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独立行政法人日本スポーツ振興センター平成２２年度計画 

 

独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第３１条の規定により、独立行政法人日本ス

ポーツ振興センター（以下｢センター｣という。）の中期計画に基づく、平成２２年度の業務運営に関

する計画（年度計画）を次のとおり定める。 

 

Ⅰ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ 経費の抑制 

（１）一般管理費等の節減 

一般管理費については、中期計画に基づき、「中期目標期間の最後の事業年度において、平

成１９年度に比較して、総額で１５％以上削減」するため、平成２２年度においては、９％

以上削減する。事業費（投票勘定・災害共済給付勘定・免責特約勘定の各業務及び一般勘定

のうちスポーツ振興基金業務並びに新規に追加される業務、拡充業務分等に係る経費を除

く。）についても、効率化を進め、対前年度比１％以上の削減を図る。 

経費の削減に当たっては、次のような措置を講じる。 

① 省エネルギー対策等の推進 

省エネルギーや環境に配慮しつつ経費の節減を図るため、法人内に設置した会議体を中

心として必要な方策を検討・実施する。 

また、本部事務所に係る光熱給水費について、平成２２年度においては、平成１９年度

に比較して、１％の節減を図る。 

② ペーパーレス化の推進 

本部事務所に係る管理運営費のうち、コピー用紙について、在庫管理を一元化すること

により経費を節減するとともに、文書の電子化、ペーパーレス化を推進し、平成２２年度

の用紙代を平成１９年度に比較して、１％程度削減する。 

 

また、総人件費については、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関す

る法律（平成１８年法律第４７号）等に基づく平成１８年度からの５年間で５％以上を基本

とする削減について、引き続き着実に実施する。 

なお、センターの給与水準は国家公務員の水準を上回っていることから、当該給与水準に

ついて検証を行い、給与水準の適正化に速やかに取り組むとともに、その検証結果や取り組

み状況についてはホームページにより公表する。 

 

（２）業務運営の効率化 

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
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当たっては、高品質なサービスの提供に留意するほか、実施業務内容等について検証を行

い、検証結果を踏まえた対象範囲の検討を行う。 

② 公共調達の適正化への取組 

調達に当たっては、原則として一般競争入札等によることとし、企画競争や公募を行う

場合においても競争性、透明性の確保を図る。 

平成２１年度に策定した随意契約見直し計画の実施状況を含む入札及び契約の適正な実

施については、外部有識者及び監事で構成する「契約監視委員会」による点検・見直しを

行うとともに、財務諸表等に関する監査の中で会計監査人によるチェックを要請する。ま

た、随意契約見直し計画の取組状況をホームページにより公表する。 

なお、「環境物品等の調達の推進を図るための方針」に基づき、環境への負荷の少ない物

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、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。 

 

２ 組織及び定員配置の見直し 

業務執行が効果的・効率的に行えるよう、責任と役割分担を明確化した機能的で柔軟な組織

体制の整備及び業務内容・業務量に応じた職員等の配置を行うとともに、事務及び事業の効率

化を進める。 

 

３ 業務運営の点検・評価 

（１）自己点検・評価の実施 

自己評価委員会を開催し、定期的に業務の進行管理及び業務実績の点検・評価を行い、業

務運営の改善に資する。 

 

（２）業務運営の改善促進 

業務運営全般について法人の長によるヒアリングを実施し、課題等を提起し、業務運営の

改善に資する。 

また、業務運営に関する内部統制の状況に留意しつつ、監事による監査を実施し、監査結
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果を業務運営に反映させる。 

 

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

き措置 

１ スポーツ施設の運営・提供に関する事項 

（１）大規模スポーツ施設における稼働日数の確保 

センターの大規模スポーツ施設について、安全で高水準な施設条件を維持した上で、国際

的・全国的なスポーツ大会等の開催やスポーツの利用に支障の無い範囲において文化的行事

等の利用に供することにより、中期目標期間の平均で、それぞれ次の稼働日数を確保する。

ただし、安全で高水準な施設条件を維持するために必要となる改修等の期間を除く。 

① 国立霞ヶ丘競技場 

ア 陸上競技場 

良質なスポーツターフ等施設条件を維持するために必要な養生期間等を考慮した上で、

年間１３５日以上の稼働日数を確保する。 

イ ラグビー場 

ラグビー専用競技場として良質なスポーツターフ等施設条件を維持するために必要な

養生期間等を考慮した上で、年間８０日以上の稼働日数を確保する。 

② 国立代々木競技場 

ア 第一体育館 

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

２２５日以上の稼働日数を確保する。 

イ 第二体育館 

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

３０５日以上の稼働日数を確保する。 

 

（２）スポーツ施設利用者の利便性の向上 

① ホームページを活用した情報提供 

センターの設置するスポーツ施設の利用情報等（利用申込、空き情報、利用条件、イベ

ント情報等）を一元的かつ積極的に情報提供することにより、スポーツ施設利用者の利便

性の向上を図る。 

② 施設利用者の利便性の向上・ニーズの把握 

施設利用者に対するアンケート調査等の実施により、利用者ニーズの把握を行い、快適

な利用環境の提供に資する。 

 

（３）スポーツ施設の利活用の促進 

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

また、スポーツの利用に支障のない範囲において、競技会以外の一般利用にも供する。 

 

２ 国際競技力向上のための研究・支援等に関する事項 

（１）国際競技力向上のための総合的支援 

国際競技力向上に向けた強化活動に対し、文部科学省、財団法人日本オリンピック委員会

（以下「ＪＯＣ」という。）及び中央競技団体（以下「ＮＦ」という。）等と連携し、支援内

容の明確化を図り、スポーツ医・科学及び情報の各側面から総合的に支援活動を実施すると

ともに、国立スポーツ科学センター（以下｢ＪＩＳＳ｣という。）及びナショナルトレーニン

グセンター（以下「ＮＴＣ」という。）の施設・設備を活用した効果的な支援を実施する。 

① スポーツ医・科学分野からの支援 

ア 競技者の総合的チェックの実施 

競技者の心身の状態を、メディカル、フィットネス、メンタル及び栄養の４つのカテ

ゴリーからスポーツ医・科学的な検査・測定を行い、得られたデータを専門スタッフが

評価・診断し、国際競技力向上に有用なデータのフィードバックを行う。 

イ 医・科学サポートの実施 

これまでの研究・支援活動の成果及びＮＦの要望等を踏まえ、ロンドンオリンピック

競技大会をはじめとする各種国際競技大会に向けたＮＦの強化活動に対し、支援活動内

容の明確化・重点化を図り、プロジェクトチーム型の支援を行う。また、スポーツ医・

科学に関する各種の個別相談、実技指導（心理、栄養、トレーニング）、講習会等を行う。 

② スポーツ情報分野からの支援 

ア 国際競技力向上関連情報の収集・分析・提供 

国内外のスポーツ政策や強化戦略、強化拠点、及び競技力向上施策・プログラム等の

国際競技力向上に関わる各種情報を収集し、それらをＪＯＣやＮＦ、地域スポーツ医・

科学センター、大学等をはじめとする関係機関及び関係者に提供する。 

特に、英国をはじめとした欧州各国の情報収集は、ロンドン事務所を積極的に活用す

る。 

また、これらの情報をもとに、国際競技力向上に関わる国内外の動向・情勢を分析し、

我が国の国際競技力向上の政策・戦略・施策等の企画・策定への支援を行う。 

イ 国際競技力向上のための情報戦略・連携ネットワークの強化・充実 

ＪＯＣ、ＮＦ、地域スポーツ医・科学センター、体育系大学をはじめとする研究機関、

及び海外のスポーツ関連機関等との情報戦略・連携ネットワークの拡大・強化を図る。 

特に、英国をはじめとした欧州各国の関係機関とのネットワークの構築は、ロンドン事

務所を通じて積極的に行う。 

また、これらのネットワークを有効に活用して、国際競技力向上のためのタレント発

掘・育成プログラムに関する支援、ＮＴＣ強化活動の支援、ＮＴＣ競技別強化拠点との情
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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を行う。 

③ トレーニング施設等の提供 

快適なトレーニング施設等の提供を行うため、施設の利用主体であるＪＯＣとの定期的

な連絡調整の場を設けるとともに、ＮＦ等に対するヒアリング等を実施し、利用者ニーズ

を把握する。 

 

（２）国際競技力向上のための研究の推進 

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

１２研究課題に関するプロジェクト研究を実施する（別紙１参照）。 

プロジェクト研究は、必要に応じてＪＯＣ、ＮＦ、地域スポーツ医・科学センター、体育

系大学をはじめとする研究機関のスタッフをメンバーに加えたプロジェクトチーム体制で

実施するとともに、年度途中で早急な解決が必要となる課題に対して対処できる体制を整え

て推進する。 

 

（３）スポーツ診療 

競技者が良好なコンディションで競技を行えるよう、スポーツ外傷・障害、疾病に対する

診療・アスレティックリハビリテーション、心理カウンセリング、栄養相談の実施及び障害

等の予防法に関する啓発等を行う。 

また、ＪＯＣの医学サポート部会やＮＦの強化スタッフと連携して、合宿等の練習現場や

競技会を訪問し、ＮＦのメディカルスタッフ間のネットワーク構築を図るとともに、スポー

ツ外傷・障害の予防やコンディショニングについてのアドバイスを行う。 

 

（４）研究・支援活動の成果及び収集情報の普及・提供 

① 研究・支援活動の成果の競技現場への提供 

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

② 研究・支援活動の成果の普及 

ア 国内外の学術雑誌や学会誌等に研究論文を公表する。 

イ 全国的なシンポジウム、セミナー、学会等に研究員を積極的に派遣し、研究成果等を

発表する。 

ウ ＪＯＣ及びＮＦ等が主催するコーチ会議、テクニカル会議、研修会等に研究員を講師

として派遣し、スポーツ医・科学に関する研究成果等の普及を図る。 

③ 研究・支援活動の成果及び収集情報の提供 

研究・支援活動の成果や収集により得られた情報のうち、一般に公開すべき情報につい

ては、ＪＩＳＳのホームページ等を通じて、積極的に提供を行う。 

 

（５）外部有識者による評価の実施 

外部有識者で構成する国立スポーツ科学センター業績評価委員会において、国際競技力向

上のための研究・支援業務実施の事前及び事後に外部評価を実施するとともに、評価結果や

意見等を次年度の事業に反映させるなど、効果的・効率的に事業を実施する。 

 

３ スポーツ振興のための助成に関する事項 

スポーツ振興基金及びスポーツ振興投票による助成の実施に当たっては、両制度創設の趣旨

及びスポーツ振興基本計画等の国の施策を踏まえ、安定的・計画的な助成に配慮しつつ、効果

的な助成を行う。 

（Ａ）助成業務の透明性の確保等 

（１）公平性・透明性の確保 

① スポーツ振興基金及びスポーツ振興投票による助成の実施に当たって、助成に係る要綱

等により、基準を明確にする。 

② 外部の有識者による審査委員会を設置し、その審査を踏まえて、交付対象の採択を行う。 

③ 助成内容・助成額・交付先及び審査委員の氏名等をホームページ・パンフレットにより

審査終了後速やかに公開し、透明性の確保を図る。 

 

（２）助成業務の効率化・適正化 

① 安定的・計画的な助成に資するため、スポーツ団体等の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。 
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④ 「スポーツ振興投票の収益による助成の基本方針」（文部科学大臣決定）に基づき、助

成事業を行うこととし、助成事業費９０億円を計画する。なお、事業ごとのニーズを見極

めながら、助成対象の見直し及び対象事業の充実等を適宜行う。（別紙２参照） 

また、複数年度にわたる事業への安定的助成や、大規模な国際大会への支援、国民体育

大会冬季大会の対象施設やスポーツ振興投票の対象となる試合を実施する施設の整備等の

ため、助成財源の一部を確保する。 

 

（３）助成申請者の利便性の向上 

① 交付申請等事務手続きの簡素化かつ迅速化を図る。このため、助成対象内容、申請手続

き、採択基準、受付窓口等をホームページ等により公開する。 

② スポーツ振興に係る助成金交付申請受付事務のオンライン化を推進し、申請受付件数全

体に占めるオンラインによる申請率が９０％以上の水準を維持できるよう、利用促進を図

る。 

 

（Ｂ）スポーツ振興助成のための安定的な財源の確保  

（１）より多くの助成財源の確保 

① スポーツ振興基金 

助成財源の安定的な確保のため、スポーツ振興基金の運用基準等に基づき安全かつ安定

的な運用を行う。また、民間からの寄附金などにより基金の増額に努める。 

② スポーツ振興投票 

売上向上効果が期待できるあらゆる事項に取り組んでくじの売上向上や経費節減に努め、

スポーツ振興投票事業準備繰入として１０４億円を計画する。また、適切な資金運用に努

め、助成財源の維持・拡充に努める。 

 

（２）助成制度の趣旨の普及・浸透 

① 助成を受けたスポーツ団体等に対し、当該事業がスポーツ振興基金又はスポーツ振興投

票による助成金の交付を受けて行われたものであることを、各団体のホームページ、看板

等に明示することを求めるとともに、助成対象事業に伴うスポーツ用品等に toto のロゴ

マーク表示の工夫を行うなど、両制度の趣旨が、国民に容易に理解され、広く社会に普及・

浸透するよう努める。 

② スポーツ振興投票制度の周知のための広報及びくじ販売促進のための広告宣伝等を効

果的に行い、スポーツ振興投票制度が多くの国民の理解を得るようにする。 

③ 青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。 
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４ 災害共済給付事業に関する事項 

災害共済給付制度の利用者へのサービス向上を図るとともに、事務の大幅な改善を行うため

オンラインシステムの更新を始めとする次の具体的措置を講じる。 

（１）公正かつ適切な給付の実施 

① 審査体制の整備・充実 

ア 本部・支所を通じた審査体制の整備・充実 

不服申し立ても含めた重要案件に対する審査体制を充実するため、本部においては、

協議案件の迅速な処理を行うための審査体制の整備・充実を図るほか、支所においては、

システムの更新に合わせ審査体制を整備するとともに、審査事務の効率化を図る。 

イ 利用者の利便性の向上 

給付の迅速化を図り、利用者の利便性を高める。 

② 災害調査の積極的な実施 

給付の公正かつ適正な実施に資するものであり、また、調査で取得した情報は、事故防

止にも活用できるため「災害調査実施要綱」に基づき災害調査をより積極的に実施する。 

 

（２）業務の効率化及び支所の業務等の在り方検討 

支所の業務等の在り方については、学校安全業務検討委員会やセンター内でのこれまでの

検討結果を踏まえ、（１）の措置に加え、次の具体的措置を講じる。 

① 災害共済給付オンライン請求システム（以下「災害共済給付システム」という。）の利

用促進 

利用率が低い設置者に対して利用勧奨を重点的に実施し、さらなる利用率の向上に努め

る。 

② 災害共済給付システムの整備 

ア システムの更新 

事務の合理化と利用者の利便性の向上等を図るため、本年度システムの更新を行う。 

イ システム更新の周知 

システムの更新については、教育委員会、養護教諭等の学校関係者へ十分な周知を行

う。 

 

５ スポーツ及び児童生徒等の健康の保持増進に関する調査研究並びに資料の収集及び提供等

に関する事項 

（１）登山指導者の養成及び登山に関する情報の提供 

大学山岳部や中高年登山の指導者等の資質の向上を図るための研修会等を延べ４０日程度

開催する。 

また、登山に関する最新の知見や技術等についての情報提供を行うとともに、研修会等に

も活用する。 



 9 

なお、研修会等については、十分な安全対策を講じた上で開催する。 

ア 大学生登山リーダー養成コース 

イ 中高年安全登山指導者等養成コース 

ウ 山岳遭難救助従事者コース 

エ 研修会指導者コース 

 

（２）スポーツの普及・施設維持管理情報の提供 

① 施設維持管理情報の提供 

スポーツの普及・振興に資するため、国立競技場の施設を利用しながら、スポーツター

フの維持管理方法等、これまでの施設管理運営から得た維持管理方法に関する情報提供を

行うため、研修会等を開催し、地域のスポーツ施設等の環境整備を支援する。 

ア 主要スタジアム情報交換会 

イ スポーツターフ研修会 

② 施設管理指導者養成・生涯スポーツの振興 

関係団体と連携して講習会等を開催し、施設管理指導者養成や生涯スポーツの振興を図

る。 

ア 水泳指導管理士養成講習会 

イ 体育施設管理士養成講習会 

ウ トレーニング指導士養成講習会 

エ 体育施設運営士養成講習会 

オ 全国体育施設研究協議大会 

カ 各種スポーツ教室 

 

（３）学校安全支援業務 

学校安全支援業務の在り方については、学校安全業務検討委員会やセンター内での検討結

果を踏まえ、支所の安全支援業務は事故情報を地域レベルで収集・分析し、学校へ提供する

などの業務を除き本部に原則一元化し、調査研究等を効率的・効果的に実施する。 

① 学校災害事故防止に関する調査研究等 

ア 調査研究 

・「学校災害防止調査研究委員会」の第二部会において「学校給食における食物アレルギ

ーへの対応」に関する調査研究を実施し報告書をまとめる。また、「学校安全情報委員

会」において「学校における突然死予防」に関する調査研究を実施し報告書をまとめ

る。 

・災害共済給付業務を通して得られた事故事例の原因を分析するとともに、有効な事故

防止事例を収集する調査研究に着手する。なお、実施にあたっては学識経験者等の協

力を得て行う。 
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イ 基本データの取りまとめ 

「災害統計調査」及び「死亡・障害事例集」を作成する。 

ウ 学校給食調理場の実態調査等 

学校での食の安全を確保するため、学校給食調理場の実態調査等について、次のよう

に実施する。 

・前年度に食中毒が発生した学校給食調理場へ衛生管理専門家を５回程度派遣し、実態

調査を実施し、拭取り検査データを含め、実態調査報告書を作成する。 

・学校給食用食品等について、細菌検査（１５０検体程度）、ウイルス検査（５０検体程

度）、残留農薬検査（１００検体程度）を行う。 

② 学校災害防止に関する情報提供 

これまでセンターが蓄積している情報をより利用しやすい形で効果的に提供するため、

次の具体的措置を講じる。 

ア 学校災害防止に関する講習会等の実施 

・平成２０年度の調査研究の成果である「学校給食における食中毒防止Ｑ＆Ａ」及び学

校給食調理場の拭取り調査から得られた衛生管理に関する情報等を提供するため、「学

校における食の安全に関する講習会」を５回程度実施するとともに、受講者に対して

研修内容・方法等についてのアンケート調査を実施し、８０％以上から「有意義であ

った」などプラスの評価を得る。 

・平成２１年度の調査研究の成果である「課外指導における事故防止対策」の最終報告

及びこれまでの調査研究の成果などの学校安全情報を学校関係者等へ幅広く提供する。 

イ 学校安全支援業務に関するホームページの充実 

・学校の管理下における死亡・障害事例のデータベースをホームページで公表するなど

情報内容の充実を図ることとし、また、アクセス数は年間６０万件以上を目標とする。 

ウ 災害共済給付システムを通じ収集・分析可能な情報の充実 

・システムの更新を利用して、利用者の利便性の向上にため統計情報提供機能の充実を

図る。 

③ 学校安全支援業務の検証 

学校安全業務検討委員会での検討等を踏まえ、学校安全支援業務の必要性・有効性を検

証するため養護教諭等の学校関係者又は教育委員会にアンケートを実施する。 

 

（４）関係団体等との連携 

スポーツ関係団体や各支所において都道府県教育委員会との連携を密にし、意見・要望等

を把握する。 
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Ⅲ 予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画 

１ スポーツ振興投票等業務に係る経営の安定化 

本業務の効率的な実施等による経費節減及び売上向上などにより、スポーツ振興投票等業務

の経営の安定化に向けた取り組みを進め、スポーツ振興くじ売上金として６３０億円を計画す

る。 

なお、売上向上については、次のとおり、売上向上効果が期待できる事項に取り組む。 

① 広告・宣伝等によりスポーツ振興くじ「ＢＩＧ」のさらなる普及に努め、スポーツ振興

くじの新たな購入者を獲得するとともに、ほかのくじの購入者獲得や購入者の定着等にも

つながるよう取り組む。 

② 長期的・継続的な売上向上を図るため、新たな購入者層の獲得及び購入者の定着を図る

観点から購入者のニーズ等を踏まえて、さらに新しいくじの検討・開発等を継続的に行う。 

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

める。 

④ 国際試合を対象とすること、その他の売上向上や経営安定に大きな効果があると考えら

れる事項について、効果を適切に見積りながら、実施方法及び必要な措置等の調査研究を

継続する。 

⑤ スポーツ振興投票事業の販売・実施体制などに関する基礎的なデータや第三者の専門的

な知見に基づく調査研究等を踏まえ、平成２５年以降の実施体制の構築に向けた準備に取

り組む。 

 

２ 自己収入の確保及び予算の効率的な執行 

（１）運営費交付金以外の収入の増加等 

法人内に設置した会議体を中心として運営費交付金以外の自己収入の増加を図るとともに、

必要に応じ遊休資産の処分等を行う。 

なお、職員宿舎の用途に供していた習志野及び所沢の建物等については、継続して処分に

取り組む。 

また、寄附金の受け入れ態勢を整備し、寄附の受入れ等の増加に努める。 

 

（２）競争的資金の獲得 

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

費の不正使用及び不正受給並びに研究上の不正防止に取り組む。 

 

（３）予算の効率的な執行 

予算の執行に当たっては、節約を行うとともに、管理会計の活用により財務情報を把握し、

適切な業務運営を行い、効率的な執行を図る。 
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３ 資金の運用及び管理 

安全かつ安定的な資金の運用を図るため、資金管理主幹により、継続的に資金の管理・運用

に係る情報等の収集、分析及び提供を行うとともに、資金管理委員会を定期的に開催し、資金

の運用状況を確認する。 

また、必要に応じて、安全な金融機関の選択や効率的な金融商品の選択等に関する運用基準

の見直しを行う。 

 

４ 平成２２年度の予算（人件費の見積りを含む。） 

（１）総計        別表－１のとおり 

（２）投票勘定      別表－２のとおり 

（３）災害共済給付勘定  別表－３のとおり 

（４）免責特約勘定    別表－４のとおり 

（５）一般勘定      別表－５のとおり 

 

５ 平成２２年度の収支計画 

（１）総計        別表－６のとおり 

（２）投票勘定      別表－７のとおり 

（３）災害共済給付勘定  別表－８のとおり 

（４）免責特約勘定    別表－９のとおり 

（５）一般勘定      別表－10のとおり 

 

６ 平成２２年度の資金計画 

（１）総計        別表－11のとおり 

（２）投票勘定      別表－12のとおり 

（３）災害共済給付勘定  別表－13のとおり 

（４）免責特約勘定    別表－14のとおり 

（５）一般勘定      別表－15のとおり 

 

Ⅳ 短期借入金の限度額 

運営費交付金の受入れの遅延及び事故の発生等により緊急に資金の調達が必要となった場合

は、短期借入金の限度額（１０億円）の範囲内で借り入れを行う。 

 

Ⅴ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

職員宿舎の用途に供していた建物、構築物及び土地（千葉県習志野市泉町２－６－１１、埼玉

県所沢市榎町９－１０）を譲渡する。 
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Ⅵ 剰余金の使途 

１ スポーツ施設の保守・改修 

２ スポーツ振興基金助成事業の充実 

３ 情報通信技術関連機器の整備 

４ 人材育成、能力開発 

５ 職場環境の改善 

６ 広報、成果の発表・展示 

７ 主催事業及び調査研究事業の充実 

 

Ⅶ その他文部科学省令で定める業務運営に関する事項 

１ 施設及び設備に関する計画 

別表－１６のとおり 

施設整備・管理の実施に当たっては、業務実施上の必要性及び施設の老朽化が進行している

ことにかんがみ、長期的視野に立ち策定した整備計画に基づき、計画的に施設整備を推進する。 

また、施設の管理運営に当たっては、維持保全を確実に実施することにより、利用者の安全

の確保に万全を期する。 

さらに、利用者本位の立場から、利用者の安全確保を考慮した施設の整備や改善を進めつつ、

高齢者・身体障害者等にも配慮した施設とする。 

 

２ 人事に関する計画 

（１）人員に関する指標 

業務運営の効率化、包括的業務委託の実施、執務体制の見直しなど効率的な組織体制の構

築を図ることにより計画的な合理化減を行い、常勤職員数の削減を図る。 

なお、職員の採用は、任期付任用、業務に関し高度な専門性を有する者の選考採用につい

て検討しつつ計画的に行う。 

 

（２）人材の育成等 

① 研修の実施 

職員の能力開発及び高度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、



 14 

消防・防災関係情報や緊急連絡名簿等を常に最新のものに更新するなど、災害時等緊急時

に即応可能な体制の充実を図る。 

 

（３）研究職員の資質向上 

研究職員については、質の高い研究・支援を推進するため、任期付任用制度の活用、職の

公募等により、優れた人材の確保と資質向上を図る。 

 

３ 積立金の使途 

（１）災害共済給付及び免責特約に係る事業 

（２）スポーツ振興基金助成事業の充実 

（３）児童生徒等健康保持増進事業 

① 災害共済給付システムの整備 

② 児童生徒等の健康の保持増進に係る業務の推進 
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【別紙１】 

平成２２年度国立スポーツ科学センター スポーツ医・科学研究事業 プロジェクト研究一覧 

研究課題名 研究概要 

国際競技力向上に有用なコンディ
ション評価方法の開発と応用 

（４年計画の２年目） 

スポーツの競技会等において競技者が最高のパフォーマンスを発揮するためには、競技者のコン

ディションを最良の状態に調整する、いわゆる、コンディショニングが重要となる。そこで本研究で
は、最新の科学的知見を取り入れながら、新たな競技者のコンディション評価方法を開発するととも
に、それを実際の競技者に応用しながら、国際競技力向上に貢献することを目的とする。 

低酸素トレーニングの有用性に関
する研究 

（４年計画の２年目） 

本研究では、低酸素環境での滞在およびトレーニングの効果を生理・生化学的指標を用いて明らか
にする基礎的研究と、競技者を対象に低酸素環境および高地でのトレーニング内容や生理的指標

の変化などを評価する実践的研究を実施することにより、低酸素環境での滞在とトレーニングおよ
び高地トレーニングの有用性を検証することを目的とする。 

身体運動及び人間・用具・環境系
の挙動の最適化に関する研究 

（４年計画の２年目） 

近年の国際的な競技スポーツの場では、競技実践の主体である競技者の能力が向上しているのみ

でなく、急速に発展した各種テクノロジーの応用も競技力に大きく貢献している。そこで本研究では、
競技者の身体運動のみでなく、使用している用具・用品、置かれた環境条件等との関係性も含めた
系全体の挙動を捉え、その最適化を試みること及びその結果から競技パフォーマンス向上のため

の示唆を得ることを目的とする。 

競技パフォーマンスの診断システ
ムの構築に関する研究 

（４年計画の２年目） 

近年、競技スポーツのパフォーマンス評価・診断にバイオメカニクス的手法は重要な役割を果たす

ようになりつつあるが、現実の選手育成や強化の場面で有効活用できるシステムが充実していると
は言い難い。そこで本研究では、バイオメカニクス的手法について方法論上の妥当性を見直し、そ
の開発・改善を進め、個別の競技種目において運動技術の改善等に役立つ診断システムを構築す

ることを目的とする。 

トップアスリートに対する個別心
理サポートの適性判断 

（２年計画の２年目） 

個別心理サポートを求める競技者の数は年々増えているが、彼らの訴える心理的課題は多様であ
る。選手個々に相応しい心理接近法の選択基準を設けることは、競技者への心理的援助の質的向
上となり、彼らの競技力向上に貢献する。そこで、本研究では、心理接近法の選択基準設定の前提

となるトップレベル競技者の基礎的資料を収集する。特に、心理力動学的視点からみた特性と、主訴
別の個別サポートの展開過程の違いを明らかにすることを目的とする。 

競技者の栄養評価に関する研究 
（３年計画の２年目） 

競技力向上に向けた増量・減量等の食事調整を行う際に、競技者個別に対して的確に必要なエネル
ギーや栄養素量を推定することが必要であることから、競技者の栄養摂取基準値に関する検討を行
う。また、競技者の日常的な食事摂取量を把握できる方法として、競技者向け半定量食物摂取頻度

調査表票について検討する。さらに、サプリメントに関する情報の収集と発信を行うこととする。 

スポーツ外傷・障害の治療および
予防のための医学的研究 

（４年計画の２年目） 

スポーツ外傷・障害の予防プログラムの普及に努めるとともに、その効果を検証していく。そのため

に、関連学会や競技団体および日本スポーツ振興センター学校安全部と協力して比較検証するた
めの基礎的データの構築体制を整備していく。またスポーツ外傷・障害の予防に重要な基本的な姿
勢制御動作の解析や、スポーツ外傷・障害の治療に向けて高圧酸素治療についての基礎的研究を

行う。 

トップアスリートにかかわる内科
的問題点の診断・治療・予防に関

する研究 
（４年計画の２年目） 

クリニックにて行われるメディカルチェックや診療で得られた知見・データを検討、解析し、内科的な
問題点の診断・治療・予防に関しての臨床研究を行い、アスリートの良好なコンディショニング、競技

力向上に貢献することを目的とする。これらの研究はトップアスリートのみが受診するという JISS ク
リニックの特徴を生かした研究であり、日本のスポーツ界にとっても有用な研究である。さらに「トッ
プアスリートの喘息」および「オーバートレーニング症候群」の診断・治療体系の構築を行う。 

国際競技力向上のための情報戦

略の在り方に関する研究 
（４年計画の２年目） 

オリンピック競技大会でのメダル獲得に向けた我が国の強化戦略の立案及びオリンピック競技大会

で我が国が発揮したパフォーマンスの評価において、自国の国際競争力の正確な分析・評価とそれ
らの情報のメディアを通じた発信は、情報戦略上のクリティカルファクターである。本研究では、我が
国の国際競争力評価の基礎となるポテンシャルアスリートの選定基準とメディアからの情報発信傾

向の分析・検証を通して、我が国の国際競技力向上のための情報戦略の在り方を検討することを目
的とする。 

センサーを利用したトレーニング
アシストシステムの開発 

（２年計画の２年目） 

トレーニングを効果的に行うためには、トレーニングの場で即座に利用できるように、センサーを利

用して運動の力学的パラメータを計測する方法が向いている。そこで、本研究課題では、最新のセ
ンサー技術を用いデータを収集し、それを適切にモデル化して解析して選手、コーチにフィードバッ
クする事で、練習の場でのセンサーを利用の可能性を開拓することを目的とする。  

映像を利用したトレーニングアシ

ストシステムの開発 
（４年計画の２年目） 

スポーツの練習において，映像の利用状況は様々であるが、それをトレーニングのアシストとする
時に必要な視点は、即時から長期の利用にわたる「トータルにトレーニングをサポートする映像シス

テム」であると考える。本開発課題では、トータルにトレーニングをアシストする映像システムとし
て、撮影系、保存系、活用系に関して開発を行い、それを現場で利用できるようにすることを目的と
する。 

スポーツ科学における測定技術

に関する研究 
（４年計画の２年目） 

本研究では、現在フィットネスチェックで採用されている各種測定技術を主な研究対象として、それら
技術の測定精度（妥当性、信頼性、客観性）および適切な利用方法・手順について科学的手法を用い

て検証・評価すること、さらに検証・評価を通して得られた知見を組織的に共有・蓄積し、アスリートチ
ェックを含むJISS測定業務のさらなる品質向上に活用するための具体的手法を検討することを目的
とする。 
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【別紙２】 

平成２２年度スポーツ振興投票 助成対象事業一覧 

区  分 助成事業細目 

地域スポーツ施設整備助成 

クラブハウス整備事業 

グラウンド芝生化事業 

スポーツ施設等整備事業 

総合型地域スポーツクラブ活動助成 

総合型地域スポーツクラブ創設支援事業 

総合型地域スポーツクラブ自立支援事業 

総合型地域スポーツクラブ活動基盤強化事業 

広域スポーツセンター指導者派遣等事業 

地方公共団体スポーツ活動助成 

地域スポーツ活動推進事業 

地域スポーツクラブ活動支援事業 

国民体育大会冬季大会の競技会開催支援事業 

スポーツ団体が行う将来性を有する選手の発掘及び育成強化助成 

スポーツ団体スポーツ活動助成 

スポーツ活動推進事業 

ドーピング防止活動推進事業 

スポーツ指導者海外研修事業 

組織基盤強化事業 

国際スポーツ会議開催事業 

国際競技大会開催助成 

優秀な選手・指導者への個人助成に充当 

 



［収　　入］
運営費交付金 5,945
施設整備費補助金 3,815
災害共済給付補助金 2,562
基金運用収入 597
国立競技場運営収入 2,318
国立スポーツ科学センター運営収入 355
ナショナルトレーニングセンター運営収入 549
国立登山研修所運営収入 1
スポーツ及び健康教育普及事業収入 108
スポーツ振興投票事業収入 63,543
共済掛金収入 17,033
スポーツ振興投票事業準備金戻入 9,000
受託事業収入 1
寄附金収入 36
営業外収入 3
利息収入 106
前中期目標期間繰越積立金取崩額 586

計 106,557

［支　　出］
業務経費 34,903

うち、人件費 3,130
　　　国立競技場運営費 1,079
　　　国立スポーツ科学センター運営費 2,176
　　　ナショナルトレーニングセンター運営費 1,625
　　　国立登山研修所運営費 51
　　　スポーツ振興基金事業費 1,248
　　　スポーツ及び健康教育普及事業費 780
　　　スポーツ振興投票業務運営費 15,813
　　　スポーツ振興投票助成事業費 9,000

給付金 18,666
受託事業費 1
一般管理費 1,157

うち、人件費 715
　　　物件費 442

施設整備費 3,815
払戻返還金 31,500
国庫納付金 5,187
スポーツ振興投票事業準備金繰入 10,375

計 105,604

［注記］
　　１　勘定間の繰入額は、損益計算書科目の費用と収益が両建てされている場合には相殺している。
　　２　各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

【別表－１】

(単位 : 百万円)
金　　　　　　額

平成２２年度年度計画予算(総計)

区　　　　　　　　分
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［収　　入］
スポーツ振興投票事業収入 63,543
スポーツ振興投票事業準備金戻入 9,000
利息収入 69

計 72,612

［支　　出］
業務経費 25,249

うち、人件費 436
　　　スポーツ振興投票業務運営費 15,813
　　　スポーツ振興投票助成事業費 9,000

一般管理費 51
払戻返還金 31,500
国庫納付金 5,187
スポーツ振興投票事業準備金繰入 10,375

計 72,362

［注記］
　　各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

【別表－２】
平成２２年度年度計画予算(投票勘定)

(単位 : 百万円)
区　　　　　　　　分 金　　　　　　額
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［収　　入］
災害共済給付補助金 2,562
共済掛金収入 16,603
免責特約勘定より受入 274
利息収入 19

計 19,458

［支　　出］
給付金 18,666
一般勘定繰入金 230

計 18,896

［注記］
　　各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

【別表－３】
平成２２年度年度計画予算(災害共済給付勘定)

(単位 : 百万円)
区　　　　　　　　分 金　　　　　　額
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［収　　入］
共済掛金収入 430
利息収入 18

計 448

［支　　出］
災害共済給付勘定へ繰入 274

計 274

［注記］
　　各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

【別表－４】
平成２２年度年度計画予算(免責特約勘定)

(単位 : 百万円)
区　　　　　　　　分 金　　　　　　額
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［収　　入］
運営費交付金 5,945
施設整備費補助金 3,815
基金運用収入 597
国立競技場運営収入 2,318
国立スポーツ科学センター運営収入 355
ナショナルトレーニングセンター運営収入 549
国立登山研修所運営収入 1
スポーツ及び健康教育普及事業収入 108
受託事業収入 1
寄附金収入 36
営業外収入 3
災害共済給付勘定受入金 230
利息収入 0
前中期目標期間繰越積立金取崩額 586

計 14,545

［支　　出］
業務経費 9,654

うち、人件費（事業系） 2,694
　　　国立競技場運営費 1,079
　　　国立スポーツ科学センター運営費 2,176
　　　ナショナルトレーニングセンター運営費 1,625
　　　国立登山研修所運営費 51
　　　スポーツ振興基金事業費 1,248
　　　スポーツ及び健康教育普及事業費 780

受託事業費 1
一般管理費 1,106

うち、人件費（管理系） 715
　　　物件費 391

施設整備費 3,815
計 14,576

［注記］
　　各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

【別表－５】
平成２２年度年度計画予算(一般勘定)

(単位 : 百万円)
区　　　　　　　　分 金　　　　　　額
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費用の部 101,004
経常費用 90,630

業務経費 34,167
給付金 18,666
払戻返還金 31,500
受託事業費 1
国庫納付金 5,187
一般管理費 992
財務費用 117

臨時損失 10,375

収益の部 101,939
経常収益 92,939

運営費交付金収益 5,457
災害共済給付補助金収益 2,562
国立競技場運営収入 2,318
国立スポーツ科学センター運営収入 355
ナショナルトレーニングセンター運営収入 549
国立登山研修所運営収入 1
スポーツ及び健康教育普及事業収入 108
スポーツ振興投票事業収入 63,543
共済掛金収入 17,033
利息及び配当金収入 612
受託事業収入 1
寄附金収益 73
資産見返運営費交付金戻入 206
資産見返競技力向上支援事業費補助金戻入 4
資産見返寄附金戻入 7
財務収益 107
雑益 3

臨時利益 9,000

純利益 934

前中期目標期間繰越積立金取崩額 129

総利益 1,064

［注記］
　　１　勘定間の繰入額は、損益計算書科目の費用と収益が両建てされている場合には相殺している。
　　２　各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

【別表－６】
平成２２年度年度計画収支計画(総計)

(単位 : 百万円)
区　　　　　　　　分 金　　　　　　額
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費用の部 72,300
経常費用 61,926

業務経費 25,090
払戻返還金 31,500
国庫納付金 5,187
一般管理費 32
財務費用 116

臨時損失 10,375

収益の部 72,612
経常収益 63,612

スポーツ振興投票事業収入 63,543
財務収益 69

臨時利益 9,000

純利益 312

総利益 312

［注記］
　　１　臨時損失は、法令に基づく引当金等への繰入で、スポーツ振興投票事業準備金繰入額である。
　　２　臨時利益は、法令に基づく引当金等の戻入で、スポーツ振興投票事業準備金戻入額である。
　　３　各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

(単位 : 百万円)

【別表－７】
平成２２年度年度計画収支計画(投票勘定)

区　　　　　　　　分 金　　　　　　額
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費用の部 18,896
経常費用 18,896

給付金 18,666
一般勘定繰入金 230

収益の部 19,458
経常収益 19,458

災害共済給付補助金収益 2,562
共済掛金収入 16,603
免責特約勘定より受入 274
財務収益 19

純利益 562

総利益 562

［注記］
　　各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

(単位 : 百万円)

【別表－８】
平成２２年度年度計画収支計画(災害共済給付勘定)

区　　　　　　　　分 金　　　　　　額
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費用の部 274
経常費用 274

災害共済給付勘定へ繰入 274

収益の部 448
経常収益 448

共済掛金収入 430
財務収益 18

純利益 174

総利益 174

［注記］
　　各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

(単位 : 百万円)

【別表－９】
平成２２年度年度計画収支計画(免責特約勘定)

区　　　　　　　　分 金　　　　　　額
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費用の部 10,038
経常費用 10,038

業務経費 9,077
受託事業費 1
一般管理費 960
財務費用 1

収益の部 9,926
経常収益 9,926

運営費交付金収益 5,457
国立競技場運営収入 2,318
国立スポーツ科学センター運営収入 355
ナショナルトレーニングセンター運営収入 549
国立登山研修所運営収入 1
スポーツ及び健康教育普及事業収入 108
利息及び配当金収入 612
受託事業収入 1
災害共済給付勘定受入金収益 230
寄附金収益 73
資産見返運営費交付金戻入 206
資産見返競技力向上支援事業費補助金戻入 4
資産見返寄附金戻入 7
財務収益 1
雑益 3

純損失 112

前中期目標期間繰越積立金取崩額 129

総利益 17

［注記］
　　各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

【別表－１０】
平成２２年度年度計画収支計画(一般勘定)

区　　　　　　　　分 金　　　　　　額
(単位 : 百万円)
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資金支出 214,313
業務活動による支出 92,236
投資活動による支出 96,460
財務活動による支出 1,624
次年度への繰越金 23,993

資金収入 214,313
業務活動による収入 96,696

運営費交付金収入 5,945
スポーツ振興投票事業収入 63,543
共済掛金収入 17,033
受託事業収入 332
国立競技場の運営による収入 2,318
国立スポーツ科学センターの運営による収入 355
ナショナルトレーニングセンターの運営による収入 549
国立登山研修所の運営による収入 1
スポーツ及び健康教育普及事業による収入 108
基金業務における利息及び配当金収入 597
基金業務における有価証券の償還による収入 3,200
補助金等収入 2,562
寄附金収入 36
その他の収入 13
利息及び配当金の受取額 106

投資活動による収入 98,015
定期預金の払戻しによる収入 94,200
施設費による収入 3,815

財務活動による収入 3
民間出えん金の受入による収入 3

前年度よりの繰越金 19,598

［注記］
　　１　勘定間の繰入及び受入額については、相殺している。
　　２　各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

【別表－１１】
平成２２年度年度計画資金計画(総計)

(単位 : 百万円)
区　　　　　　　　分 金　　　　　　額
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資金支出 157,445
業務活動による支出 60,555

75,000
財務活動による支出 1,614
次年度への繰越金 20,277

資金収入 157,445
業務活動による収入 63,612

スポーツ振興投票事業収入 63,543
利息及び配当金の受取額 69

投資活動による収入 77,500
定期預金の払戻しによる収入 77,500

前年度よりの繰越金 16,333

［注記］
　　各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

投資活動による支出

【別表－１２】
平成２２年度年度計画資金計画(投票勘定)

(単位 : 百万円)
区　　　　　　　　分 金　　　　　　額
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資金支出 21,922
業務活動による支出 18,896
次年度への繰越金 3,025

資金収入 21,922
業務活動による収入 19,458

共済掛金収入 16,603
免責特約勘定より受入による収入 274
補助金等収入 2,562
利息及び配当金の受取額 19

前年度よりの繰越金 2,464

［注記］
　　各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

【別表－１３】
平成２２年度年度計画資金計画(災害共済給付勘定)

(単位 : 百万円)
区　　　　　　　　分 金　　　　　　額
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資金支出 659
業務活動による支出 274
次年度への繰越金 385

資金収入 659
業務活動による収入 448

共済掛金収入 430
利息及び配当金の受取額 18

前年度よりの繰越金 212

［注記］
　　各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

【別表－１４】
平成２２年度年度計画資金計画(免責特約勘定)

(単位 : 百万円)
区　　　　　　　　分 金　　　　　　額
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資金支出 34,792
業務活動による支出 13,016
投資活動による支出 21,460
財務活動による支出 10
次年度への繰越金 306

資金収入 34,792
業務活動による収入 13,684

運営費交付金収入 5,945
受託事業収入 332
国立競技場の運営による収入 2,318
国立スポーツ科学センターの運営による収入 355
ナショナルトレーニングセンターの運営による収入 549
国立登山研修所の運営による収入 1
スポーツ及び健康教育普及事業による収入 108
基金業務における利息及び配当金収入 597
基金業務における有価証券の償還による収入 3,200
災害共済給付勘定受入金による収入 230
寄附金収入 36
その他の収入 13
利息及び配当金の受取額 0

投資活動による収入 20,515
定期預金の払戻しによる収入 16,700
施設費による収入 3,815

財務活動による収入 3
民間出えん金の受入による収入 3

前年度よりの繰越金 590

［注記］
　　各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

【別表－１５】
平成２２年度年度計画資金計画(一般勘定)

(単位 : 百万円)
区　　　　　　　　分 金　　　　　　額
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施設整備の内容 予定額（百万円） 財　源

国立競技場等の改修及びナショナルトレーニン
グセンター用地購入費 3,815

施設整備費補助金

［注記］
　　１　金額は見込みである。
　　　　なお、上記のほか、業務の実施状況、施設・設備の老朽化度合い等を勘案した改修（更新）等が
　　　追加されることがあり得る。
　　２　上記には、平成21年度予算に係る工事の繰越分1,696百万円を含んでいる。

【別表－１６】
平成２２年度施設整備・管理の実施
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