
 

 

平成 23年度 

業務実績報告書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 



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 4年目が終了しました。 

 

独立行政法人制度は、国の事務・事業のうち一定のものについて、国とは別の法人格を

有する法人を設立し、事前関与・統制を極力排除することにより、自主的・自律的で透明

な法人運営の確保を目的としたものです。したがって、自律的法人運営を担う独立行政法

人においては、法人自ら業務の透明性を図った上で、「業務運営の効率化」、「国民に対して

提供するサービス・業務の質の向上」、「健全な財務運営」を図っていくことが求められま

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、法人内部に

設置した「自己評価委員会」により、中期計画・年度計画に定めた事項の達成状況や外部

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、自己点検評

価を行い、課題や解決の方向性等を明確にしながら自主的改革・改善に取り組むなど、中

期目標及び法人の目的（任務・役割）の達成に向けて、役職員一丸となって取り組んでま

いりました。 

 

本報告書は、文部科学省独立行政法人評価委員会による事業年度評価を受けるための報

告書として作成したものです。構成自体は、中期計画を達成するための具体的計画である

年度計画の項目に沿って、実績を記載したものです。 

 

なお、本報告書は、より多くの方々の目に触れるよう、過去の報告書とともに、ホーム

ページに掲載しております。センターの業務運営の現状とその取組について、ご理解をい

ただくとともに、ご意見など賜りましたら幸いです。 
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Ⅰ 目的・業務 

センターは、独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）及び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）に基づき設立され、その目的は、「スポーツの振興及び児童生徒等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」とされている。 

センターは、我が国におけるスポーツの振興及び児童生徒等の健康の保持増進を図るための中核的専門的機関として、その

目的・役割を常に認識し、次の業務を行っている。 

 

１ 国立競技場等の運営及びスポーツの普及・振興に関する業務 

２ 国際競技力向上のための研究・支援業務 

３ 登山に関する指導者養成及び情報提供業務 

４ スポーツ振興のための助成業務 

５ スポーツ振興投票業務 

６ 災害共済給付業務及び学校安全支援業務 

 

 

 

 

センターの目的･業務 



Ⅰ 目的・業務 

 

3  

 

１ 国立競技場の運営及びスポーツの普及・振興に関する業務              国立競技場

 

 

 
国立霞ヶ丘競技場陸上競技場 

 
国立代々木競技場第一体育館 

 

国立競技場は、我が国唯一のナショナルスタジアムとし

て、国際的、全国的な各種スポーツ競技大会等に対して施

設を提供している。また、附属施設を広く団体や個人にご

利用いただくことで、誰もがスポーツに親しめる環境づく

りを行うとともに、これまでの施設運営管理やスポーツタ

ーフの維持管理から得たノウハウを地域のスポーツ施設に

提供している。 

さらに、ＪＩＳＳと連携し、ＪＩＳＳが行う国際競技力

向上のための研究・支援事業の実験・実証の場にも活用さ

れている。 

 

 

 

 

２ 国際競技力向上のための研究・支援業務          国立スポーツ科学センター（ＪＩＳＳ） 

ナショナルトレーニングセンター（ＮＴＣ） 

 

 

国立スポーツ科学センター（ＪＩＳＳ） 

 
ナショナルトレーニングセンター（ＮＴＣ） 

屋内トレーニングセンター 

 

ナショナルトレーニングセンター（ＮＴＣ） 

宿泊施設（アスリートビレッジ） 

 

 

 

ＪＩＳＳは、我が国のスポーツの国際競技力向上に寄与

するため、公益財団法人日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）、

競技団体及び関係機関等と連携して、スポーツ科学・医学・

情報研究を推進するとともに、その成果を踏まえて選手・

指導者等への支援を行っている。 

また、ＮＴＣは、我が国における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・強化

活動を行うための施設である。ＮＴＣは、各競技の専門練

習場を備えた屋内トレーニングセンター、陸上競技を中心

とした陸上トレーニング場、屋内テニスコート及びアスリ

ートヴィレッジ（宿泊施設）からなり、これらの各施設の

適切な管理運営を通じて、トップレベル競技者に高質なト

レーニング環境を提供している。 
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３ 登山に関する指導者養成及び情報提供業務                  国立登山研修所

 

 

 

我が国の登山の健全な発展を図るため、昭和４２年に文

部省登山研修所として開所して以来、登山指導者養成のた

めの研修事業や登山に関する情報提供等を行い登山事故の

防止に努めている。 

（平成21年4月1日に文部科学省より移管。所在地は富山

県） 

 

 

 

４ スポーツ振興のための助成業務                      スポーツ振興事業部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『スポーツ振興基本計画』に基づくスポーツ振興施策の

一環として、我が国のスポーツの国際競技力の向上、地域

におけるスポーツ環境の整備充実といったスポーツの普

及・振興を図るため、政府出資金（２５０億円）と民間か

らの寄附金（約４４億円）との合計額約２９４億円を原資

とした「スポーツ振興基金」の運用益と「スポーツ振興く

じｔｏｔｏ」の収益等により、スポーツ振興助成を行って

いる。 

 

 

５ スポーツ振興投票業務                         スポーツ振興事業部 

 

 

 

 

 

 

 

 

スポーツ振興のために必要な財源を確保することを目的

として、「スポーツ振興投票の実施等に関する法律（平成１

０年法律第６３号）」に基づき、スポーツ振興投票の対象と

なる試合の指定、スポーツ振興投票券の発売、試合結果に

基づく当せん金の確定及び当せん金の払戻業務等を行って

いる。 

 

 

６ 災害共済給付業務及び学校安全支援業務                   学校安全部・支所

 

 

 

 

 

学校教育の円滑な実施に資するため、学校の管理下にお

ける児童生徒等の災害に対して災害共済給付（医療費、障

害見舞金又は死亡見舞金の給付）を行うとともに、事件・

事故災害を未然に防止するという観点から災害共済給付事

業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児童生徒等の安全を確保する

ための支援事業（学校安全支援業務）を行っている。 

 

 

 
スポーツ振興基金 
シンボルマーク 

 

 

 
 

totoロゴマーク 

  
ＢＩＧロゴマーク     ＢＩＧ１０００ロゴマーク 

http://www.naash.go.jp/toto/index.html
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Ⅱ 沿革・組織

１ 沿革 

センターの前身である日本体育・学校健康センター

は、昭和 61 年 3 月に「日本体育・学校健康センター

法（昭和 60 年法律第 92 号）」に基づき、特殊法人と

して設立された。その後、平成 2 年 12 月に、政府か

らの出資金と民間からの寄附金を財源として基金が

設置され、我が国のスポーツの国際競技力向上とスポ

ーツの裾野を拡大するために必要な援助を行うこと

を目的として、スポーツ振興基金部が設置された。 

平成 11年 4月には、「スポーツ振興投票の実施等に

関する法律（平成 10年法律第 63号）」の施行に伴い、

スポーツ振興投票等業務を実施するため、スポーツ振

興投票部が設置された。 

平成 13 年 4 月には、スポーツ科学・医学・情報の

総合的研究を行い、その成果をもって我が国のスポー

ツの国際競技力向上に寄与することを目的として、Ｊ

ＩＳＳが設置された。 

平成 12年秋ごろから、「中央省庁等改革基本法（平

成 10年法律第 103号）」等を背景に、特殊法人改革が

様々な形で提起されるようになり、「行政改革大綱（平

成 12年 12月閣議決定）」、「特殊法人等改革基本法（平

成 13 年法律第 58 号）」等に基づき、特殊法人改革の

検討が本格的に進められた。 

その結果､｢特殊法人等整理合理化計画(平成 13 年

12 月閣議決定)｣により､①国立競技場の管理運営につ

いては､全面的な民間委託の導入を推進するなどによ

り国費投入の縮減を図る｡②学校給食関係業務につい

ては､諸条件を整えて､センターの業務としては廃止

する｡など､事業について所要の措置を講じた上で､独

立行政法人に移行することとされた｡ 

これらの経過を踏まえ、平成 15年 10月１日から「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）」に基づき、独立行政法人日本スポー

ツ振興センターが設立された。 

平成 20 年 1 月には、我が国におけるトップレベル

競技者の国際競技力の向上のためのトレーニング・強

化活動を行う拠点施設として整備を進めてきたＮＴ

Ｃについて、全面供用を開始した。 

また、平成 21 年 4 月には、文部科学省から登山研

修所が移管された。 

 

日本学校
給食会

日本学校
安全会

国立競技場

日本体育・学校健康センター

独立行政法人日本スポーツ振興センター

日本学校健康会

昭和30年10月1日 日本学校給食会設立

昭和33年4月1日 国立競技場設立

昭和35年3月1日 日本学校安全会設立

昭和57年7月26日 日本学校健康会設立
・行政改革の一環として、日本学校給食会と日本学校安全会が統合

昭和61年3月1日 日本体育・学校健康センター設立
・臨時行政調査会第５次答申に基づき、日本学校健康会と国立

競技場が統合

スポーツ振興基金部を設置（平成2年12月27日）
スポーツ振興投票部を設置（平成11年4月1日）
国立スポーツ科学センターを設置（平成13年4月1日）

平成13年12月19日 「特殊法人等整理合理化計画」により、独立
行政法人となることが決定

平成14年12月13日 「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）」公布

平成15年10月1日 独立行政法人日本スポーツ振興センター設立

ナショナルトレーニングセンター中核拠点施設（仮称）を設置
（平成19年1月1日）

・陸上トレーニング場：平成19年１月供用開始
・屋内トレーニングセンター等：平成20年１月供用開始

ナショナルトレーニングセンター設置（平成20年4月1日）
国立登山研修所設置（平成21年4月1日）

統合の経過
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２ 組織 

センターにおいては、さきの「特殊法人等整理合理

化計画」による指摘以前から、国立競技場における現

業部門の積極的な外部委託の推進や 47 都道府県に設

置する支部組織の再編の検討など、自ら組織の改革・

改善に向けて取り組んできた。 

中期計画においても、「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・業務量に応じた定員配置を行うとと

もに、事務及び事業の効率化を進める」との方針を掲

げ、機能的で柔軟な組織体制の整備に向けて着実に進

めているところである。 

 

 

平成 15年 10月  平成 16年 4月  平成 17年 4月  平成 19年 4月 
 
平成 20年 4月 

 
平成 21年 4月 

 
平成 24年 4月～ 

総務部  総務部  総務部  総務部 
 

総務部 
 

総務部 
 

総務部 

       
 

 
 

 
 新国立競技場設置

準備本部 

財務部  財務部  財務部  財務部 
 

財務部 
 

財務部 
 

財務部 

       
 

 
 

 
 

情報・国際部 

国立霞ヶ丘競技場  国立霞ヶ丘競技場  国立競技場  国立競技場 
 

国立競技場 
 

国立競技場 
 

国立競技場 

国立代々木競技場  国立代々木競技場     
 

 
 

 
 

 

国立スポーツ 

科学センター 
 
国立スポーツ 

科学センター 
 
国立スポーツ 

科学センター 
 
国立スポーツ 

科学センター 

 国立スポーツ 

科学センター 

 国立スポーツ 

科学センター 

 国立スポーツ 

科学センター 

      
ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 

中核拠点施設(仮

称) 

 ﾅｼｮﾅﾙ 

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 

 ﾅｼｮﾅﾙ 

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 

 ﾅｼｮﾅﾙ 

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 

       
 

 
 
国立登山研修所 

 
国立登山研修所 

ｽﾎﾟｰﾂ振興基金部  ｽﾎﾟｰﾂ振興事業部  ｽﾎﾟｰﾂ振興事業部  ｽﾎﾟｰﾂ振興事業部 
 

ｽﾎﾟｰﾂ振興事業部 
 

ｽﾎﾟｰﾂ振興事業部 
 

ｽﾎﾟｰﾂ振興事業部 

ｽﾎﾟｰﾂ振興投票部       
 

 
 

 
 

 

健康安全部  健康安全部  健康安全部  健康安全部 
 

健康安全部 
 

学校安全部 
 

学校安全部 

       
 

 
 

 
 

受託事業推進室 

監査室  監査室  監査室  監査室 
 

監査室 
 

監査室 
 

監査室 

47都道府県支部  47都道府県支部  6支所  6支所 
 

6支所 
 

6支所 
 

6支所 

北海道支部 

青森県支部 

～ 

鹿児島県支部 

沖縄県支部 

 

北海道支部 

青森県支部 

～ 

鹿児島県支部 

沖縄県支部 

 

仙台支所 

東京支所 

名古屋支所 

大阪支所 

広島支所 

福岡支所 

 

仙台支所 

東京支所 

名古屋支所 

大阪支所 

広島支所 

福岡支所 

 仙台支所 

東京支所 

名古屋支所 

大阪支所 

広島支所 

福岡支所 

 仙台支所 

東京支所 

名古屋支所 

大阪支所 

広島支所 

福岡支所 

 仙台支所 

東京支所 

名古屋支所 

大阪支所 

広島支所 

福岡支所 

センター組織の変遷 
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３ 役員の状況 

法人の運営全般に責任を有する理事長の下、業務の

現状及び法人の課題を的確に把握し、法人の設立目的

（任務・役割）及び中期目標の達成にふさわしい明確

な経営戦略を持ち、また、リーダーシップを発揮した

業務運営を行うため、「組織運営規則」に、理事長、

理事、監事で構成する役員会の設置を明文化し、「役

員会運営規程」に基づき、毎月定期的に開催する役員

会において、センターの組織及び業務運営に関する重

要事項について審議・決定するとともに、各事業部門

間の連携を密にし、全センター的な運営体制により事

業運営に当たってきた。 

さらに、理事長等による業務運営全般にわたる業務

改善ヒアリングの実施等により、法人としての課題を

抽出し、自主的・自律的に業務の改善・改革に取り組

んできた。 

なお、監事は、業務の合理的かつ効率的な運営及び

会計経理の適正の確保を目的として、定期的に監事監

査を実施し、理事長に対して監査報告等を行うなど、

必要な業務を果たしてきた。 

 

役 職 氏 名 任 期 

理事長 河 野 一 郎 平成 23年 10月 1日～平成 27年 9月 30日 

理事（総務・企画調整・財務担当） 徳 重 眞 光 平成 23年 10月 1日～平成 25年 9月 30日 

理事（国立競技場・ＪＩＳＳ・Ｎ
ＴＣ・国立登山研修所業務担当） 

堀 部 定 男 平成 23年 10月 1日～平成 25年 9月 30日 

理事（スポーツ振興基金・スポー
ツ振興投票等業務担当） 

藤 原  誠 平成 23年 10月 1日～平成 25年 9月 30日 

理事（学校安全業務担当） 仲 村 淳 一 平成 23年 10月 1日～平成 25年 9月 30日 

監事 浜 畑 和 文 平成 23年 10月 1日～平成 25年 9月 30日 

監事（非常勤） 村 岡  功 平成 23年 10月 1日～平成 25年 9月 30日 

役員の状況（平成 24年 3月 31 日現在） 

 

４ 職員の状況 

中期目標期間中、業務運営の効率化、外部委託の拡

充、執務体制の見直し等により、定員削減計画に沿っ

た職員数の削減や組織及び人員配置の見直し等を行

い、中期計画の達成に向けた弾力的な組織管理により、

平成 23 年度末における常勤職員数については、332

人となった。 

※図中の数値は、各年度期末の人数。 

 

 

360
324 338 331 332

20期初 20 21 22 23 24
常勤職員数の推移

 

５ 資本金 

資本金 228,865,957,692 円（平成24年3月31日現在） 

 

センターの資本金は、全額国から出資されたもので

あり、そのうち、土地、建物等の現物出資相当分が約

2,038億 66百万円、スポーツ振興基金に充当する現金

出資相当分が 250億円である。 

 

（単位：百万円） 
区分 出資額 資本金 

独立行政法人日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ設立時 195,356 195,356 

追加出資(NTC屋外ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設)H19.3.15 8,598 203,954 

追加出資(NTC屋内ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設等)H20.3.31 22,186 226,140 

追加出資(国立登山研修所)H21.4.1 412 226,552 

追加出資(NTC宿泊施設南館等)H23.5.13 2,314 228,866 

 資本金の推移 

業務運営の効率化 

外部委託の拡充 

執務体制の見直し等 
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Ⅲ 平成 23年度の取組 

センターは、中期計画に定めた目標を着実に達成するため、自主性、自律性を発揮し、すべての実施事項に目的意

識を持ち、業務運営の効率化及び国民に提供するサービスその他の業務の質の向上に努めるとともに、「我が国のス

ポーツの振興」及び「児童生徒等の健康の保持増進」を図るという法人の目的（任務・役割）の達成に向けて、次の

ような業務に取り組んできた。 

 

１ 国立競技場の運営及びスポーツの普及・振興に関する業務           国立競技場 

U R L http://naash.go.jp/kokuritu/ ・ http://naash.go.jp/yoyogi/ 

（１）スポーツ施設及び附属施設の運営 

国立競技場は、「国際競技力の向上」及び「生涯

スポーツ社会の実現」を重要課題としている「スポ

ーツ振興基本計画」の趣旨に沿って、高水準な施設

条件を維持した上で、アマチュアスポーツからプロ

スポーツまで幅広く施設提供を行うことにより、

「トップレベルの競技者等の活動の場」として競技

力の向上に寄与するとともに、「みるスポーツの場」

を提供することにより、我が国のスポーツの振興に

大きな役割を果たした。 

また、併設のスポーツ博物館・図書館においては、

我が国のスポーツの歴史と文化に対する理解と普

及のために、資料の収集・保存・公開を行った。 

 

 
トラック走路を全面的に改修 

（国立霞ヶ丘競技場 陸上競技場） 

 

 

（２）ＪＩＳＳの実験・実証の場としての連携 

ＪＩＳＳが実施する、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、ス

ポーツ施設を活用したＪＩＳＳとの連携事業を推

進した。 

（３）スポーツの普及・振興 

スポーツの普及・振興を図るため、次の事業を行

った。 

① 水泳教室、フットサル教室 

② 財団法人日本体育施設協会との共催による各種 

指導者養成事業 

③ スポーツ施設管理運営に関する調査研究 

④ スポーツターフ調査・普及事業 

 

 

フットサルコート プレオープン（平成 24年 1月 5日） 
（国立代々木競技場）

２ 登山に関する指導者養成及び情報提供業務                国立登山研修所 

U R L http://naash.go.jp/tozanken/

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、次の研修会等を開催するとともに、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

行った。 

① 大学生登山リーダー養成コース 

② 中高年安全登山指導者等養成コース 

③ 山岳遭難救助従事者コース 

④ 研修会指導者コース 

  （写真は大学生登山リーダー春山研修会(剱岳登頂を目指して)） 
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３ 国際競技力向上のための研究・支援業務       国立スポーツ科学センター（ＪＩＳＳ） 

ナショナルトレーニングセンター（ＮＴＣ） 

U R L http://naash.go.jp/jiss/ ・ http://naash.go.jp/ntc/ 

 

１ ＪＩＳＳ 

（１）研究・支援事業及びスポーツ施設等の運営 

ＪＩＳＳは、「スポーツ振興基本計画」に示され

た「国際競技大会で活躍できる競技者の育成・強化」

という政策目標の達成を支援するため、ＪＯＣ、Ｎ

Ｆ、関係機関等と連携して、研究を推進するととも

に、その成果を踏まえて、トップレベルの競技者等

への支援を行うため、次の 6 つの事業を実施した。 

また、文部科学省からチーム「ニッポン」マルチ

サポート事業を受託し、戦略的・包括的に高度なサ

ポートを実施した。 

① スポーツ医・科学支援事業 

ア アスリートチェック 

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つのカテゴリーにつ

いて検査・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、国際競技力向上に役立つ

データの提供やアドバイスを行った。 

最大酸素摂取量の測定 

 

イ 医・科学サポート 

ＮＦの要請に応じ、プロジェクトチームを編成

して、より実践的・専門的な検査・測定を行い、

我が国トップレベルの競技者及びチームが行う

強化活動に対して、計画的・継続的な支援を行っ

た。また、心理、栄養、トレーニングに関する個

別相談・指導、講習会等を行った。 

② スポーツ医・科学研究事業 

スポーツ科学・医学・情報の各機能が統合された

ＪＩＳＳの特徴を活かすとともに国内外の研究者

や研究機関、ＮＦ等と連携しながら、国際競技力向

上に有用となる知見や方策を生み出すための調

査・研究を行った。研究成果は、ＮＦに提供して強

化活動に役立てるとともに、スポーツ医・科学研究

の発展を目的とした学会やスポーツ関係者を対象

とした講習会等で発表した。 

③ スポーツ診療事業 

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、競技者のスポーツ外傷・障害及び疾病に

対し、競技スポーツに通じたスポーツドクターやア

スレティックトレーナー等の専門スタッフが診療、

リハビリテーションを行った。また、外部医療機関

との連携、ＮＦのスポーツドクターとのネットワー

クを活用して支援した。 

④ スポーツ情報事業 

国内外の様々な情報ソースの収集・調査及びロン

ドン事務所（平成 21 年 6 月設置）を拠点とした諸

活動を通して、国際競技力向上に有益な各種のスポ

ーツ情報を収集・分析し、これらを国内外のスポー

ツ関係機関とのネットワークを通して提供した。ま

た、地域のスポーツ関係機関と連携したタレント発

掘事業の展開や海外のスポーツ機関との情報交換

等を通して、国内外スポーツ関係機関との連携ネッ

トワークの構築・強化を行った。 

⑤ スポーツアカデミー支援事業 

ＮＦが実施する各種研修事業に対して、講師とし

て研究員や専門スタッフを派遣し、指導現場と研究

体制が一体となった研修事業等の開催を支援した。 

⑥ サービス事業 

最新のトレーニング機器を備えたトレーニング

体育館、低酸素設備の整った宿泊室及び栄養摂取に

関する相談・指導を行う食堂等の管理・運営を行い、

ＮＦが行う強化活動を支援した。 

なお、利用状況に応じてＮＦの利用に支障のない

範囲で、一般利用者に対しても一部のトレーニング

施設、研修施設などの貸出しを行った。 

（２）国立競技場との連携 

国際競技力向上のための研究・支援事業を行う際

の実験・実証の場として国立競技場を活用するとと

もに、国立競技場で行われる全国大会の映像撮影、

パフォーマンス分析を実施する際に、国立競技場と

連携して事業を推進した。 

 

２ ＮＴＣ 

10 競技の専用トレーニング施設を備えた屋内トレ

ーニングセンター、陸上トレーニング場、屋内テニス

コート、宿泊施設(アスリートヴィレッジ)及びＪＩＳ

Ｓ内の専用トレーニング施設（5 競技）の管理・運営

を行った。ＪＩＳＳと隣接している利点を活かして一

体的に管理・運営を行い、選手やＮＦがＪＩＳＳのス

ポーツ医科学・情報サポートを効果的に利活用しなが

ら、高質なトレーニングを実施できる環境を提供した。 



第 1章 センターの概要 

10  

 

４ スポーツ振興のための助成業務                  スポーツ振興事業部 

U R L http://naash.go.jp/sinko/ 

 

（１）スポーツ振興基金助成 

スポーツ振興基金（約 294億円）の運用益を基に、

スポーツ団体等が実施するスポーツ活動等に対し

て必要な資金援助を行った。 

① スポーツ団体選手強化活動助成 

スポーツ団体が競技ごとの強化拠点等で、計画的

かつ継続的に行う選手強化活動に対して助成を行

った。 

② スポーツ団体大会開催助成 

スポーツ団体が行う国際的又は全国的な規模の

スポーツの競技会、研究集会又は講習会の開催に対

して助成を行った。 

③ 選手・指導者スポーツ活動助成 

優秀な選手・指導者が行う各種の活動に対して助

成を行うことにより、安んじてスポーツ活動に打ち

込めるように、自ら行う日常のスポーツ活動及び海

外留学等海外における自己研さん活動への援助に

対して助成を行った。 
 

（２）競技強化支援事業助成 

平成 15 年度から、国からの交付金を受け、これ

を財源として、競技強化支援事業助成金の交付を行

った。 

① スポーツ団体重点競技強化活動助成 

スポーツ団体が、オリンピック競技大会でメダル

獲得の期待の高い競技種目及び重点的に強化する

ことによりメダル獲得が期待できる競技種目につ

いて、重点的・計画的に行う選手強化活動に対して

助成を行った。 

② スポーツ団体トップリーグ運営助成 

スポーツ団体が行う、チーム単位で競う国内にお

けるスポーツの最高峰のリーグの運営に対して助

成を行った。 

 

（３）スポーツ振興くじ助成 

「スポーツ立国戦略」、「スポーツ振興基本計画」、

「スポーツ振興投票の収益による助成の基本方針

（平成 13 年 11 月文部科学大臣決定）」及び「スポ

ーツ振興投票収益配分基準等審議委員会の審議の

まとめ（平成 13年 11月）」を踏まえて作成した「ス

ポーツ振興くじ助成金交付要綱」等に基づき、スポ

ーツ振興くじ toto の販売により得られた資金を基

に、地方公共団体やスポーツ団体が行うスポーツの

振興のための事業に対して助成を行った。 

 

① 地域スポーツ施設整備助成 

総合型地域スポーツクラブの活動拠点となるク

ラブハウスの整備をはじめ、グラウンドの芝生化、

スポーツ施設整備等の事業に対して助成を行った。 

② 総合型地域スポーツクラブ活動助成 

総合型地域スポーツクラブの創設・活動を援助す

るとともに、広域スポーツセンターの指導者派遣等

の事業に対して助成を行った。 

③ 地方公共団体スポーツ活動助成 

地方公共団体が地域住民を対象に、スポーツへの

参加とその継続を促進するために行う事業に対し

て助成を行った。 

④ 将来性を有する競技者の発掘育成活動助成 

ＪＯＣ及びＪＯＣ加盟競技団体等が行う競技特

性に基づく将来性を有する競技者の発掘及び一貫

指導の下での育成を行う事業のほか、地域が行う子

どもの身体・運動能力特性に基づく将来性を有する

競技者の発掘事業に対して助成を行った。 

⑤ スポーツ団体スポーツ活動助成 

スポーツ団体が行うドーピング防止活動、スポー

ツ団体の組織基盤強化のための事業に対して助成

を行った。 

 ⑥ 国際競技大会開催助成 

   我が国において、国際的な規模のスポーツの競技

会を開催する事業に対して助成を行った。 

 ⑦ Jリーグホームスタジアム緊急復旧施設整備助成 

   東日本大震災において被災したＪクラブのホー

ムスタジアムの緊急復旧に対して助成を行った。 

 ⑧ スポーツによる被災地の子どもたちの心のケア

活動助成 

   公益財団法人日本体育協会、ＪＯＣ、公益財団法

人日本サッカー協会、一般社団法人日本トップリー

グ連携機構が中心となり、被災地において、子ども

等を対象に行うスポーツを通じた支援活動に対し

て助成を行った。 

（４）財源の確保 

① スポーツ振興基金助成 

スポーツ振興基金の安定的な運用を行うととも

に、スポーツ振興基金への民間からの寄附金の増加

に努めた。 

② スポーツ振興くじ助成 

売上向上効果が期待できるあらゆる事項に取り

組み、売上向上や経費節減に努め、より多くの助成

財源の確保に努めた。
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５ スポーツ振興投票業務                      スポーツ振興事業部 

U R L http://naash.go.jp/sinko/ 

（１）スポーツ振興くじの販売 

平成 10 年 5 月に「スポーツ振興投票の実施等に

関する法律」が公布、同年 11 月に施行され、セン

ターが、スポーツ振興くじの実施主体になるととも

に、その収益を地方公共団体やスポーツ団体に配分

する役割を担うこととなった。 

2006 年シーズン（平成 18 年）からは、売上拡大

のために一層効率的かつ機動的な取組ができるよ

う、事業運営を金融機関委託方式からセンター直接

運営方式に改めた。 

（２）スポーツ振興くじの収益の使途 

売上金のうち、当せん払戻金及び必要経費を除い

たものが収益となり、収益のうち 3分の 2はスポー

ツ振興を目的とする事業の資金として、3 分の 1 は

国庫に納付され、青少年の健全育成、教育・文化の

振興、自然環境の保全、スポーツの国際交流等に充

てられる。 

なお、収益の使途に関しては、国会への報告等、

情報公開を行っている。 

 
スポーツ振興くじの収益の使途 

 

 
 

 

平成 12年 10月 ・静岡県でテスト販売 

平成 13年 3 月 ・全国販売開始 

平成 15年 3 月 
8 月 

・｢ｔｏｔｏＧＯＡＬ｣販売開始（H17年 5月まで） 
・ローソンでの販売開始（会員限定） 

平成 16年 3 月 ・最高当せん金を 1億円から 2億円に引き上げ 
（キャリーオーバー発生時） 

・ファミリーマートでの販売開始（会員限定） 

平成 17年 5 月 
 

8 月 
9 月 

・｢ｔｏｔｏＧＯＡＬ３｣販売開始 
・オールランダムくじ販売開始 

・インターネット販売開始 
・携帯電話用ウェブサイト販売開始 

平成 18年 2 月 
 
 

3月 
 

7月 

9月 
 

11月 

・第 2期販売開始（センター直接運営方式） 
・指定試合当日まで販売期間延長 
・｢ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ｣販売開始 

・コンビニエンスストアでの一般販売開始 
・第 201回｢ｔｏｔｏ｣で最高当せん金 2億円が誕生 
・予想がいらない新しい購入方法「楽当」開始 

・日本初最高 6億円（キャリーオーバー発生時）
くじ「ＢＩＧ」販売開始 

・第 256 回｢ＢＩＧ｣で初の 1 等誕生（当せん金 5

億 8415万 6640円） 

平成 19年 2 月 
6月 

・｢ｍｉｎｉ ＢＩＧ｣販売開始 
・第 286回｢ＢＩＧ｣で初の日本のくじ史上最高当

せん金 6億円誕生（1等） 

平成 20年 2 月 ・｢ＢＩＧ１０００｣販売開始 

平成 22年 2月 ・「ＢＩＧ」に５等を追加 

スポーツ振興くじの変遷 

 

 

 

区分 予想系くじ 非予想系くじ 

名称 
ｔｏｔｏ 
(トト) 

ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ 
(ミニトト） 

ｔｏｔｏＧＯＡＬ３ 
(トトゴールスリー) 

ｔｏｔｏＧＯＡＬ２ 
(トトゴールツー) 

ＢＩＧ 
（ビッグ） 

ＢＩＧ１０００ 
（ビッグセン） 

ｍｉｎｉ ＢＩＧ 
(ミニビッグ） 

ロゴマーク 

       

投票方法 

Jｸﾗﾌﾞ同士の指定された各試合の 90
分間での結果について､ﾎｰﾑﾁｰﾑの勝
ち=｢1｣､その他(引き分け･延長)=
｢0｣､負け=｢2｣の 3 択で予想 

J ｸﾗﾌﾞ同士の指定された各試合(各ﾁ
ｰﾑ)の90分間での得点数について､0
点､1 点､2 点､3点以上の 4択で予想 

J ｸﾗﾌﾞ同士の指定された各試合の 90分間での結果に
ついて､ﾎｰﾑﾁｰﾑの勝ち=｢1｣､その他(引き分け･延
長)=｢0｣､負け=｢2｣の 3 択でｺﾝﾋﾟｭｰﾀが選択 

対象試合数 13 試合 5 試合 3 試合（6チーム） 2 試合（4 チーム） 14 試合 11 試合 9 試合 

一口単価 100 円 300 円 200 円 

当せん金の 

上限 

最高 1 億円 
（キャリーオーバー時は最高 2 億円） 

最高 3 億円 
（ｷｬﾘｰｵｰﾊﾞｰ時は
最高 6 億円） 

最高 2 億円 
（ｷｬﾘｰｵｰﾊﾞｰ時は最高 4 億円） 

当せんの 

種類 

1 等:すべて的中 
2 等:1 試合はずれ 
3 等:2 試合はずれ 

1 等:すべて的中 1 等:全ﾁｰﾑ的中 
2 等:1 ﾁｰﾑはずれ 1 等:全ﾁｰﾑ的中 

1 等:すべて的中 
2 等:1 試合はずれ 
3 等:2 試合はずれ 
4 等:3 試合はずれ 
5 等:4 試合はずれ 

1 等:すべて的中 
2等:1試合はずれ 
3等:2試合はずれ 
4等:3試合はずれ 

1 等:すべて的中 
2 等:1 試合はず

れ 
3 等:2 試合はず

れ 

当せん金の 

配分割合 

1 等…70% 
2 等…15% 
3 等…15% 

1 等…100% 1 等…60% 
2 等…40% 

1 等…100% 

1等…78% 
2等…10% 
3 等…4% 
4 等…4% 
5 等…4% 

1等…60% 
2等…15% 
3等…15% 
4等…10% 

1 等…50%､ 
2 等…20% 
3 等…30% 

1等当せん金 

2011年ｼー ｽ゙ ﾝ平均 
約 5,700 万円 約 1.5 万円 約 19 万円 約 1.6 万円 6億円 約 1,400 万円 約 100 万円 

スポーツ振興くじの種類と概要 
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６ 災害共済給付業務及び学校安全支援業務                学校安全部・支所 

U R L http://naash.go.jp/anzen/ 

 

（１）災害共済給付 

① 災害共済給付制度 

災害共済給付制度は、国、学校の設置者及び保

護者の三者の負担による互助共済制度である。 

本制度は学校の管理下における災害（負傷、疾

病、障害又は死亡）に対して災害共済給付（医療

費、障害見舞金又は死亡見舞金の支給）を行う我

が国唯一の公的給付制度として定着しており、学

校教育の円滑な実施に資する制度として重要な役

割を果たした。 

また、学校の管理下における児童生徒等の災害

について、学校の設置者の損害賠償責任が発生し

た場合に、センターが災害共済給付を行うことに

よって、その価額の限度で学校の設置者の損害賠

償責任を免れさせる（免責の特約）制度を併せて

実施した。 

② 災害共済給付オンライン請求システムの運用 

災害共済給付に係る請求事務の省力化及び給付

事務処理の迅速化・効率化を図るため、平成 17 年

4 月請求分から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。）

を導入し、平成 23 年 1 月には災害共済給付システ

ムの更新を行い、システム利用者の利便性及び統

計情報提供等のサービスの向上並びに操作性の改

善をするとともに、学校及び学校の設置者等に対

し説明会の開催及び広報等により周知を図り、利

用促進に努めた。 

 

システム説明会（東京支所） 

 

 

（２）学校安全支援業務 

 ① 学校災害事故防止に関する調査研究等 

   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を収

集し、学校災害事故防止に関する調査研究及び「死

亡・事故事例集」の作成並びに学校給食調理場の

実態調査を行った。 

 

『学校における固定遊具による事故防止対策』 

  

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へ提供するため、学校災

害防止に関する講習会の開催、調査研究報告書等

の配布及びホームページの充実を行った。 

 

『学校の管理下の災害－２４ －基本統計－』 

 
 

７ 管理運営業務                            総務部・財務部 

U R L http://naash.go.jp/corp/ 

センターの管理運営部門（総務部・財務部）は、

独立行政法人制度の下、総務、人事、企画、広報、

予算、経理、契約、施設管理等の事務を確実に行う

とともに、センターが実施する多様な業務運営が適

切かつ効率的に行われるよう、それぞれの事業を総

括調整し、これらを支援するための様々な改革・改

善に取り組むなど、管理運営業務の適切な実施に努

めた。 

 

 



 

 

 

 

第２章 業務実績報告 
 

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 

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 

Ⅲ 予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画 

Ⅳ 短期借入金の限度額 

Ⅴ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

Ⅵ 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 
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■中期計画 

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 

 （１）一般管理費等の節減 

 
■平成２３年度計画 

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 

（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２３年度においては、１２％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「省エネルギー対策委員会」

を中心として必要な方策を検討・実施する。 

また、本部事務所に係る光熱給水費について、平成２３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２３年度の用紙代を平成１９年度に比較

して、１％程度削減する。 

なお、上記①②の措置に加え、東北地方太平洋沖地震に伴う電力不足等に対する国民生活維持の観点か

ら、さらなる節電等を徹底する。 

 

また、総人件費については、「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。 

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、国家公務員の給与水準を十分に考慮し、必要に応じた見直しを行うとともに、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。 

 

■年度計画における目標設定の考え方 

一般管理費については、中期計画の削減目標値（総額１５％）を達成するために、平成２３年度については１２％

以上の削減を図る。事業費については、中期計画どおり（毎年度、対前年度比１％以上の削減）とする。 

省エネルギーやペーパーレス対策等については、中期計画に基づき具体の目標を定め、その達成に努める。 

総人件費については、中期計画に沿った取組を行い、給与水準の適正化を図る。 

 

■業務実績 

１ 一般管理費等の節減 

（１）一般管理費の削減  

① 一般管理費の削減状況  

目標：平成 19年度比 12％以上削減 

削減率： 22.3％ 

  （単位：千円） 

区分 H19予算(A) H20実績 H21実績 H22実績 H23実績(B) 増減率(%) 

一般管理費 488,796 474,242 423,182 440,651 442,376 △9.5 

人件費（管理系） 782,412 608,223 609,665 606,470 545,829 △30.2 

合計 1,271,208 1,082,465 1,032,847 1,047,122 988,205 △22.3 

削減率(%) - 14.8 18.8 17.6 22.3 - 

増減率：((B-A)÷A)×100 
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② 一般管理費の効率化の方策  

・経費の節減に対する役職員の意識向上を図りなが

ら、全体的な経費節減を実施した。 

・年度計画予算・予算執行計画作成時に、各部署に対

し予算上の課題等を明確にするとともに、予算管理

部署による厳格なヒアリングを実施した。 

・四半期ごとに予算執行計画の見直しを行い、役員会

資料として各事業部門の年間収支見込等の状況を役

員会に報告するとともに、全職員に周知し、意識の

徹底を図った。 

・給与水準や超過勤務の抑制により、人件費の縮減を

行った。 

・「政府の節電実行基本方針」に基づき「節電実行計

画」を定め、夏季の節電に努めるとともに、夏季以

降も職場環境に配慮しつつ取組を継続した。 

・クールビズを例年より期間を延長して実施し、冷房

の設定温度を 28℃にすること、ＰＣの節電モードへ

の切り替え、照明の減灯等により節電を図った。 

一般管理費の削減状況

1,047
9881,0321,082

1,271

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400
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・インターネット接続回線契約を見直し、ランニングコストの削減を図った。 

・給与振込経費については、銀行との合意により振込手数料は生じていない。 

・出張旅費について、国家公務員に準じた規定を整備した上で、割引航空券を使用するなど、さらなる経費節減

に努めている。 

（２）事業費の削減 

① 事業費の削減状況  

目標：平成 22年度比 1％以上削減 

削減率：3.8％ 

  (単位：千円) 

区分 
Ｈ19年度予算 H20年度予算 H21年度予算 H22年度予算(A) 

増減率(%) 
H20年度実績 H21年度実績 H22年度実績 H23年度実績(B) 

人件費（事業系） 
2,973,165 2,929,990 2,721,098 2,693,887 

△8.9 
2,596,696 2,441,542 2,649,434 2,454,821 

国立競技場運営費 
755,359 740,327 732,924 725,595 

112.7 
1,063,661 1,197,498 1,127,321 1,543,665 

JISS運営費 
1,721,759 1,884,543 1,706,530 1,688,693 

3.0 
1,983,644 1,907,247 1,758,557 1,738,665 

NTC運営費 
- 1,635,858 1,612,264 1,596,141 

△41.3 
- 755,956 1,036,844 937,485 

国立登山研修所 

運営費 

- - 51,824 51,306 
44.3 

- - 57,861 74,012 

スポーツ及び健康

教育普及事業費 

1,296,609 747,524 1,263,672 780,216 
△36.1 

543,556 785,798 1,002,079 498,539 

合計 
6,746,892 7,938,242 8,088,312 7,535,838 

△3.8 
6,187,557 7,088,042 7,632,096 7,247,187 

削減率 8.3 10.7 5.6 3.8 - 

※運営費交付金の特殊経費分は含まない。 

※各年度の削減率は、上段の前年度予算額との比較である。 

※増減率：((B-A)÷A)×100 

 ② 主な増減の要因  

  ア 人件費（事業系） 

△22.3％ 
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    給与水準や超過勤務の抑制により、人件費の縮減を行った。 

  イ 国立競技場運営費 

    利用者の安全確保や利便性向上を図るための改修工事費が増加した。 

  ウ ＪＩＳＳ運営費 

    設備・備品等の管理経費が増加した。 

  エ ＮＴＣ運営費 

    経費の全般的な節減により削減した。 

  オ スポーツ及び健康教育普及事業費 

    学校安全に関する普及事業のうち、災害共済給付システムに係る経費が減少した。 

③ 事業費の効率化の状況及び方策  

「一般管理費の効率化の方策」記載の取組は同様に実施。その他、下記の取組を実施。 

（国立競技場） 

・トイレ手洗の水量調整による水道量の削減、ダンパー外気導入量の調整による負荷軽減等、運用改善。 

・施設利用者が使用しない時間帯の照明の消灯の徹底。 

・省エネタイプ Vベルトへの切替。 

・陸上競技場冷暖房設備にインバーター制御を導入しランニングコストを削減。 

・施設改修・エレベーター更新に当たり、エネルギー使用の合理化に配慮して制御方式・消費電力の検討を行い、

節電を図った。 

（ＪＩＳＳ） 

・消耗品在庫管理による、同種物品の購入集約化。 

・類似調達案件、品目に係る一括購入を実施。 

・省エネ診断に基づく改善策を検討し、省エネ製品への移行（省エネタイプ V ベルトへの切替、白熱電球から

LED照明への切替）、施設内共用部の部分消灯等、省エネ対策を実施。 

・アスリートヴィレッジ増築部の各部屋内ユニットバスの白熱灯をＬＥＤ電球へ更新。 

・室内への外気導入量を制限することにより、空調機器の外気冷却及び加熱に係る負荷低減を目的として、ＪＩ

ＳＳ内空調制御ソフトを改造等、省エネ対策を実施。 

 

（３）省エネルギー対策等の推進   

 ① 省エネルギー対策等の推進  

・東日本大震災により、東京・東北電力管内の電力の供給力が大幅に減少したことから、夏期節電対策ワーキン

グチーム（事務所系・事業系）を立ち上げ節電実行計画を策定・公表、夏期節電対策に取り組んだ（7/1～9/30）。

また、夏期節電対策の一部について、10/１～11/30の間も継続して実施した。 

・電力需給に関する検討会合による「今冬の電力需給対策」を受け、冬季節電対策に取り組んだ（12/1～3/30）。 

・省エネ委員会において、中長期設備改善計画を見直し、H23年度中長期計画書を提出した。（H23年 7月） 

・霞ヶ丘競技場及び代々木競技場において、省エネ診断を実施した。 

ア 省エネ対策委員会・作業部会開催状況 

省エネ対策委員会    ：5回（4/19、6/3、7/5、8/25、9/12） 

省エネ作業部会 ：2回（5/24、6/23） 

イ 設備改善等の取組 

ⅰ 省エネに特化した設備改善 

・昇降機の更新（巻上機のインバータ制御）（霞ヶ丘） 

・中央監視装置に空調機器の節電運転の制御管理ソフトウェアを導入（JISS） 

・NTC宿泊施設の空調室外機の一部に圧縮機の出力を制限する省エネチューニングを実施（NTC） 

・省エネタイプ Vベルトの導入（霞ヶ丘、代々木、NTC、本部事務所） 

・冷温水等ポンプのインバータ制御導入（霞ヶ丘） 

・窓ガラス熱遮断フィルムの導入（霞ヶ丘、本部事務所） 

・ダミー管の設置（本部事務所） 

・高効率電球（LED・電球型蛍光灯）の導入（代々木、NTC） 
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ⅱ 施設整備工事における省エネ対策の実施 

・国立競技場施設整備工事（国立代々木競技場受変電設備及び非常用発電設備改修工事）において、高効 

率のトップランナー型モールド変圧器等に更新 

・国立競技場施設整備工事（国立代々木競技場第一体育館天井照明改修工事）において、メタルハライド 

投光器を全て撤去・更新。 

・高効率電球の導入（JISS/NTC） 

ⅲ 運用改善等 

・省エネ診断、診断に基づいた省エネ対策を実施（JISS/NTC） 

・デマンド監視装置の導入（本部事務所） 

・テナント事業者、施設利用者への協力要請（掲示等）（霞ヶ丘、代々木、JISS/NTC） 

・東日本大震災による電力供給不足に伴う節電対策（照明の減灯、空調の制限、施設営業時間の短縮、ＰＣ

の節電モード等）（全施設） 

ウ その他 

・エネルギー管理講習 受講（6/21 1名、3/2 1名） 

・株式会社日本環境取引機構主催講習会（「減ＣＯ2伝承塾」） 受講（2/29、3/9、3/16 各日３名） 

② 本部事務所に係る光熱給水費の節減率  

目標：平成 19年度比 1％以上削減 

削減率：11.8％ 

 （単位：千円） 

区分 H19(A) H20 H21 H22 H23(B) 

光熱給水費 12,139 13,644 11,695 12,299 10,711 

増減率(%) - 12.4 △3.7 1.3 △11.8 

増減率：((B-A)÷A)×100   

・電気については、一般競争入札により特定規模電気事業者を決定している。 

・「政府の節電実行基本方針」に基づき「節電実行計画」を定め、夏季の節電に努めるとともに、年間を通

じ、昼休み時間の消灯等節電に取り組んだ。 

・ガス（＝冷暖房）については、特に春季及び秋季に冷暖房用ボイラーの運転時間の削減を図り、節約を図

った。 

⇒春季（4～6月：△50.5％）、秋季（9～11月：△31.8％） 

（４）ペーパーレス化の推進 

① 本部事務所に係る用紙代の削減率  

目標：平成 19年度比 1％以上削減 

削減率：37.5％ 

 （単位：千円） 

区分 H19(A) H20 H21 H22 H23(B) 

用紙代 1,158 1,200 956 907 723 

増減率(%) - 3.6 △17.4 △21.6 △37.5 

増減率：((B-A)÷A)×100      ※増減率は、四捨五入の関係で一致しないことがある。 

② 用紙代の削減の方策  

 ・事務連絡等の電子メール・グループウェア各種機能の活用による、文書の電子化、ペーパーレス化を推進した。 

・ミスコピーの防止、両面印刷を徹底した。 

・コピー用紙の一括調達及び在庫管理の一元化を徹底した。 

③ 文書の電子化、ペーパーレス化の推進状況  

・グループウェア各種機能（掲示板、スケジュール管理、ファイル管理、施設予約、ワークフロー等）を活用し

た。 

・全規程及び関係法令をデータベース化し、「例規集データベース」として共有した。 

・文書管理システムを活用した。 

・財務会計システムを活用した。 
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２ 総人件費改革への取組  

（１）総人件費改革への取組状況 

削減率：12.5％ 

 （単位：千円） 

区分 H17(A) H20 H21 H22 H23(B) 

人件費 2,969,565 2,658,495 2,670,727 2,661,329 2,599,372 

増減率(%) - △10.5 △10.1 △10.4 △12.5 

増減率：((B-A)÷A)×100   

※対象となる人件費は、退職手当、法定福利費及び国立登山研修所に係る人件費を除いた額である。 

（２）人件費の削減の方策 

・給与の支給基準については、国家公務員の例を参考として諸手当等の見直しを行ってきており、現状において

は国家公務員に準じた支給基準となっている。また、勤務時間管理の徹底により超過勤務の抑制を図った。 

（３）役員の報酬等及び職員の給与水準の状況  

「独立行政法人の役員の報酬等及び給与水準の公表方法等について（ガイドライン）（総務省）」に基づき、

平成 23 年度にセンターで支払われた役職員の報酬・給与等について文部科学省及びセンターホームページにお

いて公表した。（以下、平成 23年度の支給状況） 

① 職員と国家公務員及び他の独立行政法人との給与水準（年額）の比較指標 

ア 事務・技術職員 

ⅰ 対国家公務員 109.4 

ⅱ 対他法人   103.7 

（参考）地域勘案 100.6、学歴勘案 108.2、地域・学歴勘案 100.3 

イ 研究職員 

ⅰ 対国家公務員 96.6 

ⅱ 対他法人   95.5 

（参考）地域勘案 93.4、学歴勘案 96.0、地域・学歴勘案 93.0 

【国に比べて給与水準が高くなっている定量的な理由】 

・当センターの 99％以上の職員の勤務地は、国家公務員に支給されている地域手当の支給区分の 1級地から 5

級地に該当し、最も地域手当の支給割合が高い 1級地（東京都特別区）に在勤する職員の割合は、国家公務

員が 29％に対して当センターは 74％となっており、地域手当の支給割合の高い地域に勤務する職員の比率

が高い。 

・当センター職員の大学卒以上の割合は 75％となっており、国家公務員の 53％を上回る割合である。 

・当センターは国家公務員と比較して職員宿舎が少ないため、住居手当を受給する職員割合が 23％となってお

り、国家公務員の 15％を上回っている。 

なお、今後の給与水準については、地域・学歴を勘案した指数が 100以下の水準となることを目標として、

社会一般の情勢を踏まえ、人事院勧告等に伴う国家公務員の給与改定を参考として、必要な措置を講じてい

くこととする。 

② 役員の報酬等の支給状況        

                                      （単位：千円） 

役名 
平成 23年度年間報酬等の総額 

 報酬(給与) 賞与 その他(内容) 

理事長 16,469 11,292 2,922 
2,032 （特別地域手当） 

223 (通勤手当) 

理事 
59,973 37,440 15,332 

6,736 （特別地域手当） 

(4名) 465 (通勤手当) 

監事 
12,299 8,460 2,190 

1,522 （特別地域手当） 

(1名) 127 (通勤手当) 

監事(非) 
204 204 0 

0 （特別地域手当） 

(1名) 0 (通勤手当) 
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（４）役員の報酬及び職員の給与等への業績及び勤務成績等の反映状況 

① 役員報酬 

役員報酬規則で、文部科学省独立行政法人評価委員会が行う業績評価の結果を勘案し、理事長が、その職務実

績に応じ、特別手当の額を 100 分の 10 の範囲内で増額し、又は減額することを規定している。また本給は、業

績等に応じて、役員会の議を経て理事長が号俸を決定している。 

なお、平成 22 年度評価結果において、役員の評価につながる業績評価はなかったことから、評価結果を踏ま

えた増減は行わなかった。 

② 職員給与 

勤務評定等による勤務成績を、勤勉手当の成績率及び昇給に反映させている。 

勤務評定制度は、業績評価と能力評価による評価制度とし、評価者及び被評価者双方の納得性が高く、より職

員個々の能力開発及び組織全体の業務遂行能力の向上を図るため、評価者と被評価者の面談を実施している。 

また、契約研究員、契約職員、契約職員（事務）、事務補助者を対象に、同様の勤務評定を実施している。 

（５）給与水準に関する監査の状況 

給与水準の適切性の検証のため、監事監査を実施した。 

また、給与関係の規程に係る決裁文書は監事に回付されており、監事は、他法人の状況、年齢構成等を考慮し、

センターの給与水準が妥当か確認を行っている。 

（６）法定外福利費の見直しの状況 

法定外福利費に関しては、互助組織への法人支出を廃止する等、国家公務員において支出されていない費用に

ついての見直しを行い、全て廃止した。現状では、医療・健康費用（メンタルヘルス相談業務、産業医、衛生管

理、定期健康診断等）の支出を行っている。 

 

■中期計画等における目標の達成見通し 

一般管理費については、平成 19年度に比較して総額で 22.3％削減となり、目標値（12％以上削減）を上回った。 

事業費については、平成 22年度に比較して総額で 3.8％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を行い、平成 17年度に比較して 12.5％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、適正化に取り組んできた結果、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ほぼ同水準となった。 

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費用については、見直しを行い、全て廃止している。 

以上のような取組により、年度計画を上回って履行し、中期計画を上回るペースで実績を上げている。 
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■中期計画 

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 

（２）業務運営の効率化 

 

■平成２３年度計画 

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 

（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 

経費の抑制、業務の効率化及び国民へのサービス提供の維持向上の観点から業務内容を随時検討し、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結果を踏まえた対象範囲の見直し

を行い、平成２４年度からの民間競争入札（包括的業務委託）の実施に向け取り組む。 

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「随意契約等見直し計画」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、「随意契約等見直し計画」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。 

 

■年度計画における目標設定の考え方 

外部委託の推進については、中期計画に沿って継続的に取り組む。 

スポーツ施設の管理・運営業務については、「公共サービス改革基本方針」に基づく包括的業務委託を実施する。 

公共調達の適正化への取組については、原則として一般競争入札を行うこととし、競争性、透明性の確保を図ると

ともに、会計監査人によるチェックや随意契約見直し計画のフォローアップを行う。 

 

■業務実績 

１ 外部委託の推進・包括的業務委託の実施  

（１）外部委託の検討・推進状況 

・定型的な業務について継続的に外部委託を実施。 

・スポーツ施設の管理・運営業務の外部委託について、平成21年度より、公共サービス改革法に基づく包括的業

務委託を実施。また、業務実施内容等の検証及び平成24年度以降の対象範囲等、委託内容の見直しを行い、委

託費の節減を実現（下記参照）。 

（２）包括的業務委託の実施状況 

① 現行業務の実施状況 

平成 21 年 4 月 1 日より開始した、国立霞ヶ丘競技場、国立代々木競技場、国立スポーツ科学センター及び

ナショナルトレーニングセンターの包括的業務委託（3 年間）について、継続して業務を実施。下記のサービ

ス維持・向上策を実施した結果、実施要項に定めるサービス水準を確保。 

・監督部署において、利用者によるアンケート等定期的な業務実施内容の評価を実施し、高品質なサービス水

準を確保。 

・競争時（総合評価落札方式）の企画提案に基づき、より高品質なサービス提供を実施。 

② 平成２４年度以降の業務委託に向けた検証・検討状況 

法人内に「第２次包括的業務委託準備プロジェクト」を設置し、外部コンサルタントを導入の上、これまで

の業務実施内容等の検証、及び平成 24年度以降の実施要項・要求水準書の見直しを実施。 

特にコスト適正化に向けて、競争性の拡大（民間事業者の参入意欲の拡大）を中心に検討し、以下の見直し

を実施。 
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・対象業務の見直し（専門性が高い芝生管理業務及び一般廃棄物処理業務を除外） 

・実施期間の見直し（3年→5年） 

・収入インセンティブの新設 

・総合評価落札方式における評価配点の見直し 

・競争的対話の実施 

見直した実施要項・要求水準書に基づき入札を実施した結果、入札参加者が増加し、下記のとおり大幅な委

託費の節減を実現。 

（金額：千円） 

施設名 H23支出（税込） H24見込（税込） 入札参加者 備考 

霞ヶ丘競技場 304,533（※） 230,368 ３ 
※芝生管理 18,701、一般廃棄物 3,220を含む 

本部事務所警備・清掃計 15,848を含まない 

代々木競技場 193,497（※） 133,702 ２ ※一般廃棄物 1,169を含む 

JISS・NTC 731,217（※） 511,858 ４ ※芝生管理 19,359、一般廃棄物 3,498を含む 

 

２ 公共調達の適正化への取組 

（１）契約に関する執行体制・規程類等 

① 契約事務に係る執行体制・審査体制 

ア 決裁権者及び予定価格決定者（少額の随意契約の範囲を超えるもの） 

競争性のない随意契約：すべて理事長 

一般競争入札等：予定価格 5,000万円以上：財務担当理事 

予定価格 5,000万円未満：財務部長 

イ 個々の契約に関する審査 

少額の随意契約を除く契約決裁文書については、監事・監査室への回付を行い、契約の適正化の観点からの

審査を行っている。 

② 契約に係る規程類の整備状況 

ア センター契約事務取扱規程において、随意契約及び指名競争に係る限度額、予定価格の作成を省略できる金

額、公告期間等については、国の「予算決算及び会計令」と同様に定めている。 

イ 「独立行政法人等における契約の適正化（平成 20年 12月 3日付文科会第 583号）」の通知に基づき、複数

年契約に関する事項の規定化、総合評価方式・企画競争等を行う際のマニュアルを定めている。 

ウ 再委託については、契約書の基準を作成しており、当該基準において一括再委託の禁止及び再委託における

発注者の事前承諾を定めている。 

（２）「随意契約等見直し計画」の進捗状況・取組内容  

① 「随意契約等見直し計画」の進捗状況 

 
①平成 20年度実績 ②平成 23年度実績 

③見直し後 

（H22年 4月公表） 

②と③の比較増減 

(見直し計画の進捗状況) 

件数 金額(千円) 件数 金額（千円） 件数 金額（千円） 件数 金額（千円） 

競争性のある 

契約 

195 

81.2% 

10,966,168 

87.0% 

185 

79.1% 

21,559,605 

88.5% 

200 

83.3% 

11,244,442 

89.2% 
△15 10,315,163 

 
競争入札 

164 

68.3% 

4,031,541 

32.0% 

162 

69.2% 

19,760,802 

81.1% 

169 

70.4% 

4,309,815 

34.2% 
△7 15,450,987 

企画競争、 

公募等 

31 

12.9% 

6,934,627 

55.0% 

23 

9.8% 

1,798,803 

7.4% 

31 

12.9% 

6,934,627 

55.0% 
△8 △5,135,824 

競争性のない 

随意契約 

45 

18.8% 

1,643,279 

13.0% 

49 

20.9% 

2,812,858 

11.5% 

40 

16.7% 

1,365,004 

10.8% 
9 1,447,854 

 

合計 

 

240 

100% 

12,609,446 

100% 

234 

100% 

24,372,463 

100% 

240 

100% 

12,609,446 

100% 
△6 11,763,017 
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全体の契約件数は減少傾向にあるが、平成 23年度は大型契約（「toto第 3期システム開発（117億円）」、

「包括的業務委託（44億円）」等があったため、契約金額は増加している。 

また、競争性のない随意契約は、真にやむを得ないものとしているが、平成 23年度は平成 24年度に開催

されるロンドンオリンピックに向けた準備等で海外での契約等が増加している。 

② 一者応札・応募の状況  

 ①平成 20年度実績 ②平成 23年度実績 ①と②の比較増減 

件数 金額（千円） 件数 金額（千円） 件数 金額（千円） 

競争性のある 

契約 
195 10,966,168 185 21,559,605 △10 10,593,437 

 うち、一者応

札・応募とな

った契約 

94 

48.2% 

2,138,289 

19.5% 

95 

51.4% 

2,057,707 

9.5% 
1 △80,582 

 

 

競争契約 
88 

45.1% 

2,096,236 

19.1% 

88 

47.6% 

1,957,796 

9.1% 
0 △138,440 

企画競争、

公募 

6 

3.1% 

42,052 

0.4% 

7 

3.8% 

99,911 

0.5% 
1 57,859 

   ※各積算欄と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しない場合がある。 

 

③ 計画達成に向けた具体的取組内容  

ア 一般競争入札への移行に当たっては、仕様書の見直しが必要なことから、各部署に対して「随意契約見直し

計画」策定後から見直しを指示し、内容が整理できたものから順次移行している。また、新規の契約案件につ

いては、「随意契約見直し計画」を踏まえて競争性のある契約となるような仕様書の作成に努めている。 

イ 企画競争や公募を行う際には、ホームページを活用し広く一般に公募するとともに、その結果についてもホ

ームページを活用して契約情報等を公表した。 

ウ 応札者を増やし実質的な競争性を確保するため、文部科学省調達情報ホームページへのセンター調達情報の

リンク、より長い公告等期間の確保、十分な履行期間の確保に努めた。 

（３）契約の見直しの取組状況等のホームページ公表状況 

① 契約監視委員会議事概要の公表 

   「随意契約等見直し計画」への取組を含めた、契約監視委員会の議事概要を公表している。 

② 契約実績に係る公表  

センター契約事務取扱規程において、国の「公共調達の適正化について」（平成18年8月25日付け財計第2017

号）に基づく項目を公表する旨定め、公表している。 

なお、「独立行政法人における随意契約の見直しについて」（平成21年11月17日付け行政改革推進本部事務局

総務省行政管理局 事務連絡）の平成23年度のフォローアップを作成し、8月公表予定。  

（４）契約に関する監事監査及び契約監視委員会の実施状況 

 ① 監事監査 

毎年度、入札及び契約の実施状況を重点的に確認している。 

監事監査計画（平成 23 年度）において、監査事項として「契約の適切な手続き」を監査の重点項目に掲げ、

随意契約の見直し状況等について重点的に確認した。 

監査結果は、役職員に対して、監査報告の書面で周知している。 

（以下、平成 23年度に実施した監査） 

【定期監査】 

実施日：平成 23年 6月 9日、10月 18・19日 

監査対象：  

   ・平成 22年度の環境物品等調達状況 

   ・平成 22年度の契約審議委員会の開催状況 

   ・平成 22年度の随意契約見直し計画の状況 

監査項目： 

 ・契約事務の適正化 
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 ・随意契約の妥当性（随意契約理由が適切であるか） 

 ・予定価格の積算と契約の見直し 

監査のプロセス： 

 ・契約関係書類の調査 

 ・契約事務担当職員へのヒアリング 

 ・監査結果の理事長への報告 

【監事による個々の契約の合規性に係るチェックプロセス】 

契約に関する文書は、少額随意契約を除き、監事に回付しており、監事は、個々の契約の合規性に係るチェ

ックを実施している。 

また、会計監査（定期監査）においても必要に応じ、契約に係る適正な執行状況のチェックを実施している。 

② 契約監視委員会 

    「独立行政法人の契約状況の点検見直しについて」（平成 21年 11月 24日付け 21文科会第 228号文部科学

大臣通知）に基づき、契約監視委員会を設置し、開催した。 

 【第 1回】 

開催日：平成 23年 4月 19日 

審議案件：92件（平成 22年度における前回随意契約、前回一者応札一者応募、新規案件） 

【第 2回】 

開催日：平成 24年 1月 20日 

審議案件：71件（平成 23年度における前回随意契約、前回一者応札一者応募、新規案件） 

一般競争入札における制限的な応札条件の有無と適切性に関する案件について、契約監視委員会において、確認

している。主な確認項目は次のとおりである。 

 ・競争性のない随意契約を継続しているものについて、随意契約理由が妥当であるか、契約価格がほかの取引 

事例等に照らして妥当となっているか。 

   ・競争性のない随意契約から一般競争入札等への移行を予定しているものの前倒しが検討できないか。 

   ・契約が一般競争入札等による場合であっても、真に競争性が確保されているといえるか。 

   ・一者応札・一者応募となっている案件については、一者応札・一者応募の改善方策が適当か。 

なお、平成24年4月25日に契約監視委員会を開催し、平成23年度における前回随意契約、前回一者応札一者応募、

新規案件 98件について、審議した。 

（５）入札及び契約の適正な実施に関する会計監査人のチェック要請状況 

「独立行政法人の随意契約について」（20.2.13公認会計士協会発出）の範囲内でチェックを行った。 

（６）環境物品等の調達状況 

グリーン購入法を遵守し、センターとして定めた「環境物品の調達の推進を図るための方針」に基づき物品等

を調達するよう周知徹底した結果、印刷の一部を除き方針に定めた目標値（100％）を達成した。 

 

■中期計画等における目標の達成見通し 

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を行い、競争性の拡大（民間事業者の参入意欲の拡大）

に向けた見直しにより入札参加者が増加し、大幅な委託費の節減を実現した。 

公共調達の適正化については、「随意契約等見直し計画」の着実な実施を図っているが、競争性のない随意契約の

件数割合は、海外での契約（ロンドンオリンピック準備のため）等の増加により増となった。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ており、外部委託の推進については特に優れた成果を上げている。 
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■中期計画 

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 

（３）情報提供及び事務の効率化の推進 

 
■平成２３年度計画 

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 

（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。 

 

■年度計画における目標設定の考え方 

法人情報の提供については、中期計画に沿って継続的に取り組む。 

情報通信技術の活用については、中期計画に対する具体的な取組として、本部及び各支所を含めたネットワーク及

び各種システムの活用等を行う。セキュリティの確保については、中期計画に沿って継続的に取り組む。 

 

■業務実績 

１ 情報提供の取組  

（１）法人情報の積極的かつ迅速な提供の状況 

 ① 情報提供の状況 

・4月に総務部組織の再編を行い、新設した経営企画室に広報係を設置して広報体制の整備を図った。 

・状況に合わせた内容の記者会見を企画し、開催した。 

 （平成 23年 10月：理事長就任会見、同 12月：2011年各事業振り返り会見、平成 24年 3月:国立競技場将来

構想有識者会議後会見） 

・ソーシャルメディア等新たな情報発信施策を実施した。 

・メディア訪問及び記者懇親会を実施し、メディアとのリレーション強化を図った。 

・法人や事業の理念等を伝えるメッセンジャーとしての役割及びスポーツを通じた日本のソーシャルキャピタル

の構築を推進するパートナーとしての役割を担う「SPORTS JAPAN アンバサダー」に、柔道オリンピック金メ

ダリストの谷本歩実さんを任命し、イベント等への参加を通じて活躍いただいた。 

（平成 24 年 2 月：香川丸亀国際ハーフマラソン参加（表彰式プレゼンテーター、チャリティオークションへ

のゲスト出演）、同 3月：東日本大震災復興メッセージをホームページから発信） 

・法人ホームページで、法定事項に加え、各事業に関する情報や各種大会やイベント情報等をタイムリーに掲載

するなど、迅速かつ積極的に提供した。 

・法人内に設置した「広報推進連絡会」を中心に、より法人業務の理解を得る観点から、法人及び各事業の広報

体制の整備を図った。 

 ② アクセスの状況 

   ホームページへのアクセス数やその動向に関する月次データ（部署別、カテゴリー別等）の集計・分析を行い、

掲載内容の充実等に活用した。 

   平成23年度の総アクセス数 15,394,108件 （平成22年度 18,723,255件） 
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２ 情報通信技術の活用 

（１）広域専用ネットワークの活用による事務の効率化の状況 

本部及び各支所を含めた広域専用ネットワークを利用し、グループウェア（サイボウズ）やテレビ会議システ

ムを活用することにより、本部及び各支所間における情報伝達の迅速化、情報の共有化を推進した。また、文書

管理システム、財務会計システム、総合例規データベースシステム等の適切な運用を行い、適切かつ効率的な業

務処理を図った。 

① グループウェア機能の活用  

グループウェア機能を活用することで、効率的な業務処理を図った。 

ア 法人に関する WEB上の記事を掲載（法人内呼称：NEWS ON THE WEB） 

イ アンケート機能による社内アンケートの実施 等 

② 財務会計システムの活用（本部各部署及び各支所にて一体的に稼働） 

ア 予算管理業務（執行管理等） 

イ 契約関係業務（要求・契約・検収・支払等のプロセス） 

ウ 仕訳業務（各種伝票作成等） 

エ 資産管理業務（固定資産管理・償却データ管理） 

オ 決算業務（財務諸表関係データ作成） 等 

③ 文書管理システムの活用（本部各部署及び各支所にて一体的に稼働） 

ア 決裁文書・供閲文書の作成・管理 

イ 法人文書ファイルの作成・管理 等 

 ④ 総合例規データベースシステム 

  ア 規程集・法令データベースの検索・閲覧 

  イ 規則等の新規制定・改廃（改正文・新旧対照表・制定文の作成） 

  ウ ホームページ掲載用の外部公開データ作成 

（２）セキュリティの確保などの情報通信技術の適正な運用の状況 

情報システム管理規程及び各種細則に基づき、情報システムを安定的・継続的に運用した。 

① 情報化推進委員会の開催 定例会 3回 

② システム評価の実施 

期  間：平成 23年 11月～平成 24年 2月 

対  象：一般事務システム及び専用業務システム（33システム） 

評価事項：情報システムの概要、経費、管理運用状況 

結果反映：評価者が指摘及び改善勧告を行った。 

     ア 情報端末の新 OS等の対応 

     イ システムの変更・更新時等には、必ず確認作業を実施する。 

なお、平成 22年度のシステム評価の指摘事項であった「障害発生時の連絡体制の整備」、「ア

カウント管理台帳の整備と棚卸の実施」についても取組を進めた。 
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③ 全職員への周知・徹底 

情報セキュリティの強化及び情報システムの適切な管理運用に係る必要な事項について、グループウェアへの

掲載、社内メールでの通知等により、全職員への周知・徹底を図った。 

④ 研修会の開催 

競技強化現場における情報管理の徹底を目的に、国立スポーツ科学センターにおける情報セキュリティについ

て、研究スタッフやＮＦ等の関係者を対象に、外部講師を招いた研修会を開催。 

⑤ 研修等への参加 

外部関係団体が主催する研修等に参加し、情報システム及び情報セキュリティに関する知識の習得、資質向上

に努めた。 

 

■中期計画等における目標の達成見通し 

情報提供の取組については、ホームページを活用し、法定事項に加え、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、新たに設置した経営企画室広報係を中心として広報体制を整備し、記者会見を通じた情報発

信の強化、ソーシャルメディアの活用及びアンバサダー任命などの新たな取組を通じて、広く法人事業の理念の周知

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。なお、競技強化の現場における情報管理について、国立スポーツ科学センターにおいて情報セキュリティに関す

る研修会を開催すること等により、引き続き情報セキュリティの強化に努めた。 

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。 



第２章 業務実績報告 

27  

 

■中期計画 
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 
２ 組織及び定員配置の見直し 
 

■平成２３年度計画 
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 
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、業務の実施状況を随時点検し、業務内容・業務量に的確に対応した職
員等の配置を行い、必要に応じて組織体制の見直しを行う。また、事務及び事業の効率化を進める。 

 

■年度計画における目標設定の考え方 

組織及び定員配置の見直しについては、中期計画に沿って継続的に取り組む。 

 

■業務実績 

（１）組織及び定員配置の見直しの状況 

超過勤務時間等、業務量を定期的に把握し、業務内容・業務量に応じた職員配置を実施した。また、「スポー

ツ基本法」の成立を受け、センター内に「組織効率化タスクフォース」（平成23年12月）を設置し、国において

検討が進められていた「スポーツ基本計画」の決定に先んじて、今後のセンターの役割を効果的・効率的に果た

すための新組織体制案の検討を行い、平成24年度に組織全体の見直しを行う方向性を、役員会において確認した。 

平成23年度は、次の組織見直しを実施、又は平成24年度からの実施を決定した。 

① 総務部 

組織体制全体を見直し、平成23年度より次の2室を設置。 

・法人全体のガバナンス・内部統制の強化及び法人の長を中心としたマネジメント体制の整備として、「経営

企画室」を設置。 

・情報システムの効率的かつ適切な運用を図る体制の整備として、「情報システム室」を設置。 

② 情報・国際室 

「スポーツ基本法」の趣旨に則り、国際競技力向上をはじめとした国内外の各種情報の収集・集約・提供、及

び我が国のスポーツ政策・施策の策定等への支援をより効果的に行う観点から、12月1日に「情報・国際室」を

設置。また、これらの取組を「スポーツ基本計画」に基づきさらに推進するため、平成24年度より「情報・国際

部」として強化することを決定。 

③ 国立競技場、財務部 

「スポーツ基本計画」に基づく国立霞ヶ丘競技場の整備を集中的に実施するため、平成24年度より「新国立競

技場設置準備本部」を設置することを決定。また、霞ヶ丘競技場の施設整備工事の減少見込、及び本部事務所管

理業務を霞ヶ丘競技場の包括的業務委託契約に含めたことによる効率化を踏まえ、平成24年度より財務部施設整

備課と国立競技場施設管理課を統合することを決定。 

④ ＪＩＳＳ 

「チーム『ニッポン』マルチサポート事業」の事業規模拡大に的確に対応するため、平成23年度より「マルチ

サポート推進課」を設置。さらに、ＪＩＳＳにおける研究事業と相互の専門性を考慮し、より効果的に事業を推

進するため、平成24年度より「受託事業推進室」とすることを決定。 

⑤ 学校安全部 

「食の安全課」の業務を平成23年度末をもって廃止し、実際に食中毒が発生した場合に係る業務は、必要最小

限の機能について法人内の他課へ移管・統合した。 

⑥ 支所 

業務効率化により、人員配置を見直した。 

 

■中期計画等における目標の達成見通し 

「スポーツ基本法」の制定を受け、「スポーツ基本計画」の決定に先んじて、今後のセンターの役割を効果的・効

率的に果たすため、組織全体の見直しの方向性を決定し、情報・国際室設置等の見直しを行った。また、学校安全部

食の安全課の廃止を行うとともに、総務部組織の見直し、国立競技場の包括的業務委託実施等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、年度計画を大きく上回って履行し、特に優れた結果を上げている。 
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■中期計画 

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 

３ 業務運営の点検・評価 

（１）自己点検・評価の実施 

 

■平成２３年度計画 

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 

３ 業務運営の点検・評価 

（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。 

 

■年度計画における目標設定の考え方 

中期計画に沿った業務の進行管理、及び定期的な実績の点検を行い、自己評価を行う。 

 

■業務実績 

（１）自己評価委員会の開催 

中期計画・年度計画、前年度の業務改善ヒアリングに基づき役員会決定した業務実施方針に関する取組につい

て、自己評価委員会を計 3回開催し、取組の進捗状況を検証した。 

検証結果は役員会に報告し、役員会による評価を決定の上、結果を職員に周知することで、業務運営の改善に

反映させた。 

特に 24 年 2 月の自己評価委員会においては、委員会前に開催した理事長等による業務改善ヒアリングの結果

を確認するとともに、平成 24 年度に向けた法人・事業目標について検討し、役員会において検討結果の承認を

得ることで、平成 24年度以降の業務へ反映した。 

平成23年 6月 平成22年度業務実績に係る業務実績報告書及び自己点検評価書の作成 

11月 平成23年度第1・2四半期の履行状況検証 

平成24年 2月 平成23年度第3四半期の履行状況検証（年間実績見込）及び平成24年度に向けた法人・事業 

 戦略の論点整理 

（２）業務進行管理 

内部統制の充実・強化に向けた課題として、行政刷新における政府の方針を踏まえ、さらなる顧客（国民）視

点、財務視点、効率的・効果的な業務プロセスの視点及びその実現に向けて組織を成長させる視点を重視した内

部統制・ガバナンスの整備が必要となることから、「バランス・スコアカード」に基づく目標を設定し、業務進

行管理に活用した。 

特に、平成 23年 10月の新理事長就任に伴い、法人の長のトップマネジメントを推進する観点から、理事長が

提起した目標・課題について「バランス・スコアカード」に基づく整理を行い、業務進行管理に活用した。 

 

■中期計画等における目標の達成見通し 

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との連携を行うことにより、業務の改善・推

進に努めた。 

また、顧客（国民）視点等に基づく内部統制・ガバナンスをより重視した業務進行管理を行った。 

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。 
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■中期計画 

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 

３ 業務運営の点検・評価 

（２）業務運営の改善促進 

 

■平成２３年度計画 

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 

３ 業務運営の点検・評価 

（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、課題等を提起することで、法人の長によるリ

ーダーシップを発揮できる環境を整備し、業務運営の改善に資する。 

また、センター内に設置する「経営企画室」を中心に、センター全体としてのマネジメント体制の整備を

図る。特に、「スポーツ立国戦略」を踏まえ、各事業の相互連携及び関係者の意見の円滑な反映に向けた体

制整備を図る。 

さらに、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。 

 

■年度計画における目標設定の考え方 

業務運営の改善促進については、中期計画に沿って継続的に取り組む。 

 

■業務実績 

１ 法人の長等によるヒアリングの実施状況 

中期計画・年度計画の達成状況、課題への取組状況等について、理事長等によるヒアリングを実施（平成 24

年 2月）。特に今回は、平成 23年 10月の新理事長就任に伴い、法人の長のトップマネジメントを推進する観点

から、理事長が提起した目標・課題について「バランス・スコアカード」の 4視点（顧客・財務・業務プロセス・

学習と成長）に基づく整理を行った上でヒアリング及びディスカッションを実施し、その結果に基づく目標を自

己評価委員会を経て役員会で確認することで、平成 24年度の業務実施方針に反映させた。 

実施時期：平成 24年 2月 8日、10日、13日、15日、16日、17日 

２ 業務運営に関する内部統制に係る取組状況  

（１）法人の長がリーダーシップを発揮できる環境の整備 

① 業務改善ヒアリングの実施（上記１参照） 

② 役員会の設置（定例（毎月）・臨時）（監事も参加） 

中期計画・年度計画等業務実施に係る重要な方針の決定、自己評価委員会（Ⅰ－３－（１）参照）による業務

実施状況の検証結果に対する意思決定のほか、各事業部門からの報告に基づき、内外で発生する課題の把握・対

応を行っている。 

なお、平成 23 年度は、出席者の拡大（部長職の陪席）を行い、トップマネジメントのさらなる円滑化を図っ

た。 

③ マネジメント体制の整備 

平成 23 年 4 月に設置した総務部経営企画室が、役員会・自己評価委員会事務局、理事長提起事項の整理及び

各事業部横断的な重要プロジェクトの統括等を行うことで理事長のリーダーシップを補佐し、各事業の相互連携

及び業務改善の促進を図った。 

また、関係者の意見の円滑な反映については、役員を中心として外部関係者との積極的な意見交換を行い、「国

立競技場将来構想有識者会議」の設置等、「スポーツ基本計画」に基づく関係団体との連携・協働に向けた環境

整備を図った。 

④ 予算・人事等の決定手続き（予算についてはⅢ－２－（３）参照） 

人事異動に関するガイドラインを定めており、人事異動についてはガイドラインを踏まえ、理事長の決裁にて

行われている。 

⑤ 権限の委任の範囲・法人の長の補佐体制の整備状況 

各理事は、役員会決定事項に基づく各事業の運営について、事業部門の責任者として担当する業務を統括する

とともに、法人業務全体について理事長を補佐している。 
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（２）法人のミッションについて役職員への周知状況 

① 業務改善ヒアリングの結果に基づき、法人・事業目標を役員会で決定し、職員に周知している。この目標に基

づく具体的取組状況について自己評価委員会で進行管理を実施することで、常に役職員全体で課題を共有しなが

ら業務を行い、業務運営の改善を促進している。 

② 役員会、業務改善ヒアリング及び自己評価委員会の内容については、サイボウズ（グループウェア）にて共有

し、職員に周知している。 

③ 職員公募・投票に基づき策定したコーポレート・メッセージを通して、外部とともに、内部の役職員にも法人

の事業理念を共有している。 

（３）法人のミッションを阻害する課題（リスク）への対応状況 

① 中期計画・年度計画には、センターの事業運営において想定される主要なリスクに関する事項があらかじめ定

められている（※）ことから、実施方針で具体化し、役員会・自己評価委員会において計画に対する履行状況の

把握・対応を行うことで、リスクマネジメントの強化を図っている。 

※中期計画・年度計画上で想定されているリスクのうち、主要なもの 

・財務上のリスク：Ⅰ－１「経費の抑制」、Ⅲ「予算（人件費の見積を含む。）、収支計画及び資金計画」 

・情報セキュリティ上のリスク：Ⅰ－１－（３）－②「情報処理技術の活用」 

・施設上のリスク：Ⅶ－１「施設及び設備に関する計画」 

・危機管理：Ⅶ－２－（２）－③「危機管理体制等の充実」 

② 中期計画・年度計画で想定されていないリスクについては、役員会にて把握・対応している。 

（４）その他 

その他、現在整備している、業務運営に関する内部統制に関する仕組みの大枠は、次のとおりである。 

① 会計監査人による監査の実施 

② 倫理監督者（総務担当理事）の設置（役職員倫理規則） 

③ 内部通報窓口・内部通報調査委員会の設置（内部通報取扱規程） 

④ 情報化統括責任者等の設置（情報システム管理規程） 

３ 監事による監査の実施状況  

（１）監事監査の実施 

監事監査計画に基づき、業務監査、臨時監査、会計監査を、内部監査部門である監査室と連携して実施した。 

① 業務監査 実施日 ：平成 23年 5月 30日～6月 9日、10月 18・19日 

実施項目：・業務が、適正かつ効率的、効果的及び経済的な観点から実施されているか 

・年度計画の実施状況 

・業務改善ヒアリングの指示事項に対する措置状況 

② 臨時監査 実施日 ：平成 24年 3月 7日 

実施項目：給与水準に関する事項 

③ 支所監査 実施日 ：平成 23年 11月 14日～12月 12日 

実施項目：支所業務の運営及び実施状況 

④ 会計監査 

【月例監査】実施日 ：毎月実施 

実施項目：・総合合計残高試算表等 

・収入支出の状況等把握 

【決算監査】実施日 ：平成 23年 6月 13日 

実施項目：財務諸表、事業報告書及び決算報告書 

【支所監査】実施日 ：平成 23年 11月 14日～12月 12日 

実施項目：支所における各勘定の会計処理等 

（２）監査結果の業務への反映 

監事監査において把握した改善点等について、平成 23 年 6 月 27 日に、「平成 22 事業年度監査結果に基づく

意見書」を理事長に報告した。また、意見書に係る対応について、平成 24 年 3 月 9 日～3 月 16 日にフォローア

ップを行い、監査結果の業務への取組状況について確認した。 
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■中期計画等における目標の達成見通し 

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・ガバナンスの強化については、業務改善ヒアリン

グの実施、その結果を踏まえた法人・事業目標の役員会決定及び経営企画室の設置等を通じて、法人の長がリーダー

シップを図ることのできる体制の整備、役職員全体での法人のミッションの共有及び課題（リスク）への対応を行い、

法人自らによる業務改善を推進した。また、役員を中心として関係団体との連携・協働に向けた環境整備を図った。 

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、給与水準に関する臨時

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。 
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■中期計画 

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 

（１）大規模スポーツ施設における稼働日数の確保 

 

■平成２３年度計画 

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 

（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。 

なお、東北地方太平洋沖地震に伴う電力不足に対する国民生活維持の観点から、当分の間、電力使用量を

抑制した施設利用形態とする。 

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。 

 

■年度計画における目標設定の考え方 

稼働日数の確保については、中期計画に沿って継続的に取り組む。 

なお、目標値は、平成１９年度までの過去５年間のうち、オリンピック等単年度の特殊要因を除いた平均稼働日数

を基準として設定した。 

 

■業務実績 

１ 大規模施設の適切な施設管理と稼働日数の確保の状況 

大規模スポーツ施設においては、センターが長年蓄積してきたスポーツターフ等、施設・設備の維持管理に関す

るノウハウを活かし、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、競技者や観客等に安全かつ

快適な施設の提供を行った。（（２）及びⅦ－１参照） 

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より、稼働日数の確保に努めると

ともに、内規に基づきスポーツの利用を第一に確保しつつ、本来目的に支障のない範囲内でスポーツ大会等の利用

がない日については、施設の有効活用及び収入の確保を図るため、コンサート、ファッションショー等スポーツ以

外の一般利用への利用促進を図った。 

なお、東日本大震災による業務への影響について、震災に伴う電力不足に対する国民生活維持の観点から、電気

事業法に基づく電気の使用制限措置（7 月 1 日～9 月 22 日）及び「夏期の電力需給対策について」（平成 23 年 5

月 13 日電力需給緊急対策本部決定）に定める「政府の節電実行基本方針」に基づいて策定した「節電実行計画」

（平成 23年 7月）を踏まえ、節電への取組を進めつつ各施設を運営した。 

震災直後に利用を休止した施設の利用再開に当たっては、電力不足への対応として節電を徹底するとともに、時

間を短縮して営業を行い、6 月から通常営業とした。また、利用者に対しては節電への理解を求め、開催される行

事に支障のない範囲で最大限の協力を得ることにより、可能な限り電力使用量を抑制した利用とした。 

その他、スポーツを通じた被災者支援のための取組として、近隣施設に避難されていた被災者の方を対象に、国
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立競技場における試合観戦ツアー（5月 29日）及び国立競技場スタジアムツアー（6月 22日）を開催した。 

（１）国立霞ヶ丘競技場 

① 陸上競技場 

年度計画に定めた目標値（135日以上）を上回る稼働日数（143日）を確保した。 

なお、芝生養生に必要な日数を確保しつつ、スポーツの利用を促進するとともに、スポーツ大会等の利用がな

い日についても、施設の有効活用及び収入の確保を図るため、スポーツ以外の一般利用（コンサート、ファッシ

ョンショー等）の利用促進を図った。 

区分 H20 H21 H22 H23 

スポーツ利用（日） 131 137 117 121 

一般利用（日） 34 45 37 22 

稼働日数合計（日） 165 182 154 143 
     

芝生養生日数（日） 136 138 109 167 

総入場者数（人） 1,051,251 1,123,175 894,296 953,581 

有料入場者数（人） 728,018 785,658 624,793 708,025 

※震災による休業（4/1～4/18） 

② ラグビー場 

年度計画に定めた目標値（80日以上）を下回る稼働日数（78日）となった。 

東日本大震災に伴い、予定されていた行事が中止された（計 13 日）ことから、稼働日数が目標日数を下回っ

た。なお、ラグビーの利用を第一に確保しつつ、施設の有効活用及び収入の確保を図るため、スポーツ以外の一

般利用（ファッションショー等）の利用促進を図った。 

区分 H20 H21 H22 H23 

スポーツ利用（日） 59 64 64 69 

一般利用（日） 7 6 8 9 

稼働日数合計（日） 66 70 72 78 
     

芝生養生日数（日） 101 149 180 216 

総入場者数（人） 316,221 383,204 369,327 342,794 

有料入場者数（人） 262,853 293,430 286,585 266,888 

※震災による休業（4/1～4/18） 

（２）国立代々木競技場 

 ① 第一体育館 

年度計画に定めた目標値（225日以上）を上回る稼働日数（249日）を確保した。 

なお、スポーツの利用を促進するとともに、スポーツ大会等の利用がない日についても、施設の有効活用及び

収入の確保を図るため、スポーツ以外の一般利用（コンサート、展示会等）の利用促進を図った。 

区分 H20 H21 H22 H23 

スポーツ利用（日） 107 123 126 106 

一般利用（日） 148 145 161 143 

稼働日数合計（日） 255 268 287 249 
     

保守点検日数（日） 79 87 44 43 

総入場者数（人） 1,129,929 1,100,907 1,223,176 1,144,862 

有料入場者数（人） 809,595 888,054 992,284 894,777 

※震災による休業（4/1～4/8）、受変電設備改修による休業（2/1～3/14） 

② 第二体育館 

年度計画に定めた目標値（305日以上）を下回る稼働日数（253日）となった。 

東日本大震災に伴い、予定されていたスポーツ競技大会が中止された（計 54 日）ことなどから、稼働日数が

目標日数を下回ることとなった。なお、スポーツの利用を促進するとともに、スポーツ大会等の利用がない日に

ついても、施設の有効活用及び収入の確保を図るため、スポーツ以外の一般利用（コンサート、展示会等）の利

用促進を図った。 
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区分 H20 H21 H22 H23 

スポーツ利用（日） 259 277 213 219 

一般利用（日） 39 25 20 34 

稼働日数合計（日） 298 302 233 253 

     

保守点検日数（日） 37 22 20 31 

総入場者数（人） 296,569 302,837 237,550 232,164 

有料入場者数（人） 142,198 148,294 122,462 104,500 

※震災による休業（4/1～4/8）、受変電設備改修による休業（2/1～3/14） 

２ その他の施設の稼働状況 

大規模スポーツ施設以外のスポーツ施設においても、効率的な施設の運営及び効果的な事業の実施に努めた。 

（１）国立霞ヶ丘競技場 

① テニス場 

区分 H20 H21 H22 H23 

稼働日数（日） 333 333 316 333 

利用者数（人） 52,770 50,645 49,747 49,868 

② 体育館 

区分 H20 H21 H22 H23 

稼働日数（日） 313 336 299 309 

利用団体数（団体） 1,690 1,719 1,802 1,751 

利用者数（人） 48,105 50,573 45,275 47,160 

※震災による休業（4/1～4/14） 

③ 室内水泳場 

区分 H20 H21 H22 H23 

稼働日数（日） 322 323 305 292 

利用団体数（団体） 1,107 1,719 1,707 1,647 

利用者数（人） 61,695 87,666 85,760 79,135 

※震災による休業（4/1～4/30） 

④ トレーニングセンター 

区分 H20 H21 H22 H23 

稼働日数（日） 330 329 312 316 

利用者数（人） 138,395 134,649 122,426 87,745 

※震災による休業（4/1～4/14） 

⑤ 会議室  ※陸上競技場内 5室及びラグビー場内 2室の合計 

区分 H20 H21 H22 H23 

稼働時間数（時間） 2,310 1,805 1,587 1,373 

利用団体数（団体） 543 386 347 432 

利用者数（人） 22,243 14,424 13,245 17,456 

（２）国立代々木競技場 

① 室内水泳場  

区分 H20 H21 H22 H23 

稼働日数（日） 307 330 231 270 

利用団体数（団体） 4,372 5,259 3,869 5,663 

利用者数（人） 90,826 96,792 65,208 91,258 

※震災による休業（4/1～4/14）、受変電設備改修による休業（2/1～3/14） 

②フットサルコート 

 区分 H20 H21 H22 H23 

稼働日数（日） - - - 37 

利用団体数（団体） - - - 184 

利用者数（人） - - - 2,533 

※平成 24年 1月 5日プレオープン 

 



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 

35  

 

 

③ 園地（入場者数は、主催者報告書による。） 

  ア 原宿プラザ  

区分 H20 H21 H22 H23 

件数（件） - 1 0 0 

延べ日数（日） - 1 0 0 

入場者数（人） - 1,020 0 0 

  イ 渋谷プラザ 

区分 H20 H21 H22 H23 

件数（件） 1 1 1 0 

延べ日数（日） 365 365 365 0 

入場者数（人） 164,160 155,719 78,881 0 

  ウ オリンピックプラザ 

区分 H20 H21 H22 H23 

件数（件） 6 7 8 6 

延べ日数（日） 282 241 230 156 

入場者数（人） 315,095 554,348 413,299 328,601 

※フットサルコート新設工事に伴い、平成 23年 10月末で営業終了 

エ その他園地 

区分 H20 H21 H22 H23 

ｼﾌﾞﾔ 

AX 

延べ日数（日） 249 243 254 253 

入場者数（人） 307,700 271,600 305,850 306,190 

ｼﾌﾞﾔ

BOXX 

延べ日数（日） 294 252 281 272 

入場者数（人） 52,441 47,707 44,845 41,818 

④ 会議室   

区分 H20 H21 H22 H23 

稼働時間数（時間） 1,043 1,274 1,194 892 

利用団体数（団体） 177 207 188 208 

利用者数（人） 7,877 7,793 6,040 3,709 

※受変電設備改修による休業（2/1～3/14） 

 

■中期計画等における目標の達成見通し 

 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 143日、ラグビー場 78日、第一体育館 249日、第二体育館 253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、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。 

 なお、東日本大震災後の電力需給対策として、「政府の節電実行基本方針」に基づいて策定した「節電実行計画」

（平成 23年 7月）を踏まえ、また利用者に対しては行事に支障のない範囲で節電に最大限の協力を求めるなど節電

への取組を進めつつ、各施設を運営した。 

 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。 
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■中期計画 

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 

（２）スポーツ施設利用者の利便性の向上 

 

■平成２３年度計画 

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 

（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。 

 

■年度計画における目標設定の考え方 

施設利用者の利便性の向上については、中期計画に沿って継続的に取り組む。 

 

■業務実績 

１ 利便性の向上に向けた検討等の実施状況 

定例会において、施設全体の利便性の向上について、提案・検討を行った。 

なお、スポーツターフについては、ターフの維持・管理に反映されるよう芝生維持管理定例会を開催し、事業部

門と管理部門の連携を図った。 

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、御意見箱の活用により、日常的に利用者ニ

ーズの把握を行い、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。 

（１）ホームページの活用による情報提供等の状況 

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の情報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にレッスン変更案内、陸上競技場走路の

開放状況、水泳場の団体利用予約状況等を掲載、アクセス数の多い座席図ページを充実するなど、サービスの向

上を図った。 

（２）利用者ニーズの把握と改善状況 

定期的なアンケートの実施、御意見箱の常設、利用団体へのヒアリングを中心に実施した。 

① アンケート調査の実施状況 

施設利用者の満足度に関するアンケートを実施し、利用者から要望の多い事項については、改善策を講じ、快

適な利用環境の提供に努めた。 

調査施設：霞ヶ丘：体育館、室内水泳場、トレーニングセンター、東・西テニス場、代々木：室内水泳場 

調査対象：利用団体、個人利用者 延べ 1,422名 

調査期間：平成 23年 6月、12月 

② 日常的な利用者ニーズの把握状況 

各施設の窓口において、利用者及び利用団体からのご意見等を随時受け付けるとともに、内容を検討した上で

可能なものについては改善に努めた。 

また、施設利用者に対して、快適な利用環境の提供に努めるため、各施設に御意見箱を設置し、利用者ニーズ

の把握を行い、サービス向上に努めた。 

御意見箱の意見件数 8件 

③ 利用団体のニーズ把握 

(公財)日本サッカー協会、(公社)日本プロサッカーリーグ、(公財)東京都サッカー協会、(財)日本ラグビーフ

ットボール協会、関東ラグビーフットボール協会、(公財)日本陸上競技連盟、(一社)東京陸上競技協会、関東学

生陸上競技連盟、（公財）日本バレーボール協会、(公財)日本バスケットボール協会、(公社)日本チアリーディ
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ング協会、日本バスケットボールリーグ、バスケットボール女子日本リーグ機構、（公財）日本バドミントン協

会、(公財)日本卓球協会、(財)日本レスリング協会等と意見交換を行い、利用団体のニーズの把握に努めた。 

④ 主な改善事項 

  ア 国立霞ヶ丘競技場 

・陸上競技場ペットボトル持込の取扱い変更 

 ・陸上競技場夜間照明塔耐震補強工事 

 ・陸上競技場ウレタン走路その他改修 

 ・陸上競技場スタンド滑り止めテープ張替工事 

 ・陸上競技場五階控室固定席設置工事 

 ・陸上競技場大会本部通路自動ドア設置工事 

 ・陸上競技場サイン改修工事 

・ラグビー場貴賓室椅子更新 

 ・室内水泳場ロビー壁等美装改修工事 

 ・室内水泳場エントランス日射調整フィルム施工 

 ・体育館競技規則変更に伴うコートライン等改修 

 ・体育館暗幕開閉装置補修工事 

 ・体育館更衣室空調機器更新工事 

 ・トレーニングセンタートレーニング場フロアー防滑工事 

・トレーニングセンター浴室に滑り止め処理を施工 

  イ 国立代々木競技場 

・第一体育館一般利用の吊り物重量基準を緩和 

 ・第一体育館ダッグアウト通路にイベント端子盤を設置 

 ・第一体育館内装改修工事 

・第二体育館バスケットゴールをピリオドランプ付きバスケットゴールに更新 

 ・室内水泳場更衣室洗面設備更新 

 ・室内水泳場シャワー室滑り止め工事 

・外構及び室内水泳場サイン改修工事 

 

■中期計画等における目標の達成見通し 

ホームページでは、各施設で開催される各種大会・イベント等について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の情報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を掲載したり、座席図ページの充実を図ったりするなど、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。 
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■中期計画 

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 

（３）スポーツ施設の利活用の促進 

 
■平成２３年度計画 

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 

（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。 

 

■年度計画における目標設定の考え方 

国立競技場施設の活用のうち、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の活用については、プロ

ジェクト研究に応じて活用する。 

また、一般利用については、中期計画に沿って利用に供する。 

 

■業務実績 

１ スポーツ施設の有効活用の促進状況 

大規模スポーツ施設を国際競技力向上のための研究・支援事業の場として活用するなど、同一の設置主体が施設

を有しているメリットを活かすとともに、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

などに関して支障のない範囲でスポーツ以外の一般利用にも供するなど、有効活用を図った。 

（１）国際競技力向上のための実験・実証の場としての活用状況 

ＪＩＳＳが実施する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、サポート活動

に重点を置きつつ、有効活用した。 

① 連携推進会議 

開催日：平成 23年 6月 14日（平成 22年度実施内容の報告） 

平成 24年 3月 27日（平成 24年度方針等確認） 

② 実施概要 

  ・全日本体操選手権大会における映像・動作分析サポート 

    場所：国立代々木競技場第一体育館 

    日時：平成 23年 4月 23日～25日（3日間） 

  ・全日本選抜レスリング選手権大会における映像サポート 

    場所：国立代々木競技場第二体育館 

    日時：平成 23年 4月 29日～30日（2日間） 

  ・ＮＨＫ杯体操における映像・動作分析サポート 

    場所：国立代々木競技場第一体育館 

    日時：平成 23年 6月 11日～12日（2日間） 

  ・全日本フェンシング選手権大会（個人の部）における映像サポート 

    場所：国立代々木競技場第一体育館 

    日時：平成 23年 9月 8日～11日（4日間） 

  ・全日本レスリング選手権大会における映像サポート及び栄養サポートのための調査 

    場所：国立代々木競技場第一体育館 

    日時：平成 23年 12月 20日～23日（4日間） 

 

（２）施設の活用状況（一般利用日数 4施設 208日） 

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、支障のない範囲でスポーツ以外の一般利用にも供し、施設の利活用と収入増に努めた。 
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① 国立霞ヶ丘競技場 

ア 陸上競技場 利用日数：22日 

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つつ、コンサート、ファッシ

ョンショー等の利用にも供した。 

イ ラグビー場 利用日数：9日 

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つつ、ファッションショー等

の利用にも供した。 

② 国立代々木競技場 

ア 第一体育館 利用日数：143日 

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つつ、コンサート、展示会等の利用

にも供した。 

イ 第二体育館 利用日数：34日 

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つつ、コンサート、展示会、ヘアー

カットコンテスト等の利用にも供した。 

 

■中期計画等における目標の達成見通し 

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保有している

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 208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。 
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■中期計画 
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 
２ 国際競技力向上のための研究・支援等に関する事項 
（１）国際競技力向上のための総合的支援 

 
■平成２３年度計画 
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 
２ 国際競技力向上のための研究・支援等に関する事項 
（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、併せて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の受託に伴う事業を実施する。事業の実施に当たっては、国立スポーツ科学セン
ター（以下｢ＪＩＳＳ｣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ＪＩＳ

Ｓ、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ＪＯＣ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。 
 

■年度計画における目標設定の考え方 

中期計画に定めた取組の具体的な方策を定めて取り組む。 

医・科学分野については、これまでの成果及びＮＦの要望等を踏まえ、競技者の総合的チェック及び医・科学サポ

ートを実施する。情報分野については、関係団体等とのネットワーク充実及び各種情報の収集・分析・提供について、

具体的な方策を定めて取り組む。また、トレーニング施設について、ＪＯＣ・ＮＦと連携し、快適な施設提供に向け
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て取り組む。 

 

■業務実績 

１ 総合的支援活動の実施状況  

文部科学省に設置された「ロンドンオリンピック強化支援の検討に関する懇談会」（2012ロンドンオリンピック

強化タスクフォース）の意見に柔軟に対応しつつ、ＪＯＣ及びＮＦのニーズを踏まえた上で、スポーツ医・科学・

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。 

・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 

ア ターゲット競技となった 24 競技種目（陸上、競泳、シンクロ、体操、トランポリン、レスリング、セーリ

ング、自転車、フェンシング、柔道、カヌー、トライアスロン、卓球、ライフル射撃、スピードスケート、フ

ィギュアスケート、サッカー、テニス、バレーボール、新体操、アーチェリー、バドミントン、スキージャン

プ、ノルディック複合）に対し、戦略的・包括的に高度な情報・医・科学サポートを行った。 

イ 2012年ロンドンオリンピックで「マルチサポート・ハウス」を設置・運営するための施設として、「ストラ

トフォード・サーカス」を選定した。また、ＪＯＣ及びＮＦ等と協議の上、サポートサービスの検討を行った。 

ウ 効果的なサポートを実施するために必要となる専門分野ごと、あるいは分野横断的・ターゲット競技横断的

な調査研究を実施した。 

（１）スポーツ医・科学分野からの支援状況  

① アスリートチェックの実施状況  

競技者の心身の状態を、メディカル、フィットネス、メンタル及び栄養面から多角的・総合的に評価・診断し、

データの提供やアドバイスを迅速かつ的確に実施することにより、ＮＦが行う強化活動を支援した。 

区分 H20 H21 H22 H23 

ＮＦの要望（人） 688 802 684 807 

国際大会派遣前（人） 527 887 1,320 603 

合計（人） 1,215 1,689 2,004 1,410 

② 医・科学サポートの実施状況  

強化合宿や競技会等の現場においては、ＮＦからの要望を分類・整理し、それぞれに責任者及び実施メンバー

を配置し、サポートを実施した。 

また、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・相談を実施したほか、心理、栄養、トレーニングの 3分野合同の講習会を１回開

催した。 

・専門的体力測定・技術分析、試合でのパフォーマンス分析、合宿でのコンディションチェック等計 103件 

・栄養、心理、トレーニング、映像技術、情報技術分野における講習会 80件 

・栄養、心理、トレーニング分野における個人指導・相談 5,020件 

（２）スポーツ情報分野からの支援 

① 国際競技力向上関連情報の収集・分析・提供状況  

ア 各種情報の収集・分析 

・国際競技力向上に関わる情報を、国内主要紙、国内主要通信社、国内外ウェブサイト、主要国スポーツ関係

機関の公刊資料及び独自の調査活動等から収集した。 

・各国の強化戦略・体制・拠点 

・オリンピック対策（インスブルック 2012、ロンドン 2012、ソチ 2014、南京 2014、リオデジャネイロ 2016） 

・その他リカバリー、シミュレーション、用具開発、ドーピング防止及び国内情勢 等 

・新たに設置した情報・国際室（Ⅰ－２参照）において情報集約・分析を行い、コーチ教育に関する国際情報、

エリートアスリート助成、アジアにおける国際連携等、スポーツ政策提案に向けた検討を行った。 

・情報・国際室に、国内外のスポーツ関連有識者による「アドバイザー会議」を設置し、今後のスポーツ基本

計画を見据えたスポーツ推進等について検討を行った。（平成 23年 12月、平成 24年 2月 29日、3月 23日） 

イ ネットワークを活用した情報提供 

ＪＯＣ、ＮＦ、大学等をはじめとする関係機関へ、ネットワークを活用し情報を提供した。 
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情報提供数：3,073件  

ウ ロンドン事務所の活用  

UKスポーツをはじめとした欧州のスポーツ関係機関等と連携し、国際競技力向上に関わる情報を収集したほ

か、UK スポーツとの共同プロジェクトを継続して行った。また、NF 等に対し、ロンドン五輪会場、交通事情

等の現地情報の提供、トレーニング場所等の選定・交渉、ロンドンを中心とした英国内の視察帯同等のサポー

トを提供した。マルチサポート・ハウスの設置に関しては、物件の選定から交渉、契約後の調整など総合的に

現地での対外窓口としての機能を果たした。 

・UKスポーツとの共同プロジェクト（ワークショップ） 1件  

・在英邦人に向けたセミナーの開催 1件  

・欧州を中心としたスポーツ政策・制度調査 15回 

・日本各競技団体来訪・情報提供等 16団体 

・マルチサポート・ハウス設置予定施設視察帯同 35回 

・ロンドン事務所情報配信サービス 75件 

エ 国際競技力向上の政策・戦略・施策の企画・策定への支援 

すべてのオリンピック種目について、世界選手権やワールドカップの結果、世界ランキングを集約・分析し、

文部科学省、ＪＯＣ等の要望に応じて情報を提供した。 

② 国内外の関係機関との連携ネットワークの強化・充実・活用状況  

・ネットワークへの登録促進、海外向けニュースレターの配信、情報の配信、会議・研修会の実施等を行った。 

国内の関係機関とのネットワーク登録者数 1,288名 

海外の関係機関とのネットワーク登録者数 230名 

海外向けニュースレター配信数 52件 

ネットワークを活用した連携タレント発掘事業数 12地域 

スポーツ科学情報の配信 39件 

海外関係機関との情報交流 5件（シンガポール、香港体育学院、台湾教育省、韓国 NEST財団等） 

タレント発掘・育成プログラム開発のための研修会開催 1回 

タレント発掘・育成事業評価分析会議 2回 

地域ネットワーク全国会議の開催 1回 

大学ネットワークフォーラム 1回 

海外研究員招聘 2カ国 4名 

Team Japan Weekly Results の提供 50回 

・情報・国際室において、スポーツに関する国際会議に積極的に参加することとし、関係者とのネットワーク

構築を図った。 

2019年ラグビーワールドカップ日本開催に係る国際会議 

期間：平成 24年 2月 19日～27日 

場所：ロンドン（イギリス） 

③ 国際競技力向上への情報関連技術の開発応用の促進  

ア 国際競技力向上に有用なシステム・ソフトウェアの開発等の状況 

ⅰ 打具を用いたスポーツ競技における打具速度・打撃位置の即時フィードバックシステムの開発 

センサの取り外しが簡便で、スイング中もセンサをクラブに固定できる器具を製作した。また、慣性セン

サ計測値から時々刻々のクラブの姿勢を算出するアルゴリズム及び慣性センサ計測値を用いてクラブシャ

フト先端部の速度・変位を算出するアルゴリズムをシステムに構築した。算出項目の精度検証の結果、打具

姿勢及び打具速度については、比較的高い精度で算出可能であることがわかった。 

ⅱ SMART-system 2.0の開発 

機能強化やシステム環境の進歩・変化に対応するため再構築を進めている SMART-systemについて、HTML5

の書式で書かれたテキスト及び SVGで描かれたグラフを、時刻に同期しながら更新する仕組みを設計・構築

した。これにより、映像と得点率や選手の２次元的な位置関係のグラフなどと同期して表示することができ

るようになった。 
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ⅲ トレーニング現場から映像のネット転送を可能にする簡易高速カメラの開発 

カメラの AV リモート端子を無線で制御する機能を追加して、複数台のカメラをコントロールする機能を

実装した。これにより複数台のカメラを効率的に使用できるようになった。 

イ 情報関連技術・ソフトウェアを活用した支援の状況 

ⅰ SMART-system利用状況 

    SMART-system利用団体：17団体（うち新規 2団体） 

    SMART-system総映像登録数：119,498件 

ⅱ ＮＦ向け Webシステムの提供 

  2004 年から実施しているセーリング連盟向け気象情報自動収集システム及び平成 21 年から実施している

自転車連盟向け Web情報共有システムの継続的な開発（改修）及び運用を実施した。 

ⅲ 映像即時フィードバックシステムの提供 

  競技会や合宿等において、スピードスケートなど 6競技に対し、競技の特性やＮＦの映像閲覧方法（場所、

タイミング等）のニーズに応じて、以下の 3つのシステムのうち適当なものを利用した映像の即時フィード

バックを実施した。 

     ・SMART-system 

     ・無線転送式メモリーカードおよび映像ストリーミングサーバー 

     ・DLNAサーバーおよび携帯端末（iPad等） 

 また、上記システムをより効率よく運用するために、システム内の繋ぎ的要素となる自動ファイル転送ツ

ール、自動エンコードツール等のソフトウェアを開発し、活用した。 

ウ 情報関連技術・ソフトウェア等を活用する人材の育成状況 

NF 及び JISS のサポート担当スタッフを対象に映像関連の技術情報を提供する「先端情報技術展示会

（JEATEC）を平成 24年 1月 17日に開催し、129名が参加した。また SMART-systemを NFが活用するために、

システム導入、サーバー運用、データ入力のコンサルティングやシステム管理者、利用者向けの講習会等を

計 16回実施した。また NFスタッフ向けに、競技現場で活用頻度の高い映像加工処理ソフトウェア、戦術分

析ソフトウェアの利用講習会を実施し、計 38名の参加があった。 

④ 国際競技力向上に関わる各種情報の共有・有効活用  

ア 国際競技力向上に関わるデータベースの構築・運用状況 

・ＪＩＳＳの各種事業を通して得られた競技力向上に関わる様々な情報やデータ、知識等を配信するとともに、

これまで収集した資料や配信された情報を検索利用することができるデータベースを適切に運用した。 

（３）トレーニング施設等の提供 

①ＪＩＳＳ利用実績  

施設名 H20 H21 H22 H23 

専用・共用ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設（人） 61,824 75,004 31,626 25,064 

宿泊室（人） 13,157 12,303 17,767 15,319 

栄養指導食堂（食） 61,740 54,993 79,310 71,945 

喫茶室（人） 24,388 27,934 28,812 28,210 

サッカー場(人) 82,760 89,566 109,734 75,149 

屋外テニスコート（人） 34,410 34,527 30,535 32,763 

戸田艇庫（人） 9,660 10,506 10,102 9,915 

フットサルコート（人） 5,035 11,869 13,559 14,574 

屋内ﾃﾆｽｺｰﾄ（ﾚｯﾄﾞｸﾚｲ）（人） 1,317 1,527 1,585 801 

②ＮＴＣ利用実績 

施設名 H20 H21 H22 H23 

屋内トレーニングセンター（人） 94,302 101,798 97,446 100,356 

JISS内専用ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設（人）   50,589 50,509 

陸上トレーニング場（人） 12,690 15,383 16,127 20,840 

屋内テニスコート（ハード）（人） 5,139 4,947 3,560 2,720 

宿泊施設（ｱｽﾘｰﾄｳﾞｨﾚｯｼﾞ）（室） 25,373 27,847 27,651 46,241 

※JISS 内にある競泳プール、シンクロナイズドスイミングプール、新体操、トランポリン、フェンシングの各専用トレーニング

施設は、平成 22 年 4 月 1 日から NTC に移行。 
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③ 利用団体のニーズの把握と改善状況  

ア 利用団体のニーズの把握  

  トレーニング環境を充実させるために、ＪＯＣを窓口としてＮＦの要望を取りまとめ、競技備品等を調達す

るとともに、施設管理や警備、受付等日常のサービスに関するアンケートを実施し、トレーニング環境整備以

外のニーズの把握を行った。 

  また、ＪＩＳＳ･ＮＴＣにおける施設の運営・運用について、ＪＩＳＳ、ＪＯＣ及び委託業者で構成する定

例会議（月 1回開催）を開催して、利用者からの要望等の情報収集に努め、トレーニング環境を整備した。 

イ 主な改善状況  

  ＮＦやＪＯＣなどからの要望等を踏まえ、トレーニング備品の購入や施設改修などを実施し、快適なトレー

ニング施設の提供に努めた。 

 ・アーチェリー実験・練習場の整備（ＪＩＳＳ：アーチェリー） 

・体操練習場床交換（ＮＴＣ：体操練習場） 

・固定式ピスト購入（ＮＴＣ：フェンシング） 

・防球ネット設置作業（ＮＴＣ：ハンドボール） 

・室内テニスコートコート補修作業（ＮＴＣ：室内テニス） 

・その他、各専用利用施設に適宜、備品等を購入 

 

■中期計画等における目標の達成見通し  

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。 

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。また 2012 年ロンドンオリンピックで「マルチサポート・ハウス」を設置・運営するため

の施設として「ストラトフォード・サーカス」を選定し、サポートサービスの検討を行った。 

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。また、新たに設

置した「情報・国際室」において、スポーツ基本計画を見据えたスポーツ推進に関する検討に着手した。 

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。 
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■中期計画 

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 

２ 国際競技力向上のための研究・支援等に関する事項 

（２）国際競技力向上のための研究の推進 

 

■平成２３年度計画 

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 

２ 国際競技力向上のための研究・支援等に関する事項 

（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。 

 

 

■年度計画における目標設定の考え方 

中期計画に沿った課題解決に向けた実践に資するプロジ

ェクト研究として、競技現場で早急に科学的な解明が求め

られている課題を解決するための研究を行う。 

 

■業務実績  

１ プロジェクトチーム型研究の実施状況 

ＪＯＣ及びＮＦのニーズや、競技現場から科学的解

明が求められている課題を踏まえ、スポーツ科学・医

学・情報の各機能が統合されたＪＩＳＳの特徴を活か

し、ＮＦや大学とも連携しつつ国際競技力向上に有用

な知見を生み出すため、12研究課題を実施した。 

また、研究事業部会において、研究課題・課題内

のプロジェクトごとに進捗状況及び次年度の研究計

画についてヒアリングを行い、当該年度の研究内容

について評価を行ったほか、適切な予算執行、研究

計画の見直しに反映させた。 

研究費は、各研究課題における測定で必要となる

高濃度酸素ガス発生システム、ハードウェアエンコ

ードサーバー、尿中酸化ストレスマーカー測定シス

テム等の備品費、映像閲覧・管理システムの開発で

必要となる開発委託費、被験者への謝金・交通費、

および、測定・分析で必要となる消耗品費として、

新たな知見を創出・蓄積するために使用した。さら

に、研究成果発表のための国外・国内学会参加旅費

にも使用され、広く研究成果を普及させる上でも有

効活用した。 

（１）研究の実施状況 

研究課題 実施内容 

1 

国際競技力向上に有

用なｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ評価方

法の開発と応用 

【3年目／4年】 

最新の知見を取り入れながら新たなコ

ンディション評価方法の開発を行うと

ともに、それを実際の競技者に応用しな

がらその有用性を検証し、最終的に、競

技力向上に有用となるコンディション

心拍変動ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの有用性に関する研究 

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞのための新規生化学ﾏｰｶｰの検索研究 

筋ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ評価方法の開発と応用 

女性競技者の月経を考慮したｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞに関する研究 
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評価方法を確立することを目的とし、6

プロジェクトを実施した。 

競技者の縦断的研究：ﾄｯﾌﾟｱｽﾘｰﾄの一般および専門的体

力ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝの評価 

睡眠の観点からみた競技選手のｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞに関する研

究 

2 

低酸素ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞの有

用性に関する研究 

【3年目／4年】 

低酸素環境での滞在とトレーニング及

び高地トレーニングの有用性を検証す

ることを目的とし、基礎的研究と実践的

研究の２プロジェクトを実施した。 

低酸素暴露による生理的応答に関する基礎的研究 

実践的低酸素ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ法に関する研究 

3 

身体運動及び人間・

用具・環境系の挙動

の最適化に関する研

究 

【3年目／4年】 

競技者の身体運動のみでなく、使用して

いる用具・用品、置かれた環境条件等と

の関係性も含めた系全体の挙動を捉え、

その最適化を試みること及びその結果

から競技パフォーマンス向上のための

示唆を得ることを目的とし、4プロジェ

クトを実施した。 

力・ﾊﾟﾜｰ計測機器を用いた屋外競技の動作および戦略の

最適化に関する研究 

ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙの制限環境下におけるｷｯｸ動作の動力学的解析 

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技のｼﾞｭﾆｱ選手を対象としたｽﾅｯﾁ種目の

挙上動作に関する研究 

関節の運動制限要素が投動作に与える影響 

4 

競技ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽの診断

ｼｽﾃﾑの構築に関する

研究 

【3年目／4年】 

競技スポーツのパフォーマンス評価・診

断におけるバイオメカニクス的手法に

ついて方法論上の妥当性を見直し、その

開発・改善を進め、個別の競技種目にお

いて運動技術の改善等に役立つ診断シ

ステムを構築することを目的とし、5プ

ロジェクトを実施した。 

ﾗﾝﾆﾝｸﾞｽﾋﾟｰﾄﾞ向上のためのｽｷﾙとﾄﾚｰﾆﾝｸﾞに関する研究 

上肢末端部の高速移動を伴う動作のﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ診断ｼｽﾃﾑ

の構築に関する研究 

競技特性を考慮したﾘﾊﾞｳﾝﾄﾞｼﾞｬﾝﾌﾟ能力評価方法の検討 

打具を用いたｽﾎﾟｰﾂ競技における打具速度・打撃位置の

即時ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸｼｽﾃﾑの開発 

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞへの応用を目指した水中計測ｼｽﾃﾑの構築 

5 

競技者の栄養評価に

関する研究 

【3年目／4年】 

ｳｴｲﾄｺﾝﾄﾛｰﾙに必要な食事を考える場合、

選手の食事摂取量の現状を把握すると

ともに、エネルギー消費量から摂取量を

計画する必要がある。さらに、サプリメ

ントに関する情報提供の要望も多いこ

とから、栄養支援に役立つ資料を得るた

めに 3プロジェクトを実施した。 

競技者向け半定量法食物摂取頻度調査票の検討 

ｻﾌﾟﾘﾒﾝﾄﾎﾟﾘｼｰに関する調査･研究 

ｳｴｲﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ時の栄養計画の検討 

6 

ｽﾎﾟｰﾂ外傷・障害の治

療および予防のため

の医学的研究 

【3年目／4年】 

競技団体の医学スタッフと協力して、共

通の尺度でのスポーツ外傷・障害のデー

タ収集を行い、比較検討できるような体

制を整備するとともに、スポーツ外傷・

障害の発生機序とその予防法及び治療

法を探求することを目的とし、2プロジ

ェクトを実施した。 

ｽﾎﾟｰﾂ外傷･障害の予防に向けたﾃﾞｰﾀ収集と予防ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

の有効性についての研究 

ｽﾎﾟｰﾂ外傷･障害からの早期治癒を目ざした基礎的研究 

7 

ﾄｯﾌﾟｱｽﾘｰﾄにかかわ

る内科的問題点の診

断・治療・予防に関

する研究 

【3年目／4年】 

JISS におけるスポーツクリニックでの

メディカルチェックや診療事業で得ら

れた知見をもとにして内科的な問題点

の診断・治療・予防に関して研究を行い、

アスリートの良好なコンディショニン

グ、競技力向上に貢献することを目的と

し、2プロジェクトを実施した。 

ﾄｯﾌﾟｱｽﾘｰﾄの喘息の診断･治療および全国規模の治療ﾌﾟﾗ

ｯﾄﾌｫｰﾑ作成に関する研究 

ﾒﾃﾞｨｶﾙﾁｪｯｸや診療をもとにしたﾄｯﾌﾟｱｽﾘｰﾄの内科的問題

点とその予防に関する研究 

8 

国際競技力向上のた

めの情報戦略の在り

方に関する研究 

【3年目／4年】 

我が国が有する国際競争力の評価・分析

とメディアから発信される情報の動向

分析という２つの側面から国際競技力

向上のための情報戦略の在り方につい

て検討することを目的とし、2プロジェ

クトを実施した。 

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸにおける我が国の国際競争力の評価のためのﾎﾟ

ﾃﾝｼｬﾙｱｽﾘｰﾄの選定基準に関する検証 

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会に関する報道の動向から見た情報戦略

のあり方に関する研究 

9 映像を利用したﾄﾚｰﾆ 使い易い入力系、保存検索系、応用系の 映像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの開発―SMART-system 2.0の開発 
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ﾝｸﾞｱｼｽﾄｼｽﾃﾑの開発 

【3年目／4年】 

3機能を満足させる個々のシステムを開

発し、それらを組み合わせて利用できる

ようにすることで、トータルにトレーニ

ングをサポートする映像システムを実

現することを目的とし、3プロジェクト

を実施した。 

練習のためのｶﾒﾗｼｽﾃﾑの開発（ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ現場から映像のﾈｯ

ﾄ転送を可能にする簡易高速ｶﾒﾗの開発） 

ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝ映像自動蓄積ｼｽﾃﾑの開発 

10 ｽﾎﾟｰﾂ科学における

測定技術に関する研

究 

【3年目／4年：延長】 

 

アスリートチェックのフィットネスチ

ェックにおける各種測定技術を対象と

して、その測定値の信頼性・妥当性や適

切な測定方法・手順を科学的に検証・評

価し、測定業務の品質向上に活用するた

めの具体的手法を検討することを目的

とし、2 プロジェクトを実施した。 

空気置換法による体脂肪率測定技術に関する研究 

筋力・筋ﾊﾟﾜｰの測定技術に関する研究 

11 ﾄｯﾌﾟｱｽﾘｰﾄに有用な

心理ｻﾎﾟｰﾄに関する

研究 

【1年目／2年】 

競技者への心理サポートの件数は年々

増加し、選手や指導者から一定の評価を

得ているが、より有効な心理サポートの

構築のために、「質問紙による評価」、

「技法指導」、「個別サポート」という

視点から 3プロジェクトを実施した。 

心理的競技能力に対する自己評価の個人内変動とその

意味 

競技特性に応じたﾘﾗｸｾｰｼｮﾝ技法の検討-漸進的筋弛緩法

の応用と実践－ 

ﾄｯﾌﾟｱｽﾘｰﾄの心理特性及び変容過程における身体体験の

役割に関する研究 

12 IT を利用したﾄﾚｰﾆﾝ

ｸﾞのためのﾃﾞｰﾀ分析

収集とﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸｼｽﾃ

ﾑの開発 

【1年目／2年】 

トレーニング関連データを効率的に収

集し、JISSの既存 ITシステム（アスリ

ートチェック、栄養指導、筋力トレーニ

ング）のデータと関連付け、総合的に評

価できるシステムの構築を行うことを

目的とし、2プロジェクトを実施した。 

個々のｽﾎﾟｰﾂ種目に特化できるｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ型戦術分析ｱﾌﾟﾘ

ｹｰｼｮﾝ開発 

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞのための統合的 Web ｼｽﾃﾑの開発 

 

■中期計画等における目標の達成見通し 

平成 21年度から継続している 10研究課題および平成 23年度から新たに開始した 2研究課題、計 12研究課題につ

いてプロジェクト研究を実施した。 

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。 
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■中期計画 
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 
２ 国際競技力向上のための研究・支援等に関する事項 
（３）スポーツ診療 

 
■平成２３年度計画 
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 
２ 国際競技力向上のための研究・支援等に関する事項 
（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ＮＦ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。 

 

■年度計画における目標設定の考え方 

スポーツ診療については、中期計画に沿って取り組むとともに、その具体的な取組として、関係団体と連携したメデ

ィカルネットワーク構築等を行う。 

 

■業務実績  

（１）スポーツ診療の実施状況 

ＪＯＣ強化指定選手をはじめとするトップレベル競技者を対象として、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、内科、整形外科、歯科、眼科、耳鼻科、婦人科、皮膚科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。 

区分 H20 H21 H22 H23 

診療日数（日） 356 357 357 359 

延べ受診件数（件） 13,066 11,894 12,790 15,210 

（２）メディカルスタッフ間のネットワーク構築 

ＪＯＣ及びＮＦのメディカルスタッフと連携を図り、合宿地や競技会場において、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アドバイスを行った。 

また、ＮＦドクターと連携を深め、メディカルに関するネットワークを強化することを目的とし、ＪＩＳＳ－Ｎ

Ｆドクター協議会を開催した。 

競技大会への帯同等 7件 

・2011年シニアアジアレスリング選手権大会（トルコ、イスタンブール）（5月 16日～24日） 

・第 25回ユニバーシアード競技大会（中国、深玔）（8月 5日～8月 24日） 

・2011年シニア世界レスリング選手権大会（トルコ、イスタンブール）（9月 7日～20日） 

・第 43回世界体操選手権大会（東京）（10月 1日～7日） 

・第 1回ユースオリンピック冬季大会（インスブルック）（1月 9日～1月 24日） 

・2012世界距離別スピードスケート選手権大会（オランダ、ヘレンベーン）（3月 20日～27日） 

・レスリングロンドンオリンピック・アジア予選トーナメント（カザフスタン、アスタナ）（3月 26日～4月 3日） 

ＪＩＳＳ－ＮＦドクター協議会 1回 

・ロンドンオリンピック派遣前メディカルチェック項目およびフィードバック体制の確認ほか（2月 28日） 

 

■中期計画等における目標の達成見通し  

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、障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。 
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■中期計画 

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 

２ 国際競技力向上のための研究・支援等に関する事項 

（４）研究・支援活動の成果及び収集情報の普及・提供 

 

■平成２３年度計画 

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 

２ 国際競技力向上のための研究・支援等に関する事項 

（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。 

また、「スポーツ立国戦略」を踏まえ、これまでの研究成果を、さらに一般における日常のスポーツ活

動に還元する方策について検討する。 

 

■年度計画における目標設定の考え方 

研究・支援活動の成果の競技現場への提供については、中期計画に沿って取り組む。また成果の普及及び一般への

提供については、より具体的に方策を定めて取り組む。 

 

■業務実績  

１ 適切な情報管理及び情報提供の実施状況 

研究・支援活動で得られた知見・情報のうち、国際戦略上秘匿すべきものについては、各事業部会で検討し、適

切な情報管理を図った。また、各種競技大会現場で得た対戦相手等各種情報を、迅速にフィードバックして効果的

に活用できるよう提供した。 

ＪＩＳＳの広報活動を円滑に行うために、「ＪＩＳＳ広報委員会」において協議し、具体的活動を決定した。 

（１）研究・支援活動の成果の競技現場への提供状況 

① 研究・支援活動の成果の提供状況 

国内外のネットワーク及び競技大会現場で収集した情報並びに研究・支援活動で得られた有用な成果等につい

て、ＮＦ等が効果的に活用できるよう迅速かつ的確にフィードバックした。 

【主な提供状況】 

ア 要望に応じて競技現場での映像の即時フィードバックを実施し、映像を TV モニタで閲覧する簡易的なも

のだけでなく、無線ネットワークを利用した撮影映像の転送や映像データベースへのリアルタイム登録等、

ITを活用した形で提供した。 

イ 第 30回オリンピック競技大会（2012/ロンドン）に向けた現地の食環境調査にて収集した情報（日本食取

扱店、日本食レストラン、現地のスーパーマーケット、ショッピングセンター及びケータリングサービスに

ついての情報、水、スポーツドリンク、果汁 100％ジュースなどの飲料についての情報等）を冊子にまとめ、

競技者・コーチ等に提供した。 

ウ 新たに導入された水中モーションキャプチャシステムを用いて精度の高い位置座標を算出することで、競

泳の動作ではスタートから 15mまでの速度変化、スタート時の動作分析、ターン時の動作分析、通常泳時の

水中と水上の高速度動作分析を行う事が可能となり、NFに知見を提供した。 

エ 陸上競技短距離選手を対象に、低酸素環境での短期間の宿泊とトレーニングが、生理応答および運動パフ

ォーマンスに及ぼす影響ついて検証を行った結果、低酸素環境での 7日間程度の宿泊とトレーニングを行う

合宿であっても、有酸素性能力と無酸素性能力いずれも向上することが示唆され、コーチにデータを提供し
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た。 

（２）研究・支援活動の成果の普及  

① 学術雑誌等の掲載状況 

国内外の専門誌にＪＩＳＳの研究・支援活動の報告や学術論文等の投稿を行った。 

区分 H20 H21 H22 H23 

総説 
投稿件数（件） 42 29 22 19 

掲載件数（件） 40 29 20 19 

原著論文 
投稿件数（件） 52 41 58 48 

掲載件数（件） 36 26 42 41 

・トレーニング科学 

・臨床スポーツ医学 

・Journal of Biomechanical Science and Engineering 等 

② 学術会議等への派遣状況 

国内外の学会等での発表を通して、ＪＩＳＳの研究・支援活動等について積極的な情報提供に努めた。 

区分 H20 H21 H22 H23 

国内学会 
参加者数(人) 87 100 143 120 

発表件数(件) 126 98 96 84 

国外学会 
参加者数(人) 14 25 36 20 

発表件数(件) 29 28 38 26 

・16th Annual Congress of the European College of Sport Science （7月 6日～9日,リバプール） 

（第 16回ヨーロッパスポーツ科学年次総会） 

発表演題 

「Effect of tapering on salivary SIgA in elite speed skaters」  

（テーパリングがトップスピードスケート選手の唾液中 SIgAに及ぼす影響） 

「Effects of intermittent normobaric hypoxia on autonomic nervous system in young male athletes」 

（断続的な基準気圧の低酸素環境が若年男性選手の自律神経に及ぼす影響） 

「Bone osteogenic responses in short-term resistance training under hypoxia」 

（低酸素レジスタンストレーニングが骨代謝応答に及ぼす影響） 

「Effect of acute hypoxia on muscle oxygenation and neuromuscular activity during repeated sprint 

cycling」 

（急性低酸素が繰り返しの自転車スプリント中の筋酸素と神経筋活動に及ぼす影響） 

・13th European Congress of Sport Psychology（7月 12日～15日,ファンシャル） 

（第 13回ヨーロッパスポーツ心理学会） 

発表演題 

「The use of mental training by professional and young aspiring soccer (football) referees in Japan」 

  （日本のプロ及び若く向上心のあるサッカー審判へのメンタルトレーニング）  

「Case study of Japanese elite athlete: The changing process of inner maturity and self-awareness with 

the application of expression therapy」 

（日本エリート選手を対象とした事例研究：表現療法を適用し内的成熟および自己理解の変化の過程を見

る） 

・The International Symposium on Computer Science in Sport: 2011（9月 22日～24日,上海） 

（国際コンピュータ科学スポーツシンポジウム） 

発表演題 

「Development of a Tactical Analysis Application for Table Tennis」 

（卓球においての戦術分析アプリケーションの開発） 

「A New Browsing Method for Sports Video on the Internet」 

 （インターネット上でのスポーツ映像の新しい閲覧方式） 

・第 66回日本体力医学会大会（9月 16日～18日） 
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発表演題 

「筋脱酸素化動態の個人差：若年男性 63名を対象として」 

「競技特性の異なる選手の身体組成および基礎代謝量の比較」 

「異なる足関節角度における腓腹筋内側頭の筋量と筋硬度の関係」 

「常圧低酸素環境が高強度インターバル運動時の生理応答および発揮パワーに及ぼす影響」 

「空気置換法を利用した体脂肪率測定に影響を及ぼす環境要因と運用方法の検討」 

「リバウンドジャンプ時の目標跳躍高の違いと接地時間との関係」 

「高強度自転車運動におけるクランクトルク発揮パターンの変化」 

・日本体育学会第 62回大会（9月 25日～27日） 

発表演題 

「走速度と走動作との関係 ―ピッチ型走法とストライド型走法との比較―」 

「オリンピックにおける我が国の国際競争力の評価に関する研究」 

「高度 2000ｍ相当の常圧低酸素環境が競技選手の睡眠の質に及ぼす影響」 

「反動動作を伴う跳躍中の神経筋活動および筋腱動態に１セッションの練習が及ぼす影響」 

「スタートダッシュ時のストライドの頻度と長さの組合せ方と地面反力の関係」 

「BODPODの TGV（呼吸回路容積）測定における Merit値の変動要因および TGV測定値についての検討」 

・第 22回日本臨床スポーツ医学会（11月 5日～6日） 

発表演題 

「女性アスリートのコンディション評価」 

「トップアスリートにおける心疾患の現状」 

「女性トップアスリートのコンディションに関する研究－月経に着目して－ 第２報」 

「過去１０年における我が国のトップアスリートの口腔保健状況の変化」 

「フィギュアスケート選手における氷上および陸上ジャンプ能力の関連」 

「国立スポーツ科学センターを利用する選手の栄養素等摂取状況」 

「我が国のトップアスリートのアライメントについて（JISS10年間の整形外科的メディカルチェック集計）」 

「トップアスリートの薬剤使用状況－2006年と 2010年を比較して－」 

「JOCエリートアカデミー生における定期予防接種状況の現状」 

  等 

③ コーチ会議等への派遣状況  

ＪＯＣ、ＮＦ等が主催する会議等に研究員・職員を派遣し、情報・技術提供を行った。 

・ＪＯＣコーチ会議、ナショナルコーチアカデミー等 8件 8人 

・その他指導者養成講習会等 2件 4人 

④ ＪＩＳＳスポーツ科学会議の開催  

「第 8回ＪＩＳＳスポーツ科学会議」を開催し、「ＪＩＳＳ 10 年の歩みとこれから」をテーマに、海外の講

師による基調講演と、「試合に向けたコンディショニングサポー

ト」「日々の練習に対する技術サポート」「一貫指導システム構

築に向けたＪＩＳＳの役割」と題したパネルセッションを行った。 

開催日：平成 23年 10月 20日 

海外研究者の基調講演 1件 

パネルセッション 3件 

参加者 303名、プレス 12社  

（３）研究・支援活動の成果及び収集情報の提供  

① 一般公開した医科学関連情報  

・一般に公開すべき情報については、ＪＩＳＳのホームページやニュースレター等を通じて、積極的に公開し、

情報提供に努めた。また、新たな情報発信の方策としてソーシャルメディアの活用を検討し、平成 24 年度

からの開始に向けて準備を進めた。 

・これまでの研究成果を一般における日常のスポーツ活動に還元する方策として、出版社と協力し栄養関連情
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報として「アスリートのわいわいレシピ」の書籍化に向け作業を進めた。 

（単位：件） 

件名 H20 H21 H22 H23 

アスリートのわいわいレシピ 24 24 32 30 

JISS in Action 3 1 - 3 

国際大会に向けた食環境報告 1 1 1 1 

ニュースレター 2 2 2 2 

JJESS 2 2 2 1 

 

■中期計画等における目標の達成見通し  

研究・支援活動の成果の競技現場への提供については、ロンドンの食環境について情報提供や、新たに導入された

水中モーションキャプチャシステムを用いてＮＦに知見を提供するなど、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。 

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。また、研究成果を一般に

還元する方策については、栄養関連情報の書籍化に向け作業を進めた。 

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。 
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■中期計画 

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 

２ 国際競技力向上のための研究・支援等に関する事項 

（５）外部有識者による評価の実施 

 

■平成２３年度計画 

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 

２ 国際競技力向上のための研究・支援等に関する事項 

（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」（以下「業績評価委員会」という。）

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。 

また、「スポーツ立国戦略」を踏まえ、業績評価委員会の構成の見直しを検討する。 

 

■年度計画における目標設定の考え方 

外部有識者による評価及びその結果や意見等の反映については、中期計画に沿って評価委員会を開催し、継続して

取り組む。 

 

■業務実績  

（１）外部有識者による評価の実施 

① ＪＩＳＳ業績評価委員会の開催状況 

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。 

   開催回数：2回 

・平成 23年 4月 20日 平成 22年度事業事後評価 

・平成 24年 3月 31日 平成 24年度事業事前評価の実施  

なお、平成 23年度事業事後評価については、平成 24年 5月 2日に開催した。 

② 外部評価の結果や意見等の事業への反映状況  

評価結果や意見等については、ＪＩＳＳ内に設置する事業部会を通じて周知し、研究・支援業務への反映に努

めた。 

・医科学支援事業における人材の確保について、競技団体との連携を円滑に推進できる競技種目・団体に精通し

た人材が不可欠との委員からの意見を踏まえ、映像技術や測定技術の研修実施などを通し、さらなる人材育成

へ取り組むこととした。 

・次世代トップレベル選手へのサポートを推進すべきとの委員からの意見を踏まえ、カヌースプリント、陸上競

技やスピードスケートなど現在サポートを実施している種目をさらに広げることとした。 

なお、評価結果については、法人の自己点検評価書の一部として、ホームページ上で公表している。 

 ③ 業績評価委員会の構成に関する検討 

   業績評価委員会の構成について、業績評価委員会に関する課題等について、評価委員会の委員と意見交換を行

い、検討に着手した。 

 

■中期計画等における目標の達成見通し  

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。

さらに、業績評価委員会の構成見直しの検討に着手した。 

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。 
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■中期計画 

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 

 ３ スポーツ振興のための助成に関する事項 

 （Ａ）助成業務の透明性の確保等 

  （１）公平性・透明性の確保 

  （２）助成業務の効率化・適正化 

  （３）助成申請者の利便性の向上 

 

■平成２３事業年度事業計画（スポーツ振興投票等業務） 

 （１）平成２２年度スポーツ振興くじ助成について 

    助成金の使途等を適切に把握するため、平成２２年度に助成を行った事業（総額１０９億円）のうち、助成

額の多い地方公共団体、平成２２年度に新たに助成対象となったスポーツ団体、中央競技団体を中心として、

経理状況や助成事業の成果等に関する調査を行う。 

（２）平成２３年度スポーツ振興くじ助成について 

   平成２２年１０月１５日から募集を行った下記（別添事業計画を参照）の助成対象事業について、地方公共

団体及びスポーツ団体からの申請に基づき、外部の有識者からなる「スポーツ振興事業助成審査委員会」の議

を経て、交付の対象となる事業及び交付額を４月中に決定する。 

 （３）平成２４年度スポーツ振興くじ助成について 

   ① 助成内容の見直し 

     スポーツ団体等のニーズや社会的な要請等の把握のため、６月から８月にかけてヒアリングや実地調査を

行うとともに、「スポーツ振興事業助成審査委員会スポーツ振興事業助成評価ワーキンググループ」におい

て、助成実績の評価を行い、その結果を踏まえ、助成内容の見直しを適宜行う。 

     また、東日本大震災に関して、国が実施する復興事業の状況及び被災地のニーズ・要望等を踏まえ、被災

地のスポーツ環境の復興支援に重点を置いた助成を行う。 

② 助成対象事業の募集 

     平成２４年度の助成対象事業については、１０月１日を目途に募集を開始する。募集に当たっては、ホー 

ムページにおいて必要な資料をすべて掲載するとともに、新聞広告の掲載、全国４か所以上での説明会を開 

催し、募集内容の周知徹底を図る。 

  ③ 助成申請者の利便性の向上 

     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。 

（４）特定目的資金への助成財源の確保について 

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、助成財源の執行状況に応じ、その一部を

特定目的資金に積み立てる。 

 

■事業計画における目標設定の考え方 

公平性・透明性の確保については、中期計画に沿って継続して取り組む。 

 

■業務実績 

１ 平成 22年度スポーツ振興くじ助成について 

（１）助成団体に対する調査の実施状況 

平成 23年度の実態調査は、平成 22年度に助成交付した団体等のうち、実態調査実施要綱に基づき選定した団体

等に対し、経理状況や助成事業の成果等について実施した。 

なお、調査を実施した団体においては、助成金の適正な執行について確認した。 

区分 H20 H21 H22 H23 

スポーツ振興くじ（件） 8 38 128 113 

また、競技力向上のためのマネジメント機能強化事業において、助成金の申請を行うに当たって、マネジメント

機能強化事業の委嘱者が競技団体負担分と同額（4 分の 1）の寄附を行うことを条件としていた可能性がある旨の

報道がされたことを受けて、真偽を確かめるため、当該事業の助成対象団体に対して調査を行った。さらに、8 団

体に対して、法律の専門家の協力も得ながら、書面調査、ヒアリング及び立入調査等により、事実関係についての

調査、検証を行った。 

調査、検証の結果、3 団体については、助成対象経費の 4 分の 1 は助成対象団体である自ら負担すべきであると

ころ、助成対象者が自らの団体負担分を実質的に補てんする目的で委嘱者から寄附を受け入れた事実が認められ
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た。当該行為は、助成事業に関する「不適当な行為」に該当することから、要綱に基づき、助成金の一部を取り消

すこととした。 

なお、平成 24 年度助成金の募集においては、当該事業に対して既に受付していた申請は不受理とし、制度の見

直しを行い、助成内容や執行管理の適正化を図った上で、あらためて募集手続きを行うこととした。 

２ 平成 23年度スポーツ振興くじ助成について 

助成事業に係る情報について、ホームページ等において随時公開し募集を行い、あらかじめ要綱等で基準を明確

にした上で、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、助成の交付を決定した。 

（１）申請の状況 

説明会やホームページなどでの情報提供や、社会的要請や助成団体等のニーズを反映した助成制度の設計によ

り、申請件数は増加している。 

区分 H20 H21 H22 H23 

スポーツ振興くじ（件） 1,267 1,981 2,718 3,284 

（２）助成審査委員会の開催状況 

平成 23年度スポーツ振興くじ助成について、「スポーツ振興事業助成審査委員会規程」に基づき、平成 23年

4 月 4 日開催の第一部会（競技力向上の分野）、及び平成 23 年 4 月 8 日開催の第二部会（スポーツの普及の分

野）において採択原案を決定し、平成 23年 4月 15日開催のスポーツ振興事業助成審査委員会において採択を行

った。 

（３）助成金の交付状況  

① 平成 23年度スポーツ振興くじ助成に当たっての見直し状況 

・大規模スポーツ施設整備助成について、冬季競技の競技水準の向上等を図るため、国民体育大会冬季大会競技

会場の整備を対象とした。 

・大規模スポーツ施設整備助成について、くじの対象試合が行われるスタジアムの安全確保や国際競技大会等の

開催が可能となる施設の整備の促進を図るため、Ｊリーグホームスタジアムの整備を対象とした。 

・総合型地域スポーツクラブ活動助成において、法人格を有するクラブのクラブマネジャーの雇用について、6

年度目以降も継続3か年度を対象とした。 

・地域スポーツ施設に設置する大型スポーツ用品の設置事業を対象とした。 

・スポーツ団体が行うマイクロバス設置事業を対象とした。 

・交付手続きの簡素効率化を図る等のため、助成対象経費の重点化と助成率の引上げを実施した。 

・東日本大震災の被災地の復旧・復興支援に関する緊急的な対応として、被災したＪリーグクラブのホームスタ

ジアム5施設の緊急復旧施設整備と、公益財団法人日本体育協会等の日本スポーツ界が中心となり行う、スポ

ーツによる被災地の子どもたちの心のケア活動事業を対象とした。 

② 助成金交付状況  

区  分 H20 H21 H22 H23 

スポーツ振興くじ助成 
件数(件) 352 1,336 1,517 2,360 

助成額(千円) 949,102 5,705,426 8,575,166 12,781,034 

３ 平成 24年度スポーツ振興くじ助成について 

（１）助成内容の見直し 

① スポーツ団体等のニーズや社会的な要請等の把握の状況 

ア ニーズ等の把握の状況 

スポーツ団体等に対して、ヒアリング及び事業実施状況調査を行うとともに、各種会議の開催時に助成事

業に関する情報提供を行い、ニーズや社会的な要請等の把握に努めた。 

 ⅰ ヒアリング及び事業実施状況調査の実施状況 

区分 H20 H21 H22 H23 

スポーツ振興くじ(件) 35 58 197 306 

ⅱ 国の復興事業及び被災地のニーズ・要望等を踏まえた対応 

平成24年度募集に当たり、東日本大震災の被災地の復旧・復興支援については、国が実施する復興事業

の状況及び被災地のニーズ・要望等を踏まえ、スポーツによる被災地の子どもたちの心のケア活動等事業

に加え、新たに、被災地の総合型地域スポーツクラブ支援事業、東北総合体育大会開催事業を対象とした。 
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 ② 助成業務の評価・分析及び反映状況 

ア 定量的指標の策定状況助成事業評価ワーキンググループ（以下「評価ＷＧ」という。）において、「評価

基準」をそれぞれ点数化（0点～3点）し、その上で、助成区分ごとに 4段階の評価を行った。 

イ 評価ＷＧの開催状況 

開催日 平成 23年 7月 1日及び平成 23年 8月 23日 

議題 平成 23年度スポーツ振興助成事業評価案の策定について 

ウ 助成業務への反映状況 

評価ＷＧにおいて、助成区分ごとにＡ～Ｄの 4段階で評価するとともに、次回への提言を付記したうえで、

平成 23年 9月 22日に開催した助成審査委員会に報告を行い、平成 24年度助成事業に反映させた。 

エ 助成対象の実情を反映した助成制度となるような取組 

評価案の作成に当たり、助成団体の事業実施状況を考慮して、評価基準等を作成した。 

オ 平成 24年度募集に当たっての見直し状況 

スポーツ基本法の成立を受け、将来性を有する競技者の発掘育成活動助成の助成率の引上げを行った。 

（２）助成対象事業の募集 

① 説明会等による申請者への情報提供状況 

助成申請者の利便性の向上を図るため、助成事業の募集開始、助成対象内容、申請手続き等助成事業に関

する情報をホームページに掲載するとともに、スポーツ団体、都道府県スポーツ主管部局・教育委員会、関

係機関等にオンラインによる申請事務手続きの実施について周知した。 

また、従来、交付決定前に行っていた交付要望書の提出、交付内定通知という手続きを省略する等、事務

手続きの効率化の取組を行った。 

ア ホームページによる情報提供 

ⅰ 助成事業募集の告知 

平成 23年 10月 3日に平成 24年度スポーツ振興くじ助成事業募集の手引きについて掲載した。 

また、平成 23年 10月 17日に東日本大震災復旧・復興支援助成募集の手引きについて掲載した。 

ⅱ ホームページ等により提供している情報 

助成の申請等に関する情報 助成内容の審議に関する情報 助成事業全般に関する情報 

・交付要綱 ・各種手続き 

・スケジュール 

・交付決定事業 ・実績報告 

・助成審査委員会 

・収益配分基準等審議委員会の「審議のまとめ」 

・「スポーツ振興投票の収益による助成の基本方針」 

・助成の概要 

・振興助成Ｑ＆Ａ 

・報道発表資料 

  ※「採択基準」に関する情報は、ホームページにおいて、委員会資料として公開している。 

イ ホームページ以外による情報提供 

ⅰ 募集の事前告知 

平成24年度スポーツ振興くじ助成の募集に当たっては、平成23年10月3日に、各都道府県・指定都市ス

ポーツ主管部局長、各都道府県・指定都市教育委員会教育長、関係スポーツ団体宛に事前告知を行った。 

ⅱ 平成24年度助成事業募集についての周知策 

募集案内の周知徹底を図るため、関係機関への通知文の発送、全国紙への新聞広告の掲載等の広報施

策を実施した。 

ⅲ 説明会の開催 

助成事業募集についての説明会開催及び地方公共団体等が域内の関係者等を集めて開催する会議の際

に、募集についての説明を行った。開催回数としては、センター主催の説明会は中央競技団体を対象に1

ヶ所で1回、地方公共団体・スポーツ団体等を対象に3ヶ所で6回、合計4ヶ所で7回開催した。その他、被

災地域の地方公共団体主催会議等での説明も行った。 

区分 開催場所 開催日 

センター主催説明会（中央競技団体対象） 東京（国立霞ヶ丘競技場） 平成23年10月24日 

センター主催説明会（地方公共団体、スポー
ツ団体等対象） 

東京（国立霞ヶ丘競技場） 
平成23年10月24日 
平成23年11月1日 

大阪（ＣＩＶＩ北梅田研修センター） 
平成23年11月11日 
平成23年11月12日 

福岡（ＴＫＰ博多シティセンター） 
平成23年11月18日 
平成23年11月19日 

地方公共団体等主催会議での説明 13県、5団体  
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（３）助成申請者の利便性の向上 

① 申請事務のオンライン化進捗状況 

ア オンライン化の推進状況 

オンラインによる助成金申請率は、100％となった。 

イ 各団体への利用促進状況 

ホームページに掲載する募集の手引きにおいて、オンラインによる申請手続きの推進を明記するとともに、

各団体に対するヒアリング、実施状況調査等の際、オンラインによる申請手続きの利用について説明を行った。 

区分 

H20 H21 H22 H23 

ｵﾝﾗｲﾝ申請数(件) 
ｵﾝﾗｲﾝ申請率(%) 

ｵﾝﾗｲﾝ申請数(件) 
ｵﾝﾗｲﾝ申請率(%) 

ｵﾝﾗｲﾝ申請数(件) 
ｵﾝﾗｲﾝ申請率(%) 

ｵﾝﾗｲﾝ申請数(件) 
ｵﾝﾗｲﾝ申請率(%) 

申請受付数(件) 申請受付数(件) 申請受付数(件) 申請受付数(件) 

スポーツ 
振興くじ 

1,142 
90.1 

1,761 
88.9 

2,718 
100 

3,284 
100 

1,267 1,981 2,718 3,284 

４ 特定目的資金への助成財源の確保について 

（１）特定目的資金の状況 

区  分 H23年度 
助成額 

H23年度末 
確保額 

国際競技大会等助成資金 
（閣議了解された国際競技大会の開催に係る経費） 

件数(件)   
3,000,000 助成額(千円)  

国際競技大会等助成資金 
（Ｊリーグホームスタジアムの整備、冬季国体の対象施設・設備の整備） 

件数(件) 7  

600,000 助成額(千円) 736,231 

継続事業助成資金 
（目的期間が複数年である事業、継続性が強く求められる事業） 

件数(件)   

7,200,000 助成額(千円)  

東日本大震災被災地復興支援助成資金 
件数(件)   

1,990,000 助成額(千円)  

合 計 
件数(件)   

12,790,000 助成額(千円)  

 

 

■中期計画等における目標の達成見通し 

平成 22 年度に助成交付した団体等のうち、実態調査実施要綱に基づき選定した団体等に対し、経理状況や助成事

業の成果等について実態調査を実施し、助成金の適正な執行について確認した。 

平成 23 年度助成については、交付要綱等に基づき、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。また、助成事業評価ワーキンググループによる評価を実施し、その結果を翌年度の交付対象

事業に反映させた。 

平成 24 年度助成については、スポーツ団体等に対して、ヒアリング及び事業実施状況調査、各種会議の開催時に

おける助成事業に関する情報提供を行い、ニーズや社会的な要請等の把握に努め、助成内容の見直しを行った。 

さらに、ホームページ等により、申請者への情報提供を行ったほか、オンラインによる申請手続きの利用を推進し

た。 

以上のような取組により、事業計画どおり履行し、中期計画に向かって順調に実績を上げている。 
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■中期計画 

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 

３ スポーツ振興のための助成に関する事項 

（Ａ）助成業務の透明性の確保等 

 （１）公平性・透明性の確保 

 
■平成２３年度計画 

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 

３ スポーツ振興のための助成に関する事項 

スポーツ振興基金による助成の実施に当たっては、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、事業の効果的・効率的な実施を図る。 

（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。 

 

■年度計画における目標設定の考え方 

公平性・透明性の確保については、中期計画に沿って継続して取り組む。 

 

■業務実績 

１ 助成基準の明確化の状況 

交付要綱等により基準を明確にするとともに、募集対象事業等をあらかじめ公表し募集を行った。 

２ 助成審査委員会の開催状況 

交付要綱等に基づき、外部有識者によるスポーツ振興事

業助成審査委員会を開催し、同委員会の審査を踏まえ採択

を行った（写真参照）。 

（１）交付対象事業への反映 

平成 23 年 8 月 23 日に開催された助成事業評価ワーキ

ンググループ（以下「評価ＷＧ」という。）において、

平成 23年度の評価を策定し、平成 23年 9月 22日に開催

した助成審査委員会にて評価結果を決定し、平成 24年度

助成の交付対象事業に反映させた。 

（２）平成 23年度における助成事業の交付対象審査等  

月 審査委員会 
第一部会 

(競技力向上の分野) 

評価ＷＧ 

 
手続き 

4月 4/15審査委員会 

・平成 23年度助成事業の

採択決定 

4/4第一部会 

・平成 23年度助成事業の

採択原案決定 

  

5月     

6月  6/28 ﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞＷＧ   

7月   7/1 評価ＷＧ（総合型Ｗ

Ｇと合同会議） 

 

8月   8/23評価ＷＧ  

9月 

 

 

 

9/22審査委員会 

・平成 23年度助成事業追

加募集分に係る採択決定 

・平成 24年度助成事業の

募集について 

9/8第一部会 

・平成 23年度助成事業追

加募集分に係る採択決定 

 

  

10月    平成 24年度募集 

11月     

12月     
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1月   1/13評価ＷＧ 1/31締切 

2月     

3月  3/15 ﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞＷＧ   

評価ＷＧ：助成事業評価ワーキンググループ 

ﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞＷＧ：ﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞ運営助成ワーキンググループ 

３ ホームページ・パンフレット等による助成事業に係る情報の公表状況 

① ホームページによる公表 

・平成 23年度助成事業の決定に係る情報 

・平成 24年度助成事業の募集に係る情報 

・助成審査委員の氏名 

・過去に助成した事業（例示）の紹介 

② 広報誌（パンフレット）への掲載 

・スポーツ振興助成ガイド 

 

■中期計画等における目標の達成見通し 

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、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。 
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■中期計画 

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 

３ スポーツ振興のための助成に関する事項 

（Ａ）助成業務の透明性の確保等 

 （２）助成業務の効率化・適正化 

 
■平成２３年度計画 

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 

３ スポーツ振興のための助成に関する事項 

スポーツ振興基金による助成の実施に当たっては、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、事業の効果的・効率的な実施を図る。 

（Ａ）助成業務の透明性の確保等 

 （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。 

 

■年度計画における目標設定の考え方 

助成業務の効率化・適正化については、達成すべき内容や水準の明確化、厳格かつ客観的な評価・分析及びその結

果の反映等について、中期計画に沿って継続して取り組む。 

 

■業務実績  

１ スポーツ団体等のニーズや社会的要請の把握状況 

① ニーズ等の把握の状況 

スポーツ団体等に対して、ヒアリング及び事業実施状況調査を行うとともに、各種会議の開催時に助成事業に

関する情報提供を行い、ニーズや社会的な要請等の把握に努めた。 

② ヒアリング及び事業実施状況調査の実施状況 

区分 H20 H21 H22 H23 

スポーツ振興基金(件) 44 30 49 12 

競技強化支援事業(件) 13 10 38 17 

③ 社会的要請への対応 

・ＦＩＦＡ女子ワールドカップドイツ２０１１でのなでしこジャパンの業績に伴い、平成23年8月より、選手・

指導者スポーツ活動助成（日常スポーツ活動）を拡充し、チーム競技の助成金額を個人競技と同額に引き上げ、

従来の倍増とする充実を図った。 

④ 助成対象の実情を反映した助成制度となるような取組 

助成事業募集に関する説明会やスポーツ団体に対するヒアリングや調査等の際に、助成事業に関するニーズ等

の把握に努めた。 

２ 助成業務の評価・分析及び反映状況 

① 定量的指標の策定状況 

評価ＷＧにおいて、「評価基準」をそれぞれ点数化（0 点～3 点）し、その上で、助成区分ごとに 4 段階の評

価を行った。 

② 評価ＷＧの開催状況 

開催日 平成 23年 7月 1日及び平成 23年 8月 23日 

議題 平成 23年度スポーツ振興助成事業評価案の策定について 

③ 助成業務への反映状況 

評価ＷＧにおいて、助成区分ごとにＡ～Ｄの 4段階で評価するとともに、次回への提言を付記したうえで、助

成審査委員会に報告を行い、平成 24年度助成事業に反映させた。 

④ 助成対象の実情を反映した助成制度となるような取組 

評価案の作成に当たり、助成団体の事業実施状況を考慮して、評価基準等を作成した。 
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３ 助成団体に対する調査の実施状況 

平成 23年度の実態調査は、平成 22年度に助成交付した団体等のうち、実態調査実施要綱に基づき選定した団体

等に対し、経理状況や助成事業の成果等について実施し、調査を実施した団体においては、助成金の適正な執行に

ついて確認した。 

区分 H20 H21 H22 H23 

スポーツ振興基金（件） 21 27 28 31 

競技強化支援事業（件） 17 17 16 10 

４ 助成事業の実施状況 

「スポーツ振興基金助成」及び「競技強化支援事業助成金」のそれぞれの要綱等に基づき、助成を行った。 

（１）平成２３年度の状況  

① 助成金別内訳  

区  分 H20 H21 H22 H23 

スポーツ振興基金助成 
件数(件) 523 640 846 822 

助成額(千円) 579,277 890,053 1,135,201 1,356,665 

競技強化支援事業助成 
件数(件) 147 129 147 50 

助成額(千円) 466,434 441,845 473,605 494,132 

競技力向上支援事業助成 
件数(件) ― 136 ― ― 

助成額(千円) ― 374,019 ― ― 

合計 
件数(件) 670 905 993 872 

助成額(千円) 1,045,711 1,705,917 1,608,806 1,850,797 

② 助成区分ごとの内訳 

ア スポーツ振興基金助成 
区  分 H20 H21 H22 H23 

スポーツ団体選手強化活動助成 
件数(件) 62 129 113 40 

助成額(千円) 124,976 245,976 261,164 372,641 

スポーツ団体大会開催助成 
件数(件) 43 78 116 96 

助成額(千円) 105,650 248,550 263,659 226,593 

選手・指導者スポーツ活動助成 
件数(件) 418 433 617 686 

助成額(千円) 348,651 395,527 610,378 757,431 

合計 
件数(件) 523 640 846 822 

助成額(千円) 579,277 890,053 1,135,201 1,356,665 

イ 競技強化支援事業助成 
区  分 H20 H21 H22 H23 

スポーツ団体重点競技強化活動助成 
件数(件) 137 119 137 39 

助成額(千円) 316,434 308,740 317,531 323,241 

スポーツ団体トップリーグ運営助成 
件数(件) 10 10 10 11 

助成額(千円) 150,000 133,105 156,074 170,891 

合計 
件数(件) 147 129 147 50 

助成額(千円) 466,434 441,845 473,605 494,132 

 

■中期計画等における目標の達成見通し 

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。 
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■中期計画 

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 

３ スポーツ振興のための助成に関する事項 

（Ａ）助成業務の透明性の確保等 

 （３）助成申請者の利便性の向上 

 

■平成２３年度計画 

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 

３ スポーツ振興のための助成に関する事項 

スポーツ振興基金による助成の実施に当たっては、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、事業の効果的・効率的な実施を図る。 

（Ａ）助成業務の透明性の確保等 

 （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 スポーツ振興基金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９０％以上の水準を維持できるよう、利用促進を図る。 

 

■年度計画における目標設定の考え方 

助成申請者の利便性の向上については、中期計画に沿って継続して取り組む。なお、オンラインによる申請率の目

標値は、平成 19年度までの過去 5年間の平均値を基準として設定した。 

 

■業務実績 

１ 助成申請者の利便性の向上の状況 

助成事業の募集開始、助成対象内容、申請手続き等助成事業に関する情報をホームページに掲載するとともに、

スポーツ団体にオンラインによる申請事務手続きの実施について周知した。 

また、従来、交付決定前に行っていた交付要望書の提出、交付内定通知という手続きを省略する等、事務手続き

の効率化の取組を行った。 

２ ホームページ等による申請者への情報提供状況 

（１）ホームページによる情報提供 

① 助成事業の決定の告知 

平成 23 年 4 月 15 日開催の助成審査委員会の決定を受け、平成 23 年 4 月 20 日に平成 23 年度助成事業の決定

について掲載した。 

② 助成事業募集の告知 

平成 24 年度の助成事業募集について、平成 23 年 10 月 5 日にスポーツ振興基金助成事業募集の手引きをホー

ムページへ掲載した。また、競技強化支援事業助成のうち、スポーツ団体トップリーグ運営助成については、平

成 24年 1月 17日、スポーツ団体重点競技強化活動助成については、平成 24年 2月 28日にそれぞれ募集の手引

きをホームページへ掲載した。 

③ ホームページ等により提供している情報 

助成の申請等に関する情報 助成内容の審議に関する情報 助成事業全般に関する情報 

・交付要綱 ・各種手続き 
・スケジュール 
・交付決定事業 ・実績報告 

・助成審査委員会 
 

・助成の概要 
・振興助成Ｑ＆Ａ 
・報道発表資料 

 ※「採択基準」に関する情報は、ホームページにおいて、委員会資料として公開している。 

（２）ホームページ以外による情報提供 

募集案内の周知徹底を図るため、関係機関への通知文の発送、全国紙への新聞広告の掲載等の広報施策を実施

した。 

また、助成事業募集についての説明会を開催した。 

区分 開催場所 開催日 

センター主催説明会（中央競技団体対象） 東京（国立霞ヶ丘競技場） 平成23年10月24日 

センター主催説明会（スポーツ団体対象） 東京（国立霞ヶ丘競技場） 
平成23年10月24日 

平成23年11月1日 
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大阪（ＣＩＶＩ北梅田研修センター） 
平成23年11月11日 
平成23年11月12日 

福岡（ＴＫＰ博多シティセンター） 
平成23年11月18日 
平成23年11月19日 

３ 申請事務のオンライン化推進状況 

（１）オンライン化の推進状況 

オンラインによる助成金申請率は、100％となった。 

（２）各団体への利用促進状況 

ホームページに掲載する募集の手引きにおいて、オンラインによる申請手続きの推進を明記するとともに、各

団体に対するヒアリング、実施状況調査等の際、オンラインによる申請手続きの利用について説明を行った。 

区分 

H20 H21 H22 H23 

ｵﾝﾗｲﾝ申請数
(件) ｵﾝﾗｲﾝ申請率

(%) 

ｵﾝﾗｲﾝ申請数
(件) ｵﾝﾗｲﾝ申請率

(%) 

ｵﾝﾗｲﾝ申請数 
(件) ｵﾝﾗｲﾝ申請率

(%) 

ｵﾝﾗｲﾝ申請数 
(件) ｵﾝﾗｲﾝ申請率

(%) 申請受付数
(件) 

申請受付数 
(件) 

申請受付数 
(件) 

申請受付数 
(件) 

スポーツ 

振興基金 

84 
90.3 

193 
97.5 

161 
100 

171 
100 

93 198 161 171 

競技強化 
支援事業 

184 
100.0 

237 
96.3 

50 
100 

50 
100 

184 246  50 50 

競技力向上 

支援事業 

- 
- 

158 
98.8 

- 
- 

- 
- 

- 160 - - 

計 
268 

96.8 
588 

97.4 
211 

100 
221 

100 
277 604 211 221 

 

■中期計画等における目標の達成見通し 

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。 
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■中期計画 

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 

３ スポーツ振興のための助成に関する事項 

（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 

  （２）助成制度の趣旨の普及・浸透 

 
■平成２３事業年度事業計画（スポーツ振興投票等業務） 

  売上金として６３０億円、平成２４年度以降の助成財源として繰り入れる１００億円を確保することを目標と

し、本年度は、次の事項に重点的に取り組む。 

（１）スポーツ振興投票の適正な実施 

① スポーツ振興投票の実施回数等 

 Ｊリーグ主催の試合からスポーツ振興投票の対象となる試合を指定し、文部科学大臣に届け出た種類によ

り、スポーツ振興投票を５０回程度実施する。 

② 調査及び販売員への研修等の実施 

    販売チャネルの充実・購入者に対するサービス向上に努めつつ、１９歳に満たない者の購入を防止すなど、

スポーツ振興投票券が適切に販売されるよう、定期的に調査の実施、販売員の研修等を行う。 

（２）スポーツ振興投票の効果的・効率的な実施 

① 販売体制の整備 

    ア 販売体制の整備 

     民間企業との統合経営チームを設け、経営企画、システム企画・運用管理業務、広告宣伝業務及び販売

業務の実施について、民間企業の経営手法を活用する体制を整備する。 

     また、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年以降の事業実施に向けた、情報システムの要件定義、設計、シス

テム開発等に取り組む。 

   イ 販売チャネルの拡充 

     以下の店舗等で販売を行いつつ、toto 特約店の新規獲得、新たなインターネットサイトの開設など販売

チャネルの拡充を図り、サービス向上に努める。 

（ⅰ）toto 特約店（約２，２００店舗） 

  全国の toto 売り場にて販売 

（ⅱ）コンビニエンスストア（約３６，１００店舗） 

  ローソン、ファミリーマート、サークルＫサンクス、セブンイレブンにて販売 

（ⅲ）インターネット 

toto オフィシャルサイト、楽天銀行 toto サイト、ジャパンネット銀行サイト、Yahoo!toto サイト、楽天

toto サイト、三井住友銀行 SMBCtoto サイトにて販売 

② 効果的・効率的な広告・宣伝の実施 

    ＢＩＧのテレビＣＭを放送するとともに、新聞広告等のマスメディアを通じた広告・宣伝を行う。また、マ

スメディアを通じた広告・宣伝の効果を検証し、新たな購入者の獲得や、購入者の定着に確実につながるよう、

効果的・効率的に広告・宣伝を実施する。 

③ スポーツ振興投票制度の趣旨の普及・浸透 

    ア マスメディア等を通じた広報の実施 

      スポーツ振興投票制度が、我が国のスポーツ振興にとって重要な役割を果たしていることについて国民

の理解を深めるため、「信じよう。スポーツの力を」というキーメッセージとともに、以下（別添事業計

画を参照）の２方向のビジュアルメッセージで、スポーツ振興投票等事業の理念の普及・浸透に取り組む。 

    イ 「toto&BIG SPORTS JAPAN PROJECT」の実施 

      全国販売を開始して１０年が経過したことを記念し、スポーツ振興くじ助成の成果を報告するととも

に、次の１０年に向けて、スポーツ振興投票制度が一層社会へ普及・浸透することを目指し、「toto&BIG 

SPORTS JAPAN PROJECT」事業を実施する。 

   

■事業計画における目標設定の考え方 

より多くの助成財源の確保に向けて、中期計画に沿って取り組む。 

 

■業務実績 

１ スポーツ振興助成のための安定的な財源の確保 

（１）より多くの財源確保のための措置状況 

くじの売上向上等に努め助成財源を確保するとともに、スポーツ振興くじ資産の適切な資金運用に努め、助成
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財源の維持・拡充に努めた。 

（２）平成 24年度以降の助成財源の状況 

平成 23 年度の売上は、当初の売上目標額 630 億円を大きく上回る約 827 億円を達成した。これにより、平成 23

年度の収益は、当初の目標額（156億円）を大幅に上回る約 243億円（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 162億円）を確保した。 

平成 23年度   売上実績額 82,673,844千円  スポーツ振興投票事業準備繰入実績額 16,225,945千円 

２ スポーツ振興投票の適正な実施 

（１）スポーツ振興投票の実施回数等 

① スポーツ振興投票の実施状況 

平成 23年度は 58回開催し、売上は「ＢＩＧ」のキャリーオーバー金額を中心とした広告宣伝活動、携帯電話

及びスマートフォンを利用した販売・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組等により、

当初の売上目標額 630億円を大きく上回る約 827億円を達成した。 

② スポーツ振興くじの販売状況（平成 23年 4月～平成 24年 3月） 

区分 
予想系くじ 非予想系くじ 

合計 
toto mini toto totoGOAL3･2 BIG BIG1000 mini BIG 

H20 

開催回数（回） 38 50 55 34 35 35 － 

売上金額（千円） 9,231,415 1,847,096 2,121,612 65,660,512 7,402,467 3,478,323 89,741,424 

平均売上金額（千円） 242,932 36,942 38,575 1,931,192 211,499 99,381 － 

発券枚数（枚） 8,148,130 3,808,247 2,965,956 48,824,621 9,445,652 4,937,678 78,130,284 

平均購入単価（円） 1,133円 485円 715円 1,345円 784円 704円 1,149円 

H21 

開催回数（回） 39 54 60 35 35 35 － 

売上金額（千円） 8,907,742 2,098,630 2,167,014 53,775,051 7,489,343 4,109,371 78,547,152 

平均売上金額（千円） 228,404 38,864 36,117 1,536,430 213,981 117,411 － 

発券枚数（枚） 8,282,396 4,280,202 3,117,519 41,444,612 9,583,021 5,807,093 72,514,843 

平均購入単価（円） 1,076円 490円 695円 1,298円 782円 708円 1,083円 

H22 

開催回数（回） 34(37)  43(47)  49(53)  32(35)  32(35)  32(35)  -  

売上金額（千円） 7,755,690  1,599,288  1,587,947  61,462,542 7,907,116 4,499,363  84,811,945 

平均売上金額（千円） 228,109 37,193  32,407  1,920,704  247,097  140,605  -  

発券枚数（枚） 7,272,154  3,193,914  2,349,293  44,967,862  10,299,051 6,553,938  74,636,212  

平均購入単価（円） 1,066円  501円  676円  1,367円  768円  687円  1,136円  

H23 

開催回数（回） 36 53 58 34 34 34 － 

売上金額（千円） 7,869,910 1,856,989 1,906,280 57,408,945 8,453,894 5,177,826 82,673,844 

平均売上金額（千円） 218,609 35,038 32,867 1,688,498 248,644 152,289 － 

発券枚数（枚） 7,031,212 3,697,235 2,668,245 43,368,515 11,808,531 8,291,801 76,865,539 

平均購入単価（円） 1,119円 502円 714円 1,324円 716円 624円 1,076円 

（注）開催回数のカッコ内の数字は、東日本大震災の影響により不成立となった回数を含んだ数字。 

※平均売上金額＝売上金額/開催回数（100円未満四捨五入）、平均購入単価＝売上金額/発券枚数 
 

また、東日本大震災で被災された方々の支援に役立てていただくため、Ｃｌｕｂ ｔｏｔｏポイントによる義援

金の受付(1ポイントにつき 1円)を行い、日本赤十字社に対して、総額 75,565,821円の寄附を行った。さらに、被

災地域に拠点を置く特約店と協力し、応援メッセージ入りのうちわの配布などを行った。 

（２）調査及び販売員への研修等の実施 

① 定期的な調査・研修等の実施状況 

販売チャネルの充実・購入者に対するサービス向上に努めつつ、19歳に満たない者の購入を防止するなど適正

な販売を行うため、特約店については、平成 23 年 7 月の販売シーズン途中及び平成 24 年 1・2 月の販売シーズ

ン前に、特約店本部説明会を全国主要 7都市（札幌市、仙台市、東京、名古屋市、大阪市、広島市、福岡市）で、

平成 24年 2月に、特約店研修会を全国主要 12都市（上記 7都市及び新潟市、静岡市、岡山市、松山市、熊本市）

で実施した。 

また、平成 23年度(平成 24年 3月末まで)中は、全国で 165の店舗においてスポーツ振興くじの販売を新規に

開始し、すべての店舗に対して研修を実施した。さらに、新規店舗を含め、全国の店舗（延べ 4,916店舗）に対

して、店舗巡回を実施した。 

コンビニエンスストアについても、新たに販売を開始する店舗などに周知を徹底するよう要請した。また、携

帯電話及びスマートフォンを利用した販売・払戻業者との提携に当たっては、19歳未満者へは販売することがで

きない仕組みを構築した。 
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３ スポーツ振興投票の効果的・効率的な実施（Ⅲ－１参照） 

 

 

■中期計画等における目標の達成見通し 

平成 23 年度の売上は、メディア向けイベントやテレビＣＭを中心とした効果的な広告宣伝活動及び販売・決済手

段の拡充等の取組により、当初の売上目標額（630億円）を大きく上回る約 827億円となった。これにより、平成 23

年度の収益は、当初の目標額（156 億円）を大幅に上回る約 243 億円となり、平成 24 年度以降の助成財源として約

162億円を確保した。 

また、東日本大震災に対する支援として、Club toto ポイントによる義援金の受付を行い、日本赤十字社に対し、

総額 75,565,821円の寄附を行った。 

また、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、特約店等に対する説明

会・研修等を実施した。 

以上のような取組により、事業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。 
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■中期計画 

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 

３ スポーツ振興のための助成に関する事項 

（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 
 
■平成２３年度計画 

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 

３ スポーツ振興のための助成に関する事項 

スポーツ振興基金による助成の実施に当たっては、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、事業の効果的・効率的な実施を図る。 

（Ｂ）スポーツ振興助成のための安定的な財源の確保 

 （１）より多くの助成財源の確保 

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を図るため、寄附金付自動販売機の設置の拡充策を検討す

る。 

 

■年度計画における目標設定の考え方 

より多くの助成財源の確保に向けて、中期計画に沿って取り組む。 

 

■業務実績 

１ より多くの財源確保のための措置状況 

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。 

 

２ スポーツ振興基金 

資金運用に関する要綱等に基づき、安全かつ安定的な運用を行うとともに、ホームページ等を活用し、国民に対

し、スポーツ振興基金による助成事業への理解を深め、民間からの寄附金の増加に努めた。 

（１）スポーツ振興基金の効率的な運用 

安全・確実な運用を確保するため、金融市場の動向を考慮しつつ、資金管理委員会における検討を踏まえ、効

率的な運用に努め、低利率の債券を売却し、より利率の高い債券で運用を行った。 

（２）運用実績 

運用基準等に基づき、運用を行った。 
区分 H20 H21 H22 H23 

運用収入額（千円） 579,169 592,883 644,579 644,327 

資産残高（千円） 29,457,787 29,460,271 29,462,323 29,463,701 

（３）寄附金募集の方策 

① スポーツ振興基金による助成事業への理解を深めるため、助成事業の概要、助成団体等をホームページに掲載

した。 

② ホームページに掲載している寄附者に対するお礼のページに、寄附者が実施したイベント等を紹介することに

より、基金への寄附についての理解を深め、より多くの寄附金を募るよう努めた。 

③ 金融機関等に対し、パンフレット等を用い、趣旨説明を行った上で、寄附の要請を行った。 

④ スポーツ振興くじによる助成を受けてクラブハウスの整備等を行う団体に対し、寄附金付き自動販売機設置の

案内を行い、設置台数の増加に努めた。また、自動販売機設置業者と連携して設置台数を拡大する方策について

検討を行った。 

⑤ 「企業の社会貢献やスポーツへの寄附に対する意識」について、飲料水メーカーや広告代理店に意見を伺うな

ど、引き続き、寄附金の増加方策の検討を行った。 

（４）寄附金の受入状況 

① 寄附金額 1,378千円（法人 1件 1,000千円、個人 40件 378千円） 

区分 
H20 H21 H22 H23 

件数(件) 金額(千円) 件数(件) 金額(千円) 件数(件) 金額(千円) 件数(件) 金額(千円) 

楽天銀行による募金 56 55 60 43 27 34 11 10 

郵便寄附口座による募金 5 62 16 189 12 116  22 139 

ＪＲ東海「エクスプレスリサーチ」のモ
ニター会員による寄附 

2 320 - - - - - - 



第２章 業務実績報告 

68  

 

プロジェクト２０００共同事業組合
代々木園地での事業収益による寄附 

1 1,000 1 1,000 1 1,000 1 1,000 

金融機関等からの寄附 1 200 - - - - - - 

Club toto会員からの寄附 2 894 1 816 1 501 2 218 

その他の寄附 5 436 6 435 7 402 5 11 

合計 72 2,967 84 2,483 48 2,053 41 1,378 

② 寄附金付き自動販売機の設置状況 

区分 H20 H21 H22 H23 

設置台数（台） 220 206 201 197 

寄附金額（千円） 35,864 31,629 29,563 25,989 

 

■中期計画等における目標の達成見通し 

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。 

また、寄附金付き自動販売機設置台数の拡大等、寄附金の増加方策の検討を行った。 

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。 
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■中期計画 

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 

３ スポーツ振興のための助成に関する事項 

（Ｂ）スポーツ振興助成のための安定的な財源の確保 

 （２）助成制度の趣旨の普及・浸透 

 

■平成２３年度計画 

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 

３ スポーツ振興のための助成に関する事項 

スポーツ振興基金による助成の実施に当たっては、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、事業の効果的・効率的な実施を図る。 

（Ｂ）スポーツ振興助成のための安定的な財源の確保 

 （２）助成制度の趣旨の普及・浸透 

 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、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。 

 

 

■年度計画における目標設定の考え方 

助成制度の趣旨の普及・浸透に向けて、中期計画に沿って継続して取り組む。 

 

■業務実績  

１ 制度普及のための方策 

スポーツ振興基金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、当該事業が本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。 

また、選手・指導者スポーツ活動助成の助成対象者認定式を開催し、マスメディアを通じた広報を行った。 

（１）助成事業であることの明示の徹底 

助成事業を実施するに当たっては、スポーツ振興基金のシンボルマークの表示、及び助成活動の実施状況等、

助成金を受けたスポーツ団体等が公開すべき情報について、交付要綱等の規定に基づき、平成 24 年度募集の手

引きで明確に記載し周知した。 

（２）認定式開催による広報 

平成 23 年 7 月 21 日に、スポーツ振興基金助成金の意義を広く周知するとともに、JOC から推薦されたアスリ

ート（エリート A、エリート B、ユースエリート）及びその指導者に対し、自身の競技活動が国民の支援を受け

て行われていることを改めて認識して頂くことを目的として、「平成 23 年度スポーツ振興助成 選手・指導者

スポーツ活動助成 助成対象者認定式」を開催した。スポーツ振興基金助成の交付決定を受けたアスリート(407

名)及び指導者(207名)のうち、166名が出席し、認定証書の授与を行い、マスメディアを通じたＰＲを行った。 

 

■中期計画等における目標の達成見通し 

スポーツ振興基金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、当該事業が本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。 

また、助成対象者認定式を開催することにより、マスメディアを通じたＰＲ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。 
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■中期計画 

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 

４ 災害共済給付事業に関する事項 

（１）公正かつ適切な給付の実施 

 

■平成２３年度計画 

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 

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向上を図るとともに、事務の大幅な改善を行う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 

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。 

 

■年度計画における目標設定の考え方 

中期計画に定めた公正かつ適切な給付に向けた審査体制の充実を図るため、平成 23 年度は本部・支所を通じた審

査体制の整備・充実を引き続き推進し、利用者の利便性の向上を図る。 

また、重要案件等に関する正確な情報収集を図るために、災害調査をより積極的に行うこととする。 

 

■業務実績 

１ 公正かつ適切な給付の実施 

（１）審査体制の整備・充実 

① 本部・支所を通じた審査体制の整備・充実 

・本部においては、不服申し立ても含めた支所からの給付金支払に関する協議案件の迅速な処理を行うため、標 

準処理期間（40日間）に基づき、引き続き審査事務の効率化に努めた。 

・支所においては、引き続き、中核となるシステム担当者を配置し審査の効率化を図った。 

・障害見舞金の審査のうち、醜状障害については公平かつ適正な給付を図るため、本部で一元的に実施した。 

② 利用者の利便性の向上 

・平成 22年度に実施した災害共済給付システムの更新による入力事務の省力化などの利便性の向上について、 

学校及び学校の設置者に周知した。 

・東日本大震災を受けて、附帯業務として「東日本大震災特別弔慰金」を設置し、速やかに給付を行った。また、 

契約の更新については、東日本大震災に起因するやむを得ない理由のある場合、支払期限の延長を行った。 

③ 給付件数 

   (単位：件) 
区分/年度 H20 H21 H22 H23 

医 療 費 2,157,790 2,041,205 2,094,538 2,110,477 

障害見舞金 465 463 467 381 

死亡見舞金 74 68 74 82 

供花料 49 53 44 55 

へき地通院費 2,692 2,311 2,430 2,574 

東日本大震災特別弔慰金 - - - 182 

合 計 2,161,070 2,044,100 2,097,553 2,113,751 

（２）災害調査の実施 

公正かつ適正な審査を実施するための災害実地調査については、その趣旨を実現するため、全ての死亡案件、

7級以上の障害案件及び特に判断が難しい医療費請求案件に対して実施することとし、平成 23年度においては、
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183件実施した。 

また、災害調査に行った際に学校における事故防止対策に関する情報の収集を行った。 

年度 H20 H21 H22 H23 

調査件数（件） 16 82 157 183 

 

■中期計画等における目標の達成見通し 

中期計画に定める審査体制の整備・充実について、給付金支払に関する協議案件の標準処理期間に基づき、審査事

務を効率的に実施する等、事務の改善を図ったほか、システム更新による利便性の向上について学校及び学校の設置

者への周知に取り組んだ。 

また、災害実地調査の実施については、全ての死亡案件、7 級以上の障害案件及び特に判断が難しい医療費請求案

件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。 

さらに、東日本大震災に伴う附帯業務として「東日本大震災特別弔慰金」を設置し速やかに給付するとともに、契

約の更新に係る共済掛金の支払期限を延長し、利用者の便宜を図った。 

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。 
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■中期計画 

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 

４ 災害共済給付事業に関する事項 

（２）業務の効率化及び支所の業務等の在り方検討 

 

■平成２３年度計画 

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 

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向上を図るとともに、事務の大幅な改善を行うため次の具体的措

置を講じる。 

（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 更新された災害共済給付システムの効率的運用 

更新システムの機能を活用し、事務の合理化を進めるとともに、システムの利用者である学校関係者

へ、利便性の向上の周知を行う。 

 

■年度計画における目標設定の考え方 

災害共済給付システムの利用促進については、中期目標期間終了時の利用率目標の達成に向けて、具体的な方

策を定めて取り組む。 

システムの効率的運用については、平成 23年 1月に運用開始した更新システムの活用及び利用率の更なる向上

に努め、事務の効率化を図る。 

 

■業務実績  

支所の業務等の在り方の検討については、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事務運営の改革による支所業務の効率化、②本部の支所に対する指導力の強化、③支所の学校安全支援

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一元化、④本部・支所

を通じたガバナンスの強化などを行うこととした。このため、操作説明会の積極的な開催によりシステム更新に

よる利便性の向上を周知し、また、システムの利用率が低い設置者等には重点的に利用勧奨等を行い更なる利用

率の向上に努めた。これによる利用率の向上により、支所業務の効率化が図られた。 

１ 業務の効率化 

（１）災害共済給付システムの利用促進 

学校及び学校の設置者に利用勧奨等を行ったところ、平成23年度におけるシステム利用率は、中期計画の

目標値80％を大幅に上回る88.2％を達成した。 

区分 H20 H21 H22 H23 

システム利用率(%) 78.7 82.6 85.5 88.2 

① 操作説明会の開催 

災害共済給付システムについて、学校の設置者や養護教諭等に対しシステムの操作方法の習得を目的とし

て、操作説明会を例年開催している。平成23年度は、システムの導入や更なる利用率の向上に向け、6支所で

計244回開催し、更新システムによる利便性の向上についても周知を図った。 

区分 H20 H21 H22 H23 

開催回数（回） 101 115 146 244 

② 利用勧奨の重点的な実施 

災害共済給付システムを利用していない設置者や利用率が低い設置者（教育委員会）に対して、電話また

は文書による勧奨を行った。また、特に利用率の低調な都道府県については、引き続き、各支所幹部職員等

が重点的な訪問活動を実施した。その結果、全国で33の市区町村教育委員会が新たにシステムを導入した。 

区分 H20 H21 H22 H23 

新規導入件数（件） 42 25 22 33 
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（２）更新された災害共済給付システムの効率的運用 

 平成 22年度に実施したシステム更新による操作手順の簡略化、操作性の向上及び通知書等の各種文書の一

括出力等により事務の合理化が図られた。さらに、利用者の入力作業の軽減化及び統計情報の充実（82帳票

の出力）について、機関紙「学校安全ナビ」での紹介や操作説明会の積極的な開催により、学校関係者に周

知しシステム利活用の更なる促進を図った。 

 

■中期計画等における目標の達成見通し 

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、これまで未

導入だった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%を大幅に上回る

88.2％を達成した。 

更新されたシステムの機能の活用により、入力作業が軽減されたことで事務の効率化が図られるとともに、操

作説明会の積極的な開催によりシステムの利用者である学校関係者へ利便性の向上を周知し、システム利活用の

更なる促進を図った。 

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。 
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■中期計画 

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 

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 

 

■平成２３年度計画 

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 

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 

 

 

■年度計画における目標設定の考え方 

登山指導者の養成及び登山に関する情報の提供については、中期計画に沿って、研修会等の計画を定めて実施する。 

 

■業務実績 

１ 登山指導者の養成のための研修会等の開催状況 

研修会の実施に当たっては、研修山域の事前調査や詳細な気象情報の入手などの十分な安全対策を講じ、４コー

ス 10回、延べ 46日の研修会等を開催した。23年度は研修会指導者コースの研修会の開催を敢えて１回減らし、各

研修会の直前講師打合せを１日増やし、指導内容・方法の統一確認、指導技術の研修を行い、講師の資質の向上を

図った。 

区分 H20 H21 H22 H23 

コース数（コース） - 4 4 4 

回数（回） - 12 11 10 

日数（日） - 48 48 46 

 

① 大学生登山リーダー養成コース(3回、21日)  

春山：平成 23年 5月 21日～27日（7日）、参加者数：29人 

夏山：平成 23年 8月 27日～9月 2日（7日）、参加者数：37人 

冬山：平成 24年 3月 14日～20日（7日）、参加者数：20人 

② 中高年安全登山指導者等養成コース(4回、12日)  

中央研修会 ：平成 23年 7月 1日～3日（3日） 、参加者数：39人 

平成 23年 11月 11日～13日（3日）、参加者数：40人 

地区別講習会：（東部地区）平成 23年 9月 16日～18日（3日）、参加者数：36人 

（西部地区）平成 23年 10月 21日～23日（3日）、参加者数：33人 

③ 山岳遭難救助従事者コース(1回、5日) 

平成 23年 10月 15日～19日（5日）、参加者数：53人 

④ 研修会指導者コース(2回、8日) 

救助技術・確保理論 ：平成 23年 6月 7日～10日（4日）、参加者数：10人 

冬山：平成 24年 2月 28日～3月 2日（4日）、参加者数：8人 

２ 登山に関する情報の提供 

登山に関する最新の技術（安全確保の方法等）や安全な登山を行うための気象や体力・運動生理学、用具の使用

方法などを編纂し、年１回「登山研修」を発行し、関係機関・団体に配布するとともに研修参加者に提供した。発

行に際しては読者アンケートを実施し、読者ニーズの把握に尽力した。また、登山研修所のホームページに「登山

研修」のバックナンバーを初巻から載せ、蓄積していた登山情報を提供した。 
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■中期計画等における目標の達成見通し 

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 46日 10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。 
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■中期計画 

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 

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 

（２）スポーツの普及・施設維持管理情報の提供 

 

■平成２３年度計画 

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 

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 

（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 

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 

 

■年度計画における目標設定の考え方 

スポーツの普及及び施設維持管理情報の提供については、中期計画に沿って、講習会等の計画を定めて実施する。 

 

■業務実績 

１ スポーツの普及・施設維持管理情報の提供 

「スポーツターフ調査・普及事業実施要綱」及び「スポーツ施設管理運営に関する調査研究要綱」に基づき、ワ

ーキングチームを設置し、情報交換等の実施について検討を行った。国内主要スタジアムの芝生管理者と施設管理

者が情報交換を行うことで、よりよいグラウンドコンディションの維持や施設の管理運営方法の討議を行うととも

に、国内スタジアム間の連携を強めることを目的としている。 

① 主要スタジアム情報交換会（写真） 

国内主要スタジアムの芝生管理者と施設管理者が情報交換を行うこ

とで、よりよいグラウンドコンディションの維持や施設の管理運営方

法の討議を行うとともに、国内スタジアム間の連携を強めることを目

的とし、「主要スタジアム情報交換会」を開催した。 

日時 平成 24年 1月 24、25日 

参加者数 46施設 130人 

② スポーツターフ維持管理研修会 

「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スポーツターフの維持

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ため、「スポーツターフ維持管

理研修会」を開催した。 

日時 平成 23年 10月 25日 

参加者数 14施設 29人 

２ 施設管理指導者養成・生涯スポーツの振興 

（１）関係団体との連携による講習会等の開催状況 

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、関係団体と連携しつつ、講習会等を開催し

た。また、平成 24年 1月に代々木競技場に新設したフットサルコートにおいて、フットサル教室を開催した。 

① 水泳指導管理士養成講習会 
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開催日：平成 23年 5月 9日～12日、参加者数 82人 

② 体育施設管理士養成講習会 

開催日：平成 23年 6月 13日～15日、参加者数 151人 

開催日：平成 23年 11月 7日～9日、参加者数 151人 

③ トレーニング指導士養成講習会 

開催日：平成 23年 7月 4日～8日、参加者数 95人 

④ 体育施設運営士養成講習会 

開催日：平成 24年 2月 7日～8日、参加者数 154人 

⑤ 全国体育施設研究協議大会 

開催日：平成 23年 6月 30日～7月 1日、参加者数 198人 

⑥ 各種スポーツ教室  

国立代々木競技場水泳教室    1,930人 

国立代々木競技場フットサル教室  181人 ※平成 24年 2月より開始 

   国立競技場 ファンランＤＡＹ 平成 23年 11月 3日 参加者数 1,055人  

⑦ スポーツ博物館・図書館 

  博物館入場者数 6,674人 

  図書館利用者数  679人 

 

■中期計画等における目標の達成見通し 

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するとともに、新設したフットサルコートにおいてフットサル教室を開催し

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。 
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■中期計画 

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 

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 

（３）学校安全支援業務 

 

■平成２３年度計画 

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 

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 

（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」において「学校における固定遊具による事故防止対策」に関して災

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

る調査研究を実施し報告書をまとめる。 

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）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２２年度の調査研究の成果である「学校の管理下における食物アレルギーの対応」及びこれまで

の研究の成果や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２２年度の調査研究の成果である「学校における突然死予防必携」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 

・更新システムの新しい統計情報提供機能の周知等を行い、学校関係者の事故防止活動等を支援する。 

    

  （注）廃止事業の取扱い 

学校安全支援業務のうち、食の安全課が行う業務は廃止する。検査・研修施設も廃止する。ただし、実際

に食中毒が発生した場合に係る業務は、保健所や関係機関等と調整を行いつつ、必要最小限の機能について

はセンター内の他部署等へ移管・統合する。 

 

■年度計画における目標設定の考え方 

学校安全支援業務については下記のとおり実施する。 

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、中期計画に定めた調査・研

究及び資料の作成、学校給食調理場の実態調査及び講習会等の実施について、具体的な内容を定めて取組を行う。 

なお、「独立行政法人の事務・事業の見直し基本方針」に基づき、学校安全支援業務のうち食の安全課が行う業務

及び検査・研修施設については廃止する。実際に食中毒が発生した場合に係る業務は、必要最小限の機能については

センター内の他部署等へ移管・統合する。 

学校安全情報提供に関するホームページについては、中期計画に沿った内容で充実を図る。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、更新システムの統計情報機能の周知等を行い、事故防止活動等を支援する。 
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■業務実績 

学校安全業務検討委員会等の検討結果を踏まえ、平成 23 年度においても、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く支所の学校安全支援業務を本部に一元化した上で、調査研究及び情報提供を行っ

た。 

１ 学校災害事故防止に関する調査研究 

（１）調査研究 

学校災害防止調査研究委員会等を開催し、以下のとおり調査結果を報告書にまとめ、ホームページ等で周知し

た。 

① 「学校における固定遊具による事故防止対策」についての調査研究（事故事例に基づく調査研究）  

小学校、幼稚園及び保育所で事故の多い固定遊具に焦点を当て、災害共済給付で得られた事例により事故原因

を分析し、事故の傾向を明らかにするとともに、学校の固定遊具に関する取組の現状を調査した。本調査研究に

おいて学識経験者の協力を得、学校現場に役立つ報告書を作成し、周知を図った。 

（２）基本データの取りまとめ 

「学校の管理下の災害－24－基本統計」及び「学校の管理下の死亡・障害事例と事故防止の留意点（平成 23

年版）」を作成し、ホームページ等で周知した。 

（３）学校給食調理場の実態調査等 

ア 平成 23 年度においては、前年度発生調理場 4 か所、当該年度に食中毒が発生した調理場 3 か所及び過年度

発生調理場 1か所に対して実態調査を実施した。 

また、同一地域内における学校給食調理場の衛生管理の徹底を図るために 5か所調査し、合計 13か所の学校

給食調理場の調査を実施した。その調査結果は実態調査報告書を作成し学校給食関係者へ配布した。 

（単位：か所） 

学校給食調理場の実態調査等 H20 H21 H22 H23 

前年度発生分 4（7） 5（3） 1（2） 4（2） 

当該年度発生分 4（0） 1（0） 0（0） 3（0） 

過年度発生分 0（0） 0（0） 2（4） 1（3） 

計 8（7） 6（3） 3（6） 8（5） 

※括弧内の数値は、同一地域内の学校給食調理場の調査か所数 

    ※平成 20年度の当該年度に食中毒が発生した調理場は 5か所あるが、うち 1件は年度末発生のため実態調査は翌年度に行

った。 

※平成 22年度の当該年度に食中毒が発生した調理場は 2か所あるが、年度末発生のため実態調査は翌年度に行った。 

 

イ 学校給食用食品等について、細菌検査 164 検体、ウイルス検査 57 検体の計 221 検体を行った。その他、実

態調査等での拭き取り検査（細菌検査 437検体、ウイルス検査 8検体、ATP検査 108検体）、実技講習会に使

用した試料の確認検査（細菌検査 435検体）を行った。 

（単位：検体） 

学校給食用食品等の検査 H20 H21 H22 H23 

細菌検査 152 182 202 164 

ウイルス検査 360 50 50 57 

残留農薬検査 100 274 104 - 

計 612 506 356 221 

 ※「独立行政法人の事務・事業の見直し基本方針」（平成 22年 12月 7日閣議決定）を踏まえ、残留農薬検査については平 

成 22年度、細菌検査及びウイルス検査については平成 23年度をもって終了。 

 

２ 学校災害防止に関する情報提供 

（１）学校災害防止に関する講習会等の実施 

 ① 「学校における食の安全を確保するための講習会」の開催 

「学校における食の安全を確保するための講習会」を全国の学校給食関係者（教育委員会、栄養教諭、学校栄

養職員、学校給食調理員等）を対象として 5回開催し、センターが実施した食の安全に関する実態調査の結果に
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基づく講義及びセンターが調査等で蓄積してきたデータに基づく資料等を活用した講義並びに拭取り検査や食

の安全に関する技術講習をセンター職員が行ったほか、食の安全に関する最新の情報を提供するための講義を行

った。 

講習会後のアンケート調査の結果、「とても有意義であった」及び「有意義であった」というプラスの評価が

全体で 92％であった。 

ア 食の安全に関する講習会 

開催日：平成 23年 6月 16、17日 

場所：国立オリンピック記念青少年総合センター 

受講者数：144人 

イ 食の安全に関する実技講習会 

開催日：(第 1回)平成 23年 9月 28日～30日 

(第 2回)平成 23年 10月 5日～7日 

(第 3回)平成 23年 10月 19日～21日 

場所：独立行政法人日本スポーツ振興センター検査・研修施設 

受講者数：87人 

ウ 食の安全に関する調理員講習会 

開催日：平成 23年 8月 4日、5日 

場所：昭和女子大学 人見記念講堂 

受講者数：603人 

受講者アンケートの結果 H20 H21 H22 H23 

プラスの評価（％） 82 94 91 92 

② 「学校における固定遊具による事故防止対策」の最終報告書等の提供 

学校安全情報を学校関係者等に以下のとおり実施し幅広く提供した。 

ア 平成 22、23 年度の調査研究の成果である「学校における固定遊具による事故防止対策」を都道府県教育委

員会などの学校関係者へ 2,000部配布し、また、ホームページにも掲載し、広く情報提供を行った。 

イ これまでの調査研究の成果を引き続きホームページに掲載したほか、調査研究の成果や事故防止対策などを

わかりやすくまとめた。また、それらを掲載した機関誌「学校安全ナビ」を年 3回発行し、すべての学校及び

学校の設置者へ配布し、情報提供を行った。 

（２）学校安全支援業務に関するホームページの充実の状況 

① 情報内容の充実 

災害共済給付により得られた給付データを利用し、死亡・障害事故事例については平成 23 年度において過去

6 年間の事例検索（3,580 件）を可能とし、さらに、学校での掲示や授業の教材として利用できる事故防止対策

を目的とした「教材カード」に最新情報を掲載するなど内容の充実を図った。また、支所では、学校の事故防止

の取組状況について取材を行い、事故防止対策事例をホームページに掲載するなど、学校災害防止に資する情報

内容の充実を図った。 

② アクセス数の状況  

学校安全支援業務に関する情報へのアクセス件数は、従前からの事例検索の内容の充実や教材カードの更新等

によりアクセス件数の維持が図られ、1,209,829件となり、目標を達成した。 

区分 H20 H21 H22 H23 

アクセス件数 457,579 609,519 1,084,207 1,209,829 

（３）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 

システムの更新により充実した統計情報機能について、すべての学校及び学校の設置者に配布している機関紙

「学校安全ナビ」にわかりやすく紹介するとともに、システム説明会等において周知した。 

３  食の安全課が行う業務及び検査・研修施設の廃止 

学校安全支援業務のうち、食の安全課が行う業務については、平成 23 年度末をもって廃止した。また、検査・

研修施設についても、平成 24年度中の国庫納付に向けて平成 23年度末をもって廃止した。なお、実際に食中毒が

発生した場合に係る業務は、必要最小限の機能について法人内の他課へ移管・統合した。 
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■中期計画等における目標の達成見通し 

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・研究報告をとりまと

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、統計情報提供機能の向上した利便性について「学

校安全ナビ」への掲載やシステム説明会等において周知した。 

なお、学校安全支援業務のうち、食の安全課が行う業務及び検査・研修施設については、平成 23 年度末をもって

廃止し、実際に食中毒が発生した場合に係る業務は、必要最小限の機能について法人内の他課へ移管・統合した。 

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。 
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■中期計画 

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 

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 

（４）関係団体等との連携 

 
■平成２３年度計画 

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 

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 

（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。 

 

■年度計画における目標設定の考え方 

関係団体等との連携については、中期計画に沿って、必要に応じた事業の再構築も念頭に、意見・要望等の把握を

行う。 

 

■業務実績 

１ スポーツ関連団体の意見・要望等の把握状況 

国立競技場等の利用団体が施設を利用する際に実施している打合せ及び利用後のヒアリング等により、利用団体

の意見・要望を把握し、必要に応じて対応。 

・スポーツ振興くじ助成を受けている学校に対して校庭芝生化のアンケートと実地調査を行い、成果・課題等につ

いて認識を共有するとともに、調査の概要について「月刊体育施設（5月号）」に掲載し公表した。 

・主要なスタジアムの運営管理状況について調査し、課題の共有を図った。 

２ 都道府県教育委員会の意見・要望等の把握状況 

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・要望等を把握するため連絡協議会を開催した。 

（１）連絡協議会の開催 

仙台支所 ：平成 23年 10月 14日 

東京支所 ：平成 23年 11月 7日 

名古屋支所：平成 23年 6月 10日 

大阪支所 ：平成 24年 2月 1日 

広島支所 ：平成 23年 8月 2日、平成 24年 3月 8日 

福岡支所 ：平成 23年 10月 28日 

（２）協議事項 

・支所業務、災害共済給付事業の報告  

・災害共済給付契約に係る加入状況及び見舞金等の給付状況 

・学校安全支援の広報、災害共済給付システム更新の広報について 

（３）把握した意見・要望等の具体的な内容 

  センターの保有する学校事故防止に資する情報の積極的かつ迅速な提供や、都道府県主催の学校安全関係事業

に対するセンターの後援・共催について、引き続き、依頼があった。 

３ 支所業務運営委員会の開催状況 

  支所の業務全般に関する事業運営等を円滑に実施するため、「独立行政法人日本スポーツ振興センター支所業務

運営委員会規程」に基づき、平成 17 年 4 月から、所管の医師会、校長会、PTA の代表者による委員会を設置し、

連携・協力を図ることとし、以下の事項を中心に審議を行い、センターの業務に対する理解と協力を依頼した。 

なお、本部職員が会議に参加し、支所業務運営委員会の状況等を把握するとともに、本部として直接委員に本部

の方針を伝えた。 

（１）業務運営委員会開催状況 

仙台支所 ：平成 23年 11月 18日 出席委員 13名 

東京支所 ：平成 23年 9月 8日 出席委員 16名 

名古屋支所：平成 23年 7月 6日 出席委員 17名 

大阪支所 ：平成 23年 8月 5日 出席委員 11名 
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広島支所 ：平成 23年 10月 6日 出席委員 13名 

福岡支所 ：平成 23年 7月 26日 出席委員 11名 

（２）協議事項 

 ・支所業務実績報告 

・災害共済給付システム更新の広報について 

・支所の業務運営計画の提示及び意見聴取 

（３）把握した意見・要望等の具体的な内容 

・定期的にセンターが研修会等を開催し、事故情報を提供することを検討していただきたい。 

・障害の種別、内容の細かいデータがあれば提供していただきたい。統計データ等の学校安全情報は、事故防止 

資料として医師会などで紹介・公表できると思われる。 

・災害共済給付制度についてまだ周知が十分とはいえないので、制度や安全対策などリーフレット等を作成、配 

布するなど検討してもらいたい。また、請求のマニュアル等があれば、会員にも周知が図ることができる。 

 

■中期計画等における目標の達成見通し 

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、所管医師会及び校長会等に対しては、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。 
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■中期計画 
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 
 （１）売上向上への取り組み 
  
■平成２３事業年度事業計画（スポーツ振興投票等業務） 
  売上金として６３０億円、平成２４年度以降の助成財源として繰り入れる１００億円を確保することを目標と
し、本年度は、次の事項に重点的に取り組む。 
（１）スポーツ振興投票の適正な実施 

① スポーツ振興投票の実施回数等 
 Ｊリーグ主催の試合からスポーツ振興投票の対象となる試合を指定し、文部科学大臣に届け出た種類によ
り、スポーツ振興投票を５０回程度実施する。 

② 調査及び販売員への研修等の実施 
    販売チャネルの充実・購入者に対するサービス向上に努めつつ、１９歳に満たない者の購入を防止すなど、

スポーツ振興投票券が適切に販売されるよう、定期的に調査の実施、販売員の研修等を行う。 
（２）スポーツ振興投票の効果的・効率的な実施 

① 販売体制の整備 
    ア 販売体制の整備 
     民間企業との統合経営チームを設け、経営企画、システム企画・運用管理業務、広告宣伝業務及び販売

業務の実施について、民間企業の経営手法を活用する体制を整備する。 
     また、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年以降の事業実施に向けた、情報システムの要件定義、設計、シス
テム開発等に取り組む。 

   イ 販売チャネルの拡充 
     以下の店舗等で販売を行いつつ、toto 特約店の新規獲得、新たなインターネットサイトの開設など販売

チャネルの拡充を図り、サービス向上に努める。 
（ⅰ）toto 特約店（約２，２００店舗） 
  全国の toto 売り場にて販売 
（ⅱ）コンビニエンスストア（約３６，１００店舗） 
  ローソン、ファミリーマート、サークルＫサンクス、セブンイレブンにて販売 
（ⅲ）インターネット 

toto オフィシャルサイト、楽天銀行 toto サイト、ジャパンネット銀行サイト、Yahoo!toto サイト、楽天
toto サイト、三井住友銀行 SMBCtoto サイトにて販売 

② 効果的・効率的な広告・宣伝の実施 
    ＢＩＧのテレビＣＭを放送するとともに、新聞広告等のマスメディアを通じた広告・宣伝を行う。また、マ

スメディアを通じた広告・宣伝の効果を検証し、新たな購入者の獲得や、購入者の定着に確実につながるよう、
効果的・効率的に広告・宣伝を実施する。 

③ スポーツ振興投票制度の趣旨の普及・浸透 
    ア マスメディア等を通じた広報の実施 
      スポーツ振興投票制度が、我が国のスポーツ振興にとって重要な役割を果たしていることについて国民

の理解を深めるため、「信じよう。スポーツの力を」というキーメッセージとともに、以下（別添事業計
画を参照）の２方向のビジュアルメッセージで、スポーツ振興投票等事業の理念の普及・浸透に取り組む。 

    イ 「toto&BIG SPORTS JAPAN PROJECT」の実施 
      全国販売を開始して１０年が経過したことを記念し、スポーツ振興くじ助成の成果を報告するととも

に、次の１０年に向けて、スポーツ振興投票制度が一層社会へ普及・浸透することを目指し、「toto&BIG 
SPORTS JAPAN PROJECT」事業を実施する。 

   

■事業計画における目標設定の考え方 

より多くの助成財源の確保に向けて、中期計画に沿って取り組む。 

 

■業務実績 

１ スポーツ振興投票等業務に係る財務内容の健全化 

（１）売上金の状況 

平成 23 年度の売上は、当初の売上目標額 630 億円を大きく上回る約 827 億円を達成した。これにより、平成

23 年度の収益は、当初の目標額（156 億円）を大幅に上回る約 243 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 162億円）を確保した。 

平成 23年度   売上実績額 82,673,844千円  スポーツ振興投票事業準備繰入実績額 16,225,945千円 

（２）平成 24年度以降の助成財源の状況（Ⅱ－３－Ｂ参照） 
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（３）業務の効率的な実施等による経費節減の状況 

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んだ。 

・第 2期経営管理業務に係るコンサルティング契約について、第 3期への移行準備を開始したことにより一層の

コスト削減が求められることを踏まえ、契約の見直しを行い、210,000千円の経費節減を達成した。 

・システム運用費は、保守体制の見直しや保守作業効率の向上を図った結果、平成 22 年度 707,487 千円から、

平成 23年度は 674,724千円となり、32,763千円の経費節減を達成した。 

２ スポーツ振興投票の効果的・効率的な実施 

（１）販売体制の整備 

 ① 販売体制の整備状況 

業務の実施に当たっては、民間企業との統合経営チームを設け、経営企画、システム企画・運用管理業務、広

告宣伝業務及び販売業務の実施について、民間企業の経営手法を活用する体制を整備し業務を実施した。 

また、業務系と販売払戻システム系ごとに、昨年度検討を行った第 2期における運営上の課題や今後のスケジ

ュールをもとに、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。 

さらに、平成 25 年以降のスポーツ振興投票事業の販売・払戻システムの稼働開始に向けて、販売払戻システ

ムの構築業者とともに開発作業を進めた。 

また、新たな購入者層の獲得や既存の購入者の定着を図る観点から、購入者のニーズを把握するための調査や、

海外でのくじの販売の状況などについて調査を行い、売上向上に向けた検討を行った。 

② 販売チャネル拡充の状況 

販売・払戻機会の増大を図るため、販売店舗については約 40,800店舗に、払戻店舗については約 23,500店舗

に拡充した。また、新たな事業者との提携により、携帯電話及びスマートフォンを利用した販売・決済手段を拡

充した。 

区分 H20 H21 H22 H23 

toto特約店（店舗数） 2,500 2,200 2,200 2,300 

コンビニエンスストア数（店舗数） 19,000 22,400 36,400 38,500 

公式・提携サイト（サイト数） 4 4 6 7 

  ※表中の店舗数の数字は、100 未満四捨五入 

（２）効果的・効率的な広告・宣伝の実施 

① マスメディアを通じた広告・宣伝の実施状況 

・シーズン販売開始の際に、メディア向けイベントを開催しＰＲを行った。 

・Ｊリーグ開幕時期の広告集中投下直後に東日本大震災が発生したことから、一時、広告宣伝を中断したものの、

販売再開に合わせて新聞広告を中心とした展開により既存顧客に向けた再周知を行った。その後、6月期・9

月期、Ｊリーグ閉幕期にテレビＣＭを中心とした広告の集中投下を実施し、そこで得た広告認知率を維持する

ために、主に木曜日・金曜日を中心にテレビ番組提供や、全国紙において毎週キャリーオーバー情報や当せん

実績を伝える広告の掲出を行った。 

・商品理解と購入を訴求するため、テレビ、新聞、ＷＥＢを利用したパブリシティ（メディアへの積極的な情報

提供による広報活動）を実施した。 

・顧客を公式サイトへ誘導し、商品理解と購入を訴求するため、ＷＥＢ広告や大手検索ポータルサイトにおいて

ターゲティングバナーを掲出した。 

・売り場へ誘導するため、関東、関西の路線で、中吊り広告、窓上広告、駅広告を実施した。 

・「toto」について新ＣＭを作成し、ＣＳ放送及び Jリーグが開催されるスタジアムにおいて 5月より放映した。 

・商品理解と購入を訴求するため、ラジオＣＭやＣＭタレントが出演するラジオ番組とのタイアップを実施した。 

・商品理解と購入を訴求し、売り場へ誘導するため、店頭でのサンプリング活動を実施した。 

・購入を促進するため、Ｃｌｕｂ ｔｏｔｏ会員や一般購入者を対象とした各種キャンペーンを実施した。 

② マスメディアを通じた広告・宣伝の効果検証の状況 

広告・宣伝施策の認知度や好感度などを調査・検証するため、インターネット調査・郵送調査を行い、得られ

た結果を次回以降の施策設計へ反映し、効果的・効率的に広告・宣伝を実施した。 
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（３）スポーツ振興投票制度の趣旨の普及・浸透 

① マスメディア等を通じた広報の実施状況 

・スポーツ振興投票制度の認知向上、理解促進のため、新聞（中央紙・地方紙）において、助成実績額や助成事

例等を紹介する広告を掲出した。 

・スポーツ振興投票制度の認知向上、理解促進のため、サッカー番組内において理念ＣＭを放送するとともに、

スポーツ振興くじの特集を行った。 

・スポーツ振興投票制度の意義を伝えるとともに、商品理解向上のため、Ｊリーグが開催されるスタジアムにお

いて、バナー掲出やＪリーグスタジアムビジョンでのスポーツ振興くじ理念ＣＭの放映を実施した。 

・スポーツ振興投票制度の意義を伝えるとともに、商品理解と購入を訴求するため、スポーツイベントや企業イ

ベントに出展しＰＲを行った。 

・スポーツ振興くじ助成募集開始時期に合わせ、スポーツ振興くじ事業の認知・理解を深めるため、「スポーツ

振興プロジェクト」として東京・名古屋２箇所でアスリートや有識者による講演・パネルディスカッションを

開催し、神戸では児童を対象としたサッカー教室を開催した。また参加者に対して助成先取材記事を配布する

とともに、メディアを通した広報も実施した。 

② 「toto&BIG SPORTS JAPAN PROJECT」の実施状況 

スポーツ振興くじ「toto」発売 10 周年事業の SPORTS JAPAN PROJECT では、J リーグホームタウン 5 地域（仙

台・新潟・静岡・広島・熊本）において、当該地域でのくじ助成事例を報告するＣＭをクラブ応援番組内や試合

会場にて放映した他、Ｊリーグの試合会場や地元イベントでのブース出展を実施した。 

 

■中期計画等における目標の達成見通し 

平成 23 年度の売上は、メディア向けイベントやテレビＣＭを中心とした効果的な広告・宣伝活動及び販売・決済

手段の拡充等の取組により、当初の売上目標額（630 億円）を大きく上回る約 827 億円となった。これにより、平成

23 年度の収益は、当初の目標額（156 億円）を大幅に上回る約 243 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 162億円）を確保した。 

また、経営管理業務に係るコンサルティング契約の見直し等により経費の節減を達成し、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、事業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。 
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■中期計画 

Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

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 

 

■平成２３年度計画 

Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

１ 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 

運営費交付金以外の自己収入の増加を図るため、国立代々木競技場売店設置料金の売上比例方式及び西が

丘サッカー場の命名権等の導入等の取組を実施するとともに、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。 

ただし、東北地方太平洋沖地震に伴う電力不足に対する国民生活維持の観点から、当分の間、電力使用量

を抑制した施設利用形態とする。 

 

■年度計画における目標設定の考え方 

運営費交付金以外の収入については、施設を有効活用した取組等、その増加に向けた取組を中期計画に沿って行う。

また、寄附金の増に向けた取組を行う。 

なお、習志野・所沢の資産については継続して処分に取り組む。 

 

■業務実績  

１ 運営費交付金以外の収入の増加を図るための方策の検討・実施状況  

（１）施設利用料の見直し等の検討・取組状況 

① 国立代々木競技場 

売店設置料金への売上比例方式について、平成 24年 3月に施設利用規則を改正し、平成 24年度利用分から適

用することとした。 

（２）命名権の導入に関する検討状況 

① 西が丘サッカー場 

命名権及び固定広告物を掲示する権利の包括的な売却に向けて、平成 23 年 12 月 28 日に公募を行った結果、

平成 24年 3月 30日に、味の素株式会社と以下のとおり契約を締結した。 

名称 「味の素フィールド西が丘」 

期間 5年間（平成 24年 5月 1日～平成 29年 4月 30日） 

対価 年額 1,500万円（税抜） 

② 国立霞ヶ丘・代々木競技場 

利用競技団体の意向、収益性の見込み、世論・国民感情等、多角的な検討結果を踏まえた判断が必要になるこ

とから、その導入の是非については、平成 20・21年度に実施したインターネットによる意識調査結果を踏まえ、

ナショナルスタジアムとしての価値向上と併せて、引き続き慎重に検討を行っている。 

（３）園地の有効活用に関する検討・取組状況 

国立代々木競技場園地の利用については、スポーツ施設としての活用促進から、フットサルコートを設置する

こととし、平成24年1月より営業を開始した。 

（４）その他 

基金資産の効率的な運用、スポーツ施設の使用料や寄附金の受入等により自己収入の確保に努めた。 

なお、大規模スポーツ施設においては、東日本大震災に伴う電力不足に対する国民生活維持の観点から、節電

への取組を進めつつ運営するとともに、利用者に対しては節電への理解を求め、開催される行事に支障のない範

囲で最大限の協力を得た。（Ⅱ－１（１）参照） 

① 基金運用収入 

基金資産の有効な運用を図るため、満期が近い債券を売却し、より運用利回りの高い債券で再運用を行った。 

② 国立競技場運営収入 

大規模スポーツ施設においては、スポーツ競技大会の開催に支障のない範囲で、コンサート、ファッションシ
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ョー等の文化的行事の利用促進及びアマチュアスポーツ等の利用促進を図るとともに、国立代々木競技場内園地

にフットサルコートを設置するなど、資産の有効活用に努めた。 

③ 国立スポーツ科学センター運営収入 

サッカー場については、良好なグラウンド（芝生）の維持管理に影響がない範囲で他種目であるラグビーの練

習等の積極的な受け入れを行った。 

また、次年度に向けて新たに屋外テニスコートの年間利用者を募集するなど施設の利用促進に努めた。 

④ その他収入 

  ア 普及事業収入 

災害共済給付事業の実施によって得られる事例の収集及びその分析の成果を刊行物としてまとめ、機関誌及

びホームページでの情報提供などにより販売促進を図った。 

イ 受託事業収入 

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

技別強化拠点施設活用事業」を受託した。 

ウ 寄附金収入 

民間企業に対して継続的な寄附につながる活動を積極的に働きかけるなど、新たな資金の確保実現に努め

た。 

（５）一般勘定における運営費交付金以外の収入の状況  

 ① 計画額との比較 

区分 
計画額(千円) 

(A) 

実績額(千円) 

(B) 

増減率(%) 

((B-A)÷A)×100 

基金運用収入 592,578 644,327 8.7 

国立競技場運営収入 2,200,954 2,205,806 0.2 

ＪＩＳＳ運営収入 331,824 313,849 △5.4 

ＮＴＣ運営収入 503,289 502,020 △0.3 

国立登山研修所運営収入 1,297 1,631 25.7 

その他の自己収入 1,109,651 1,157,424 4.3 

合計 4,739,593 4,825,057 1.8 

※その他の自己収入：普及事業収入、受託事業収入、寄附金収入、営業外収入、利息収入 

※増減率は、四捨五入の関係で一致しないことがある。 

② 一般勘定における自己収入の増減要因 

  ア 基金運用収入 

  債券の売却により、計画額を上回った。 

イ ＪＩＳＳ運営収入 

  施設利用の減により、計画額を下回った。 

ウ その他の自己収入 

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」（1,091,254 千円）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活用事業」（4,148千円）の受託金額の増により、計画額を上回った。 

２ 宿舎の売却への取組状況（Ⅴに記載） 

３ 寄附金受入態勢の整備状況 ※基金はⅡ－３（Ｂ）（１）記載  

独立行政法人日本スポーツ振興センター寄附金取扱規則を定め、寄附金受入態勢を整備している。 

区分 受入年月日 寄附者 金額(円) 

その他の 
寄附金 

平成23年7月20日 個人 1,456 

※例年、公益財団法人ミズノスポーツ振興財団から研究寄附金（100 万円）を受け入れているが、平成 23 年度から、その内容

（当該財団からの助成金であること）を踏まえ、会計処理を変更し、国立スポーツ科学センター運営収入として処理をしている。 

 

■中期計画等における目標の達成見通し 

命名権については、西が丘サッカー場に命名権を導入した。 
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スポーツ施設においては、国立代々木競技場売店設置料への売上比例方式の導入準備や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、個人からの寄附金を受け入れた。 

以上の取組の結果、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。 
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■中期計画 

Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

２ 自己収入の確保及び予算の効率的な執行 

（２）競争的資金の獲得 

 

■平成２３年度計画 

Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

１ 自己収入の確保及び予算の効率的な執行 

（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。 

 

■年度計画における目標設定の考え方 

競争的資金の獲得については、中期計画に沿って継続して取り組む。 

 

■業務実績  

１ 外部資金の獲得状況 

ＪＩＳＳにおいて実施する事業との兼ね合いにも留意しつつ、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た。 

① 科学研究費 

研究員に対して、募集要項や申請書類作成の留意事項等についてグループウェア等で周知するとともに、研究

事業部会やスタッフ向け応募説明会を通して、積極的な応募の呼びかけを行った。 

区分 H20 H21 H22 H23 

申請件数（件） 31 28 39 44 

採択件数（件） 14 17 19 22 

獲得金額（千円） 17,550 17,800 36,999 30,219 

（平成23年度：新規8件、継続14件、転入0件、分担4件） 

（H23獲得金額の内、直接経費23,430千円） 

② 民間研究助成金 

   民間研究団体が行う研究助成金について申請を行い、資金を獲得した。 

区分 H20 H21 H22 H23 

申請件数（件） 3 8 16 7 

採択件数（件） 1 1 2 1 

獲得金額（千円） 2,500 1,800 500 1,000 

（H23獲得金額の内、直接経費1,000千円） 

③ 委託事業の受入状況  

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」（1,091,254 千円）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活用事業」（4,148千円）を受託した。 

２ 公的研究費の不正使用等の防止に関する取組状況 

「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）に基づき、適切

に会計処理を行った。また、科学研究費使用に係る説明会に積極的に参加するとともに、また関係職員及び研究員

に対して説明会を行い、研究費の使用に対して情報の共有を図り、適正な管理と効率的な使用を心掛けた。 

 外部説明会：2回 

 内部説明会：2回 

 

■中期計画等における目標の達成見通し  

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 19 件、民間研究助成金 1

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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■中期計画 

Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

２ 自己収入の確保及び予算の効率的な執行 

（３）予算の効率的な執行 

 

■平成２３年度計画 

Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

１ 自己収入の確保及び予算の効率的な執行 

（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。 

特に、東北地方太平洋沖地震に伴う収支状況への影響が想定されることから、財務情報の把握及び業務運

営への反映を強化する。 

 

■年度計画における目標設定の考え方 

予算執行については、管理会計の活用等、中期計画に沿って継続して取り組む。 

 

■業務実績  

１ 予算の効率的な執行の状況（Ⅰ－１－（１）参照） 

２ 管理会計による財務情報の把握等、適切な業務運営への対応状況 

予算の執行に当たっては、次のとおり財務情報を把握し、効率的な執行に努めた。 

ア 具体的な収支見込に基づく年度計画予算を作成し、事業を実施した。 

イ 年度途中においては、上記の年度計画予算に基づき予算執行計画を策定し、各事業部門にて、財務会計シス

テムで把握可能な事業別・部門別の費用等の情報をもとに事業運営を行うとともに、東日本大震災に伴う影響

が最小限となるよう努めた。 

ウ 各事業部門にて四半期ごとに収支の実績及び見込の把握・分析を行うことで、予算の執行状況を確認し、適

切な予算管理に努めた。 

エ 予算執行計画については、四半期ごとに役員会承認を経て見直しを行い、より適切な事業運営に資するよう

努めた。 

 

■中期計画等における目標の達成見通し 

予算の執行に当たっては、具体的な収支見込に基づく年度計画予算の作成、予算執行計画の編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。 
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■中期計画 

Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

３ 資金の運用及び管理 

 

■平成２３年度計画 

Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

２ 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運用基準の見直しを行う。 

 

■年度計画における目標設定の考え方 

資金の運用及び管理については、中期計画に沿った情報等の収集・分析とともに、安全かつ安定的な運用に向けて、

資金管理委員会の開催や運用基準の見直し等を行う。 

 

■業務実績 

１ 資金の管理・運用に係る情報等の収集、分析及び提供等 

（１）資金の管理・運用に係る情報等の収集、分析及び提供の状況 

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、関係部署への情報提供を行うとともに、安全性・安定性の確保に努めた。 

（２）資金管理委員会の開催状況 

安全かつ安定的な資金の運用を図るため、定期的に資金管理委員会を開催し、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、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。 

開催回数 ：4回 

議題 ：平成 23年度における資金の運用等について（平成 23年 7月 21日、9月 29日、12月 27日） 

   平成 24年度における資金の運用等について（平成 24年 3月 29日） 

（３）基金等の運用実績（Ⅱ－３－（Ｂ）（１）参照） 

２ 安全な金融機関の選択や必要に応じた運用基準の見直し状況等 

「独立行政法人日本スポーツ振興センター資金の管理及び運用に関する基準を定める要綱」等により運用方針を

明確化して、資金運用を行った。なお、運用に当たっては、格付け情報により、安全評価されている金融機関と取

引を実施した。 

その他、現金・預金の管理については、「独立行政法人日本スポーツ振興センター予算決算及び出納事務取扱規

程」に基づき、安全・適正な管理を行った。 

 

■中期計画等における目標の達成見通し 

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、各勘定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、中期計画に向かって順調に成果を上げている。 
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■中期計画 

Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

４ 期間全体に係る予算（人件費の見積りを含む。） 

５ 期間全体に係る収支計画 

６ 期間全体に係る資金計画 

       

■平成２３年度計画 

Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

３ 平成２３年度の予算（人件費の見積りを含む。） 

４ 平成２３年度の収支計画 

５ 平成２３年度の資金計画 

       

■平成２３事業年度 予算・資金計画（スポーツ振興投票等業務） 

 

 

■年度計画等における目標設定の考え方 

中期計画に沿った年度の予算、収支計画及び資金計画に基づき、適正に執行する。 

 

■業務実績 

１ 予算（人件費の見積りを含む。） 

投票勘定は、売上向上効果が期待できる事項への取組等により、スポーツ振興投票事業収入が計画額を大幅に上

回った。 

ＮＴＣの運営事業は、節減に努めた結果、運営費が計画額より大幅に下回った。 

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活用事業」の受託金額の増により、収入が計画額を上回った。 

一般管理費は、給与水準の抑制を行い、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、売上向上効果が期待できる事項への取組等により、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活用事業」の受託金額の増により、収入が計画額を上回った。 

３ 資金計画 

適正に実施した。（取組内容はⅢ－２参照） 

４ 利益剰余金・繰越欠損金及び当期総利益・当期総損失の状況 

（１）各勘定の利益剰余金又は繰越欠損金（△）の状況 

   【投票勘定】      6,178,704千円 

   【災害共済給付勘定】  △244,374千円 

   【免責特約勘定】    2,314,673千円 

   【一般勘定】         523,554千円 

（２）各勘定の当期総利益又は当期総損失（△）の状況 

【投票勘定】      1,404,786千円 

   【災害共済給付勘定】  △772,122千円 

   【免責特約勘定】     235,395千円 

   【一般勘定】       157,720千円 

① 投票勘定の当期総利益発生要因 

売上向上効果が期待できる事項への取組等により、スポーツ振興投票事業収入が大幅に増加した。 

② 災害共済給付勘定の当期総損失の発生要因 

  東日本大震災特別弔慰金の支給に伴い、給付支出が増加した。 

③ 免責特約勘定の当期総利益発生要因 
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  共済掛金収入に対して、当該年度の免責特約該当案件の金額が少なかった。 

④ 一般勘定の当期総利益の発生要因 

  スポーツ振興基金及び受託事業による利益、現物出資の受け入れに伴う還付消費税の増加分により当期利益 

が発生した。 

 

５ 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細 

（単位：百万円） 

交付金当期 

交付額 

当期振替額 

期末残高 運営費交付金 

収益 

資産見返運営費 

交付金 

建設仮勘定見返 

運営費交付金 
資本剰余金 小計 

5,703 5,030 367 4 0 5,401 302 

６ 保有資産の利用状況の評価 

（１）実物資産 

阿佐ヶ谷検査・研修施設は、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22年12月7日閣議決定）

に基づき国庫納付が決定された資産であって、現状において使用を想定していない資産であることから、決算に

当たり減損処理を行った。 

その他固定資産の活用状況及び減損について確認を行ったが、減損すべき遊休資産はなかった。 

（２）金融資産 

① 現金 

国立競技場・ＪＩＳＳ・ＮＴＣ等施設での利用料収入及びスポーツ振興くじ販売収入等に係る現金である。 

② 預金 

事業運営に係る支出の資金のほか、スポーツ振興投票事業準備金及び国庫納付金、災害共済給付事業に係る

支払備金等の給付資金、前中期目標期間繰越積立金及び運営費交付金債務等である。 

③ 有価証券 

スポーツ振興基金に係る有価証券について資金管理方針（Ⅲ－３参照）に基づき運用を行っている有価証券

である。 

（３）知的財産 

ＪＩＳＳにおける研究活動に係る知的財産について、「独立行政法人日本スポーツ振興センター国立スポーツ

科学センター職務発明規程」に基づき出願している（出願中 2件）。なお、特許権を取得できた場合、ライセ

ンス契約等の可能性について、特許維持コスト等を勘案しながら判断する予定。 

また、スポーツ振興くじ販売に係る特許（1件）及び商標権（8件）を所有している。 

７ 保有資産の見直し状況に関する監査の状況 

平成23年6月9日の監事監査において、固定資産台帳の適正管理、減損会計が必要な事項等について、監査を行い、

適切な保有財産の管理が行われているかの確認を行った。 

 

 



計画額 実績額 差額 計画額 実績額 差額

［収　入］ ［収　入］

運営費交付金 6,135 5,703 △ 432 ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業収入　　　　　　※1　 63,614 84,173 20,559

施設整備費補助金 3,046 3,055 9 ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業準備金戻入　　　※2 16,106 13,398 △ 2,707

災害共済給付補助金 2,561 2,561 △ 0 利息収入　　　　　　　　　　　　 ※3 115 88 △ 27

基金運用収入 593 644 52 その他収入　　　　　　　　　　　 -       0 0

国立競技場運営収入 2,201 2,206 5 計 79,834 97,659 17,824

国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰ運営収入 332 314 △ 18

ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ運営収入 503 502 △ 1

国立登山研修所運営収入 1 2 0 ［支　出］

ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業収入 27 29 2 業務経費 32,356 31,144 △ 1,212

ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業収入 63,614 84,173 20,559 うち、人件費　　　　　　　　 ※4 436 400 △ 36

共済掛金収入 16,991 17,150 159 　ｽﾎﾟｰﾂ振興投票業務運営費※5 15,815 17,346 1,531

ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業準備金戻入 16,106 13,398 △ 2,707 　ｽﾎﾟｰﾂ振興投票助成事業費※6 16,106 13,398 △ 2,707

受託事業収入 996 1,095 99 一般管理費　　　　　　　　　　　 ※7 49 60 10

寄附金収入 76 26 △ 50 払戻返還金　　　　　　　　　　　 ※8 31,500 41,337 9,837

営業外収入 4 4 △ 1 国庫納付金　　　　　　　　　　　 ※9 5,210 8,113 2,903

利息収入 158 100 △ 58 ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業準備金繰入　　　※10 10,419 16,226 5,807

その他収入 1 34 33 計 79,534 96,880 17,345

前中期目標期間繰越積立金取崩額 303 271 △ 32

計 113,648 131,268 17,620

※1　投票券発売収入の増

※2　助成事業費の減

［支　出］ ※3　金利低下による減

業務経費 41,700 40,345 △ 1,355 ※4　節約による減

うち、人件費 3,079 2,855 △ 224 ※5　投票券発売収入の増に伴う経費の増

　国立競技場運営費 1,011 1,603 593 ※6　事業量の減

　国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰ運営費 2,091 2,010 △ 81 ※7　共通経費の増

　ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ運営費 1,675 1,327 △ 348 ※8　投票券発売収入の増に伴う増

　国立登山研修所運営費 57 74 17 ※9及び10　投票券発売収入の増による収益の増に伴う増

　ｽﾎﾟｰﾂ振興基金事業費 1,233 1,233 1

　ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業費 634 499 △ 136

　ｽﾎﾟｰﾂ振興投票業務運営費 15,815 17,346 1,531

　ｽﾎﾟｰﾂ振興投票助成事業費 16,106 13,398 △ 2,707

給付金 18,409 20,253 1,844

受託事業費 996 985 △ 11

一般管理費 1,112 988 △ 124

うち、人件費 682 546 △ 136

　物件費 430 442 12

施設整備費 3,046 3,055 10

払戻返還金 31,500 41,337 9,837

国庫納付金 5,210 8,113 2,903

ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業準備金繰入 10,419 16,226 5,807

計 112,392 131,302 18,910

［注記］

 [参考]

平成２３年度の予算（人件費の見積りを含む。）

【別表－２】

平成２３年度　年度予算（投票勘定）

（単位：百万円）

区分

【別表－１】

平成２３年度　年度予算（総計）

（単位：百万円）

区分

　１　勘定間の繰入額は、損益計算書科目の費用と収益が両建てされて
　　いる場合には相殺している。

※注　計画額及び実績額において、計上する金額が百万円未満の場合は
　　「0」とし、計上する金額がｾﾞﾛの場合は「-」とした（以下別表15
　　まで同じ。）。

　国からの収入（運営費交付金、施設整備費補助金及び災害共済給付補
助金）が法人全体の収入に占める割合は8.6％である。

　２　各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないこと
    がある（以下別表15まで同じ。）。
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計画額 実績額 差額 計画額 実績額 差額

［収　入］ ［収　入］

災害共済給付補助金 2,561 2,561 △ 0 共済掛金収入 427 433 6

共済掛金収入　　　　　　　　　　 ※1 16,564 16,717 153 利息収入　　　　　　　　　　　　 ※ 18 6 △ 12

免責特約勘定より受入　　　　　　 278 278 0 計 445 439 △ 6

利息収入　　　　　　　　　　　　 ※2 19 4 △ 15

その他収入　　　　　　　　　　　 -       3 3

計 19,422 19,563 141 ［支　出］

災害共済給付勘定へ繰入　　　　　 278 278 0

計 278 278 0

［支　出］

給付金　　　　　　　　　　　　　 ※3 18,409 20,253 1,844

一般勘定繰入金　　　　　　　　　 ※4 224 168 △ 56 ※　金利の低迷による減

計 18,633 20,421 1,788

※1　高等学校加入者の増

※2　金利の低迷による減

※3　東日本大震災特別弔慰金の支給による増

※4　支払手数料の減

計画額 実績額 差額 ※1及び6　計画額に前期からの繰越が含まれていることによる差額

※2及び17　補正予算による施設整備工事の増

［収　入］ ※3　債券の売却による増

運営費交付金　　　　　　　　　　 ※1 6,135 5,703 △ 432 ※4　施設利用の減

施設整備費補助金　　　　　　　　 ※2 3,046 3,055 9 ※5　文部科学省委託事業の受託金額の増による増

基金運用収入　　　　　　　　　　 ※3 593 644 52 ※7 支払手数料の減に伴う減

国立競技場運営収入　　　　　　　 2,201 2,206 5 ※8 消費税の還付等による増

国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰ運営収入　　　　※4 332 314 △ 18 ※9及び15　災害共済給付システムに係る経費の減

ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ運営収入　　　　 503 502 △ 1 ※10及び16　給与水準の引き下げによる減

国立登山研修所運営収入 1 2 0 ※11 震災による施設修繕の増

ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業収入　　 27 29 2 ※12 固定経費の節減による減

受託事業収入　　　　　　　　　　 ※5 996 1,095 99 ※13 節約による減

寄附金収入　　　　　　　　　　　 ※6 76 26 △ 50 ※14 施設修繕による増

営業外収入 4 4 △ 1

災害共済給付勘定受入金　　　　　 ※7 224 168 △ 56

利息収入　　　　　　　　　　　　 6 3 △ 3

その他収入　　　　　　　　　　　 ※8 1 32 30

前中期目標期間繰越積立金取崩額　 ※9 303 271 △ 32

計 14,448 14,054 △ 394

［支　出］

業務経費 9,343 9,201 △ 143

うち、人件費（事業系）　　　 ※10 2,643 2,455 △ 188

　国立競技場運営費　　　 ※11 1,011 1,603 593

　国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰ運営費※12 2,091 2,010 △ 81

　ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ運営費 ※13 1,675 1,327 △ 348

　国立登山研修所運営費　 ※14 57 74 17

　ｽﾎﾟｰﾂ振興基金事業費　　 1,233 1,233 1

　ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業費 634 499 △ 136

　　　　　　　　　　　　 ※15

受託事業費　　　　　　　　　　　 996 985 △ 11

一般管理費 1,063 929 △ 135

うち、人件費（管理系）　　　 ※16 682 546 △ 136

　物件費　　　　　　　　 381 383 2

施設整備費　　　　　　　　　　　 ※17 3,046 3,055 10

計 14,448 14,170 △ 279

【別表－５】

平成２３年度　年度予算（一般勘定）

（単位：百万円）

平成２３年度　年度予算（災害共済給付勘定）

【別表－３】

（単位：百万円）

区分

【別表－４】

平成２３年度　年度予算（免責特約勘定）

区分

（単位：百万円）

区分
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計画額 実績額 差額 計画額 実績額 差額

費用の部 109,153 128,097 18,943 費用の部 79,550 96,280 16,730

経常費用 98,734 111,870 13,136 経常費用 69,131 80,054 10,923

業務経費 41,578 40,267 △ 1,312 業務経費　　　　　　　　 ※1 32,312 30,485 △ 1,827

給付金 18,409 20,253 1,844 払戻返還金　　　　　　　 ※2 31,500 41,337 9,837

払戻返還金 31,500 41,337 9,837 国庫納付金　　　　　　　 ※3 5,210 8,113 2,903

受託事業費 996 985 △ 11 一般管理費 38 48 10

国庫納付金 5,210 8,113 2,903 財務費用 71 71 0

一般管理費 969 834 △ 134 　支払利息 71 71 0

財務費用 72 73 1 臨時損失 10,419 16,226 5,807

　支払利息 72 72 △ 0 固定資産除却損 -       0 0

　為替差損 -       1 1 ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業準備金繰入 10,419 16,226 5,807

雑損 -       8 8 　　　　　　　　　　　　 ※4

臨時損失 10,419 16,227 5,808

固定資産除却損 -       1 1 収益の部 79,834 97,685 17,851

ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業準備金繰入 10,419 16,226 5,807 経常収益 63,729 84,260 20,532

ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業収入　　※5 63,614 84,173 20,559

収益の部 110,107 128,852 18,745 財務収益 115 88 △ 27

経常収益 94,001 115,427 21,426 　受取利息　　　　　　　 ※6 115 16 △ 99

運営費交付金収益 5,426 5,244 △ 181 　有価証券利息　　　　　 -       72 72

施設費収益 -       337 337 雑益 -       0 0

災害共済給付補助金収益 2,561 2,561 △ 0 臨時利益 16,106 13,425 △ 2,681

国立競技場運営収入 2,201 2,200 △ 1 ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業準備金戻入 16,106 13,398 △ 2,707

国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰ運営収入 332 306 △ 26 　　　　　　　　　　　　 ※7

ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ運営収入 503 502 △ 1 退職給付引当金戻入 -       26 26

国立登山研修所運営収入 1 2 0

ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業収入 27 29 2 純利益（△純損失） 285 1,405 1,120

ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業収入 63,614 84,173 20,559

共済掛金収入 16,991 17,150 159 総利益（△総損失） 285 1,405 1,120

利息及び配当金収入 606 659 53

有価証券売却益 -       47 47

受託事業収入 996 1,095 99 ※1　節約及び事業量の減

貸倒引当金戻入 -       4 4 ※2　投票券発売収入の増に伴う増

支払備金戻入 -       161 161 ※3及び4　投票券発売収入の増による収益の増に伴う増

寄附金収益 80 60 △ 20 ※5　投票券発売収入の増

資産見返運営費交付金戻入 476 695 218 ※6　金利の低下による減
資産見返競技力向上支援事業費補助金戻入 15 52 36 ※7　助成事業費の減

資産見返寄附金戻入 8 7 △ 1

財務収益 158 100 △ 58

　受取利息 158 28 △ 129

　有価証券利息 -       72 72

雑益 5 42 37

臨時利益 16,106 13,425 △ 2,681

ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業準備金戻入 16,106 13,398 △ 2,707

退職給付引当金戻入 -       26 26

純利益（△純損失） 953 755 △ 198

前中期目標期間繰越積立金取崩額 303 271 △ 32

総利益（△総損失） 1,256 1,026 △ 230

［注記］

区分 区分

　勘定間の繰入額は、損益計算書科目の費用と収益が両建てされて
いる場合には相殺している。

平成２３年度の収支計画

平成２３年度　収支計画（投票勘定）

（単位：百万円）

【別表－６】 【別表－７】

平成２３年度　収支計画（総計）

（単位：百万円）
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計画額 実績額 差額 計画額 実績額 差額

費用の部 18,633 20,421 1,788 費用の部 278 278 0

経常費用 18,633 20,421 1,788 経常費用 278 278 0

給付金　　　　　　　　　 ※1 18,409 20,253 1,844 災害共済給付勘定へ繰入　 278 278 0

一般勘定繰入金　　　　　 ※2 224 168 △ 56
収益の部 445 514 69

収益の部 19,422 19,649 227 経常収益 445 514 69

経常収益 19,422 19,649 227 共済掛金収入 427 433 6

支払備金戻入 -       75 75

災害共済給付補助金収益 2,561 2,561 △ 0 財務収益 18 6 △ 12

共済掛金収入　　　　　　 ※3 16,564 16,717 153 　受取利息　　　　　　　 ※ 18 6 △ 12

免責特約勘定より受入　　 278 278 0

支払備金戻入 -       86 86 純利益（△純損失） 167 235 68

財務収益 19 4 △ 15

　受取利息　　　　　　　 ※4 19 4 △ 15 総利益（△総損失） 167 235 68

雑益　　　　　　　　　　 -       3 3

純利益（△純損失） 789 △ 772 △ 1,561 ※　金利の低迷による減

総利益（△総損失） 789 △ 772 △ 1,561

※1　東日本大震災特別弔慰金の支給による増

※2　支払手数料の減

※3　高等学校加入者の増

※4　金利の低迷による減

計画額 実績額 差額 ※1　震災による施設修繕の増等による増

※2　給与水準の引き下げによる減

費用の部 11,194 11,569 375 ※3　人件費の削減等による減

経常費用 11,194 11,568 374 ※4　施設整備費補助金で取得した資産の費用相当額の増

業務経費　　　　　　　　 ※1 9,267 9,787 520 ※5　施設利用の減

受託事業費　　　　　　　 996 985 △ 11 ※6　基金業務における債券の効率的な運用による増

一般管理費　　　　　　　 ※2 931 786 △ 145 ※7　基金業務における有価証券の売却による増

財務費用 1 2 1 ※8　文部科学省委託事業の受託金額の増による増 

　支払利息 1 1 △ 0 ※9　支払手数料の減に伴う減

　為替差損 -       1 1 ※10 預り寄附金充当分の減による減

雑損 -       8 8 ※11 運営費交付金で取得した資産の減価償却費相当額の増

臨時損失 -       1 1 ※12 競技力向上支援事業費補助金で取得した資産の減価償却費相当額の増

固定資産除却損 -       1 1 ※13 消費税の還付等による増

※14 災害共済給付システムに係る経費の減

収益の部 10,908 11,456 548

経常収益 10,908 11,456 548

運営費交付金収益　　　　 ※3 5,426 5,244 △ 181

施設費収益　　　　　　　 ※4 -       337 337

国立競技場運営収入       2,201 2,205 4

国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰ運営収入※5 332 306 △ 26

ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ運営収入 503 502 △ 1

国立登山研修所運営収入 1 2 0

ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業収入 27 29 2

利息及び配当金収入　　　 ※6 606 659 53

有価証券売却益　　　　　 ※7 -       47 47

受託事業収入　　　　　　 ※8 996 1,095 99

災害共済給付勘定受入金収益 224 168 △ 56

　　　　　　　　　　　　 ※9

貸倒引当金戻入　　　　　 -       4 4

寄附金収益　　　　　　　 ※10 80 60 △ 20

資産見返運営費交付金戻入 ※11 476 695 218
資産見返競技力向上支援事業費補助金戻入 15 52 36

　　　　　　　　　　　　 ※12

資産見返寄附金戻入 8 7 △ 1

財務収益 6 3 △ 3

　受取利息 6 3 △ 3

雑益　　　　　　　　　　 ※13 5 40 34

純利益（△純損失） △ 287 △ 113 174

前中期目標期間繰越積立金取崩額　 ※14 303 271 △ 32

総利益（△総損失） 16 158 142

（単位：百万円）

区分

（単位：百万円） （単位：百万円）

区分 区分

【別表－１０】

平成２３年度　収支計画（一般勘定）

平成２３年度　収支計画（災害共済給付勘定） 平成２３年度　収支計画（免責特約勘定）

【別表－８】 【別表－９】

98



計画額 実績額 差額 計画額 実績額 差額

資金支出 254,395 400,065 145,669 資金支出 196,573 316,298 119,724

業務活動による支出 96,012 108,506 12,494 業務活動による支出　　　　　 ※1 66,903 73,608 6,704

投資活動による支出 139,654 281,939 142,285 投資活動による支出　　　　　 ※2 116,100 236,964 120,864

財務活動による支出 1,674 1,674 0 財務活動による支出 1,659 1,659 △ 0

次年度への繰越金 17,055 7,946 △ 9,109 次年度への繰越金 11,911 4,067 △ 7,844

資金収入 254,395 400,065 145,669 資金収入 196,573 316,298 119,724

業務活動による収入 93,422 110,065 16,643 業務活動による収入 63,415 78,064 14,649

運営費交付金収入 5,703 5,703 0 ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業収入　　※3 63,300 77,955 14,655

ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業収入 63,300 77,955 14,655 その他の収入 -       13 13

共済掛金収入 16,991 17,147 157 利息及び配当金の受取額 115 96 △ 19

受託事業収入 996 1,069 73 投資活動による収入 120,600 211,500 90,900

国立競技場の運営による収入 2,201 2,249 49 定期預金の払戻しによる収入 120,600 166,600 46,000
国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰの運営による収入 332 312 △ 20 有価証券の償還による収入 -       44,900 44,900

ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰの運営による収入 503 503 0 前年度よりの繰越金 12,558 26,734 14,175

国立登山研修所の運営による収入 1 2 0
ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業による収入 27 28 1
基金業務における利息及び配当金収入 593 597 4 ※1　投票券発売収入の増に伴う払戻返還金等の増
基金業務における有価証券の売却による収入 -       1,744 1,744 ※2　定期預金の預入れ及び有価証券の取得による増

補助金等収入 2,561 2,561 △ 0 ※3　投票券発売収入の増

寄附金収入 29 26 △ 3

科学研究費補助金預り金収入 -       31 31

その他の収入 26 32 5

利息及び配当金の受取額 158 105 △ 52

投資活動による収入 143,306 255,716 112,411

定期預金の払戻しによる収入 140,260 207,758 67,498

有価証券の償還による収入 -       44,900 44,900

有形固定資産の売却による収入 -       3 3

その他の収入 -       0 0

施設費による収入 3,046 3,055 9

財務活動による収入 2 1 △ 1

民間出えん金の受入による収入 2 1 △ 1

資金に係る換算差額 -       △ 1 △ 1

前年度よりの繰越金 17,665 34,283 16,618

[注記]

 勘定間の繰入及び受入額については、相殺している。

平成２３年度　資金計画（総計） 平成２３年度　資金計画（投票勘定）

（単位：百万円） （単位：百万円）

区分 区分

【別表－１１】

平成２３年度の資金計画

【別表－１２】
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計画額 実績額 差額 計画額 実績額 差額

資金支出 21,198 47,920 26,722 資金支出 3,984 4,292 307

業務活動による支出　　　　　 ※1 18,633 20,419 1,785 業務活動による支出　　　　　 278 278 0

投資活動による支出　　　　　 ※2 -       26,675 26,675 投資活動による支出　　　　　 ※1 3,599 4,013 414

次年度への繰越金 2,564 827 △ 1,737 次年度への繰越金 108 0 △ 107

資金収入 21,198 47,920 26,722 資金収入 3,984 4,292 307

業務活動による収入 19,422 19,561 139 業務活動による収入 445 437 △ 8

共済掛金収入　　　　　　 ※3 16,564 16,715 150 共済掛金収入 427 433 6

免責特約勘定より受入による収入 278 278 0 利息及び配当金の受取額　 ※2 18 4 △ 14

補助金等収入 2,561 2,561 △ 0 投資活動による収入 3,460 3,854 394

その他の収入　　　　　　 -       3 3 定期預金の払戻しによる収入 3,460 3,854 394

利息及び配当金の受取額　 ※4 19 4 △ 15 前年度よりの繰越金 80 1 △ 79

投資活動による収入 -       26,980 26,980

定期預金の払戻しによる収入 -       26,980 26,980

前年度よりの繰越金 1,775 1,379 △ 396 ※1　定期預金の預入れによる増

※2　金利の低迷による減

※1　東日本大震災特別弔慰金の支給による増

※2　定期預金の預入れによる増

※3　高等学校加入者の増

※4　金利の低迷による減

計画額 実績額 差額 ※1　震災による施設修繕の増等による増

※2　定期預金の預入れ及び固定資産取得の減による減

資金支出 33,142 32,005 △ 1,137 ※3　文部科学省委託事業の受託金額の増による増

業務活動による支出　　　　　 ※1 10,699 14,650 3,951 ※4　施設利用の増

投資活動による支出　　　　　 ※2 19,955 14,287 △ 5,668 ※5　施設利用の減

財務活動による支出 15 15 0 ※6　支払手数料の減に伴う減

次年度への繰越金 2,473 3,052 579 ※7  外貨建て取引の換算差額による減

資金収入 33,142 32,005 △ 1,137

業務活動による収入 10,642 12,452 1,810

運営費交付金収入 5,703 5,703 0

受託事業収入　　　　　　 ※3 996 1,069 73

国立競技場の運営による収入 2,201 2,255 54

　　　　　　　　　　　　 ※4
国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰの運営による収入 332 312 △ 20

　　　　　　　　　　　　 ※5

ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰの運営による収入 503 503 0

国立登山研修所の運営による収入 1 2 0
ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業による収入 27 28 1
基金業務における利息及び配当金収入 593 597 4
基金業務における有価証券の売却による収入 -       1,744 1,744

災害共済給付勘定受入金による収入 224 166 △ 58

　　　　　　　　　　　　 ※6

寄附金収入　　　　　　　 29 26 △ 3

科学研究費補助金預り金収入 -       31 31

その他の収入 26 16 △ 10

利息及び配当金の受取額　 6 1 △ 5

投資活動による収入 19,246 13,382 △ 5,863

定期預金の払戻しによる収入 16,200 10,324 △ 5,877

有形固定資産の売却による収入 -       3 3

その他の収入 -       0 0

施設費による収入　　　　 3,046 3,055 9

財務活動による収入 2 1 △ 1

民間出えん金の受入による収入 2 1 △ 1

資金に係る換算差額　　　　　 ※7 -       △ 1 △ 1

前年度よりの繰越金 3,252 6,170 2,918

【別表－１４】

平成２３年度　資金計画（災害共済給付勘定） 平成２３年度　資金計画（免責特約勘定）

【別表－１３】

（単位：百万円）

区分

（単位：百万円） （単位：百万円）

区分 区分

【別表－１５】

平成２３年度　資金計画（一般勘定）
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Ⅲ予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 
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■中期計画等における目標の達成見通し 

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、給与水準及び超過勤務の抑制、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活用事業」の受託金額の増により、収入が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等を上回って履行し、中期計画に向かって順調に成果を上げ

ている。 

 



第２章 業務実績報告 
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■中期計画 

Ⅳ 短期借入金の限度額 

 

■平成２３年度計画 

Ⅳ 短期借入金の限度額 

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。 

 

■年度計画における目標設定の考え方 

短期借入金の限度額は、独立行政法人通則法により、中期計画に定められた額とする。 

 

■業務実績 

（１）平成23年度の状況 

借入の実績なし。 

 

■中期計画等における目標の達成見通し 

 実績がないため、該当なし。 



Ⅴ重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 
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■中期計画 

Ⅴ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

 

■平成２３年度計画 

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。 

 

■年度計画における目標設定の考え方 

習志野・所沢の資産については、譲渡する。 

 

■業務実績 

独立行政法人通則法の一部改正（平成 22 年 11 月 27 日施行）を受け、現物での国庫納付に向けた必要な手続きを

進め、平成 24年 3月 19日付けで文部科学大臣宛てに不要財産の国庫納付に係る申請を行った。 

 

■中期計画等における目標の達成状況 

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。 

 



第２章 業務実績報告 
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■中期計画 

Ⅵ 剰余金の使途 

 

■平成２３年度計画 

Ⅵ 剰余金の使途 

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 

 

■年度計画における目標設定の考え方 

 剰余金については、独立行政法人通則法により、中期計画に定められた使途に充てる。 

 

■業務実績 

（１）平成23年度の状況 

執行の実績なし。 

 

■中期計画等における目標の達成見通し 

 実績がないため、該当なし。 

 



Ⅶその他文部科学省令で定める業務運営に関する事項 

105  

 

■中期計画 

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 

 

■平成２３年度計画 

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－１０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とともに、東北地方太平洋沖地震に

伴う修繕を行う。 

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るとともに、利用者の

利便性に配慮した整備や改善を行う。 

 

■年度計画における目標設定の考え方 

施設整備・管理については、長期的視野に立った計画に基づく整備を行う等、中期計画に沿って取り組む。 

 

■業務実績  

１ 長期的視野に立った施設整備計画に基づく施設整備の執行状況 

（１）施設整備計画に基づく施設整備  

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。 

平成 23 年度においては、国立霞ヶ丘競技場、国立代々木競技場、国立スポーツ科学センター及び国立登山研修

所の施設整備工事並びにナショナルトレ－ニングセンターの土地購入を行った。 

また、平成 23 年度補正予算による施設整備工事として、国立霞ヶ丘競技場地震損害緊急修繕及び安全対策工事

を実施した。 

なお、国立霞ヶ丘競技場地震損害緊急修繕及び安全対策工事、国立スポーツ科学センター風洞実験装置整備は、

その一部を翌年度に繰り越して実施することとなった。 

施設整備の内容 
計画額 

(千円) 

実績額 

(千円) 

差額 

(千円) 

国立霞ヶ丘競技場スタンド座席及び防水改修工事（ＢⅡ・Ｅブ

ロック）（繰越） 
421,180 417,718 3,462 

国立霞ヶ丘競技場外柵及び門扉改修その他工事（繰越） 232,046 231,998 48 

国立霞ヶ丘競技場地震損害緊急修繕及び安全対策工事（補正） 330,074 7,035 323,039 

国立代々木競技場受変電設備及び非常用発電設備改修工事 557,600 556,290 1,310 

国立代々木競技場第一体育館天井照明改修工事 113,450 106,827 6,623 

国立スポーツ科学センターアーチェリー競技実験場新設工事 266,096 256,788 9,308 

国立スポーツ科学センター高気圧酸素治療装置整備 55,000 47,912 7,088 

国立スポーツ科学センター風洞実験装置整備 709,800 0 709,800 

国立スポーツ科学センター陸上競技実験場舗装高機能化工事 59,850 61,785 △1,935 

国立登山研修所給湯用ボイラー改修工事（繰越） 23,165 20,189 2,976 

国立登山研修所冬山前進基地外壁破損修繕外工事 62,070 61,763 307 

国立登山研修所夏山前進基地整備工事（設計） 3,095 2,985 110 

NTCの用地購入 1,284,000 1,284,000 0 

平成 23年度 計 4,117,426 3,055,290 1,062,136 

（２）新国立競技場の設置準備 

2019 年ラグビーワールドカップ及び 2020 年東京オリンピック・パラリンピック招致を視野に入れた国立霞ヶ丘

競技場の改築について、施設利用団体（財団法人日本ラグビーフットボール協会、公益財団法人日本サッカー協会

及び公益財団法人日本陸上競技連盟）等と連携し、平成 24 年 3 月 6 日に「国立競技場将来構想有識者会議」を開

催し、検討に着手した。 



第２章 業務実績報告 
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２ 施設の維持保全の実施状況 

各施設の維持保全に当たっては、施設管理のための運転監視・保守点検等を実施し、必要に応じて修繕を行った。

また、利用者の安全確保に当たっては、各施設の施設管理担当部門を中心として「施設保全マニュアル」に基づく

定期点検及び日常的な点検を行い、危険箇所の早期発見に努めており、必要に応じて修繕を実施した。 

東日本大震災に係る施設・設備への被害については、各施設管理担当部門を中心に速やかに被害把握の上、応急

的な措置を実施した。人的被害等の重大な損害はなかった。 

なお、東日本大震災時に陸上競技場照明塔のスタンド躯体接合部分が破損し倒壊の恐れがあるため、鉄骨補強等

を行い、耐震化を図る安全対策工事を実施した。また、照明塔全体が著しく錆が発生していることから、腐食防止

及び景観の美化を図る塗装更新工事を実施した。 

 

３ 利用者本位の立場からの施設整備・改善の状況 

（１）利用者の安全確保を考慮した整備状況 

・国立代々木競技場について、競技大会・イベントの開催時に受変電設備及び非常用発電設備の経年劣化による

不具合を防ぐ改修工事を実施した。 

・国立代々木競技場第一体育館アリーナ部分の天井照明器具の劣化による照度低下を改善し、競技に必要な照度

を確保するとともに、電気効率をアップする照明器具更新工事を実施した。 

・国立霞ヶ丘競技場について、陸上競技場トラック等のウレタン走路が経年劣化し、競技する選手が転倒して怪

我をする恐れがあるため、競技者の安全を確保するウレタン表層部分の更新工事を実施した。 

・新たな事業を展開してより多くの人が利用できる施設を目的に、国立代々木競技場にフットサル及び 8人制サ

ッカーコートを設置する工事を実施した。 

・国立登山研修所のボイラー改修工事、冬山前進基地の外壁破損修繕外工事及び夏山前進基地整備工事（設計） 

を実施した。 

（２）利用者の利便性に配慮した整備状況  

・国立霞ヶ丘競技場、国立代々木競技場の施設の整備実施に際しては、施設利用アンケートに基づいて実施する 

など、利用者に対する環境の改善及び利便性の向上を図った。 

・国立スポーツ科学センターアーチェリー競技実験場新設工事にて、アーチェリー競技のレベルアップを図り国 

際大会で通用するアスリートの養成を推進するため、またトップアスリート及び次代を担うジュニアアスリー 

トの支援も併せて行い、アーチェリー競技の国際競技力向上のため、アーチェリー競技実験場を設置した。 

・国立スポーツ科学センター高気圧酸素治療装置整備にて、既存高気圧酸素治療装置は、経年劣化により性能を

維持することができなくなり、アスリートの治療に支障をきたすものであったため更新を行った。 

・国立スポーツ科学センター陸上競技実験場舗装高機能化工事にて、陸上競技実験場において科学的研究及びト 

レーニングの充実を図るため、既設全天候舗装の表層を撤去し、最新仕様（ロンドンオリンピック大会と同一 

仕様）の舗装に改修した。 

 

■中期計画等における目標の達成見通し 

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。また、国立霞ヶ丘競技場改築

に向けた検討に着手した。 

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、東日本大震災によっ

て損害のあった施設の復旧及び補強工事を実施し、施設の永年の使用により経年劣化が著しい部分の更新工事を実施

した。 

また、経年劣化した電気設備を更新して、競技大会・イベントの開催時に安心して利用できる施設に改修する工事

等を実施した。 

その他、国立スポーツ科学センターの施設整備においては、アーチェリー競技実験場、高気圧酸素治療装置整備及

び陸上競技実験場舗装高機能化工事を行うなど、利用者の利便性向上に配慮した整備を行った。 

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。 
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■中期計画 

Ⅶ その他文部科学省令で定める業務運営に関する事項 

２ 人事に関する計画 

（１）人員に関する指標 

 

■平成２３年度計画 

Ⅶ その他文部科学省令で定める業務運営に関する事項 

２ 人事に関する計画 

（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。 

 

■年度計画における目標設定の考え方 

常勤職員数の削減及び職員の採用については、中期計画に沿って継続して取り組む。 

 

■業務実績 

１ 常勤職員数の削減状況   

                           （単位：人） 

区分 H20 H21 H22 H23 

期初(4月 1日) 332 338 350 341 

期末(3月 31日) 324 338 331 332 

 

２ 職員等の採用等状況 

ア 新規採用者   6人（うち職員登用制度による採用 1人） 

イ 定年退職者   7人 

ウ 自己都合退職者 8人 

エ 任期付任用（有期雇用による任用）による採用の推進 

国立スポーツ科学センターにおいて、次の 19人を採用。 

スポーツ科学研究員             6人 

スポーツ科学専門職種（測定技術者）     3人 

スポーツ科学専門職種（トレーニング指導員） 1人 

スポーツ医学研究員（医師）         1人 

スポーツ医学専門職種（理学療法士）     3人 

スポーツ医学専門職種（放射線技師）     1人 

スポーツ医学専門職種（看護師）       2人 

スポーツ情報専門職種（情報処理技術者）   1人 

スポーツ情報専門職種（映像技術者）     1人 

なお、平成 23 年 4 月 2 日～平成 24 年 3 月 31 日までの間に、スポーツ情報研究員 1 人、スポーツ医学専門職

種（看護師）1人の自己都合退職が発生した。 

 

■中期計画等における目標の達成見通し 

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 332人（平成 24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。 
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■中期計画 
Ⅶ その他文部科学省令で定める業務運営に関する事項 
２ 人事に関する計画 
（２）人材の育成等 

 
■平成２３年度計画 
Ⅶ その他文部科学省令で定める業務運営に関する事項 
２ 人事に関する計画 
（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、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 
法人の事業・業務全体における危機管理体制の強化を図る。 
また、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。 

④ 男女共同参画の推進 
男女共同参画についての基本計画を策定し、両立支援策の整備及び人材登用における均等施策等を推進

する。 
 

■年度計画における目標設定の考え方 

職員研修については、中期計画に沿って、計画的に実施する。 

職場環境の充実に向けて、中期計画に沿って、具体的な方策を定めて取り組む。 

また、危機管理体制については、災害時等の体制について具体的な方策を定めて取り組む。 

 

■業務実績 

１ 研修の実施 

（１）研修の計画的な実施状況 

研修計画に基づく職員の資質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、平成 23年度の一般研修（階層別研修）及び専門研修（実務研修）は下記の研修を実施した。 

一般研修（階層別研修）については、参加者が自ら考え、また、他の職員と協調してグループで議論を行うな

ど、参加型の研修を重視して行うとともに、メンタルヘルス及びセクシャル・ハラスメントに関する講義を加え、

参加者の認識を深め、早期の対処・防止等を目的に実施した。 

また、契約職員等を対象として、自身の心の健康確保に重点を置いたメンタルヘルス研修を行った。 

専門研修（実務研修）については、職員の広報に関する基礎知識の習得、広報意識の向上等を目的とした広報・

ＰＲセミナーの実施、公文書管理法に基づき新規制定した文書管理規程の職員の理解を深めることを目的とした

文書管理規程説明会等を行った。 

  ① 新入職員研修（平成 23年 4月 1日、4日～5日） 

② 文部科学省文教団体共同職員研修会（平成 23年 8月 31日～9月 2日、10月 12日～14日） 

③ 係員研修（平成 23年 9月 9日） 

④ 課長補佐職研修（平成 23年 11月 10日、11日） 

⑤ 係長職研修（平成 23年 11月 30日、12月 1日、2日） 

⑥ メンタルヘルス研修（平成 24年 2月 10日、2月 27日、3月 6日） 

⑦ 広報・ＰＲセミナー（平成 23年 5月 18日、5月 31日） 

⑧ 文書管理規程説明会（平成 23年 7月 11日～14日、8月 24日、8月 30日、9月 14日） 

⑨ リスク/クライシスコミュニケーションワークショップ（平成 23年 6月 21日、7月 13日） 

区分 H20 H21 H22 H23 

実施回数（回） 78 98 103 97 

参加者数（人） 793 1,049 807 942 
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（２）自己研鑽の推進状況  

下記の職員研修については、広く職員から希望者を募って実施した。 

また、放送大学の科目履修制度の活用（延べ 27人受講）など、自己研鑽の推進に努めた。 

① 放送大学科目履修 

② 初級・中級簿記講座 

③ 情報システム統一研修 

２ 職場環境の充実 

（１）ハラスメント防止のための環境整備状況 

ア セクシャル・ハラスメントに限らず、職場におけるあらゆるハラスメントを防止する観点から、平成 22 年

度にパワーハラスメントの防止に関する規程の整備を図っている。 

イ 苦情相談員体制については、相談員が本部、支所各職場に均一に配置されるように考慮し、整備を図った。 

ウ 苦情相談員の資質向上並びにハラスメント防止に関する意識向上及び有効な情報収集のため、苦情相談員及

び担当職員、新任の相談員を外部の研修に派遣 

エ 一般研修（階層別研修）において、セクシャル・ハラスメント及びパワーハラスメントに関する参加者の認

識を深め、早期の対処・防止等を目的に講義を実施した。 

（２）メンタルヘルスについての管理体制充実状況 

ア メンタルヘルスの外部相談専門機関の利用を促進し、心の健康保持増進及び予防を図るため、機関の存在及

び利用方法等をグループウエアや研修の機会を利用する等により周知するとともに、「カウンセリング利用案

内」を配付した。 

イ 衛生委員会を毎月（12回）開催し、職員の心身の健康保持増進のため、メンタルヘルスに関する研修の実施・

情報提供を行った。 

ウ 非常勤職員を対象に外部講師による「セルフケア（自身のメンタルヘルスと、同僚との関係に対するメンタ

ルヘルスサポート）」に関する研修を計３回実施（支所に勤務する非常勤職員に対しては、研修の内容を収録

した DVDを各事務所へ配付し、職場内で回覧する等により情報提供を行った。） 

エ メンタルヘルスに関する問題の解決・解消に資するため、各支所のメンタルヘルス相談員及び責任者には、

メンタルヘルス研修の内容を収録した DVDを配付しメンタルヘルス教育研修担当者の資質向上等を図った。 

オ 一般研修（階層別研修）において、メンタルヘルスに関する参加者の認識を深め、早期の対処・防止等を目

的に講義を実施した。 

（３）男女共同参画に係る取組状況 

・男女共同参画に関する基本方針を策定し、目標値等を設定した。 

・女性管理職数については、平成 23年度末において 3名（管理職全体の 4.5％）となっている。また、課長補

佐職においては女性職員数が 17名（課長補佐職全体の 32％）となっており、管理職登用に向けた育成に努め

ている。 

・働きやすい職場づくりの一環として、男性職員の育児参加を推進するため、22 年度においては男性職員の育

児参加のための休暇を導入しており、23年度においては、1か月以内の育児休業の取得については減額率の大

きい期末手当の減額を行わないこととする改正を行った（平成 24年 4月から男性職員１名が育児休業を取得）。 

（４）その他職場環境の改善に係る取組状況 

・「ノー残業デーの実施に関する細則」に基づき、週 1回及び給与・賞与支給日の定時退庁を推奨し、また、各

部署において毎週任意の１日をノー残業デーとして節電及び職場環境の向上に努めた。 

・定期健康診断においてメタボリックシンドロームの改善予防が必要とされた職員に対して、年 2回継続した特

定保健指導を全国健康保険協会の保健師を招いて実施した。 

・定期健康診断の二次健診で要精査、要治療が必要とされた職員に対し、精査・治療を受けるよう促す等の取組

を行い、健康管理を充実。 

・「休暇取得推進に関するガイドライン」に基づき、計画的な休暇取得を推進するため、センター独自のポスタ

ーを作成するなど、休暇の取得しやすい環境整備を実施した。 

３ 危機管理体制等の整備・充実に関する取組状況 

① 危機管理体制の整備 
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・センター各業務の従事者にヒアリングを実施し、法人全体及び各業務別に意識すべきリスクの洗い出しを行っ

た。 

・上記リスク一覧に、発生確率、影響度に基づく重み付けを行い、重点的に取り組むべきリスクを抽出した。 

・重点リスクが発生した場合の対応方針について、汎用ガイドラインを作成した。 

・クライシス発生時の対外活動に備え、緊急時広報マニュアルを作成した。 

・災害に備え、職員の安全及び事業の継続性を確保するために、職員一人一人にヘルメット、非常食等を配置し

た。 

・グループウェアに掲載している「消防・防災」ページに各事務所別の広域避難先及び指定避難所等防災地図を

掲載するなど掲載内容を見直すとともに管理職緊急連絡名簿等を随時更新した。 

・センターの業務等で海外へ渡航する役職員が増加していることから、渡航・滞在中の安全を確保し、事故を未

然に防ぐことを目的として海外渡航危機管理ガイドブック・マニュアルを作成した。 

② 防災対策の推進 

各施設において、消防訓練を実施し、災害時等緊急時に即応可能な体制整備を推進した。また、施設管理を行

う上で必要となる防火管理者等の資格を取得するため、計画的に講習会に参加した。 

ア 国立競技場等の防災訓練の実施状況 

国立霞ヶ丘競技場合同避難訓練（平成 23年 6月 28日） 

神宮外苑花火大会合同訓練（平成 23年 8月 6日） 

渋谷消防署管内自衛消防訓練審査会参加（平成 23年 9月 9日） 

ＪＩＳＳ及びＮＴＣ避難訓練（平成 23年 6月 29日） 

アスリートヴィレッジ避難訓練（平成 23年 6月 29日） 

戸田艇庫避難訓練（平成 23年 6月 30日） 

赤羽消防署管内自衛消防訓練審査会参加（平成 23年 9月 14日） 

アスリートヴィレッジ避難訓練（平成 23年 11月 7日） 

戸田艇庫避難訓練（平成 23年 11月 30日） 

ＪＩＳＳ及びＮＴＣ避難訓練（平成 23年 12月 14日） 

イ 計画的な防火管理者等の資格の取得について 

国立競技場等の施設に必要な資格取得のため、防火管理者、防火管理技能者及び自衛消防業務講習の講習

会を受講し、それぞれ資格を取得した。 

・ 平成 23年度防災センター要員資格・自衛消防業務講習終了書取得者 2人 

・ 平成 23年度防火・防災管理者資格取得者 2人 

ウ 計画的な自衛消防技術認定証の取得状況 

国立競技場等に設置する自衛消防隊の構成員に必要な自衛消防技術認定資格取得のため、講習会を受講し、

資格を取得した。 

・ 平成 23年度自衛消防技術認定資証取得者 4人 

 

■中期計画等における目標の達成見通し 

研修計画に基づき、職員の資質向上を目的とする職階別研修及び広報・文書等の専門研修を実施し、延べ 942人が

参加した。 

職場環境の充実については、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、各業務従事者へのヒアリングを通じて業務におけるリスクを洗い出し、発生確率

と業務への影響度による重み付けを行った。それと同時に、発生確率と影響度の高いリスクに備えるためのマニュア

ルを作成し、特に、対外的な説明を必要とする場合を想定し、緊急時広報マニュアルを別途作成した。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。 
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■中期計画 

Ⅶ その他文部科学省令で定める業務運営に関する事項 

２ 人事に関する計画 

（３）研究職員の資質向上 

 

■平成２３年度計画 

Ⅶ その他文部科学省令で定める業務運営に関する事項 

２ 人事に関する計画 

（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。 

 

■年度計画における目標設定の考え方 

研究職員の資質向上については、中期計画に沿って継続的に取り組む。 

 

■業務実績  

１ 研究職員の任期付任用制度の活用状況 

（１）定員内研究員 

ＪＩＳＳの研究員については、今後とも任期付任用者の雇用を進めていくとともに、定員内研究職員の確保につ

いても努めることとしている。 

  平成 23年度 期末 30人 

（２）任期付任用制度（有期雇用による任用） 

平成 24 年 3 月末現在で、77 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職員 107 人（事務職

を除く。）の内、約 72％が任期付任用者となっている。 

 

２ 優れた人材を確保するための方策 

  特殊分野の専門的知識を有する者の公募について、より広く適任者に周知するために、当該専門職種の有資格

者を統括する法人に募集要項の掲出を依頼し、公募方法を充実させた。 

３ 研究職員の資質向上の方策 

（１）自己研修の推奨 

区分 H20 H21 H22 H23 

延べ参加人数（人） 26 20 38 11 

延べ参加日数（日） 80 81 111 27 

（２）医科学セミナー  

ＪＩＳＳの研究・支援業務及び研究員の資質向上を図るため、外部の有識者を招聘し、医科学セミナーを開催

した。 

開催日 テーマ 講師等 

平成23年9月22日 

The east African running 

phenomenon: systematic doping or false 

alert? 

（東アフリカ人ランナーについて：組

織的なドーピング、それとも誤った見

解か？） 

Dr.Yannis Pitsiladis氏 

（ MMedSci,PhD, University of Glasgow Faculty of 

Biomedical and Life Sciences） 

平成24年1月11日 
AIS在外研究報告（AISでの研究と競技

支援の取組） 

禰屋光男氏 

（東京大学大学院総合文化研究科生命環境科学系・助教） 

（３）研修の実施 

ＪＩＳＳ内において事業報告会等を開催するとともに、外部の研修等を活用した。 

   ・平成 22年度の事業報告会 

区分 H20 H21 H22 H23 

スポーツ科学（人） 31 35 40 38 

スポーツ医学（人） 20 17 18 21 

スポーツ情報（人） 14 8 18 18 

合計（人） 65 60 76 77 
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   ・研究プロジェクトにおける情報交換・意見交換会 

   ・救急救命講習 

   ・情報セキュリティ研修（4回） 

  ・情報処理技術者を対象とした情報ネットワークに関する研修 

 

■中期計画等における目標の達成見通し  

研究等の職員については、77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 107人の内、約

72％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、当該専門職種の有資格者を統括する法人に募集要項の掲出を依頼するなど、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。 
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■中期計画 

Ⅶ その他文部科学省令で定める業務運営に関する事項 

３ 積立金の使途 

 

■平成２３年度計画 

Ⅶ その他文部科学省令で定める業務運営に関する事項 

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 
 

■年度計画における目標設定の考え方 

前中期目標期間繰越積立金については、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づき、中期計画に定めた事

業の財源に充てる。 

 

■業務実績 

① 災害共済給付及び免責特約に係る事業  

  執行の実績なし。 

② スポーツ振興基金助成事業の充実  

区分 H20 H21 H22 H23 

計画額（千円） - - 79,017 46,214 

実績額（千円） - - 32,803 46,214 

差額（千円） - - 46,214 0 

③ 児童生徒等健康保持増進事業 

ア 災害共済給付システムの整備 

イ 児童生徒等の健康の保持増進に係る業務の推進 

区分 H20 H21 H22 H23 

計画額（千円） 451,229 982,118 506,965 256,331 

実績額（千円） 183,900 473,977 690,983 224,493 

差額（千円） 267,329 508,141 △184,018 31,838 

 

■中期計画等における目標の達成見通し 

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。 



 



 

 

参考データ 
 

資料－１：民間事業者による対象公共サービスの実施状況  

資料－２：独立行政法人日本スポーツ振興センター組織変遷図 

資料－３：平成 23 年度国立競技場稼働状況 

資料－４：平成 23 年度国立スポーツ科学センター・ナショナルトレーニングセンター 

稼働状況 

資料－５：国立競技場施設整備計画（５か年計画） 

資料－６：平成 23 年度独立行政法人日本スポーツ振興センター職員研修実施状況 

資料－７：監事監査報告書 

 



参考データ　資料１

民間事業者による対象公共サービスの実施状況

　１　対象公共サービスの事業名

　２　対象公共サービスの内容

　３　確保すべき対象公共サービスの質の確保の状況

確保すべき対象公共サービスの質 実績の測定時期

シミズオクトグループ国立霞ヶ丘競技場管理・運営業務共同企業体

業務仕様書及び入札時の企画書
の内容に従って業務を履行するこ
と。

停電、断水、空調停止などが発生し
ないこと。

施設 満足・やや満足の割合

トレーニングセンター 92.2％～97.7％

テニス場 88.9％～94.4％

体育館 93.1％～98.1％

室内水泳場 86.5％～95.8％

　４　対象公共サービスの実施に要した経費（税抜）

シミズオクトグループ国立霞ヶ丘競技場管理・運営業務共同企業体

支払額（総価分） 259,070,284円

支払額（単価分） 30,961,806円

計 290,032,090円

落札額（総価分） 771,681,290円

落札額（単価分） 93,298,080円

（参考）落札額　計 （３か年分）　　864,979,370円

アンケートによる満足度調査

利用者に対し、各年度2回、アン
ケートによる満足度調査を実施し、
平均８０％以上の回答者から「満
足」「やや満足」の回答を得る。

実績

1回目:平成23年6
月1日～16日

2回目:平成23年12
月10日～25日

仕様書及び企画提案内容に従った業務の円
滑な遂行がなされ、高水準な施設・設備の円
滑な運営に寄与した。

消防設備定期保守点検において、作業員の
誤操作によるガス供給停止事故が発生し
た。
なお、事故発生後に受託業者から改善事項

平成23年4月1日
～

平成24年3月31日

（注記事項）
１．ＩＴＶ設備及びエレベーター設備の改修工事に伴い、保守点検業務及び清掃業務において変更契約（837,900円の減額（年額））が生じた。

（注記事項）
１．アンケートによる満足度調査
　　回収率　1回目：59.9％（回答数:458枚/配付数:764枚）、2回目：63.8％（回答数:465枚/配付数:729枚）
　　調査項目　受付スタッフの対応、施設の清掃、指導員の対応（トレーニングセンターのみ）、電話受付時の対応（テニス場のみ）

日本スポーツ振興センターのスポーツ施設の管理・運営業務（国立霞ヶ丘競技場）

平成23年4月1日～平成24年3月31日

平成23年4月1日～平成24年3月31日

ナショナルスタジアムとして高水準な施設・設備を備えた競技施設を提供し、「トップレベルの競技者等の活動の場」、広く国民の「みる
スポーツの場」として、スポーツの普及・振興に寄与することを目的として設置された国立霞ヶ丘競技場の管理・運営業務

スポーツ施設の円滑な管理・
運営

施設の重大な支障の有無
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参考データ　資料１

　１　対象公共サービスの事業名

　２　対象公共サービスの内容

　３　確保すべき対象公共サービスの質の確保の状況

確保すべき対象公共サービスの質 実績の測定時期

協栄グループ

業務仕様書及び入札時の企画書
の内容に従って業務を履行するこ
と。

停電、断水、空調停止などが発生し
ないこと。

施設 満足・やや満足の割合

室内水泳場 86.0％～97.0％

　４　対象公共サービスの実施に要した経費（税抜）

協栄グループ

支払額（総価分） 155,855,762円

支払額（単価分） 28,427,439円

計 184,283,201円

落札額（総価分） 447,994,742円

落札額（単価分） 70,005,258円

（参考）落札額 （３か年分）　　518,000,000円

日本スポーツ振興センターのスポーツ施設の管理・運営業務（国立代々木競技場）

ナショナルスタジアムとして高水準な施設・設備を備えた競技施設を提供し、「トップレベルの競技者等の活動の場」、広く国民の「みる
スポーツの場」として、スポーツの普及・振興に寄与することを目的として設置された国立代々木競技場の管理・運営業務

平成23年4月1日～平成24年3月31日

実績

スポーツ施設の円滑な管理・
運営

仕様書及び企画提案内容に従った業務の円
滑な遂行がなされ、高水準な施設・設備の円
滑な運営に寄与した。

平成23年4月1日
～

平成24年3月31日
施設の重大な支障の有無 発生しなかった。

アンケートによる満足度調査

利用者に対し、各年度2回、アン
ケートによる満足度調査を実施し、
平均８０％以上の回答者から「満
足」「やや満足」の回答を得る。

1回目:
平成23年6月1日～6
月24日
2回目:
平成23年12月1日～
平成23年12月22日

（注記事項）
１．アンケートによる満足度調査
　回収率　1回目：63.1％（回答数:292枚/配付数:463枚）、2回目：69.0％（回答数:207枚/配付数:300枚)
　調査項目　受付スタッフの対応、施設の清掃

平成23年4月1日～平成24年3月31日

（注記事項）
１．過年度に実施した改修工事の瑕疵担保期間が終了したこと等に伴い、保守管理業務等において変更契約（5,129,596円の増額（年額））が生じ
た。
２．受変電設備改修工事による第一体育館・第二体育館の施設休業に伴い、運営業務等において変更契約（5,068,041円の減額（年額））が生じた。
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参考データ　資料１

　１　対象公共サービスの事業名

　２　対象公共サービスの内容

　３　確保すべき対象公共サービスの質の確保の状況

確保すべき対象公共サービスの質 実績の測定時期

協栄グループ

業務仕様書及び入札時の企画書
の内容に従って業務を履行するこ
と。

停電、断水、空調停止などが発生し
ないこと。

施設 満足・やや満足の割合

屋外テニスコート 94.5％～99.5％

屋内テニスコート -

フットサルコート 94.6％～99.5％

低酸素宿泊室 98.6％～99.5％

戸田艇庫・合宿室 98.7％～99.1％

アスリートヴィレッジ 97.0％～100％

　４　対象公共サービスの実施に要した経費（税抜）

協栄グループ

支払額（総価分） 689,778,360円

支払額（単価分） 6,619,056円

計 696,397,416円

落札額（総価分） 1,852,041,479円

落札額（単価分） 34,869,894円

（参考）落札額　計 （３か年分）　　1,886,911,373円

利用者に対し、各年度2回、アン
ケートによる満足度調査を実施し、
平均８０％以上の回答者から「満
足」「やや満足」の回答を得る。

1回目:平成23年6
月1日～30日

2回目:平成23年12
月1日～31日

日本スポーツ振興センターのスポーツ施設の管理・運営業務（国立スポーツ科学センター及びナショナルトレー
ニングセンター）

国際競技力向上に向けた、スポーツ科学・医学・情報研究推進の中枢機関として設置された国立スポーツ科学センター及びトップレベ
ル競技者の国際競技力の総合的な向上を図るためのトレーニング拠点として設置されたナショナルトレーニングセンターの管理・運営
業務

平成23年4月1日～平成24年3月31日

実績

（注記事項）
１．アンケートによる満足度調査
　　回収率　1回目：48.7％（回答数:487枚/配付数:1,000枚）、2回目：59.4％（回答数:594枚/配付数:1,000枚）
　　調査項目　受付スタッフの対応、施設の清掃

(注)屋内テニスコートについては、東日本大震災に伴う節電等への対応のため、5/1から一般利用を休止したことにより、入札実施要
項に定める標本数に満たないことが見込まれたため、調査を見送った。

平成23年4月1日～平成24年3月31日

（注記事項）
１．ナショナルトレーニングセンター宿泊施設の増築及び供用開始に伴い、運営業務等において変更契約（72,138,625円の増額（年額））が生じた。
２．改修した設備（ＩＴＶ設備）の瑕疵担保期間が終了したことに伴い、保守管理業務において変更契約（1,240,650円の増額（年額））が生じた。

スポーツ施設の円滑な管理・
運営

仕様書及び企画提案内容に従った業務の円
滑な遂行がなされ、高水準な施設・設備の円
滑な運営に寄与した。

平成23年4月1日
～

平成24年3月31日
施設の重大な支障の有無 発生しなかった。

アンケートによる満足度調査

（注） 
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組織の統廃合（H15年度～24年度）

Ｈ15.10 Ｈ16.4 Ｈ17.4 Ｈ18.4 Ｈ19.4 Ｈ20.4 Ｈ21.4 Ｈ22.4 Ｈ23.4 Ｈ24.4

総務部 総務部 総務部 総務部 総務部 総務部 総務部 総務部 総務部 総務部

総務課 総務課 総務課 総務課 総務課（部付１人含） 総務課 総務課 総務課 経営企画室 経営企画室

人事課 人事課 人事課 人事課 人事課 人事課 人事課 人事課 総務課 総務課

企画調整課 企画調整課 企画調整課 企画調整課 企画調整課 企画調整課 企画調整課 企画調整課 人事課 人事課

支部組織再編準備室 支部組織再編準備室 広報情報公開室 広報情報公開室 広報情報公開室 広報情報公開室 広報情報公開室 広報情報公開室 情報システム室 情報システム室

広報情報公開室 広報情報公開室 スポーツ博物館 スポーツ博物館 スポーツ博物館 スポーツ博物館 スポーツ博物館 スポーツ博物館 スポーツ博物館 スポーツ博物館

支部組織再編室
新国立競技場設置準備本部

運営調整課

財務部 財務部 財務部 財務部 財務部 財務部 財務部 財務部 財務部 財務部

主計課 主計課 主計課 主計課 主計課 主計課 主計課 主計課 主計課 主計課

経理課 経理課 経理課 経理課 経理課 経理課 経理課 経理課 経理課 経理課

調達管財課 調達管財課 調達管財課 調達管財課 調達管財課 調達管財課 調達管財課 調達管財課 調達管財課 調達管財課

施設整備課 施設整備課 施設整備課 施設整備課 施設整備課 施設整備課 施設整備課 施設整備課 施設整備課 施設整備課

資金管理主幹 資金管理主幹 資金管理主幹 資金管理主幹 資金管理主幹 資金管理主幹 資金管理主幹 資金管理主幹 資金管理主幹 資金管理主幹

H23.12.1 情報・国際室設置 情報・国際部
（情報・国際チーム） 情報・国際課

（ ロンドン事務所） ロンドン事務所

国立霞ヶ丘競技場 国立霞ヶ丘競技場 国立競技場 国立競技場 国立競技場 国立競技場 国立競技場 国立競技場 国立競技場 国立競技場

運営調整課 運営調整課 運営調整課 運営調整課 運営調整課 運営調整課 運営調整課 運営調整課 運営調整課 運営調整課

施設管理課 施設管理課 施設管理課 施設管理課 施設管理課 施設管理課 施設管理課 施設管理課 施設管理課 施設管理課

事業課 事業課 事業課 事業課 事業課 事業課 事業課 事業課 事業課 事業課

スポーツ博物館 スポーツ博物館 代々木事業課 代々木事業課 代々木事業課 代々木事業課 代々木事業課 代々木事業課 代々木事業課 代々木事業課

場付主幹（技術主幹）
国立代々木競技場 国立代々木競技場

運営調整課 運営調整課 JISS JISS JISS JISS JISS

施設管理課 施設管理課 　スポーツ科学研究部 　スポーツ科学研究部 　スポーツ科学研究部 　スポーツ科学研究部 　スポーツ科学研究部

事業課 事業課 　スポーツ医学研究部 　スポーツ医学研究部 　スポーツ医学研究部 　スポーツ医学研究部 　スポーツ医学研究部

　スポーツ情報研究部 　スポーツ情報研究部 　スポーツ情報研究部 　スポーツ情報研究部 　スポーツ情報研究部
JISS JISS JISS JISS JISS 運営部(JISS・NTC併任) 運営部(JISS・NTC併任) 運営部(JISS・NTC併任) 運営部(JISS・NTC併任) 運営部(JISS・NTC併任)

　スポーツ科学研究部 　スポーツ科学研究部 　スポーツ科学研究部 　スポーツ科学研究部 　スポーツ科学研究部 　運営調整課 　運営調整課 　運営調整課 運営調整課 運営調整課

　スポーツ医学研究部 　スポーツ医学研究部 　スポーツ医学研究部 　スポーツ医学研究部 　スポーツ医学研究部 　会計課 　会計課 　会計課 会計課 会計課

　スポーツ情報研究部 　スポーツ情報研究部 　スポーツ情報研究部 　スポーツ情報研究部 　スポーツ情報研究部 　施設管理課 　施設管理課 　施設管理課 施設管理課 施設管理課

運営部 運営部 運営部 運営部(H17.10.1改組) 運営部 　研究協力課 　研究協力課 　研究協力課 研究協力課 研究協力課

運営調整課 運営調整課 運営調整課 運営調整課 運営調整課 　事業課 　事業課 事業課 マルチサポート推進課 事業課

施設管理課 施設管理課 施設管理課 会計課 会計課 NTC NTC NTC 事業課 NTC

研究協力課 研究協力課 研究協力課 研究協力課 研究協力課 NTC

サービス事業課 サービス事業課 サービス事業課 サービス事業課 サービス事業課

ＮＴＣ設置準備室 ＮＴＣ設置準備室 登山研修所（所長1名含む） 国立登山研修所 国立登山研修所 国立登山研修所
H21.4.1　ｾﾝﾀｰに移管

ｽﾎﾟｰﾂ振興基金部 ｽﾎﾟｰﾂ振興事業部 ｽﾎﾟｰﾂ振興事業部 ｽﾎﾟｰﾂ振興事業部 ｽﾎﾟｰﾂ振興事業部 ｽﾎﾟｰﾂ振興事業部 ｽﾎﾟｰﾂ振興事業部 スポーツ振興事業部 スポーツ振興事業部 スポーツ振興事業部

管理課 運営調整課 運営調整課 運営調整課 運営調整課 運営調整課 運営調整課 運営調整課 運営調整課 運営調整課

助成課 販売事業課 販売事業課 事業企画課 事業企画課 事業企画課 事業企画課 事業企画課 事業企画課 事業企画課

助成課 助成課 販売推進課 販売推進課 販売推進課 販売推進課 販売推進課 販売推進課 販売推進課

ｽﾎﾟｰﾂ振興投票部 事業企画室 事業企画室 助成課 助成課 助成課 助成課 助成課 助成課 助成課

管理課

企画運営課

振興事業課

健康安全部 健康安全部 健康安全部 健康安全部 健康安全部 健康安全部 学校安全部 学校安全部 学校安全部 学校安全部

運営調整課 運営調整課 運営調整課 運営調整課 運営調整課 運営調整課 学校安全課 学校安全課 学校安全課 学校安全課

災害共済給付課 災害共済給付課 災害共済給付課 災害共済給付課 災害共済給付課 災害共済給付課 災害共済課 災害共済課 災害共済課 災害共済課

健康安全事業課 健康安全事業課 健康安全事業課 健康安全事業課 健康安全事業課 健康安全事業課 食の安全課 食の安全課 食の安全課 食の安全課

衛生管理室 衛生管理室 衛生管理室 衛生管理室 衛生管理室 衛生管理室 安全情報室 安全情報課 安全情報課 安全情報課

特例業務室 特例業務室 特例業務室 H20.7.1『学校安全部』に組織改編

受託事業推進室

受託事業企画・推進課

受託事業管理課

監査室 監査室 監査室 監査室 監査室 監査室 監査室 監査室 監査室 監査室

47都道府県支部 47都道府県支部 6支所 6支所 6支所 6支所 6支所 6支所 6支所 6支所

　北海道支部 　北海道支部 　仙台支所 　仙台支所 　仙台支所 　仙台支所 　仙台支所 　仙台支所 　仙台支所 　仙台支所

　青森県支部 　青森県支部 　東京支所 　東京支所 　東京支所 　東京支所 　東京支所 　東京支所 　東京支所 　東京支所

　　～ 　　～ 　名古屋支所 　名古屋支所 　名古屋支所 　名古屋支所 　名古屋支所 　名古屋支所 　名古屋支所 　名古屋支所

　　～ 　　～ 　大阪支所 　大阪支所 　大阪支所 　大阪支所 　大阪支所 　大阪支所 　大阪支所 　大阪支所

　鹿児島県支部 　鹿児島県支部 　広島支所 　広島支所 　広島支所 　広島支所 　広島支所 　広島支所 　広島支所 　広島支所

　沖縄県支部 　沖縄県支部 　福岡支所 　福岡支所 　福岡支所 　福岡支所 　福岡支所 　福岡支所 　福岡支所 　福岡支所

＊H17.9.30廃止



参考データ　資料３

平成２３年度国立競技場稼働状況

１　国立霞ヶ丘競技場
①陸上競技場
　ア　稼働日数内訳

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
7 14 7 9 10 15 14 10 14 10 0 11 121

陸上競技 4 8 2 4 6 13 9 6 5 3 0 0 60
サッカー 3 6 3 5 4 2 5 4 8 5 0 9 54
ラグビー 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 5
その他スポーツ 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 1 0 7 7 0 3 0 0 1 3 22
コンサート 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 9
ファッションショー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
その他 0 0 1 0 4 1 0 3 0 0 1 2 12

7 14 8 9 17 22 14 13 14 10 1 14 143
※震災により4/18まで休業

　イ　芝生養生
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

20 15 18 17 13 9 12 13 13 4 28 5 167

　ウ　入場者数
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
30,079 84,348 21,435 60,013 85,988 169,987 97,231 51,264 73,388 170,349 15 109,484 953,581
18,492 49,245 16,819 32,568 66,035 127,419 67,455 33,287 52,980 136,655 0 107,070 708,025

②ラクビー場
　ア　稼働日数内訳

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
1 6 6 3 7 6 6 10 8 6 5 5 69

ラグビー 0 6 6 3 7 6 6 10 8 6 5 5 68
その他スポーツ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 2 0 4 0 1 0 0 0 0 2 9
ファッションショー 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3
その他 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6

1 6 8 3 11 6 7 10 8 6 5 7 78
※震災により4/18まで休業

　イ　芝生養生
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

19 18 17 24 16 17 19 15 15 20 18 18 216

　ウ　入場者数
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
2,000 11,266 9,656 10,037 37,883 25,350 26,375 83,222 52,473 35,029 41,604 7,899 342,794

0 8,854 5,167 6,941 19,777 20,641 26,041 73,010 42,425 27,734 31,094 5,204 266,888

③テニス場
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

28 29 28 29 29 28 29 28 25 25 26 29 333
4,667 4,003 4,553 4,886 4,291 4,100 4,528 4,020 3,502 3,239 3,812 4,267 49,868

④体育館
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

15 29 28 29 26 25 28 27 25 25 27 25 309
64 152 166 199 147 119 72 165 166 149 187 165 1,751

1,578 3,991 5,133 3,666 3,144 3,752 6,754 4,970 3,867 4,101 3,286 2,918 47,160
※震災により4/14まで休業

⑤室内水泳場
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

- 29 28 29 21 25 29 28 24 23 27 29 292
- 155 161 159 109 144 153 151 131 131 181 172 1,647
- 7,291 7,849 8,036 5,275 6,841 7,511 7,337 6,156 6,366 8,352 8,121 79,135

※震災により4/30まで休業

区分
スポーツ利用

内訳

一般利用

内訳

合計

区分
実施日数(日)

区分
総入場者数(人)
有料入場者数(人)

区分
スポーツ利用

内訳

一般利用

内訳

合計

区分
実施日数(日)

区分
総入場者数(人)
有料入場者数(人)

区分
稼働日数(日)
利用者数(人)

区分
稼働日数(日)
利用団体数(団体)
利用者数(人)

区分
稼働日数(日)
利用団体数(団体)
利用者数(人)

120



参考データ　資料３

⑥トレーニングセンター
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

14 29 28 29 28 25 29 28 25 25 27 29 316
1,830 5,095 6,532 7,033 6,558 6,550 8,444 8,893 8,632 8,821 9,601 9,756 87,745

※震災により4/14まで休業

⑦スポーツ博物館
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

15 29 28 29 29 24 29 28 25 25 27 29 317
279 409 517 492 596 524 759 875 517 462 520 724 6,674
10 19 22 20 23 19 20 20 17 18 21 21 230
27 38 53 54 89 55 72 67 56 59 52 57 679

※震災により4/14まで休業

⑧会議室
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

54 77 118 132 110 110 100 88 152 101 198 133 1,373
17 31 34 41 27 37 42 39 47 33 47 37 432
723 1,312 1,539 1,820 922 1,543 1,370 1,295 1,760 932 2,667 1,573 17,456

２　国立代々木競技場 ※受変電設備改修工事期間：2/1～3/14（フットサルコート、シブヤAX、シブヤBOXXを除く施設は休業）
①第一体育館
　ア　稼働日数内訳

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
9 3 14 3 3 9 18 11 7 16 0 13 106

バレーボール 0 0 0 0 0 0 0 8 5 0 - 5 18
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 - 4 12
体操・新体操 9 0 5 0 0 3 17 2 0 0 - 0 36
レスリング 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
ｻｯｶｰ・ﾌｯﾄｻﾙ 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 - 4 9
ｱｲｽｽｹｰﾄ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 - 0 6
格闘技・武術 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
その他スポーツ 0 3 7 0 3 6 1 1 2 2 - 0 25

7 13 11 20 18 14 10 15 24 9 0 2 143
コンサート 3 13 11 10 18 9 10 9 24 4 - 0 111
展示会・物販 4 0 0 0 0 5 0 4 0 5 - 2 20
その他 0 0 0 10 0 0 0 2 0 0 - 0 12

16 16 25 23 21 23 28 26 31 25 0 15 249
※震災により4/8まで休業

　イ　施設整備等
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

6 4 3 7 6 3 3 4 0 5 - 2 43

　ウ　入場者数
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
41,393 106,203 94,004 127,832 147,957 92,077 58,308 134,178 193,309 110,260 - 39,341 1,144,862

28,937 98,889 74,524 119,473 135,771 51,396 6,886 91,500 171,197 96,475 - 19,729 894,777

②第二体育館
　ア　稼働日数内訳

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
6 22 23 19 22 17 17 27 25 25 0 16 219

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 0 17 16 16 10 9 10 13 6 16 - 11 124
卓球 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 - 0 4
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 - 0 9
体操・新体操 0 0 1 1 1 2 3 0 2 1 - 0 11
レスリング 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 - 0 7
テコンドー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 2
格闘技・武術 2 1 2 0 7 2 2 5 0 2 - 1 24
その他スポーツ 0 0 2 1 4 1 1 8 4 2 - 0 23
スポーツ教室 1 2 2 1 0 1 1 1 0 4 - 2 15

0 1 2 3 7 8 10 0 3 0 0 0 34
コンサート 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 - 0 9
展示会・物販 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 - 0 4
その他 0 1 2 3 5 4 6 0 0 0 - 0 21

6 23 25 22 29 25 27 27 28 25 0 16 253
※震災により4/8まで休業

区分
稼働日数(日)
利用者数(人)

区分
博物館開館日数（日）
博物館入場者数（人）
図書館開館日数（日）
図書館利用者数（人）

区分
稼働時間数(時間)
利用団体数(団体)
利用者数(人)

区分
スポーツ利用

内訳

一般利用

内訳

合計

区分
実施日数(日)

区分
総入場者数(人)
有料入場者数(人)

区分
スポーツ利用

内訳

一般利用

内訳

合計
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参考データ　資料３

　イ　施設整備等
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

4 5 1 5 1 3 4 3 2 2 - 1 31

　ウ　入場者数
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
5,895 14,363 17,017 12,856 25,349 25,907 29,255 29,157 30,231 21,577 - 20,557 232,164
180 5,196 8,190 3,286 7,200 17,338 17,984 14,335 14,869 9,574 - 6,348 104,500

③室内水泳場
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

15 29 28 29 23 29 29 28 25 25 - 10 270
273 570 613 666 529 595 579 582 508 510 - 238 5,663

4,701 9,477 9,738 11,028 8,072 9,843 9,573 9,244 7,940 8,265 - 3,377 91,258
※震災により4/14まで休業

④フットサルコート
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

利用日数（日） - - - - - - - - - 7 12 16 35
利用時間数（時
間）

- - - - - - - - - 25 70 129 224
利用団体数(団体) - - - - - - - - - 12 34 61 107
利用人数（人） - - - - - - - - - 162 548 931 1,641
利用日数（日） - - - - - - - - - - 1 7 8
利用人数（人） - - - - - - - - - - 28 153 181
利用日数（日） - - - - - - - - - - 2 4 6
利用団体数(団体) - - - - - - - - - - 33 44 77
利用人数（人） - - - - - - - - - - 309 402 711
利用団体数(団体) - - - - - - - - - 12 67 105 184
利用人数（人） - - - - - - - - - 162 885 1,486 2,533

※平成24年1月5日プレオープン。ただし教室・大会については、2月から開始。

⑤園地
　ア　原宿プラザ

利用はなかった。

　イ　渋谷プラザ
利用はなかった。

　ウ　オリンピックプラザ
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

30 31 30 31 22 2 10 - - - - - 156
59,700 65,340 97,813 79,803 15,652 674 9,619 - - - - - 328,601

　※フットサルコート新設工事に伴い、10月末で営業終了

　エ　その他の園地
　ⅰ　シブヤＡＸ（ライブハウス）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
20 20 18 23 21 20 22 23 28 17 15 26 253

19,400 25,600 24,450 28,350 24,250 30,050 27,900 26,390 36,500 19,600 12,900 30,800 306,190

　ⅱ　シブヤＢＯＸＸ（サテライト・スタジオ）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

21 21 18 22 21 22 22 26 29 21 26 23 272
3,533 3,875 3,093 3,595 3,259 3,212 3,198 4,379 4,541 2,877 2,924 3,332 41,818

⑥会議室
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

17 118 92 28 84 112 34 118 52 98 - 139 892
5 24 22 8 13 30 11 24 17 24 - 30 208

114 336 368 199 305 526 136 628 395 308 - 394 3,709

区分
実施日数(日)

区分
総入場者数(人)
有料入場者数(人)

区分
稼働日数（日）
利用団体数（団体）
利用者数（人）

区分

レンタ
ルコー

ト

教室

大会

合計

区分
延べ日数（日）
入場者数（人）

区分

区分
稼働時間（時間）
利用団体数（団体）
利用者数（人）

延べ日数（日）
入場者数（人）

区分
延べ日数（日）
入場者数（人）
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平成２３年度国立スポーツ科学センター・ナショナルトレーニングセンター稼働状況

１　アスリートチェックサービス
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

実施日数（日） 9 6 9 3 4 6 4 9 6 4 6 8 74
実施人数(人) 96 78 123 53 29 48 44 99 65 41 69 62 807
実施日数（日） 7 14 3 2 3 0 0 0 0 0 4 7 40
実施人数(人) 66 257 53 32 39 0 0 0 0 0 49 107 603

162 335 176 85 68 48 44 99 65 41 118 169 1,410

２　診療・リハビリテーション
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

30 31 30 31 31 30 31 30 28 28 29 30 359
174 298 216 196 177 151 199 550 415 125 230 213 2,944
254 309 286 232 263 282 234 253 228 184 252 284 3,061
54 75 73 69 74 62 55 69 61 53 87 78 810
1 2 3 2 2 3 1 3 1 2 14 2 36

12 6 3 8 7 4 9 4 8 8 8 12 89
19 7 21 18 10 5 7 15 12 12 14 12 152
15 21 25 21 29 27 21 23 15 21 19 16 253
5 3 13 17 24 11 8 11 13 25 11 13 154
0 1 1 1 3 1 2 3 6 4 3 2 27

10 4 2 0 0 1 4 2 4 5 5 37
573 598 680 526 625 551 520 674 693 775 728 704 7,647

1,117 1,324 1,323 1,090 1,214 1,097 1,057 1,609 1,454 1,213 1,371 1,341 15,210

３　国立スポーツ科学センター
①射撃、研究体育館、トレーニング体育館

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
利用日数(日) 11 16 19 5 24 22 10 14 25 13 12 13 184
ＮＦ利用者数(人) 42 68 95 14 71 64 48 72 131 69 35 52 761
利用日数(日) 11 31 26 9 25 11 19 17 7 18 8 9 191
ＮＦ利用者数(人) 350 630 752 466 750 428 550 395 235 430 261 309 5,556
一般利用者数(人) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
利用者数合計(人) 350 630 752 466 750 428 550 395 235 430 261 309 5,556
利用日数(日) 30 31 30 31 31 30 31 30 31 30 29 30 364
ＮＦ利用者数(人) 1,437 1,851 1,474 1,376 1,706 1,327 1,439 1,703 1,638 1,471 1,558 1,333 18,313
一般利用者数(人) 0 140 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 434
利用者数合計(人) 1,437 1,991 1,768 1,376 1,706 1,327 1,439 1,703 1,638 1,471 1,558 1,333 18,747
ＮＦ利用者数(人) 1,829 2,549 2,321 1,856 2,527 1,819 2,037 2,170 2,004 1,970 1,854 1,694 24,630
一般利用者数(人) 0 140 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 434
利用者数(人) 1,829 2,689 2,615 1,856 2,527 1,819 2,037 2,170 2,004 1,970 1,854 1,694 25,064

平成23年4月1日～30日（30日間）　東日本大震災により一般利用不可　（研究体育館、トレーニング体育館）
平成23年5月1日～平成24年3月31日（336日間）　ロンドン五輪に向けて一般利用不可（研究体育館）
平成23年7月1日～平成24年3月31日（275日間）　ロンドン五輪に向けて一般利用不可（トレーニング体育館）

②研修室・会議室
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

利用日数(日) 8 7 5 5 13 12 14 21 11 7 4 8 115
利用者数(人) 242 270 308 312 471 344 583 683 402 133 145 300 4,193
利用日数(日) 1 5 4 5 5 7 8 6 6 6 7 6 66
利用者数(人) 20 44 40 55 119 143 69 88 118 45 154 61 956
利用日数(日) 11 6 9 4 2 0 0 0 0 0 0 0 32
利用者数(人) 135 90 149 44 20 0 0 0 0 0 0 0 438
利用日数(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
利用者数(人) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
利用日数(日) 3 0 2 0 1 3 3 2 3 7 4 5 33
利用者数(人) 52 0 45 0 20 44 98 10 60 137 80 61 607

合計 利用者数(人) 449 404 542 411 630 531 750 781 580 315 379 422 6,194
平成23年9月1日～平成24年3月31日（213日間）　研修室Ｃ　マルチサポート推進課事務室利用のため利用不可
平成23年4月1日～平成24年3月31日（366日間）　研修室Ｄ　マルチサポート推進課事務室利用のため利用不可
研修室ＡＢ結合しての利用者数は、研修室Ａにカウント。
本表の数字（データ）は、部外者による有料利用カウントであり、JISSの業務での利用は含まれていない。

③宿泊室
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 29 30 365
2,460 2,542 2,460 2,542 2,542 2,460 2,542 2,460 2,542 2,542 2,378 2,460 29,930
1,299 1,263 1,040 1,392 1,146 1,215 1,308 1,092 1,345 1,339 1,324 1,514 15,277

宿泊人数(人) 1,303 1,275 1,040 1,392 1,146 1,223 1,308 1,092 1,345 1,339 1,324 1,532 15,319
55.5 52.2 44.4 57.6 47.4 51.9 54.1 46.7 55.6 55.4 58.5 64.7 53.7

宿泊人数稼働率(％) 53.0 50.2 42.3 54.8 45.1 49.7 51.5 44.4 52.9 52.7 55.7 62.3 51.2
平成24年3月4日（1日間）　停電のため宿泊不可
宿泊人数稼働率は、和室に最大3名宿泊できるものとして計算した。

④栄養指導食堂・喫茶室
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

朝食 1,241 1,231 990 1,195 1,102 1,205 1,139 961 1,323 1,279 1,176 1,443 14,285
昼食:ｱｽﾘｰﾄ食 2,001 1,751 1,556 1,458 2,033 1,815 1,402 1,615 2,278 2,429 1,701 1,937 21,976
昼食:ｾｯﾄﾒﾆｭｰ 1,300 1,160 1,187 1,253 1,405 1,118 1,205 1,148 1,215 1,371 1,352 1,235 14,949
夕食:ｱｽﾘｰﾄ食 1,644 1,308 1,212 1,247 1,648 1,541 1,068 1,355 1,869 2,076 1,542 1,530 18,040
夕食:ｾｯﾄﾒﾆｭｰ 200 212 217 170 260 256 242 213 191 232 231 271 2,695

合計 6,386 5,662 5,162 5,323 6,448 5,935 5,056 5,292 6,876 7,387 6,002 6,416 71,945
喫茶室(人) 2,211 2,125 2,379 2,140 2,450 2,345 2,453 2,290 2,310 2,345 2,569 2,593 28,210
セットメニューには職員の利用も含む。

合計（人）

研修室
Ｃ

区分

区分
診療日数（日）

栄養（件）
皮膚科（件）

NF要望
ﾁｪｯｸ

派遣前
ﾁｪｯｸ

眼科（件）

内科（件）

メンタル（件）

婦人科（件）

リハビリ（件）

歯科（件）

研修室
Ｂ

整形外科（件）

耳鼻科（件）

区分

研修室
Ａ

利用日数(日)

研修室
Ｄ

利用可能人数(人)

客室稼働率(％)

区分

心療内科（件）

会議室

客室利用数(室)

合計（件）

ﾄﾚｰﾆﾝ
ｸﾞ体育

館

栄養指
導食堂
(食)

合計

区分

研究
体育館

射撃

区分
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⑤サッカー場
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

利用日数(日) 3 5 5 2 4 4 5 6 4 4 6 2 50
試合数(試合) 4 11 8 4 6 5 8 11 6 8 8 4 83
総入場者数(人) 1,277 3,202 3,249 922 4,418 4,951 7,871 20,172 6,746 12,063 4,485 370 69,726
有料入場者数(人) 191 1,412 1,321 163 2,076 4,386 2,657 15,854 3,897 6,839 262 0 39,058
利用日数(日) 2 2 0 1 6 1 0 3 5 2 0 7 29
利用時間(時間) 8 6 0 4 13 2 0 8 10 5 0 23 79
利用者数(人) 550 50 0 35 3,727 60 0 375 224 71 0 331 5,423
利用日数(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
利用時間(時間) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
利用者数(人) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 利用者数(人) 1,827 3,252 3,249 957 8,145 5,011 7,871 20,547 6,970 12,134 4,485 701 75,149

⑥屋外テニスコート
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

利用日数(日) 18 17 20 18 21 17 18 17 16 15 18 17 212
年間利用者数(人) 2,003 1,736 2,045 1,649 2,042 1,788 1,959 1,853 1,527 1,599 1,753 1,873 21,827
個人利用者数(人) 32 35 42 26 63 32 42 33 27 26 34 42 434
利用日数(日) 10 12 8 11 8 10 10 9 9 9 8 9 113
年間利用者数(人) 974 966 832 1,084 723 982 912 914 837 780 783 715 10,502
利用日数(日) 28 29 28 29 29 27 28 26 25 24 26 26 325
利用者数(人) 3,009 2,737 2,919 2,759 2,828 2,802 2,913 2,800 2,391 2,405 2,570 2,630 32,763

⑦戸田艇庫・合宿室・トレーニングルーム
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

エイト 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 101
フォア 50 50 50 50 51 48 48 48 48 48 48 48 587
スカル 92 91 91 91 91 94 95 95 96 99 99 99 1,133
その他 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 126

合計 161 160 160 160 161 160 162 162 163 166 166 166 1,947
一般 5 60 47 5 56 139 1 43 0 56 54 65 531
大学生 654 781 258 326 2,053 1,106 910 2 55 24 195 746 7,110
高校生 39 15 110 330 104 134 82 74 521 228 27 610 2,274

合計 698 856 415 661 2,213 1,379 993 119 576 308 276 1,421 9,915
利用日数（日） 7 4 18 10 16 11 7 25 26 23 23 26 196
利用時間（時間） 29.5 20.0 106.0 68.0 128.0 88.0 48.0 250.0 232.0 171.0 184.0 216.0 1,540.5
利用人数（人） 46 66 249 180 128 176 238 550 1,290 598 694 684 4,899

⑧フットサルコート
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

23 21 20 24 16 21 22 21 19 20 19 18 244
119 118 137 159 67 152 131 149 156 126 141 133 1,588

ＮＦ 0 10 20 0 10 0 0 0 10 20 20 0 90
一般 1,203 1,125 1,236 1,411 671 1,341 1,271 1,342 1,372 1,075 1,303 1,134 14,484

合計 1,203 1,135 1,256 1,411 681 1,341 1,271 1,342 1,382 1,095 1,323 1,134 14,574

⑨屋内テニスコート（レッドクレイコート）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

17 3 11 2 0 0 4 0 8 9 1 7 62
ＮＦ 157 6 91 8 0 0 66 0 150 161 30 132 801
一般 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 157 6 91 8 0 0 66 0 150 161 30 132 801
平成23年4月1日～30日（30日間）　東日本大震災により一般利用不可　
平成23年5月1日～平成24年3月31日（336日間)　ロンドン五輪に向けて一般利用不可

４　ナショナルトレーニングセンター
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

利用日数(日) 30 31 30 30 31 29 27 30 30 31 29 30 358
利用者数(人) 582 1,878 1,548 1,339 1,670 2,531 734 1,233 2,046 2,554 2,304 2,421 20,840
利用日数(日) 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 29 30 365
利用者数(人) 6,497 9,119 7,478 7,950 9,525 7,989 6,582 5,152 9,079 9,513 9,217 12,255 100,356
利用日数(日) 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 29 30 365
利用者数(人) 3,335 3,554 5,024 4,166 4,472 3,816 3,467 3,406 5,285 5,118 4,359 4,507 50,509
利用日数(日) 29 20 24 26 29 21 26 16 31 28 24 27 301
利用者数(人) 404 92 239 162 204 179 182 83 417 402 154 202 2,720
利用日数(日) 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 29 30 365
客室利用数(室) 2,119 3,949 3,804 4,042 4,466 4,446 3,510 3,242 4,081 3,824 4,263 4,495 46,241

合計 利用者数(人) 10,818 14,643 14,289 13,617 15,871 14,515 10,965 9,874 16,827 17,587 16,034 19,385 174,425
陸上：陸上トレーニング場、屋内ﾄﾚ(NTC)：NTC屋内トレーニングセンター、JISS内トレ：JISS専用トレーニング施設、屋内ﾃﾆｽ：屋内テニス
コート（ﾊｰﾄﾞｺｰﾄ）、宿泊：宿泊施設（ｱｽﾘｰﾄｳﾞｨﾚｯｼﾞ）

屋内
ﾄﾚ

陸上

区分

利用日数(日)

利用人
数(人)

トレー
ニング
ルーム

団体
利用

区分

宿泊

屋内
ﾃﾆｽ

艇庫
(艇)

区分

平日

区分

JISS内
トレ

平日
以外

利用人
数(人)

合宿室
(人)

合計

利用時間数(時間)
利用日数(日)

区分

専用
利用

(時間)
利用

区分

専用
利用

(１日)
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国立競技場等施設整備計画（５か年計画） 

（平成 24年 3月現在） 

□国立霞ヶ丘競技場 

工事名 
平成 20

年度 

平成 21

年度 

平成 22

年度 

平成 23

年度 

平成 24

年度～ 

１ ラグビー場グラウンド芝及び砂床改修工事 ●     

２ 陸上競技場応急的な耐震改修工事   ●   

３ ラグビー場スタンド改修工事 ● ●    

４ 
陸上競技場スタンド座席及び防水改修工事 

（ＢⅡ・Ｅブロック） 
  ● ●  

５ 陸上競技場外柵及び門扉改修その他工事   ● ●  

６ 陸上競技場地震損害緊急修繕及び安全対策工事    ● ● 

※３は平成 20年度補正予算による工事であり平成 21年度に繰り越したもの 

※４及び５は平成 22年度予算による工事であり平成 23年度に繰り越したもの 

※６は平 23年度補正予算による工事であり平成 24年度に繰り越すもの 

 

□国立代々木競技場 

工事名 
平成 20

年度 

平成 21

年度 

平成 22

年度 

平成 23

年度 

平成 24

年度～ 

１ 第一体育館熱源設備改修工事 ●     

２ 第一体育館耐震改修及びその他工事 ● ●    

３ 第二体育館内部及び外構改修その他工事  ● ●   

４ 
第一・第二体育館大屋根塗装及び越屋根部シート

防水改修その他工事 
  ●   

５ 受変電設備及び非常用発電設備改修工事    ●  

６ 第一体育館天井照明改修工事    ●  

※２は平成 20年度補正予算による工事であり平成 21年度に繰り越したもの 

※３は平成 21年度補正予算による工事であり平成 22年度に繰り越したもの 

 

□国立スポーツ科学センター 

工事名 
平成 20

年度 

平成 21

年度 

平成 22

年度 

平成 23

年度 

平成 24

年度～ 

１ JISS各階改修工事 ● ●    

２ JISS西が丘サッカー場等改修工事  ●    

３ アーチェリー競技実験場新設工事    ●  

４ 高気圧酸素治療装置整備    ●  

５ 風洞実験装置整備    ● ● 
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６ 陸上競技実験場ウレタン舗装高機能化工事    ●  

７ ハイパフォーマンスセンター整備     ● 

※１は平成 20年度補正予算による工事であり平成 21年度に繰り越したもの 

※５は平成 23年度予算による工事であり平成 24年度に繰り越すもの 

 

□ナショナルトレーニングセンター 

工事名 
平成 20

年度 

平成 21

年度 

平成 22

年度 

平成 23

年度 

平成 24

年度～ 

１ ナショナルトレーニングセンター用地取得 ● ● ● ● ● 

 

□国立登山研修所 

工事名 
平成 20

年度 

平成 21

年度 

平成 22

年度 

平成 23

年度 

平成 24

年度～ 

１ トレーニング室耐震補強工事 － ● ●   

２ 冬山前進基地外壁破損修繕外工事 －  ● ●  

３ 給湯用ボイラー改修工事 －  ● ●  

４ 夏山前進基地整備工事 －   ● ● 

※１は平成 21年度予算による工事であり平成 22年度に繰り越したもの 

※２は平成 22年度は設計、平成 23年度は工事である 

※３は平成 22年度予算による工事であり平成 23年度に繰り越したもの 

※４は平成 23年度は設計、平成 24年度は工事である 

 

※ 施設整備の実施に当たっては、中期計画を踏まえ、①危険箇所の改修、②利用者サービス向上のための改

修、③事業展開上必要な改修を基本とし、緊急性の高い工事から順次実施することとしている。 
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【一般研修（階層別研修）】（実施回数12回・参加人数414名）

Ｎｏ 開催日
参加人数
（合計）

目的・内容

1 4/4～4/5 48人

センター業務の概要について理解し、組織の一員としての自覚と心構
えを習得する。外部研修を通じて、社会人として必要なビジネスマ
ナーを身につける。

2
8/31～9/2

10/12～10/14
9人

中間管理者を対象。今後の法人のあり方、業務の遂行及び部下を管
理・監督するために必要な知識・技能を修得し、組織全体の業務の向
上と運営の能率化及び職場の人間関係の向上を図る。また、法人間
の情報交換を行い、今後の業務に生かす。

3 9/9 32人
係員として期待される職務の認識及び業務を効果的かつ効率的に遂
行できる知識を習得し、資質向上を図る。

課長補佐研修

11/10・11/11

係長研修

11/30・12/1・
12/2

2/10 60人

2/27 53人

3/6 55人

【専門研修（実務研修）】（実施回数85回・参加人数528名）

Ｎｏ 開催日
参加人数
（合計）

目的・内容

1 4/25 2人
情報公開法の概要及び制度運営上の基礎的な留意点、行政機関等
個人情報保護法の概要及び制度運営上の基礎的な留意点を学び知
識を習得する。

2 5/23 1人
政府の示す夏場の電力需給に向けた政策パッケージの説明及び節
電・省エネに向けたポイントについての説明を受け理解を深める。

3 6/14 1人 戦略的なＰＲによる潮流の作り方についての知識を習得する。

5/18 42人

5/31 39人

5 6/21 2人 公文書管理法及び公文書管理の実務についての知識を習得する。

6 6/21 1人
エネルギー総合管理に関する基礎知識及び法規等に関する知識を
習得する。

7 6/29 1人 広告主の自己改善から広告会社への正当な要求を学ぶ

8 7/5 1人 効果的な広告計画の立て方、広告コスト等について学ぶ

9 7/5 3人
オリンテーション～制作～広告評価まで 目標が達成できる広告 計
画の立て方を学ぶ

10 7/13 1人
広告宣伝戦略立案におけるシングルソースデータの使い方について
の知識を習得する。

11 7/13 1人 セントラルバイイング時の広告費削減方法についての理解を深める。

12
7/11.12.13.14
8/24.30 9/14

63人 公文書管理法に基づき新規制定した文書管理規程の研修

13 7/15 2人 公文書管理についての研修

14 7/25～28 1人 公文書管理についての研修

15 8/30 9/1 1人
公文書等の管理に関する法律及び電子公文書等の移管・保存・利用
システムに関する知識を習得する。

平成２３年度アーカイブス研修Ⅰ

シングルソースデータによる広告宣伝
業務の見直し

外資系広告主から見た広告購買の方
法

文書管理規程説明会

平成２３年度公文書管理研修Ⅰ（第１
回）

平成２３年度公文書管理研修Ⅱ（第１
回）

エネルギー管理講習

広告主主導の｢広告取引の透明化｣に
向けて

炎の広告セミナー

一日で学ぶ本当に広告主にとって必
要なこと

課長補佐職若しくは係長職として期待される職務の認識及び業務を
効果的かつ効率的に遂行できる知識を取得し、資質の向上を図る。

102人

5
非常勤職員を対象。メンタルヘルス対策として、こころの健康の確保
に資する研修を実施。

平成２３年度独立行政法人日本スポーツ振興センター職員研修実施状況

4

55人

4

広報・ＰＲ（パブリックリレーションズ）の基礎知識や手法を、公的機
関、民間企業などの具体的な事例を通して説明。戦略的なＰＲプロ
ジェクトの役割を理解し、今後の広報活動・ＰＲ展開の構築に向けた
広報計画の作成のポイントを解説。効果的かつ強固な広報・ＰＲ体制
構築のため、職員全体の広報意識を共有・向上する社内体制づくり・
内部コミュニケーションについて、主に公的機関を中心としたＰＲの取
組を紹介。社内報やイントラネット活用事例、内部一体となった対外
発信強化のキャンペーン実施事例、社員意識調査などについて解
説。

　　組織管理に関する研修

研修会名称

情報公開・個人情報保護制度の運用
に関する研修会

電力需給対策（節電・省エネ）セミナー

戦略的ＰＲ

広報・PRセミナー

文部科学省文教団体共同職員研修会

係員研修

研修会名称

課長補佐職及び係長職研修

メンタルヘルス研修

新入職員研修

公文書管理法制セミナー
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参考データ　資料６

16 1/13 4人
行政管理、評価業務についての基礎知識及び最新の情報等が提供
される本セミナーを受講し、今後の業務遂行に必要な知識・技能の向
上に資する。

17 3/2 1人
エネルギー総合管理及び法規、エネルギー管理の手法、実務（エネ
ルギー総合管理に関する基礎知識及び法規等）についての知識を習
得し、業務遂行に資する。

18 2/29・3/9・3/16 2人 実務に基づく問題点についての研修を受講し、業務遂行に資する。

Ｎｏ 開催日
参加人数
（合計）

目的・内容

1 6/3 1人
職員等の海外出張・転勤・出向を求める場合の就業規則の見直し等
についての知識を習得する。

2 6/16 1人 企業の社会的責任と人権についての理解を深める。

3 7/4 1人 災害時に起こる様々な労務問題への対応についての研修。

4 7/13.14 1人 公正採用選考人権啓発推進員の責務と役割についての研修

5 7/15 3人
事業主や人事担当役職員を対象に、人権や同和問題についての正し
い知識を習得する。

6 7/25 1人 国家公務員の手当制度についての内容の理解を深める。

7 8/3.4.17・9/7 8人
一般職員を対象に、人権や同和問題についての基礎知識を習得す
る。

8 9/16 1人
「特許法等の一部を改正する法律」（平成２３年６月８日法律第６３号）
の主な改正点についての知識を習得する。

9 10/18 1人

人事院から国会及び内閣に対して一般職の国家公務員の給与等に
ついて報告・勧告がなされた場合に、各機関の人事・給与担当者を対
象に、その内容について行われる説明会へ参加し、本年度の人事院
勧告への理解を深め、業務の遂行に役立てる。

10 10/20 2人
政府関係法人連絡協議会の実施する人事院勧告説明会に参加し、
勧告に対する理解を深めるとともに、情報の収集を図る。

11 10/21 １人
メンタルヘルス不調者の休職及び復帰時の対応についての知識、情
報を取得し、理解を深め職務の遂行に資する。

12 10/17・10/21 2人
年末調整や源泉所得税の税制改正についての知識の習得及び情報
の収集を行い業務の遂行に資する。

13 11/10 1人

新たに公正採用選考人権啓発推進員（以下「推進員」という。）になっ
た者を対象とする研修会に参加し、同和問題をはじめとする人権問題
の正しい理解と認識、推進員制度の概要・役割及び公正な採用選考
に関する基本的な知識を習得し、業務遂行に資する。

14 11/14 1人

国家公務員の俸給制度について、基本的、実務的な理解を深め、業
務の遂行に寄与する。また、給与構造改革や人事評価制度の給与へ
の活用や勤務時間の短縮についての取扱い、職務の決定基準の改
正など大きく変わっている給与制度についての情報を収集する。

15 12/2 2人

セクシャルハラスメント、メンタルヘルスの内部相談員を委嘱している
職員を本研修に参加させることにより、実際に相談員が職員から苦情
相談等を提出された場合に、これらを適切に処理する上での留意事
項等についての知識・理解を深めるとともに相談員としての資質の向
上を図る。

16 2/15 1人
人権教育・啓発に関する基本計画の趣旨に沿い本研修に参加し、人
権問題に関する理解と知識を深める。

17 2/16 1人
人事問題や公正な採用選考を実施するための正しい理解と認識を深
め公正な採用選考に資する。

18 2/21 1人
障害者雇用に取り組む担当者が、障害の種類別（平成２３年度の
テーマは「精神障害者」）に取り組む事務所の事例発表等をとおして
障害者雇用への理解を深める。

19 2/22 2人
年金制度の改正点等についての説明を受け、理解を深め業務に資す
る。

20 2/27 1人
「日常的に当面する具体的な給与実務の事例等」についての考察し、
根拠条文に照らしての説明等を受け、給与制度についての理解を深
め業務に資する。

人権に関する国家公務員研修会（後
期）

人権啓発推進員研修会

人権問題雇用主研修

災害時の労務諸問題対策と電力不足
への緊急勤務シフト・在宅勤務導入と
規定の整備

公正採用選考人権啓発推進員新任・
基礎研修

人権同和問題企業事業主研修会

平成２３年度関東地区行政管理・評価
セミナー

省エネ実務者講習会（全３回）

　労務に関する研修

研修会名称

エネルギー管理講習(資質向上講習）

障害種類別雇用促進講習会

年金委員研修会

給与実務の実例研修会

メンタルヘルス不調者の休職・復帰時
対応セミナー

源泉部会研修会・税制改正研修会
（四谷法人会主催研修）

公正採用選考人権啓発推進員新任研
修会

給与実務研修会(俸給関係及び給与
の
支給関係）

苦情相談員実務研修会

給与実務研修会(諸手当関係)

人権同和問題合同研修会

特許法等改正説明会

給与実務研修会（人事院勧告説明会）

給与問題説明会（人事院勧告説明会）

海外勤務者の労務管理、処遇・規定
の
定め方と社会保険
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参考データ　資料６

Ｎｏ 開催日
参加人数
（合計）

目的・内容

1 6/27 2人 公共工事の入札に関する講習会

2 6/30 3人
平成２３年度から新設された科学研究費助成事業（学術研究助成基
金助成金）制度の概要及び従前の科学研究費補助金との相違点の
研修

3 6/30 2人 科学研究費補助金制度についての理解を深める。

4 7/13 3人 公共サービス改革について

5 7/14 3人 印刷物の発注業務を遂行するための基礎知識習得のための講習

6 8/5 1人 公共法人におけるコスト縮減の取組について

7 10/3～11/18 2人
政府関係法人の予算決算等の会計事務に関する知識の習得及び会
計事務職員としての資質の向上を図る。

8 2/20 1人 経理担当者としての経理知識を習得する。

9 3/23 2人
国、地方公共団体及び公共法人等の消費税法の概要についての説
明会に参加し、今後の業務遂行に必要な知識・技能の向上に資す
る。

10 3/27 1人
環境省が主催するグリーン購入法に基づく「環境物品等の調達の推
進に関する基本方針」に関する説明会に参加し、今後の業務遂行に
必要な知識・技能の向上に資する。

11 6/24～7/20 8人 複式簿記の基礎（日商簿記検定４級レベル）の知識を習得する。

12
8/26.30

9/1.5.9.14.27.30
6人 日商簿記検定３級レベルの知識を習得する。

13

11/11・11/14・
11/22・11/30・
12/2・12/5・
12/8・12/13・
12/16・12/22・
1/11・1/16・
1/19・1/23・
1/25・1/31

1人
４級及び３級簿記の知識を有する者で、業務上、特に専門知識を必
要とする者がより専門的な簿記知識を習得する。

Ｎｏ 開催日
参加人数
（合計）

目的・内容

1 4/11.19.20.27 2人 Illustratorの基本操作の習得

6/21 28人

7/13 19人

3 6/15 2人 Facebookを中心としたソーシャルメディアを活用についての研修　

4 5/2～6/20 8人

5 8/1～9/20 25人

6
10/27・11/8～

12/15
24人

7
1/26・1/31～

3/1
14人

Ｎｏ 開催日
参加人数
（合計）

目的・内容

1 6/29～6/30 1人
自衛消防組織の充実を図るため、防火・防災に関する知識・技能を習
得する。

2 1/16・17 19人
消防署の研修会に参加（応急手当の基礎知識、救命手当ての基礎技
術）し、今後の業務遂行に必要な知識・技能の向上に資する。

研修会名称

イラストレーターパック
（Illustrator基礎 1～4）

リスク／クライシスコミュニケーション・
ワークショップ

Facebookインテグレーションセミナー

情報システム統一研修(第１/四半期)

グリーン購入法基本方針説明会

初級簿記講座

中級簿記講座

上級簿記講座

　情報技術に関する研修

ネットワークに関する基礎的な知識及び情報セキュリティ全般にわた
る基礎的な知識等の習得を図る。

情報システム統一研修(第２/四半期)

情報システム統一研修(第３/四半期)

情報システム統一研修(第４/四半期)

　災害防止等に関する研修

研修会名称

防火・防災管理新規講習受講

普通救命講習会

リスクマネジメントの大切さ、クライシス対応のノウハウを成功／失敗
事例を通じて学び、意識を高める。
振興事業部の職員を対象としたワークショップを実施し、事業に潜む
リスクについて現場視点での洗い出しを行い、かつその対策について
も議論する。

　財務に関する研修

研修会名称

公共工事入札契約適正化法等に関す
る講習会

科学研究費助成事業（学術研究助成
基金助成金）制度説明会

科研費の実務担当初任者研修会

独立行政法人マネジメントセミナー

印刷費積算講習会

リバースオークション（競り下げ入札方
式）セミナー

第４９回政府関係法人会計事務職員

全国経理教育協会主催｛簿記｝上級能
力検定試験

東京国税局「消費税等説明会」

2
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参考データ　資料６

3 2/1 1人

ＡＥＤ（自動対外式除細動器）による救命処置のため ＡＥＤ（自動対
外式除細器）の基礎知識・使用方法を習得する。・学校危機の予防
（発生の予防、進行の予防、再発の予防）を目的とした学校安全の推
進に係るフォーラムに参加し、今後の業務遂行に必要な知識・技能の
向上に資する。

4 2/24 1人
土木構造物等の維持保全についての講習会を受講し職員としての知
識を取得し、業務遂行に資する。

Ｎｏ 開催日
参加人数
（合計）

目的・内容

1 8/3・11/10 38人 損害保険事業の現状についての理解を深める。

2 9/7.8.27 23人 学校災害における損害賠償と過失相殺についての研修

3 12/1 31人 学校事故の責任と補償について理解を深める。

4 1/13 16人
福岡支所、審査専門委員（弁護士）による講義「学校事故における損
害賠償請求事件について」を受講し、今後の業務遂行に必要な知識・
技能の向上に資する。

5 2/5 3人
みんなで考えるこれからの学校安全“ひやり、ハッとから学ぶ”教育と
安全フォーラムに参加し、今後の業務遂行に必要な知識・技能の向
上に資する。

6 3/2 7人
学校危機の予防（発生の予防、進行の予防、再発の予防）を目的とし
た学校安全の推進に伴うフォーラムに参加し、今後の業務遂行に必
要な知識・技能の向上に資する。

Ｎｏ 開催日
参加人数
（合計）

目的・内容

1 5/25～5/27 1人
国立情報学研究所の総合目録データベースの構成、内容、入力、基
準を習得する。

2
2/13～15

（試験日2/30）
１人 芝草に関する基本的な知識・技術の習得を図る。

3 4/1～9/30 20人

4 10/1～3/31 7人

第10回学校危機メンタルサポートセン
ターフォーラム

業務遂行の能力向上及び学習奨励策のため。

広島市水道局基町庁舎総合防災訓練
ＡＥＤ（自動対外式除細動器）操作研
修

国立大学法人等における土木建造物
等の維持保全に関する講習会

　学校安全に関する研修

研修会名称

放送大学平成23年度第2学期

　その他の研修

研修会名称

目録システム講習会雑誌コース

芝草管理技術者資格認定制度「３級」

放送大学平成23年度第1学期

損害保険事業に関する研修

大阪支所職員研修

平成２３年度福岡支所職員研修

第７回教育と安全フォーラムinひろしま

学校事故に関する研修
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○独立行政法人日本スポーツ振興センター中期目標・中期計画 

・年度計画（平成 20年度・21年度・22年度・23年度）比較表 

 

○平成２３事業年度スポーツ振興投票等業務 事業計画・予算・資金計画 



独立行政法人日本スポーツ振興センターの中期目標・中期計画・平成２０・２１・２２・２３年度計画対照表 

 

中期目標 
【平成 20年 2月 28日 
文部科学大臣指示】 

【平成 21年 3月 30日変更】 

中期計画 
【平成 20年 3月 28日 
文部科学大臣認可】 

【平成 21年 3月 31日変更】 

年度計画＇平成２０年度（ 
【平成 20年 3月 31日 
文部科学大臣届出】 

年度計画＇平成２１年度（ 
【平成 21年 3月 31日 
文部科学大臣届出】 

年度計画＇平成２２年度（ 
【平成 22年 3月 31日 
文部科学大臣届出】 

年度計画＇平成２３年度（ 
【平成 23年 3月 31日 
文部科学大臣届出】 

＜序文＞ 
独立行政法人通則法＇平成１１年

法律第１０３号（第２９条の規定に基
づき、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。（が達成すべき業務運営に関す
る目標＇以下「中期目標」という。（を
次のとおり定める。 
＜前文＞ 
スポーツは、人生をより豊かに

し、充実したものとするとともに、人
間の身体的・精神的な欲求にこたえ
る世界共通の人類の文化の一つで
ある。心身の両面に影響を与える文
化としてのスポーツは、明るく豊か
で活力に満ちた社会の形成や個々
人の心身の健全な発達に必要不可
欠なものであり、人々が生涯にわた
ってスポーツに親しむことは、極め
て大きな意義を有している。 
また、スポーツは、人間の可能性

の極限を追求する営みという意義を
有しており、競技スポーツに打ち込
む競技者のひたむきな姿は、国民
のスポーツへの関心を高め、国民
に夢や感動を与えるなど、活力ある
健全な社会の形成にも貢献するも
のである。 
さらに、生涯を通じて心身ともに

健康で安全な生活を送るためには、
発育・発達の著しい児童生徒におい
て、その基礎を培うことが大きな意
義を有するものであり、児童生徒の
健康の保持増進を図ることは、極め
て重要である。 
このため、センターは、次に掲げ

る業務を実施し、スポーツの振興及
び児童生徒等の健康の保持増進を
図り、もって国民の心身の健全な発
達に寄与していく必要がある。 
＇１（ナショナルスタジアムである国

立競技場、我が国の国際競技
力向上のための研究・支援を
行う国立スポーツ科学センター
＇以下｢ＪＩＳＳ｣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。（並びに登

＜序文＞ 
独立行政法人通則法＇平成１１年

法律第１０３号（第３０条の規定に基
づき、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。（の中期目標を達成するための
計画＇以下「中期計画」という。（を次
のとおり定める。 
＜基本方針＞ 
センターは、我が国におけるスポ

ーツの振興及び児童生徒等の健康
の保持増進を図るための中核的専
門的機関として、その目的・役割を
常に認識し、次の業務を実施してい
くこととする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＇１（ナショナルスタジアムである国

立競技場、我が国の国際競技
力向上のための研究・支援を
行う国立スポーツ科学センター
＇以下｢ＪＩＳＳ｣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。（並びに登

独立行政法人通則法＇平成１１年
法律第１０３号（第３１条の規定によ
り、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。（の
中期計画に基づく、平成２０年度の
業務運営に関する計画＇年度計画（
を次のとおり定める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

独立行政法人通則法＇平成１１年
法律第１０３号（第３１条の規定によ
り、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。（の
中期計画に基づく、平成２１年度の
業務運営に関する計画＇年度計画（
を次のとおり定める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

独立行政法人通則法＇平成１１年
法律第１０３号（第３１条の規定によ
り、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。（の
中期計画に基づく、平成２２年度の
業務運営に関する計画＇年度計画（
を次のとおり定める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

独立行政法人通則法＇平成１１年
法律第１０３号（第３１条の規定によ
り、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。（の
中期計画に基づく、平成２３年度の
業務運営に関する計画＇年度計画（
を次のとおり定める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

山指導者の養成を行う国立登
山研修所を管理・運営するとと
もに、スポーツ振興基金及びス
ポーツ振興投票制度の収益に
よる助成等を行うことによって、
我が国のスポーツの振興を図
ること。 

 
＇２（学校の管理下における児童生

徒等の災害につき、災害共済
給付を行うとともに、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
び提供等を行うことによって、
児童生徒等の健康の保持増進
を図ること。 

 
以上のことを踏まえ、センターの

中期目標を以下のとおりとする。 
 

Ⅰ 中期目標の期間 
中期目標の期間は、平成２０年

４月１日から平成２５年３月３１日
までの５年間とする。 

 
Ⅱ 業務運営の効率化に関する事
項 
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。 
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（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年度比で
１５％減以上の効率化を図
り、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。 
 
 

山指導者の養成を行う国立登
山研修所を適切かつ効率的に
管理・運営するとともに、スポー
ツ振興基金及びスポーツ振興
投票制度＇ｔｏｔｏ（の収益による
助成等を行うことによって、我
が国のスポーツの振興を図る
こと。 

＇２（学校の管理下における児童生
徒等の災害につき、災害共済
給付を公正かつ適切に行うとと
もに、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
うことによって、児童生徒等の
健康の保持増進を図ること。 
なお、具体の業務の実施に

当たっては、多様な業務の有機
的な連携と調和に留意するとと
もに、各種関係団体との緊密な
連携を図りながら、効率的かつ
効果的な業務運営を目指すこと
とする。 

 
 
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 
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。 
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（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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

 
 
＇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２０年度においては、
２％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、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 
＇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２１年度においては、
５％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、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 
 
 
＇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２２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、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 
 
 
＇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２３年度においては、１２％
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



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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。 
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。 

 
＇２（業務のうち、低コストかつ高品

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。 

＇２（業務運営の効率化 

次のような措置を講じる。 
① 光熱給水費の節減 
本部事務所に係る光熱給水

費について、省エネルギー対
策を行い、平成２０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２０年度
の用紙代を平成１９年度に比
較して、１％程度削減する。 
③ 印刷製本等の経費の節減 
印刷製本及び配布に係る経

費について、紙媒体での提供
手段の見直しを行い、グルー
プウェアの掲示板等への情報
掲載を推進し、経費の節減を
図る。 
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 

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、今後の取組みについて基
本的な計画を策定する。 
また、本部事務所に係る光

熱給水費について、平成２１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２１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 

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。 
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 

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「省エ
ネルギー対策委員会」を中心
として必要な方策を検討・実
施する。 
また、本部事務所に係る光

熱給水費について、平成２３
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。 
なお、上記①②の措置に加

え、東北地方太平洋沖地震
に伴う電力不足等に対する国
民生活維持の観点から、さら
なる節電等を徹底する。 

 
また、総人件費については、

「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。 
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、国家公務員
の給与水準を十分に考慮し、必
要に応じた見直しを行うととも
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 



 

質のサービスの提供が可能
な業務については、外部委託
を図る。 
特にスポーツ施設の管理運

営業務のうち、指導監督を除く
業務について、民間競争入札
＇包括的業務委託（を実施する
ことにより、一層の効率的運営
を図る。なお､入札対象範囲の
拡大等について､民間競争入
札＇包括的業務委託（の検証
結果等も踏まえた上で検討す
ることとする。 
また、業務運営の効率性及

び国民の信頼性の確保の観
点から、随意契約の適正化を
推進し、契約は原則として一
般競争入札等によることとす
る。 
さらに、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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＇３（情報の収集・提供について

は、ホームページや電子メー
ルを有効に活用するととも
に、各種事務処理について
は、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。 

 
 

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、環境への負荷の尐な

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

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
らの民間競争入札＇包括的業
務委託（の実施に向けて取り
組む。 

 
 
 
 
 
 

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、環境への負荷の尐
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、本

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、環境への負荷の尐な
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、本

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、環境への負荷の尐な
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、本

① 外部委託の推進・包括的業
務委託の実施 
経費の抑制、業務の効率

化及び国民へのサービス提
供の維持向上の観点から業
務内容を随時検討し、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
検証結果を踏まえた対象範
囲の見直しを行い、平成２４
年度からの民間競争入札＇包
括的業務委託（の実施に向け
取り組む。 

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

「随意契約等見直し計画」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
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
契約等見直し計画」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、環境への負荷の尐な
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、本



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 組織及び定員配置の見直し 

業務執行が最も効率的・効果
的に行えるよう、柔軟な組織体
制の構築及び定員配置を図る。 

 
 
 
 
 
 
 

 
３ 業務運営の点検・評価の実施 
全業務運営について定期的

な点検・評価を行い、その結果
を業務の改善に反映させる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅲ 国民に対して提供するサービス

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。 

 
 
 
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。 

 
 

 
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。 
＇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。 

＇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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅱ 国民に対して提供するサービス

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。 

２ 組織及び定員配置の見直し 
ナショナルトレーニングセンタ

ー＇以下｢ＮＴＣ｣という。（の設置
及び災害共済給付業務に関連
する業務への事業の重点化を
踏まえ、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。 
３ 業務運営の点検・評価 

 
 
 
 
＇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。 
＇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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅱ 国民に対して提供するサービス

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。 

２ 組織及び定員配置の見直し 
国立登山研修所の文部科学

省からの移管を踏まえ、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。 

 
 
３ 業務運営の点検・評価 
 
 
 
 
＇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。 
＇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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅱ 国民に対して提供するサービス

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。 

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。 

 
 
 
 
３ 業務運営の点検・評価 

 
 
 
 
＇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。 
＇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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅱ 国民に対して提供するサービス

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。 

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、業務の実施状況
を随時点検し、業務内容・業務
量に的確に対応した職員等の
配置を行い、必要に応じて組織
体制の見直しを行う。また、事
務及び事業の効率化を進める。 

 
 
 
 
３ 業務運営の点検・評価 
 
 
 
 
＇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。 
＇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、
課題等を提起することで、法人
の長によるリーダーシップを発
揮できる環境を整備し、業務運
営の改善に資する。 
また、センター内に設置する

「経営企画室」を中心に、センタ
ー全体としてのマネジメント体
制の整備を図る。特に、「スポー
ツ立国戦略」を踏まえ、各事業
の相互連携及び関係者の意見
の円滑な反映に向けた体制整
備を図る。 
さらに、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。 

 
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
る事項 
 
１ スポーツ施設の運営・提供 

設置するスポーツ施設を、利
用する競技者や観客等に快適
かつ安全に提供することは、ス
ポーツの振興を図っていくうえ
でセンターが担う重要な役割で
ある。 
スポーツ施設を高水準の施

設として維持するため、センター
が長年蓄積してきたスポーツタ
ーフ等の維持管理に関するノウ
ハウを生かし、良好な状態での
施設の運営に努める必要があ
る。 

＇１（次の施設については、トップレ
ベルの競技者等の活動の場
及び広く国民の「みるスポー
ツの場」として、高水準な施
設条件の維持に努め、中期
目標期間の平均でそれぞれ
次の施設稼働日数以上を確
保する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＇国立霞ヶ丘競技場（ 
・陸上競技場 １３５日／年
＇１３１日／年（ 
・ラグビー場 ８０日／年＇８０
日／年（ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＇国立代々木競技場（ 
・第一体育館 ２２５日／年
＇２２３日／年（ 

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（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

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
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１ スポーツ施設の運営・提供に
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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。 
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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
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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
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１ スポーツ施設の運営・提供に
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設条件を維持した上で、国際
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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

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＇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

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＇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。 
なお、東北地方太平洋沖地

震に伴う電力不足に対する国
民生活維持の観点から、当分
の間、電力使用量を抑制した施
設利用形態とする。 
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



 

・第二体育館 ３０５日／年
＇３０４日／年（ 

 
＇ （書きは、平成１９年度まで
の過去５年間の平均稼働実績 

 
 
 
 
 
＇２（センターの設置するスポーツ

施設の有効かつ効率的な活
用を図るため、ホームページ
を活用することにより各施設
の利用状況等の総合案内情
報等を提供し、スポーツ施設
利用者の利便性の向上を図
る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
＇３（国際競技力向上のための研

究・支援事業を行う際の実
験・実証の場としても活用す
る。 

 
 
 
 
 
 

 
２ 国際競技力向上のための研
究・支援等 
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、ＪＩＳ
Ｓ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

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
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
な利用環境を提供する。 

＇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。 

 
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
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標の達成に向けて、我が国の国
際競技力向上を図るため、ＪＩＳ
Ｓ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

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
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。 
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性の向上 
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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。 
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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
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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
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設条件を提供するための管
理等の期間を考慮した上
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設条件を提供するための管
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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。 

＇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
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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。 

＇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。 

２ 国際競技力向上のための研
究・支援等に関する事項 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

を講じ、施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「Ｎ
Ｆ」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（我が国の国際競技力向上を

図るため、スポーツ医・科学
及び情報の各側面から総合
的に支援を実施するととも
に、ＪＩＳＳ及びＮＴＣの施設・
設備を活用した効果的な支
援を実施する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を講じ、施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「Ｎ
Ｆ」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、Ｊ
ＯＣ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、ＪＩＳＳ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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
＇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｢ＪＩＳＳ｣という。（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 
ア トータルスポーツクリニック
チェックサービスの実施 
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 トータルスポーツクリニック
サポートサービスの実施 
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Ｎ
Ｆの強化活動に対し、支援活
動内容の明確化・重点化を
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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
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施設・設備を活用した効果的
な支援を実施する。 
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ク競技大会をはじめとする各
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Ｆ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
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いう。（等と連携し、支援内容
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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
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ター＇以下｢ＪＩＳＳ｣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。 
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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Ｎ
Ｆ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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＇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、併
せて文部科学省委託事業チー
ム「ニッポン」マルチサポート事
業の受託に伴う事業を実施す
る。事業の実施に当たっては、
国立スポーツ科学センター＇以
下｢ＪＩＳＳ｣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Ｎ
Ｆ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



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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。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
り、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

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。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。 
なお、ロンドンオリンピック

競技大会に向け現地拠点を
設置し、各種情報収集等の支
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
り、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

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。 
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援 
ア 国際競技力向上関連情報
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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、
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ツ医・科学に関する各種の
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析し、我が国の国際競技力
向上の政策・戦略・施策等の
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情報戦略・連携ネットワーク
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関連技術の開発応用の促進 
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＇２（我が国の国際競技力向上を

図るため、ＪＯＣ等と連携を図
り、研究課題ごとにプロジェク
トチームを編成するなど実践
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 
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。 

 
 
 
 
 

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、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ＪＯＣ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 

① 競技種目横断的な内容の分
野別研究＇プロジェクト研究Ａ（
として、「トレーニング・コーチ
ングに関する研究」、「評価に
関する研究」及び「戦略・戦術
に関する研究」の３分野で９プ
ロジェクトを実施する。＇別紙１
参照（ 

② ＮＦの強化現場で課題となっ
ている内容に焦点を絞る競技
種目別研究＇プロジェクト研究
Ｂ（として、７プロジェクトを実
施する。＇別紙２参照（ 
③ スポーツ工学の手法を用い
た実践的な調査研究を通じ
て、新技の開発や新たなスポ

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、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ＪＯＣ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 
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、
１１研究課題に関するプロジェ
クト研究を実施する＇別紙参
照（。 
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。 

 

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、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ＪＯＣ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 
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。 

 

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、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ＪＯＣ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 
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。 

 



 

 
 
＇３（競技者が国際競技大会等に

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・障害及び疾病に対し、
専門スタッフにより、診療・ア
スレティックリハビリテーショ
ン等を実施する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
＇４（研究・支援活動の成果が強化

活動に活かされるようＮＦ等
に迅速かつ的確に提供する
とともに、国内外の雑誌等へ
研究論文を公表するなど、研
究成果等の普及を図る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
＇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。 

 
 
 
 
 
 
＇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

ーツ用具の開発に関する研
究を実施する。 

＇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ＮＦ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。 

＇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
るコーチサミット、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

 
 
＇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ＮＦ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。 

＇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

 
 
＇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ＮＦ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。 

＇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

 
 
＇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ＮＦ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。 

＇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



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＇５（事業の実施に当たっては、外

部有識者で構成する評価委
員会による外部評価を実施
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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
３ スポーツ振興のための助成 

 
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（透明性の確保等 
＇１（助成に係る要綱等により、基

準を明確にするとともに、外
部の有識者による配分に係
る審査を行う。 
また、助成内容・交付先等

についてホームページ等によ
り公開し、透明性の確保を図
る。 

 
 
 
 
 
 
 
＇２（助成区分ごとに達成すべき内

容や水準を可能な限り具体
的かつ定量的に示し、外部の

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。 

 
 
 
 
 
 
＇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。 

 
 

 
 
 
 
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 
＇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。 

＇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

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のホームページや
ニュースレター等を通じて、積
極的に提供を行う。 

 
 
 
 
 
＇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。 

 
 
 
 
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 
＇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。 

＇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

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。 

 
 
 
 
 
＇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。 

 
 
 
 
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 
＇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。 

＇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

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。 

 
 
 
 
 
＇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。 

 
 
 
 
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 
＇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。 

＇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

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。 
また、「スポーツ立国戦略」

を踏まえ、これまでの研究成
果を、さらに一般における日
常のスポーツ活動に還元する
方策について検討する。 

＇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」＇以下「業績評価委員
会」という。（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。 
また、「スポーツ立国戦略」を

踏まえ、業績評価委員会の構
成の見直しを検討する。 

３ スポーツ振興のための助成に
関する事項 
スポーツ振興基金による助

成の実施に当たっては、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、事業の効果的・効率的な
実施を図る。 
＇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。 

＇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



 

有識者により、厳格かつ客観
的な評価・分析を実施し、そ
の結果を助成業務の効率化
及び適正化に反映させる。 
また、助成を受けた団体に

おける対象事業の経理状況に
ついて調査を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＇３（両助成事業の申請者の利便

性を考慮し、対象となる各事
業の内容や受付窓口等をホ
ームページ等により公開す
る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
＇Ｂ（助成財源の確保 
 
＇１（スポーツ振興基金の資金の
管理及び運用については、助
成財源確保のため適正な運用

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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＇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％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  

＇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

ニーズや社会的な要請等の
把握等に努める。 

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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＇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  

＇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

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 中央教育審議会スポーツ振
興投票特別委員会の提言を
踏まえ、従来の助成に加え、
次のような事項に取り組み、
助成の充実に努める。 
ア 地域のスポーツ活動の拠
点として活用されている校
庭の芝生化事業等を助成
対象とする。 

イ 複数年度にわたる事業へ
の安定的助成や大規模な
国際大会への支援等のた
め、助成財源の一部を留保
する。 

ウ ア、イの他、事業ごとのニ
ーズを見極めながら対象事
業の充実や、助成割合の引
き上げを行う。 

＇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  

＇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

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。 

 
＇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 

＇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

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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＇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 スポーツ振興基金に係る助
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  

＇１（より多くの助成財源の確保 
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



 

を図る。また、民間からの寄付
金を募る等により基金の増額
等助成財源を確保する。 
スポーツ振興くじの販売に当

たっては、売上向上及び経費節
減に努め、より多くの助成財源
を確保する。 

 
 
 
 

 
 
 
＇２（スポーツ振興基金又は、スポ
ーツ振興投票の制度が国民に
理解され、両制度が広く社会に
浸透するよう工夫を行う。 
スポーツ振興くじの販売に当

たっては、青尐年の健全育成に
配慮する観点から、適切な販売
が行われるよう、定期的な調
査・販売員の研修等を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 災害共済給付事業 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
＇１（公正かつ適切な給付を行うた

め、審査制度を充実する。 
 

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。 

 
＇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 青尐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。 

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。 
＇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

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。 

 
＇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 青尐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。 

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 
ア 審査体制の充実や請求事

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、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。 

 
＇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 青尐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。 

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 
ア 審査体制の充実や請求事

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。 

＇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 青尐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。 

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

へのサービス向上を図るととも
に、事務の大幅な改善を行うた
めオンラインシステムの更新を
始めとする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 
ア 本部・支所を通じた審査

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
額を図るため、寄附金付自動販
売機の設置の拡充策を検討す
る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
＇２（助成制度の趣旨の普及・浸透 

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、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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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

へのサービス向上を図るととも
に、事務の大幅な改善を行うた
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 
ア 本部・支所を通じた審査



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＇２（災害共済給付業務について

はオンライン化を推進すると
ともに、その進捗状況を踏ま
え、業務の合理化を図る。あ
わせて、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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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。 

 
 

＇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。 

務手続きの省力化に向け
て、災害共済給付事務の処
理状況の点検を行う。 

イ 支所審査専門委員会に諮
問する事項等について所要
の規定の整備を図る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
② 災害調査の実施 
公正かつ適切な給付を行う

ため、災害調査を適切に実施
する。 

 
 
 
 
＇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＇以下「災害共済
給付システム」という。（の利
用促進 
各支所の実状に応じ、次の

ような取り組みを行う。 
ア 災害共済給付システム操
作説明会を開催する。 

イ 利用率が低い設置者に対
して利用勧奨を重点的に実
施する。 

ウ 簡易な災害共済給付シス
テム操作ガイドを作成、配
布する。 

エ 支所内に導入促進グルー
プを設置する。 

② 災害共済給付システムの整
備 
災害共済給付システムの利

便性向上、安定性向上、セキ
ュリティ強化、統計情報提供機
能の充実を図るため、災害共
済給付システムの整備を進め

務手続きの省力化に向け
て、災害共済給付事務の処
理状況の点検を行い、事務
マニュアル等の改善策を講
じる。 

イ 不服審査請求に係る規定
を整備するため所要の調査
を実施する。 

 
 
 
 
 
 
② 災害調査の実施 
「災害調査実施要綱」に基

づき災害調査を実施する。 
 
 
 
 
 
＇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＇以下「災害共済
給付システム」という。（の利
用促進 
各支所において、引き続き

次のような取り組みを行う。 
ア 災害共済給付システム操
作説明会を開催する。 

イ 利用率が低い設置者に対
して利用勧奨を重点的に実
施する。 

ウ 簡易な災害共済給付シス
テム操作ガイドを作成、配布
する。 

 
 
② 災害共済給付システムの整
備 
災害共済給付システムの利

便性向上、安定性向上、セキ
ュリティ強化を図るためシステ
ム更新を進める。 
 

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。 

＇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。 

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。 

＇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 更新された災害共済給付シ
ステムの効率的運用 
更新システムの機能を活

用し、事務の合理化を進める
とともに、システムの利用者
である学校関係者へ、利便性
の向上の周知を行う。 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
＇１（登山事故を未然に防止し、健

全な登山の発展を図るため、
高い資質を有する登山指導
者の養成を行うとともに登山
に関する情報の提供を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＇２（これまでの国際大会などの開

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ 業務等の在り方の検討 
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。 

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。 
＇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 

 
 
 
＇２（スポーツの普及・施設維持管

る。このため次の具体的措置
を講じる。 
ア 学校及び学校の設置者等
に対してアンケート調査及
びヒアリング調査を実施し、
利用者等の意見の集約を
行う。 

イ 災害共済給付システム更
新のため、システム仕様書
を作成する。 

③ 業務等の在り方の検討 
ア センター内部に外部の有
識者を含めた「学校安全業
務検討委員会＇以下「検討
委員会」という。（」を設置す
る。 

イ 検討委員会を開催し、支所
業務等の在り方の検討に着
手する。 

 
 
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
に関する事項 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＇１（スポーツの普及・施設維持管

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ 業務等の在り方の検討 
学校安全業務検討委員会

を開催し、支所業務等の在り
方の検討を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
＇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 

＇２（スポーツの普及・施設維持管

イ システム更新の周知 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
＇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 

＇２（スポーツの普及・施設維持管

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

＇２（スポーツの普及・施設維持管



 

催実績から得られたノウハウ
を活用し、スポーツターフの
維持管理等の情報の提供を
行うことなど、地域のスポー
ツ施設の環境整備などを支
援する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＇３（災害共済給付事業の実施に

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児童生
徒等の安全を確保するため
の支援事業＇学校安全支援
業務（を実施する。 
また、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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＇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

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 
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 
＇２（学校安全支援業務 

学校安全支援業務を効果
的に行うため、次の具体的措
置を講じる。また、検討委員会
で学校安全支援業務の必要
性・有効性の検証、在り方の
検討に着手する。 

 
 
 
 
 
 
 
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学
識経験者及びセンターの職
員で構成する「学校災害防
止調査研究委員会」を設置
するとともに、同委員会に部
会を設け、「課外指導におけ

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 
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 

学校安全支援業務を効果
的に行うため、次の具体的措
置を講じる。また、検討委員会
で学校安全支援業務の必要
性・有効性の検証、在り方の
検討を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
① 学校災害事故防止に関する
調査研究 
ア  センター内部に設置した
「学校災害防止調査研究委
員会」の第一部会において
「課外指導における事故防
止対策」＇期間は２年間（に
関する調査研究を引き続き

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 
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 

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

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 
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 

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」において「学校
における固定遊具による
事故防止対策」に関して
災害共済給付業務を通



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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、当該災害の減尐を図
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

る事故防止対策」＇期間は２
年間（、及び「学校給食にお
ける食中毒防止」＇期間は１
年間（に関する調査研究を
実施する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ 「死亡・障害事例集」を作
成する。 
 
 
 
 
ウ 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

きた情報の効果的な提供を図
るとともに、情報提供体制の一
層の強化に向けて、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 

実施し報告書を取りまとめ
る。 
この調査研究の一環とし

て学校災害防止研究協力校
事業を実施し「体育的部活
動のけが防止プログラム」を
実践する。 
「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」＇期間は
２年間（に関する調査研究を
実施する。 

 
 
 
 
 
イ 「災害統計調査」及び「死
亡・障害事例集」を作成す
る。 

 
 
 
ウ 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

きた情報の効果的な提供を図
るとともに、情報提供体制の一
層の強化に向けて、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 

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 

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を実
施し報告書をまとめる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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（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 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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８
０％以上のプラスの評価を
得る。 

・平成１９年度の調査研究の
成果である「学校の管理
下における歯・口のけが
防止必携」の普及を図る。 

・「学校での食の安全に関す
る講習会」について、５回
程度実施する。 

・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
ホームページの充実 
・学校安全支援業務に関す
るホームページの充実を
図るため学校関係者を対
象としたニーズ調査を行
う。 

・新しい学校安全支援業務
に関するホームページを
立ち上げる。 

 
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 
各学校が「場所」、 「場

合」、「学年」、「発生月」、「負
傷の種類」など必要な項目を
任意に選択して災害の情報
を得ることができるようにす
るなど、災害共済給付システ
ムの統計情報提供機能の充
実を図るため、次の具体的
措置を講じる。 

・「学校災害防止に関する講
習会」において「学校の管
理下における歯・口のけが
防止必携」の普及を引き続
き図る。 

・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２０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」の中
間報告など学校安全情報
を校長、教職員、体育指導
者等学校関係者へ幅広く
提供する。 
・支所独自のテーマを設定
し、分析データの提供に
努める。 

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
ースを構築し、ホームペー
ジで公表する。 

・学校安全支援に関する情
報へのアクセス数は年間
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 
・統計情報提供機能の充実
を図るため、システムの更
新を進める。 

 
 
 
 
 
 

・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。 

 
 
 
 
 

・平成２２年度の調査研究の
成果である「学校の管理下
における食物アレルギーの
対応」及びこれまでの研究
の成果や学校給食調理場
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２２年度の調査研究の
成果である「学校における
突然死予防必携」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 
・更新システムの新しい統計
情報提供機能の周知等を
行い、学校関係者の事故
防止活動等を支援する。 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＇４（関係団体等との連携を密にす

るとともに社会的なニーズに
対応し、必要に応じて事業を
再構築する。 

 
 
 
Ⅳ 財務内容の改善に関する事項 

 
１ スポーツ振興投票等業務に係
る財務内容の健全化 
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た
め、本業務の効率的な実施等に
よる経費節減の取組み、及び、
「ＢＩＧ」のさらなる普及や新しいく
じの検討・開発、購入しやすい
販売方法・経路の開拓・普及、
国際試合を対象とするために必
要となる措置等の検討など売上
向上や経営安定に効果が期待
される様々な事項への取組みを
行う。 
これらの取り組みにより、スポ

ーツ振興くじの売上向上等に最
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
保に努めるものとする。 
その上で、くじの売上状況を

 
 
 
 
 
 
 
＇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。 

 
 
 
 
 
 
 
＇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。 

 
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

・学校及び学校の設置者に
対してアンケートを実施
し、利用者の意見の集約
を行う。 

・統計情報を充実させるため
のシステム仕様書を作成
する。 

③ 事業の廃止 
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
業務に重点化するため、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
進事業については平成２０
年度末をもって廃止する。 
なお、心肺蘇生法実技講

習会については、平成２１年
度末をもって廃止する。 

＇３（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。 

 
 
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、次の
とおり、売上向上効果が期待
できる事項に取り組む。 

 
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

 
 
 
 
 
 
 
③ 事業の廃止 
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業務に
重点化するため、心肺蘇生法
実技講習会については、平成
２１年度末をもって廃止する。 

 
 
 
 
 
 
 
＇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。 

 
 
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

 
 
 
 
 
 
 

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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
＇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。 

 
 
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

 
 
 
 
 
 
 
＇注（廃止事業の取扱い 

学校安全支援業務のうち、食
の安全課が行う業務は廃止す
る。検査・研修施設も廃止する。
ただし、実際に食中毒が発生し
た場合に係る業務は、保健所
や関係機関等と調整を行いつ
つ、必要最小限の機能につい
てはセンター内の他部署等へ
移管・統合する。 

 
 
 
 
 
 
＇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。 

 
 
Ⅲ  予算 (人件費の見積りを含
む。)、収支計画及び資金計画 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

注視しつつ、繰越欠損金解消の
見通しがおおむね立つと考えら
れる平成２１年度末を目途に、
スポーツ振興投票事業の実施
体制の在り方も含め見直しを検
討し、結論を得るものとする。 
なお、その間にあっても、スポ

ーツ振興くじの売上の低迷によ
り、繰越欠損金が増加し、債務
の返済の見通しが立たないと見
込まれる場合には、国民負担に
及ぶことがないよう、スポーツ振
興投票事業について原点に立ち
返った抜本的な見直しを行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 自己収入の確保及び予算の
効率的な執行 

 
 
 
 
 
＇１（運営費交付金の一層の削減

及び資産の有効活用の観点
から、命名権の導入､施設利
用料の見直し等により、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。 

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
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。 
＇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

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・開発等を行う。 

 
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。 

⑤ スポーツ振興投票事業の実
施体制のあり方等の今後の
検討に資するため、販売・実
施体制などに関する基礎的
なデータを収集し、第三者の
専門的な知見に基づく調査研
究を行う。 

＇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
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 

 
 
 
 
 
＇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、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・開発等を行う。 

 
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。 

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を
踏まえ、スポーツ振興投票事
業の実施体制の在り方等の
検討を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ 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 
運営費交付金以外の自己収

入の増加を図るため、国立代々
木競技場売店設置料金の売上
比例方式及び西が丘サッカー
場の命名権等の導入等の取組



 

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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＇２（業務の実施については、節約

を行うとともに、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。 

 
 
 
 
 
 
 
３ 資金の運用及び管理 
資金の運用及び管理におい

て、運用基準を定め、安全かつ
安定的な運用を図る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
＇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。 

＇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 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。 

 
 
 
 
 

 
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 

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
中の売却を検討する。 
また、寄付金の受け入れ態

勢を整備し、寄付の受入れ等
の増加に努める。 

 
 
 
 
 
＇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。 
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。 

＇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。 

 
 
 
 
 
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運用
基準の見直しを行う。 
４ 平成２０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 

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、継続して売
却に取り組む。 
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。 

 
 
 
 
 
＇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。 
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。 

＇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。 

 
 
 
 
 
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運用
基準の見直しを行う。 
４ 平成２１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 

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。 

 
 
 
 
 
 
 
＇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。 

 
 
＇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。 

 
 
 
 
 
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運用
基準の見直しを行う。 
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 

を実施するとともに、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。 
ただし、東北地方太平洋沖地

震に伴う電力不足に対する国
民生活維持の観点から、当分
の間、電力使用量を抑制した施
設利用形態とする。 
＇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。 

 
 
＇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。 
特に、東北地方太平洋沖地

震に伴う収支状況への影響が
想定されることから、財務情報
の把握及び業務運営への反映
を強化する。 
２ 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運用
基準の見直しを行う。 

３ 平成２３年度の予算＇人件費
の見積りを含む。（ 

 
 
＇１（災害共済給付勘定 

別表－１のとおり 
＇２（免責特約勘定 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ⅴ その他業務運営に関する重要
事項 
１  長期的視野に立った施設整
備・管理の実施 
施設の運営に当たっては、長

期的視野に立った整備計画を策

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 

 
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。 

 
 
 
 
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、埻玉県
所沢市榎町９－１０（を譲渡する。 

 
Ⅵ 剰余金の使途 

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 

 
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

別表－４のとおり 
＇５（一般勘定 別表－５のとおり 
５ 平成２０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２０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 

 
Ⅳ 短期借入金の限度額 

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。 

 
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、埻玉県
所沢市榎町９－１０（を譲渡する。 

 
Ⅵ 剰余金の使途 

 
 
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 

 
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

別表－４のとおり 
＇５（一般勘定 別表－５のとおり 
５ 平成２１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２１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 

 
Ⅳ 短期借入金の限度額 

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。 

 
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、埻玉県
所沢市榎町９－１０（を譲渡する。 

 
Ⅵ 剰余金の使途 

 
 
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 

 
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

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 

 
Ⅳ 短期借入金の限度額 

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。 

 
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、埻玉県
所沢市榎町９－１０（を譲渡する。 

 
Ⅵ 剰余金の使途 
 
 
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 

 
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

別表－２のとおり 
＇３（一般勘定 別表－３のとおり 
４ 平成２３年度の収支計画 

 
 
＇１（災害共済給付勘定 

別表－４のとおり 
＇２（免責特約勘定 

別表－５のとおり 
＇３（一般勘定 別表－６のとおり 
５ 平成２３年度の資金計画 
 
 
＇１（災害共済給付勘定 

別表－７のとおり 
＇２（免責特約勘定 

別表－８のとおり 
＇３（一般勘定 別表－９のとおり 

 
Ⅳ 短期借入金の限度額 

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。 

 
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、埻玉県
所沢市榎町９－１０（を譲渡する。 

 
Ⅵ 剰余金の使途 
 
 
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 

 
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－１０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



 

定し、施設整備を推進する。ま
た、管理運営においては、維持
保全を確実に実施することで、
安全の確保に万全を期する。 
さらに、利用者本位の立場か

ら施設整備を進めることとし、特
に高齢者・身体障害者等に配慮
した施設とする。 

 
 
 
 
 
 
 
２ 人事に関する事項 

 
 
 
 
 
 
＇１（民間競争入札＇包括的業務委

託（の実施や執務体制の見
直しを図ることにより、効率的
な組織体制を構築する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＇２（研修の実施により優れた人材

を育成するとともに、研究職
員については、質の高い研

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。 

 
 
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 
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

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。 

 
２ 人事に関する計画 
 
 
 

 
 

 
＇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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＇２（人材の育成等 
① 研修の実施 
職員の能力開発及び高度

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。 

 
２ 人事に関する計画 
 
 
 
 
 
 
＇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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＇２（人材の育成等 
① 研修の実施 
職員の能力開発及び高度

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。 

 
２ 人事に関する計画 
 
 
 
 
 
 
＇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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＇２（人材の育成等 
① 研修の実施 
職員の能力開発及び高度

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
進するとともに、東北地方太平
洋沖地震に伴う修繕を行う。 
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る
とともに、利用者の利便性に配
慮した整備や改善を行う。 
２ 人事に関する計画 

 
 
 
 
 
 
＇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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＇２（人材の育成等 
① 研修の実施 
職員の能力開発及び高度



 

 

究・支援を推進するため、任
期付任用や職の公募などに
より、優れた人材の確保と資
質向上を図り、研究を活性化
させる。 

 

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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＇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 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 

 

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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
＇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 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 

 

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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
＇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 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 

 

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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
＇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 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 

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、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 
法人の事業・業務全体にお

ける危機管理体制の強化を
図る。 
また、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。 
④ 男女共同参画の推進 
男女共同参画についての

基本計画を策定し、両立支援
策の整備及び人材登用にお
ける均等施策等を推進する。 

＇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。 
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 



◆中期計画・年度計画（平成２０・２１・２２・２３年度）別紙（プロジェクト研究一覧、助成対象事業一覧）、別表（予算等）比較表 

年度計画（平成２０年度） 
【平成 20年 3月 31 日文部科学大臣届出】 

年度計画（平成２１年度） 
【平成 21年 3月 31 日文部科学大臣届出】 

年度計画（平成２２年度） 
【平成 22年 3月 31 日文部科学大臣届出】 

年度計画（平成２３年度） 
【平成 23年 3月 31 日文部科学大臣届出】 

【別紙１】 
平成２０年度国立スポーツ科学センター 

スポーツ医・科学研究事業 プロジェクト研究Ａ 

分野 
プロジェクト名 

（年限） 
研究概要 

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
・
コ
ー
チ
ン
グ
に
関
す
る
研

究 

競技パフォー
マンスに及ぼ
す低酸素トレ
ーニングの効
果に関する研
究 
（４年計画の
４年目） 

本研究では、研究期間を１年間延長
し、これまでのＪＩＳＳ研究プロジ
ェクトで検証してきた成果を基に、
低酸素滞在とトレーニングの組み合
わせの効果や個人差、競技特性に応
じた効果的トレーニング方法を検討
することを目的とする。 

科学的評価に
基づくトレー
ニング方法の
検討 
（４年計画の
４年目） 

本研究では、競技力向上に繋がるフ
ィットネス・スキル要因の改善を意
図したトレーニングを行いパフォー
マンスが向上するか、また、どのよ
うな要因の改善がパフォーマンスの
向上に貢献したかを検証することに
より、効果的なトレーニング方法の
確立に資することを目的とする。 

評
価
に
関
す
る
研
究 

フ ィ ッ ト ネ
ス・スキル・パ
フォーマンス
の評価方法に
関する研究 
（４年計画の
４年目） 

本研究では、１年間研究期間を延長
し、「新しい測定技術や発想を用い
た評価方法の開発と検証実験」の一
環として、ＭＲＩを用いた骨年齢評
価に関する研究を行い、ＭＲＩを活
用した、非侵襲的な骨年齢推定方法
を確立させることを目的とする。 

ス ポ ー ツ 外
傷・障害予防の
ための医学的
研究 
（４年計画の
４年目） 

本研究は、特に、①体幹部のコンデ
ィショニング、②骨盤・股関節のコ
ンディショニング、③肩甲帯のコン
ディショニングに焦点を絞り、これ
までの研究と診療事業で蓄積してき
たさまざまなコンディショニングの
工夫やその成果を整理し、それらの
評価と実践を競技者にわかりやすい
形に加工しながら、スポーツ外傷・
障害の予防に役立てることを目的と
する。 

競技者の栄養
摂取基準値に
関する研究 
（４年計画の
４年目） 

本研究では、競技者の食事摂取基準
値策定に必要な基礎データである基
礎代謝、安静時代謝、身体組成、食
物摂取状況、活動量及び栄養状態（血
液検査）を測定・評価することを目
的とする。 

競技者のコン
ディションと
関連する指標
の検討 
（２年計画の
２年目） 

本研究の目的は、アスリートの心身
状態（コンディション）を反映する
可能性のある生理指標について、生
理学、生化学、心理学、トレーニン
グ学、医学それぞれの専門分野から、
多角的に検討することである。 

北京コンディ
ショニング研
究 
（２年計画の
２年目） 

本研究は、北京オリンピック日本代
表選手団が最大限のパフォーマンス
を発揮するための出国から競技会ま
での選手やチーム個々のコンディシ
ョニングプランの在り方を検討する
ことを目的とする。 

戦
略
・
戦
術
に
関
す
る
研
究 

ゲーム分析方
法に関する研
究 
（４年計画の
４年目） 

本研究では、①多視点映像システム
の開発、②球技系種目のゲーム分析
に関する調査、の２テーマに焦点を
絞り、①においては先端的な情報技
術をゲーム分析の分野に取り込んで
その利活用の方法を探り、②におい
ては各競技におけるゲーム分析の手
法を調査してその結果を競技団体間
で共有するための素材を完成するこ
とを目的とする。 

タレントの発
掘と有効活用
のための手法
に関する研究 

本研究では、優れた素質を有する人
材（タレント）の発掘・育成に関わ
る国内外の動向・情勢と、ＪＩＳＳ
に求められる役割を勘案し、短期的

【別紙】 
平成２１年度国立スポーツ科学センター 

スポーツ医・科学研究事業 プロジェクト研究一覧 
研究課題名 研究概要 

国際競技力向上に有
用なコンディション
評価方法の開発と応
用 
（４年計画の１年目） 

スポーツの競技会等において競技者が
最高のパフォーマンスを発揮するため
には、競技者のコンディションを最良の
状態に調整する、いわゆる、コンディシ
ョニングが重要となる。そこで本研究で
は、最新の科学的知見を取り入れなが
ら、新たな競技者のコンディション評価
方法を開発するとともに、それを実際の
競技者に応用しながら、国際競技力向上
に貢献することを目的とする。 

低酸素トレーニング
の有用性に関する研
究 
（４年計画の１年目） 

本研究では、低酸素環境での滞在および
トレーニングの効果を生理・生化学的指
標を用いて明らかにする基礎的研究と、
競技者を対象に低酸素環境および高地
でのトレーニング内容や生理的指標の
変化などを評価する実践的研究を実施
することにより、低酸素環境での滞在と
トレーニングおよび高地トレーニング
の有用性を検証することを目的とする。 

身体運動及び人間・用
具・環境系の挙動の最
適化に関する研究 
（４年計画の１年目） 

近年の国際的な競技スポーツの場では、
競技実践の主体である競技者の能力が
向上しているのみでなく、急速に発展し
た各種テクノロジーの応用も競技力に
大きく貢献している。そこで本研究で
は、競技者の身体運動のみでなく、使用
している用具・用品、置かれた環境条件
等との関係性も含めた系全体の挙動を
捉え、その最適化を試みること及びその
結果から競技パフォーマンス向上のた
めの示唆を得ることを目的とする。 

競技パフォーマンス
の診断システムの構
築に関する研究 
（４年計画の１年目） 

近年、競技スポーツのパフォーマンス評
価・診断にバイオメカニクス的手法は重
要な役割を果たすようになりつつある
が、現実の選手育成や強化の場面で有効
活用できるシステムが充実していると
は言い難い。そこで本研究では、バイオ
メカニクス的手法について方法論上の
妥当性を見直し、その開発・改善を進め、
個別の競技種目において運動技術の改
善等に役立つ診断システムを構築する
ことを目的とする。 

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 
（２年計画の１年目） 

個別心理サポートを求める競技者の数
は年々増えているが、彼らの訴える心理
的課題は多様である。選手個々に相応し
い心理接近法の選択基準を設けること
は、競技者への心理的援助の質的向上と
なり、彼らの競技力向上に貢献する。そ
こで、本研究では、心理接近法の選択基
準設定の前提なるトップレベル競技者
の基礎的資料を収集する。特に、心理力
動学的視点からみた特性と、主訴別の個
別サポートの展開過程の違いを明らか
にすることを目的とする。 

競技者の栄養評価に
関する研究 
（３年計画の１年目） 

競技力向上に向けた増量・減量等の食事
調整を行う際に、競技者個別に対して的
確に必要なエネルギーや栄養素量を推
定することが必要であることから、競技
者の栄養摂取基準値に関する検討を行
う。また、競技者の日常的な食事摂取量
を把握できる方法として、競技者向け半
定量食物摂取頻度調査表票について検
討する。さらに、サプリメントに関する
情報の収集と発信を行うこととする。 

スポーツ外傷・障害の
治療および予防のた
めの医学的研究 
（４年計画の１年目） 

スポーツ外傷・障害の予防プログラムの
普及に努めるとともに、その効果を検証
していく。そのために、関連学会や競技
団体および日本スポーツ振興センター

【別紙１】 
平成２２年度国立スポーツ科学センター 

スポーツ医・科学研究事業 プロジェクト研究一覧 
研究課題名 研究概要 

国際競技力向上に有
用なコンディション
評価方法の開発と応
用 
(４年計画の２年目) 

スポーツの競技会等において競技者が
最高のパフォーマンスを発揮するため
には、競技者のコンディションを最良の
状態に調整する、いわゆる、コンディシ
ョニングが重要となる。そこで本研究で
は、最新の科学的知見を取り入れなが
ら、新たな競技者のコンディション評価
方法を開発するとともに、それを実際の
競技者に応用しながら、国際競技力向上
に貢献することを目的とする。 

低酸素トレーニング
の有用性に関する研
究 
(４年計画の２年目） 

本研究では、低酸素環境での滞在および
トレーニングの効果を生理・生化学的指
標を用いて明らかにする基礎的研究と、
競技者を対象に低酸素環境および高地
でのトレーニング内容や生理的指標の
変化などを評価する実践的研究を実施
することにより、低酸素環境での滞在と
トレーニングおよび高地トレーニング
の有用性を検証することを目的とする。 

身体運動及び人間・用
具・環境系の挙動の最
適化に関する研究 
(４年計画の２年目） 

近年の国際的な競技スポーツの場では、
競技実践の主体である競技者の能力が
向上しているのみでなく、急速に発展し
た各種テクノロジーの応用も競技力に
大きく貢献している。そこで本研究で
は、競技者の身体運動のみでなく、使用
している用具・用品、置かれた環境条件
等との関係性も含めた系全体の挙動を
捉え、その最適化を試みること及びその
結果から競技パフォーマンス向上のた
めの示唆を得ることを目的とする。 

競技パフォーマンス
の診断システムの構
築に関する研究 
(４年計画の２年目） 

近年、競技スポーツのパフォーマンス評
価・診断にバイオメカニクス的手法は重
要な役割を果たすようになりつつある
が、現実の選手育成や強化の場面で有効
活用できるシステムが充実していると
は言い難い。そこで本研究では、バイオ
メカニクス的手法について方法論上の
妥当性を見直し、その開発・改善を進め、
個別の競技種目において運動技術の改
善等に役立つ診断システムを構築する
ことを目的とする。 

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 
(２年計画の２年目） 

個別心理サポートを求める競技者の数
は年々増えているが、彼らの訴える心理
的課題は多様である。選手個々に相応し
い心理接近法の選択基準を設けること
は、競技者への心理的援助の質的向上と
なり、彼らの競技力向上に貢献する。そ
こで、本研究では心理接近法の選択基
準設定の前提となるトップレベル競技
者の基礎的資料を収集する。特に、心理
力動学的視点からみた特性と、主訴別の
個別サポートの展開過程の違いを明ら
かにすることを目的とする。 

競技者の栄養評価に
関する研究 
(３年計画の２年目） 

競技力向上に向けた増量・減量等の食事
調整を行う際に、競技者個別に対して的
確に必要なエネルギーや栄養素量を推
定することが必要であることから、競技
者の栄養摂取基準値に関する検討を行
う。また、競技者の日常的な食事摂取量
を把握できる方法として、競技者向け半
定量食物摂取頻度調査表票について検
討する。さらに、サプリメントに関する
情報の収集と発信を行うこととする。 

スポーツ外傷・障害の
治療および予防のた
めの医学的研究 
(４年計画の２年目） 

スポーツ外傷・障害の予防プログラムの
普及に努めるとともに、その効果を検証
していく。そのために、関連学会や競技
団体および日本スポーツ振興センター

【別紙１】 
平成２３年度国立スポーツ科学センター 

 スポーツ医・科学研究事業 プロジェクト研究一覧 
研究課題名 研究概要 

国際競技力向上に有
用なコンディション
評価方法の開発と応
用 
(４年計画の３年目) 

スポーツの競技会等において競技者が
最高のパフォーマンスを発揮するため
には、競技者のコンディションを最良の
状態に調整する、いわゆる、コンディシ
ョニングが重要となる。そこで本研究で
は、最新の科学的知見を取り入れなが
ら、新たな競技者のコンディション評価
方法を開発するとともに、それを実際の
競技者に応用しながら、国際競技力向上
に貢献することを目的とする。 

低酸素トレーニング
の有用性に関する研
究 
(４年計画の３年目） 

本研究では、低酸素環境での滞在および
トレーニングの効果を生理・生化学的指
標を用いて明らかにする基礎的研究と、
競技者を対象に低酸素環境および高地
でのトレーニング内容や生理的指標の
変化などを評価する実践的研究を実施
することにより、低酸素環境での滞在と
トレーニングおよび高地トレーニング
の有用性を検証することを目的とする。 

身体運動及び人間・
用具・環境系の挙動
の最適化に関する研
究 
(４年計画の３年目） 

近年の国際的な競技スポーツの場では、
競技実践の主体である競技者の能力が
向上しているのみでなく、急速に発展し
た各種テクノロジーの応用も競技力に
大きく貢献している。そこで本研究で
は、競技者の身体運動のみでなく、使用
している用具・用品、置かれた環境条件
等との関係性も含めた系全体の挙動を
捉え、その最適化を試みること及びその
結果から競技パフォーマンス向上のた
めの示唆を得ることを目的とする。 

競技パフォーマンス
の診断システムの構
築に関する研究 
(４年計画の３年目） 

近年、競技スポーツのパフォーマンス評
価・診断にバイオメカニクス的手法は重
要な役割を果たすようになりつつある
が、現実の選手育成や強化の場面で有効
活用できるシステムが充実していると
は言い難い。そこで本研究では、バイオ
メカニクス的手法について方法論上の
妥当性を見直し、その開発・改善を進め、
個別の競技種目において運動技術の改
善等に役立つ診断システムを構築する
ことを目的とする。 

競技者の栄養評価に
関する研究 
(３年計画の３年目） 

競技力向上に向けた増量・減量等の食事
調整を行う際に、競技者個別に対して的
確に必要なエネルギーや栄養素量を推
定することが必要であることから、競技
者の栄養摂取基準値に関する検討を行
う。また、競技者の日常的な食事摂取量
を把握できる方法として、競技者向け半
定量食物摂取頻度調査表票について検
討する。さらに、サプリメントに関する
情報の収集と発信を行うこととする。 

スポーツ外傷・障害
の治療および予防の
ための医学的研究 
(４年計画の３年目） 

スポーツ外傷・障害の予防プログラムの
普及に努めるとともに、その効果を検証
していく。そのために、関連学会や競技
団体および日本スポーツ振興センター
学校安全部と協力して比較検証するた
めの基礎的データの構築体制を整備し
ていく。またスポーツ外傷・障害の予防
に重要な基本的な姿勢制御動作の解析
や、スポーツ外傷・障害の治療に向けて
高圧酸素治療についての基礎的研究を
行う。 

トップアスリートに
かかわる内科的問題
点の診断・治療・予
防に関する研究 
(４年計画の３年目） 

クリニックにて行われるメディカルチ
ェックや診療で得られた知見・データを
検討、解析し、内科的な問題点の診断・
治療・予防に関しての臨床研究を行い、
アスリートの良好なコンディショニン



（４年計画の
４年目） 

及び中期的な視点から、タレント人
材の①リクルートメント手法、②有
効活用のための手法、③識別のため
の手法、の３つの課題について取り
組み、ＮＦ等が行うタレント発掘・
育成活動に活用することのできる知
識やノウハウを見出すことを目的と
する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学校安全部と協力して比較検証するた
めの基礎的データの構築体制を整備し
ていく。またスポーツ外傷・障害の予防
に重要な基本的な姿勢制御動作の解析
や、スポーツ外傷・障害の治療に向けて
高圧酸素治療についての基礎的研究を
行う。 

トップアスリートに
かかわる内科的問題
点の診断・治療・予防
に関する研究 
（４年計画の１年目） 

クリニックにて行われるメディカルチ
ェックや診療で得られた知見・データを
検討、解析し、内科的な問題点の診断・
治療・予防に関しての臨床研究を行い、
アスリートの良好なコンディショニン
グ、競技力向上に貢献することを目的と
する。これらの研究はトップアスリート
のみが受診するという JISS クリニック
の特徴を生かした研究であり、日本のス
ポーツ界にとっても有用な研究である。
平成２１年度からは、特に「トップアス
リートの喘息」および「オーバートレー
ニング症候群」の診断・治療体系の構築
を行う。 

国際競技力向上のた
めの情報戦略の在り
方に関する研究 
（４年計画の１年目） 

オリンピック競技大会でのメダル獲得
に向けた我が国の強化戦略の立案及び
オリンピック競技大会で我が国が発揮
したパフォーマンスの評価において、自
国の国際競争力の正確な分析・評価とそ
れらの情報のメディアを通じた発信は、
情報戦略上のクリティカルファクター
である。本研究では、我が国の国際競争
力評価の基礎となるポテンシャルアス
リートの選定基準とメディアからの情
報発信傾向の分析・検証を通して、我が
国の国際競技力向上のための情報戦略
の在り方を検討することを目的とする。 

センサーを利用した
トレーニングアシス
トシステムの開発 
（２年計画の１年目） 

トレーニングを効果的に行うためには、
トレーニングの場で即座に利用できる
ように、センサーを利用して運動の力学
的パラメータを計測する方法が向いて
いる。そこで、本研究課題では、最新の
センサー技術を用いデータを収集し、そ
れを適切にモデル化して解析して選手、
コーチにフィードバックする事で、練習
の場でのセンサーを利用の可能性を開
拓することを目的としている。  

映像を利用したトレ
ーニングアシストシ
ステムの開発 
（４年計画の１年目） 

スポーツの練習において、映像の利用状
況は様々であるが、それをトレーニング
のアシストとする時に必要な視点は、即
時から長期の利用にわたる「トータルに
トレーニングをサポートする映像シス
テム」であると考える。本開発課題では、
トータルにトレーニングをアシストす
る映像システムとして、撮影系、保存系、
活用系に関して、開発して、それを現場
で利用できるようにするものである。 

 

学校安全部と協力して比較検証するた
めの基礎的データの構築体制を整備し
ていく。またスポーツ外傷・障害の予防
に重要な基本的な姿勢制御動作の解析
や、スポーツ外傷・障害の治療に向けて
高圧酸素治療についての基礎的研究を
行う。 

トップアスリートに
かかわる内科的問題
点の診断・治療・予防
に関する研究 
(４年計画の２年目） 

クリニックにて行われるメディカルチ
ェックや診療で得られた知見・データを
検討、解析し、内科的な問題点の診断・
治療・予防に関しての臨床研究を行い、
アスリートの良好なコンディショニン
グ、競技力向上に貢献することを目的と
する。これらの研究はトップアスリート
のみが受診するという JISS クリニック
の特徴を生かした研究であり、日本のス
ポーツ界にとっても有用な研究である。
さらに「トップアスリートの喘息」およ
び「オーバートレーニング症候群」の診
断・治療体系の構築を行う。 

国際競技力向上のた
めの情報戦略の在り
方に関する研究 
(４年計画の２年目） 

オリンピック競技大会でのメダル獲得
に向けた我が国の強化戦略の立案及び
オリンピック競技大会で我が国が発揮
したパフォーマンスの評価において、自
国の国際競争力の正確な分析・評価とそ
れらの情報のメディアを通じた発信は、
情報戦略上のクリティカルファクター
である。本研究では、我が国の国際競争
力評価の基礎となるポテンシャルアス
リートの選定基準とメディアからの情
報発信傾向の分析・検証を通して、我が
国の国際競技力向上のための情報戦略
の在り方を検討することを目的とする。 

センサーを利用した
トレーニングアシス
トシステムの開発 
(２年計画の２年目） 

トレーニングを効果的に行うためには、
トレーニングの場で即座に利用できる
ように、センサーを利用して運動の力学
的パラメータを計測する方法が向いて
いる。そこで、本研究課題では、最新の
センサー技術を用いデータを収集し、そ
れを適切にモデル化して解析して選手、
コーチにフィードバックする事で、練習
の場でのセンサーを利用の可能性を開
拓することを目的とする。  

映像を利用したトレ
ーニングアシストシ
ステムの開発 
(４年計画の２年目） 

スポーツの練習において，映像の利用状
況は様々であるが、それをトレーニング
のアシストとする時に必要な視点は、即
時から長期の利用にわたる「トータルに
トレーニングをサポートする映像シス
テム」であると考える。本開発課題では、
トータルにトレーニングをアシストす
る映像システムとして、撮影系、保存系、
活用系に関して開発を行い、それを現場
で利用できるようにすることを目的と
する。 

スポーツ科学におけ
る測定技術に関する
研究 
(４年計画の２年目） 

本研究では、現在フィットネチェック
で採用されている各種測定技術を主な
研究対象として、それら技術の測定精度
（妥当性、信頼性、客観性）および適切
な利用方法・手順について科学的手法を
用いて検証・評価すること、さらに検
証・評価を通して得られた知見を組織的
に共有・蓄積し、アスリートチェックを
含む JISS 測定業務のさらなる品質向上
に活用するための具体的手法を検討す
ることを目的とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

グ、競技力向上に貢献することを目的と
する。これらの研究はトップアスリート
のみが受診するという JISS クリニック
の特徴を生かした研究であり、日本のス
ポーツ界にとっても有用な研究である。
さらに「トップアスリートの喘息」およ
び「オーバートレーニング症候群」の診
断・治療体系の構築を行う。 

国際競技力向上のた
めの情報戦略の在り
方に関する研究 
(４年計画の３年目） 

オリンピック競技大会でのメダル獲得
に向けた我が国の強化戦略の立案及び
オリンピック競技大会で我が国が発揮
したパフォーマンスの評価において、自
国の国際競争力の正確な分析・評価とそ
れらの情報のメディアを通じた発信は、
情報戦略上のクリティカルファクター
である。本研究では、我が国の国際競争
力評価の基礎となる日本代表選手団の
ポテンシャル測定基準とメディアから
の情報発信傾向の分析・検証を通して、
我が国の国際競技力向上のための情報
戦略の在り方を検討することを目的と
する。 

映像を利用したトレ
ーニングアシストシ
ステムの開発 
(４年計画の３年目） 

スポーツの練習において，映像の利用状
況は様々であるが、それをトレーニング
のアシストとする時に必要な視点は、即
時から長期の利用にわたる「トータルに
トレーニングをサポートする映像シス
テム」であると考える。本開発課題では、
トータルにトレーニングをアシストす
る映像システムとして、撮影系、保存系、
活用系に関して開発を行い、それを現場
で利用できるようにすることを目的と
する。 

スポーツ科学におけ
る測定技術に関する
研究 
(４年計画の３年目） 

本研究では、現在フィットネスチェック
で採用されている各種測定技術を主な
研究対象として、それら技術の測定精度
（妥当性、信頼性、客観性）および適切
な利用方法・手順につて科学的手法を
用いて検証・評価すること、さらに検
証・評価を通して得られた知見を組織的
に共有・蓄積し、アスリートチェックを
含む JISS 測定業務のさらなる品質向上
に活用するための具体的手法を検討す
ることを目的とする。 

IT を利用したトレー
ニングのためのデー
タ分析収集とフィー
ドバックシステムの
開発 
（２年計画の１年
目） 

トレーニングを支援するために必要な
システムは、収集・分析した様々なデー
タを総合的にフィードバックする機能
を有している必要がある。そこで本研究
では、(1)柔軟な分析、(2)統合した表示、
という 2つの観点から、現場のコーチン
グ有用となる IT を利用したシステム
を研究・開発することを目的とする。 

トップアスリートに
有用な心理サポート
に関する研究 
（２年計画の１年
目） 

JISS における心理サポートでは、メン
タルチェック、メンタル講習、個別サポ
ートといった活動を行ってきており、そ
の件数も年々増加している。本研究で
は、より有効なサポートを提供するため
に、①質問紙による評価、②技法指導、
③個別サポート、という３つの視点から
の研究を行い、その成果を実際のサポー
ト活動に応用して競技力向上に貢献す
ることを目的とする。 

 



【別紙２】 
平成２０年度国立スポーツ科学センター スポーツ医・科学研究

事業 
プロジェクト研究Ｂ 

形
態 

競技団体名 研究課題 

連
携
研
究 

(財)日本スケート
連盟 

スピードスケート選手の氷上ト
レーニングにおけるコンディシ
ョニング評価に関する研究 

(財)日本レスリン
グ協会 

レスリング選手の減量に関する
基礎研究４ 

(財)日本ハンドボ
ール協会 

ハンドボール競技者の具備する
べき体力要素の評価とそのデー
タベース化に関する研究 

委
託
研
究 

(財)日本テニス協
会 

ジュニアテニス選手の体力特性
と体力トレーニングの開発に関
す研究 

(財)日本自転車競
技連盟 

常低酸素環境下における超最大
ペダリング・トレーニングが自転
車競技スプリント系選手の無酸
素的エネルギー供給能力に及ぼ
す影響 

(財)日本卓球協会 
卓球サービスにおけるボールの
回転と動作 

(財)全日本柔道連
盟 

国際大会における試合映像の即
時フィードバックシステムの開
発並びに映像の分析とデータベ
ースの作成 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【別紙２】 
平成２２年度スポーツ振興投票 助成対象事業一覧 

区  分 助成事業細目 

地域スポーツ施設整備助成 

クラブハウス整備事業 

グラウンド芝生化事業 

スポーツ施設等整備事業 

総合型地域スポーツクラブ

活動助成 

総合型地域スポーツクラブ創設

支援事業 

総合型地域スポーツクラブ自立

支援事業 

総合型地域スポーツクラブ活動

基盤強化事業 

広域スポーツセンター指導者派

遣等事業 

地方公共団体スポーツ活動

助成 

地域スポーツ活動推進事業 

地域スポーツクラブ活動支援事

業 

国民体育大会冬季大会の競技会

開催支援事業 

スポーツ団体が行う将来性を有する選手の発掘及び育成強化

助成 

スポーツ団体スポーツ活動

助成 

スポーツ活動推進事業 

ドーピング防止活動推進事業 

スポーツ指導者海外研修事業 

組織基盤強化事業 

国際スポーツ会議開催事業 

国際競技大会開催助成 

優秀な選手・指導者への個人助成に充当 
 



 
中期計画 

【平成 20年 3月 28 日文部科学大臣認可】 
【平成 21年 3月 31 日変更】 

年度計画（平成２０年度） 
【平成 20年 3月 31 日文部科学大臣届出】 

年度計画（平成２１年度） 
【平成 21年 3月 31 日文部科学大臣届出】 

年度計画（平成２２年度） 
【平成 22年 3月 31 日文部科学大臣届出】 

年度計画（平成２３年度） 
【平成 23年 3月 31 日文部科学大臣届出】 

【別表－１】 
期間全体に係る予算(総計) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
[収 入] 
運営費交付金 
施設整備費補助金 
災害共済給付補助金 
基金運用収入 
国立競技場運営収入 
国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰ運営収入 
ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ運営収入 
国立登山研修所運営収入 
ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業収入 
ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業収入 
共済掛金収入 
ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業準備金戻入 
受託事業収入 
寄附金収入 
営業外収入 
災害共済給付勘定受入金 
利息収入 
その他収入 
前中期目標期間繰越積立金取崩額 

計 

 
 

28,108 
7,901 
12,720 
2,822 
11,591 
1,773 
2,746 

3 
540 

201,475 
85,334 
10,774 

5 
185 
16 

1,177 
210 
557 

4,034 
371,971 

 
[支 出] 
業務経費 
うち、人件費 

国立競技場運営費 
国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰ運営費 
ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ運営費 
国立登山研修所運営費 
ｽﾎﾟｰﾂ振興基金事業費 
ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業費 
ｽﾎﾟｰﾂ振興投票業務運営費 
ｽﾎﾟｰﾂ振興投票助成事業費 

給付金 
受託事業費 
一般管理費 
うち、人件費 

物件費 
施設整備費 
払戻返還金 
国庫納付金 
ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業準備金繰入 
一般勘定繰入金 
事業外支出 

計 

 
 

126,240 
16,076 
3,840 
8,651 
9,579 
204 

6,115 
4,834 
66,167 
10,774 
92,913 

5 
5,793 
3,580 
2,213 
7,901 

100,000 
6,700 
13,400 
1,177 
13,364 
367,493 

［人件費の見積り］期間中総額１４，３３１百万円
を支出する。 

［運営費交付金算定ルール］ ： 別紙 
［注記］ 

１ 退職手当については、独立行政法人日本スポ
ーツ振興センター役員退職手当規則及び同職
員退職給与規則に基づいて支給することとし、
そのうち、次に掲げる自己収入で手当する分を
除く額について、運営費交付金を財源とするも
のと想定している。 
投票勘定 スポーツ振興投票事業収入で手

当する３８人分 
２ 勘定間の繰入額は、損益計算書科目の費用と
収益が両建てされている場合には相殺してい
る。 

 
 
 
 
 
 
 

【別表－１】 
平成２０年度年度計画予算(総計) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
[収 入] 
運営費交付金 
施設整備費補助金 
災害共済給付補助金 
基金運用収入 
国立競技場運営収入 
国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰ運営収入 
ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ運営収入 
ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業収入 
ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業収入 
共済掛金収入 
ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業準備金戻入 
受託事業収入 
寄附金収入 
営業外収入 
災害共済給付勘定受入金 
利息収入 
その他収入 
前中期目標期間繰越積立金取崩額 

計 

 
 

7,071 
2,272 
2,563 
558 

2,295 
351 
544 
107 

40,295 
17,197 
1,107 

1 
41 
3 

262 
42 
557 
451 

75,717 
 
[支 出] 
業務経費 
うち、人件費 

国立競技場運営費 
国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰ運営費 
ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ運営費 
ｽﾎﾟｰﾂ振興基金事業費 
ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業費 
ｽﾎﾟｰﾂ振興投票業務運営費 
ｽﾎﾟｰﾂ振興投票助成事業費 

給付金 
受託事業費 
一般管理費 
うち、人件費 

物件費 
施設整備費 
払戻返還金 
国庫納付金 
ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業準備金繰入 
一般勘定繰入金 
事業外支出 

計 

 
 

25,514 
3,259 
881 

1,923 
3,055 
1,181 
748 

13,360 
1,107 
18,724 

1 
1,248 
771 
477 

2,272 
20,000 

533 
1,067 
262 

4,956 
74,577 

［注記］ 
勘定間の繰入額は、損益計算書科目の費用と収

益が両建てされている場合には相殺している。 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【別表－１】 
平成２１年度年度計画予算(総計) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
［収 入］ 
運営費交付金  
施設整備費補助金 
災害共済給付補助金 
基金運用収入 
国立競技場運営収入 
国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰ運営収入 
ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ運営収入 
国立登山研修所運営収入 
ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業収入 
ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業収入 
共済掛金収入 
ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業準備金戻入 
受託事業収入 
寄附金収入 
営業外収入 
利息収入 
前中期目標期間繰越積立金取崩額 

計 

 
 

6,026 
3,063 
2,563 
539 

2,307 
353 
546 
1 

108 
63,491 
17,085 
8,078 

1 
39 
3 

106 
1,002 

105,310 
 
［支 出］ 
業務経費 
うち、人件費 

国立競技場運営費 
国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰ運営費 
ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ運営費 
国立登山研修所運営費 
ｽﾎﾟｰﾂ振興基金事業費 
ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業費 
ｽﾎﾟｰﾂ振興投票業務運営費 
ｽﾎﾟｰﾂ振興投票助成事業費 

給付金 
受託事業費 
一般管理費 
うち、人件費 

物件費 
 施設整備費 
 払戻返還金 
 国庫納付金 
 ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業準備金繰入 

計 

 
 

35,489 
3,050 
804 

2,424 
2,581 

52 
1,118 
1,264 
16,118 
8,078 
18,470 

1 
1,201 
743 
459 

3,063 
31,500 
5,187 
10,373 
105,284 

［注記］ 
１ 勘定間の繰入額は、損益計算書科目の費用と収
益が両建てされている場合には相殺している。 

２ 各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一
致しないことがある。 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【別表－１】 
平成２２年度年度計画予算(総計) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
［収 入］ 
運営費交付金 
施設整備費補助金 
災害共済給付補助金 
基金運用収入 
国立競技場運営収入 
国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰ運営収入 
ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ運営収入 
国立登山研修所運営収入 
ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業収入 
ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業収入 
共済掛金収入 
ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業準備金戻入 
受託事業収入 
寄附金収入 
営業外収入 
利息収入 
前中期目標期間繰越積立金取崩額 

計 

 
 

5,945 
3,815 
2,562 
597 

2,318 
355 
549 
1 

108 
63,543 
17,033 
9,000 

1 
36 
3 

106 
586 

106,557 
 
［支 出］ 
業務経費 
うち、人件費 
   国立競技場運営費 

    国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰ運営費 
    ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ運営費 
    国立登山研修所運営費 
    ｽﾎﾟｰﾂ振興基金事業費 

ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業費 
    ｽﾎﾟｰﾂ振興投票業務運営費 
    ｽﾎﾟｰﾂ振興投票助成事業費 
給付金 
受託事業費 
一般管理費 
うち、人件費 
   物件費 

施設整備費 
払戻返還金 
国庫納付金 
ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業準備金繰入 

計 

 
 

34,903 
3,130 
1,079 
2,176 
1,625 

51 
1,248 
780 

15,813 
9,000 
18,666 

1 
1,157 
715 
442 

3,815 
31,500 
5,187 
10,375 

105,604 
［注記］ 

１ 勘定間の繰入額は、損益計算書科目の費用と
収益が両建てされている場合には相殺してい
る。 

 ２ 各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係
で一致しないことがある。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【別表－２】 
期間全体に係る予算(投票勘定) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
[収 入] 
ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業収入 
ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業準備金戻入 
利息収入 
その他収入 

計 

 
 

201,475 
10,774 

25 
0 

212,274 
 
[支 出] 
業務経費 
うち、人件費 

ｽﾎﾟｰﾂ振興投票業務運営費 
ｽﾎﾟｰﾂ振興投票助成事業費 

一般管理費 
払戻返還金 
国庫納付金 
ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業準備金繰入 
事業外支出 

計 

 
 

78,554 
1,613 
66,167 
10,774 

256 
100,000 
6,700 
13,400 
13,364 
212,274 

［人件費の見積り］ 
期間中総額１，４１５百万円を支出する。 

 
 

【別表－３】 
期間全体に係る予算(災害共済給付勘定) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
[収 入] 
災害共済給付補助金 
共済掛金収入 
免責特約勘定より受入 
利息収入 

計 

 
 

12,720 
83,176 
1,143 

94 
97,133 

 
[支 出] 
給付金 
一般勘定繰入金 

計 

 
 

92,913 
1,177 
94,090 

［注記］ 
平成２０年度以降は、児童生徒数の減少率、給付

金の発生率等を勘案して積算している。 
 
 

【別表－４】 
期間全体に係る予算(免責特約勘定) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
[収 入] 
共済掛金収入 
利息収入 

計 

 
 

2,158 
90 

2,248 
 
[支 出] 
災害共済給付勘定へ繰入 

計 

 
 

1,143 
1,143 

［注記］ 
平成２０年度以降は、児童生徒数の減少率、給付

金の発生率等を勘案して積算している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【別表－２】 
平成２０年度年度計画予算(投票勘定) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
[収 入] 
ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業収入 
ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業準備金戻入 
利息収入 

計 

 
 

40,295 
1,107 

5 
41,407 

 
[支 出] 
業務経費 
うち、人件費 

ｽﾎﾟｰﾂ振興投票業務運営費 
ｽﾎﾟｰﾂ振興投票助成事業費 

一般管理費 
払戻返還金 
国庫納付金 
ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業準備金繰入 
事業外支出 

計 

 
 

14,796 
329 

13,360 
1,107 

55 
20,000 

533 
1,067 
4,956 
41,407 

 
 
 
 
 

【別表－３】 
平成２０年度年度計画予算(災害共済給付勘定) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
[収 入] 
災害共済給付補助金 
共済掛金収入 
免責特約勘定より受入 
利息収入 

計 

 
 

2,563 
16,762 

237 
19 

19,581 
 
[支 出] 
給付金 
一般勘定繰入金 

計 

 
 

18,724 
262 

18,986 
 
 

 
 
 

【別表－４】 
平成２０年度年度計画予算(免責特約勘定) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
[収 入] 
共済掛金収入 
利息収入 

計 

 
 

435 
18 
453 

 
[支 出] 
災害共済給付勘定へ繰入 

計 

 
 

237 
237 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

【別表－２】 
平成２１年度年度計画予算(投票勘定) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
［収 入］ 
ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業収入 
ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業準備金戻入 
利息収入 

計 

 
 

63,491 
8,078 

69 
71,638 

 
［支 出］ 
業務経費 
うち、人件費 

ｽﾎﾟｰﾂ振興投票業務運営費 
ｽﾎﾟｰﾂ振興投票助成事業費 

一般管理費 
払戻返還金 
国庫納付金 
ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業準備金繰入 

計 

 
 

24,525 
329 

16,118 
8,078 

53 
31,500 
5,187 
10,373 
71,638 

［注記］   
  各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で
一致しないことがある。 

 
 
 

【別表－３】 
平成２１年度年度計画予算(災害共済給付勘定) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
［収 入］ 
災害共済給付補助金 
共済掛金収入 
免責特約勘定より受入 
利息収入 

計 

 
 

2,563 
16,652 

240 
19 

19,474 
 
［支 出］ 
給付金 
一般勘定繰入金 

計 

 
 

18,470 
243 

18,713 
［注記］   

  各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一
致しないことがある。 

 
 

【別表－４】 
平成２１年度年度計画予算(免責特約勘定) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
［収 入］ 
共済掛金収入  
利息収入 

計 

 
 

433 
18 
451 

 
［支 出］ 
災害共済給付勘定へ繰入 

計 

 
 

240 
240 

［注記］   
  各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一
致しないことがある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【別表－２】 
平成２２年度年度計画予算(投票勘定) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
［収 入］ 
ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業収入 
ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業準備金戻入 
利息収入 

計 

 
 

63,543 
9,000 

69 
72,612 

 
［支 出］ 
業務経費 
うち、人件費 
   ｽﾎﾟｰﾂ振興投票業務運営費 
   ｽﾎﾟｰﾂ振興投票助成事業費 

一般管理費 
払戻返還金 
国庫納付金 
ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業準備金繰入 

計 

 
 

25,249 
436 

15,813 
9,000 

51 
31,500 
5,187 
10,375 
72,362 

［注記］ 
各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で

一致しないことがある 
 
 
 

【別表－３】 
平成２２年度年度計画予算(災害共済給付勘定) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
［収 入］ 
災害共済給付補助金 
共済掛金収入 
免責特約勘定より受入 
利息収入 

計 

 
 

2,562 
16,603 

274 
19 

19,458 
 
［支 出］ 
給付金 
一般勘定繰入金 

計 

 
 

18,666 
230 

18,896 
［注記］ 

各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一
致しないことがある。 

 
 

【別表－４】 
平成２２年度年度計画予算(免責特約勘定) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
［収 入］ 
共済掛金収入 
利息収入 

計 

 
 

430 
18 

448 
 
［支 出］ 
災害共済給付勘定へ繰入 

計 

 
 

274 
274 

［注記］  
  各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一
致しないことがある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

【別表－１】 
平成２３年度年度計画予算(災害共済給付勘定) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
［収 入］ 
災害共済給付補助金 
共済掛金収入 
免責特約勘定より受入 
利息収入 

計 

 
 

2,561 
16,564 

278 
19 

19,422 
 
［支 出］ 
給付金 
一般勘定繰入金 

計 

 
 

18,409 
224 

18,633 
［注記］ 

各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一
致しないことがある。 

 
 

【別表－２】 
平成２３年度年度計画予算(免責特約勘定) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
［収 入］ 
共済掛金収入 
利息収入 

計 

 
 

427 
18 

445 
 
［支 出］ 
災害共済給付勘定へ繰入 

計 

 
 

278 
278 

［注記］  
  各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一
致しないことがある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【別表－５】 
期間全体に係る予算(一般勘定) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
[収 入] 
運営費交付金 
施設整備費補助金 
基金運用収入 
国立競技場運営収入 
国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰ運営収入 
ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ運営収入 
国立登山研修所運営収入 
ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業収入 
受託事業収入 
寄附金収入 
営業外収入 
災害共済給付勘定受入金 
利息収入 
その他収入 
前中期目標期間繰越積立金取崩額 

計 

 
 

28,108 
7,901 
2,822 
11,591 
1,773 
2,746 

3 
540 
5 

185 
16 

1,177 
1 

557 
4,034 
61,459 

 
[支 出] 
業務経費 
うち、人件費（事業系） 

国立競技場運営費 
国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰ運営費 
ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ運営費 
国立登山研修所運営費 
ｽﾎﾟｰﾂ振興基金事業費 
ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業費  

受託事業費 
一般管理費 
うち、人件費（管理系） 

物件費 
施設整備費 

計 

 
 

47,686 
14,463 
3,840 
8,651 
9,579 
204 

6,115 
4,834 

5 
5,537 
3,580 
1,957 
7,901 
61,129 

［人件費の見積り］ 
期間中総額１２，９１６百万円を支出する。 

［運営費交付金算定ルール］ ： 別紙 
［注記］ 

施設整備費補助金の金額は、改修（更新）等に
ついて施設整備５ヵ年計画７，９０１百万円を含
んだものとして試算している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【別表－５】 
平成２０年度年度計画予算(一般勘定) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
[収 入] 
運営費交付金 
施設整備費補助金 
基金運用収入 
国立競技場運営収入 
国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰ運営収入 
ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ運営収入 
ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業収入 
受託事業収入 
寄附金収入 
営業外収入 
災害共済給付勘定受入金 
利息収入 
その他収入 
前中期目標期間繰越積立金取崩額 

計 

 
 

7,071 
2,272 
558 

2,295 
351 
544 
107 
1 
41 
3 

262 
0 

557 
451 

14,513 
 
[支 出] 
業務経費 
うち、人件費（事業系） 

国立競技場運営費 
国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰ運営費 
ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ運営費 
ｽﾎﾟｰﾂ振興基金事業費 
ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業費  

受託事業費 
一般管理費 
うち、人件費（管理系） 

物件費 
施設整備費 

計 

 
 

10,718 
2,930 
881 

1,923 
3,055 
1,181 
748 
1 

1,193 
771 
422 

2,272 
14,184 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【別表－５】 
平成２１年度年度計画予算(一般勘定) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
［収 入］ 
運営費交付金 
施設整備費補助金 
基金運用収入 
国立競技場運営収入 
国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰ運営収入 
ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ運営収入 
国立登山研修所運営収入 
ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業収入 
受託事業収入 
寄附金収入 
営業外収入 
災害共済給付勘定受入金 
利息収入 
前中期目標期間繰越積立金取崩額 

計 

 
 

6,026 
3,063 
539 

2,307 
353 
546 
1 

108 
1 
39 
3 

243 
0 

1,002 
14,231 

 
［支 出］ 
業務経費 
うち、人件費（事業系） 

国立競技場運営費 
国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰ運営費 
ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ運営費 
国立登山研修所運営費 
ｽﾎﾟｰﾂ振興基金事業費 
ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業費  

受託事業費 
一般管理費 
うち、人件費（管理系） 

物件費 
施設整備費 

計 

 
 

10,964 
2,721 
804 

2,424 
2,581 

52 
1,118 
1,264 

1 
1,148 
743 
406 

3,063 
15,176 

［注記］   
  各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一
致しないことがある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【別表－５】 
平成２２年度年度計画予算(一般勘定) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
［収 入］ 
運営費交付金 
施設整備費補助金 
基金運用収入 
国立競技場運営収入 
国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰ運営収入 
ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ運営収入 
国立登山研修所運営収入 
ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業収入 
受託事業収入 
寄附金収入 
営業外収入 
災害共済給付勘定受入金 
利息収入 
前中期目標期間繰越積立金取崩額 

計 

 
 

5,945 
3,815 
597 

2,318 
355 
549 
1 

108 
1 
36 
3 

230 
0 

586 
14,545 

 
［支 出］ 
業務経費 
うち、人件費（事業系） 
   国立競技場運営費 
   国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰ運営費 
   ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ運営費 
   国立登山研修所運営費 
   ｽﾎﾟｰﾂ振興基金事業費 
   ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業費  

受託事業費  
一般管理費  
うち、人件費（管理系） 
   物件費 

施設整備費 
計 

 
 

9,654 
2,694 
1,079 
2,176 
1,625 

51 
1,248 
780 
1 

1,106 
715 
391 

3,815 
14,576 

［注記］ 
  各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一
致しないことがある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【別表－３】 
平成２３年度年度計画予算(一般勘定) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
［収 入］ 
運営費交付金 
設整備費補助金 
基金運用収入 
国立競技場運営収入 
国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰ運営収入 
ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ運営収入 
国立登山研修所運営収入 
ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業収入 
受託事業収入 
寄附金収入 
営業外収入 
災害共済給付勘定受入金 
利息収入 
その他収入 
前中期目標期間繰越積立金取崩額 

計 

 
 

6,135 
3,046 
593 

2,201 
332 
503 
1 
27 

996 
76 
4 

224 
6 
1 

303 
14,448 

 
［支 出］ 
業務経費 
うち、人件費（事業系） 

国立競技場運営費 
    国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰ運営費 

ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ運営費 
    国立登山研修所運営費 
    ｽﾎﾟｰﾂ振興基金事業費 
    ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業費  
受託事業費 
一般管理費 
うち、人件費（管理系） 

    物件費 
施設整備費 

計 

 
 

9,343 
2,643 
1,011 
2,091 
1,675 

57 
1,233 
634 
996 

1,063 
682 
381 

3,046 
14,448 

［注記］ 
１ 各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で
一致しないことがある。 

２ 「運営費交付金」のうち、 
・平成 23年度当初予算額    5,703百万円 
・前年度よりの繰越額のうち使用見込額 

 432百万円 
３ 「施設整備費補助金」のうち、 

・平成 23年度当初予算額（施設整備費補助金）  
2,173百万円 

・平成 23年度当初予算額（研究施設整備費補助
金）             849百万円 

・前年度よりの繰越額のうち使用見込額 
 23百万円 

４ 「寄附金収入」のうち、 
・平成 23年度当初予算額      29百万円 
・前年度よりの繰越額のうち使用見込額 

 47百万円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【別表－６】 
期間全体に係る収支計画(総計) 

(単位:百万円) 
区分 金 

 
費用の部 
経常費用 
業務経費 
給付金 
払戻返還金 
受託事業費 
国庫納付金 
一般管理費 
一般勘定繰入金 
支払備金繰入 
財務費用 

臨時損失 
 
収益の部 
経常収益 
運営費交付金収益 
施設費収益 
災害共済給付補助金収益 
国立競技場運営収入 
国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰ運営収入 
ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ運営収入 
国立登山研修所運営収入 
ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業収入 
ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業収入 
共済掛金収入 
利息及び配当金収入 
受託事業収入 
災害共済給付勘定受入金収益 
寄附金収益 
支払備金戻入 
資産見返運営費交付金戻入 
資産見返寄附金戻入 
財務収益 
雑益 

臨時利益 
 
純利益 
 
前中期目標期間繰越積立金取崩額 
 
総利益 

 
341,619 
328,219 
121,792 
92,913 
100,000 

5 
6,700 
4,516 
1,177 

17 
1,099 
13,400 

 
360,484 
349,710 
26,737 

470 
12,720 
11,591 
1,773 
2,746 

3 
540 

201,475 
85,335 
2,851 

5 
1,177 
260 
201 

1,004 
20 
229 
573 

10,774 
 

18,865 
 

1,281 
 

20,146 
［注記］ 

勘定間の繰入額は、損益計算書科目の費用と収
益が両建てされている場合には相殺している。 

 
 

【別表－７】 
期間全体に係る収支計画(投票勘定) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
費用の部 
経常費用 
業務経費 
払戻返還金 
国庫納付金 
一般管理費 
財務費用 

臨時損失 
 
収益の部 
経常収益 
スポーツ振興投票事業収入 
財務収益 

臨時利益 
 
純利益 
 
総利益 

 
197,095 
183,695 
75,802 
100,000 
6,700 

94 
1,099 
13,400 

 
212,274 
201,500 
201,475 

25 
10,774 

 
15,179 

 
15,179 

 
 
 

【別表－６】 
平成２０年度年度計画収支計画(総計) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
費用の部 
経常費用 
業務経費 
給付金 
払戻返還金 
受託事業費 
国庫納付金 
一般管理費 
一般勘定繰入金 
財務費用 

臨時損失 
 
収益の部 
経常収益 
運営費交付金収益 
施設費収益 
災害共済給付補助金収益 
国立競技場運営収入 
国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰ運営収入 
ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ運営収入 
ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業収入 
ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業収入 
共済掛金収入 
利息及び配当金収入 
受託事業収入 
災害共済給付勘定受入金収益 
寄附金収益 
支払備金戻入 
資産見返運営費交付金戻入 
資産見返寄附金戻入 
財務収益 
雑益 

臨時利益 
 
純利益 
 
前中期目標期間繰越積立金取崩額 
 
総利益 

 
65,457 
64,390 
23,478 
18,724 
20,000 

1 
533 
932 
262 
460 

1,067 
 

72,156 
71,049 
5,701 

94 
2,563 
2,295 
351 
544 
107 

40,295 
17,197 

564 
1 

262 
115 
150 
200 
4 
46 
560 

1,107 
 

6,699 
 

185 
 

6,884 
［注記］ 

勘定間の繰入額は、損益計算書科目の費用と収
益が両建てされている場合には相殺している。 

 
 
 
 

【別表－７】 
平成２０年度年度計画収支計画(投票勘定) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
費用の部 
経常費用 
業務経費 
払戻返還金 
国庫納付金 
一般管理費 
財務費用 

臨時損失 
 
収益の部 
経常収益 
スポーツ振興投票事業収入 
財務収益 

臨時利益 
 
純利益 
 
総利益 

 
36,057 
34,990 
13,977 
20,000 

533 
20 
460 

1,067 
 

41,407 
40,300 
40,295 

5 
1,107 

 
5,350 

 
5,350 

［注記］ 
１ 臨時損失は、法令に基づく引当金等への
繰入で、スポーツ振興投票事業準備金繰入

【別表－６】 
平成２１年度年度計画収支計画(総計) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
費用の部 
経常費用 
業務経費 
給付金 
払戻返還金 
受託事業費 
国庫納付金 
一般管理費 
財務費用 

臨時損失 
 
収益の部 
経常収益 
運営費交付金収益 
災害共済給付補助金収益 
国立競技場運営収入 
国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰ運営収入 
ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ運営収入 
国立登山研修所運営収入 
ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業収入 
ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業収入 
共済掛金収入 
利息及び配当金収入 
受託事業収入 
寄附金収益 
資産見返運営費交付金戻入 
資産見返寄附金戻入 
財務収益 
雑益 

臨時利益 
 
純利益  
 
前中期目標期間繰越積立金取崩額
   
総利益   

 
99,626 
89,253 
33,071 
18,470 
31,500 

1 
5,187 
865 
160 

10,373 
 

100,713 
92,634 
5,309 
2,563 
2,307 
353 
546 
1 

108 
63,491 
17,085 

541 
1 
55 
160 
6 

107 
3 

8,078 
 

1,086 
 

200 
 

1,286 
［注記］   
１ 勘定間の繰入額は、損益計算書科目の費用
と収益が両建てされている場合には相殺して
いる。   

２ 各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係
で一致しないことがある。 

 
 
 
 

【別表－７】 
平成２１年度年度計画収支計画(投票勘定) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
費用の部 
経常費用 
業務経費 
払戻返還金 
国庫納付金 
一般管理費 
財務費用 

臨時損失 
 
収益の部 
経常収益 
スポーツ振興投票事業収入 
財務収益 

臨時利益 
 
純利益 
 
総利益 

 
71,327 
60,953 
24,075 
31,500 
5,187 

32 
159 

10,373 
 

71,638 
63,560 
63,491 

69 
8,078 

 
311 

 
311 

［注記］ 
１ 臨時損失は、法令に基づく引当金等への繰入
で、スポーツ振興投票事業準備金繰入額であ

【別表－６】 
平成２２年度年度計画収支計画(総計) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
費用の部 
 経常費用  
  業務経費 
  給付金 
  払戻返還金 
  受託事業費 
  国庫納付金 
  一般管理費 
  財務費用 
 臨時損失  
 
収益の部 
 経常収益  
  運営費交付金収益 
  災害共済給付補助金収益 
  国立競技場運営収入 
  国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰ運営収入 
  ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ運営収入 
  国立登山研修所運営収入 
  ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業収入 
  ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業収入 
  共済掛金収入 
  利息及び配当金収入 
  受託事業収入 
  寄附金収益 
  資産見返運営費交付金戻入 
  資産見返競技力向上支援事業費

補助金戻入 
  資産見返寄附金戻入 
  財務収益 
  雑益 
臨時利益 

 
純利益 
 
前中期目標期間繰越積立金取崩額 
 
総利益 

 
101,004 
90,630 
34,167 
18,666 
31,500 

1 
5,187 
992 
117 

10,375 
 

101,939 
92,939 
5,457 
2,562 
2,318 
355 
549 
1 

108 
63,543 
17,033 

612 
1 
73 

206 
4 
 

7 
107 
3 

9,000 
 

934 
 

129 
 

1,064 
［注記］  
１ 勘定間の繰入額は、損益計算書科目の費用
と収益が両建てされている場合には相殺して
いる。 

２ 各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係
で一致しないことがある。 

 
 

【別表－７】 
平成２２年度年度計画収支計画(投票勘定) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
費用の部 
 経常費用 
  業務経費 
  払戻返還金 
  国庫納付金 
  一般管理費 
  財務費用 
 臨時損失 
 
収益の部 
 経常収益 
  スポーツ振興投票事業収入 
  財務収益 
 臨時利益 
 
純利益 
 
総利益 

 
72,300 
61,926 
25,090 
31,500 
5,187 

32 
116 

10,375 
 

72,612 
63,612 
63,543 

69 
9,000 

 
312 

 
312 

［注記］ 
１ 臨時損失は、法令に基づく引当金等への繰入
で、スポーツ振興投票事業準備金繰入額であ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
【別表－８】 

期間全体に係る収支計画(災害共済給付勘定) 
(単位:百万円) 

区分 金額 
 
費用の部 

経常費用 
給付金 
一般勘定繰入金 

 
収益の部 
経常収益 
災害共済給付補助金収益 
共済掛金収入 
免責特約勘定より受入 
支払備金戻入 
財務収益 

 
純利益 
 
総利益 

 
94,090 
94,090 
92,913 
1,177 

 
97,310 
97,310 
12,720 
83,176 
1,143 
177 
94 
 

3,220 
 

3,220 
 
 
 
 

【別表－９】 
期間全体に係る収支計画(免責特約勘定) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
費用の部 
経常費用 
災害共済給付勘定へ繰入 
支払備金繰入 

 
収益の部 
経常収益 
共済掛金収入 
支払備金戻入 
財務収益 

 
純利益 
 
総利益 

 
1,160 
1,160 
1,143 

17 
 

2,273 
2,273 
2,159 

24 
90 
 

1,113 
 

1,113 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

額である。 
２ 臨時利益は、法令に基づく引当金等の戻入
で、スポーツ振興投票事業準備金戻入額であ
る。 

 
 
 
 

【別表－８】 
平成２０年度年度計画収支計画(災害共済給付勘定) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
費用の部 
経常費用 
給付金 
一般勘定繰入金 

 
収益の部 
経常収益 
災害共済給付補助金収益 
共済掛金収入 
免責特約勘定より受入 
支払備金戻入 
財務収益  

 
純利益 
 
総利益 

 
18,986 
18,986 
18,724 

262 
 

19,712 
19,712 
2,563 
16,762 

237 
131 
19 
 

726 
 

726 
 
 
 
 

【別表－９】 
平成２０年度年度計画収支計画(免責特約勘定) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
費用の部 
経常費用 
災害共済給付勘定へ繰入 

 
収益の部 
経常収益 
共済掛金収入 
支払備金戻入 
財務収益 

 
純利益 
 
総利益 

 
237 
237 
237 

 
472 
472 
435 
19 
18 
 

235 
 

235 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

る。 
２ 臨時利益は、法令に基づく引当金等の戻入
で、スポーツ振興投票事業準備金戻入額であ
る。 

３ 各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係
で一致しないことがある。 

 
 

【別表－８】 
平成２１年度年度計画収支計画(災害共済給付勘定) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
費用の部 
経常費用 
給付金 
一般勘定繰入金 

 
収益の部 
経常収益 
災害共済給付補助金収益 
共済掛金収入 
免責特約勘定より受入 
財務収益 

 
純利益 
   
総利益 

 
18,713 
18,713 
18,470 

243 
 

19,474 
19,474 
2,563 
16,652 

240 
19 
 

761 
 

761 
［注記］ 

各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一
致しないことがある。 

 
 

【別表－９】 
平成２１年度年度計画収支計画(免責特約勘定) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
費用の部 
経常費用 
災害共済給付勘定へ繰入 

 
収益の部 
経常収益 
共済掛金収入 
財務収益 

 
純利益 
 
総利益 

 
240 
240 
240 

 
451 
451 
433 
18 
 

211 
 

211 
［注記］ 
各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致

しないことがある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

る。 
２ 臨時利益は、法令に基づく引当金等の戻入
で、スポーツ振興投票事業準備金戻入額であ
る。 

３ 各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係
で一致しないことがある。 

 
 

【別表－８】 
平成２２年度年度計画収支計画(災害共済給付勘定) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
費用の部 
 経常費用 
  給付金 
  一般勘定繰入金 
 
収益の部 
 経常収益 
  災害共済給付補助金収益 
  共済掛金収入 
  免責特約勘定より受入 
  財務収益 
 
純利益 
 
総利益 

 
18,896 
18,896 
18,666 

230 
 

19,458 
19,458 
2,562 
16,603 

274 
19 
 

562 
 

562 
［注記］ 

各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一
致しないことがある。 

 
 

【別表－９】 
平成２２年度年度計画収支計画(免責特約勘定) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
費用の部 
 経常費用 
  災害共済給付勘定へ繰入 
 
収益の部 
 経常収益 
  共済掛金収入 
  財務収益 
 
純利益 
 
総利益 

 
274 
274 
274 

 
448 
448 
430 
18 
 

174 
 

174 
［注記］ 

  各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一
致しないことがある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

【別表－４】 
平成２３年度年度計画収支計画(災害共済給付勘定) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
費用の部  
経常費用 
給付金 
一般勘定繰入金 

 
収益の部 
経常収益 
災害共済給付補助金収益 
共済掛金収入 
免責特約勘定より受入 
財務収益 

 
純利益 
 
総利益 

 
18,633 
18,633 
18,409 

224 
 

19,422 
19,422 
2,561 
16,564 

278 
19 
 

789 
 

789 
［注記］ 

各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一
致しないことがある。 

 
 

【別表－５】 
平成２３年度年度計画収支計画(免責特約勘定) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
費用の部 
経常費用 
災害共済給付勘定へ繰入 

 
収益の部 
経常収益 
共済掛金収入 
財務収益 

 
純利益 
 
総利益 

 
278 
278 
278 

 
445 
445 
427 
18 
 

167 
 

167 
［注記］ 

  各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一
致しないことがある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【別表－１０】 
期間全体に係る収支計画(一般勘定) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
費用の部 
経常費用 
業務経費 
受託事業費 
一般管理費 
財務費用 

 
収益の部 
経常収益 
運営費交付金収益 
施設費収益 
国立競技場運営収入 
国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰ運営収入 
ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ運営収入 
国立登山研修所運営収入 
ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業収入 
利息及び配当金収入 
受託事業収入 
災害共済給付勘定受入金収益 
寄附金収益 
資産見返運営費交付金戻入 
資産見返寄附金戻入 
財務収益 
雑益 

 
純利益 
 
前中期目標期間繰越積立金取崩額 
 
総利益 

 
50,417 
50,417 
45,990 

5 
4,422 

0 
 

49,770 
49,770 
26,737 

470 
11,591 
1,773 
2,746 

3 
540 

2,851 
5 

1,177 
260 

1,004 
20 
20 
573 

 
△ 647 

 
1,281 

 
634 

 
 
 
 
 

【別表－１１】 
期間全体に係る資金計画(総計) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
資金支出 
業務活動による支出 
投資活動による支出 
財務活動による支出 
次期中期目標期間への繰越金 

 
資金収入 
業務活動による収入 
運営費交付金収入 
ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業収入 
共済掛金収入 
受託事業収入 
国立競技場の運営による収入 
国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰの運営による収入  
ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰの運営による収入 
国立登山研修所の運営による収入 
ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業による収入 
基金業務における利息及び配当金収入 
基金業務における有価証券の償還に
よる収入 
補助金等収入 
寄附金収入 
その他の収入 
利息及び配当金の受取額 
消費税の還付による収入 

投資活動による収入 
有価証券の売却による収入 
有価証券の償還による収入 
定期預金の払戻しによる収入 
施設費による収入 

財務活動による収入 
前期中期目標期間よりの繰越 

 
399,617 
319,254 
41,714 
21,669 
16,980 

 
399,617 
349,817 
28,108 
201,475 
85,335 

5 
11,591 
1,773 
2,746 

3 
540 

2,822 
1,700 

 
12,720 

185 
47 
210 
557 

41,101 
2,300 
900 

30,000 
7,901 

11 
8,688 

【別表－１０】 
平成２０年度年度計画収支計画(一般勘定) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
費用の部 
経常費用 
業務経費 
受託事業費 
一般管理費 
財務費用 

 
収益の部 
経常収益 
運営費交付金収益 
施設費収益 
国立競技場運営収入 
国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰ運営収入 
ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ運営収入 
ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業収入 
利息及び配当金収入 
受託事業収入 
災害共済給付勘定受入金収益 
寄附金収益 
資産見返運営費交付金戻入 
資産見返寄附金戻入 
財務収益 
雑益 

 
純利益 
 
前中期目標期間繰越積立金取崩額 
 
総利益 

 
10,414 
10,414 
9,501 

1 
912 
0 
 

10,802 
10,802 
5,701 

94 
2,295 
351 
544 
107 
564 
1 

262 
115 
200 
4 
4 

560 
 

388 
 

185 
 

573 
 
 
 
 
 
 

【別表－１１】 
平成２０年度年度計画資金計画(総計) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
資金支出 
業務活動による支出 
投資活動による支出 
財務活動による支出 
次年度への繰越金 

 
資金収入 
業務活動による収入 
運営費交付金収入 
ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業収入 
共済掛金収入 
受託事業収入 
国立競技場の運営による収入 
国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰの運営による収入  
ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰの運営による収入 
ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業による収入 
基金業務における利息及び配当金収入 
基金業務における有価証券の償還に
よる収入 
補助金等収入 
寄附金収入 
その他の収入 
利息及び配当金の受取額 
消費税の還付による収入 

投資活動による収入 
定期預金の払戻しによる収入 
施設費による収入 

財務活動による収入 
民間出えん金の受入による収入 

前期中期目標期間よりの繰越金 

 
94,258 
64,760 
9,975 
10,757 
8,766 

 
94,258 
71,996 
7,071 
40,295 
17,197 

1 
2,295 
351 
544 
107 
558 
340 

 
2,563 

41 
34 
42 
557 

8,272 
6,000 
2,272 

2 
2 

13,988 
[注記] 

勘定間の繰入及び受入額については、相殺して

【別表－１０】 
平成２１年度年度計画収支計画(一般勘定) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
費用の部 
経常費用 
業務経費 
受託事業費 
一般管理費 
財務費用 

 
収益の部 
経常収益 
運営費交付金収益 
国立競技場運営収入 
国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰ運営収入 
ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ運営収入 
国立登山研修所運営収入 
ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業収入 
利息及び配当金収入 
受託事業収入 
災害共済給付勘定受入金収益 
寄附金収益 
資産見返運営費交付金戻入 
資産見返寄附金戻入 
財務収益 
雑益 

 
純損失 
 
前中期目標期間繰越積立金取崩額 
 
総利益 

 
9,830 
9,830 
8,995 

1 
833 
1 
 

9,633 
9,633 
5,309 
2,307 
353 
546 
1 

108 
541 
1 

243 
55 
160 
6 
1 
3 
 

197 
 

200 
 
3 

［注記］ 
  各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一
致しないことがある。 

 
 
 

【別表－１１】 
平成２１年度年度計画資金計画(総計) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
資金支出 
業務活動による支出 
投資活動による支出 
財務活動による支出 
次年度への繰越金 

 
資金収入 
業務活動による収入 
運営費交付金収入 
ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業収入 
共済掛金収入 
受託事業収入 
国立競技場の運営による収入 
国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰの運営による収入  
ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰの運営による収入 
国立登山研修所の運営による収入 
ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業による収入 
基金業務における利息及び配当金収入 
基金業務における有価証券の償還に
よる収入 
補助金等収入 
寄附金収入 
その他の収入 
利息及び配当金の受取額 

投資活動による収入 
定期預金の払戻しによる収入 
施設費による収入 

財務活動による収入 
民間出えん金の受入による収入 

前年度よりの繰越金  

 
228,008 
84,408 
109,992 
1,578 
32,030 

 
228,008 
93,675 
6,026 
63,491 
17,085 

202 
2,307 
353 
546 
1 

108 
539 
300 

 
2,563 

39 
11 
106 

107,037 
103,974 
3,063 

2 
2 

27,293 
［注記］ 
１ 勘定間の繰入及び受入額については、相殺

【別表－１０】 
平成２２年度年度計画収支計画(一般勘定) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
費用の部 
 経常費用 
  業務経費 
  受託事業費 
  一般管理費 
  財務費用 
 
収益の部 
 経常収益 
  運営費交付金収益 
  国立競技場運営収入 
  国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰ運営収入 
  ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ運営収入 
  国立登山研修所運営収入 
  ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業収入 
  利息及び配当金収入 
  受託事業収入 
  災害共済給付勘定受入金収益 
  寄附金収益 
  資産見返運営費交付金戻入 
  資産見返競技力向上支援事業費補助金戻入  
  資産見返寄附金戻入 
  財務収益 
  雑益 
 
純損失 
 
前中期目標期間繰越積立金取崩額 
 
総利益 

 
10,038 
10,038 
9,077 

1 
960 
1 
 

9,926 
9,926 
5,457 
2,318 
355 
549 
1 

108 
612 
1 

230 
73 

206 
4 
7 
1 
3 
 

112 
 

129 
 

17 
［注記］ 
  各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一
致しないことがある。 

 
 

【別表－１１】 
平成２２年度年度計画資金計画(総計) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
資金支出 
 業務活動による支出 
 投資活動による支出 
 財務活動による支出 
 次年度への繰越金 
 
資金収入 
 業務活動による収入 
  運営費交付金収入 
  ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業収入 
  共済掛金収入 
  受託事業収入 
  国立競技場の運営による収入 
  国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰの運営による収入  
  ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰの運営による収入 
  国立登山研修所の運営による収入 
  ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業による収入 
  基金業務における利息及び配当金収入  
  基金業務における有価証券の償還

による収入 
  補助金等収入 
  寄附金収入 
  その他の収入 
  利息及び配当金の受取額 
 投資活動による収入  
  定期預金の払戻しによる収入 
  施設費による収入 
 財務活動による収入  
  民間出えん金の受入による収入 
 前年度よりの繰越金 

 
214,313 
92,236 
96,460 
1,624 
23,993 

 
214,313 
96,696 
5,945 
63,543 
17,033 

332 
2,318 
355 
549 
1 

108 
597 

3,200 
 

2,562 
36 
13 

106 
98,015 
94,200 
3,815 

3 
3 

19,598 
［注記］ 
１ 勘定間の繰入及び受入額については、相殺

【別表－６】 
平成２３年度年度計画収支計画(一般勘定) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
費用の部 
経常費用 

業務経費 
受託事業費 
一般管理費 
財務費用 

 
収益の部 
経常収益 

運営費交付金収益 
国立競技場運営収入 
国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰ運営収入 
ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ運営収入 
国立登山研修所運営収入 
ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業収入 
利息及び配当金収入 
受託事業収入 
災害共済給付勘定受入金収益 
寄附金収益 
資産見返運営費交付金戻入 
資産見返競技力向上支援事業費補助金戻入  
資産見返寄附金戻入 
財務収益 
雑益 

 
純損失 
 
前中期目標期間繰越積立金取崩額 
 
純利益 

 
11,194 
11,194 
9,267 
996 
931 
1 
 

10,908 
10,908 
5,426 
2,201 
332 
503 
1 
27 

606 
996 
224 
80 

476 
15 
8 
6 
5 
 

287 
 

303 
 

16 
［注記］ 
  各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一
致しないことがある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[注記] 
勘定間の繰入及び受入額については、相殺して

いる。 
 
 

【別表－１２】 
期間全体に係る資金計画(投票勘定) 

(単位:百万円) 
区分 金 

 
資金支出 
業務活動による支出 
財務活動による支出 
次期中期目標期間への繰越金 

 
資金収入 
業務活動による収入 
スポーツ振興投票事業収入 
その他の収入 
利息及び配当金の受取額 

前期中期目標期間よりの繰越金 

 
203,890 
174,099 
21,639 
8,152 

 
203,890 
201,524 
201,475 

24 
25 

2,366 
 
 
 
 
 
 
 

【別表－１３】 
期間全体に係る資金計画(災害共済給付勘定) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
資金支出 
業務活動による支出 
次期中期目標期間への繰越金 

 
資金収入 
業務活動による収入 
共済掛金収入 
免責特約勘定より受入による収入 
補助金等収入 
利息及び配当金の受取額 

前期中期目標期間よりの繰越金 

 
99,631 
94,089 
5,542 

 
99,631 
97,133 
83,176 
1,143 
12,720 

94 
2,498 

 
 
 
 
 

【別表－１４】 
期間全体に係る資金計画(免責特約勘定) 

(単位:百万円) 
区分 金 

 
資金支出 
業務活動による支出 
次期中期目標期間への繰越金 

 
資金収入 
業務活動による収入 
共済掛金収入 
利息及び配当金の受取額 

前期中目標期間よの繰越 

 
2,469 
1,143 
1,326 

 
2,469 
2,249 
2,159 

90 
220 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

いる。 
 
 
 
 

【別表－１２】 
平成２０年度年度計画資金計画(投票勘定) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
資金支出 
業務活動による支出 
財務活動による支出 
次年度への繰越金 

 
資金収入 
業務活動による収入 
スポーツ振興投票事業収入 
その他の収入 
利息及び配当金の受取額 

前期中期目標期間よりの繰越金 

 
47,990 
34,337 
10,751 
2,902 

 
47,990 
40,324 
40,295 

24 
5 

7,666 
 
 
 
 
 
 
 

【別表－１３】 
平成２０年度年度計画資金計画(災害共済給付勘定) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
資金支出 
業務活動による支出 
次年度への繰越金 

 
資金収入 
業務活動による収入 
共済掛金収入 
免責特約勘定より受入による収入 
補助金等収入 
利息及び配当金の受取額 

前期中期目標期間よりの繰越金 

 
22,080 
18,986 
3,094 

 
22,080 
19,581 
16,762 

237 
2,563 

19 
2,499 

 
 
 
 
 

【別表－１４】 
平成２０年度年度計画資金計画(免責特約勘定) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
資金支出 
業務活動による支出 
次年度への繰越金 

 
資金収入 
業務活動による収入 
共済掛金収入 
利息及び配当金の受取額 

前期中期目標期間よりの繰越金 

 
672 
237 
435 

 
672 
453 
435 
18 
219 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

している。 
２ 各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関
係で一致しないことがある。 

 
 

【別表－１２】 
平成２１年度年度計画資金計画(投票勘定) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
資金支出 
業務活動による支出 
投資活動による支出 
財務活動による支出 
次年度への繰越金 

 
資金収入 
業務活動による収入 
スポーツ振興投票事業収入 
利息及び配当金の受取額 

投資活動による収入 
定期預金の払戻しによる収入 

前年度よりの繰越金 

 
179,874 
55,979 
94,674 
1,571 
27,650 

 
179,874 
63,560 
63,491 

69 
94,174 
94,174 
22,140 

［注記］ 
   各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で

一致しないことがある。 
 
 

【別表－１３】 
平成２１年度年度計画資金計画(災害共済給付勘定) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
資金支出 
業務活動による支出 
次年度への繰越金 

 
資金収入 
業務活動による収入 
共済掛金収入 
免責特約勘定より受入による収入 
補助金等収入 
利息及び配当金の受取額 

前年度よりの繰越金 

 
22,070 
18,713 
3,357 

 
22,070 
19,474 
16,652 

240 
2,563 

19 
2,596 

［注記］ 
   各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係

で一致しないことがある。 
 
 

【別表－１４】 
平成２１年度年度計画資金計画(免責特約勘定) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
資金支出 
業務活動による支出 
次年度への繰越金 

 
資金収入 
業務活動による収入 
共済掛金収入 
利息及び配当金の受取額 

前年度よりの繰越金 

 
672 
240 
432 

 
672 
451 
433 
18 
222 

［注記］ 
   各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係

で一致しないことがある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

している。 
２ 各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関
係で一致しないことがある。 

 
 

【別表－１２】 
平成２２年度年度計画資金計画(投票勘定) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
資金支出 
 業務活動による支出 
 投資活動による支出 
 財務活動による支出 
 次年度への繰越金 
 
資金収入 
 業務活動による収入 
  スポーツ振興投票事業収入 
  利息及び配当金の受取額 
 投資活動による収入 
  定期預金の払戻しによる収入 
 前年度よりの繰越金 

 
157,445 
60,555 
75,000 
1,614 
20,277 

 
157,445 
63,612 
63,543 

69 
77,500 
77,500 
16,333 

［注記］ 
   各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で

一致しないことがある。 
 
 

【別表－１３】 
平成２２年度年度計画資金計画(災害共済給付勘定) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
資金支出 
 業務活動による支出 
 次年度への繰越金 
 
資金収入 
 業務活動による収入 
  共済掛金収入 

免責特約勘定より受入による収入 
  補助金等収入 
  利息及び配当金の受取額 
 前年度よりの繰越金 

 
21,922 
18,896 
3,025 

 
21,922 
19,458 
16,603 

274 
2,562 

19 
2,464 

［注記］ 
   各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係
で一致しないことがある。 

 
 

【別表－１４】 
平成２２年度年度計画資金計画(免責特約勘定) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
資金支出 
 業務活動による支出 
 次年度への繰越金 
 
資金収入 
 業務活動による収入 
  共済掛金収入 
  利息及び配当金の受取額 
 前年度よりの繰越金 

 
659 
274 
385 

 
659 
448 
430 
18 

212 
［注記］ 

   各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係
で一致しないことがある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【別表－７】 
平成２３年度年度計画資金計画(災害共済給付勘定) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
資金支出 
業務活動による支出 
次年度への繰越金 

 
資金収入 
業務活動による収入 

共済掛金収入 
免責特約勘定より受入による収入 
補助金等収入 
利息及び配当金の受取額 

前年度よりの繰越金 

 
21,198 
18,633 
2,564 

 
21,198 
19,422 
16,564 

278 
2,561 

19 
1,775 

［注記］ 
   各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係

で一致しないことがある。 
 
 

【別表－８】 
平成２３年度年度計画資金計画(免責特約勘定) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
資金支出 

業務活動による支出 
投資活動による支出 
次年度への繰越金 

 
資金収入 
業務活動による収入 

共済掛金収入 
利息及び配当金の受取額 

投資活動による収入 
定期預金の払戻しによる収入 

前年度よりの繰越金 

 
3,984 
278 

3,599 
108 

 
3,984 
445 
427 
18 

3,460 
3,460 

80 
［注記］ 

   各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係
で一致しないことがある。 

 
 
 
 
 
 
 
 



【別表－１５】 
期間全体に係る資金計画(一般勘定) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
資金支出 
業務活動による支出 
投資活動による支出 
財務活動による支出 
次期中期目標期間への繰越金 

 
資金収入 
業務活動による収入 

運営費交付金収入 
受託事業収入 
国立競技場の運営による収入 
国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰの運営による収入  
ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰの運営による収入 
国立登山研修所の運営による収入 
ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業による収入 
基金業務における利息及び配当金収入 
基金業務における有価証券の償
還による収入 
災害共済給付勘定受入金による収入 
寄附金収入 
その他の収入 
利息及び配当金の受取額 
消費税の還付による収入 

投資活動による収入 
有価証券の売却による収入 
有価証券の償還による収入 
定期預金の払戻しによる収入 
施設費による収入 

財務活動による収入 
前期中期目標期間よりの繰越金 

 
95,947 
52,243 
41,714 

30 
1,960 

 
95,947 
51,231 
28,108 

5 
11,591 
1,773 
2,746 

3 
540 

2,822 
1,700 

 
1,177 
185 
23 
1 

557 
41,101 
2,300 
900 

30,000 
7,901 

11 
3,604 

 
 
 

【別表－１６】 
長期的視野に立った施設整備・管理の実施 

施設整備の内容 
予定額 
(百万円) 

財 源 

国立競技場等の改
修及びナショナル
トレーニングセン
ター用地購入費 

,901 

独立行政法人日
本スポーツ振興
センター施設整
備費補助金 

[注記] 
金額は見込みである。 
なお、上記のほか、業務の実施状況、施設・設備

の老朽化度合い等を勘案した改修（更新）等が追加
されることがあり得る。 
 

 

【別表－１５】 
平成２０年度年度計画資金計画(一般勘定) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
資金支出 
業務活動による支出 
投資活動による支出 
財務活動による支出 
次年度への繰越金 

 
資金収入 
業務活動による収入 

運営費交付金収入 
受託事業収入 
国立競技場の運営による収入 
国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰの運営による収入 
ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰの運営による収入 
ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業による収入 
基金業務における利息及び配当金収入 
基金業務における有価証券の償
還による収入 
災害共済給付勘定受入金による収入 
寄附金収入 
その他の収入 
利息及び配当金の受取額 
消費税の還付による収入 

投資活動による収入 
定期預金の払戻しによる収入 
施設費による収入 

財務活動による収入 
民間出えん金の受入による収入 

前期中期目標期間よりの繰越金 

 
24,015 
11,699 
9,975 

6 
2,335 

 
24,015 
12,137 
7,071 

1 
2,295 
351 
544 
107 
558 
340 

 
262 
41 
10 
0 

557 
8,272 
6,000 
2,272 

2 
2 

3,604 
 
 
 
 
 

【別表－１６】 
長期的視野に立った施設整備・管理の実施 

施設整備の内容 
予定額 
(百万円) 

財 源 

国立競技場等の改
修及びナショナル
トレーニングセン
ター用地購入費 

2,272 

独立行政法人日
本スポーツ振興
センター施設整
備費補助金 

[注記] 
金額は見込みである。 
なお、上記のほか、業務の実施状況、施設・設備

の老朽化度合い等を勘案した改修（更新）等が追加
されることがあり得る。 
 

 

【別表－１５】 
平成２１年度年度計画資金計画(一般勘定) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
資金支出 
業務活動による支出 
投資活動による支出 
財務活動による支出 
次年度への繰越金 

 
資金収入 
業務活動による収入 

運営費交付金収入 
受託事業収入 
国立競技場の運営による収入 
国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰの運営による収入 
ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰの運営による収入 
国立登山研修所の運営による収入 
ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業による収入 
基金業務における利息及び配当金収入 
基金業務における有価証券の償還
による収入 
災害共済給付勘定受入金による収入 
寄附金収入 
その他の収入 
利息及び配当金の受取額 

投資活動による収入 
定期預金の払戻しによる収入 
施設費による収入 

財務活動による収入 
民間出えん金の受入による収入 

前年度よりの繰越金 

 
25,874 
9,958 
15,318 

7 
590 

 
25,874 
10,673 
6,026 
202 

2,307 
353 
546 
1 

108 
539 
300 

 
243 
39 
11 
0 

12,863 
9,800 
3,063 

2 
2 

2,335 
［注記］ 

   各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係
で一致しないことがある。 

 
 

【別表－１６】 
長期的視野に立った施設整備・管理の実施 

施設整備の内容 
予定額 
(百万円) 

財 源 

国立競技場等の改
修及びナショナル
トレーニングセン
ター用地購入費 

3,063 
施設整備費補助
金 

［注記］ 
１ 金額は見込みである。 

なお、上記のほか、業務の実施状況、施設・
設備の老朽化度合い等を勘案した改修（更新）
等が追加されることがあり得る。 

２ 上記には、平成２０年度予算に係る工事の繰
越分 2,285百万円を含んでいる。 

【別表－１５】 
平成２２年度年度計画資金計画(一般勘定) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
資金支出 
 業務活動による支出 
 投資活動による支出 
 財務活動による支出 
 次年度への繰越金 
 
資金収入 
 業務活動による収入 
  運営費交付金収入 
  受託事業収入 
  国立競技場の運営による収入 
  国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰの運営による収入  
  ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰの運営による収入 
  国立登山研修所の運営による収入 
  ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業による収入 
  基金業務における利息及び配当金収入  
  基金業務における有価証券の償還

による収入 
  災害共済給付勘定受入金による収入 
  寄附金収入 
  その他の収入 
  利息及び配当金の受取額 
 投資活動による収入 
  定期預金の払戻しによる収入 
  施設費による収入 
 財務活動による収入 
  民間出えん金の受入による収入 
 前年度よりの繰越金 

 
34,792 
13,016 
21,460 

10 
306 

 
34,792 
13,684 
5,945 
332 

2,318 
355 
549 
1 

108 
597 

3,200 
 

230 
36 
13 
0 

20,515 
16,700 
3,815 

3 
3 

590 
［注記］ 

   各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係
で一致しないことがある。 

 
 

  【別表－１６】 
平成２２年度施設整備・管理の実施 

施設整備の内容 
予定額 
(百万円) 

財 源 

国立競技場等の改
修及びナショナル
トレーニングセン
ター用地購入費 

3,815 
施設整備費補助
金 

［注記］ 
１ 金額は見込みである。 

なお、上記のほか、業務の実施状況、施設・
設備の老朽化度合い等を勘案した改修（更新）
等が追加されることがあり得る。 

２ 上記には、平成２１年度予算に係る工事の繰
越分 1,696百万円を含んでいる。 

【別表－９】 
平成２３年度年度計画資金計画(一般勘定) 

(単位:百万円) 
区分 金額 

 
資金支出 

業務活動による支出 
投資活動による支出 
財務活動による支出 
次年度への繰越金 

 
資金収入 
業務活動による収入 

運営費交付金収入 
受託事業収入 
国立競技場の運営による収入 
国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰの運営による収入  
ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰの運営による収入 
国立登山研修所の運営による収入 
ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業による収入 
基金業務における利息及び配当金収入 
災害共済給付勘定受入金による収入 
寄附金収入 
その他の収入 
利息及び配当金の受取額 

投資活動による収入 
定期預金の払戻しによる収入 
施設費による収入 

財務活動による収入 
民間出えん金の受入による収入 

前年度よりの繰越金 

 
33,142 
10,699 
19,955 

15 
2,473 

 
33,142 
10,642 
5,703 
996 

2,201 
332 
503 
1 
27 

593 
224 
29 
26 
6 

19,246 
16,200 
3,046 

2 
2 

3,252 
［注記］ 

   各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係
で一致しないことがある。 

 
 
 
 

  【別表－１０】 
平成 23年度施設整備・管理の実施 

施設整備の内容 
予定額 
(百万円) 

財 源 

国立競技場、国立ス
ポーツ科学センタ
ー等の改修及びナ
ショナルトレーニ
ングセンター用地
購入費 

3,046 
施設整備費補助
金 

［注記］ 
１ 金額は見込みである。 

なお、上記のほか、業務の実施状況、施設・
設備の老朽化度合い等を勘案した改修（更新）
等が追加されることがあり得る。 
２ 上記には、平成２２年度予算に係る工事の
繰越分 23百万円を含んでいる。 

 
 



【別紙】 
運営費交付金算定ルール 
○毎事業年度に交付する運営費交付金については、以下の数式により決定する。 
A（ｙ）＝｛C（ｙ）＋Pc（ｙ）｝×α（係数）＋｛Pr（ｙ）＋R（ｙ）｝×γ（係数）－B（ｙ）＋ε（ｙ） 

 
A（ｙ）：当該事業年度における運営費交付金。 
α：一般管理費・管理部門の人件費に係る効率化係数。各事業年度の予算編成過程において、当該事業年度における具体的な数値を決定。 
γ：事業経費・事業部門の人件費に係る効率化係数。各事業年度の予算編成過程において、当該事業年度における具体的な数値を決定。 
ε（ｙ）：当該事業年度における特殊経費。退職者の人数の増減等の事由により当該年度に限り時限的に発生する経費であって、運営費交付金算定ルールに影響を与えうる規模の経費。これらについては、各事業年度の予算編成過程において、人件費の効率化等の一

般管理費の削減方策も反映し具体的に決定。 
 
○一般管理費 
C（ｙ）＝C（ｙ－１） 
C（ｙ）：当該事業年度におけるｽﾎﾟｰﾂ振興基金運用収入及び災害共済給付勘定受入金を財源とする一般管理費を除いた一般管理費。 
C（ｙ－１）：直前の事業年度における C（ｙ）。 

 
○管理部門の人件費 
Pc（ｙ）＝Pc（ｙ－１）×σ 
Pc（ｙ）：当該事業年度における管理部門の人件費（退職手当を含む）。 
Pc（ｙ－１）：直前の事業年度における Pc（ｙ）。 
σ：人件費調整係数。各事業年度予算編成過程において、給与昇給率等を勘案し、当該事業年度における具体的な数値を決定。 

 
○事業部門の人件費 
Pr（ｙ）＝Pr（ｙ－１）×σ 
Pr（ｙ）：当該事業年度における事業部門の人件費（退職手当を含む）。 
Pr（ｙ－１）：直前の事業年度における Pr（ｙ）。 

 
○事業経費 
R（ｙ）＝R（ｙ－１）×β×δ 
R（ｙ）：当該事業年度におけるｽﾎﾟｰﾂ振興基金運用収入、寄附金収入、研究補助金等収入、受託事業収入、災害共済給付勘定受入金及び前中期目標期間繰越積立金取崩額を財源とする事業経費を除いた事業経費。 
R（ｙ－１）：直前の事業年度における R（ｙ）。 
β：物価調整係数。各事業年度の予算編成過程において、当該事業年度における具体的な数値を決定。 
δ：業務政策係数。各事業年度の予算編成過程において、当該事業年度における具体的な数値を決定。 

 
○自己収入 
B（ｙ）＝B（ｙ－１）×λ 
B（ｙ）：当該事業年度におけるｽﾎﾟｰﾂ振興基金運用収入、寄附金収入、研究補助金等収入、受託事業収入、災害共済給付勘定受入金及び前中期目標期間繰越積立金取崩額を除いた自己収入の見積り。 
B（ｙ－１）：直前の事業年度における B（ｙ）。 
λ：改善努力係数。実績及び実績見込等を勘案し、各事業年度の予算編成過程において、当該事業年度における具体的な数値を決定。 

 
○前提条件：運営費交付金の算定ルールに基づき、一定の仮定の下に中期目標期間中の予算を試算。 
一般管理費・管理部門の人件費に係る効率化係数  α  0.963 
事業経費・事業部門の人件費に係る効率化係数   γ  0.990 
業務政策係数   δ  1.000 
改善努力係数   λ  1.005 
人件費調整係数  σ  1.000 
物価調整係数   β  1.000 
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平成２３事業年度事業計画  

（スポーツ振興投票等業務）  

 

 

平成２３事業年度における独立行政法人日本スポーツ振興センターの

スポーツ振興投票等業務に係る事業計画を次のとおり定める。  

 

１  運 営 の 基 本 方 針  

（ １ ） 安 定 的 な 売 上 金 の 確 保  

スポーツ振興投票を適正かつ効果的・効率的に実施することにより、

安定的な売上金を確保するとともに、経費節減に努める。 

 

（ ２ ） 国 民 へ の 更 な る 普 及 ・ 浸 透  

スポーツ振興投票制度の趣旨について、国民への更なる普及・浸透

を図る。 

 

（ ３ ） ス ポ ー ツ 界 ・ 国 民 の ニ ー ズ に 応 え る ス ポ ー ツ 振 興 く じ 助 成 の 実 現  

一定程度の助成財源を安定的に確保しつつある現状を踏まえ、スポ

ーツ界・国民のニーズに的確に応える助成の実現に努める。 

 

 

２  平 成 ２ ３ 事 業 年 度 の 目 標 及 び 重 点 推 進 施 策  

売上金として６３０億円、平成２４年度以降の助成財源として繰り入

れる１００億円を確保することを目標とし、本年度は、次の事項に重点

的に取り組む。  

（ １ ） 販 売 体 制 の 拡 充  

 toto 特約店の新規獲得、新たなインターネットサイトの開設等販売

チャネルの更なる拡充を図る。  

 

（ ２ ） 効 果 的 ・ 効 率 的 な 広 告 ・ 宣 伝 の 実 施  

スポーツ振興投票券の新たな購入者を獲得するとともに、購入者の

定着にもつながるよう、マスメディアを通じた広告・宣伝の効果を検

証し、効果的・効率的に広告・宣伝を実施する。  

 

（ ３ ） ス ポ ー ツ 振 興 投 票 制 度 の 趣 旨 の 普 及 ・ 浸 透  

スポーツ振興投票制度が、我が国のスポーツ振興に重要な役割を果

たしていることについて国民の理解を深めるため、スポーツ振興投票

制度の理念等に関する広報を拡充する。  
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３  ス ポ ー ツ 振 興 投 票 の 実 施  

（ １ ） ス ポ ー ツ 振 興 投 票 の 適 正 な 実 施  

①  ス ポ ー ツ 振 興 投 票 の 実 施 回 数 等  

Ｊリーグ主催の試合からスポーツ振興投票の対象となる試合を指

定し、文部科学大臣に届け出た種類により、スポーツ振興投票を 50

回程度実施する。  

≪ ス ポ ー ツ 振 興 投 票 の 種 類 ≫  

名称  投票の方法  
対象  

試合数  

１口  

単価  

当せん金

の上限  

当せんの  

種類  

toto Ｊクラブ同士の指

定された各試合の

９０分間での結果

について、ホームチ

ームの勝ち＝「１」、

その他（引き分け・

延長）＝「０」、負

け＝「２」の３択で

予想  

13 試合  100 円  最高 1 億

円 (キャリ

ー オ ー バ

ー 時 は 最

高 2 億円 ) 

1 等～ 3 等  

mini toto 5 試合  1 等  

totoGOAL3 Ｊクラブ同士の指

定された各試合（各

チーム）の９０分間

での得点数につい

て、「０点」、「１

点」、「２点」、「３

点以上」の４択で予

想  

3 試合  1 等、2 等  

totoGOAL2※  2 試合  1 等  

BIG Ｊクラブ同士の指

定された各試合の

９０分間での結果

について、ホームチ

ームの勝ち＝「１」、

その他（引き分け・

延長）＝「０」、負

け＝「２」の３択で

コンピュータが選

択  

14 試合  300 円  最高 3 億

円 (キャリ

ー オ ー バ

ー 時 は 最

高 6 億円 ) 

1 等～ 5 等  

BIG1000 11 試合  200 円  最高 2 億

円 (キャリ

ー オ ー バ

ー 時 は 最

高 4 億円 ) 

1 等～ 4 等  

mini BIG 9 試合  1 等～ 3 等  

※  Ｊリーグチームの参加があれば、ナビスコ杯や天皇杯の準決勝等を対象にスポット

販売を実施  

 

②  調 査 及 び 販 売 員 へ の 研 修 等 の 実 施  

販売チャネルの充実・購入者に対するサービス向上に努めつつ、

19 歳に満たない者の購入を防止するなど、スポーツ振興投票券が適

切に販売されるよう、定期的に調査の実施、販売員の研修等を行う。  
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（ ２ ） ス ポ ー ツ 振 興 投 票 の 効 果 的 ・ 効 率 的 な 実 施  

①  販 売 体 制 の 拡 充  

ア  販 売 体 制 の 整 備  

民間企業との統合経営チームを設け、経営企画、システム企画・

運用管理業務、広告宣伝業務及び販売業務の実施について、民間

企業の経営手法を活用する体制を整備する。  

また、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 年以降の事業実施に向けた、情報システムの要件定義、

設計、システム開発等に取り組む。  

 

イ  販 売 チ ャ ネ ル の 拡 充  

以下の店舗等で販売を行いつつ、toto 特約店の新規獲得、新た

なインターネットサイトの開設など販売チャネルの拡充を図り、

サービス向上に努める。  

（ ⅰ ） toto 特 約 店 （ 約 2,200 店 舗 ）  

全国の toto 売場にて販売  

（ ⅱ ） コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア （ 約 36,100 店 舗 ）  

ローソン、ファミリーマート、サークル K サンクス、セブン－

イレブンにて販売  

（ ⅲ ） イ ン タ ー ネ ッ ト  

toto オフィシャルサイト、楽天銀行 toto サイト、ジャパンネッ

ト銀行サイト、Yahoo！ toto サイト、楽天 toto サイト、三井住友

銀行 SMBCtoto サイトにて販売  

  

②  効 果 的 ・ 効 率 的 な 広 告 ・ 宣 伝 の 実 施  

    ＢＩＧのテレビＣＭを放送するとともに、新聞広告等のマスメデ

ィアを通じた広告・宣伝を行う。また、マスメディアを通じた広告・

宣伝の効果を検証し、新たな購入者の獲得や、購入者の定着に確実

につながるよう、効果的・効率的に広告・宣伝を実施する。  
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③  ス ポ ー ツ 振 興 投 票 制 度 の 趣 旨 の 普 及 ・ 浸 透  

ア  マ ス メ デ ィ ア 等 を 通 じ た 広 報 の 実 施  

      スポーツ振興投票制度が、我が国のスポーツ振興にとって重要

な役割を果たしていることについて国民の理解を深めるため、「信

じよう。スポーツの力を」というキーメッセージとともに、以下

の 2 方向のビジュアルメッセージで、スポーツ振興投票等事業の

理念の普及・浸透に取り組む。  

 

『  SPORTS JAPAN 』  （ 写 真 左 ）  

スポーツ振興くじ toto・BIG の収益は、誰もが身近にスポーツに親しめる環境

づくりから、世界の第一線で活躍する選手の育成まで、日本のスポーツ振興に

広く役立てられています。 

沢山の人がもっとスポーツに出会い、また、スポーツでもっと沢山の人と人が

出会う。もっと笑顔が増えていく。そんなＳＰＯＲＴＳ  ＪＡＰＡＮをつくっていきたい。  

1つの地平のもとで、様々な年代、性別の人達が色々なスポーツを楽しむ姿を

描くことで、スポーツで人と人とが繋がっていること、1 つになっていることを表現

しています。 

 

『  ス ポ ー ツ と ス マ イ ル の 町 を 、 日 本 中 に 。  』  （ 写 真 右 ）  

スポーツ振興くじ toto・BIG の収益は、グラウンドや学校の校庭の芝生化に

も役立てられています。 

芝生のグラウンドと町中に溢れるスポーツを楽しむたくさんの人たち、そして、

そこから広がるたくさんの笑顔を描くことで、 toto・BIG の理念を表現していま

す。（2010 年から使用している CM／グラフィックを引き続き使用。）  
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イ  「 toto＆BIG SPORTS JAPAN PROJECT」 の 実 施  

全国販売を開始して 10 年が経過したことを記念し、スポーツ振

興くじ助成の成果を報告するとともに、次の 10 年に向けて、スポ

ーツ振興投票制度が一層社会へ普及・浸透することを目指し、「 toto

＆BIG SPORTS JAPAN PROJECT」事業を実施する。  

  

○ 「 toto＆ BIG SPORTS JAPAN PROJECT」 の 事 業 概 要  

toto＆BIG が掲げる「子どもからお年寄りまで、誰もが、いつでも、身近にス

ポーツを楽しめる環境の整備」という理念と、Ｊリーグのクラブが目指す「地域

に根ざしたスポーツクラブ」という理念の親和性から、Ｊリーグクラブのホームタ

ウン３８カ所から毎年５、６か所を選定し、以下の活動を行う。 

（１）Ｊクラブ応援番組内インフォマーシャル  

Ｊクラブの応援番組内で、助成を行ったスポーツ施設やスポーツ大会、

総合型地域スポーツクラブなどの活動を紹介したインフォマーシャルを放映

する。 

（２）イベント実施  

地元のテレビ局のイベントへの参加や地域に密着したスポーツ大会の実

施等、様々な形で年に数回のイベントを実施し、地域に根付いたスポーツ

を応援するとともに、参加者の皆様にｔｏｔｏ＆ＢＩＧの助成金の成果を知って

いただく機会を創出する。 

 

（２０１１年の活動） 

『 SPORTS  JAPAN  PROJECT 』の

初年度の活動実施予定エリアは右表

のとおり。 

２０１２年度以降の活動実施予定エ

リア等については、地域性、バランス等

を考慮して随時決定する。 

 

 

 

都道府県  クラブ名  

宮城県  ベガルタ仙台  

新潟県  アルビレックス新潟  

静岡県  
清水エスパルス 

ジュビロ磐田  

広島県  サンフレッチェ広島  

熊本県  ロアッソ熊本  
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４  ス ポ ー ツ 振 興 く じ 助 成 の 実 施  

文部科学省が策定した「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）を踏まえ、「独立行政法人日本スポーツ振興セ

ンタースポーツ振興くじ助成金交付要綱」に基づき、以下のとおりスポ

ーツ振興くじ助成を行う。  

 

（ １ ） 平 成 ２ ２ 年 度 ス ポ ー ツ 振 興 く じ 助 成 に つ い て  

助成金の使途等を適切に把握するため、平成２２年度に助成を行っ

た事業（総額１０９億円）のうち、助成額の多い地方公共団体、平成

２２年度に新たに助成対象となったスポーツ団体、中央競技団体を中

心として、経理状況や助成事業の成果等に関する調査を行う。  

 

（ ２ ） 平 成 ２ ３ 年 度 ス ポ ー ツ 振 興 く じ 助 成 に つ い て  

平成２２年１０月１５日から募集を行った下記の助成対象事業につ

いて、地方公共団体及びスポーツ団体からの申請に基づき、外部の有

識者からなる「スポーツ振興投票助成審査委員会」の議を経て、交付

の対象となる事業及び交付額を４月中に決定する。  

≪助成対象事業≫  

区分  助成事業細目  

大規模スポーツ施

設整備助成  

Ｊ リーグホームスタジアム等整備事業  

国民体育大会冬季大会競技会場整備事業  

地域スポーツ施設

整備助成  

クラブハウス整備事業  

グラウンド芝生化事業  

スポーツ施設等整備事業  

総合型地域スポー

ツクラブ活動助成  

総合型地域スポーツクラブ創設支援事業  

総合型地域スポーツクラブ創設事業  

総合型地域スポーツクラブ自立支援事業  

総合型地域スポーツクラブ活動基盤強化事業  

総合型地域スポーツクラブマネジャー設置支援事業  

総合型地域スポーツクラブマネジャー設置事業  

広域スポーツセンター指導者派遣等事業  

地方公共団体スポ

ーツ活動助成  

地域スポーツ活動推進事業  

国民体育大会冬季大会の競技会開催支援事業  

将来性を有する競

技者の発掘育成活

動助成  

タレント発掘・一貫指導育成事業  

身体・運動能力特性に基づくタレント発掘事業  

スポーツ団体スポ

ーツ活動助成  

スポーツ活動推進事業  

ドーピング検査推進事業  

スポーツ仲裁等事業  

スポーツ指導者海外研修事業  

組織基盤強化事業  

国際スポーツ会議開催事業  

国際競技大会開催助成  

優秀な選手・指導者への個人助成に充当  
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なお、東日本大震災に関する緊急支援として、被災した地域におけ

る復興支援のための事業に対する助成を行う。  

 

（ ３ ） 平 成 ２ ４ 年 度 ス ポ ー ツ 振 興 く じ 助 成 に つ い て  

①  助 成 内 容 の 見 直 し  

スポーツ団体等のニーズや社会的な要請等の把握のため、６月から

８月にかけてヒアリングや実地調査を行うとともに、「スポーツ振興

投票助成審査委員会スポーツ振興事業助成評価ワーキンググルー

プ」において、助成実績の評価を行い、その結果を踏まえ、助成内

容の見直しを適宜行う。  

また、東日本大震災に関して、国が実施する復興事業の状況及び被

災地のニーズ・要望等を踏まえ、被災地のスポーツ環境の復興支援

に重点を置いた助成を行う。  

 

②  助 成 対 象 事 業 の 募 集  

平成２４年度の助成対象事業については、１０月１日を目途に募集

を開始する。募集に当たっては、ホームページにおいて必要な資料

をすべて掲載するとともに、新聞広告の掲載、全国４か所以上での

説明会を実施し、募集内容の周知徹底を図る。  

 

③  助 成 申 請 者 の 利 便 性 の 向 上  

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９０％

以上の水準を維持できるよう、利用促進を図る。  

 

（ ４ ） 特 定 目 的 資 金 へ の 助 成 財 源 の 確 保 に つ い て  

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、助成財源の執行状況に応じ、

その一部を特定目的資金に積み立てる。  



（単位：千円）

２３　 　年　　度

予 算 額

[収　　入]

スポーツ振興投票事業収入 63,613,700

スポーツ振興投票事業準備金戻入 16,105,628

利息収入 115,000

79,834,328

[支　　出]

業務経費 31,920,294

　 スポーツ振興投票業務運営費 15,814,666

スポーツ振興投票助成事業費 16,105,628

人件費 436,102

一般管理費 49,232

払戻返還金 31,500,000

国庫納付金 5,209,567

スポーツ振興投票事業準備金繰入 10,419,133

79,534,328

上段（　　）は前年度変更後予算額（＊）売上金額に応じて各科目の金額は増減する可能性がある。

計

平成２３事業年度　収入支出予算（投票勘定）

区　　　　　　分

計
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（単位：千円）

金 額

資金収入 196,573,307

業務活動による収入 63,415,000

スポーツ振興投票事業収入 63,300,000

利息及び配当金収入 115,000

投資活動による収入 120,600,000

前年度よりの繰越金 12,558,307

資金支出 196,573,307

業務活動による支出 66,903,405

業務経費 27,057,178

スポーツ振興投票業務運営費 13,533,707

スポーツ振興投票助成事業費 13,523,471

人件費 487,914

一般管理費 48,003

71,196

国庫納付金 8,052,814

31,186,300

116,100,000

1,659,179

リース債務の返済による支出 1,659,179

次年度への繰越金 11,910,723

（＊）売上金額に応じて各科目の金額は増減する可能性がある。

投資活動による支出

財務活動による支出

平成２３事業年度　資金計画（投票勘定）

区　　　　　　分

利息の支払額

払戻返還金
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