつきが見られた。 
 
【今後の施策の方向性】 

○ 比較的「風通しが良い」と答えた割合が多かった部署へのヒアリング等を通じた好事例収集及び

社内共有 

○ 職場内でのコミュニケーションの活性化やバッドニュースファーストの理念をさらに浸透させる 

ための風土づくり （例：職階別研修の活用等による上司の意識改革） 

○ 風通しの良い組織風土づくりの推進に向けた JSC クロスミーティングや職場訪問等の継続的な

実施、部署間の連携が取りやすくなるような組織体制の整備 
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【「属性」とのクロス集計結果】 
（※特徴的な結果については、便宜上、各属性間における「意識している」等のポジティブな回答を比較し、１５０％以上の 

差があるものを示している。なお、* 印があるものは、最も差が大きかったもののみ抽出した。） 
 
１．分析結果 

問１ 基本理念、ビジョン・コーポレートメッセージに対する意識度 
 

＜特徴的な結果＞ 

（１）基本理念への意識度 

〇２０代以下（２４%）と５０代以上（５８%）* 

〇管理職（５９%）と一般職（３０％） 

〇スポーツ振興事業部（２７％）と学校安全部（支所）（４４％） 

（２）ビジョン・コーポレートメッセージ 

〇２０代以下（１９%）と５０代以上（５２%）* 

〇職員（３５%）と非常勤職員（２１%） 

〇管理職（５６%）と一般職（２５％） 

〇国立競技場等（４３%）とスポーツ振興事業部（２４％）* 

＜考察＞ 

 基本理念、ビジョン・コーポレートメッセージともに、年代が高い人や管理職の「意識している」割合

が多い傾向にあることから、比較的割合が低い若手職員への意識促進を図ることが必要であると 

考えられる。 

 一方、部署別の意識度にはばらつきがあることから、「意識している」割合が多い部署への    

ヒアリング等を通じて事例化し、組織全体に共有するなどの工夫が必要であると考えられる。 

（１）基本理念 

 
（２）ビジョン・コーポレートメッセージ 
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問２ 行動指針に対する意識度 
 

＜特徴的な結果＞ 

（１）国民視点、アスリート・ファースト 

〇ＨＰＳＣ（７６％）と学校安全部（支所）（３５％）* 

（４）社会づくりへの貢献 

   〇３０代（３７％）と５０代以上（５６％） 

〇事務系（３９％）と研究系（６３％）  

〇情報・国際部（８０％）と学校安全部（支所）（３０％）* 

＜考察＞ 

 全体的に、年代が高い人や管理職の「意識して行動している」割合が多い傾向にあることから、 

比較的割合が低い若手職員への意識促進を図ることが必要であると考えられる。また、「意識して

行動している」割合については、職員より非常勤職員の意識度が高く、事務系職員より研究系職員

の意識度が高い結果となったことから、職員の意識改革や職種別のアプローチも図ることが必要 

であると考えられる。 

一方、部署別の意識度に大きなばらつきがあることから、「意識して行動している」割合が多い部

署へのヒアリング等を通じて事例化し、組織全体に共有するなどの工夫が必要であると考えられる。   

 

（１） 国民視点、アスリート・ファーストの視点に立ち、公正・誠実に行動します。 

 
 

 

（２） 社会的使命を自覚し、誇りと責任感を持って行動します。 
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（３） 開かれた業務に努め、人々から共感を得られるよう行動します。 

 
 

（４） 広く国内外に目を向け、より良い社会づくりに貢献します。 

 
 

（５） 笑顔とチームワークを大切に、活力ある組織をつくります。 
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問３ 勤務時における意識や行動傾向 
 
（１） 同じ職場の人の仕事の把握度   ※職場：普段一緒に仕事をしている係、グループ等の単位 
 

＜特徴的な結果＞ 

〇３０代（４３％）と５０代以上（６７％） 

〇管理職（７５％）と一般職（４８％） 

〇情報・国際部（４０％）と学校安全部（本部）（６９％）* 

＜考察＞ 

 年代が高い人や管理職において、「同じ職場の人が何の仕事をしているか把握している」割合が

多い傾向にあることから、比較的割合が低い若手職員への意識促進を図ることが必要であると  

考えられる。また、「職員区分」や「職種」によってもややばらつきが見られたことから、職場内全体を

通じたコミュニケーションの活性化を図るための風土づくりが必要であると考えられる。 

一方、部署別の割合に大きなばらつきがあることから、「同じ職場の人が何の仕事をしているか 

把握している」と回答した割合が多い部署へのヒアリング等を通じて事例化し、組織全体に共有する

などの工夫が必要であると考えられる。 

 

 
 

［参考］主な自由記述 

 同じ目標に向かって、日々打合せを行い情報共有が図られているから。 

 案件ごとに、部長を含め、方針決定、進捗管理を行っているため。 

 低レベルから高レベルに当たる内容まで、座席にいたまま、口頭で確認しあえる。 

 データ上で日々の業務を入力し管理しているため、他の人の動きがわかる。 

 コミュニケーションをとるように意識しているから。 

 ミーティングの機会がほとんどない為、知る機会が少ない。 

 マンパワーが不足しすぎて 1 人で持つ仕事が多すぎる。 

 席を外す機会も多く、それぞれが日々の問合せ対応などで臨機応変に動いており、すべてを 

把握するのは困難。 

 定期的にミーティングしていますが、共有すべき人数が増えると全体的な動きは把握できるもの

の、それぞれの業務までは把握できなくなってきた。 

 とにかく同じ部署でも数多くの事業や担当が細分化されている為、把握するのが困難。    

個人メールでのやり取りも問題があると思っている。 
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（２） 上司への相談しやすさ 
 
＜考察＞ 

 特に、「役職」において、「困ったことを上司に相談しやすい」割合にばらつきがあることから、職場

内でのコミュニケーションの活性化を図るための風土づくりが必要であるとともに、職階別研修の 

活用等による上司の意識改革も必要であると考えられる。 

また、「困ったことを上司に相談しやすい」と回答した割合が多い部署へのヒアリング等を通じて 

事例化し、組織全体に共有するなどの工夫が必要であると考えられる。 

 

 
 

 

［参考］主な自由記述 

 普段から何気ない会話をできる環境づくりをしていただいており、問題が持ち上がった場合に 

おいても一緒になって解決策を模索してくれている。 

 コミュニケーションが活発であり、上司も雰囲気づくりを意識していることが感じられるため。 

 常日頃から他職員とのコミュニケーションが十分にある。 

 困ったこと、わからないこと、解決できないことに関しては相談しやすい環境を提供いただいて

います。 

 こちらがしたいと考えている事を相談すると、様々な方法を提案してもらえる事。 

 係の雰囲気がとてもよく、よいコミュニケーションがとれているため。 

 所属課だけではなく、他課と協力しながら横断的に進めなくてはいけない業務発生時、部下が

仕事をしやすいように他課と調整してくださるとき。 

 話はよく聞いてくれるが、内容によっては感情的になってしまうことが良くあり、相談の仕方・  

タイミングに気をつかう。 

 上司が役職を兼任していて多忙であるため、相談したいときも含め大抵席にいない。 

 相談しても解決するかわからないので。 
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（３）規程の遵守度 

＜考察＞ 

すべての属性において、約８割以上の職員が「規程等を遵守しつつ、期日も守りながら対応して   

いる」と回答している一方、年代が高い人や管理職において、「規程等を遵守しつつ、期日も守り  

ながら対応している」割合が多い傾向にあることから、比較的割合が低い若手職員への意識促進を

図ることが必要であると考えられる。また、部署別の割合にもばらつきがあることから、「規程等を 

遵守しつつ、期日も守りながら対応している」とした回答者の割合が多い部署へのヒアリング等を 

通じて事例化し、組織全体に共有するなどの工夫が必要であると考えられる。 

 

 
 

 

［参考］主な自由記述 

 日常業務の基本だから。 

 ルールを前提にタイムマネージメントを行うことができています。 

 通常業務を法令等に乗っ取って行っていることから部署全体の気風として法令順守の考えが

根付いている。 

 意識して行動しているが、意思決定（＝原議書決裁）に時間がかかってしまうところを今後   

どうしていくかが課題。 

 課の性質上、規程はしっかり把握するよう努めている。 

 通常業務を法令等に乗っ取って行っていることから部署全体の気風として法令順守の考えが

根付いている。 

 個人的には期日を守り、規程の遵守するよう心がけているが、自分の元に仕事が下りてくる 

（現場から事務方への書類回付等）までが遅く、期日を守ることが難しい場合が多々ある。 

 関わる規程が多く、すべてを把握しきれていないため、知らない間に規程を順守できていない

可能性がある。 

 規程遵守が重要と考えるが、規程と合っていない運用ルールがあると感じている。 

 資料作成が多岐にわたるため、規程等をその都度確認できない場合がある。 
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（４）他の部署への業務への関心度   ※他の部署：所属する部・室等以外の部署 

＜特徴的な結果＞ 

〇管理系業務部署（７７％）と学校安全部（本部）（３３％）* 

＜考察＞ 

 年代が低い職員ほど「他の部署への関心を持っている」割合が多くなっていることから、上司から

部下への内部伝達の状況等の把握や社内報などを活用することが必要であると考えられる。 

 一方、「職種」や「部署別」の傾向にもばらつきがあることから、部署へのヒアリング等を通じて改善

を図るとともに、全社的に情報を周知できるツールをより活用していくことが必要であると考え    

られる。 

 

 
 

 

［参考］主な自由記述 

 センターの各事業部との連携・協力なしでは業務が進展しないことから、他の部署の業務に 

ついても関心を持っている。 

 ＪＳＣの業務は全般的に事業部門毎に分離独立するものではなく、相互に関係するもので   

あり、そうあるべきと思っている。 

 着任時の研修で聞くのみではわからないので、折に触れて実際にお互いの業務を見たり、  

職員同士が交流したりするような企画があると良い。個人ではなかなかきっかけ作りが難しい。 

 管理業務をする上で理解が必要なので積極的に知る機会を増やしている。 

 自分の業務をより深く理解するうえでも、他業務がどう関わっているのか非常に興味がある。 

 他の部署とは地理的に離れており、日常的に関わることがない。 

 関心を持つことはあるが、関わりが少ないと感じます。 

 ＪＳＣニュース等で他部署の業務等を把握できる部分はあるが、物理的に離れているため、  

どうしても関心が薄くなってしまいがちである。部署横断的に集まることのできる機会があると

良い。 

 関心が無い・・・と言ってしまうと語弊があるが、忙しすぎて余裕はない状況であり、それぞれ、

がんばっていきたい。 

 今、目の前にある業務に追われて、それだけで精一杯のため、他部署のことに目が向かず  

無関心になってしまう。 
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（５）担当業務のリスクへの意識度 

＜考察＞ 

 どの属性においても８割以上の職員が「担当業務のリスクを把握している」と回答しており、今後も

この意識を継続していくことが必要であると考えられる。また、「担当業務のリスクへの意識度」につ

いて、「リスクを意識したことがない」とした回答者が全体を通じてゼロとなった。 

 

 
 

 

［参考］主な自由記述 

 個人情報を扱っているため、書類紛失防止、入力間違いがないか常に念頭に置いて行動して

いる海外、組織外とのやりとりが多いため、様々なリスクを想定しながら業務にあたっている。 

 国民、会計検査院等、自身の業務にとって想定されるリスクを意識して業務に取り組んでいる。 

 どんな仕事にもリスクは伴うので、最悪の事態を意識して行動している。 

 人員等に限りがあるため、リスクがあるなしで業務の完成度、注力度合等を考えながら、業務

にあたっているため。 

 個人情報を扱う業務であるため。 

 各担当業務について、定期的にリスクの検討を行いながら取り組んでいる。 

 セクハラ研修など、様々な研修で学んだことを活かそうとしている。 

 意識して行動しているが、予算の問題等解決していかなければならない問題も多い。 

 書類を扱うことが多く、自分が作成したものが記録として残るので、誤った処理をしないように 

気を付けている。 

 リスクを意識して行動しているが、想定しているリスクの範囲が狭いかもしれない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

 
 
（６） 悪い情報があったときの上司への報告しやすさ（バッドニュースファースト）  

＜考察＞ 

 すべての属性において、約８割の職員が「悪い情報があったとき、上司に報告しやすい」と回答  

しており、今後もこの意識を継続していくための取組が必要である。なお、「職員区分」や「役職」に 

ついては、その割合に比較的ばらつきが見られることから、バッドニュースファーストの理念をさらに

浸透させるための風土づくりや職階別研修の活用等による上司の意識改革も必要であると考え  

られる。 

また、部署別の割合にもばらつきが見られることから、部署へのヒアリング等を通じて改善を図る

ことが必要であると考えられる。 

 

 
 

 

［参考］主な自由記述 

 コミュニケーションが取れているため、何事も早急に報告している。 

 日々の報告・連絡・相談等の円滑なコミュニケーションがなされているので、その中の一貫と  

して報告しやすい環境にある。上司個人の能力が環境構築に左右すると思う。 

 実際に何件か発生した際に、的確なアドバイスもいただけた。 

 常日頃から気兼ねなく情報共有できる状況にある。 

 自分で抱え込むことなど考えられないので、すぐに報告する。 

 責めることはせず、今後の対応について一緒に考えてくれる。 

 トラブル対応の際、上司は常に「起きたことは仕方がない。それをどうするか考えろ。再発防止

にどうするか考えろ」と私たちに指示し、責められない。その姿勢を常に見ていることで、報告は

しやすいし、再発防止をしようという意欲が高まる。 

 話はよく聞いてくれるが、内容によっては感情的になってしまうことが良くあり、相談の仕方・  

タイミングに気をつかう。 

 出張や離席が多いので、報告したいときに話ができないことが多い。 

 解決しない気がするため。 
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問４ 内部統制の理解度や意識度 
 

＜特徴的な結果＞ 

（１）「独立行政法人の内部統制」の理解度 

〇２０代以下、３０代（各４０％）と５０代以上（７０％） 

〇管理職（８２％）と一般職（４５％） 

〇情報・国際部、スポーツ振興事業部（各６８％）と学校安全部（本部）（３５％）* 

（２）日々の業務における内部統制の意識度 

〇２０代以下（１７％）と５０代以上（５２％）* 

〇職員（３６％）と非常勤職員（２４％） 

〇管理職（７３％）と一般職（２４％） 

〇管理系業務部署、情報・国際部（各４０％）と HPSC（２５％） 

＜考察＞ 

 年代が高い人や管理職の「理解している」、「意識している」割合が多い傾向にある一方、年代の

低い人や一般職、特定の部署の理解度、意識度が比較的低いことから、「理解している」、「意識し

ている」割合が多い部署へのヒアリングや内部統制に関する研修の対象者の工夫等が必要である

と考えられる。 

 

（１）「独立行政法人の内部統制」の理解度 

 
 

（２）日々の業務において、「内部統制」をどの程度意識しているか。 
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＜考察 -経年変化-＞ 

特に「独立行政法人における内部統制」についての理解度が大きく改善し、ほぼすべての部署に

おいて「理解している」とした回答者の割合が増加した。特に、国立競技場等（国立競技場、     

スポーツ博物館、登山研修所）、ハイパフォーマンスセンター、スポーツ振興事業部においては、  

大幅な増加が見られた。これは、JSC 全職員を対象とした内部統制研修の実施等により、理解度

や意識度が上がったためと考えられるが、今後もこの意識を継続していくための取組が必要であ

る。 

また、「日々の業務における内部統制」の意識度についても、すべての部署において「理解して 

いる」とした回答者の割合が増加し、属性別では、管理職の意識度が大きく改善された。（詳細は、  

別紙１５ページを参照） 

 

 

〇平成３０年度調査                      

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

〇平成２９年度調査 
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問５ ＪＳＣの「風通し」の良 さ   ※風通しの良さ：日々の業務においてフラットに意見を言い合える環境

があり、意思疎通や情報共有がうまくいっていること 

＜特徴的な結果＞ 

（１）職場の風通し 

〇新国立競技場設置本部（７６％）と HPSC（４６％）* 

（２）JSC 全体の風通し 

〇３０代（１５％）と５０代以上（２６％）* 

〇事務系（２３％）と研究系（１４％） 

〇管理系業務部署（３２％）と情報・国際部（４％）* 

＜考察＞ 

「職場の風通し」については、「役職」、「部署別」の属性において、「風通しが良い」とした回答者の

割合に大きなばらつきが見られたため、管理職研修の活用等による上司の意識改革や、部署への

ヒアリング等を通じた改善、比較的意識が高い部署の取組を事例化するなどして、職場の風通しを

良くしていくための工夫が必要であると考えられる。また、「JSC 全体の風通し」については、「年代」

「職種」「部署別」において、回答に大きなばらつきがあり、こちらも部署へのヒアリング等を通じて 

改善を図ることや、比較的意識が高い部署の取組を事例化するなどして、組織全体の風通しを良く

していくための工夫が必要であると考えられる。 

 

（１）職場の風通し 

 
 

（２）JSC 全体の風通し 
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［参考］主な自由記述 

 就業時間内において、職場で話す機会が多いので情報共有等日頃からできている。 

 全てのスタッフが積極的に自分に関わってくださっている。コミュニケーションも良く取れている。 

 言いたいことをいいながらも、最終的には建設的な方向へ進めようという雰囲気があるため。 

 他のグループや部長クラスのポジションの方に気軽に意見を聞いてもらうことが出来る。 

 このような形でのアンケートやミーティングがあり、一職員の思いを伝える機会がある。ありがた

いと思う。 

 少人数の職場なのでコミュニケーションを図るようにしているが、業務量も多く、余裕が持てない

状況にある。 

 もしかしたら、職種により感じ方が異なるようにも感じています。やはり、常勤と非常勤では情報

量等に違いを感じます。 

 情報共有が主としてメールになりがち。膨大なメールなので勘違いもおこる。会話がないと不安

な時がある。（打合せする時間が取れるときは会話できる。） 

 フレンドリーな組織だが、フレンドリーすぎて組織人としてよいのか疑問に感じることもある。 

 お互いに話をしやすい雰囲気はある。ただ、重要なことに限って、上司と担当者のみの情報共

有が頻繁に行われ、所内全体で協議して出した方向性というものになっておらず、意思決定の

段階で不透明さが残る、と個人的には感じている。 

 管理職からの情報共有があまり無い。また、課内を管理できていない。 

 部署ごとの連携がうまく取れていない。特に事務系と研究系の間の連携。 

 情報共有をしても上司が忘れてしまったり、管理していないため、共有したことが役立っていな

いし、意思疎通に時間がかかりうまくいかない。 

 仕事の情報共有や進捗状況の確認といったことがあまりされないため。 

 人を減らした（減った）上で、業務の効率化を進めるのは、間違っている気がする。業務が効率

に回ってから人の削減を考えるべきではないかと思う。 

 
［参考］平成２９年度調査結果 （問：JSC の風通しは良いと感じますか。） 
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問６ 外部の方からＪＳＣに対する期待、要望（自由記述）：意見総数 約１２０件 

（主な回答） 

・JSC が何をしているのか、ウェブサイトにより見やすく記載してほしいという要望がありました。 

・日本語名「日本スポーツ振興センター」が長いため、名称を間違って記憶する人が多い。 

日本語名では認知されていない印象を受ける。 

・事業が多く縦割りのため、強化現場でやりたい事と JSC の事業構造がマッチしないことがある。 

事務処理・書類が煩雑である。 

・もう少し選手・コーチ目線でサポートしてほしい。 

・日本のスポーツの中核的存在としての地位を確立してほしい。 

・助成事業について自治体より、地域のスポーツ振興に非常に役立っており、助かっているとの話をよく 

伺うことがある。 

・学校現場や保護者の方から、学校事故防止の情報を聞きたいとたびたび言われる。 

・制度等、時代に沿っていないモノに対しての処置が遅いとの意見がある。 

・学校安全部として災害の事例を多く所有しているので、事故事例をもとに事故防止の情報提供や支援課

が発行している数々の事故防止の資料などはありがたいと聞いている。ただ、会議等で紹介することで

初めて知る方も多いので、アピールする場がもっと多く持てるとよいと思います。 

・スポーツくじの助成対象のハードルや枠を下げて拡げてほしいという要望をいただくことが多い。    

日本スポーツ協会とＪＯＣと名称や略称で混同されることがある。 

 

問７ JSC で働くことを通じて、社会で実現したいこと、成し遂げたいこと（自由記述）：意見総数 約２００件 

（主な回答） 

・スポーツをする、みる、支えるのいずれの場面でも多くの人に楽しんでもらいたいと思う。 

・与えられた業務を遂行することによって、センターの基本理念等が世の中に浸透することを期待します。 

・スポーツ人口を増加させ、明るい社会を創りたい。 

・スポーツの振興、国際競技力向上への寄与、国民・アスリート等、人のためになること。 

・スポーツの普及及びトップレベルの競技力向上に貢献することで日本を明るい社会にしたい。 

・新国立競技場を計画どおりに完成させることで、東京２０２０大会の成功に貢献すること。 

・1 人でも多くの人の人生が、スポーツを通じて豊かになること。 

・スポーツが苦手な人に対し、スポーツは勝ち負けだけではなく、もっと深い魅力・価値があることを    

伝えたい。 

・社会におけるスポーツの価値をさらに高め、真のスポーツ先進国実現に貢献していきたい。 

・競技パフォーマンスの向上に貢献する（メダルの獲得）ことで、スポーツの良さを伝えたり、パラアスリート

への理解を深めていきたい。 

・スポーツ振興や健康の保持増進に関する業務に少しでも貢献し、次の世代につなげること。 

・業務上だけでなく私生活においてもコンプライアンスを意識し、常識のある社会人として秩序のある   

社会の一員でありたい。 

・子どもたちが心身共に健全に生きることができるようにサポートすること。 
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問８ その他、ＪＳＣの職員として働く中で日々感じることなど（自由記述）：意見総数 約１８０件 

（主な回答） 

・JSC の職員は、もっとパワーを持っていると思うが、発揮されていないような気がしてならない。 

・余裕のなさと、センターの基盤となるべく管理部門の脆弱さ。事業を支える基盤がしっかりしていないと、

組織として持たないと感じている。基盤を固めたうえで、何をやるべきなのか（スクラップアンドビルド   

するもの）を判断していただければ、組織が維持されると感じる。 

・物事を未来の目線でみるという視点があると良いと思います。目先のことに追われすぎているため、  

視野が狭くなりがち。残業が多く、自分の時間が持てないスタッフが偏在していることが問題。 

・新国立競技場の完成には toto の売上げが重要ですが、売上げを維持・向上していくためには、様々な 

新しい発想が必要だと思いますので、民間を含む他機関との人事交流を活性化させ、若手や幹部職員

にも新しい風を入れていくことが必要かと思います。 

・仕事のやり方や考え方を変えていく必要があると思います。もっと民間企業のやり方などをどんどん取り

入れていかないと、JSC 以外では働けないと思います。 

・プロパーを対象とした階層別の研修を導入しマネジメント能力を向上すべきだと感じる。部署により業務

の偏りが大きく、職員配置が適切ではないのではないかと感じる。また、職員調書や契約時期の更新 

面談など必要性がない無駄なことが多いと感じる。 

・退勤管理、出張、研究費の使用などに関して作成しなければならない書類が多く、煩雑。 

・各部門や職員が目指すものと法人として目指すことにギャップがあると感じます。個人の興味関心で  

物事が進まないこと、スピード感のなさ、コミュニケーションの欠如等は大きな課題であるように見受け 

られます。また、こういったアンケートや風通しプロジェクトなど、様々な機会を活用して職員から意見  

収集することは構わないものの、適切なフィードバックが不足しているように思えます。 

・JSC で働いてよかったという人生にしたい。 

・現状のシステムをより更に良くするため、部門間の連携を向上させていきたいです。すべては国の   

スポーツを良くするためです。 

・社会に役立つやりがいのある仕事である。 

・同じ部署に長くいる人が多く、その部署での発想しかできなくなるのではないかと思うことがある。 
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［参考］相関係数の算出結果とそれを踏まえた施策の方向性 

 

内部統制の充実を図るためのより有効な施策を導き出す一つの指標として、質問項目間の    

相関係数（2 つの項目間の関係の強弱を測る指標）を算出した（平成２９年度調査より開始）。 

なお、相関係数の分類基準については以下のとおりとした。 

 

相関係数 解釈 

0 ～ ≦±0.2 ほとんど相関がない（無視できる相関） 

±0.2 < ～ ≦±0.4 低い相関がある（関係があるが小さい） 

±0.4 < ～ ≦±0.7 相関がある（本質的関係がある） 
 
例：上司への相談がしやすい人は、悪い情報があったときの上司への報告の 

しやすさも感じている傾向がある（相関係数：0.48）。  
±0.7 < ～ ≦±0.9 高い相関がある（著しい関係がある） 

（宮内克男・白佐俊憲『調査資料のまとめかた』（川島書店 1976 年）97 頁を参考に作成） 
 

 
 
【結果の概要】 

○ 「基本理念への意識度」と「ビジョン・コーポレートメッセージへの意識度」との間に強い相関が 

見られた。 

○ 「基本理念への意識度」と各行動指針との間に概ね中程度の相関が見られた。「基本理念への

意識度」と「内部統制の意識度」との間に概ね中程度の相関が見られた。 

○ 「ビジョン・コーポレートメッセージへの意識度」と「内部統制の理解度」及び「内部統制の意識度」

との間に概ね中程度の相関が見られた。 

○ 各行動指針との間に概ね中程度の相関が見られた。 

○ 「上司への相談しやすさ」と「バッドニュースファースト」との間に中程度の相関が見られた。 

○ 「上司への相談しやすさ」と「職場の風通し」との間に中程度の相関が見られた。 

○ 「内部統制の理解度」と「内部統制の意識度」との間に中程度の相関が見られた。 

○ 「職場の風通し」と「JSC 全体の風通し」との間に中程度の相関が見られた。   

 

【今後の施策の方向性】 

○ 「行動指針」の策定趣旨（基本理念やビジョン・コーポレートメッセージを達成するためのもの。）

の継続的な周知 （例：JSC クロスミーティングでの役員からの継続的な周知、社内報の活用等） 

○ より実務的な内容に則した「内部統制」の研修の工夫 （例：ワークショップ型の研修の開催等） 

問1（1） 問1（2） 問2（1） 問2（2） 問2（3） 問2（4） 問2（5） 問3（1） 問3（2） 問3（3） 問3（4） 問3（5） 問3（6） 問4（1） 問4（2） 問5（1） 問5（2）

問1（1） 0.80 0.43 0.42 0.45 0.47 0.40 0.25 0.15 0.22 0.19 0.24 0.08 0.39 0.46 0.15 0.17

問1（2） 0.80 0.42 0.37 0.40 0.45 0.37 0.26 0.15 0.18 0.19 0.21 0.09 0.44 0.49 0.20 0.15

問2（1） 0.43 0.42 0.57 0.53 0.51 0.48 0.12 0.13 0.14 0.17 0.16 0.11 0.26 0.25 0.14 0.08

問2（2） 0.42 0.37 0.57 0.65 0.54 0.56 0.14 0.14 0.22 0.16 0.19 0.10 0.25 0.27 0.17 0.13

問2（3） 0.45 0.40 0.53 0.65 0.61 0.60 0.18 0.15 0.22 0.14 0.19 0.12 0.32 0.34 0.17 0.15

問2（4） 0.47 0.45 0.51 0.54 0.61 0.50 0.11 0.08 0.21 0.14 0.17 0.07 0.36 0.39 0.12 0.14

問2（5） 0.40 0.37 0.48 0.56 0.60 0.50 0.12 0.09 0.23 0.16 0.21 0.05 0.25 0.25 0.19 0.15

問3（1） 0.25 0.26 0.12 0.14 0.18 0.11 0.12 0.30 0.13 0.12 0.18 0.19 0.22 0.24 0.36 0.24

問3（2） 0.15 0.15 0.13 0.14 0.15 0.08 0.09 0.30 0.17 0.09 0.13 0.48 0.13 0.14 0.46 0.22

問3（3） 0.22 0.18 0.14 0.22 0.22 0.21 0.23 0.13 0.17 0.10 0.19 0.15 0.26 0.23 0.21 0.13

問3（4） 0.19 0.19 0.17 0.16 0.14 0.14 0.16 0.12 0.09 0.10 0.07 0.09 0.18 0.20 0.07 0.04

問3（5） 0.24 0.21 0.16 0.19 0.19 0.17 0.21 0.18 0.13 0.19 0.07 0.19 0.22 0.18 0.13 0.09

問3（6） 0.08 0.09 0.11 0.10 0.12 0.07 0.05 0.19 0.48 0.15 0.09 0.19 0.12 0.11 0.33 0.13

問4（1） 0.39 0.44 0.26 0.25 0.32 0.36 0.25 0.22 0.13 0.26 0.18 0.22 0.12 0.66 0.20 0.19

問4（2） 0.46 0.49 0.25 0.27 0.34 0.39 0.25 0.24 0.14 0.23 0.20 0.18 0.11 0.66 0.22 0.15

問5（1） 0.15 0.20 0.14 0.17 0.17 0.12 0.19 0.36 0.46 0.21 0.07 0.13 0.33 0.20 0.22 0.41

問5（2） 0.17 -0.01 -0.01 -0.01 -0.03 0.14 0.15 0.24 0.22 0.13 0.04 0.09 0.13 0.19 0.15 0.41


