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はじめに 

 

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

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

期中期目標期間（５年間）の２年目が終了しました。 

 

独立行政法人制度においては、業務運営の自己責任化を図るため、国による事前関

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

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

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

正化・効率化、透明性の確保を図るための仕組みが導入されています。 

 

センターにおいては、業務運営の合理化、効率化及び活性化に資するため、法人業

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

まえて、改革・改善に向けた取組を行っています。 

 

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

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

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

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

革・改善に向けて積極的に取り組んできたところです。 

 

本書は、それらの取組状況を「平成 21年度自己点検評価書」として取りまとめるこ

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

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

の業務やその活動状況について理解を深めていただくため作成したものです。 

 

なお、この取組は、独立行政法人制度の一環として行われる外部評価に資するもの

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

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

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

自主的・自律的な法人運営を担う独立行政法人において

は、法人の組織・業務運営全般に責任を有する理事長の下、

法人の課題を迅速・的確に把握し、法人の目的及び中期目

標の達成にふさわしい明確な経営戦略を構築するための体

制整備とその運用が不可欠である。 

そのため、センターにおいては、法人内部に自己評価委

員会を設置し、毎年度、計画（ＰＬＡＮ）・実行（ＤＯ）・

評価（ＣＨＥＣＫ）・見直し（ＡＣＴＩＯＮ）というマネジ

メントサイクルの中で、中期計画・年度計画に定めた事項

の確実な実施と業務運営の改善に資するため、定期的な業

務の進行管理や業務運営全般にわたる自己点検評価の実施、

理事長等による業務改善ヒアリングの実施等を踏まえ、業

務運営上の課題・改善の方向性等を明確にし、その後の運

営あるいは次年度計画に反映させるなど、自主的・自律的

な業務運営を行うための内部管理体制を整備し、その運用

を行ってきているところである。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

センターの自己点検評価制度 

ＡＣＴＩＯＮ ＰＬＡＮ 

ＤＯ ＣＨＥＣＫ 

理 事 長 

役 員 会 

中期計画 

年度計画 

各事業部門 自己評価委員会 

自己点検評価書の最終決定 
業務実績報告書の最終決定 

業務改善ヒアリング 

履行状況の総合検証 

履行状況の把握・検証 

自己点検評価 
自己点検評価書の作成 
業務実績報告書の作成 

進行管理表の作成 

自己評価調書の取りまとめ 
業務実績報告の取りまとめ 

反 映 

定期報告（四半期ごと） 

提 出 

業務運営の改善・推進 

実 

行 

報 

告 

定
期
報
告 

中期目標 

評価結果 

総務省 

（政策評価・独立行政法人評価委員会） 

文部科学省 

    （独立行政法人評価委員会）            （大 臣） 

指示 通知 報告 

年度終了後 

通知 意見 
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役 員 会 

Ⅱ 自己点検評価体制 

独立行政法人化を機として定めた「自己評価委員会規

程」に基づき、担当理事を委員長として、各部の長等で構

成する自己評価委員会を設置し、全センターとして業務の

進行管理と自己点検評価に取り組んだ。 

なお、自己評価委員会の任務は、次のとおりである。 

① 中期計画に基づき年度計画に定めた項目の確実な実

施に資するための業務の進行管理 

② 年度計画に定めた項目の達成状況及びその他業務運

営全般についての自己点検評価 

③ 事業年度終了後、自己点検評価書及び業務実績報告

書の作成 

また、ＪＩＳＳが実施する国際競技力向上のための研

究・支援事業に係る点検評価については、理事長の諮問機

関であり、外部有識者で構成するＪＩＳＳ業績評価委員会

において、外部評価を実施した。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  自己点検評価体制 

ＪＩＳＳ業績評価委員会 

（外部評価） 

 

 

外部有識者7名 

ＪＩＳＳが行う国際競技力向

上のための研究・支援事業に

関する評価 

ＪＩＳＳ自己評価委員会 

自己評価委員会 
 

 

委員長：総務・企画調整・財務

担当理事 

委 員：各部・場長、総務課長、

主計課長、企画調整課

長、監査室主幹 

事務局：総務部企画調整課 

自己評価委員会 
作業部会 

①全業務運営の改善・推進 

②業務の履行状況の総合検証・推進 

③自己点検評価書の最終決定 

④業務実績報告書の最終決定 

①業務の進行管理 

②業務運営全般の自己点検評価 

③自己点検評価書の作成 

④業務実績報告書の作成 

①資料の収集・調査検討 

②基礎資料の取りまとめ 

 

監査室 学校安全部 
スポーツ 

振興事業部 
ＪＩＳＳ 

・ＮＴＣ 
財務部 総務部 

各事業部門 

報告 

外部
評価 
意見 

理事長の諮問機関 

国立競技場 
国立 

登山研修所 
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Ⅲ 自己点検評価の方法 

自己評価委員会は、中期計画・年度計画に定めた事項の

確実な実施及び外部評価結果等を踏まえた業務の改善に資

するため、定期的（四半期ごと）に各課の責任者から、各

事項の履行状況等について記載した進行管理表の提出を求

め、それらに基づき、進捗状況等の把握及び検証を行い、

検証結果を役員会へ報告した。 

役員会においては、定期的な報告に基づき、総合的に検

証を行うとともに、理事長等による業務改善ヒアリングを

実施（平成 21年度：平成 22年3月）し、業務運営全般に

わたる課題の抽出と更なる改善を促進した。 

また、自己評価委員会は、事業年度終了後、進行管理表

に基づく各業務の履行状況を踏まえ、年度計画等に定めた

事項の達成状況等について、自己評価を実施した。 

なお、各事業年度の業務実績に関する自己評価は、項目

別評価及び全体評価により実施し、項目別評価は、年度計

画等に定めた各項目の達成度について、次の基準に従い段

階的評定を行い、全体評価は、法人の業務全体にわたる横

断的な観点から、業務の実績について定性的に評価を行う

とともに、前年度の外部評価結果等を踏まえた対応状況等

についても、自己評価を行った。 

 

[段階的評定基準] 

Ｓ 年度計画どおり、または年度計画を上回って履行し、

かつ、特に優れた成果を上げている。 

Ａ 年度計画どおり、または年度計画を上回って履行し、

中期計画に向かって順調、または中期計画を上回るペ

ースで成果を上げている。 

Ｂ 年度計画どおりに履行しているとは言えない面もあ

るが、工夫や努力によって、中期計画を達成し得ると

判断される。 

Ｃ 年度計画を十分には履行しておらず、中期計画達成

のためには業務の改善が必要である。 

Ｆ 年度計画を履行しておらず、かつ、役員会において、

業務改善が必要と判断される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・履行状況の総合検証・推進 

役 員 会 

 

 

・年度計画に定めた事項の確実な実施 

・外部評価結果の確実な反映 

・各事項の履行状況等の報告（進行管理表の作成） 

各課の責任者 

 

 

・履行状況の把握及び検証 

自己評価委員会 

自己評価委員作業部会（取りまとめ） 

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

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

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

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

 

事業年度終了後、自己点検評価を実施 

提出 

報告 

業務改善ヒアリング 

フォローアップ 等 

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

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

Ａ 
   

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

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

※定性的評価及び評定理由は、自己評価調書参照 

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

中期計画の各項目 
評 価 項 目 

（２１年度計画の各項目） 
事業担当部署 定性的評価及び評定理由 評定 

業務実績 
報告書 

該当ページ 

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

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

 

 
Ⅰ 業務運営の効率化に関する目標を達成す
るためとるべき措置 

 

  

  

 
１ 経費の抑制 

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

 

 
１ 経費の抑制 
 

  

  

 
（１）一般管理費等の節減 

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

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

 
（１）一般管理費等の節減 

一般管理費については、中期計画に基
づき、「中期目標期間の最後の事業年度
において、平成１９年度に比較して、総
額で１５％以上削減」するため、平成２
１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、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

 
財務部 
総務部 

 
一般管理費については、平成 19 年度に比較して総額で 18.8％削

減となり、目標値（５％以上削減）を上回った。 
事業費については、平成 20 年度に比較して総額で 10.7％削減と

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

17年度に比較して 10.1％削減した。 
役員の報酬等及び職員の給与水準については、水準の検証を行い、

期末勤勉手当の見直しを行う等、適正化に取り組んだ。 
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。 
法定外福利費については、見直しを行うとともに、平成 22年度か

らの互助組織への法人支出の廃止を決定した。 
 
以上のような取組により、年度計画を上回って履行し、中期計画

を上回るペースで実績を上げている。 
 

Ａ P.14 

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

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

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

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

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４
７号）等に基づく平成１８年度からの５
年間で５％以上を基本とする削減につい
て、引き続き着実に実施する。 
なお、センターの給与水準は国家公務

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

 
（２）業務運営の効率化 

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

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

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

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

② 公共調達の適正化への取組 
調達に当たっては、原則として一般

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

直し計画の実施状況を含む入札及び契
約の適正な実施については、監事によ
る監査を受けるとともに、財務諸表等

 
（２）業務運営の効率化 

① 外部委託の推進・包括的業務委託の
実施 
全ての業務について外部委託が可能

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

（指導監督業務を除く。）の包括的業
務委託の実施に当たっては、高品質な
サービスの提供に留意するほか、実施
業務内容等について検証を行う。 

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。 

 
総務部 
財務部 

 
外部委託の推進による業務運営の効率化を図るため、全ての業務

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

ては、平成 21年度から包括的業務委託を実施し、高品質なサービス
水準を確保した。 
公共調達の適正化については、「随意契約見直し計画」の着実な

実施を図り、競争性のない随意契約の割合は、おおむね計画の水準
となった。また、その実施状況について、監事等の厳格なチェック
を受けた。さらに、平成 21年 11月の閣議決定に基づき契約状況の
点検及び見直しを行い、実質的な競争性の確保を含めた、新たな「随
意契約等見直し計画」を策定した。 
環境に配慮した調達については、グリーン購入法に基づく方針を

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

かって順調に実績を上げている。 
 

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

を調達し、環境への配慮に努める。 
 

なお、「環境物品等の調達の推進を
図るための方針」に基づき、環境への
負荷の少ない物品等を調達し、 環境へ
の配慮に努める。 

 

 
（３）情報提供及び事務の効率化の推進 

① 情報提供の取組 
業務の透明性の確保及び国民の理解

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

② 情報通信技術の活用 
各種事務処理について、情報通信技

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

セキュリティの確保を図るなど、適正
な運用を行う。 

 

 
（３）情報提供及び事務の効率化の推進 

① 情報提供の取組 
業務の透明性の確保及び国民の理解

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

② 情報通信技術の活用 
各種事務処理について、本部及び各

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

セキュリティの確保を図るなど、適正
な運用を行う。 

 

 
総務部 

 
情報提供の取組については、法定情報に加え、事業等に関する情

報の迅速かつ積極的な情報提供に努めるとともに、提供する情報が
組織内外及び関係者により正しく伝えられるよう、平成２１年度に
おいては、ホームページのリニューアルを実施し、より見やすいホ
ームページへ情報を整理した。また、ホームページ委員会を定期的
に開催し、掲載情報について検討を行うとともに、アクセス数につ
いて月次の集計・分析を行い、掲載内容の充実に活用した。 
情報通信技術の活用については、広域専用ネットワークを利用し、

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

かって順調に実績を上げている。 

 

Ａ P.24 

 
２ 組織及び定員配置の見直し 

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

 

 
２ 組織及び定員配置の見直し 

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。 

 

 
総務部 

 
国立登山研修所の文部科学省からの移管、国立競技場の包括的業

務委託実施及びスポーツ振興助成件数の増加に伴う人員配置の見直
しを行うなど、機能的で柔軟な組織体制及び人員配置の整備を行っ
た。 
 
以上のような取組により、年度計画どおり履行し、中期計画に向

かって順調に実績を上げている。 
 

Ａ P.26 

 
３ 業務運営の点検・評価 

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

 

 
３ 業務運営の点検・評価 
 

  

  

 
（１）自己点検・評価の実施 

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

 

 
（１）自己点検・評価の実施 

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

 

 
総務部 

 
中期目標・中期計画の実践に向けた法人全体における内部統制・

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

の整備に向けて、業務進行管理の強化に着手した。 

Ａ P.27 
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以上のような取組により、年度計画どおり履行し、中期計画に向

かって順調に実績を上げている。 
 

 
（２）業務運営の改善促進 

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

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

 
（２）業務運営の改善促進 

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

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

 

 
総務部 
監査室 

 
中期目標・中期計画の実践に向けた法人全体における内部統制・

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

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

かって順調に実績を上げている。 
 

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

中期計画の各項目 
評 価 項 目 

（２１年度計画の各項目） 
事業担当部署 定性的評価及び評定理由 評定 

業務実績 
報告書 

該当ページ 

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

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

  

  

 
１ スポーツ施設の運営・提供に関する事項 

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

 

 
１ スポーツ施設の運営・提供に関する事項 

  

  

 
（１）大規模スポーツ施設における稼働日数

の確保 
センターの大規模スポーツ施設につい

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

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

イ ラグビー場 
ラグビー専用競技場として良質なス

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

② 国立代々木競技場 
ア 第一体育館 

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

 
（１）大規模スポーツ施設における稼働日数

の確保 
センターの大規模スポーツ施設につい

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

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

イ ラグビー場 
ラグビー専用競技場として良質な

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

② 国立代々木競技場 
ア 第一体育館 

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

 
国立競技場 

 
ナショナルスタジアムとして、高水準な施設条件を維持した上で、

競技者や観客に安全かつ快適な施設の提供を行い、国際的・全国的
なスポーツ大会等の開催やアマチュアスポーツ等の利用促進に努め
るとともに、スポーツの利用に支障のない範囲で、コンサート、フ
ァッションショー等のスポーツ以外の一般利用についても積極的な
利用促進を図ったことにより、陸上競技場 182 日、ラグビー場 70
日、第一体育館 268日、第二体育館 302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。 
ラグビー場については、国際大会の開催に向けた施設改修のため

の休業等（計 59日間）による影響により、目標日数を下回ったが、
工事による影響を最小限にとどめた。 
第二体育館においてはスポーツ競技大会の中止の影響により目標

日数を下回ったが、おおむね目標日数に近い日数を確保した。 
 
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。 
 

Ａ P.30 
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日数を確保する。 
イ 第二体育館 

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

 

日数を確保する。 
イ 第二体育館 

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

 
 
（２）スポーツ施設利用者の利便性の向上 

① ホームページを活用した情報提供 
センターの設置するスポーツ施設の

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

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

等の実施により、利用者ニーズの把握
を行い、快適な利用環境を提供する。 

 

 
（２）スポーツ施設利用者の利便性の向上 

① ホームページを活用した情報提供 
センターの設置するスポーツ施設の

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

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

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

 

 
国立競技場 

 
各施設で開催される各種大会・イベント等、タイムリーな情報提

供や掲載内容の充実を図り、施設利用者の利便性の向上に努めた。
また、施設利用者が利用を希望する施設へ容易にアクセスできるよ
う、施設の総合案内情報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や陸上競技場走路の開
放状況を掲載するなど、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。 
 

Ａ P.34 

 
（３）スポーツ施設の利活用の促進 

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

囲において、競技会以外の一般利用にも
供する。 

 

 
（３）スポーツ施設の利活用の促進 

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

囲において、競技会以外の一般利用にも
供する。 

 

 
国立競技場 

 
ＪＩＳＳが行う国際競技力向上のための研究・支援事業の実証の

場として、同一の設置主体が施設を有しているメリットを活かし、
サポート活動を行うことで、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 221日の利用があり、年度計画の稼働日数及び自己収入の水準
を確保する要因となった。 
 
以上のような取組により、年度計画どおり履行し、中期計画に向

かって順調に実績を上げている。 
 

Ａ P.36 

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

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

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

 
 
（１）国際競技力向上のための総合的支援 

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

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

② スポーツ情報分野からの支援 
国内外のスポーツ関係機関とのネッ

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

 
（１）国際競技力向上のための総合的支援 

国際競技力向上に向けた強化活動に対
し、文部科学省、財団法人日本オリンピ
ック委員会（以下「ＪＯＣ」という。）
及び中央競技団体（以下「ＮＦ」という。）
等と連携し、支援内容の明確化を図り、
スポーツ医・科学及び情報の各側面から
総合的に支援活動を実施するとともに、
国立スポーツ科学センター（以下｢ＪＩＳ
Ｓ｣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、バンク
ーバー冬季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

 
ＪＩＳＳ 

 
ＪＯＣ及びＮＦのニーズを踏まえた上で、スポーツ医・科学及び

情報の各機能が統合されたＪＩＳＳの特徴を活かし、総合的な支援
活動を実施した。 
バンクーバー冬季オリンピック競技大会に関しては、大会期間中

だけでなく事前合宿においても効果的な支援を実施し、前回トリノ
を上回る日本チームのメダル５個の獲得に貢献した。また、文部科
学省より「チーム『ニッポン』マルチ・サポート事業」を受託し、
文部科学省及びＪＯＣと連携し、サポート及び調査活動を実施した。 
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。う
ち、バンクーバーオリンピック期間中には現地で 2競技種目に対し
て実施した。 
スポーツ情報分野からの支援は、情報を収集・分析・提供するな

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

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

かって順調に実績を上げている。 

 

Ａ P.38 
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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
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を行う。 
③ トレーニング施設等の提供 

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

 
 
（２）国際競技力向上のための研究の推進 

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

 

 
（２）国際競技力向上のための研究の推進 

ＮＦの強化現場で課題となっている内
容及びこれまでの研究・支援活動の成果
を踏まえ、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Ｊ

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

 

 
ＪＩＳＳ 

 
平成 21年度から新たに各研究課題を設定し、プロジェクト研究を

開始した。 
また、プロジェクト研究は、必要に応じてＪＯＣ、ＮＦ、地域ス

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

かって順調に実績を上げている。 

 

Ａ P.43 

 
（３）スポーツ診療 

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

 

 
（３）スポーツ診療 

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

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

 

 
ＪＩＳＳ 

 
競技者が良好なコンディションを維持・回復できるように、7 科

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

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

かって順調に実績を上げている。 
 

Ａ P.46 

 
（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 

 

（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。 

 
ＪＩＳＳ 

 
研究・支援活動の成果の競技現場への提供については、モーグル

競技における上体安定性を評価する上で、体幹部の加速度計測が有
効であることや、バンクーバーの食環境について情報を提供するな
ど、迅速かつ的確に実施した。 
成果の普及については、国内外の専門誌への論文投稿や、学会等

での発表を通じて、積極的な普及に努めた。 
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。 
 

Ａ P.47 
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国際競技力向上に有用な研究成果及
び競技種目横断的に有効な支援活動の
成果については、ＮＦが行う強化活動
に活かされるよう迅速かつ的確に提供
する。 

② 研究・支援活動の成果の普及 
国内外の雑誌等への研究論文の公

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

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

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

 

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。 

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

 

 
（５）外部有識者による評価の実施 

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

 

 
（５）外部有識者による評価の実施 

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

 

 
ＪＩＳＳ 

 
事業実施の事前及び事後に適切な外部評価を実施するため、外部

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

かって順調に実績を上げている。 
 

Ａ P.49 

 
３ スポーツ振興のための助成に関する事項 

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

 

 
３ スポーツ振興のための助成に関する事項 

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

  

  

 
（Ａ）助成業務の透明性の確保等 
 

 
（Ａ）助成業務の透明性の確保等 
 

  

  

 
（１）公平性・透明性の確保 

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

 
（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。 

 
スポーツ振興事
業部 

 
あらかじめ、要綱等により基準を明確にするとともに、公開によ

る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、

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

かって順調に実績を上げている。 
 

Ａ P.50 
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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。 

 

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、
スポーツ団体等のニーズや社会的な要
請等の把握に努める。 

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

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

 

 
（２）助成業務の効率化・適正化 

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

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

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

④ 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 

 

 
スポーツ振興事
業部 

 
ヒアリング及び事業実施状況調査によりスポーツ団体等のニーズ

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

認した。 
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、校

庭の芝生化事業等の助成対象化、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の助成財源の一部確保の
他、助成割合の引き上げを含む事業ごとのニーズを反映した見直し
など助成の充実に努めた。 
 
以上のような取組により、年度計画どおり履行し、中期計画に向

かって順調に実績を上げている。 
 

 

Ａ P.52 

 
（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。 

 

 
（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。 

 

 
スポーツ振興事
業部 

 
助成事業に係る情報をホームページ等により公開するとともに、

スポーツ振興に係る助成金交付申請受付事務のオンライン化を推進
し、利用促進を図った。 
なお、申請受付全体に占めるオンライン申請率は 90.9％となっ

た。 
 
以上のような取組により、年度計画どおり履行し、中期計画に向

かって順調に実績を上げている。 
 

Ａ P.55 
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（Ｂ）スポーツ振興助成のための安定的な財
源の確保  

 

（Ｂ）スポーツ振興助成のための安定的な財
源の確保  

 
 
（１）より多くの助成財源の確保 

① スポーツ振興基金 
助成財源の安定的な確保のため、ス

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

② スポーツ振興投票 
売上向上効果が期待できるあらゆる

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

 

 
（１）より多くの助成財源の確保 

① スポーツ振興基金 
助成財源の安定的な確保のため、ス

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

② スポーツ振興投票 
売上向上効果が期待できるあらゆる

事項に取り組んでくじの売上向上や経
費節減に努め、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。 

 

 
スポーツ振興事
業部 

 
○スポーツ振興基金 

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

○スポーツ振興投票 
くじの売上向上及び経費節減に努めた結果、前年度を大きく上

回る約 160億円の助成財源を確保した。 
また、平成 21年度売上が、当初の売上目標額 630億円を大きく

上回る約 785 億円となったことから、当面の払戻金及び運営費の
支払いを考慮した効率的な管理により、助成財源の維持・拡充に
努めた。 
 
以上のような取組により、年度計画どおり履行し、中期計画に向

かって順調に実績を上げている。 
 

Ａ P.57 

 
（２）助成制度の趣旨の普及・浸透 

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

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

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

 

 
（２）助成制度の趣旨の普及・浸透 

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

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

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

 

 
スポーツ振興事
業部 

 
スポーツ振興基金とスポーツ振興くじの助成制度の趣旨が、国民

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

に販売されるよう、販売店研修を全国主要都市 7か所で実施した。 
 
以上のような取組により、年度計画どおり履行し、中期計画に向

かって順調に実績を上げている。 
 

Ａ P.59 

 
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

 
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。 
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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案件に対

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

② 災害調査の実施 
災害共済給付に関する重要案件等の

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

 

 
（１）公正かつ適切な給付の実施 

① 審査体制の整備・充実 
ア 審査体制の充実や請求事務手続き
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。 
 

 
学校安全部 

 
中期計画に定める審査体制の整備・充実について、請求事務手続

きの省力化等利用者へのサービス向上、公正かつ適切な給付の実施
を図るため、具体的な内容を定めて取り組んだ。 
また、災害調査の実施については、中期計画に沿って現地調査を

行うなど、重要案件等の審査は、正確な情報収集を行い公正かつ適
正な給付を実施した。 
 
以上のような取組により、年度計画どおり履行し、中期計画に向

かって順調に実績を上げている。 
 

Ａ P.61 

 
（２）業務の効率化及び支所の業務等の在り

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

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

② 災害共済給付システムの整備 
学校及び学校の設置者における請求

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

③ 業務等の在り方の検討 
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。 
 

 
（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。 

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。 
 

 
学校安全部 

 
中期計画に定める災害共済給付システムの利用促進については、

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

発・製造に着手した。 
業務の在り方については、中期計画に沿って所要の結論を得るた

めの検討を行い、学校安全業務検討委員会を開催し、委員会として
支所業務等の在り方について考え方を取りまとめた。 
 
以上のような取組により、年度計画どおり履行し、中期計画に向

かって順調に実績を上げている。 
 

Ａ P.62 

 
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

 
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 
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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 

 

 
（１）登山指導者の養成及び登山に関する情

報の提供 
大学山岳部や中高年登山の指導者等の

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

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

全対策を講じた上で開催する。 
ア 大学生登山リーダー養成コース 
イ 中高年安全登山指導者等養成コース 
ウ 山岳遭難救助従事者コース 
エ 研修会指導者コース 

 

 
国立登山研修所 

 
登山指導者等の資質の向上を図るため、研修会等を年４コース延

べ 48日 12回の研修会等開催するとともに、登山に関する知見や技
術等をまとめた冊子を発行し、関係団体に配布するなど、情報提供
を行った。 
研修会の開催に当たっては、十分な安全対策を講じた上で実施し

た。 
 
以上のような取組により、年度計画どおり履行し、中期計画に向

かって順調に実績を上げている。 
 

 

Ａ P.64 

 
（２）スポーツの普及・施設維持管理情報の

提供 
スポーツの普及・振興に資するため、

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

 

 
（２）スポーツの普及・施設維持管理情報の

提供 
① 施設維持管理情報の提供 

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

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 

 

 
国立競技場 

 
スポーツの普及・振興に資するため、主要スタジアムの情報交換

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

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

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

かって順調に実績を上げている。 
 

Ａ P.65 

 
（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

 
（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

 
学校安全部 

 
下記のとおり、災害共済給付業務に関連する業務に、業務を重点

化して実施した。 
Ａ P.67 
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れる事例の収集、分析、関連調査の実施
及び関連情報の提供など災害共済給付業
務に関連する次の業務に重点化し実施す
る。 
また、学校安全支援業務については、

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

中期目標期間中５件程度 
調査・研究の成果について、発表

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

学校等と連携し、有効性の確認を行
う。 

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

ウ 災害共済給付業務において情報収
集した食中毒事例などについて、学
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

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 
・「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

学校災害事故防止に関する調査・研究及び学校災害防止に関する
情報提供については、調査・研究報告のとりまとめ、学校給食調理
場の実態調査及び講習会等については、具体的な内容を定めて実施
した。 
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

目標を達成した。 
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、

各学校による収集・分析機能強化に向けて、開発・製造に着手した。 
また、学校安全支援については、所要の結論を得るための検討を

行い、委員会として学校安全支援業務の在り方について考え方を取
りまとめた。 
なお、廃止事業については、委嘱期間が終了したものを廃止した。 
 
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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成果や情報をセンターが主催する講
習会等を通じて普及を図る。 
講習会等の開催 年５回程度 
受講者に対して研修内容・方法等

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

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

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

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

 
（注）廃止事業の取扱い 

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

 

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。 

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

 

 
（４）関係団体等との連携 

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

 

 
国立競技場 
学校安全部 

 
スポーツ関係団体については、主要スタジアム情報交換会時に、

関係者へのアンケートを行い、意見・要望等を把握し、関係者間の
共有を図った。 
都道府県教育委員会に対しては、各支所において、支所業務運営

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

かって順調に実績を上げている。 
 

Ａ P.71 
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○財務内容の改善に関する重要事項 

中期計画の各項目 
評 価 項 目 

（２１年度計画の各項目） 
事業担当部署 定性的評価及び評定理由 評定 

業務実績 

報告書 

該当ページ 

 
Ⅲ 予算(人件費の見積りを含む。)、収支計
画及び資金計画 

 

 
Ⅲ 予算(人件費の見積りを含む。)、収支計
画及び資金計画 

 

  

  

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

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

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

（１）売上向上への取り組み 
売上向上については、次をはじめとし

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

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

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

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

（２）繰越欠損金の早期解消 
売上向上及び経費節減に取り組み収益

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

 
１ スポーツ振興投票等業務に係る経営の安
定化 
本業務の効率的な実施等による経費節減

及び売上向上などにより、スポーツ振興投
票等業務の経営の安定化に向けた取り組み
を進める。 
なお、売上向上については、次のとおり、

売上向上効果が期待できる事項に取り組
む。 

 
 
 
 
 
 
 

① 広告・宣伝等によりスポーツ振興く
じ「ＢＩＧ」のさらなる普及に努め、
スポーツ振興くじの新たな購入者を獲
得するとともに、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。 

 
スポーツ振興事
業部 

 
平成 21年度の売上は、「ＢＩＧ」の当せん口数等を中心とした広

告宣伝活動、インターネット販売・決済手段の拡充など、売上向上
効果が期待できる事項への取り組みなどにより、当初の売上目標額
630億円を大きく上回る約 785億円となった。これにより、平成 21
年度の収益は、当初の目標額（156 億円）を大幅に上回る約 240 億
円（国庫納付金約 80億円、スポーツ振興助成準備金繰入約 160億円）
を確保した。 
また、スポーツ振興投票事業の今後の実施体制の在り方について

検討を行うため、販売・実施体制などに関する基礎的なデータやコ
ンサルタント会社による専門的な知見に基づく調査研究のほか、専
門的な見地からの意見を聴取するため、有識者により構成される会
議を設置し、3回の審議の結果、平成 22年 1月に、次期も第 2期の
実施体制を基本とし、センターが直接運営することが望ましいとの
結論を得た。 
なお、運営業務・契約内容等の見直しによる更なる経費の節減に

取り組むほか、システム投資の妥当性の検証、広告宣伝効果の検証
結果等を踏まえ、より適切かつ効率的な経費の執行に努めた。 
 
以上のような取組により、年度計画どおり履行し、中期計画に向

かって順調に実績を上げている。 Ａ P.73 
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がおおむね立つようにする。  
 
２ 自己収入の確保及び予算の効率的な執行 

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

 

 
２ 自己収入の確保及び予算の効率的な執行 
 

  

  

 
（１）運営費交付金以外の収入の増加等 

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

志野及び所沢の建物等については、平成
２０年度の売却を検討する。 

 
 

 
（１）運営費交付金以外の収入の増加等 

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

志野及び所沢の建物等については、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。 
 

 
財務部 

 
命名権については、ナショナルトレーニングセンターにおいては、

ＪＯＣと連携・協力の上取り組み、「味の素ナショナルトレーニン
グセンター」として命名権を導入した。 
国立霞ヶ丘競技場において記念品売店設置料に売上に応じた設置

料及びテレビ・ＤＶＤの収録料金を新設、国立代々木競技場の園地
の有効活用を図るなど、自己収入の増加を図った。 
寄附の受入れ増加については、寄附金取扱規則に則り、受入態勢

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

度計画の目標水準を確保した。 
 

Ａ P.75 

 
（２）競争的資金の獲得 

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

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

 

 
（２）競争的資金の獲得 

調査研究を行うに当たっては、積極的
に競争的資金等外部資金を獲得する。 
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。 

 

 
ＪＩＳＳ 

 
調査・研究の活性化のため、積極的に競争的資金等外部資金の獲

得に努め、科学研究費補助金 17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」を
受託した。 
 「国立スポーツ科学センター公的研究費の不正防止等のガイドラ
イン」（平成 19年 11月策定）に基づいて適切に会計処理を行い、
研究費の不正使用防止等に取り組んだ。 
以上のような取組により、年度計画を上回って履行し、中期計画

を上回るペースで成果を上げている。 

 

Ａ P.77 

 
（３）予算の効率的な執行 

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

 

 
（３）予算の効率的な執行 

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

 

 
財務部 

 
予算の執行に当たっては、予算執行計画の編成、収支見込みの作

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

かって順調に成果を上げている。 
 
以上のような取組により、年度計画どおり履行し、中期計画に向

かって順調に成果を上げている。 
 

Ａ P.78 

 
３ 資金の運用及び管理 

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

 

 
３ 資金の運用及び管理 

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

 
財務部 

 
証券会社等から金利情報等の収集、インターネットを利用した取

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

情報の共有を図るため、定期的に資金管理委員会を開催し、年間の
資金運用計画（案）の審議及び計画の実施状況のフォローアップ等

Ａ P.79 
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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。 

 

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。 
 

 
４ 期間全体に係る予算（人件費の見積りを
含む。） 

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

 
４ 平成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  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 
 

 
財務部 

 

１ 予算 

投票勘定は、売上向上及び経費節減の結果、スポーツ振興投票

事業収入が計画額を大幅に上回った。 

また、ＮＴＣの運営事業は、競争による減や節約により、運営

費が計画額を大幅に下回った。 

一般管理費は、諸手当及び法定外福利費の見直しを行い、また

固定経費の節減に努めた結果、計画額を大幅に下回った。 

２ 収支計画 

投票勘定は、売上向上及び経費節減の結果、スポーツ振興投票

事業収入が計画額を大幅に上回った。 

災害共済給付勘定は、平成 17年度の共済掛金改定により収支バ

ランスは改善しており、平成 21年度に繰越欠損金が解消した。 

免責特約勘定は、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ため、利益が発生した。 

３ 資金計画 

適正に実施した。 

 

以上のような取組により、法人全体としては年度計画を上回って

履行し、中期計画に向かって順調に成果を上げている。 

 

Ａ P.80 

 
Ⅳ 短期借入金の限度額 
 

 
Ⅳ 短期借入金の限度額 
 

  

  

 
業務運営上必要な短期借入金の限度額は、

１０億円とする。 
 

 
運営費交付金の受入れの遅延及び事故の発

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

 

 
財務部 

 
実績がなかったことから、評定は行わない。 

― P.89 

 
Ⅴ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する
計画 

 

 
Ⅴ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する
計画 

 

  

  

 
職員宿舎の用途に供していた建物、構築物

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

 
職員宿舎の用途に供していた建物、構築物

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

 
財務部 

 
売却に向けて、一般競争入札（再度公告）を実施したが、不調と

なった。 
市場環境の悪化（売却損発生のおそれあり）及び独立行政法人通

則法の一部改正見込を踏まえ、現在手続きを中断しているが、平成
22年度に向けて情報収集を実施している。 

Ｂ P.90 
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以上の取組みについては、年度計画どおりに履行しているとは言
えないが、入札手続及び情報収集自体は適正に行われており、今後
の工夫や努力によって、中期計画を達成し得ると判断される。 
 

 
Ⅵ 剰余金の使途 
 

 
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 
 

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

 
財務部 

 
実績がなかったことから、評定は行わない。 

― P.91 
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○その他業務運営に関する重要事項 

中期計画の各項目 
評 価 項 目 

（２１年度計画の各項目） 
事業担当部署 定性的評価及び評定理由 評定 

業務実績 

報告書 

該当ページ 

 
Ⅶ その他文部科学省令で定める業務運営に
関する事項 

 

 
Ⅶ その他文部科学省令で定める業務運営に
関する事項 

 

  

 
 

 
１ 施設及び設備に関する計画 

別表－１６のとおり 
施設整備・管理の実施に当たっては、業務

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

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

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

 

 
１ 施設及び設備に関する計画 

別表－１６のとおり 
施設整備・管理の実施に当たっては、業

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

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

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

 

 
財務部 

 
長期的視野に立って策定した施設整備計画に基づき、順次施設整

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

要に応じて修繕を行うほか、施設管理部門を中心として日常的な点
検を行い、危険箇所の早期発見に努めた。その結果、特に建物の瑕
疵等、危険箇所は見当たらなかった。 
 また、国立代々木競技場第一体育館については、耐震化に向けた
整備、国立代々木競技場及びＪＩＳＳについては、身体障害者用設
備の新設・増設を実施するなど、安全確保を考慮した整備、高齢者
・身体障害者等に配慮した施設整備を行った。 
 
以上のような取組により、年度計画どおり履行し、中期計画に向

かって順調に成果を上げている。 
 

Ａ P.92 

 
２ 人事に関する計画 
 

 
２ 人事に関する計画 
 

  

  

 
業務の実情に応じて、民間競争入札（包括的

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

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

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

 ３３８人 
（参考２） 
中期目標期間中の人件費総額見込み 

 
（１）人員に関する指標 

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

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

 

 
総務部 

 
業務運営の効率化、執行体制の見直しなど、効果的な組織編成や

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

任用（有期雇用による任用）を推進するなど、中期計画に掲げる人
員数を考慮して計画的に実施した。 
現在、常勤職員数は 338人（平成 22年 3月 31日現在）となって

いる。 
 
以上のような取組により、年度計画を上回って履行し、中期計画

に向かって順調に成果を上げている。 
 

Ａ P.94 
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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な専門知識

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

② 職場環境の充実 
セクシャル・ハラスメントの防止、メ

ンタルヘルスについての管理体制の充
実を図る。 

③ 危機管理体制等の充実 
災害時等緊急時に即応可能な体制の

充実を図る。 
 

 
（２）人材の育成等 

① 研修の実施 
職員の能力開発及び高度な専門知識

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

② 職場環境の充実 
担当職員の研修派遣や有効な情報に

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

③ 危機管理体制等の充実 
防災訓練や火災予防点検の実施、自

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

 

 
総務部 

 

研修計画に基づく職員の資質向上や内部統制に関する意識の向上

を目的とする研修会の実施を通じて、業務の効率化に関する職員の

意識向上に努めることとし、職階別研修及び全体研修等を実施し、

延べ 1,049人が参加した。 

職場環境の充実については、セクシャル・ハラスメント防止のた

めの相談体制の整備及び苦情相談員の資質向上のため、研修に派遣

した。また、メンタルヘルス研修や衛生委員会の開催、育児等に係

る制度の周知や休暇取得の推奨など、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、新型インフルエンザ対策本部の

設置やＢＣＰ（事業継続計画）のための中核事業の選定を行うとと

もに、各スポーツ施設において、施設管理委託業者、行事主催者及

び警備業者と消防訓練を実施し、災害時等緊急時に即応可能な体制

整備を図った。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、計画的に講習会に職員等を参加させるなど

体勢の整備に努めた。さらに、グループウェアの防災関係情報や緊

急連絡名簿等の更新を行った。 

 

以上のような取組により、年度計画どおり履行し、中期計画に向

かって順調に成果を上げている。 

 

Ａ P.95 

 
（３）研究職員の資質向上 

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

 

 
（３）研究職員の資質向上 

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

 

 
総務部 
ＪＩＳＳ 

 
研究等の職員については、60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 83 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、募集する研究分野（職種）に関す

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

かって順調に成果を上げている。 
 

Ａ P.98 

 
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 

 
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 

 
財務部 

 
前中期目標期間繰越積立金については、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。 

Ａ P.100 
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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 

 

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 
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ＪＩＳＳ外部評価結果 

 

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

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

 

【評価の対象事業】 

① スポーツ医・科学支援事業 

・アスリートチェック 

・医・科学サポート 

② スポーツ医・科学研究事業 

③ スポーツ診療事業 

④ スポーツ情報事業 

 

【評価基準】 

Ｓ…実施計画を十分に履行し、計画以上の成果を上げている。 

Ａ…実施計画を十分に履行し、着実に成果を上げている。 

Ｂ…実施計画をほぼ履行し、概ね成果を上げている。 

Ｃ…実施計画を十分に履行しておらず、業務の改善が必要である。 

Ｆ…実施計画を履行しておらず、抜本的な改善が必要である。 
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（単位：千円）

高松薫/三ツ谷洋子/村山正博

１．事業実績

スポーツ医・科学支援事業　アスリートチェック 事業部会長 平野　裕一 評価委員氏名

説明

業務の改善は
効果的であった
か

体力測定について、アスリートチェックでは基礎的・共通的項目、医・科学サポートでは応用的・専門
的項目としたことで、これまでの同一項目をそれぞれで測定する重複を避けることができた。
検査・測定を中心業務とする測定技術者を増員したことでアスリートチェックがさらに精度よく、円滑
に行えるようになった。

予算は適切に
執行されたか

心理チェックの用紙（約19万円）購入により備品消耗品費の執行率が高くなったが、全体としては概
ね適切であった。

数値目標は達
成されたか

派遣前チェックでは目標より減であったが、ＮＦ要望チェックでは目標より増であったために、延べ人
数では目標は達成された。

事業は計画ど
おり実施された
か

３．予算執行状況
執行率(C)/(B)

自己評価委員会評価 Ａ

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

６．全体コメント
自己評価委員会コメント

　ＮＦにとって利用しやすく、しかもＪＩＳＳ内で整合性のとれたアスリートチェックに再編したが、それでもまだ改善すべ
き点がある。ＮＦの事情もあるが、アスリートチェック利用方法の周知、選手ＩＤ登録の簡素化、測定データのフィード
バック方法、測定データを活用したサービス、などＪＩＳＳ側のさらなる努力が必要である。

A業績評価委員会評価

104.8%

区分 当初予算額(A) 変更予算額(B) 執行額(C)
ｽﾎﾟｰﾂ医・科学支援事業収入 33,000 44,333 46,450 業績評価委員会コメント

収入合計 33,000 44,333 46,450 104.8%

・評価できる点として、①ＮＦに対応する担当者を置いたこと、②チェックの内容を基礎的・共通的な体力測定項目の
みにしたこと（医科学サポートとの重複を避けたこと）、③測定技術者を増員したこと　が挙げられる。

・実施体制が整理されたことで、よりスムーズなチェックがなされたことがうかがえる。

・人数が増えたことは評価できるが、ただ実施したという報告だけでなく、このアスリートチェックが何に役立っているの
か、これを実施してどうなったのかという結果を示してほしい。例えば、アスリートの弱点が見つかったというような、具
体的な結果を示してほしい。

・具体的な活用方法やフィードバック方法などが分かると良い。

検査委託費 4,000 4,000 4,554 113.9%

2030.0%

諸謝金 40 32 0 0.0%

備品消耗品費 10 10 203

70.2%

支出合計 4,250 4,250 4,903 115.4%

その他 200 208 146

４．数値目標に対する達成度

項目 目標値(A) 実績(B) 達成度(B)/(A)

延べチェック数 1,600人 1,689人 105.6%

(内、派遣前チェック数） （1,200人） （887人） （73.9％）

２．実施体制
（１）科学サポート事業部会の下に、アスリートチェックＷＧを設置した。
（２）アスリートチェックの責任者を置いた。
以降ＮＦ要望チェックのみ
（３）ＮＦが申請する窓口を明確にした。
（４）ＮＦに対応する担当者を置き、ＮＦと協議の上、測定項目を決めた。
以降派遣前チェックも含めて
（５）実施に当たっては、各研究部から必要な人員を配置し、事業アシスタントがスケジュールを調整した。
（６）必要に応じて測定補助者を配置した。

1-1

2010年5月21日

５．評価

ＮＦに対応する担当者と事業アシスタントとの連携により、事業は計画どおり実施された。ただし、申
請遅延、人数変更といったＮＦの事情に、より柔軟に対処できる体制が求められる。

【総括評価票】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国立スポーツ科学センター業績評価委員会　平成21年度事後評価票

事業名

　2009年度のアスリートチェックの実施者数は1,689名（男子976名、女子713名）であり、前年度の1,215名（男子671名、女
子544名）と比較して39.0％増加した。

（１）NF要望チェック
　2009年度の実施者数は、のべ802名（男子462名、女子340名）であり、前年度の688名（男子408名、女子280名）と比較し
て16.6%増加した。内訳は、夏季競技が666名（男子363名、女子303名）、冬季競技が136名（男子99名、女子37名）であり、
前年度と比較して夏季競技が38.5%増加（前年度481名：男子291名、女子190名）し、冬季競技が34.3%減少した（前年度
207名：男子117名、女子90名）。

（２）派遣前チェック
　オリンピック冬季競技大会（バンクーバー）、ユニバーシアード競技大会（ベオグラード）及び東アジア競技大会（香港）の
派遣前チェックを実施し、2009年度の実施者数は延べ887名（男子514名、女子373名）であり、前年度の527名（男子263
名、女子264名）と比較して68.3%増加した。

①オリンピック冬季競技大会（バンクーバー）
　2009年5月21日から2010年1月12日までの期間に、6競技185名（男子111名、女子74名）を実施した。

②ユニバーシアード競技大会（ベオグラード）
　2009年3月24日から2009年6月22日までの期間に、12競技298名（男子161名、女子137名）を実施した。この中で2009年4
月以降に実施した人数は、251名（男子143名、女子108名）であった。

③東アジア競技大会（香港）
　2009年6月2日から11月26日までに、22競技451名（男子260名、女子191名）を実施した。

評価の視点
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（単位：千円）

諸謝金

科学サポート事業部会において、ＮＦから寄せられたサポート要望とJOCの意見を踏まえ、サポート
分野ごとに検討、調整し、サポートする内容をＮＦに回答したので、適切に選定されたと考えられる。

ＪＯＣランキング特Ａの種目については要望を受けた海外でのサポートを実施した。また、要望が
あった種別に対しては、バンクーバー冬季オリンピック現地でのサポート活動を実施した。

測定・分析と啓発・研修に分けて、それぞれに担当者を配置し、活動単位リーダーによる活動の事前
連絡と事後報告を受けて進行を管理した。それでも問題が生じた場合は科学サポート部会で検討し
た。

冬季競技を考慮して、サポート申請を年度末と9月末の2回受け付けることにした。そのおかげで、9
月末にも6種別から新たなサポート申請が寄せられた。
医・科学サポートに移行した映像技術と情報技術のサポートは、広くＮＦに周知できたと考える。

サポート内容は
適切に選定され
たか

重点種目は適切
に選定されたか

事業は適切に進
行管理されたか

事業の改善は効
果的であったか

101.3%

97.0%

区分

Ａ 業績評価委員会評価

自己評価委員会コメント

93.7%

3,941

67.4%

8,285

17,500

A

77.2%

2,732

1,461

5,108

16,731 11,271

8,396

1,560

６．全体コメント

38,100

2,650

8,310

2,340

4,480

35,260 28,377

【総括評価票】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国立スポーツ科学センター業績評価委員会　平成21年度事後評価票

2010年5月21日芝山秀太郎/鈴木大地/原田宗彦

評価の視点

１．事業実績

事業部会長 評価委員氏名平野　裕一

５．評価
　2009年度は、以下の8サポート分野について①測定・分析、②啓発・研修の2つに分類して活動した。
（1）フィットネスサポート、（2）トレーニング指導、（3）栄養サポート、（4）心理サポート、
（5）動作分析、（6）レース・ゲーム分析、（7）映像技術サポート、（8）情報技術サポート

①測定・分析活動
　夏季競技13種別、冬季競技12種別から寄せられたサポート要請をもとに、それを88の活動単位に分類・整理して、それ
ぞれに責任者及び実施メンバーを配置してサポート活動を展開した。年度内にバンクーバーオリンピックが開催されたこと
から、冬季競技については可能な限りサポート内容の拡充に努めた。

②啓発・研修活動
　NFから寄せられたサポート要請をもとに、栄養、心理、トレーニング、映像技術及び情報技術等の専門スタッフの知見を
活用した、チーム対象の講習会及び選手個人対象の指導・相談を実施した。また、競技を問わず広く参加者を募集する個
人参加型の講習会も企画し、本年度は初の試みとして心理・栄養・トレーニングの3分野合同の講習会を開催した。

　　　　　　　　　　　　　　　　トレーニング指導　　　　　栄養　　　　心理
　　　　　　　　　　　講習会：　　　　　　　22回　　　　　25回　　　　25回
　個別指導・相談（延べ）：　　 　　  4,033回　　　 　231回　　　603回

国内旅費交通費

国外旅費交通費

業績評価委員会コメント

・個別指導が多いのが気になった。

・測定・分析活動、啓発・研修活動ともに活動内容は評価できる（H21年度の事業再編の効果か）。

支出合計

達成度(B)/(A)実績(B)目標値(A)項目

その他

バンクーバーオリンピックに重点的に予算を配分した。マルチサポート事業で8種別をサポートした分
の経費とは明確に区分している。

自己評価委員会評価

執行率(C)/(B)

658 78.0%

２．実施体制

賃借料 844

執行額(C)

予算は適切に執
行されたか

390

5,080

４．数値目標に対する達成度

88件

4,867件

144.0%72件

973.4%

80.5%

25種別

個別指導・相談

100.0%

100件

500件

サポート活動単位

事業名

サポート競技

講習会

25種別

50件

備品消耗品費

スポーツ医・科学支援事業　医・科学サポート

当初予算額(A)

（１）科学サポート事業部会の下に測定・分析活動のＷＧを設置し、啓発・研修事業部会を別途設置した。
（２）医・科学サポートを統括する責任者を置いた。
（３）測定・分析、啓発・研修、それぞれの活動の進行を管理する担当者を置いた。
（３）サポート分野ごとの責任者を置いた。
（４）ＮＦとの連絡調整を行うため、ＮＦごとの担当者を置いた。
（５）サポートの活動単位ごとのリーダーを置いた。
（６）実施に当たっては、ＪＩＳＳ各サポート分野から人員を配置したが、必要に応じて外部から協力者、測定補助者を配置
した。

1-2

数値目標は達成
されたか

マルチサポート事業で実施したターゲット8種別を除いても、目標の25種別をサポートできた。ただ
し、活動単位は88件で、目標の100件に及ばなかった。講習会・個別の指導・相談は目標を達成し
た。

88.0%

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

説明

３．予算執行状況
変更予算額(B)

　ＪＩＳＳの8サポート分野を明示したことで、ＮＦからのサポート申請の内容が整理されてきた。予算はバンクーバーオリ
ンピックに重点的に配分したため、バンクーバーに向けたサポート及び合宿や競技会への多くの帯同で利用したが、現
有スタッフ数で対応できる活動量には限りがあった。次年度は、人員を確保し、サポート活動の質を高める必要があ
る。
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（単位：千円）

2

2010年5月21日

自己評価委員会評価 Ａ 業績評価委員会評価 A

【総括評価票】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国立スポーツ科学センター業績評価委員会　平成21年度事後評価票

事業名 スポーツ医・科学研究事業 事業部会長 髙橋　英幸 評価委員氏名 定本朋子/芝山秀太郎/高松薫

１．事業実績 ５．評価
　平成21年度は、別紙・研究課題毎の評価票にある12研究課題（39プロジェクト）を実施した。詳細は、個別研究課題評価
票を参照していただきたい。12研究課題の中で、｢スポーツ科学における測定技術に関する研究｣は、JISSにおける測定
業務において提起された課題を解決するために年度途中に提案、開始された研究であり、実施にあたっては、スポーツ
医・科学研究事業部会における内容の精査、センター長の承認のプロセスを経て実施可となった。

　事業運営管理としては、計5回のスポーツ医・科学研究事業部会を開催して、事業運営上の課題解決のための議論や
事業計画の立案作業を行った。その結果として、主に以下の点が変更となった。
○毎年度、JISS内事後評価を実施することとした。
○プロジェクト研究と科研費課題との考え方を整理し、効率的に外部資金としての科研費を獲得する体制を整えた。
○研究成果の公表等のための学会参加に関して、国内学会と同様に、国外学会においても、研究員が成果を発表する場
合には1人あたり最大2回まで予算措置を行うこととし、プロジェクト研究予算に計上することとした。（平成22年度から適
用）
○NAASHおよびJISS職員を被検者にする場合の謝金支出の取り決めを定めた。
○研究を進める中で、当初の計画書に記載のない事項や活動が生じた場合の事務処理手続を整理した。
○契約研究員が退職した場合等、研究成果が散逸しないように、毎年、紙媒体で内部報告書を作成することとした。
この中で、平成21年度から実施することになったJISS内の事後評価に関しては、2日間に渡って全研究課題・プロジェクト
の研究代表者とプロジェクトリーダーを対象としてヒアリングを行い、それぞれの研究実績や進捗状況に関して評価を行っ
た。また、ヒアリングの際には、次年度の研究計画の詳細に関しての質疑応答も行い、事業全体としての方向性の確認作
業も実施した。

　外部資金獲得としての科研費研究実績としては、前年度からの継続研究が9件、H21年度新規採択研究が8件（採択率
42％、新規採択8件/新規申請19件）であった。

評価の視点 説明

各プロジェクト
計画は計画ど
おりに進められ
たか

研究によっては、被検者・選手との日程調整や確保が困難であったこと、必要備品の納入の遅れ等
により、全ての計画を実施できなかったり、予定した被検者数を確保できなかったプロジェクトもあっ
た。しかしながら、全体としては、計画を十分に履行し、着実に成果が上げられている。研究課題毎
の内部評価の結果は、A判定が9課題、B判定が3課題であった。

事業実施体制
は適切だったか

スポーツ医・科学研究事業部会により、事業全体の方向付けや運営をしっかり行うことができた。各
研究課題・プロジェクトでは、リーダーを中心としたプロジェクト体制での実施を行うことができた。

事業の進行管
理は適切だった
か

事業全体としての進行では、適宜、スポーツ医・科学研究事業部会を開催して必要となる議論、検討
を行い、計画的に進行できた。各研究課題・プロジェクトでは、研究代表者やプロジェクトリーダーが
中心となり進行管理を行うことができた。

予算の執行は
適切に行われ
たか

当初予算計画に加え、11月の予算修正作業を行うことにより、計画的に予算の執行を行うことがで
きた。しかし、上記のように、計画しただけの実験を実施できなかったり、被検者を確保できなかった
ことから執行残が出た研究もある。全体としては、節約を積極的に行ったこともあり、予算をオーバー
する研究もなく、適切に執行された。

数値目標は達
成されたか

達成度は研究課題により異なるが、全体としては、研究1年目にも関わらず、学会や研修会での発
表が積極的に行われた。強化現場への知見の提供の達成度も86%であり、現場と結び付いた研究
が実施されている。学術雑誌やスポーツ関連雑誌における掲載は目標値に届いていないが、2年目
となるH22年度は実績を増やせると考えられる。

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

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

６．全体コメント
自己評価委員会コメント

事業全体では、スポーツ医・科学研究事業部会を中心として、運用上の取り決めの修正や生じた課題の検討・解決を
行いながら、適切な事業運営が行われていると判断できる。平成21年度から開始されたJISS内部事後評価では、各
研究課題・プロジェクトの進捗状況を把握できるだけではなく、次年度の予算計画を立案する上でも役だった。各研究
課題・プロジェクトの実績では、研究によって十分なデータを収集できなかったものもあったが、全体としては着実に成
果を上げられていると考えられる。他事業との絡みや被検者となる選手の都合もあり、スケジュール調整が難しい部
分もあるが、今後は、より計画的に研究を遂行させるとともに、より積極的に研究成果の公表に努める。３．予算執行状況

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

プロジェクト研究予算 74,693 76,476 66,108 86.4% 業績評価委員会コメント

共通予算 24,550 20,048 23,872 119.1%

・New finding及び注目・特筆すべき結果を実績に記述するとよい。

・１２研究課題全体を通して、研究成果の公表が少ないと思われる。これは１年目の研究であることがその理由だと思
われるので、今後の成果公表に強く期待する。

・評価できる点として、① 事業部会（5回）を開催し、運営に関わる問題点等を整理し、研究を進めていること、② プロ
ジェクトリーダーを中心に研究を進めていること、が挙げられる。

・報告の内容がどうしても事務的になってしまうので、まとめにアピールすべき結果を入れられるとより良くなる。

（内訳）　国外旅費 2,600 2,504 2,248 89.8%

　国内学会参加旅費 3,560 3,263 3,926 120.3%

　購読雑誌契約料 6,903 6,919 6,007 86.8%

　ソフトライセンス料 2,900 2,737 2,737 100.0%

　報告書・雑誌製本料 2,000 1,811 1,085 59.9%

　その他 6,587 2,814 7,869 279.6%

４．数値目標に対する達成度

項目 目標値(件) (A) 実績(件) (B) 達成度(B)/(A) 

強化現場への知見の提供件数 50 43 86%

学術雑誌への論文掲載件数 16 12 75%

スポーツ関連雑誌への原稿掲載件数 24 8 33%

学会・研修会発表件数 43 54 126%
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1,106

５．数値目標

強化現場への知見の提供件数

1,165 1,0067,065 0

項目

3,347

スポーツ医・科学研究事業事業名

331 3,457二次執行計画予算額

850

１．研究実績の概要 ４．平成２１年度予算

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

学会・研修会発表件数

1,037決算額

６．評価視点の説明

実績

7,446

1件

0件

6件

スポーツ関連雑誌への原稿掲載件数 1件

2件

目標値

988 261

1件 2件

７．コメント

全てのプロジェクトにおいて、ほぼ計画通りの測定、データ収集を行うことができた。

業績評価委員会評価 A

説明

研究実績

A

評価の視点

３．アウトカム

２．新規性

　本研究の成果は、トップ競技者のコンディショニングに有用となる新たな指標や、それらの管理と有効活用のた
めの新たな考え方やモダリティを提供し、より効率的かつ効果的なコンディショニングや競技力向上をもたらすこと
が期待できる。

学術雑誌への論文掲載件数

自己評価委員会コメント

【背景・目的】
　競技会等において最高のパフォーマンスを発揮するためにはコンディショニングが重要となる。これまで、コンディショニング
の重要性は認識されてきてはいるものの、競技者自身が経験論的に、そして、主観的にコンディションを把握している場合が多
いのが実情である。また、最近の科学の進歩により、これまでは測定が不可能、あるいは困難であったパラメータも測定可能と
なってきているが、実際の競技者のコンディショニングに応用するにはまだ実用に至っていないものも少なくない。そこで本研究
では、最新の知見を取り入れながら、競技者の競技力向上のために有用となるコンディション評価方法の開発を行うとともに、
それをボランティアや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評
価方法を確立して競技力向上に貢献することを目的とする。
　平成21年度は、以下の6プロジェクトを設定して、個々の課題を解決することを目的とした。
　　①心拍変動モニタリングの有用性に関する研究（リーダー：飯塚太郎）
　　②コンディショニングのための新規生化学マーカーの検索研究（リーダー：今有礼）
　　③筋コンディション評価方法の開発と応用（リーダー：髙橋英幸）
　　④携帯webを利用したコンディショニング管理ツールの開発（リーダー：市川浩）
　　⑤女性競技者の月経を考慮したコンディショニングに関する研究（リーダー：鈴木なつ未）
　　⑥競技者の縦断的研究：トップアスリートの一般および専門的体力コンディションの評価（リーダー：田村尚之）
【結果・考察】
●プロジェクト①では、コンディション評価における心拍変動モニタリングの有用性を検証することを目的として、スピードスケー
ト及びウエイトリフティングの一流競技者を対象に測定を行った。その結果、起床時心拍変動の値は、基本的に前日のトレーニ
ング内容と高い相関を持つ一方で、疲労の程度によっても大きく修飾される様子が示された。これらのデータから、心拍変動の
継続的なモニタリングは、疲労など一流競技者のコンディション推移を評価する上で有用である可能性が示唆された。
●プロジェクト②では、選手のコンディションを客観的および非侵襲的に把握できるマーカーとして唾液ストレスホルモン（コルチ
ゾール、DHEAS）に着目し、試合期における選手のコンディションと唾液ストレスホルモンの関連について検討することを目的と
した。健康な大学スピードスケート選手10名を対象とし、試合3日前から試合1日後までの連続した5日間、毎朝起床時に質問調
査によるコンディション評価ならびに唾液採取を行った。その結果、唾液ストレスホルモンが選手の試合期におけるコンディショ
ンを反映する可能性が示された。このことは、唾液ストレスホルモンが選手のコンディションを客観的および非侵襲的に把握で
きる効果的なマーカーとなる可能性があるということを示唆するものである。
●プロジェクト③では、筋コンディションを客観的に評価する上での、磁気共鳴分光法(MRS)、筋エラストグラフィー(RTE)、筋力

発揮特性評価の有用性を確立することを目的として、一般人や大学生競技者を対象として基礎的実験を行った。その結果、13C
MRSによる筋グリコーゲン評価では時間分解能が、RTEでは筋硬度の定量評価が、そして、筋力発揮特性評価では、個人差に
よる多様性の検証が必要となることが示された。
●プロジェクト④では、コンディショニングデータ収集ウェブシステムの構築実現を目的として、携帯電話端末によるアクセスが
可能な汎用性の高いシステムの開発と、3競技種目を対象とした利用テストを行った。その結果、携帯電話端末利用の有用性
が示されたとともに、安定したデータ収集には、管理者-ユーザ間のコミュニケーションツールの必要性や、事前の利用方針の
明確化などが必要であることが明らかとなった。今後、システムの改善を進めつつ、テストを重ねていくことで、JISSが競技団体
へ提供するサービスとしての可能性を探る。
●プロジェクト⑤では、女性トップ競技者および指導者の月経に対する意識を把握することを目的とし、ハンドボール、バドミント
ン、サッカー、アーチェリー競技の選手と指導者を対象として質問紙を用いた調査を実施した。その結果、１ヶ月毎に月経が来
ている選手、月経痛を有する選手の割合が多く、月経時のコンディションは変わらない、やや悪いと考えている選手が多いこと
が明らかとなった。指導者では、月経とパフォーマンスの関連、他競技の現状、月経と精神状態などについての情報を得たいと
考えている意見が多かった。
●プロジェクト⑥では、競技者の体力コンディショニングとしての指標作りとその強化方法を確立することを目的として、クロスカ
ントリースキー、柔道、テニス、競泳、自転車等の選手を被検者として、各研究において課題となる測定を縦断的に行った。そ
の結果、各研究課題に準じた体力要素やその評価法について方向性を提案できた。
　研究全体として、初年度として方向性を定め、有意義な基礎データの蓄積ができたと考えられる。

数値目標の達成度
本年度は初年度として基礎的データの蓄積が主目的であり、目標値も高くなかったため、ほぼ目標値を達成
し、強化現場への知見の提供や学会発表は目標値以上の実績を残すことができた。来年度は、本年度成果
の公表を主として、高い目標を立てる予定である。

自己評価委員会評価

0

平成21年度プロジェクト研究・研究課題事後評価票 PJ-1

2010年5月21日

研究課題名 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 研究代表者 髙橋　英幸

全予算額(千円)
使用内訳(千円)

国外旅費 国内旅費 諸謝金 消耗品費 その他

業績評価委員会コメント

・二次予算額がオーバーしており、プロジェクト５とプロジェクト６の研究内容がやや不明確である。

・範囲が広すぎるので、プロジェクトをもう少し絞った方が成果が出やすいのではないか。

・アウトカムは顧客志向でなければならないと考えている。ＮＦが要望して来ないのであれば、ＪＩＳＳから提案するといった相互
のコミュニケーションがないと、予算も効果的に使えないのではないか。

・一つ一つの研究が非常に大変な内容であり、４年で答えが出るのかが懸念される。どれがオリジナルで、日本人にとって本当
に良いのかという視点を忘れずに取り組んでほしい。

必要機器の導入の遅れや競技者との日程調整の難しさから、一部、進捗が遅れたものもあるが、全体として、研
究計画を十分に履行し、着実に成果を上げられていると判断できる。本年度は、基礎的な実験を行うとともに、実
際の競技者を対象とした測定等も実施する等、強化現場への応用も積極的に行われている。まだ、新規性を全
て実証できている訳ではないが、今後の進展が期待できる。本年度の数値目標はほぼ達成しているが、今後、強
化現場への成果の提供や論文発表等をさらに積極的に行い、より多くの成果を生み出すことよう努める。

備品費

1,745年度当初予算額 7,524 0 2,5971,284

１．本研究で得られた心拍変動、唾液中のDHEAS/コルチゾール比、13C MRSを用いた非侵襲的な筋グリコーゲン含有量、RTE
を用いた筋硬度に関する基礎的知見は、これまでにないコンディション評価指標の提案の可能性を示している。
２．幅広い競技種目の女性トップ競技者とその指導者を対象とした月経状態と意識に関する調査はこれまでにない。
３．トップ競技者の競技パフォーマンスと体力要素の関係を縦断的に検討した報告はなく、競技パフォーマンスがトレーニングに
よりどのような影響を受けているのかを検証できる可能性を示している。

評価委員氏名 定本朋子/芝山秀太郎/高松薫

全研究期間の中での
進捗状況

本年度の一部の研究では、諸要因による測定実施の遅れなどで予定しただけのデータ収集を行
えなかったものもあるが、今後のリカバリーが可能であり、全体として順調に進捗している。

予算の執行状況
外部で計画していた測定をJISS・NTCで実施できたこと、既存機器の有効活用等によ
り、当初予算よりも実績金額が若干減少したが、ほぼ予定通りの予算執行ができた。

1,048

1件

1,813
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これまで低酸素環境での長期間レジスタンストレーニングの効果に関する研究は行われておらず、様々な生理・
生化学的指標を用いて多角的に低酸素レジスタンストレーニングの効果を検証したことに新規性・オリジナリティ
がある。また、これまで日本国内における長期間トレーニング実験では、被験者に一般成人男性を用いた研究が
多く、日本代表クラスのエリート選手を対象とした本研究は、新規性・オリジナリティが高いと考えられる。 ・もっと多くのNew findingsが出ることを期待する。

・各プロジェクトでも成果を示すと良い。費用がかかっているわけであり、数値目標を掲げて公表することを期待している。

・ＪＩＳＳの看板とも言える代表的な研究であり、期待している。
３．アウトカム
本研究のプロジェクト1で得られた成果は、レジスタンストレーニングにおける新たなトレーニング方法を提案する
ものであり、レジスタンストレーニングを実施する様々な競技種目の選手が効率的かつ効果的なトレーニングを行
うための一助となる知見であると考えられる。また、本研究のプロジェクト2で得られた成果は、日本国内における
エリート持久性競技者が準高地トレーニングを効率的かつ効果的に行うための重要な知見であると考えられる。

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

７．コメント
自己評価委員会コメント

低酸素トレーニングの応用方法の確立を目指して、基礎的研究から応用研究まで、研究計画を十分に履行して
着実に成果を上げていると判断できる。低酸素環境での長期間レジスタンストレーニングや、トップ選手を対象と
した長期間の準高地トレーニングの効果検証のための取り組みは新規性があり、今後の日本国内での低酸素ト
レーニング応用のために有用な知見となるであろう。今後、さらに高い数値目標を設定し、積極的な成果の普及
に努める。

２．新規性 業績評価委員会コメント

数値目標の達成度
当初設定した数値より論文掲載数・スポーツ関連雑誌掲載数が少ないが、強化現場へ
の知見の提供数・学会研修会発表数が上回っている。

自己評価委員会評価 Ａ 業績評価委員会評価 A

研究実績 新規性があり、オリジナリティに富む研究成果をあげられたと考えられる。

全研究期間の中での
進捗状況

4年計画の1年目としてほぼ計画通りであり、順調であると考えられる。

予算の執行状況 当初予算がほぼ計画通りに執行されていると考えられる。

学会・研修会発表件数 4件 5件

６．評価視点の説明
評価の視点 説明

学術雑誌への論文掲載件数 2件 1件

スポーツ関連雑誌への原稿掲載件数 2件 0件

５．数値目標

項目 目標値 実績

強化現場への知見の提供件数 2件 5件

2,809 7,442

決算額 13,614 0 800 2,267 137 2,152 8,258

二次執行計画予算額 14,410 0 1,550 2,472 137

消耗品費 その他

年度当初予算額 11,410 0 550 2,370 0 1,280 7,210

１．研究実績の概要 ４．平成２１年度予算
【背景・目的】
　JISSは低酸素宿泊室、低酸素トレーニング室、低圧実験室、低酸素プールなど複数の低酸素関連施設を有して
いることから、これらの施設をどのように活用すれば選手の身体能力や競技パフォーマンスの向上に有用である
のかを検証することは、JISSの医科学研究としては至上命題ともいえる。また低酸素環境での滞在及びトレーニ
ングで得られる効果については、有酸素性能力へ着目する研究が多く、無酸素性能力や筋力・筋パワーについて
検討した研究は比較的少ない。さらに、近年、高地トレーニングは様々な競技において実施されるようになってき
ているが、高地トレーニングは必ずしも成功するわけではないため、高地トレーニングをどのように取り入れれば
選手のパフォーマンスが向上するのか、競技種目ごとに適した高地トレーニング法は存在するのかなどを検証す
る必要があると考えられる。
　そこで本研究課題では、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の２つのプロジェクトを実施し、それぞれのプロジェクトで得られた知見をもとに、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指針を各競技団体の競技者や指導者へ提供することを目的と
する。
　プロジェクト１：低酸素暴露による生理的応答に関する基礎的研究（リーダー：鈴木康弘）
　プロジェクト２：実践的低酸素ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ法に関する研究（リーダー：鈴木康弘）

【結果・考察】
プロジェクト1では、健常成人男性18名を対象として、9名を低酸素環境（酸素濃度：14.4 %、標高：3,000m相当）で
レジスタンストレーニングを行う群（低酸素群）、9名を常酸素環境でレジスタンストレーニングを行う群（常酸素群）
とに分け、両群で同一内容のトレーニングを行わせた。レジスタンストレーニング種目には、ベンチプレスおよび
レッグプレスを採用し、最大挙上重量（1RM）の70%の負荷で10回挙上する運動を5セット行わせ、セット間及び種
目間の休息はそれぞれ90秒とした。トレーニング頻度は週に2回、トレーニング期間は8週間であった。
　その結果、レッグプレスにおける70%1RMの負荷での仕事量（重量×最大反復回数）が常酸素群と比較して有意
に高値を示した（p<0.05）。このことから、低酸素環境でのレジスタンストレーニングは、筋持久力を向上させる有
効なトレーニング手段である可能性が示唆された。

プロジェクト2では、日本国内のエリート競歩競技者10名を対象として、岐阜県高山市高根地区の高地トレーニン
グエリアの飛騨高山御嶽トレーニングセンター（標高1,200m）において21日間の合宿を行わせた。対象者のうち、5
名(低酸素群)は夜間睡眠時（約9～10時間）に人工低酸素環境下（標高3,000ｍ相当）に滞在し、残りの5名（コント
ロール群）は通常環境に滞在した。
期間中、昼間のトレーニングは周辺（日和田ハイランド陸上競技場など）およびチャオ御岳リゾートエリア（標高
1,300m～1,800m）で実施した。
　その結果、合宿期間後に測定した低酸素群の総ヘモグロビン量は、5名中4名で増加しており、エリート競技者を
対象とした場合でも準高地環境と人工低酸素環境の併用効果があることが示唆された。

全予算額(千円)
使用内訳(千円)

国外旅費 国内旅費 諸謝金 備品費

研究課題名 低酸素トレーニングの有用性に関する研究 研究代表者 鈴木　康弘

平成21年度プロジェクト研究・研究課題事後評価票 PJ-2

事業名 スポーツ医・科学研究事業 評価委員氏名 定本朋子/芝山秀太郎/高松薫 2010年5月21日
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　自転車では、スタート動作を変えた影響をスタート直後の加速度でみたことが新規である。
　スキージャンプでは、初期飛行局面での空気力学的資料と空気力回帰モデルを得られたこと、踏み切り動作における空気力の利用に個人
差を確認したことが新規である。
　ボート競技では、ローイング中、エルゴメータのストレッチャーにかかる力を測り、その力の振舞いや左右差を検討したことが新規である。
　力・パワー計測では、自転車ペダリングパワーと筋酸素化動態を併せて検討したことが新規である。

・研究とサポートの区別が明確でない。

３．アウトカム
　自転車では、スタート動作の違いによる記録への影響を分析できる。
　スキージャンプでは、得られた空気力回帰モデルを用いたシミュレーションにより、事前に姿勢変化を行った場合の影響を知ることができ
る。
　ボート競技では、選手の力発揮の特徴を分析できる。
　力・パワー計測では、自転車走行速度の向上、あるいは後半の速度低下をもたらす要因が明らかとなる。

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

７．コメント
自己評価委員会コメント

ボート競技を対象としたプロジェクトでは実漕でのデータ収集を行えなかったが、各プロジェクトともに着実に研究
計画を履行し、十分な成果が得られている。数値目標の多くの項目を達成できなかった点は残念ではあるが、各
テーマで新規性のある成果が得られている。今後、高い数値目標を設定して積極的に成果の公表を行うととも
に、強化現場への応用範囲を広げていくことに努める。

２．新規性 業績評価委員会コメント

予算の執行状況
自転車、スキージャンプ、力・パワー計測機器では概ね順調だったが、ボートでは機器
改良が安価で済み、被験者代がかからなかったため少ない執行で済んだ。

数値目標の達成度
スポーツ関連雑誌への掲載、学会発表は不十分であったが、強化現場への知見の提
供はできた。

自己評価委員会評価 Ａ 業績評価委員会評価 A

６．評価視点の説明
評価の視点 説明

研究実績
スキージャンプでの空気力回帰モデル、ボートでのストレッチャーにかかる力の測定、力・パワー
計測機器での生理学的データと併せての力学的データの収集と実績を積んだ。

全研究期間の中での
進捗状況

自転車、スキージャンプ、ボートの3つのプロジェクトは終了とする。スキージャンプは順調に進ん
だが、ボートは実漕でのデータ収集に至らず、自転車は年度末に試合が行われたために分析が
遅れた。

スポーツ関連雑誌への原稿掲載件数 4件 0件

学会・研修会発表件数 4件 1件

強化現場への知見の提供件数 4件 5件

学術雑誌への論文掲載件数 0件 1件

1,346 1,521

５．数値目標

項目 目標値 実績

決算額 5,728 693 719 457 992

970 1,235

二次執行計画予算額 8,108 700 1,432 1,530 2,293

年度当初予算額 8,108 700 1,385 1,398 2,420

諸謝金 備品費 消耗品費 その他

1,137 1,016

１．研究実績の概要 ４．平成２１年度予算

定本朋子/芝山秀太郎/高松薫 2010年5月21日

【背景・目的】
　 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した。
　プロジェクト1：自転車競技における加速局面の動作改善に関する研究（リーダー：村田正洋）
　プロジェクト2：スキージャンプの各局面ごとの空気力を考慮した最適化姿勢制御（リーダー：山辺芳）
　プロジェクト3：ボート競技における日本選手の漕技術に関する研究（リーダー：居石真理絵）
　プロジェクト4：力・パ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（高嶋渉）

【結果・考察】
・プロジェクト1では、自転車競技でのスタート動作と競技パフォーマンスとの関係を明らかにすること、また、ペダルを踏み込む
際の動作を変えてスタートを行い、大きな加速度を得る巧みな動作のメカニクスを明らかにすることを目的とした。強化選手と大
学生選手を競技場で比較したところ、自転車が静止した状態での大転子の移動速度、5ms通過タイムともに強化選手が有意に
速く、ペダルを踏み込む前に大きな運動エネルギーを獲得し、スタート時に大きな力を加えられている様子が確認された。ま
た、実験室で肘を曲げた動作と、肘を伸ばして肩の伸展を強調した動作、2通りのスタート動作を比較したところ、自転車に対す
る大転子の移動速度には差がみられなかったが、スタート直後の加速度は肩の伸展を強調した動作のほうが大きく、ペダルを
踏み込む直前のからだの移動速度を効率良くペダル踏力に変換できていることがわかった。

・プロジェクト2では、踏み切り動作および初期飛行局面を対象とした風洞実験を行い、広範囲の空気力資料を収集し、最適化
計算が可能な空気力回帰モデルを作成することを目的とした。得られた初期飛行局面の空気力回帰モデルは、飛行姿勢変化
に伴う空気力の変化を精度良く推定することができた。トップアスリート２名の風洞実験結果をモデルに当てはめることで、踏み
切り動作終了時の股関節角度が空気力に大きな影響を与えることが明らかになった。ただし、股関節を伸展させて揚力を利用
する選手と、屈曲させて抗力を小さくする選手とに分けられた。これらのことは、当該局面で受ける空気力を風洞実験から推定
でき、動作の最適化への示唆を与えられるものである。

・プロジェクト3では、ローイングエルゴメーターのストレッチャーにかかる力を測定し、日本代表選手と実業団選手の漕技術につ
いて検討することを目的とした。その結果、日本代表レベルの選手は、ストローク中、滑らかな力波形を示したのに対し、それ以
外の選手は、キャッチ局面で大きな力、一度低下して再び大きな力といった波形を示した。また、ストローク中の力発揮に左右
差の大きい選手が多数認められた。これらのことは、コーチや選手が漕技術を理解し、改善するのに役立つものである。

・プロジェクト4では、クロスカントリースキーと自転車トラック競技に焦点を絞り、力・パワー計測機器をトレーニング現場へ効果
的に導入するための知見を得ることを目的とした。クロスカントリースキーのポーリング力測定システムについては、ロードセル
からの信号記録が可能となったが、ロードセルの重量、耐久性、ロガーへのデータ取り込み配線、データ処理方法が今後の課
題となった。自転車トラック競技におけるペダリングパワー計測では、筋血流動態といった生理学的情報も併せて検討した。そ
の結果、試技の前半および後半、トラックのコーナー部分および直線部分のパワーの変動の様子が明らかとなり、一方で外側
広筋の酸素化Ｈｂの漸減が観察された。生理学的情報を併せて検討すると、力学的情報の変化をもたらす要因が明らかとなる
と示唆された。

全予算額(千円)
使用内訳(千円)

国外旅費 国内旅費

研究課題名 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 研究代表者 平野　裕一

平成21年度プロジェクト研究・研究課題事後評価票 PJ-3

事業名 スポーツ医・科学研究事業 評価委員氏名
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平成21年度プロジェクト研究・研究課題事後評価票 PJ-4

事業名 スポーツ医・科学研究事業 評価委員氏名 定本朋子/芝山秀太郎/高松薫 2010年5月21日

備品費

研究課題名 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 研究代表者 平野　裕一

1,400

１．研究実績の概要 ４．平成２１年度予算
【背景・目的】
　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した。
　プロジェクト1：ランニングスピード向上のためのスキルとトレーニングに関する研究（リーダー：松尾彰文）
　プロジェクト2：筋骨格モデルを用いた即時的フィードバックシステムの構築（リーダー：横澤俊治）
　プロジェクト3：上肢末端部の高速移動を伴う動作のパフォーマンス診断システムの構築に関する研究（リーダー：神事努）
　プロジェクト4：NTC設置カメラによる映像自動分析と可視フィードバックを可能にするシステムの構築（リーダー：平野裕一）

【結果・考察】
・プロジェクト1では、ランニングスピード向上をめざして、スタートダッシュや中間疾走でのピッチやストライドを変えるために必
要なスキルを評価するシステムについて検討していくことが目的である。平成21年度はスタートダッシュ時にピッチとストライドを
変えた場合の影響を検討した。スタートダッシュ時にストライドを優先した場合とピッチを優先した場合とで30m通過のスピードを
比較したところ、日本代表選手2名を含む9名の選手のうち、5名でストライドを優先した場合のほうが速かった。また、顕著な差
のなかった3名も、努力感が少なく、30ｍ以降さらに加速できそうな感じがしたと述べていた。条件づけした試行の結果を即時に
フィードバックして必要なスキルを診断するシステムを構築するものである。

・プロジェクト2では、モーションキャプチャシステムで計測した身体の3次元座標データを筋骨格モデリングソフトウエア上に反
映させ、動作中のスポーツ競技者の筋骨格モデルを映像化し、それを動作実践中の競技者に即時的にフィードバックすること
によって、パフォーマンスの改善を効果的かつ短期間に達成するためのシステムを開発することを目的とした。カメラのセッティ
ング、キャリブレーションの設定などを変化させることにより、ダイナミックな動きであってもタイムラグを全く感じさせずスムーズ
に筋骨格モデルを表示できるようになった。そして出力された筋活動（遊脚の筋張力および筋腱複合体長変化）を先行研究と
比較した結果、概して妥当な結果が得られた。また、ローラーブレードやクロスカントリースキーといった実践的な運動におい
て、被験者から普段確認しづらい部分を見ながら動作が行えるという感想を複数得ることができた。

・プロジェクト3では、上肢の高速な運動を評価する診断システムを構築することを目的とした。平成21年度は、1,000Hzと250Hz
のサンプリング周波数で投球動作を記録したときのバイオメカニクス的変量を比較することで、これまでの映像解析の問題点を
明らかにすることを目的とした。また、肩甲骨の運動を定量化することを目的とした。1,000Hzと250Hzの比較では、投球動作の
肩関節最大外旋からボールリリースにかけて異なった結果の傾向、特に手関節の運動の違いは顕著であった。肩甲上腕関節
は、水平外転方向への運動を行っていた。これは上腕の運動によって引き起こされた受動的な運動であるものと推察され、こ
の上腕骨が肩甲骨面から逸脱していくような運動は、投球障害の発生メカニズムを解明するうえで重要な視点になるものと考
えられた。

・プロジェクト4では、特定競技・種目に適した動きの特徴の抽出技術及び競技動作の認識技術を取り入れた、スポーツ映像の
自動分析・可視フィードバックシステムを構築することを目的とした。ただし平成21年度においては、想定されるシステムの適用
範囲として選定する特定競技・種目を決定し、自動分析・可視フィードバックシステムの構築に向けてその実現の可能性を検討
することとした。ＮＴＣにおける映像利用に限っては、練習中の映像の即時フィードバックを支援するシステム、注目部分を拡大
したり、注目試技を抽出したりといった映像の編集を支援するシステムのニーズが専任コーチからは多かった。これらニーズを
受けて検討した結果、「動物体の自動検出手法」と「注目シーン（サービス動作等）の自動検出手法」の2つの要素技術が構築
するシステムにとって有効であり、ＮＴＣで撮影された映像に適用可能であることがわかった。

全予算額(千円)
使用内訳(千円)

国外旅費 国内旅費 諸謝金

3,591

消耗品費 その他

年度当初予算額 7,319 0 782 1,224 3,513 400

211 438 3,392 358 1,387

二次執行計画予算額 7,299 0 660 1,262

0件 0件

強化現場への知見の提供件数 4件 8件

399 1,387

決算額 5,786 0

学会・研修会発表件数 4件 3件

６．評価視点の説明
評価の視点

５．数値目標

項目 目標値 実績

学術雑誌への論文掲載件数

２．新規性 業績評価委員会コメント

数値目標の達成度
研究内容の影響からか、スポーツ関連雑誌への原稿掲載がなかったが、強化現場へ
の知見の提供は十分であった。

自己評価委員会評価

スポーツ関連雑誌への原稿掲載件数 2件 0件

予算の執行状況 上肢末端部で備品納入の遅れから執行できない分が生じたが、概ね順調に執行した。

自己評価委員会コメント

説明

研究実績
ランニングでの条件設定によるスタートダッシュ評価、筋骨格モデルでのリアルタイムフィードバックシステ
ム、上肢末端部での制度高い測定技術と肩甲骨の定量化、NTCカメラでの要素技術の有効性と実用可能
性、と実績を積んだ。

全研究期間の中での
進捗状況

筋骨格モデルは目的をほぼ達して終了である。ランニングは、体力トレーニングを加えての動作チェック、
NTCカメラは、体操競技に特化してのプログラムの実装、がそれぞれ次年度の課題である。ランニングと上肢
末端部では、備品納入が遅れた分、研究の進行が少し遅れた。

必要機器等の導入の遅れ等により、進捗が遅れた部分もあるが、各プロジェクトともに研究計画を十分に履行
し、着実に成果を上げていると判断できる。強化現場へのバイオメカニクス技術の応用として、新規性のあるシス
テムの構築と知見の提供が行われている。今後、高い数値目標を設定して成果の公表を積極的に行うとともに、
強化現場へ研究成果をできるだけ早期に応用可能としたい。

　ランニングでは、条件設定してスタートダッシュをさせたことが新規である。
　筋骨格モデルでは、筋骨格モデルを用いた全身動作のリアルタイムフィードバックが新規である。
　上肢末端部では、投球動作中の肩甲骨の動きを定量化したことが新規である。
　NTCカメラでは、NTC専任コーチからの映像利用のニーズを受けて映像編集技術の実用性を検討したことが新
規である。

・研究とサポートの区別が明確でない。

・スタートダッシュについては理解できなかった。

・肩甲骨のセンサについては、肘など他の部位に適応できるのであれば、応用範囲を広げられるのではないか。
３．アウトカム
　ランニングでは、ストライド優先のスタートダッシュを提案できる。
　筋骨格モデルでは、即時フィードバックの中で妥当と考えられる筋骨格情報をフィードバックできる。
　上肢末端部では、精度の高い計測により感覚的なフォームの違いを診断できる。また、肩甲骨の動きはトレーニングやリハビ
リテーションにも有用になる。
　NTCカメラでは、NTCにおける新たな映像利用方法を提案する。

Ａ 業績評価委員会評価 A

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

７．コメント
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平成21年度プロジェクト研究・研究課題事後評価票 PJ-5

事業名 スポーツ医・科学研究事業 評価委員氏名 定本朋子/芝山秀太郎/高松薫 2010年5月21日

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

１．研究実績の概要 ４．平成２１年度予算
【背景・目的】
　
　JISSでの心理個別サポートの利用者数は年々増加の一途を辿っている。個別サポートには、大別するとメンタ
ルトレーニングとカウンセリングと2つのアプローチがあるが、前者は認知・行動レベルの強化、後者は無意識レベ
ルを含む内的な課題への取り組みとなる。
　現状では、心理専門家各個人の依って立つ理論的立場によりサポートが進められるのがほとんどである。いず
れのアプローチも競技力向上につながる点では変わりはないが、初期段階にて、いずれの方法が選手に相応し
いかの見極めは重要である。そのためには、これまでの個別サポートの資料から、それぞれの立場で展開された
サポート経過を検討し、初期段階での見極めの指標を作る必要がある。その際、認知・行動レベルだけでなく、無
意識レベルを含む包括的なアスリート理解が不可欠となる。また、アスリートの語る主訴や周辺状況（問題発症経
緯、種目特性、人的環境など）の特徴についての基礎的資料はほどんどない。トップアスリートが利用している
JISSの個別サポートの資料を分析することで、既述の課題に応えることになる。
　以上のような背景より、本研究課題では、トップアスリートの心理特性理解とサポート適性の決定要因を明らか
にすることを目的とし、それを達成するための下位研究課題として2つのプロジェクトを計画した。
　プロジェクト1：心理力動的視点からみるトップアスリートの心理特性（リーダー：武田大輔）
　プロジェクト2：個別心理サポートにおける来談者の特徴とその経過に関する研究（リーダー：織田憲嗣）

【結果・考察】
　
・プロジェクト1では、心理臨床学でのアプローチを採用し、個別サポートの事例検討を行った。サポートの経過（ど
のような心理的変容があったのかなど）を複数の専門家で検討することで、アスリートと専門家との方向性を探索
するとともに、アスリートの心理特性の考察を行った。例えば、検討した事例の一つは、競技上の動作遂行不具
合に関する主訴をきっかけに始まった心理サポートであった。アスリートの成育歴、競技歴の語りから、アスリート
の自立や、故人となった重要な他者に対する喪の作業がテーマとなり、それらを乗り越える過程を競技への取り
組みの中で行った事例であった。この事例からもアスリートの身体体験の独自性が示唆された。
　また、風景構成法資料について、一般臨床（病院、学校、個人相談室）の専門家に概観してもらい、所見を求め
た。ほぼすべての作品が、何らかの病理モデルの特徴を有しており、アスリート独自の解釈仮説を研究する必要
性についてコメントされた。

・プロジェクト2では、過去に行われた心理サポートの来談初期時のデータ集計を行い、心理サポートを求めるア
スリートの特徴を分類した。具体的には来談者の性別、年齢、競技種目（種目特性）、来談者が抱えている問題・
課題の集計分析を行った。また、来談者のメンタルチェックデータを用いて、彼らの心理的特徴に関する分析も試
みている。この分析は他の要因を含み今後も継続するため、次年度に具体的な結果を提示したい。

全予算額(千円)
使用内訳(千円)

国外旅費 国内旅費 諸謝金 備品費 消耗品費 その他

801 90

年度当初予算額 2,116 0 250 442 600

140 243

704 120

二次執行計画予算額 1,937 0 271 364 411

251 0

５．数値目標

項目 目標値 実績

決算額 848 0 214

強化現場への知見の提供件数 1件 2件

学術雑誌への論文掲載件数 0件 0件

スポーツ関連雑誌への原稿掲載件数 1件 0件

学会・研修会発表件数 2件 1件

６．評価視点の説明
評価の視点 説明

研究実績
独自の方法論である個性記述的資料を用いた事例検討を中心に、個から普遍を導くた
めの作業を継続している。時間を費やす分野であるため、今後も継続する必要がある。

全研究期間の中での
進捗状況

2年の短期計画のため、研究期間内では大目的につながる小さな知見しか得られない
が、今後将来的継続につながる基礎資料を収集できており、分析も行われている。

予算の執行状況
人文社会系の特徴でもある人的資源への予算計上（諸謝金）が多いが、適切に執行さ
れている。

数値目標の達成度
単年度での成果を出すことが難しい中、初年度から研究発表が行われており、評価で
きる。

自己評価委員会評価 A 業績評価委員会評価 B

　これまで心理サポートの実践研究では、個性記述的アプローチが少なく、かつトップアスリートを対象としたもの
は数少なかった。また、無意識レベルからの心理特性理解もまだ研究の歴史が浅い。本研究では、個別事例、事
例検討、表現療法をキー概念として、心理力動的の視点から接近するという新規性・オリジナリティがある。

・予算の執行率が低い。

・サポートと研究事業の内容が重複しすぎている。

・サポートとして評価するのか、研究事業として評価するのか区別がつきにくい。事例だけでは足りない。内容をまとめるために
明確な方向性が必要ではないか。

・競技力向上と関連付けて論じるには時間を要する。研究的要素が強すぎる。現場をもっと意識するべきである。
　
・この種の分野は微妙でもあり重要だとも考えている。スポーツ精神医学会などとのコミュニケーションはとっているのか。
　

３．アウトカム
　本研究の成果は、アスリートの全人的理解の一助となるものであり、それは競技力向上を通したアスリートの成
長を支える心理専門家の共有知識・態度に有益なものとなる。

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

７．コメント
自己評価委員会コメント

全体として、研究計画を十分に履行し、着実に成果を上げている。トップレベル競技者を対象とした心理学的アプ
ローチ法を確立するための基礎データの蓄積と分析が順調に行われている。数値目標では達成できなかった部
分もあるが、今後、積極的な成果の公表及び早期に研究成果を競技者へ応用可能とすることに努める。

２．新規性 業績評価委員会コメント
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平成21年度プロジェクト研究・研究課題事後評価票 PJ-6

事業名 スポーツ医・科学研究事業 評価委員氏名 定本朋子/芝山秀太郎/高松薫 2010年5月21日

研究課題名 競技者の栄養評価に関する研究 研究代表者 亀井 明子

１．研究実績の概要 ４．平成２１年度予算
【背景・目的】
国際競技力向上に向けた競技者への栄養支援の目的のひとつに、増量や減量といったウエイトコントロールや、
貧血等の栄養障害の予防がある。増量や減量、貧血予防のための栄養補給や食事調整の仕方に関する情報提
供は、選手やスタッフからの要望も多い。これらの要望に見合った競技者への栄養支援・栄養管理を行うために
は、栄養補給、食事調整に関する基礎的・実践的研究が必要となる。そこで今回の研究課題として競技者の体づ
くりの目的に見合った栄養補給量を考えるための基礎的研究を行うこととした。体づくりの目的に見合った栄養補
給とは、目的に応じて、いつ、何を、どれだけ、どのような方法で補給するのかといったいくつかの側面をもつ。今
回の個別プロジェクトでは、競技者に対する的確かつ必要なエネルギーや栄養素量を推定するために、競技者の
栄養摂取基準値に関する検討を行った。増量や減量といったウエイトコントロールのための栄養評価、貧血予防
の栄養評価として、優先的にエネルギーに着目し、次いで、たんぱく質、鉄に着目した。さらに、競技者の栄養管
理のためのスクリーニングとして、選手が日常的に何をどれだけ摂取しているのか、食事摂取量の把握が必要と
なる。また、競技者個別に見合った栄養補給量を提示しても、提示した栄養補給量が摂取できているのか、食事
摂取量のモニタリングが必要となる。そこで、2つ目の個別プロジェクトとして、簡易に日常的な食事摂取量を把握
できる方法を開発することを目的に、競技者の半定量食物摂取頻度調査票について検討した。これは、将来的に
は現在のアスリートチェックにおける栄養調査に用いることも考慮している。3つ目のプロジェクトとして、サプリメン
トポリシーに関する調査・研究を行うこととした。これは、最新のサプリメントに関する情報を収集し、JISS内で一貫
したサプリメントに関する考え方を示すためである。すでに情報提供されている「サプリメント＠JISS」の更新につ
なげる。以下、3つのプロジェクトである。
プロジェクト1：競技者の栄養摂取基準値に関する検討（辰田和佳子）
プロジェクト2：競技者向け半定量食物摂取頻度調査票の検討（亀井明子）
プロジェクト3：サプリメントポリシーに関する調査・研究（亀井明子）

【結果・考察】
・プロジェクト1の競技者の栄養摂取基準値に関する検討では、BMRは1,909±274kcal/日、FFMあたり28.8±
3.6kcal/日とJISS推定式（28.5×FFM）と近似の値となった。FFMとFFMあたりのBMRについては、負の相関関係が
認められた（r=-0.57，p＜0.01）。特にFFMが小さいほどFFMあたりのBMRがJISS式に対して大きく出る傾向があっ
た。
・プロジェクト2の競技者向け半定量食物摂取頻度調査票の検討では、競技者の食事摂取量を把握した。男子選
手23名、女子選手15名の結果から、男女それぞれの身体特性とエネルギー摂取量は、男子選手で、平均年齢22
±4.4歳、身長176±6.8cm、体重70.5±9.3kg、1日あたりの平均エネルギー摂取量は、3,980±936kcalであった。女
子では、平均年齢20±0.7歳、身長164±6.1cm、体重59±9.4kg、1日あたりの平均エネルギー摂取量は、2,259±
42kcalであった。
・プロジェクト3では、EB2009（EXPERIMENTAL BIOLOGY）参加によるサプリメント事情に関する情報収集、及び各
国スポーツ科学センターのサプリメント情報ＨＰの更新状況の確認をした結果、最新のサプリメントに関する考え
を示した情報は得られなかった。また、若年アスリートを対象としたサプリメント使用に関する文献収集と整理を
行ったが、諸外国においても若年アスリートのサプリメント使用が多いことから、若年選手やその周囲の者（親・
コーチなど）に対する啓発活動が必要であるとの考えを示す結果が得られた。

全予算額(千円)
使用内訳(千円)

国外旅費 国内旅費 諸謝金 備品費 消耗品費 その他

130 1,970

年度当初予算額 5,552 400 562 2,450 0

1,353 0

130 2,010

二次執行計画予算額 5,550 418 732 2,300 0

89 1,247

５．数値目標

項目 目標値 実績

決算額 3,509 419 401

強化現場への知見の提供件数 1件 3件

学術雑誌への論文掲載件数 1件 1件

スポーツ関連雑誌への原稿掲載件数 1件 1件

学会・研修会発表件数 2件 2件

６．評価視点の説明
評価の視点 説明

研究実績
今年度の研究実績は、予定の対象者数を確保できなかった点に問題はあるが、今年度のスポー
ツ栄養研究室体制を考えると、可能な限りの研究内容を実行できたと考える。

全研究期間の中での
進捗状況

予定の対象者数を確保できていない状況にあるが、実施から実施後のデータ整理及び
解析は着実に行うことができている。

予算の執行状況 当初予定の対象者目標数が達成できなかったことで、予算執行状況が十分ではない。

数値目標の達成度
当初予定の数値目標を達成することができた。外部関係者等への知見の提供や雑誌、
学会講演にて研究成果を当初計画以上に発表できた。

自己評価委員会評価 Ｂ 業績評価委員会評価 B

　これまでに食物摂取頻度調査票開発では、一般成人向けの検討は行われていても、競技者向けの半定量食物摂取頻度調
査票に関する研究は行われていない。競技者、特にJISSを利用するようなトップ選手を含む選手を対象にした調査票開発は
JISS以外で行うことは困難と思われる。また、栄養摂取基準値でも同様に、トップ選手を対象としたデータに、新規性・オリジナ
リティがある。サプリメントポリシーは、国立スポーツ科学センターとしての見解の発信であり、周囲からの要望が高いことから
JISSゆえの内容といえる。

・被験者数の少なさはこれからカバーできる。一人一人の測定に大変な時間を要する。ただし、研究としてはNew findingsを出
すのが困難であると考えられる。

・競技力向上と関連付けて論じるには時間を要する。研究的要素が強すぎるので、現場をもっと意識するべきである。

・対象者数が少ない（予算の執行率が低い）。

・どこが従来の知見と異なるのか明確にして進めたほうがよい。

・競技者の栄養摂取基準値に関する研究などは今までにもやっていることなので、どこが新しいテーマなのかを示す必要があ
る。

３．アウトカム
　本研究の成果は、競技者への栄養サポートの際の栄養評価における新たな評価方法及びサプリメント情報を
提示するものであり、競技者すべてに、より効率的かつ効果的な競技力向上をもたらすと考えられる。

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

７．コメント
自己評価委員会コメント

予定しただけの被検者数を確保できず十分なデータを収集することができなかった面もあるが、研究計画はほぼ
履行し、概ね成果を上げることができていると判断できる。数値目標もほぼ達成している。今後は、より綿密な計
画を作成して研究を遂行し、トップ競技者に有用な栄養摂取基準値や食物摂取頻度調査方法を確立するため
に、着実に成果を上げられるよう努める。

２．新規性 業績評価委員会コメント
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2010年5月21日

平成21年度プロジェクト研究・研究課題事後評価票 PJ-7

研究課題名 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 研究代表者 奥脇　透

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

１．研究実績の概要 ４．平成２１年度予算
【背景・目的】
　　トップアスリートにおけるスポーツ外傷・障害の予防には、日常のコンディショニングが重要な位置を占めること
は明らかである。しかし、実際に予防に有効かどうかについては十分な検証はなされていない。その原因として
は、基礎データとなる実際のトップアスリートのスポーツ外傷・障害の記録が不十分であることが大きい。多くは競
技団体の医科学委員会のマンパワー不足のためにデータ収集がうまくいっていない状況にある。これには、デー
タの収集に対してチームドクターだけに頼ってきたことも大きく影響しているものと思われる。
　そこで本研究では、競技団体の医学スタッフと協力して、共通の尺度でのデータ収集を行い、比較検討できるよ
うな体制を整備していくことを目的とする。
　また前研究でも行っていた受傷映像からの受傷動作の解析を進め、引き続きスポーツ外傷の発生機序を探求
していき、外傷予防への糸口を探っていくことも目的とする。
　これらの研究とともに、今回はスポーツ外傷・障害の治療に向けた基礎的な研究にも着手し、とくに既にスポー
ツ診療事業で行っている高圧酸素治療についての基礎的研究を行う。
　本研究課題では、以下の３プロジェクトを設定して、個々の課題を解決することを目的とした。
　プロジェクト1：スポーツ外傷・障害の予防に向けたデータ収集と予防プログラムの有効性についての研究（奥脇
透）
　プロジェクト2：下肢スポーツ傷害の発生機序解明と予防を目的とした、姿勢（体幹）制御能に関する研究（小笠
原一生）
　プロジェクト3：スポーツ外傷・障害からの早期治癒を目ざした基礎的研究（星川淳人）

【結果・考察】
・プロジェクト1では、スポーツ外傷・障害調査（Injury Reports）について、国際大会ごとあるいは各競技団体ごと
に、それぞれの形式で行っていることがわかり、その比較検討できる体制の整備に向けての足がかりを作ること
ができた。また体幹の安定化に関する新たな知見を得ることができた。
・プロジェクト2では、ACL損傷が生じる方向に膝の負担を高める姿勢は、立脚側へ体幹部が傾倒した姿勢である
ことが分かった。また、接触外乱によって強制的にこのような姿勢を取らされても、同様に膝の負担が高まること
が理論上導かれた。しかし一部の結果に多少の誤差が生じたため、今後はモデルの改良が必要と考える。
・プロジェクト3では、間葉系幹細胞が骨折治癒促進効果を期待させる結果が出ており、今後は抗酸化剤の添加
など、治療の最大効果を得るための至適条件の検討を進める予定である。

全予算額(千円)
使用内訳(千円)

国外旅費 国内旅費 諸謝金 備品費 消耗品費 その他
年度当初予算額 2,400 300 332 182 0 1,204 382

二次執行計画予算額 2,400 0 332 182 0 1,226 660

決算額 1,675 0 46 124 709 785 11

５．数値目標
項目 目標値 実績

強化現場への知見の提供件数 3件 3件

学術雑誌への論文掲載件数 3件 3件

スポーツ関連雑誌への原稿掲載件数 3件 4件

学会・研修会発表件数 3件 7件

６．評価視点の説明
評価の視点 説明

研究実績 いずれのプロジェクトについても、十分な実績が得られた。

全研究期間の中での
進捗状況

4年間の1年目として計画通りに進んでいる。

予算の執行状況 執行内容に変更があったものの、計画に沿って執行できた。

数値目標の達成度
プロジェクト3については、新たな知見を提供することはできなかったが、プロジェクト1、
2は十分に達成できた。

自己評価委員会評価 Ａ 業績評価委員会評価 A

３．アウトカム 業績評価委員会コメント
　本研究の成果は、トップアスリートにおけるスポーツ外傷・障害の予防に関しての基盤となるものであり、競技力
向上へ貢献できるものである。　またスポーツ外傷・障害からの治癒促進における高気圧酸素療法の役割が明ら
かとなれば、より至適な治療条件が確立されると考えられる。

・予算の執行率が低い。

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

７．全体コメント
２．新規性 自己評価委員会コメント
　外傷・障害調査の統一化は国内で初めての試みであり、体幹の知見は新規性・オリジナリティがある。姿勢制御
に関する知見は、ACL損傷のメカニズム研究に数理モデルによる危険な姿勢の予測という手段を取り入れた点に
新規性がある。高気圧酸素療法に関する研究はまだ確定的な知見は得られていない。

数値目標を達成するとともに、研究計画を十分に履行し、着実に成果を上げていると判断できる。培養細胞を利
用した早期治癒を目指した基礎的研究では、どれだけ実際の競技者へ応用可能な知見が得られるのか未知数
の部分もあるが、スポーツ外傷・障害の治癒と予防のためのデータ収集と体制作りを着実に進めることができて
いる。今後、さらなる成果の公表と応用に努める。
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平成21年度プロジェクト研究・研究課題事後評価票 PJ-8

事業名 スポーツ医・科学研究事業 評価委員氏名 定本朋子/芝山秀太郎/高松薫 2010年5月21日

研究課題名 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 研究代表者 小松　裕

１．研究実績の概要 ４．平成２１年度予算
【背景・目的】
　 JISS医学研究部では、クリニックにて行われるメディカルチェックや診療事業を通じ、トップアスリートの医学的
な問題点を的確に把握し治療を行っている。また、アスリートの競技パフォーマンスに大きくかかわる「コンディショ
ニング」を評価し治療や予防に結び付けるための研究も行ってきた。
　 特に内科分野においては、メディカルチェックや診療で得られたデータを整理、解析し、発表してきたが、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、トップアスリートのコ
ンディショニングに関して有用であったばかりでなく、日本のスポーツ界にとっても有用なデータと評価された。ま
た、トップアスリートの内科的な問題点は、アンチドーピングとも密接に絡む問題でもある。それらを踏まえ、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、それら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する。
　平成21年度は以下の3プロジェクトを実施した。
1．トップアスリートの喘息の診断・治療および全国規模の治療プラットフォーム作成に関する研究（小松裕）
2．肺運動負荷テストを用いたオーバートレーニング症候群の診断に関する研究（土肥美智子）
3．メディカルチェックや診療をもとにしたトップアスリートの内科的問題点とその予防に関する研究（小松裕）

【結果・考察】
・アズマアスリートプロジェクト（ＡＡプロジェクト）では、これに参加した選手が43名となり、JISSに来られなくても安
心して自宅や合宿所に近い専門医を受診し、必要な治療や検査を行える環境を選手に提供することを可能とし
た。この経緯について、協力いただいているJASCOM（日本喘息・COPDフォーラム）の総会で報告し、評価を受け
ている。
・JISSで診断し新たに治療を開始した喘息選手の経過を調査するためのアンケートを行い、46名中30名からの回
答を得た。そのうち12名（40%） が治療を継続していたことがわかった。この数は一般的な喘息患者と比較すると
高い方で、選手の意識の高さと担当医の指導の適切さがうかがえた。
・喘息選手の治療とパフォーマンスとの関係について、2名の喘息選手において、間欠的運動によるフィットネステ
ストを行い、パフォーマンスの改善がみられた。このことから、喘息治療がパフォーマンスに好影響することが示
唆され、選手へ積極的な治療を勧める上で重要かつ客観的なデータになると思われる。またボート選手15名に対
し、最大酸素摂取量によってテストを行った。この結果の分析を開始した。今後専門家の意見を聞きながら評価し
ていく予定であるが、この15名には喘息選手と喘息でない選手がおり、興味深い結果になると思われる。
・喘息選手のＮＯ測定は77名に施行された。このＮＯ値は他の疾患との鑑別診断や治療効果の評価に有用であ
るとされており、次年度にも継続し、専門家の意見を聞きながらデータの蓄積、統計学的な解析を進めて行く予定
である。
・アスリートによるメディカルチェックの結果確認の調査については、確認していない者は79名（16.9％）であった。
結果を確認した者のうち、再検査や専門医受診の指示があったものの、受診しなかった者は98名（59.4％）であっ
た。結果を確認しなかった理由には「興味がない」「覚えていない」といったものが多かった。今回の調査により、メ
ディカルチェックの結果に関心が低い選手が多いことが明らかになった。メディカルチェックの結果の確認を怠るこ
とでコンディション低下や、重大な疾患の治療が遅れる可能性は少なくない。選手の健康維持・競技力向上に役
立てるためにも、選手の興味を引くようなフィードバックの方法を考案する必要があると考える。

全予算額(千円)
使用内訳(千円)

国外旅費 国内旅費 諸謝金 備品費 消耗品費 その他

年度当初予算額 2,200 520 262 805 342 255 16

二次執行計画予算額 1,750 0 320 705 312 397 16

決算額 1,198 0 22 300 393 483 0

５．数値目標

項目 目標値 実績

強化現場への知見の提供件数 2件 1件

学術雑誌への論文掲載件数 1件 0件

スポーツ関連雑誌への原稿掲載件数 2件 2件

学会・研修会発表件数 5件 7件

６．評価視点の説明
評価の視点 説明

研究実績
AAプロジェクトの立ち上げと喘息アスリートの全国規模の診療体制の確立、北京オリンピック後の
喘息アスリートの実態調査、メディカルチェックのフィードバックに関する研究を実施した。

全研究期間の中での
進捗状況

喘息の診断･治療に関する研究、内科的問題点とその予防に関する研究については計画通り進
捗したがｵｰﾊﾞｰﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ症候群の診断に関する研究は研究対象となる選手がいなかったため実
施できなかった。

予算の執行状況
オーバートレーニング研究のプロジェクトに関して、対象選手がいなかったため予算を執行するこ
とができなかったが、それ以外は全体としてほぼ計画通りに予算を執行することができた。

数値目標の達成度
喘息の診断･治療に関する研究、内科的問題点とその予防に関する研究については数値目標をほぼ達成し
たがｵｰﾊﾞｰﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ症候群の診断に関する研究は研究対象となる選手がいなかったため達成できなかった。
全体としてはほぼ数値目標を達成した。

自己評価委員会評価 Ｂ 業績評価委員会評価 A

・ＪＡＳＣＯＭという組織とタイアップして選手を医学的にサポートするAAプロジェクトのような試みは今までされておらず、選手中心という視点
に新規性・オリジナリティがある。
・これまで喘息治療とパフォーマンスとの関係を評価する研究は行われておらず、フィットネステストを用いて最大酸素摂取量と呼吸機能の視
点からの知見が得られそうな点に新規性・オリジナリティがある。
・これまでメディカルチェックの結果への関心度に関する研究は行われておらず、被検者からの意見を得た点に新規性・オリジナリティがあ
る。

・予算の執行率が低い。

・「メディカルチェックや診療データをもとにしたトップアスリートの内科的問題点とその予防に関する研究」についてはプライバ
シーの問題もあるためシステムの構築が必要であろう。
　３．アウトカム

・JISSで診断・治療を開始した喘息選手の経過を調査するためのアンケートの結果は、選手の意識の高さと担当医の指導の適
切さがうかがえたものであり、適切な治療から競技力向上に寄与するものと考えられる。
・本研究の成果は、メディカルチェックのフィードバックについていかに選手に興味を持たせるかの改善を提案することであり、
選手のコンディショニングや疾患の早期発見・早期治療という視点から重要と考えられる。

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

７．コメント
自己評価委員会コメント

肺運動負荷テストを用いたオーバートレーニング症候群の診断に関する研究では、研究対象となる選手がいな
かったため実験を実施することができなかった。来年度も同様の不確定要素が残るため、｢トップアスリートの内
科的問題点とその予防に関する研究｣プロジェクトと統合し、内科的問題点の一つとしてオーバートレーニングを
扱うこととする。その他の研究では、着実に成果を上げることができており、数値目標も概ね達成していると判断
できる。

２．新規性 業績評価委員会コメント
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【背景・目的】

　国際競技力を向上させ、オリンピック競技大会でメダルを獲得するためには、我が国が有する国際的な競争力
を正確に分析、把握し、その分析を基にした有効な強化戦略による選手強化がなされることが重要である。また、
我が国が有する競争力が、オリンピック競技大会において最大限に発揮されるためには、マスメディアによる報道
などによる外的環境から選手やコーチへと掛かる高圧力（ハイプレッシャー）を取り除く必要性も高い。
　そこで、本研究では、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する。
　本研究課題では、強化現場で直面している課題を解決するために以下の2プロジェクトを設定して、個々の課題
を解決することを目的とした。
　プロジェクト1：オリンピックにおける我が国の国際競争力の評価のためのポテンシャルアスリートの選定基準に
関する検証（山下修平）
　プロジェクト2：オリンピ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 （白井克佳）

【結果・考察】

・プロジェクト1：北京オリンピックにおける25種目のうち、24種目においてドーハアジア競技大会においてもメダル
を獲得している。また、17種目（68%）において同じ競技者がメダルを獲得した。オリンピックでのメダル獲得に向け
て、2年前に開催されるアジア競技大会でのメダル獲得は必須条件であると考えられる。さらに、ドーハアジア競
技大会でメダルを獲得した種目は173であったことから、アジア競技大会メダリストの約10%しかオリンピックでのメ
ダル獲得に繋がらないことも明らかとなった。広州アジア競技大会のメダリストが、ロンドンオリンピックでのメダル
獲得の潜在力を有する競技者としながらも、さらに精査を加える必要性が示唆された。
　また、バンクーバーオリンピックにおけるメダル獲得潜在力を、トリノオリンピック以降の世界選手権等の国際競
技大会の競技結果を基に分析した。その結果、メダル獲得潜在力を有するとした4種目のうち、3種目でメダルを
獲得し、うち1種目では複数メダル獲得であった。諸外国の分析や、これまでのメダル獲得力分析により、メダル
獲得潜在力の本番での発揮率は70～80%とされており、今回の検討からも同様の結果が得られた。
・プロジェクト2：本研究では今年度は一般紙1紙を対象として2009年1月から2010年2月までの新聞紙面において
バンクーバーオリンピックに関連する記事の出現とその量について分析した。紙面が限られている新聞において
は冬季オリンピック競技以外の競技の情報との競合などにより、相対的な記事数であるということを含めても、4
月から9月の冬季競技に関する新聞掲載数は少ない。1月から3月までは冬季種目のシーズンであり、W杯情報や
選手選考に関する情報が多くみられる。
　記事のインパクトを適切に評価するためには、記事の掲載位置、掲載ページなどについての詳細な分析が必要
となる。

相対的な国際競争力を世界選手権等の競技結果より定性的に分析してきたが、重点強化を行うプライオリティ・
スポーツ／アスリートを選定するための客観的な基準や方法は確立されていない。
スポーツ報道に関する研究は少ない。また、最終的に情報を発信する側にたってその具体的なノウハウを蓄積す
るといった観点で分析を実施している研究は知る限りない。

これまで強化費の配分は過去の実績に基づくものであった。しかし、我が国が世界と戦う上で種目や選手の特定
と重点強化は避けられない。このような選手や種目を特定していく過程において本研究は非常に有益である。
新聞をはじめとするメディア報道の分析を進めることにより、情報を発信する側の情報戦略が明確になる。

業績評価委員会コメント

２．新規性

・プロジェクト１と２の成果が、今後このプロジェクトのテーマにどのように結びついていくのかがわからない段階である。そのた
め、もう一歩踏み込んだ分析観点とその実施の必要性を感じる。海外でメディアコントロールをしているような国を比較対照に
もってくるのはどうか？

・　「国際競技力向上のための情報戦略のあり方」というテーマと各プロジェクトの内容との間に違和感を感じる。タイトルと内容
の整合性がない。

・テーマとしては良く分かるので、そのようなプロジェクトを新たに設定しなければならない。

・具体性に乏しいので具体的なテーマを決めてプロジェクトにされたい。

・予算の執行率が低い。数値目標に対する実績がやや少ない。

・プロジェクト１と２の成果が、今後このプロジェクトのテーマにどのように結びついていくのかがわからない段階である。そのた
め、もう一歩踏み込んだ分析観点とその実施の必要性を感じる。海外でメディアコントロールをしているような国を比較対照に
もってくるのはどうか？

・　「国際競技力向上のための情報戦略のあり方」というテーマと各プロジェクトの内容との間に違和感を感じる。タイトルと内容
の整合性がない。

・テーマとしては良く分かるので、そのようなプロジェクトを新たに設定しなければならない。

・具体性に乏しいので具体的なテーマを決めてプロジェクトにされたい。

・予算の執行率が低い。数値目標に対する実績がやや少ない。

３．アウトカム

７．コメント

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

７．コメント
自己評価委員会コメント

データ収集を行うことはできており、概ね成果を上げられているが、一部の計画を実施できておらず、計画性に課
題が残る部分がある。さらに、研究の目的を達成するための分析方法、解析方法がまだ確立できていない面もあ
り、数値目標も達成できていない。今後は、さらに研究計画を綿密に立案して、目に見える、より具体的な成果の
創出に努める。

予算の執行状況
研究の中で一部分析を実施することができなかった部分があり、このために謝金、国内
旅費の執行が予定を下回った。

数値目標の達成度
本研究で得られた知見を、JOC選手強化事業であるロンドン対策プロジェクト、
バンクーバー対策プロジェクトに対して計2件の提供を行った。

自己評価委員会評価 Ｂ 業績評価委員会評価 B

６．評価視点の説明
評価の視点 説明

研究実績
本研究で得られた知見をJOC選手強化事業（ロンドン対策プロジェクト、バンクーバー対策プロジェクト）に提
供し、バンクーバーオリンピックにおける日本代表選手団に重点強化選手が設定されたたことは、本研究で
想定していた成果目標を達成している。

全研究期間の中での
進捗状況

概ね順調に進捗している。

スポーツ関連雑誌への原稿掲載件数 2件 0件

学会・研修会発表件数 2件 0件

強化現場への知見の提供件数 5件 2件

学術雑誌への論文掲載件数 0件 0件

458 635

５．数値目標

項目 目標値 実績

決算額 1,725 0 159 118 355

20 200

二次執行計画予算額 2,700 0 503 750 837 20 590

年度当初予算額 2,700 0 743 1,050 687

全予算額(千円)
使用内訳(千円)

国外旅費 国内旅費 諸謝金 備品費 消耗品費 その他

研究課題名 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 研究代表者 和久　貴洋

１．研究実績の概要 ４．平成２１年度予算

平成21年度プロジェクト研究・研究課題事後評価票 PJ-9

事業名 スポーツ医・科学研究事業 評価委員氏名 定本朋子/芝山秀太郎/高松薫 2010年5月21日
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　これまで類似の計測環境は製品として存在していたものの、スポーツの運動計測を考えると計測レンジが小さ
すぎ、無線機能やメモリ保存機能がなかったり、サイズや重量が問題となっていたが、開発した計測環境は比較
的多くの運動に対応し、汎用的かつウェアラブルな計測装置を実現し、スポーツの現場において従来困難であっ
た計測やバイオフィードバックを実用化した。

・興味深い研究である。聴覚フィードバックは大変有用である。

・商品化を早期にしてほしい。

・「スポーツ関連雑誌」により多くの研究成果を公表してほしい。

・学会・研修会発表件数が多い（１９件）。現場の要望が大きいということか。

・オンライン化の早期開発が期待される。

３．アウトカム
　本研究において新たに開発した９軸ワイヤレスモーションセンサは、ウェアラブルな計測を実現し、商品化も行
い、実際に研究やトレーニングの場で活用されるシステムとなった。また、これによる新たなトレーニング方法を提
案するものであり、陸上競技・雪上競技・カヌー競技などで、競技力向上をもたらすと考えられる。また工学的・数
理的な研究であるため、他の技術・理論との融合が容易であり、さまざまな応用が期待される。

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

７．コメント
自己評価委員会コメント

研究計画を十分に履行し、着実に成果を上げることができていると判断できる。数値目標に関しても、目標に届
かなかった項目もあるものの、全体としてはしっかりと実績を残している。これまでにないセンサを応用したトレー
ニング支援システムとして新規性もあり、できるだけ早期に強化現場へ応用可能としたい。

２．新規性 業績評価委員会コメント

数値目標の達成度
21（重複分を除く実績の総和）／19（数値目標の総和）＝111％
概ね年度当初に予定したとおりである。

自己評価委員会評価 Ａ 業績評価委員会評価 A

研究実績
実際の競技への還元、また、学会発表なども十分に行った。今後学術雑誌等へ成果発
表を行う予定である。

全研究期間の中での
進捗状況

概ね年度当初に予定した通りに遂行した。

予算の執行状況 概ね年度当初に予定した通りに執行した。

学会・研修会発表件数 8件 19件

６．評価視点の説明
評価の視点 説明

学術雑誌への論文掲載件数 4件 2件

スポーツ関連雑誌への原稿掲載件数 2件 0件

５．数値目標

項目 目標値 実績

強化現場への知見の提供件数 5件 4件

1,307 4,375

決算額 10,587 981 898 385 1,587 1,437 5,299

二次執行計画予算額 10,831 1,051 989 520 2,589

消耗品費 その他

年度当初予算額 10,842 1,350 1,262 824 2,600 970 3,836

１．研究実績の概要 ４．平成２１年度予算
【背景・目的】
　スキルトレーニングを効果的に行うためには、その運動を計測し、その運動の物理状態を選手に適切にフィードバックする必
要がある。通常、そのために映像解析を用いるが、 映像解析は即時性に欠け、スキルに関係した動的な情報を得ることが難し
い。しかし、トレーニングの場でより有効に計測し、フィードバックする方法としては、センサを利用する方法が、オンラインで処
理できることなどから有効である。
　そこで、本研究課題では、小型センサや無線等の最新のテクノロジーを利用してデータを収集し、それを適切にモデル化し、
選手やコーチにフィードバックする事で、練習の場でのセンサ利用の可能性を開拓することを目的としている。そのためには、
いくつかのターゲットとなるスポーツや練習の場面を設定して、実際的に行う事が重要である。そこで種目として卓球、陸上競
技、雪上競技、競泳を選定した。それぞれ、体育館での利用、雪上、水上など、センサにとっても多様な状況での種目を選定
し、研究を行うものである。

　プロジェクト１：卓球競技のためのトレーニング・アシストシステムの開発（太田憲）
　プロジェクト2：センサを利用した新しいトレーニング・アシストシステムの開発（太田憲）
　プロジェクト3：雪上競技を対象としたセンサによる運動計測の実現（市川浩）
　プロジェクト4：競泳の推進技術に関する調査と評価法の開発（市川浩）

【結果・考察】
・プロジェクト1では、センサによる運動計測システムの開発、流体力学、衝突の力学モデル、画像処理・画像理解の4分野の研
究を統合し、サーブの練習をアシストするシステムを開発するのが目的で、本年度は各要素の研究を行った。

・プロジェクト2では、9軸ワイヤレスモーションセンサを開発し、センサをハンマー投の聴覚フィードバックによるバイオフィード
バックに応用した。またハンマーの加速原理を数理解析し、数理的に明らかにした。

・プロジェクト3では、モーグル競技を中心に雪上での運動計測をセンサ技術を応用することで実現し、その運動学的な特性を
調査することを目的としている。国内モーグル選手を対象とした計測では、下肢による吸収動作に優れた選手が体幹部の上方
への加速度ピークを抑えたターン動作を実現していることが観察された。ターンにおける採点ポイントである上体の安定性を評
価する上で、体幹部の加速度計測が有効であることが示唆された。

・プロジェクト4では、流体力学的な裏付けを得つつ、時々刻々と変化する流体力や泳者の推進挙動を追跡できる計測手法を構
築することを目的としている。スカーリング動作を対象とした実験では、手部動作・手部周り流れ場・手部が受ける流体力の様
子をモニタリングし、その関係について議論できることを確認した。また、クロール泳を対象に慣性センサによる泳速度推定や
手部圧力分布計測を応用した抵抗力推定を試みたが、いずれも推定精度に課題があり、今後、手法の改善が求められた。

全予算額(千円)
使用内訳(千円)

国外旅費 国内旅費 諸謝金 備品費

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

平成21年度プロジェクト研究・研究課題事後評価票 PJ-10

事業名 スポーツ医・科学研究事業 評価委員氏名 定本朋子/芝山秀太郎/高松薫 2010年5月21日
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平成21年度プロジェクト研究・研究課題事後評価票 PJ-11

事業名 スポーツ医・科学研究事業 評価委員氏名 定本朋子/芝山秀太郎/高松薫 2010年5月21日

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

１．研究実績の概要 ４．平成２１年度予算
【背景・目的】
背景：スポーツの練習において、映像が利用される場面は多い。しかし、映像の利用状況は様々である。例えば、一人の練習
に限ってみても、練習の場での映像、その日のトレーニングの反省のために用いる映像、短期的、長期的に練習の目標修正
等に用いられる映像等、多くの状況がある。そのように映像の利用は様々であるが、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、「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。しかし、そのような視点に立ったシステ
ムはまだ世の中になく、個々に一部の機能を行うに過ぎないものがほとんどである。JISSは、選手、コーチに対して、様々な科
学、医学など総合的なサポートを行う立場なので、そのようなトータルにトレーニングをサポートする映像システムは不可欠であ
り、また、開発する必要性の高いものであると考える。
目的：トータルにトレーニングをサポートする映像システムとして必要な機能は、少なくとも以下の3機能(入力、保存、応用)が重
要であると考える。
１）使い易い入力系：練習現場で、日々の利用ができるマルチカメラシステム、そこではカメラの同期、映像の保存が簡便である
ことが重要である。
2)保存検索系：撮影された映像を、保存、検索できる仕組み
3)応用系：映像を、さまざまな面(コミニュケーションとして、日々の記録として、指導教育のツールとしてなど、より研究的な利用
として)から利用できる仕組み
これらの機能を満たす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
サポートする映像アシストシステムが実現できると考える。その目的設定のため、以下のプロジェクトを設定して、この研究課題
に取り組んでいる。
・プロジェクト1:映像データベース（SMART-system 2．0）の開発（リーダー：宮地力）
・プロジェクト2:音声を利用したマルチカメラの同期システムの開発（リーダー：宮地力）
・プロジェクト3: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（宮地力）
・プロジェクト4:練習のための簡便な撮影・閲覧システムの開発とトレーニング現場での利用（吉田孝久）

【結果・考察】
・プロジェクト1:映像データベース（SMART-system 2。0）の開発では、システムの仕様書を完成させ、それに従ってシステム構
築を行い、サーバーシステムの基本的な部分の機能（ユーザ登録、映像登録、イベント登録、検索）をすべて実装した。すでに
テストサーバー(http://smart。ijiss。jp/)でシステムを稼働して、それぞれの機能のテストを行った。また、クライアントシステムと
して、Silverlightを利用したビューワーの作成、SMART-playerの作成を行い、それぞれ単体でのテストを行った。

・プロジェクト2:音声を利用したマルチカメラの同期システムの開発では、昨年度開発された同期システムの検証とテスト実験を
行った。また、無線を利用した同期システムの拡張に関しての機能仕様の策定を行った。

・プロジェクト3: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として、複数のカメラ部と、それを統
合するカメラ合成ユニット部の２つを組み合わせるオンデマンドカメラシステムを設計し、それに従って、カメラ部、剛性ユニット
部の試作機を作成し、また、その試作機のテストを行った。

・プロジェクト4:練習のための簡便な撮影・閲覧システムの開発とトレーニング現場での利用として、簡便な映像システムを開発
し、Excelで利用できるアドインソフト(Video Annotator)を使って映像から距離・速度情報を引き出すことで、陸上跳躍種目の助
走距離および踏切位置の一般傾向を把握することを行い、映像とともに様々な情報を得る仕組みが構築できた。またこれらの
情報をコーチングの視点から、いかに練習で活かすかについて検討を加えた。

全予算額(千円)
使用内訳(千円)

国外旅費 国内旅費 諸謝金 備品費 消耗品費 その他

年度当初予算額 13,072 400 205 238 1,262 1,037 9,930

二次執行計画予算額 12,974 302 85 238 1,265 1,183 9,901

決算額 12,687 298 8 180 783 1,258 10,160

５．数値目標

項目 目標値 実績

強化現場への知見の提供件数 20件 3件

学術雑誌への論文掲載件数 4件 3件

スポーツ関連雑誌への原稿掲載件数 4件 1件

学会・研修会発表件数 8件 7件

６．評価視点の説明
評価の視点 説明

研究実績
これは、開発を主体としたプロジェクトであるので、研究実績として、どのようなモノ(システム)が構
築出来て、利用できるようになったかが重要である。その面から、それぞれのプロジェクトで所定
のシステムが予定通りに構築されている。

全研究期間の中での
進捗状況

概ね年度当初に予定した通りに遂行した。

予算の執行状況 概ね年度当初に予定した通りに遂行した。

数値目標の達成度
数値目標については、当初の目標は、これらのプロジェクトが初めてのものであるため
設定が難しかった点がある。実績に関しては、初年度として充分であると考える。

自己評価委員会評価 Ａ 業績評価委員会評価 A

　トレーニングでの映像の重要性は今までも認識されてきているが、その映像をトレーニングの様々なフェーズで利
用できるシステムとして構築をし、利用できるようにしたものは、まだない。また、カメラシステム、SMART 2．0や音
声同期システムそれぞれも、今までにないシステムであり、それぞれ現場で役立つシステムとして利用していくこと
ができると考える。

・開発途上であるが、興味深い。
３．アウトカム
　本研究の成果は、いくつかのソフトウェアシステム、ハードウェアとして出来上がる。それらは、スポーツのトレー
ニングにおける映像利用の道具として、トップ選手に利用されるのみならず、スポーツ界として利用していくことがで
きると考える。

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

７．コメント
自己評価委員会コメント

研究計画の一部を実施できなかった部分もあるが、全体としては十分に計画を履行し、1年目の基礎的検討を中心
として着実に成果を上げていると判断できる。数値目標では、達成できなかった点もあるが、一定の実績を残すこ
とができている。研究の性格上、委託経費が多くなることは仕方ないが、その内容をしっかり精査して契約を行うこ
とを望む。できるだけ早期に研究成果を強化現場に活用できるように努める。

２．新規性 業績評価委員会コメント
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７．コメント

予算の執行状況
若干の費目変更はあったものの、当初予算はほぼ計画通り執行されていると考えられ
る。

0件

スポーツ関連雑誌への原稿掲載件数 0件

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

学会・研修会発表件数 0件 0件

国内旅費 諸謝金 備品費

決算額

　本研究課題の最初のプロジェクトである「空気置換法による体脂肪率測定技術に関する研究」では、空気置換
法による体脂肪率測定の将来的な高品質化・高付加価値化を最終目標とする、包括的な研究が実施されてい
る。JISSでは過去にも当該測定に関する研究がいくつか実施されてきたが、このような包括的研究の例はなく、そ
の点で本研究プロジェクトは新規性を有する。

45 180

全研究期間の中での
進捗状況

2か年計画の1年目として、進捗状況は当初計画通りであり、順調であると考えられる。

A

評価委員氏名 定本朋子/芝山秀太郎/高松薫

消耗品費 その他

１．研究実績の概要 ４．平成２１年度予算

全予算額(千円)
使用内訳(千円)

国外旅費

469

目標値

155

0

150

平成21年度プロジェクト研究・研究課題事後評価票 PJ-12

2010年5月21日

研究課題名 スポーツ科学における測定技術に関する研究

1件

自己評価委員会評価

業績評価委員会コメント

・本来は、もっと早い時期に実施するべき研究であったと考えられる。

・測定技術に関するデータ精度を今から確認するのか？という問題はある。しかし、重要な地道な研究であるので、早期に課題
解決し、結果を公表してほしい。

・JISSとしても、測定技術の高品質化、高付加価値化のために必要かと思われる。

・ＪＩＳＳオリジナルとして、早く報告書を出す必要がある。新しいバイブルを作ってほしい。

JISSにおける測定業務改善を目標として年度途中から開始した研究であるが、研究計画を十分に履行し、着実
に成果を上げていると判断できる。研究成果は、すでに、実際の測定業務に反映されており、体脂肪率測定の質
の向上に貢献している。今後は科学的知見として成果をまとめ、積極的に成果の公表に努める。

1,307 392 17 126

項目

当初設定した今年度数値目標を達成している。

６．評価視点の説明
評価の視点

年度途中（平成21年10月1日）より開始した研究プロジェクトとしては、質・ボリュームとも
に十分な研究実績であると考えられる。（当初プロジェクトについて：以下同様）

業績評価委員会評価

３．アウトカム

２．新規性

A

説明

研究実績

180 620二次執行計画予算額 1,450

実績

　本研究課題の最初のプロジェクトである「空気置換法による体脂肪率測定技術に関する研究」を通して得られた
知見・エビデンスに基づき、JISS測定業務における当該測定の手順が平成22年度より一部改良される予定であ
る。

学術雑誌への論文掲載件数

自己評価委員会コメント

【背景・目的】
　JISSでは、スポーツ医・科学支援事業における主要サービスの一つとして、競技者・競技団体向けにアスリート
チェックを実施している。このアスリートチェックの一分野であるフィットネスチェックでは、競技者の身体状態を客
観的かつ包括的に把握することを目的として、31項目にわたる測定技術が活用されている。スポーツ科学測定技
術者は、主にこのフィットネスチェックにおける測定業務およびその付帯業務を専従的に行う部門として、平成20
年度にJISSスポーツ科学研究部内に組織化された。主管担当部門としての責務を全うし、その上で測定業務のさ
らなる高品質化・高付加価値化を志向していくためには、測定や物品管理といった日々の定型業務に加えて、各
測定技術における測定原理や測定精度、さらには最新技術動向等に関する調査・研究活動を、このスポーツ科
学測定技術者が業務の一環として計画的に実施していく必要性があると考えられる。また、スポーツ医・科学支
援事業の一つである科学サポートサービスや、スポーツ医・科学研究事業においても、フィットネスチェック対象の
測定技術の一部が、研究員を中心に現在も活用されていることから、上記のような調査・研究活動等を通して得
られた知見やノウハウについては、スポーツ科学測定技術者内のみならず、スポーツ科学研究部全体、さらには
JISS組織全体で継続的に共有・蓄積されていく必要性があると考えられる。 以上のような状況を鑑み、本研究課
題「スポーツ科学における測定技術に関する研究」においては、現在JISSアスリートチェックの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
的としている。また、本研究課題の最初のプロジェクトである「空気置換法による体脂肪率測定技術に関する研
究」においては、JISSアスリートチェックのフィットネスチェックにおける主要測定技術の一つである空気置換法を
使った体脂肪率測定技術に対して、上記の主旨で研究を実施することを目的とした。
　
【結果・考察】
　本研究課題の最初のプロジェクトである「空気置換法による体脂肪率測定技術に関する研究」（リーダー：鈴木
康弘）においては、今年度5つの研究項目に対して以下の結果・考察が得られた。
①JISSにおける現状の問題分析研究：当該測定における現状の疑問点や問題点等は、主に測定原理、測定手
順、測定環境、測定精度という4つのカテゴリーに分類できる事が分かった。本研究を通じて、当該測定のさらなる
品質向上のため明確にすべき事項が示唆された。
②測定原理・測定技術に関する研究：開発メーカーの機密技術を除き、BOD PODシステムの測定原理・技術を概
ね理解することができた。また、本研究における測定原理・技術の理解を通して、実測定中に留意すべきいくつか
の事項が示唆された。
③一般的な測定精度に関する先行文献研究：当該測定に含まれる各測定項目（体脂肪率、体容積、肺腔内ガス
容量など）の一般的な測定精度を定量的に把握することができた。本研究を通じて、JISSにおける測定精度を評
価する際のベンチマークが確立された。
④JISSにおける現状の測定精度に関する評価・検証研究：当該測定に含まれる各測定項目のJISSにおける信頼
性を定量的に把握することができた。本研究を通じて、JISSにおける各測定項目の信頼性は概ね一般的信頼性
と同等であることが確認された。
⑤JISSにおける被験者特性別傾向に関する研究：当該測定に対してJISSにおける被験者特性別傾向が定量的
に示され、結果に対する考察が得られた。また本研究で得られた定量的データのJISS測定業務やフィードバック
業務における活用方法が考察された。

数値目標の達成度

0件

0件

1件

303

300 155

５．数値目標

強化現場への知見の提供件数

45

スポーツ医・科学研究事業事業名

年度当初予算額 1,450 300 150620

研究代表者 鈴木　康弘
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（単位：千円）

自己評価委員会評価 Ａ 業績評価委員会評価 A

事業は計画ど
おり実施された
か

　外来診療事業は、計画どおり実施され、受診者数は目標数を超えた。前年度に比べて受診者数が
減少した原因は不明であるが、これまで行ってきたスポーツ外傷・障害の予防対策の効果ということ
であれば、喜ばしい結果ともいえる。これに対しては研究事業等でさらに検討していく予定である。
　メディカルネットワークによる外部との連携については、4回と目標回数には達しなかったが、ＪＯＣ
依頼の派遣を含めると9回に及び、ほぼ目標を達成することができた。またNTC関係の診療を通じて
も、各競技団体のメディカルスタッフおよび強化スタッフとの情報交換は十分行えたと考えている。

受診者数は、目標を上回った。また夏季オリンピックだけでなく冬季オリンピックに関しても、JISSクリ
ニックを利用（受診）した選手が前回大会より大幅に上回り、JISSクリニックの信頼度が高まったもの
と思われた。

【総括評価票】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国立スポーツ科学センター業績評価委員会　平成21年度事後評価票

事業名 スポーツ診療事業 事業部会長 奥脇　透 評価委員氏名 芝山秀太郎/鈴木大地/村山正博

１．事業実績 ５．評価
　診療受診者は、前年度から約9％減少した11,894人であったが、過去3年間の平均より8％上回った。前年度との比較で
減少したのは、主に整形外科およびリハビリテーション部門であった。歯科（127％）、眼科（123％）および婦人科（156％）
の利用者は増えており、臨床検査（123％）、画像検査（157％）および遠征用薬剤の準備数（121％）も増加していた。とくに
ＭＲＩ検査は過去最高の2,086件と、2,000件を超え、今後もその件数は増えていくものと思われる。これに対しては新規に
稼働する3Ｔの新ＭＲＩが大きく貢献できるものと考えているが、それに対処できる人員の確保も課題となっている。
　バンクーバーオリンピック出場選手94名のうち、オリンピック前の1年間にJISSクリニックを利用（受診）した選手は68名
（72％）であり、前回のトリノ大会54％を大幅に上回っていた。
　メディカルネットワーク事業では、4か所（海外4）に延べ4名が出向いた。この他には、JOCの依頼により第21回オリンピッ
ク冬季競技大会を含む国際競技大会5つに延べ7名を派遣した。
　診療事業部会は5回開催した。

評価の視点 説明

事業は改善し
ながら行われた
か

　薬剤処方や遠征用薬剤の準備数の増加に対して、薬剤師業務の重要性を考え、薬剤師を定員化
した。

予算の執行は
適切に行われ
たか

　今年度のメディカルネットワーク事業は、4件ともいずれも旅費や宿泊費を競技団体から支出しても
らったため、ＪＩＳＳからの支出が抑えられた。全体的にはほぼ適切に執行できた。

数値目標は達
成されたか

２．実施体制
（1）スポーツ診療事業部会を設置して適正な事業運営を図っている。
（2）スポーツ診療事業を統括する責任者を置いている。
（3）事業の実施に当たっては、常勤及び非常勤のメディカルスタッフを配置して行っている。
　常勤スタッフは、総勢32名であり、研究員8名（医師3名、ＡＴ2名および臨床検査技師、放射線技師、管理栄養士各1名）
と契約研究員及び契約職員24名（医師3名、ＡＴ4名、臨床検査技師3名、放射線技師2名、看護師3名、歯科栄養士1名、
管理栄養士4名及び事務4名）である。

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

６．全体コメント
自己評価委員会コメント

JISSクリニックの利用者数は前年度のピークを下回ったものの、オリンピックに向けてのサポートも十分できたものと
思われる。今後とも研究事業と合わせて、スポーツ外傷・障害の予防について、積極的に取り組んでいかなければな
らない。

３．予算執行状況
区分 当初予算額(A) 変更予算額(B) 執行額(C) 執行率(C)/(B)

ｽﾎﾟｰﾂ診療事業収入 30,000 32,877 33,722 102.6% 業績評価委員会コメント

収入合計 30,000 32,877 33,722 102.6%

・評価の仕方が難しい。今後、アンチ・ドーピングのことを考慮すれば、医師、薬剤師への啓発活動が重要と考える。

・どの競技でどのケガが多い、といった分析はＪＩＳＳしかできないので、取り組んでほしい。

国内旅費交通費 508 374 0 0.0%

備品消耗品費 28,619 28,879 41,467 143.6%

その他 1,873 1,747 1,719 98.4%

支出合計 31,000 31,000 43,186 139.3%

目標値(A) 実績(B) 達成度(B)/(A)

診療・リハビリの受診者数 11,000名 11,894名 108%

メディカルスタッフの派遣件数 10回 9回 90%

部会の開催日数 6回

3

2010年5月21日

5回 83%

４．数値目標に対する達成度

項目
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158%

167%

業績評価委員会コメント

３．予算執行状況
区分 当初予算額(千円）（A)

・スタッフの移動ということがあったにもかかわらず、計画を予定どおり遂行していると思われる。しかし、今後は研究
員の配置等の管理機能をより適切に行う必要性を感じる。

・競技力向上の経営資源のひとつとして情報は非常に重要である。本事業のさらなる発展が望まれる。英国とシンガ
ポールとの連携も期待できる。
　
・バンクーバーオリンピックという”注目の場”において大きなアウトカムを出せたことは大いに評価したい。当事業につ
いてさらに多くのＮＦが理解し、活用してもらえるよう、国内向けのさらなるＰＲも必要である。

諸謝金 2,998

25%

【総括評価票】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国立スポーツ科学センター業績評価委員会　平成21年度事後評価票

事業名 スポーツ情報事業 事業部会長 和久　貴洋 評価委員氏名 定本朋子/原田宗彦/三ツ谷洋子

１．事業実績 ５．評価
【事業推進体制】
本事業はインテリジェンスプログラム、ネットワークプログラムを2つの柱とし、これに加えて４つのプロジェクトが有機的に
関連している。例えば、インテリジェンスプログラムにより創出されたコンテンツがネットワークプログラムを通じて配信され
る。したがってアウトプット、アウトカムは事業全体で創出するものと考えている。
【アウトプット】
・チームジャパンデータブック2010  　　・バンクーバーチームジャパン戦略プラン2009
・第21回オリンピック冬季競技大会（2010／バンクーバー）直前、中間、総括、ビジュアルレポート
・タレント発掘・育成プログラム開発研修会　　・タレント発掘・育成事業評価分析会議報告書
・地域ネットワーク全国会議 　　 ・アジアユースゲームス視察調査レポート
・海外ネットワークニュースレター　　 ・ネットワーク配信情報コンテンツ
・アジアスポーツ科学会議における北京オリンピックの総括に関する報告
【アウトカム】
・スポーツ基本法案の国会提出　　 ・イギリス（UKsport、ラフバラ大学）とのネットワーク構築
・シンガポールとのネットワーク構築
・UKsportとのネットワークにより科学会議に招聘したリズ・ニコル（UKsport COO）の発言が元になり、JOCが強化戦略プラ
ンに基づいた強化費の配分を開始した。
・タレント発掘育成プログラムにおいて、JISSが国際窓口になり、シンガポール、韓国と地域のタレント発掘事業をつない
だ。
・アジアスポーツ科学会議における発表を契機にしたシンガポールとの意見交換により、SEA Gamesにおけるシンガポー
ルのリカバリー施設の視察調査の実現
・競技団体の情報ネットワーク事業の創出（日本バレーボール協会）
・JOCバンクーバー対策プロジェクトに於ける重点強化選手に対する特別資金投下
・東京Jプロジェクト（2010／バンクーバー）の活動を通じたスポーツ国策化に関する議論の創出

評価の視点 説明

事業推進体制
と進行管理は
適切に行われ
たか

個別事業の評
価はどうか

バンクーバーオリンピックにおける国際競技力向上対策として、JOCバンクーバー対策プロジェクト
に於いて重点強化選手を指定する取り組みが行われた（インテリジェンスプログラム）ほか、英国、シ
ンガポールとの国際ネットワーク構築および地域タレント発掘・育成事業の持続可能な高品質化を
目的とした評価分析会議を開催する（ネットワークプログラム）等、従来にない側面から国際競技力
向上を支援する取組みを行っており、本事業の目的は達成されている。

定員研究員2名を事業担当者として配置し、新規契約研究員2名の配置を想定していたが、新規契
約研究員が1名しか配置できなかったことにより、3名による本事業推進体制となった。それにより、
本事業で計画していた全活動は実施できなかった。事業推進体制及び進行管理の面では課題が
残った。

業務は改善し
ながら行われた
か

計画段階より少ない3名の事業推進体制に対応するため、本事業で計画した活動のプライオリティ付
けを図り、国際競技力向上に資する複数のアウトカム並びにアウトプットを創出できた。業務は適切
に改善しながら行ったと考えられる。

予算の執行は
適切に行われ
たか

今年度は4年間の事業の初年度であった。第1/四半期を事業計画策定に充てたこと、人員体制の大幅な変更に
よるパワーダウン（事業に精通したスタッフの転出とその補充がスムーズかつ十分でなかった）など事業を遂行す
る上で大きなマイナスがあった。しかし、計画的な事業運営により想定を大きく上回る事業実績をあげることがで
きた。総合的に事情を勘案すると7割にとどまったと考えるよりは効率的かつ効果的な事業運営により7割に抑え
たと捉えるべきであると考える。

２．実施体制
自己評価委員会評価 Ａ 業績評価委員会評価 A

JISS情報研究部（4名）
外部協力者（37名）：
○政府組織、統括団体等（13名）：JOC（3名）、シンガポール教育庁（2名）、シンガポールスポーツカウンシル（1名）、シン
ガポールスポーツスクール（3名）、シンガポールユースオリンピック組織委員会（2名）、UK Sport（2名）
○競技団体（4名）：日本ラグビーフットボール協会（2名）、日本フェンシング協会（1名）、日本トライアスロン連合（1名）
○体育系大学等（13名）：流通経済大学（1名）、仙台大学（5名）、専修大学（1名）、東京大学（2名）、名古屋大学（1名）、ラ
フバラ大学（1名）、札幌医科大学（１名）、岩手医科大学（１名）
○地域行政、医科学センター等（7名）：福岡県立スポーツ科学情報センター（3名）、北海道教育庁（1名）、山口県体育協
会（2名）、ビクトリア州立スポーツ研究所（1名）

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

６．全体コメント
自己評価委員会コメント

国内旅費交通費 6,328

今年度から新体制で事業をスタートしたなかで、出足が十分でなかった部分もある。その結果、アウトプットとして目標
値に達しなかった部分があることは否めない。しかし、バンクーバーオリンピックの際には、大きなアウトカムを出すこ
とができた。もちろん、昨年度以前の地盤があってのことと思うが今年度の体制の中で最大限の成果を出すことがで
きたと考えている。ネットワークプログラムにおいては英国、シンガポールとの国際的なネットワークが構築されつつあ
る。これは我々の事業において新たな、そして大きな一歩である。今後、大きく事業が飛躍するチャンスを掴んだと考
えている。

0%

0%

備品・消耗品 10 279

4,610 3,324 72.1%

2790.0%

国外旅費交通費

0%

2,713 2,858 2,096 73.3%

変更予算額(千円）(B) 執行額(千円）(C) 執行率(C)/(B)

41.4%

10

その他 1,251 1,166 959 82.2%

2,378 984

実績(B) 達成度(B)/(A)

69.3%

提言レポート数 4〜6篇/年 5篇

支出合計 13,300 11,022 7,642

メディアネットワーク会議 2〜4件/年 1件

情報戦略アカデミー連携講座・科目数 1〜3件/4年 0件

インテリジェンスオフィサー 1〜3名/4年 0件

ネットワーク登録者数 700名/4年 1,105名

ブランチ拠点（インテリジェンスオフィサーの配置・雇用） 1〜2件/4年 0件

ブリーフィングレポート 4〜12篇/年 20篇

4

2010年5月21日

情報コンテンツ 2400/年 1,545件

83%

64%

４．数値目標に対する達成度

項目 目標値(A)



 

 

 

 

 

自己点検評価関係規程等 
 

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

平成２１年３月３１日  

平成２０年度規程第２４号  

 

(目的 ) 

第１条  この規程は、独立行政法人日本スポーツ振

興 セ ンタ ー 組織 運営 規 則 (平 成 １５ 年 度規 則第 ２

号 )第３７条第２項に基づき、自己評価委員会 (以

下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必

要な事項を定めることを目的とする。  

 

(組織 ) 

第２条  委員会は、次の者をもって構成する。  

(１ ) 総務・企画調整・財務担当理事  

(２ ) 各部・場長  

(３ ) 国立登山研修所長  

(４ ) 総務課長  

(５ ) 主計課長  

(６ ) 企画調整課長  

(７ ) 監査室主幹  

２  委員会には委員長を置き、総務・企画調整・財

務担当理事をもって充てる。  

３  委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。  

 

(任務 ) 

第３条  委員会は、独立行政法人日本スポーツ振興

センター (以下「センター」という。 )業務の実施

状況等の点検・評価を行うために必要な評価基準

等を定め、それに基づき点検・評価を行う。  

２  委員会は、毎事業年度、次の各号に掲げる事項

について点検・評価を行い、センター業務の改善

に資する。  

(１ ) 中期計画に基づき年度計画に定められた各

事項に関する実施状況  

(２ ) その他独立行政法人日本スポーツ振興セン

ター法 (平成１４年法律第１６２号 )に定める

業務の範囲で行う事務事業に関する実施状況  

３  前項の規定にかかわらず、国際競技力向上のた

めの研究・支援事業の点検・評価については、国

立スポーツ科学センター業績評価委員会において

行う。  

 

(作業部会 ) 

第４条  委員会には、作業部会を置くことができる。 

２  作業部会は、前条第 2 項各号に定める各部等に

おける業務の実施状況等に関する資料の収集・調

査検討を行い、点検・評価に資するための基礎資

料として取りまとめた上、委員会に報告する。  

３  作業部会に属すべき委員は、委員長が指名する。 

 

(会議 ) 

第５条  委員長は、委員会を招集する。  

 

(最終評価 ) 

第６条  最終的な評価は、毎事業年度終了後３か月

以内に、委員会の作成した評価案を基に、役員会

において行うものとする。  

 

(評価結果の公表 ) 

第７条  評価の結果は、速やかに公表する。  

 

(庶務 ) 

第８条  委員会に関する庶務は、総務部企画調整課

において行う。  

 

(その他 ) 

第９条  この規程に定めるもののほか、組織及び運

営に関し必要な事項は、委員会において定める。  

 

附  則  

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。  

 

 

独立行政法人日本スポーツ振興センター  
自己評価委員会運営細則  

平成１５年１１月２７日  

自己評価委員会制定  

 

目次  

第１章  総則  

第２章  業務の進行管理  

第３章  自己評価  

第４章  業務実績報告書の作成  

 

第１章  総則  

(目的 ) 

第１条  この細則は、独立行政法人日本スポーツ振

興センター自己評価委員会規則（平成１５年度規

則第１５号）第９条の規定に基づき、自己評価委

員会（以下「委員会」という。）の運営等に関する

細目について定めることを目的とする。  

 

第２章  業務の進行管理  

(進行管理の実施 ) 

第２条  委員会は、中期計画に基づく年度計画に定

めた各項目の確実な実施に資するため、業務の進

行管理を行う。  

２  業務の進行管理を行うための報告様式について

は、委員会において別に定める。  

 

(履行状況等の報告・検証 ) 

第３条  各課（室）の事務・事業の責任者（以下「事

業責任者」という。）は、年度計画に定めた各項目

の履行状況等について、定期的に委員会に報告す

る。  

２  委員会は、年度計画の履行状況等の把握及び検

証のため、事業責任者に対し、提出された報告内

容等に関し、説明又は資料の提出を求めることが

できる。  

３  委員会は、前項に基づく年度計画の履行状況等

の取りまとめを行い、定期的に役員会に報告する。 

 

(業務運営の改善 ) 

第４条  年度計画の履行状況等に関する報告に基づ

き、役員会において総合的な検証を行うとともに、
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理事長によるヒアリングを実施することにより、

業務運営全般にわたる改善を促進する。  

 

第３章  自己評価  

(自己評価の実施 ) 

第５条  委員会は、自己改善及び外部評価に資する

ため、毎事業年度終了後、年度計画等に定めた項

目の達成状況等について、自己点検評価を実施す

る。  

 

(自己評価の方法 ) 

第６条  自己評価は、毎事業年度、項目別評価及び

全体評価により実施する。  

２  項目別評価は、年度計画等に記載された各項目

の達成度について、段階的評価を行う。  

３  項目別評価において、数値目標に関する評価項

目については、定量的な指標を用いた客観的な評

価基準を設定して評価を行うとともに、定性的目

標に関する評価項目についても、定量的な指標を

補完的に用いる等により、可能な限り客観的な評

価基準により評価を行う。  

４  全体評価は、法人の業務全体にわたる横断的な

観点から、業務の実績について定性的に評価を行

う。  

 

(自己評価基準 ) 

第７条  項目別評価は、各項目の達成度に応じて、

次のとおり、段階的評定を行う。  

Ｓ  年度計画通り、または年度計画を上回って履

行し、かつ、特に優れた成果を上げている。  

Ａ  年度計画通り、または年度計画を上回って履

行し、中期計画に向かって順調、または中期計

画を上回るペースで成果を上げている。  

Ｂ  年度計画通りに履行しているとは言えない面

もあるが、工夫や努力によって、中期計画を達

成し得ると判断される。  

Ｃ  年度計画を十分には履行しておらず、中期計

画達成のためには業務の改善が必要である。  

Ｆ  年度計画を履行しておらず、かつ、役員会に

おいて、業務改善が必要と判断される。  

２  前項の段階的評定は、数値目標を定めている評

価項目については、委員会において別に定める定

量的な指標により行い、定性的目標を定めている

評価項目については、事業実施担当課による自己

判定結果を踏まえて、各委員の協議により行う。  

なお、Ｓ又はＦの評定を付す場合は、理由等を
必ず記述する。  

３  全体評価は、項目別評価及び横断的な評価を総

合し、法人の業務全体の実績についての総評を記

述する。  

 

(自己評価の手順 ) 

第８条  自己評価は、別紙様式１に定める自己評価

調書（以下「調書」という。）により、中期計画及

び年度計画に記載された項目ごとに行う。中期計

画及び年度計画に記載のない事項を実施した場合

においても、同様の趣旨で項目を立て、評価を行

う。  

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

成・記入し、各部・場等の連絡担当課において取

りまとめた上、作業部会に提出する。  

３  作業部会は、調書について、必要な資料の収集

や調査検討を行い、点検評価に資するための基礎

資料として全体を取りまとめた上、委員会に提出

する。  

 

(調書の検証 ) 

第９条  委員会は、作業部会から提出された調書を

検証し、その内容に疑義等がある場合は、その旨

を事業責任者に照会し、説明又は資料の提出を求

めることができる。  

２  委員会は、事業責任者と協議の上、必要に応じ

て適宜、調書の修正を行うことができる。  

 

(国 立ス ポー ツ科学 セン ター 外部 評価 委員 によ る

外部評価の実施 ) 

第１０条  国立スポーツ科学センターが行う国際競

技力向上のための研究・支援事業については、「国

立スポーツ科学センター業績評価委員会規程」に

基づき、外部評価を行うものとする。  

２  外部評価に基づく結果については、国立スポー

ツ科学センター業績評価委員会において取りまと

めの上、委員会に提出するものとする。  

 

第４章  業務実績報告書の作成  

(業務実績報告書案の作成 ) 

第１１条  委員会は、業務実績に関する評価案及び

各種添付資料等の取りまとめを行うともに、独立

行政法人評価委員会に提出する業務実績報告書案

を作成する。  

２  業務実績報告書の構成の詳細については、委員

会において別に定める。  

 

(役員会における最終評価等 ) 

第１２条  委員会は、自己評価案、その他の資料と

ともに取りまとめた業務実績報告書案を役員会に

報告する。  

２  役員会は、報告を受けた自己評価案の最終検証

を行うとともに、業務実績報告書案を総合的に検

証し、業務実績報告書を最終的に決定する。  

 

(業務実績報告書の提出及び公表 ) 

第１３条  業務実績報告書は、外部評価のための資

料として、文部科学省独立行政法人評価委員会に

提出する。  

２  業務実績報告書は、関係府省等に送付するとと

もに、その全文又は概要をホームページ等に掲載

する。  

 

(評価結果の反映 ) 

第１４条  自己点検評価の結果、計画の中止又は変

更等が必要とされた場合、速やかに次年度の計画

に反映させることとする。なお、３月末の次年度

計画の届出に間に合わない場合は、年度計画の変

更について検討する。  
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附  則  

この細則は、平成１５年１１月２７日から施行す

る。  

附  則  

この細則は、平成１７年４月１日から施行する。  

附  則  

この細則は、平成１９年６月１４日から施行する。 

附  則  

この細則は、平成２１年６月４日から施行する。  

 

様式１  

自己評価調書  

中 期 計 画

の 各 項 目  

評 価 項 目  

（ ○ ○ 年 度  

計 画 の 各 項 目 ）  

事 業 担

当 部 署  

定 性 的 評 価  

及 び 評 定 理 由  
評 定  

業 務 実 績  

報 告 書  

該 当 ﾍ ﾟ ｰ ｼ ﾞ 

 

 

 

 

     

 
 
独立行政法人日本スポーツ振興センター  

自己評価委員会委員  
平成２２年４月１日現在  

 

○自己評価委員会  

委員長  

徳重  眞光 (総務・企画調整・財務担当理事 ) 

副委員長  

髙谷  吉也 (総務部長 ) 

委員  

飯野   治  (財務部長 ) 

田屋  三夫 (国立競技場長 ) 

大和  一光 (国立ｽﾎﾟｰﾂ科学 ｾﾝﾀｰ運営部長、 ﾅｼｮﾅﾙﾄ

ﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ運営部長併任 ) 

土松  憲次 (スポーツ振興事業部長 ) 

鎌田  康男 (学校安全部長 ) 

渡邉  雄二 (国立登山研修所長 ) 

磯崎  卓也 (総務部総務課長 ) 

武本  紀夫 (財務部主計課長 ) 

岸   千秋 (総務部企画調整課長 ) 

堀越   修  (監査室主幹 ) 

 

○自己評価委員会作業部会  

部会長  

髙谷  吉也 (総務部長 ) 

委員  

磯崎  卓也 (総務部総務課長 ) 

小菅   司  (総務部人事課長 ) 

岸   千秋 (総務部企画調整課長 ) 

武本  紀夫 (財務部主計課長 ) 

柳井戸修司 (財務部経理課長 ) 

小宮山信雄 (財務部調達管財課長 ) 

小田  次郎 (財務部施設整備課長 ) 

齋藤  孝博 (国立競技場運営調整課長 ) 

松崎  純司 (国立競技場代々木事業課長 ) 

大海  慎司 (国立 ｽﾎﾟｰﾂ科学 ｾﾝﾀｰ運営部運営調整課

長、ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ運営部運営調整

課長併任 ) 

河村  弘之 (国立 ｽﾎﾟｰﾂ科学 ｾﾝﾀｰ運営部研究協力課

長、ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ運営部研究協力

課長併任 ) 

渡邉  雄二 (国立登山研修所長 ) 

高橋  昇一 (スポーツ振興事業部運営調整課長 ) 

郷路  健二 (スポーツ振興事業部事業企画課長 ) 

杉本   裕  (学校安全部学校安全課長）  

堀越   修  (監査室主幹 ) 

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

平成１５年１０月１日  

平成１５年度規程第１５号  

(目的 ) 

第１条  この規程は、独立行政法人日本スポーツ振

興センター組織運営規則（平成１５年度規則第２

号）第８条第３項に基づき、国立スポーツ科学セ

ンター業績評価委員会（以下「委員会」という。）

の組織及び運営について、必要な事項を定めるこ

とを目的とする。  

 

(審議事項 ) 

第２条  委員会は、独立行政法人日本スポーツ振興

センター（以下「センター」という｡）理事長の諮

問に応じ、国際競技力向上のための研究・支援業

務に関する評価について審議する。  

 

(組織 ) 

第３条  委員会は、委員１０名以内で組織する。  

２  委員会に委員長を置き、委員の互選により選任

する。  

３  委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。  

４  委員長に事故があるときは、あらかじめその指

名する委員が職務を代行する。  

 

(委員 ) 

第４条  委員は、学識経験のある者のうちから、理

事長が委嘱する。  

２  委員の任期は２年とし、再任は妨げない。ただ

し、欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前

任者の残任期間とする。  

３  委員は、非常勤とする。  

 

(会議 ) 

第５条  理事長は委員会を招集する。  

２  委員会は、過半数の出席がなければ、会議を開

き、決議することができない。  

３  委員会の議事は、委員で会議に出席した者の過

半数で決し、可否同数のときは、委員長の決する

ところによる。  

 

(役職員の出席 ) 

第６条  センターの役職員は、委員会に出席し、意

見を述べることができる。  
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(庶務 ) 

第７条  委員会に関する庶務は、運営部運営調整課

において処理する。  

 

(運営の細目 ) 

第８条  この規程に定めるもののほか、委員会の議

事運営上必要な事項は、委員会が定める。  

 

附  則  

１  この規程は、平成１５年１０月１日から施行

する。  

２  この規程の施行後最初に委嘱される委員の任

期は、第４条第２項の規定にかかわらず、委嘱

の日から平成１７年３月３１日までとする。  

 

 

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

平成２２年４月１日現在  

 

委員長  

村山  正博   (横浜市ス ポ ー ツ医科学センター顧問) 

委員  

定本  朋子  (日本女子体育大学教授 ) 

芝山  秀太郎 (前鹿屋体育大学長 ) 

鈴木  大地  (順天堂大学准教授 ) 

高松   薫   (流通経済大学教授 ) 

原田  宗彦  (早稲田大学教授 ) 

三ツ谷洋子   ((株)スポーツ21エンタープライズ代表取締役、  

法政大学教授 ) 
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