
独立行政法人日本スポーツ振興センターの平成２２年度に係る業務の実績に関する評価

全体評価

②平成２２年度の評価結果を踏まえた、事業計画及び業務運営等に関して取るべき方策（改善のポイント）
（１）事業計画に関する事項
○ 各スポーツ施設の運営については、今後は、稼働日数だけの評価ではなく、施設の保守・点検や定期的な大規模修理を日程に組み入れた
考え方が必要であり、事前に想定できる休業がある場合には、それを勘案して年度計画を設定することが必要。 （項目別-p22参照）

○ 国際競技力向上のための研究・支援等業務については、今後も、特に大学等の持っている人材や施設とのスムーズな連携を図ることにより、
一層の効果が発揮できるものと期待する。（項目別-p29参照）

○ 災害共済給付業務については、公正かつ適切な給付の実施のため審査体制の一層の充実を期待する。また、災害共済給付システムの利用
率については、中期計画を上回っているものの、ＩＴ時代の目標としては低いように思われ、更なる普及が望まれる。（項目別-p58、60参照）

（２）業務運営に関する事項
○ 一般管理費等の節減については、今後は、スポーツ選手等利用者の活動に支障が生じない範囲で省エネルギー対策を講じるなど、更なる努
力を期待する。また、用紙代の削減方策として、必要に応じ、紙質やカラー印刷の抑制に努めることを期待する。（項目別-p1参照）

○ 包括的業務委託については、包括的な管理が、実際の効率的な管理と実情にあった体制と合致するよう、包括的な管理の利点やデメリット
についても考慮することが必要である。 （項目別-p8参照）

（３）その他
○ 職員宿舎の用途に供していた建物等の処分については、早期に国庫納付が完了するよう、引き続き適切に対応する必要がある。 （項目別-
p93参照）

③特記事項
「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22年12月7日閣議決定）については、着実に対応を進めている。

①評価結果の総括
日本スポーツ振興センターの平成２２年度に係る業務の実績については、計画に沿って、業務運営の効率化、業務の質の向上及び財務内容の

改善に努めており、第2期の中期計画の達成に向けて順調に進捗している。
特に優れた実績を上げている業務は、以下のとおり。
○ スポーツ振興投票等業務については、広告宣伝活動、インターネット販売・決済手段の拡充などの取組による売上向上と経費節減により、当
初の目標額（156億円）を大幅に上回る約242億円の収益（国庫納付金約81億円、スポーツ振興投票事業準備金繰入約161億円）を確保して
おり、大いに評価できる。 （項目別-p72参照）
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項目別評価総表

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

Ⅰ　業務運営の効率化（p1） A A A Ⅲ　予算、収支計画及び資金計画（p72） A A A
　１　経費の抑制（p1） A A A 　１　スポーツ振興投票等業務に係る財務内容の健全化（p72） S S S
　（１）一般管理費等の節減 A A A 　（１）売上向上への取り組み S S S
　（２）業務運営の効率化 A A A 　（２）繰越欠損金の早期解消 S
　（３）情報提供及び事務の効率化の推進 A A A 　２　自己収入の確保及び予算の効率的な執行（p77） A A A
　２　組織及び定員配置の見直し（p16） A A A 　（１）運営費交付金以外の収入の増加等 A A A
　３　業務運営の点検・評価の実施（p17） A A A 　（２）競争的資金の獲得 A A A
　（１）自己点検・評価の実施 A A A 　（３）予算の効率的な執行 A A A
　（２）業務運営の改善促進 A A A 　３　資金の運用及び管理（p82） A 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（p21） A A A 　４　予算（p83）

　１　スポーツ施設の運営・提供（p21） A A A 　５　収支計画（p83）

　（１）大規模スポーツ施設における稼働日数の確保 A A A 　６　資金計画（p83）

　（２）スポーツ施設利用者の利便性の向上 A A A Ⅳ　短期借入金の限度額（p92） - - -
　（３）スポーツ施設の利活用の促進 A A A 　短期借入金の限度額 - - -
　２　国際競技力向上のための研究・支援等（p28） A A A Ⅴ　重要な財産の譲渡・担保（p93） B B B
　（１）国際競技力向上のための総合的支援 A A A 　重要な財産の譲渡・担保 B B B
　（２）国際競技力向上のための研究の推進 A A A Ⅵ　剰余金の使途（p94） - - -
　（３）スポーツ診療 A A A 　剰余金の使途 - - -
　（４）研究・支援活動の成果及び収集情報の普及・提供 A A A Ⅶ　その他業務運営に関する事項（p95） A A A
　（５）外部有識者による評価の実施 A A A 　１　施設及び設備に関する計画（p95） A A A
　３　スポーツ振興のための助成（p45） A A A 　２　人事に関する計画（p97） A A A
　（A）助成業務の透明性の確保等 A A A 　（１）人員に関する指標 A A A
　（B）スポーツ振興助成のための安定的な財源の確保 A A A 　（２）人材の育成等 A A A
　４　災害共済給付（p58） A A A 　（３）研究職員の資質向上 A A A
　（１）公正かつ適切な給付の実施 A A A 　３　積立金の使途（p104） A 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 A
　５　スポーツ及び児童生徒等の健康の保持増進（p62） A A A
　（１）登山指導者の養成及び登山に関する情報の提供 A A
　（２）スポーツの普及・施設維持管理情報の提供 A A A
　（３）学校安全支援業務 A A A
　（４）関係団体等との連携 A A A

中期目標期間中の評価の経年変化

A A

項目名

備考（法人の業務・マネジメントに係る意見募集結果の評価への反映に対する説明等）
文部科学省ホームページにおいて、7月1日～15日の間、本法人の業務運営に関する意見募集を実施した結果、意見は寄せられなかった。

中期目標期間中の評価の経年変化

A
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項目名
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【参考資料１】予算、収支計画及び資金計画に対する実績の経年比較（過去５年分を記載）
・予算(総計)

区分 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 区分 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

収入 支出

  運営費交付金 4,782 5,375 7,071 6,026 5,945 　業務経費 11,656 21,268 27,614 31,683 35,258
　施設整備費補助金 2,947 1,506 1,821 2,659 2,674 　うち、人件費　　　　　　　　　※１ - - 2,891 2,762 3,026
　競技力向上支援事業費補助金 - - - 627 -    　   国立競技場運営費 796 1,177 1,230 1,288 1,448
　災害共済給付補助金 2,564 2,564 2,563 2,563 2,562       　国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰ運営費 1,608 1,977 2,023 2,665 2,232
　基金運用収入 558 594 579 593 645 　　　　ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ運営費 74 834 1,070 1,613 1,065
　国立競技場運営収入 1,921 2,029 2,367 2,389 2,363 　　　　国立登山研修所運営費 - - - 64 58
　国立スポーツ科学センター運営収入 362 351 304 329 351 　　　　スポーツ振興基金事業費　※２ 1,069 1,014 1,046 992 1,206
　ナショナルトレーニングセンター運営収入 1 117 550 347 381 　　　　ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業費 756 645 544 786 1,002
　国立登山研修所運営収入 - - - 1 1 　　　　スポーツ振興投票業務運営費 7,242 15,542 17,862 15,468 16,243
　スポーツ及び健康教育普及事業収入 73 65 63 30 23 　　　　スポーツ振興投票助成事業費 111 79 949 6,045 8,978
　スポーツ振興投票事業収入 13,891 64,161 90,529 79,401 85,479 　給付金 19,288 19,295 18,804 18,204 18,883
　共済掛金収入 17,714 17,516 17,419 17,330 17,266 　受託事業費 8 - 122 326 853
　スポーツ振興投票事業準備金戻入 111 79 949 6,045 8,978 　人件費　　　　　　　　　　　　※３ 3,696 3,690 - - - 
　受託事業収入 8 - 125 328 969 　一般管理費　　　　　　　　　　※４ 506 574 1,082 1,033 1,047
　寄附金収入 45 203 37 33 34 　うち、人件費　　　　　　　　　※５ - - 608 610 606
　営業外収入 5 5 6 6 4 　　　　物件費 - - 474 423 441
　災害共済給付勘定受入金 209 - - - - 　施設整備費 2,947 1,506 1,821 2,659 2,674
  民間借入金収入 19,000 - - - - 　競技力向上支援事業費 - - - 627 - 
　一般勘定借入金収入 3,400 - - - - 　払戻返還金 6,736 31,856 44,871 39,274 42,406
　利息収入 72 166 207 156 149 　国庫納付金 48 728 6,130 8,018 8,070
　その他収入 7 332 3,419 29 14 　スポーツ振興投票事業準備金繰入 97 1,456 12,259 16,036 16,140
　児童生徒等健康保持増進事業積立金取崩額 511 385 - - - 　一般勘定繰入金 209 - - - - 
　前中期目標期間繰越積立金取崩額 - - 184 474 724 　事業外支出 21,833 14,186 8,708 - - 

　投票勘定貸付金支出 3,400 - - - - 
計 68,181 95,448 128,193 119,366 128,560 　計 70,424 94,559 121,411 117,859 125,329

（単位：百万円）

備考（指標による分析結果や特異的なデータに対する説明等）
・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は競技強化支援事業費(474百万円)を含む。
・第２期中期目標期間開始に伴い、平成２０年度から支出の区分項目のうち、人件費（※３）を業務経費の人件費（※１）及び一般管理費の人件費（※５）に変更した。
・平成１９年度までの一般管理費（※４）は、人件費を除く。
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・収支計画(総計)
区分 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 区分 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

費用の部 45,143 79,772 107,732 113,330 123,359 収益の部 48,685 94,796 120,520 115,418 125,604
　経常費用 45,046 75,394 95,471 97,288 107,211 　経常収益 42,470 94,698 119,531 109,361 125,609
　　業務経費 16,618 21,972 24,349 30,419 35,953 　　運営費交付金収益 4,348 5,276 4,239 4,549 5,141
　　給付金 19,288 19,295 18,804 18,204 18,883 　　施設費収益 607 1,467 89 276 533
　　払戻返還金 6,736 31,856 44,871 39,274 42,406 　　競技力向上支援事業費補助金収益 - - - 395 - 
　　受託事業費 8 - 116 323 853 　　災害共済給付補助金収益 2,564 2,564 2,563 2,563 2,562
　　国庫納付金 48 728 6,130 8,018 8,070 　　国立競技場運営収入 1,921 2,029 2,367 2,389 2,362
　　一般管理費 870 917 908 883 924 　　国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰ運営収入 362 350 300 324 343
　　一般勘定繰入金 209 - - - - 　　ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ運営収入 1 117 550 347 381
　　支払備金繰入 103 33 - - - 　　国立登山研修所運営収入 - - - 1 1
　　財務費用 1,166 592 293 166 119 　　ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業収入 73 65 63 30 23
　　　支払利息 389 584 293 166 117 　　スポーツ振興投票事業収入 13,891 64,161 90,529 79,401 85,479
　　　支払手数料 411 7 - - - 　　共済掛金収入 17,714 17,516 17,419 17,330 17,266
　　　遅延損害金 366 1 - - - 　　利息及び配当金収入 545 560 551 615 612
　　　為替差損 - - - - 2 　　有価証券売却益 - - 35 - 8
　　雑損 - 1 0 1 3     有価証券償還益 - - - - 30
　臨時損失 97 4,378 12,261 16,043 16,148 　　受託事業収入 8 - 125 328 969
　　固定資産除却損 0 14 2 7 9 　　災害共済給付勘定受入金収益 209 - - - - 
　　スポーツ振興投票事業準備金繰入 97 1,456 12,259 16,036 16,140 　　寄附金収益 7 5 52 5 76
　　その他臨時損失 - 2,908 - - - 　　支払備金戻入 89 - 249 207 - 

　　資産見返運営費交付金戻入 41 78 157 381 597
　　資産見返競技力向上支援事業費補助金戻入 - - - 15 52
　　資産見返寄附金戻入 2 2 7 8 11
　　財務収益 76 170 220 157 149
　　　受取利息 27 121 184 144 32
　　　有価証券利息 49 49 23 14 117
　　　為替差益 - - - 0 - 
　　　その他財務収益 - - 13 - - 
　　雑益 12 338 16 40 26
　臨時利益 6,215 98 989 6,057 8,984
　　債務免除益 6,000 - - - - 
　　スポーツ振興投票事業準備金戻入 111 79 949 6,045 8,978
　　退職給付引当金戻入 104 16 40 - 6

　計 45,143 79,772 107,732 113,330 123,359 　計 48,685 94,796 120,520 115,418 125,604
純利益（△純損失） 3,542 15,024 12,788 2,087 2,245
前中期目標期間繰越積立金取崩額 - - 184 142 259
児童生徒等健康保持増進事業積立金取崩額 239 201 - - - 
総利益（△総損失） 3,781 15,225 12,972 2,229 2,504

備考（指標による分析結果や特異的なデータに対する説明等）
・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。

（単位：百万円）
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・資金計画(総計)
区分 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 区分 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

資金支出 110,174 202,145 316,455 273,241 350,473 資金収入 110,174 202,145 316,455 273,241 350,473
　業務活動による支出 74,604 68,487 122,979 87,116 105,991 　業務活動による収入 54,815 90,257 148,330 108,735 126,308
　投資活動による支出 27,251 112,834 173,203 157,144 208,566 　　運営費交付金収入 4,782 5,375 7,071 6,026 5,945
　財務活動による支出 2,512 10,969 11,038 1,582 1,632 　　スポーツ振興投票事業収入 13,844 60,026 92,656 77,887 90,169
　次年度への繰越金 5,807 9,855 9,235 27,399 34,283 　　共済掛金収入 17,710 17,514 17,419 17,331 17,266

　　受託事業収入 8 9 - 428 1,016
　　国立競技場の運営による収入 1,829 2,053 2,393 2,340 2,265
　　国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰの運営による収入 359 348 301 326 337
　　ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰの運営による収入 1 125 541 352 376
　　国立登山研修所の運営による収入 - - - 1 1
　　ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業による収入 78 62 54 33 22
　　基金業務における利息及び配当金収入 539 557 522 593 606
　　 基金業務における定期預金の払戻しによる収入 12,600 300 19,850 350 500
　　基金業務における有価証券の売却による収入 - - 3,026 - 1,845
　　基金業務における有価証券の償還による収入 300 839 1,340 300 2,413
　　補助金等収入 2,564 2,564 2,563 2,563 3,189
　　寄附金収入 45 203 37 33 34
　　科学研究費補助金預り金収入 17 20 18 23 41
　　その他の収入 45 102 16 34 95
　　利息及び配当金の受取額 72 160 199 114 131
　　消費税の還付による収入 22 - 325 - 56
　投資活動による収入 24,898 106,079 158,266 155,269 196,765
　　定期預金の払戻しによる収入 22,389 103,730 154,139 152,610 169,189
　　有価証券の売却による収入 - - 2,306 - - 
    有価証券の償還による収入 - - - - 24,900
　　敷金・保証金の返還による収入 - - - - 3
　　施設費による収入 2,509 2,349 1,821 2,659 2,674
　財務活動による収入 19,002 2 3 2 2
　　長期借入れによる収入 19,000 - - - - 
　　民間出えん金の受入による収入 2 2 3 2 2
　資金に係る換算差額 - - - 0 △ 2
　旧特例業務勘定からの受入による増加額 638 - - - - 
　前年度よりの繰越金 10,821 5,807 - 9,235 27,399
　前期中期目標期間よりの繰越金 - - 9,855 - - 

　計 110,174 202,145 316,455 273,241 350,473 　計 110,174 202,145 316,455 273,241 350,473
　

備考（指標による分析結果や特異的なデータに対する説明等）
・勘定間の繰入及び受入額については、相殺している。

（単位：百万円）
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【参考資料２】貸借対照表の経年比較（過去５年分を記載）
（法人単位）

区分 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

資産

　流動資産 13,267 26,747 38,655 62,600 71,990 11,878 30,574 25,431 32,839 35,514
　　うち、現金及び預金 10,204 20,572 34,853 53,308 42,913 687 -       2,002 1,518 1,641
　　　現金 6 8 10 9 6 　　預り寄附金 44 247 121 153 121
　　　預金 10,198 20,564 34,843 53,300 42,907 　　一年以内返済予定長期借入金 400 9,100 -       - - 
　　うち、有価証券 839 340 300 4,099 28,100 　　未払金 5,211 9,395 15,210 18,032 19,412
　固定資産 209,906 231,191 231,387 226,635 226,574 　　リース債務（短期） 1,447 1,538 1,582 1,626 1,674
　　有形固定資産 175,932 196,095 195,316 196,174 194,459 　　未払費用 91 87 92 132 143
　　　建物 30,992 46,462 44,558 44,473 42,967 　　前受金 156 206 213 196 124
　　　構築物 2,152 2,873 2,847 2,880 2,870 　　預り金 367 3,585 45 5,219 5,853
　　　機械装置 16 19 15 11 46 　　賞与引当金 19 20 19 23 29
　　　車両運搬具 2 4 14 12 8 　　支払備金 3,456 6,396 6,147 5,940 6,517
　　　工具器具備品 4,485 5,194 5,207 5,480 4,799 　固定負債 30,274 9,430 8,095 7,739 6,276
　　　土地 137,231 141,311 142,051 142,845 143,585 　　資産見返負債 1,367 1,061 2,461 3,673 3,793
　　　建設仮勘定 1,053 232 625 473 186 　　長期未払金 1,875 784 -       - - 
　　無形固定資産 5,860 5,327 5,335 4,504 3,917 　　リース債務（長期） 7,828 6,573 5,000 3,374 1,720
　　　商標権 13 11 10 8 6 　　長期借入金 18,600 400 -       - - 
　　　ソフトウェア 5,845 5,314 5,290 4,399 3,876 　　長期預り金 363 398 444 455 459
　　　その他の無形固定資産 2 2 34 96 35 　　退職給付引当金 242 214 191 237 259
　　投資その他の資産 28,114 29,769 30,736 25,957 28,198 　　資産除去債務（長期） -       -       -       -       44
　　　投資有価証券 28,114 28,769 29,736 25,953 27,198 　法令に基づく引当金等 101 1,479 12,788 22,780 29,942
　　　敷金・保証金 -       -       -       3 0 　負債合計 42,253 41,483 46,315 63,358 71,731
　　　破産更生債権等 -       -       5 5 -       純資産
　　　　貸倒引当金 -       -       △ 5 △ 5 -       　資本金 203,954 226,140 226,140 226,552 226,552
　　　その他の投資資産 0 1,000 1,000 0 1,000 　資本剰余金 △ 3,335 △ 4,825 △ 6,895 △ 7,243 △ 7,736

　利益剰余金又は繰越欠損金（△） △ 19,699 △ 4,860 4,482 6,569 8,017
　純資産合計 180,920 216,455 223,727 225,878 226,833

　資産合計 223,173 257,938 270,042 289,235 298,564 223,173 257,938 270,042 289,235 298,564

【参考資料３】利益の処分又は損失の処理についての経年比較（過去５年分を記載） 【参考資料４】人員の増減の経年比較（過去５年分を記載）
（法人単位） （単位：百万円） （単位：人）

区分 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 職種 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

Ⅰ　当期未処分利益（当期未処理損失△） △ 26,048 △ 11,321 1,189 1,044 2,504 常勤事務職員 329 315 307 315 304
　当期総利益（当期総損失△） 3,781 15,225 12,972 2,229 2,504 常勤研究職員 15 16 17 23 27
　前期繰越欠損金（△） △ 29,829 △ 26,546 △ 11,783 △ 1,186 -       計 344 331 324 338 331

任期付任用による研究職員 54 58 65 60 76
Ⅱ　積立金振替額 合計 398 389 389 398 407
　児童生徒等健康保持増進事業積立金 -       3,550 -       -       -       

※期末の人数

Ⅲ　利益処分額（損失処理額） 498 4,010 2,374 1,044 2,504
　積立金 498 4,177 2,374 1,044 2,504
　積立金取崩額 -       △ 167 -       -       -       

Ⅳ　次期繰越欠損金（△） △ 26,546 △ 11,783 △ 1,186 -       -       

（単位：百万円）

備考（指標による分析結果や特異的なデータに対する説明等）
・投票勘定における当期総利益約23億円、災害共済給付勘定における当期総利益約1億円、免責特約
勘定における当期総利益約1億円等により、法人全体の当期総利益が約25億円となった。

負債純資産合計

負債

区分

　　運営費交付金債務

　流動負債

備考（指標による分析結果や特異的なデータに対する説明等）
・現金、預金及び有価証券の利用状況については、項目別-90参照。

備考（指標による分析結果や特異的なデータに対する説明等）
　常勤職員の採用については、中期計画で定めた期末の常勤職員数を考慮し、期間中の人員管理計画
を作成の上、計画的に実施した。
　また、業務に関し高度な専門性を有する者の採用を実施するほか、任期付任用（有期雇用）による
研究職員の採用も行っている。

参考－4



 

項目別－1 

独立行政法人日本スポーツ振興センターの平成２２年度に係る業務の実績に関する評価 
 

【Ⅰ】 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 【評定】  Ａ 

【Ⅰ１】 １ 経費の抑制 【評定】  Ａ 

【Ⅰ１（１）】 （１）一般管理費等の節減 
【評定】  Ａ 

Ｈ２０ Ｈ２１   
【法人の達成すべき目標（計画）の概要】  

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 

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４７号）等に基づく平成１８年度からの５年間

で５％以上を基本とする削減について、引き続き着実に実施するとともに、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2006」（平成１８年７月７日閣議決定）に基づ

き、人件費改革の取組を平成２３年度まで継続することとする。 

なお、センターの給与水準は国家公務員の水準を上回っていることから、当該給与水準について検証を行い、給与水準の適正化に速やかに取り組むとともに、そ

の検証結果や取り組み状況については公表する。 

Ａ Ａ   

評価基準 

評価項目 

（２２年度計画の各項目） 
指標 

実 績 分析・評価 

１ 経費の抑制 一般管理費及び人件費等の節

減などによる経費の抑制状況 

 

一般管理費等の節減状況 ■一般管理費等の節減状況 

 平成19年度に比較して、一般管理費は、約48百万円（9.8％）、人件費（管理

系）は約176百万円（22.5％）を削減。一般管理費総額で、目標値（9％）を上回

る約224百万円（17.6％）の削減を達成。事業費は、平成21年度に比較して約

456百万円（5.6％）を削減し、目標値（1％）を上回る削減率を達成。 

（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

一般管理費の効率化の達成

率 

■一般管理費の効率化の達成率 17.6％減 

 

 

 

（１）一般管理費等の節減 

一般管理費、事業費及び人件費の削減実績が計

画を上回っており、評価できる。   

今後は、スポーツ選手等利用者の活動に支障が

生じない範囲で省エネルギー対策を講じるなど、更

なる努力を期待する。 

また、用紙代の削減方策として、必要に応じ、紙質

やカラー印刷の抑制に努めることを期待する。  

 

【根拠】 

○一般管理費の削減実績（17.6%）は、計画（9%以上）
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Ａ：9.0%以上 
Ｂ：6.3%以上9.0%未満 

Ｃ：6.3%未満 

 

■一般管理費の削減状況 

区分 
H19予算

(千円)(A)

H22実績

(千円)(B)

増減率(%) 

((B-A)÷A)×100 

一般管理費 488,796 440,651 △9.8

人件費（管理系） 782,412 606,470 △22.5

合計 1,271,208 1,047,122 △17.6

 

■一般管理費の効率化の方策 

・経費の節減に対する役職員の意識向上を図りながら、全体的な経費節減

を実施。 

・年度計画予算・予算執行計画作成時に、各部署に対し予算上の課題等を

明確にするとともに、予算管理部署による厳格なヒアリングを実施。 

・四半期ごとに予算執行計画の見直しを行い、役員会資料として各事業部

門の年間収支見込等の状況を役職員に周知し、意識を徹底。 

・給与水準の引き下げによる人件費の縮減。 

・勤務時間管理の徹底による超過勤務抑制。 

・クールビズを実施し、冷房の温度を28℃に設定。 

・文部科学省からの「冬季の省エネ対策について」の周知。 

・給与振込経費については、銀行との合意により振込手数料は生じていな

い。 

・出張旅費について、国家公務員に準じた規定を整備した上で、割引航空券

を使用するなど、さらなる経費節減に努めている。 

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。 

 

事業費の効率化等の状況 

 

Ａ：1.0%以上 

Ｂ：0.7%以上1.0%未満 

Ｃ：0.7%未満 

 

■事業費の効率化の達成率 5.6％減 

 

■事業費の削減状況 

区分 
H21予算

(千円)(A)

H22実績

(千円)(B)

増減率(%) 

((B-A)÷A)×100

人件費（事業系） 2,721,098 2,649,434 △2.6

国立競技場運営費 732,924 1,127,321 53.8

JISS運営費 1,706,530 1,758,557 3.0

NTC運営費 1,612,264 1,036,844 △35.7

国立登山研修所運営費 51,824 57,861 11.6

ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業費 1,263,672 1,002,079 △20.7

合計 8,088,312 7,632,096 △5.6

 ※運営費交付金の特殊経費分は含まない。 

 

■事業費の効率化の方策 

・「一般管理費の効率化の方策」記載の取組は同様に実施。その他、下記

を上回るとともに、事業費の削減実績（5.6%）も、計画

（1%以上）を上回っている。 

○人件費の削減実績（10.4%）は、計画（5%以上）を上

回り、また給与水準は、地域及び学歴を勘案した比

較で、国家公務員と同水準となっている。 

法定外福利費については、互助組織への法人支

出及び供花料が廃止されている。 

 



 

項目別－3 

の取組を実施。 

（国立競技場） 

・トイレ手洗の水量調整による水道量の削減、ダンパー外気導入量の調整

による負荷軽減等、運用改善。 

・施設利用者が使用しない時間帯の照明の消灯の徹底。 

・霞ヶ丘ランプ下器具庫改修工事で、節水型トイレ及び感知型照明の導入。

・霞ヶ丘・代々木の事務所蛍光灯について、反射板設置による蛍光灯削減。

・省エネタイプVベルトへの切替。 

・代々木競技場外灯のLED照明設備を導入。 

・代々木競技場に太陽光発電システムを導入。 

（ＪＩＳＳ） 

・ＪＩＳＳ館内の広報用照明へのLED電球を導入。 

・消耗品在庫管理による、同種物品の購入集約化。 

・類似調達案件、品目に係る一括購入を実施。 

・省エネ診断に基づく改善策を検討し、省エネ製品への移行（省エネタイプ

Vベルトへの切替、白熱電球から LED照明への切替）、施設内共用部の

部分消灯等、省エネ対策を実施。 

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。 

光熱給水費の節減率 

 

Ａ：1.0%以上 

Ｂ：0.7%以上1.0%未満 

Ｃ：0.7%未満 

 

■省エネルギー対策の推進 

「環境配慮方針」を定め、ホームページに公表し、省エネ対策委員会の活動

を通じて積極的に省エネの取組みを実施。また、「エネルギーの使用の合理

化に関する法律」の改正（平成 22 年 4 月 1 日施行）に伴い、省エネ対策委員

会で内容を取りまとめの上、各種届出・報告を実施。 

・エネルギー使用状況届出書（7月） 

・中長期計画書（11月） 

・定期報告書（11月） 

・エネルギー管理統括者/エネルギー管理企画推進者選任届出書及びエネ

ルギー管理員選任届出書（1月） 

① 省エネ対策委員会・作業部会開催状況 

ア 省エネ対策委員会 ：2回（7/15、11/29） 

イ 省エネ作業部会   ：5回（4/15、5/10、9/30、11/19、3/31） 

② 設備改善等の取組 

ア 省エネに特化した設備改善 

・省エネタイプVベルトの導入（霞ヶ丘、代々木、JISS/NTC） 

・高効率電球（LED・電球型蛍光灯）の導入（JISS/NTC） 

・蛍光灯反射板の導入（霞ヶ丘、代々木） 

・蛍光灯インバータ安定器更新（霞ヶ丘、代々木） 

イ 施設整備工事における省エネ対策の実施 

・太陽光発電設備の導入（霞ヶ丘、代々木） 

・高効率電球の導入（代々木） 
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ウ 運用改善等 

・省エネ診断、診断に基づいた省エネ対策を実施（JISS/NTC） 

・テナント事業者への協力要請（掲示等）（JISS/NTC） 

・東日本大震災による電力供給不足に伴う節電対策（照明の減灯、

空調の制限、施設営業時間の短縮等）（全施設） 

③ その他 

・エネルギー管理講習 受講（7/7、5名） 

 

■光熱給水費の節減率  1.3％増 

区分 
H19実績 

(千円)(A) 

H22実績 

(千円)(B) 

増減率(%) 

((B-A)÷A)×100

光熱給水費 12,139 12,299 1.3

夏季の猛暑及び冬季の厳冬に伴い冷房及び暖房の使用が増えたことによ

り平成19年度を上回った。 

 

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。 

用紙代の削減率 

 

Ａ：1.0%以上 

Ｂ：0.7%以上1.0%未満 

Ｃ：0.7%未満 

 

■用紙代の削減率 21.6％ 

区分 
H19実績 

(千円)(A) 

H22実績 

(千円)(B) 

増減率(%) 

((B-A)÷A)×100 

用紙代 1,158 907 △21.6

 

■用紙代の削減の方策 

・事務連絡等の電子メール・グループウェア各種機能の活用による、文書

の電子化、ペーパーレス化の推進。 

・ミスコピーの防止、両面印刷の徹底。 

・コピー用紙の一括調達及び在庫管理の一元化の徹底。 

 

■文書の電子化、ペーパーレス化の推進状況 

・グループウェア各種機能（掲示板、スケジュール管理、ファイル管理、施設

予約、ワークフロー等）活用。 

・全規程及び関係法令をデータベース化し、「例規集データベース」として共

有。 

・文書管理システムの活用。 

・財務会計システムの活用。 
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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。 

 

 

 

人件費の削減率 

 

Ａ：5.0%以上 

Ｂ：3.5%以上5.0%未満 

Ｃ：3.5%未満 

 

・取組開始からの経過年数に

応じ取組が順調か。また、法

人の取組は適切か。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・給与水準の高い理由及び講

ずる措置（法人の設定する目

標水準を含む）が、国民に対

して納得の得られるものとな

っているか。 

・法人の給与水準自体が社会

的な理解の得られる水準とな

っているか。 

・国の財政支出割合の大きい

法人及び累積欠損金のある

法人について、国の財政支出

規模や累積欠損の状況を踏

まえた給与水準の適切性に

関して検証されているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■総人件費改革への取組状況 

区分 
H17実績 

(千円)(A) 

H22実績 

(千円)(B) 

増減率(%) 

((B-A)÷A)×100 

人件費 2,969,565 2,661,329 △10.4

※対象となる人件費は、退職手当、法定福利費及び国立登山研修所に係

る人件費を除いた額。 

 

■人件費の削減の方策 

・単身赴任手当については、平成 17 年に実施した支部から支所への組織

改編に伴い単身赴任となった職員に対し、国家公務員と同様の距離に応

じて支給される定額に変えて、1回の帰省に係る交通費実費を選択可能と

する時限的措置を廃止。 

 

■役員の報酬等及び職員の給与水準の状況 

平成 22 年度にセンターで支払われた役職員の報酬・給与等について文部

科学省及びセンターホームページにおいて公表。（以下、平成 22 年度の支給

状況） 

① 職員と国家公務員及び他の独立行政法人との給与水準（年額）の比較

指標 

ア 事務・技術職員 

ⅰ 対国家公務員 109.1 

ⅱ 対他法人    103.4 

（参考）地域勘案 100.1、学歴勘案 108.0、地域・学歴勘案 100.0 

イ 研究職員 

ⅰ 対国家公務員 96.7 

ⅱ 対他法人    95.7 

（参考）地域勘案 93.9、学歴勘案 95.8、地域・学歴勘案 93.4 

 

【国に比べて給与水準が高くなっている定量的な理由】 

・当センターの 99％以上の職員の勤務地は、国家公務員に支給されてい

る地域手当の支給区分の 1 級地から 5 級地に該当し、最も地域手当の

支給割合が高い1級地（東京都特別区）に在勤する職員の割合は、国家

公務員が 28％に対して当センターは 74％となっており、地域手当の支
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給割合の高い地域に勤務する職員の比率が高い。 

・当センター職員の大学卒以上の割合は 71％となっており、国家公務員

の52％を上回る割合である。 

※地域及び学歴を勘案した指数は100.0であり、国家公務員と同水準と

なっている。 

なお、今後の給与水準については、引き続き、地域・学歴を勘案した指

数が 100以下の水準となることを目標として、社会一般の情勢を踏まえ、

人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定を参考として、必要な措置を講

じていくこととする。 

 

 （当センターの支出予算の総額に占める国の財政支出割合は約 10％であ

り、累積欠損金はない。） 

 

 ② 役員の報酬等の支給状況                   （単位：千円） 

平成22年度年間報酬等の総額 
役名 

 報酬(給与) 賞与 その他(内容) 

2,036 （特別地域手当）
理事長 17,952 11,316 4,600 

0 (通勤手当) 

理事 6,748 （特別地域手当）

(4名) 
59,937 37,504 15,248 

437 (通勤手当) 

監事 1,525 （特別地域手当）

(1名) 
13,552 8,476 3,446 

105 (通勤手当) 

監事(非) 0 （特別地域手当）

(1名) 
204 204 0 

0 (通勤手当) 

■役員の報酬及び職員の給与等への業績及び勤務成績等の反映状況 

① 役員報酬 

文部科学省独立行政法人評価委員会の平成 21 年度業務実績評価結

果において、役員の報酬に反映すべき業績評価はなかった。 

② 職員給与 

勤務評定等による勤務成績を、勤勉手当の成績率及び昇給に反映。勤

務評定制度は、業績評価と能力評価による評価制度とし、評価者及び被

評価者双方の納得性が高く、より職員個々の能力開発及び組織全体の業

務遂行能力の向上を図るため、評価者と被評価者の面談を実施。また、

契約研究員、契約職員、契約職員（事務）、事務補助者を対象に、同様の

勤務評定を実施。 
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・法人の福利厚生費につい

て、法人の事務・事業の公共

性、業務運営の効率性及び

国民の信頼確保の観点から、

必要な見直しが行われている

か。 

■給与水準に関する監査の状況 

給与関係の規程に係る決裁文書は監事に回付されており、監事は、他法人

の状況、年齢構成等を考慮し、センターの給与水準が妥当か確認。 

 

■法定外福利費の見直しの状況 

法定外福利費として、住宅関連費用（職員宿舎、借上げ宿舎）、医療・健康

費用（メンタルヘルス相談業務、産業医、衛生管理、定期健康診断等）、供花

料へ支出。なお、互助組織への支出については、平成 22 年度から法人支出

を廃止しており、また、供花料については、平成22年度をもって廃止。 
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【Ⅰ１（２）】 （２）業務運営の効率化 
【評定】  Ａ 

Ｈ２０ Ｈ２１   
【法人の達成すべき目標（計画）の概要】  

（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。 

Ａ Ａ   

評価基準 

評価項目 

（２２年度計画の各項目） 
指標 

実 績 分析・評価 

業務運営の効率化の状況 

 

■業務運営の効率化の状況 

定型的な業務については継続的に外部委託を実施。スポーツ施設の管理・運

営業務については包括的業務委託を実施するとともに、平成 24 年度以降の業務

委託の検討に着手。公共調達の適正化については、「随意契約等見直し計画」の

確実な実施を図るとともに、契約監視委員会等の厳格なチェックを実施。 

（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

検証を行い、検証結果

を踏まえた対象範囲の

検討を行う。 

外部委託の推進・包括的業

務委託の実施状況 

 

■外部委託の検討・推進状況 

・定型的な業務について継続的に外部委託を実施。 

・スポーツ施設の管理・運営業務については、平成21年度からの3年間、①霞ヶ

丘競技場、②代々木競技場、③JISS・NTCごとに、公共サービス改革法に基づく

包括的業務委託を実施。 

 

■包括的業務委託の実施状況 

スポーツ施設管理・運営業務の包括的業務委託については、「業務の質」と「費

用」の両面で実績を検証し、今後の方向性を検討するとともに、平成24年度から

の実施内容の検討に着手。 

 

① 業務の質 

業務水準は、実施要項に定める水準が確保されており、創意工夫による

業務の改善もなされている。また、施設利用者のアンケート結果においても

満足度が向上している。 

【創意工夫の事例】 

（２）業務運営の効率化 

包括的業務委託を含めた外部委託を積極的に

推進するとともに、契約にあたっては、適切に行う

ための規程及び審査体制が整備されており、評価

できる。 

なお、包括的な管理が、実際の効率的な管理と

実情に合った体制と合致するよう、包括的な管理

の利点やデメリットについても考慮することが必

要。 

さらに、随意契約の見直しについては、特殊技

術を必要とする分野については配慮することが必

要。 

 

【根拠】 

○定型的な業務は継続的に外部委託し、スポーツ

施設の管理・運営業務について公共サービス改革

法に基づく包括的業務委託が実施されている。 

 なお、包括的業務委託については、「業務の質」

と「費用」の両面で実績が検証され、今後も継続の

方向で検討されている。 

○契約にあたっては、国と同様の規程が整備さ
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・空調機への省エネベルトの導入等、各種の省エネルギー対策 

・霞ヶ丘競技場トレーニングセンターの教室プログラムの改善 

・JISS・NTCにおける競技者向け業務の拡充 （備品貸出や宅配便取次） 

② 費用 

費用は増加したが、下記の理由により妥当な範囲と評価できる。 

・従前、個々の業務ごとに委託を行っていた時に生じていた過度な価格競

争が解消されたこと 

・センターの業者管理や契約等の業務が一部簡素化されたこと 

・業務の質が上記のとおり向上していること 

・設備の増加に伴い、委託業務が一部増加していること 

③ 今後の方向性 

・包括的業務委託の実施により、業務の質が向上し、費用の増加も妥当な範

囲であることから、平成24年度以降も継続する方向で検討中。 

・入札にあたっては、競争性拡大の観点から以下の見直しを検討中。 

-各施設約 30 の業務を全て 1 本に包括するのではなく、例えば芝生管理

業務は分離するなど、専門性の高い業者も入札に参加し易いようにする

-仕様書において業務内容を過度に具体化せず、創意工夫できる範囲を

拡大して入札参加意欲を向上させる 

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

公共調達の適正化への取り

組み状況 

・契約事務手続に係る執行

体制や審査体制について、

整備・執行等は適切か。 

・契約方式等、契約に係る

規定類について、整備内容

や運用は適切か。 

・再委託の必要性等につい

て、契約の競争性、透明性

の確保の観点から適切か。

 

・法人の特定の業務を独占

的に受託している関連法人

について、当該法人と関連

法人との関係が具体的に明

らかにされているか。 

・当該関連法人との業務委

託の妥当性についての評価

が行われているか。 

・関連法人に対する出資、

 

 

■契約に関する執行体制・規程類等 

① 契約事務に係る執行体制・審査体制 

ア 決裁権者及び予定価格決定者（少額の随意契約の範囲を超えるもの） 

競争性のない随意契約：すべて理事長 

一般競争入札等：予定価格5,000万円以上：財務担当理事 

予定価格5,000万円未満：財務部長 

イ 個々の契約に関する審査 

少額の随意契約を除く契約決裁文書は、監事・監査室への回付を行

い、契約の適正化の観点から審査。 

② 契約に係る規程類の整備状況 

ア センター契約事務取扱規程において、随意契約及び指名競争に係る限

度額、予定価格の作成を省略できる金額、公告期間等については、国の

「予算決算及び会計令」と同様に規定。 

イ 「独立行政法人等における契約の適正化（平成20年12月3日付文科会

第 583 号）」の通知に基づき、複数年契約に関する事項の規定化、総合評

価方式・企画競争等を行う際のマニュアルを規定。 

ウ 再委託については、契約書の基準を作成し、当該基準において一括再

委託の禁止及び再委託における発注者の事前承諾を規定。 

   なお、当センターには関連法人に該当するものはない。 

れ、監事による審査がなされている。 

 随意契約も、見直し計画で是正対象の4件を是正

し、残り 1件も是正が予定されている。 

また、契約の競争性、適切性等について、監事、

契約監視委員会、会計監査人によるチェックがなさ

れている。 
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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。 

出えん、負担金等につい

て、法人の政策目的を踏ま

えた出資等の必要性の評

価が行われているか。 

 

・「随意契約等見直し計画」

の実施・進捗状況や目標達

成に向けた具体的取組状況

は適切か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・一般競争入札等における

一者応札・応募の状況はど

うか。その原因について適

切に検証されているか。ま

た検証結果を踏まえた改善

方策は妥当か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「随意契約等見直し計画」の進捗状況・取組内容 

① 「随意契約等見直し計画」の進捗状況 

①平成20年度実績 ②平成22年度実績
③見直し後 

（H22年4月公表）
②と③の比較増減 

(見直し計画の進捗状況)状況

 

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

競争性のあ

る契約 
195

81.2%
10,966,168

8 .0%
187

81.7%
11,155,695

87.8%
200 

83.3% 
11,244,442

89.2%
△ 3 △88,747

競争入札
164

68.3%
4,031,541

32.0%
155

67.7%
3,335,862

26. %
169 

70.4% 
4,309,815

34.2 
△14 △973,953

企画競争、

公募等 

31
12.9%

6,934,627
55.0%

32
1 . %

7,819,833
61.5%

31 
12.9% 

6,934,627
 55.0%

 885,206

競争性のな

い随意契約

45
18.8%

1,643,279
13.0%

42
18.3%

1,557,249
12.2%

40 
16.7% 

1,365,004
10.8%

2 192,245

合計 
240

100%
12,609,446

100%
229

100%
12,712,944

100%
240 

100% 
12,609,446

100%
△11 103,498

「随意契約等見直し計画」において是正することとした契約については、5件中

4件が是正され、JISS/NTCの電気使用契約については、宿泊施設増築に伴う電

気使用量が明確になり次第、一般競争に移行することとしている。 

また、平成22年度の競争性のない随意契約は、海外での契約の増がある。 

② １者応札・応募の状況  

①平成20年度実績 ②平成22年度実績 ①と②の比較増減  
件数 金額（ 円） 件数 金額（ 円） 件数 金額（ 円）

競争性のある契約 195 10,966,168 187 11,155,695 △8 189,52 

うち、一者応札・

応募となった契約

94
48.2%

2,138,289
19 5%

76
40.6%

959,863
8.6%

△18 △1,178,425

競争契約 
88

45.1%
2,096,236

19.1%
70

37.4%
747,035

6.7%
△18 △1,349,201

 

 
 企画競争、 
公募 

6
3.1%

42,052
0 4%

6
3.2%

212,828
1 9%

0 170,776

③ 計画達成に向けた具体的取組内容  

ア 一般競争入札移行に当たっては、仕様書の見直しを指示し、整理できた

ものから順次移行。新規契約については、競争性のある契約となるような

仕様書を作成。 

イ 企画競争や公募を行う際には、ホームページを活用し広く一般に公募し、
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契約情報等を公表。 

ウ 応札者を増やし実質的な競争性を確保するため、文部科学省調達情報ホ

ームページへのセンター調達情報のリンク、より長い公告等期間、十分な

履行期間を確保。 

 

■契約の見直しの取組状況等のホームページ公表状況 

① 契約監視委員会議事概要の公表 

     「随意契約等見直し計画」への取組を含めた、契約監視委員会の議事概

要を公表。 

② 契約実績に係る公表 

センター契約事務取扱規程において、国の「公共調達の適正化について」

（平成18年8月25日付け財計第2017号）に基づく項目を公表する旨定め、公

表。 

なお、「独立行政法人における随意契約の見直しについて」（平成21年11月

17日付け行政改革推進本部事務局総務省行政管理局事務連絡）の平成22年

度のフォローアップを作成し、8月公表予定。 

 

■契約に関する監事監査及び契約監視委員会の実施状況 

 ① 監事監査 

毎年度、通常の監査と別に臨時監査を行う等、入札及び契約の実施状況

を重点的に確認。 

監事監査方針（平成 22 年度）において、監査事項として「随意契約の状況

について」を設置し、重点的にチェック。 

監査結果は、役職員に対して、監査報告の書面で周知。 

（以下、平成22年度に実施した監査） 

【臨時監査】 

実施日：平成22年5月18・19日、6月24日 

監査対象： 

・平成21年度の少額随意契約を除く競争性のない随意契約 45件 

・平成21年度の競争性のある契約 223件 

監査項目 

契約事務の適正化 

・随意契約の妥当性（随意契約理由が適切であるか） 

・予定価格の積算と契約の見直し 

監査のプロセス 

・契約関係書類の調査 

・契約事務担当職員へのヒアリング 

・監査結果の理事長への報告 
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【定期監査】 

実施日：平成22年5月24日 

監査対象：平成21年度の一般競争入札の推進等の状況 

監査項目：随意契約範囲の適正な運用 

監査のプロセス：業務監査の一環として実施し、プロセスは、臨時監査と同

様 

【監事による個々の契約の合規性に係るチェックプロセス】 

契約に関する文書は、少額随意契約を除き監事に回付。監事は、個々の契

約の合規性に係るチェックを実施。 

会計監査（定期監査）においても必要に応じ、契約に係る適正な執行状況の

チェックを実施。 

② 契約監視委員会 

 「独立行政法人の契約状況の点検見直しについて」（平成21 年 11 月 24

日付け21文科会第228号文部科学大臣通知）に基づき、契約監視委員会を

設置・開催。 

【第1回】 

開催日：平成22年12月14日 

審議案件：102 件（平成 22 年度における前回随意契約、前回一者応札一者

応募、新規案件、複数年契約案件） 

【第2回】 

開催日：平成23年3月9日 

審議案件：29件（平成22年度における前回随意契約、前回一者応札一者応

募、新規案件） 

一般競争入札における制限的な応札条件の有無と適切性に関する案件につい

て、契約監視委員会において、確認。 

なお、平成23年4月19日に契約監視委員会を開催し、平成22年度における前回

随意契約、前回一者応札一者応募、新規案件 92件について審議。 

 

■入札及び契約の適正な実施に関する会計監査人のチェック要請状況 

「独立行政法人の随意契約について」（20.2.13 公認会計士協会発出）の範囲内

でチェックを実施。 

 

■環境物品等の調達状況 

グリーン購入法を遵守し、センターとして定めた「環境物品の調達の推進を図る

ための方針」に基づき物品等を調達するよう周知徹底した結果、印刷の一部を除

き方針に定めた目標値（100％）を達成。 
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【Ⅰ１（３）】 （３）情報提供及び事務の効率化の推進 
【評定】  Ａ 

Ｈ２０ Ｈ２１   
【法人の達成すべき目標（計画）の概要】  

（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。 

Ａ Ａ   

評価基準 

評価項目 

（２２年度計画の各項目）
指標 

実 績 分析・評価 

情報提供及び事務の効率化の

推進状況 

■情報提供及び事務の効率化の状況 

・リニューアルしたホームページを活用し、各種情報提供を充実。 

・広報体制の整備や、コーポレート・メッセージ策定により、法人への理解を促

進。 

・広域専用ネットワークを利用し、グループウェアやテレビ会議システムを活用

することにより、本部及び各支所間における情報伝達の迅速化、情報の共有

化を推進。 

・情報システム管理規程及び各種細則に基づき、情報システムを安定的・継続

的に運用するとともに、必要に応じて、規程類の見直しを実施。 

 

（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。 

 

法人情報の提供の状況 ■法人情報の積極的かつ迅速な提供の状況 

・ 平成21年度末にリニューアル（平成22年3月30日公開）した法人ホームペ

ージで、法令事項に加え、各事業に関する情報や各種大会やイベント情報等

をタイムリーに掲載するなど、迅速かつ積極的に提供。 

アクセス数 18,723,255件 （平成21年度 17,103,204件） 

・ 法人内に設置した「広報推進連絡会」を中心に、より法人業務の理解を得る観

点から、法人及び各事業の広報体制を整備。 

・ 法人の事業理念に関する国民の理解を得るため、職員による公募を経て、コ

ーポレート・メッセージ「未来を育てよう、スポーツの力で。」を策定・公表。 

 

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

広域ネットワークの活用及び

情報通信技術の適正な運用

の状況 

■広域専用ネットワークの活用による事務の効率化の状況 

・本部及び各支所を含めた広域専用ネットワークを利用し、情報伝達の迅速化、

情報の共有化を推進。 

・文書管理システム、財務会計システム、総合例規データベースシステム等の

適切な運用を行い、適切かつ効率的な業務処理を図った。 

（３）情報提供及び事務の効率化の推進 

国民の理解を得るため、広報体制を整備し、ホ

ームページで迅速に情報提供するとともに、法人

内においてグループウェア等で迅速に情報を共

有し、業務の効率化も行われている。また、情報

セキュリティも強化されており、評価できる。 

今後も、業務の効率化を図るとともに、情報セ

キュリティの強化に努め、特に競技強化において

は、日本の戦略や強化体制の情報流出等に留意

することが必要。 

 

【根拠】 

○広報体制を整備し、各事業に関する情報がホ

ームページで迅速に提供されるとともに、アクセ

ス数も増加している。 

○法人内においては、グループウェア等を活用

し、迅速に情報を共有するとともに、各種システム

を活用して業務を効率化。 

○これらの情報システムは、規程に基づきセキュ

リティを強化し、安定的、継続的に運用されてい

る。 
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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。 

・基幹サーバの再構築（分散して設置していたサーバの統合）等、利用環境の改

善及び業務の効率化を実施。 

① グループウェア機能の活用 

グループウェアのバージョンアップを行うとともに、従前区分されていた

JISSとその他部署を統一（以下、主要な機能及び掲載情報）。 

ア 掲示板、電子メール、スケジュール管理、会議室等設備予約等 

イ 会議資料・議事録や法人業務運営に有用な情報の掲載 等 

② 財務会計システムの活用（本部各部署及び各支所にて一体的に稼働） 

ア 予算管理業務（執行管理等） 

イ 契約関係業務（要求・契約・検収・支払等のプロセス） 

ウ 仕訳業務（各種伝票作成等） 

エ 資産管理業務（固定資産管理・償却データ管理） 

オ 決算業務（財務諸表関係データ作成） 等 

③ 文書管理システムの活用（本部各部署及び各支所にて一体的に稼働） 

ア 決裁文書・共閲文書の作成・管理 

イ 法人文書ファイルの作成・管理 等 

④ 総合例規データベースシステム 

   ア 規程集・法令データベースの検索・閲覧 

   イ 規則等の新規制定・改廃（改正文・新旧対照表・制定文の作成） 

   ウ ホームページ掲載用の外部公開データ作成 

 

■セキュリティの確保などの情報通信技術の適正な運用の状況 

情報システム管理規程及び各種細則に基づき、情報システムを安定的・継続的

に運用。 

① 情報化推進委員会の開催 定例会4回 

② システム評価の実施 

期  間：平成22年11月～平成23年2月 

対  象：一般事務システム及び専用業務システム（30システム） 

評価事項：情報システムの概要、経費、管理運用状況 

結果反映：評価者が指摘及び改善勧告を実施。 

   ア 障害発生時の連絡体制の整備 

イ アカウント管理台帳の整備と棚卸しの実施 

なお、平成21年度システム評価の指摘事項を踏まえ、サーバ

類の統合、新規OS等への対応及び管理体制の強化を実施。 

③ 全職員への周知・徹底 

情報セキュリティの強化及び情報システムの適切な管理運用に係る必要な

事項について、グループウェアへの掲載、社内メールでの通知等により、全職

員へ周知・徹底。 
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④ 研修等への参加 

外部関係団体が主催する研修等に参加し、情報システム及び情報セキュリ

ティに関する知識の習得、資質向上に努めた。 
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【Ⅰ２】 ２ 組織及び定員配置の見直し 
【評定】  Ａ 

Ｈ２０ Ｈ２１   
【法人の達成すべき目標（計画）の概要】  

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。 Ａ Ａ   

評価基準 

評価項目 

（２２年度計画の各項目） 
指標 

実 績 分析・評価 

■組織及び定員配置の見直しの状況 

 超過勤務時間等、業務量を定期的に把握し、業務内容・業務量に応じた職員

配置を実施。平成 22 年度は、次の組織見直しを実施、又は平成 23 年度からの

実施を決定。 

① 総務部 

組織体制全体を見直し、平成23年度より次の2室を設置することを決定。

・法人全体のガバナンス・内部統制の強化及び法人の長を中心としたマネ

ジメント体制の整備として、「経営企画室」を設置。 

・情報システムの効率的かつ適切な運用を図る体制の整備として、「情報

システム室」を設置。 

② 国立競技場 

包括的業務委託の実施により、委託業者に対する指導・監督業務の効率

化を図り、代々木事業課の人員配置を見直し。 

③ ＪＩＳＳ 

「チーム『ニッポン』マルチサポート事業」の事業規模増加に的確に対応す

るため、平成23年度より「マルチサポート推進課」を設置することを決定。 

④ 支所 

業務効率化により、人員配置を見直し。 

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。 

組織及び定員配置の見直し状況

 

 

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、組織

及び人員配置を見直しており、評価できる。 

 今後も、効率的・効果的な組織編成や人員配置

を行うことを期待する。 

 

【根拠】 

○組織の見直しとして、①ガバナンス強化等のた

めの経営企画室の設置、②情報システム運用の

ための情報システム室の設置、③マルチサポート

事業のためのマルチサポート推進課の設置を決

定。 

○人員配置の見直しとして、①包括的業務委託に

より国立競技場の法人業務が効率化されたこと、

②支所の業務が効率化されたことにより、それぞ

れ人員配置を見直し。 
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【Ⅰ３】 ３ 業務運営の点検・評価 【評定】  Ａ 

【Ⅰ３（１）】 （１）自己点検・評価の実施 
【評定】  Ａ 

Ｈ２０ Ｈ２１   
【法人の達成すべき目標（計画）の概要】  

３ 業務運営の点検・評価 

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

（１）自己点検・評価の実施 

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

評価基準 

評価項目 

（２２年度計画の各項目） 
指標 

実 績 分析・評価 

３ 業務運営の点検・評価 

 

業務運営の点検・評価の

実施状況 

 

（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。 

 

 

 

法人の自己評価実施状況 

 

■自己評価委員会の開催状況 

① 自己評価委員会の開催 

中期計画・年度計画、前年度の業務改善ヒアリングに基づき役員会決

定した業務実施方針に関する取組について、自己評価委員会を計4回開

催し、取組の進捗状況を検証。 

検証結果は役員会に報告し、役員会による評価を決定・周知すること

で、業務運営の改善に反映。 

特に23年1月の自己評価委員会においては、年間実績見込をもとに、

事業ごとの「部会制」を試行し、集中的な検証を実施。検証結果について

は役員会による評価の上、理事長等による業務改善ヒアリングにおける

課題とし、平成23年度以降の業務へ反映。 

 ② 業務進行管理の強化 

内部統制の充実・強化に向けた課題として、行政刷新における政府の

方針を踏まえ、さらなる顧客（国民）視点、財務視点、効率的・効果的な業

務プロセスの視点及びその実現に向けて組織を成長させる視点を重視し

た内部統制・ガバナンスの整備が必要となることから、「バランス・スコア

カード」に基づく目標を設定し、業務進行管理に活用。 

 

 

（１）自己点検・評価の実施 

自己評価委員会において、業務の進捗及び実績

を検証して改善を図っており、評価できる。  

 今後も、検証結果を業務運営に反映させることを期

待する。 

 

【根拠】 

○自己評価委員会を 4 回開催し、業務の進捗を検証

して業務運営を改善するとともに、業務実績を検証

し、役員会による評価を経て、次年度以降の業務へ

反映。 
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【Ⅰ３（２）】 （２）業務運営の改善促進 
【評定】  Ａ 

Ｈ２０ Ｈ２１   
【法人の達成すべき目標（計画）の概要】  

（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。 
Ａ Ａ   

評価基準 

評価項目 

（２２年度計画の各項目） 
指標 

実 績 分析・評価 

（２）業務運営の改善促進 

業務運営全般について法

人の長によるヒアリングを実

施し、課題等を提起し、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。 

 

ヒアリングの実施状況 

 

 

 

 

 

内部統制に係る取組の

状況 

・法人の長がリーダーシッ

プを発揮できる環境は整

備され、実質的に機能し

ているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

・法人の長は、組織にとっ

■法人の長等によるヒアリングの実施状況 

中期計画・年度計画の達成状況、課題への取組状況等について、理事長

等によるヒアリングを実施（平成 23 年 2～3 月）。特に今回は、平成 23 年 1

月実施の自己評価委員会における年間実績見込から課題を抽出し、「バラ

ンス・スコアカード」の 4 視点（顧客・財務・業務プロセス・学習と成長）を重視

してヒアリング及びディスカッションを実施し、平成 23 年度の業務実施方針

に反映。 

 

■業務運営に関する内部統制に係る取組状況 

（１）法人の長がリーダーシップを発揮できる環境の整備 

① 業務改善ヒアリングの実施（上記１参照） 

② 役員会の設置（定例（毎月）・臨時）（監事も参加） 

中期計画・年度計画等業務実施に係る重要な方針の決定、自己評価

委員会（Ⅰ－３－（１）参照）による業務実施状況の検証結果に対する意

思決定のほか、各事業部門からの報告に基づき、内外で発生する課題

の把握・対応。 

③ 予算・人事等の決定手続き（予算についてはⅢ－２－（３）参照） 

人事異動についてはガイドラインを踏まえ、理事長の決裁にて実施。 

④ 権限の委任の範囲・法人の長の補佐体制の整備状況 

各理事は、役員会決定事項に基づく各事業の運営について、事業部

門の責任者として理事長を補佐し、担当する業務を統括。 

また、総務部企画調整課において法人の長のリーダーシップを補佐

し、業務改善を促進。なお、更なる体制強化を図るため、総務部の組織

再編を行い「経営企画室」を設置することを決定。 

⑤ その他 

通常業務において理事長と直接接する機会の少ない若手職員との意

見交換の場として、理事長と若手職員とのミーティングを実施。 

（２）法人のミッションについて役職員への周知状況 

（２）業務運営の改善促進 

理事長等によるヒアリング、監事による監査等を実

施し、業務改善に取り組んでおり、評価できる。 

今後も、業務運営の改善に努めることを期待する。 

 

【根拠】 

○理事長等によるヒアリングにおいて各業務の進捗や

課題等を議論し、平成 23 年度の業務実施方針に反

映。 

○内部統制に係る取組として、①理事長等によるヒア

リング、②役員会の実施、③業務実施方針の周知、④

自己評価委員会による管理等を通じて、各業務の進捗

や課題等を役職員で共有しながら業務を実施するとと

もに、財務、施設、情報セキュリティ等の危機管理を強

化している。 

○監事による業務や会計の監査を適宜・適切に実施

し、改善点を理事長に報告するとともに、そのフォロー

アップを実施している。 
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て重要な情報等について

適時的確に把握するとと

もに、法人のミッション等

を役職員に周知徹底して

いるか。 

 

 

 

 

・法人の長は、法人の規

模や業種等の特性を考

慮した上で、法人のミッシ

ョン達成を阻害する課題

（リスク）のうち、組織全体

として取り組むべき重要

なリスクの把握・対応を行

っているか。 

・その際、中期目標・計画

の未達成項目（業務）に

ついての未達成要因の把

握・分析・対応等に着目し

ているか。 

・法人の長は、内部統制

の現状を的確に把握した

上で、リスクを洗い出し、

その対応計画を作成・実

行しているか。 

 

 

 

 

 

監事監査の実施状況 

・監事監査において、法人

の長のマネジメントについ

て留意しているか。 

 

 

① 業務改善ヒアリングの結果に基づき、事業・業務の実施方針を役員会

で決定し、職員に周知。この方針に基づく具体的取組状況について自己

評価委員会で進行管理を実施することで、常に役職員全体で課題を共

有しながら業務を行い、業務運営の改善を促進。 

② 役員会、業務改善ヒアリング及び自己評価委員会の内容については、

サイボウズ（グループウェア）にて共有し、職員に周知。 

③ コーポレート・メッセージの策定（Ⅰ－１－（３）参照）を通して、外部とと

もに、内部の役職員にも法人の事業理念を共有。策定に当たっては、職

員からの公募・選定に当たっての職員投票を通じ、理念共有を強化。 

（３）法人のミッションを阻害する課題（リスク）への対応状況 

① 中期計画・年度計画には、センターの事業運営において想定される主

要なリスクに関する事項があらかじめ定められている（※）ことから、実

施方針で具体化し、役員会・自己評価委員会において計画に対する履

行状況の把握・対応を行うことで、リスクマネジメントの強化を図ってい

る。 

※中期計画・年度計画上で想定されているリスクのうち、主要なもの 

・財務上のリスク：Ⅰ－１「経費の抑制」、Ⅲ「予算（人件費の見積を含

む。）、収支計画及び資金計画」 

・情報セキュリティ上のリスク：Ⅰ－１－（３）－②「情報処理技術の活

用」 

・施設上のリスク：Ⅶ－１「施設及び設備に関する計画」 

・危機管理：Ⅶ－２－（２）－③「危機管理体制等の充実」 

② 中期計画・年度計画で想定されていないリスクについては、役員会に

て把握・対応。 

（４）その他 

その他、現在整備している、業務運営に関する内部統制に関する仕組

みの大枠は、次のとおり。 

① 会計監査人による監査の実施 

② 倫理監督者（総務担当理事）の設置（役職員倫理規則） 

③ 内部通報窓口・内部通報調査委員会の設置（内部通報取扱規程） 

④ 情報化統括責任者等の設置（情報システム管理規程） 

 

■監事による監査の実施状況 

① 業務監査の実施 

  監査計画書に基づき、業務監査、臨時監査、会計監査を実施。 

ア 業務監査 

実施日 ：平成22年5月18日～24日 

実施項目： 
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・監事監査において把握し

た改善点等について、必要

に応じ、法人の長、関係役

員に対し報告しているか。

その改善事項に対するその

後の対応状況は適切か。 

・業務が、経済的、効率的及び有効的な観点から実施されて

いるか 

・年度計画の実施状況 

・業務改善ヒアリング（理事長ヒアリング）の指示事項に対する

措置状況 

実施日 ：平成22年6月11日 

実施項目：科学研究費に関する事項 

実施日 ：平成22年12月27日 

実施項目：給与水準に関する事項 

イ 臨時監査 

実施日 ：平成22年5月17・18日、6月24日 

実施項目：契約に関する事項（Ⅰ－１－（２）－②参照） 

ウ 支所監査 

実施日 ：平成22年11月15日～12月2日 

実施項目：支所業務の運営及び実施状況 

エ 会計監査 

【月例監査】 実施日 ：毎月実施 

実施項目： ・合計残高試算表、総合合計残高試算表等 

・収入支出の状況等把握 

【決算監査】 実施日 ：平成22年6月10日 

実施項目：財務諸表、事業報告書及び決算報告書 

【支所監査】 実施日 ：平成22年11月15日～12月2日 

実施項目：支所における各勘定の会計処理等 

 ② 監査結果の業務への反映 

監事監査において把握した改善点等について、平成22年6月28日に、

「平成 21 事業年度監査結果に基づく意見書」を理事長に報告。また、意見

書に係る対応について、平成23年3月11日～平成23年3月23日にフ

ォローアップを行い、監査結果の業務への取組状況について確認。 
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【Ⅱ】 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にとるべき措置 【評定】  Ａ 

【Ⅱ１】 １ スポーツ施設の運営・提供に関する事項 【評定】  Ａ 

【Ⅱ１（１）】 （１）大規模スポーツ施設における稼働日数の確保 
【評定】  Ａ 

Ｈ２０ Ｈ２１   

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】  

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にとるべき措置 

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ない範

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。 

Ａ Ａ   

【インプット指標 （スポーツ施設の運営・提供に関する事項全体の指標）】 

（中期目標期間） H20 H21 H22 

決算額（百万円） 2,230 2,700 3,669

運営費・事業費・管理費 1,231 1,289 1,449

施設整備費 653 1,066 1,893

人件費 345 345 328

従事人員数（人） 33.3 34.4 32.7 

 

評価基準 

評価項目 

（２２年度計画の各項目） 
指標 

実 績 分析・評価 

１ スポーツ施設の運営・提供

に関する事項 

スポーツ施設の運

営・提供 
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■適切な施設管理と稼働日数の確保の状況 

・ 長年蓄積してきたスポーツターフ等、施設・設備の維持管理に関するノウハウ

を活かし、ナショナルスタジアムとして高水準な施設条件を維持した上で、競

技者や観客等に安全かつ快適な施設を提供。（（２）及びⅦ－１参照） 

・ 国際的・全国的なスポーツ大会等の開催やアマチュアスポーツ等の利用促進

により、稼働日数の確保に努めるとともに、スポーツの利用を第一に確保しつ

つ、本来目的に支障のない範囲内でスポーツ大会等の利用がない日につい

ては、コンサート、ファッションショー等スポーツ以外の一般利用への利用を

促進。  

（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。 

大規模スポーツ施設

における稼働日数

の確保状況 

 

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。 

稼働日数 

 

Ａ：135日以上 

Ｂ：95 日以上 135

日未満 

Ｃ：95日未満 

■実稼働日数  154日 

区分 稼働日数 

スポーツ利用 117日 

一般利用 37日 

芝生養生日数 109日   

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。 

稼働日数 

 

Ａ：80日以上 

Ｂ：56 日以上 80

日未満 

Ｃ：56日未満 

■実稼働日数  72日 

区分 稼働日数 

スポーツ利用 64日 

一般利用 8日 

芝生養生日数 180日  

東日本大震災に伴い予定されていた行事が中止された（計 8 日）ことなどから、

稼働日数が目標日数を下回った。 

 

１）大規模スポーツ施設における稼働日数の確保 

 ラグビー場及び代々木第二体育館については、東日

本大震災や国際競技規則の改正等に伴う工事により一

定の休業を余儀なくされたが、各施設とも稼働日数の確

保に努めており、評価できる。 

今後は、稼働日数だけの評価ではなく、施設の保守・

点検や定期的な大規模修理を日程に組み入れた考え

方が必要であり、事前に想定できる休業がある場合に

は、それを勘案して年度計画を設定することが必要。 

 

【根拠】 

○霞ヶ丘競技場及び代々木第一体育館は、稼働日数が

目標を上回っている。 

○ラグビー場及び代々木第二体育館は、東日本大震災

や国際競技規則の改正等に伴う工事により休業を余儀

なくされたことから、目標を下回っている。 
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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。 

稼働日数 

 

Ａ：225日以上 

Ｂ：158日以上225

日未満 

Ｃ：158日未満 

■実稼働日数 287 日 

区分 稼働日数 

スポーツ利用 126日 

一般利用 161日 

保守点検等日数 44日   

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。 

稼働日数 

 

Ａ：305日以上 

Ｂ：214日以上305

日未満 

Ｃ：214日未満 

■実稼働日数 233 日 

区分 稼働日数 

スポーツ利用 213日 

一般利用 20日 

保守点検等日数 20日  

バスケットボールの国際競技規則が改正され、平成22年度にコートの大幅なデ

ザイン変更を行う必要が生じたため、その改修並びにコートの全面的な補修を行う

とともに、電気・給排水設備の故障の修理等により休業（計 87 日）を余儀なくされ

た。 

また、東日本大震災に伴い予定されていた行事も中止された（計 20 日）ことなど

から、稼働日数が目標日数を下回った。 

 



 

項目別－24 

 

【Ⅱ１（２）】 （２）スポーツ利用者の利便性の向上 
【評定】  Ａ 

Ｈ２０ Ｈ２１   
【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

（２）スポーツ利用者の利便性の向上 

① ホームページを活用した情報提供 

センターの設置するスポーツ施設の利用情報等（利用申込、空き情報、利用条件、イベント情報等）を一元的かつ積極的に情報提供することにより、スポー

ツ施設利用者の利便性の向上を図る。 

② 施設利用者の利便性の向上・ニーズの把握  

施設利用者に対するアンケート調査等の実施により、利用者ニーズの把握を行い、快適な利用環境を提供する。 

Ａ Ａ   

【インプット指標】  

スポーツ施設の運営・提供に関する事項全体の指標（項目別－21）を参照 

 

評価基準 

評価項目 

（２２年度計画の各項目） 
指標 

実 績 分析・評価 

（２）スポーツ施設利用者

の利便性の向上 

 

施設利用者の利便性向上

状況 

■利便性の向上に向けた取組等の実施状況 

・ 定例会において、施設全体の利便性の向上について提案・検討。 

・ スポーツターフについては、ターフの維持・管理に反映されるよう芝生維持

管理定例会を開催し、事業部門と管理部門の連携を推進。  

・ 快適な施設利用環境の提供に努めるため、アンケートの実施、御意見箱の

活用により、日常的に利用者ニーズの把握を行い、サービス向上が見込ま

れる事項について改善。 

 

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。 

一元的な情報提供によ

る利用者の利便性向上

の状況 

■ホームページの活用による情報提供等の状況 

・ 各施設で開催される各種大会・イベント等、タイムリーな情報提供や掲載内

容の充実を図り、施設利用者の利便性の向上に尽力。 

・ 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

向けにレッスン変更案内、陸上競技場走路の開放状況、水泳場の団体利用

予約状況等を掲載、アクセス数の多い座席図ページを掲載。 

② 施設利用者の利便

性の向上・ニーズの

把握  

利用者ニーズの把握の

状況 

■利用者ニーズの把握と改善状況 

① アンケート調査の実施状況 

施設利用者の満足度に関するアンケートを実施し、利用者から要望の多

２）スポーツ施設利用者の利便性の向上 

各施設の情報を一元的に提供するとともに、ニーズを

踏まえた改善を行っており、評価できる。 

 今後も、例えば意見件数の少ない御意見箱の利用方

法を工夫するなど、更に改善することを期待する。 

 

【根拠】 

○各施設で開催される大会・イベントや施設案内等の情

報は、ホームページを活用し、一元的に提供している。 

○各施設に対するニーズは、アンケートやヒアリングに

より把握し、更衣室や観客席等の改善を行っている。 
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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。 

 

い事項について改善策を講じ、快適な利用環境を提供。 

調査施設：霞ヶ丘：体育館、室内水泳場、トレーニングセンター、東・西テ

ニス場、代々木：室内水泳場、 

調査対象：利用団体、個人利用者 延べ  1,405名 

調査期間：平成22年6月、 12月 

② 御意見箱の活用状況 

快適な利用環境の提供に努めるため、各施設に御意見箱を設置し、利用

者ニーズを把握、サービス向上に努めた。 

意見件数   19件 

③ 利用団体のニーズ把握 

(財)日本サッカー協会、(社)日本プロサッカーリーグ、(財)東京都サッカー

協会、(財)日本ラグビーフットボール協会、関東ラグビーフットボール協会、

(財)日本陸上競技連盟、(社)東京陸上競技協会、関東学生陸上競技連盟、

(財)日本バレーボール協会、(財)日本バスケットボール協会、(社)日本チアリ

ーディング協会、日本バスケットボールリーグ、バスケットボール女子日本リ

ーグ機構、公益財団法人日本バドミントン協会、(財)日本卓球協会、(財)日本

レスリング協会等と意見交換し、利用団体のニーズを把握。 

④ 主な改善事項 

 ア 国立霞ヶ丘競技場 

・陸上競技場選手更衣室増設 

・陸上競技場選手更衣室トイレ新設 

・陸上競技場大会関係者用控室新設 

・陸上競技場バックスタンド観客席増設 

・陸上競技場メインスタンド側観客席の一部にカップホルダー新設 

・陸上競技場会議室音響設備更新 

・水泳場トイレ改修 

・西テニスコートウォシュレット設置 

・西テニスコート屋外トイレの便器等改修 

・東テニスコート人工芝補修 

 イ 国立代々木競技場 

・第二体育館音響反響の軽減 

・第二体育館フロアのライン等改修 

・第二体育館Ｂ1ロビー東西トイレ改修 

・水泳場更衣室の空調・シャワー設備の更新 

・屋外便所改修 

・旧食堂を会議室に改修 

 



 

項目別－26 

 

【Ⅱ１（３）】 （３）スポーツ施設の利活用の促進 
【評定】  Ａ 

Ｈ２０ Ｈ２１   
【法人の達成すべき目標（計画）の概要】  

（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。 Ａ Ａ   

【インプット指標】  

スポーツ施設の運営・提供に関する事項全体の指標（項目別－21）を参照 

 

評価基準 

評価項目 

（２２年度計画の各項目） 
指標 

実 績 分析・評価 

スポーツ施設の活用促進

状況 

■スポーツ施設の有効活用の促進状況 

国際競技力向上のための研究・支援事業の場として活用するなど、同一の設

置主体が施設を有しているメリットを活かすとともに、スポーツの利用を第一に

確保しつつ、高水準な施設条件や施設の安全性などに関して支障のない範囲

でスポーツ以外の一般利用にも供するなど、有効活用を図った。 

 

（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。 

 

国際競技力向上のため

の実験・実証の場として

の活用状況 

■国際競技力向上のための実験・実証の場としての活用状況 

① 連携推進会議 

開催日：平成22年3月10日（平成22年度方針等確認） 

② 実施概要 

・ 全日本選抜レスリングﾞ選手権大会における映像サポート 

場所： 国立代々木競技場第二体育館 

実施：平成22年5月1日～3日（3日間） 

・ 全日本体操個人総合選手権大会におけるパフォーマンス分析サポート 

場所： 国立代々木競技場第一体育館 

実施：平成22年5月7日～9日（3日間） 

・ 体操ＮＨＫ杯及び世界体操選手権大会日本代表選考会におけるパフォ

ーマンス分析サポート 

場所： 国立代々木競技場第一体育館 

実施：平成22年6月11日～13日（3日間） 

・ 2010世界柔道選手権大会における映像サポート 

場所： 国立代々木競技場第一体育館 

実施：平成22年9月8日～14日（7日間） 

 

（３）スポーツ施設の利活用の促進 

各施設は、国際競技力向上のための研究・支援の場

として活用するとともに、スポーツ以外の一般利用にも

供しており、評価できる。 

 今後も、スポーツ施設の有効活用の促進に努めること

を期待する。 

 

【根拠】 

○各施設は、開催される国際的・全国的なスポーツ大会

において、パフォーマンス分析等をサポートしている。 

○各施設は、スポーツの利用に支障のない範囲におい

て、スポーツ以外の一般利用にも供している。 
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 競技会以外の一般利用

状況 

■施設の活用状況（一般利用日数 4施設 226 日） 

① 国立霞ヶ丘競技場 

ア 陸上競技場   利用日数：  37日 

良質なスポーツターフ等施設条件を維持するために必要な養生期間

等を考慮しつつ、コンサート、ファッションショー等に活用。 

イ ラグビー場    利用日数：   8日 

良質なスポーツターフ等施設条件を維持するために必要な養生期間

等を考慮しつつ、フリーマーケット、ファッションショー等に活用。 

② 国立代々木競技場 

ア 第一体育館   利用日数：  161日 

利用者にとって快適な施設条件を提供するための管理等の期間を考

慮しつつ、コンサート、展示会等に活用。 

イ 第二体育館   利用日数：   20日 

利用者にとって快適な施設条件を提供するための管理等の期間を考

慮しつつ、コンサート、展示会、ヘアーカットコンテスト等に活用。 

 

 
 



 

項目別－28 

 

【Ⅱ２】 ２ 国際競技力向上のための研究・支援等に関する事項 【評定】  Ａ 

【Ⅱ２（１）】 （１）国際競技力向上のための総合的支援 
【評定】  Ａ 

Ｈ２０ Ｈ２１   

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】  

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、ＪＩＳＳ及びＮＴＣの施設・設備を活用した効果的な支援を実施する。 

① スポーツ医・科学分野からの支援 

我が国のトップレベル競技者の競技力向上を図るため、これまでの研究・支援活動の成果及びＮＦの要望等を踏まえ、支援活動内容の明確化・プロジェクトの

重点化を図り、スポーツ医・科学の側面から支援する。 

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。 

Ａ Ａ   

【インプット指標 （国際競技力向上のための研究・支援等に関する事項全体の指標）】 

（中期目標期間） H20 H21 H22 

決算額（百万円） 4,877 6,772 5,507

運営費・事業費・管理費 3,094 4,280 3,299

施設整備費 1,168 1,590 740

受託事業費 122 326 853

人件費 492 576 616

従事人員数（人） 47.3 56.8 60.8 

 

評価基準 

評価項目 

（２２年度計画の各項目） 
指標 

実 績 分析・評価 

２ 国際競技力向上のため

の研究・支援等に関する

事項 

 

国際競技力向上のための

研究・支援等の実施状況 
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（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。 

総合的な支援の実施及び

効果的な支援の実施状況 

 

■総合的支援活動の実施状況 

ＪＯＣ及びＮＦのニーズを踏まえた上で、スポーツ医・科学・情報の各機能が統

合されたＪＩＳＳの特徴を活かし、総合的な支援活動を実施。 

①広州アジア大会 

・アジア夏季競技大会（2010／広州）に向けて重点的に支援を実施。 

・現地で 12 競技種目（陸上、競泳、体操、トランポリン、レスリング、フェンシ

ング、柔道、カヌー、アーチェリー、トライアスロン、バドミントン、ハンドボ

ール）に対し、支援活動を実施。 

・日本国内に「東京Ｊプロジェクト 2010／広州」開設。ＪＯＣの情報戦略活動

に対する国内情報戦略支援体制としてＪＯＣ及び日本代表選手団への情

報支援。今後の我が国の国際競技力向上方策や戦略を企画立案・策定

するために必要な各種情報を収集・分析・提供。 

② 文部科学省委託事業 チーム「ニッポン」マルチサポート事業 

ア ターゲット競技に対する支援活動 

15 競技種目（陸上競技、競泳、シンクロ、体操、トランポリン、レスリン

グ、セーリング、自転車、フェンシング、柔道、カヌー、アーチェリー、トラ

イアスロン、スピードスケート、フィギュアスケート）に対し、アスリート支

援チームを設置し、戦略的・包括的に高度な情報・医・科学サポートを実

施。  

イ 広州アジア大会 「マルチサポート・ハウス」を設置 

２０１２年ロンドンオリンピックでのマルチサポート・ハウスの設置のあ

り方を検討するため、トライアルとして実施。 

ウ 調査研究 

効果的なサポートを実施するために必要となる専門分野ごと、あるい

は分野横断的・ターゲット競技横断的な調査研究を実施。 

（１）国際競技力向上のための総合的支援 

国際競技力向上のための国内外の情報収集・分析を

積極的に行っており、特に国外での活動として、ロンドン

事務所が欧州のスポーツ関係機関等と連携し、ロンドン

五輪に向けた英国の情報収集に努めていることは評価

できる。また、SMART-system は選手からの評価も高

い。 

今後も、特に大学等の持っている人材や施設とのス

ムーズな連携により、一層の効果が発揮できるものと期

待。 

 

【根拠】 

○ロンドン事務所の活用 

UK スポーツをはじめとした欧州のスポーツ関係機関

等と連携し、国際競技力向上に関わる情報を収集。ＵＫ

スポーツとの共同プロジェクト、セミナー等を開催。競技

団体に対し、ロンドン五輪会場、交通事情、トレーニング

場所等の現地情報を提供。 

・UK スポーツとの共同プロジェクト（ワークショップ 3

件） 

・セミナー等の開催 6件  

・英国内外フィールド調査 21機関 

・NAASHロンドン事務所情報配信サービス 133件 
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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。 

スポーツ医・科学分野か

らの支援状況 

 

■スポーツ医・科学分野からの支援状況 

① アスリートチェックの実施状況 

競技者の心身の状態を、メディカル、フィットネス、メンタル及び栄養面か

ら多角的・総合的に評価・診断。データの提供やアドバイスを迅速かつ的確

に実施し、ＮＦが行う強化活動を支援。 

延べ実施者数： 2,004 人 

② 医・科学サポートの実施状況 

ＮＦからの支援要望に対して、支援内容を吟味し、ＪＯＣの意見及び強化

ランクを踏まえて支援活動を実施。支援活動においては、種目ごとのサポ

ートを統括する担当者を配置し、体制を整備。なお、年度途中で生じた新た

なＮＦからの要望・企画を調査し、必要な支援を行うことを目的として、サポ

ート申請の二次募集を実施。また、栄養、心理、トレーニング、映像技術及

び情報技術等の専門スタッフの知見を活用した、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。 

・専門的体力測定・技術分析、試合でのパフォーマンス分析、合宿でのコン

ディションチェック等： 46件 

・栄養、心理、トレーニング、映像技術、情報技術分野における講習会： 84

件 

・栄養、心理、トレーニング分野における個人指導・相談： 5,966件 
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  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。 

情報の収集・分析・提供

の状況 

■国際競技力向上関連情報の収集・分析・提供の状況 

① 各種情報の収集・分析 

国際競技力向上に関わる情報を、国内主要紙、国内主要通信社、国内

外ウェブサイト、主要国スポーツ関係機関の公刊資料及び独自の調査活動

等から収集及び分析。 

・各国の強化戦略・体制・拠点 

・オリンピック対策（シンガポール 2010、ロンドン 2012、ソチ 2014、リオデジ

ャネイロ2016） 

・その他リカバリー、シミュレーション、用具開発、ドーピング防止及び国内

情勢 等 

② ネットワークを活用した情報提供 

ＪＯＣ、ＮＦ、大学等をはじめとする関係機関へネットワークを活用し、情

報を提供。 

情報提供数： 2,758件  

③ ロンドン事務所の活用 

UKスポーツをはじめとした欧州のスポーツ関係機関等と連携し、国際競

技力向上に関わる情報を収集。ＵＫスポーツとの共同プロジェクト、セミナ

ー等を開催。競技団体に対し、ロンドン五輪会場、交通事情、トレーニング

場所等の現地情報を提供。 

・UKスポーツとの共同プロジェクト（ワークショップ 3件） 

・セミナー及びフォーラムの開催 6件  

・英国内外フィールド調査 21機関 

・NAASHロンドン事務所情報配信サービス 133件  

④ 国際競技力向上の政策・戦略・施策の企画・策定への支援 

すべてのオリンピック種目について、世界選手権やワールドカップの結

果、世界ランキングを集約・分析し、文部科学省、ＪＯＣ等の要望に応じて情

報を提供。 
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イ 国際競技力向上

のための情報戦略・

連携ネットワークの

強化・充実 

ＪＯＣ、ＮＦ、地域ス

ポーツ医・科学セン

ター、体育系大学を

はじめとする研究機

関、及び海外のスポ

ーツ関連機関等との

情報戦略・連携ネット

ワークの拡大・強化

を図る。 

特に、英国をはじ

めとした欧州各国の

関係機関とのネット

ワークの構築は、ロ

ンドン事務所を通じ

て積極的に行う。 

また、これらのネ

ットワークを有効に

活用して、国際競技

力向上のためのタレ

ント発掘・育成プログ

ラムに関する支援、

ＮＴＣ強化活動の支

援、ＮＴＣ競技別強化

拠点との情報ネット

ワーク化に係る支援

等を行う。 

 

ネットワークの強化・充

実の状況 

 

■国内外の関係機関との連携ネットワークの強化・充実・活用状況 

ネットワークへの登録促進、海外向けニュースレターの配信、情報の配信、会

議・研修会を実施。 

・国内の関係機関とのネットワーク登録者数 1,225名 

・海外の関係機関とのネットワーク登録者数 200名 

・海外向けニュースレター配信数 50件 

・ネットワークを活用した連携タレント発掘事業数 12地域 

・スポーツ科学情報の配信 13件 

・海外関係機関との情報交流 25カ国 90団体（シンガポール、UKスポー

ツ、韓国NEST財団等） 

・タレント発掘・育成プログラム開発のための研修会開催 1回 

・タレント発掘・育成事業評価分析会議 1回 

・地域ネットワーク全国会議の開催 1回 

・大学ネットワークフォーラム 1回 

・海外研究員招聘 1カ国 2名 

・Team Japan Weekly Resultsの提供 50回 
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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。 

 

技術の開発応用の促進

状況 

 

■国際競技力向上への情報関連技術の開発応用の促進の取組状況 

① 国際競技力向上に有用なシステム・ソフトウェアの開発等の状況 

ア SMART-system（映像データベース）コンテンツ自動登録システムの開

発 

  NTCで練習中に撮影した映像をSMART-systemにリアルタイムに登録

し、選手、コーチ、遠隔地の関係者に映像を即座に共有できるシステム

（CERDAS）を開発。バレーボール、シンクロナイズドスイミングで利用を

開始。 

イ 携帯電話を利用した食事情報収集データベースの開発 

選手が携帯電話で撮影した食事の写真を携帯メールで送信するだけ

でデータベースサーバへ自動格納され、選手や栄養士がいつでも Web

でカレンダー形式にて閲覧できる食事情報収集データベース（m-dairy）

を開発。シンクロナイズドスイミングで利用を開始。 

ウ トレーニング体育館業務支援システムの開発 

JISS トレーニング体育館指導員の指導記録を一元的に管理し、容易

に検索、閲覧、共有できるシステム（SCWAT）を開発。映像を記録、再生

する機能は、指導方針を検討する際や指導の現場にて、選手の状態を

正確に把握できる機能を整備。 

エ 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 

慣性センサを利用した調査、風洞実験、高速度カメラによる調査を行

い、卓球のラケットとボールの衝突・摩擦モデルを構築。また、高速度カ

メラによって得られたボールの映像を自動的に画像処理し、ボールの速

度・角速度ベクトルを推定するソフトを開発。 

オ SMART-system2.0の開発 

再構築を進めている SMART-system について、サーバーシステムの

追加機能の実装（Web 検索、スナップ、イベント辞書、ユーザ管理）、専

用のクライアントソフトウェアである SMART-player の追加機能の実装

（複数映像の同期表示、Smooth Streaming、Web コンポーネント、イベン

ト登録）を行い、機能テストを実施。 

カ ハイビジョン映像取込システムの開発 

カメラやスーパースポレコで撮影されたハイビジョン映像をノート PC

に取り込み、エンコードした上でファイル化するプログラムを構築。JISS

内部で作成した映像転送システムと連動させることにより、映像をデータ

ベースへ自動転送できるシステムを整備。 

  ② 情報関連技術・ソフトウェアを活用した支援の状況 

    ア SMART-system利用状況 

   ・SMART-system利用団体：15団体（うち新規5団体） 

   ・SMART-system総映像登録数：72,144件 
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    イ  2004 年から実施しているセーリング連盟向け気象情報自動収集シ

ステム及び2009年から実施している自転車連盟向けWeb情報共有シ

ステムの継続的な開発（改修）及び運用を実施。 

    ウ  スピードスケートなど6競技に対し、競技の特性やNFの映像閲覧方

法（場所、タイミング等）のニーズに応じて、以下のシステムのうち適

当なものを利用した映像の即時フィードバックを実施。 

     ・SMART-system 

     ・無線転送式メモリーカードおよび映像ストリーミングサーバー 

     ・DLNAサーバーおよび携帯端末（iPad等） 

 また、上記システムをより効率よく（即時的に）運用するために、システ

ム内の繋ぎ的要素となる自動ファイル転送ツール、自動エンコードツー

ル等を開発し、活用。 

③ 情報関連技術・ソフトウェアを活用する人材の育成 

 SMART-system を NFが活用できるようにするために、システム導入、

サーバー運用、データ入力のコンサルティングやシステム管理者、利用

者向けの講習会等を実施。 

 

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ＪＩ

ＳＳ、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。 

 

情報の共有・有効活用

の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■国際競技力向上に関わるデータベースの構築状況 

・オリンピック記録データベースに「2008年北京」を追加。 

・競技力向上に関わるさまざまな情報やデータ、知識等を配信するとともに、

これまで収集した資料や配信された情報を検索利用することができるデータ

ベースを適切に運用。 

③ トレーニング施設等

の提供 

快適なトレーニング

トレーニング施設の提供

状況 

■トレーニング施設等の提供状況 

①ＪＩＳＳ 
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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。 

施設名 延べ利用人数等 

専用・共用トレーニング施設 33,211人 

宿泊室 17,767人 

栄養指導食堂 79,310食 

②ＮＴＣ 

施設名 延べ利用人数等 

屋内トレーニングセンター 97,446人 

ＪＩＳＳ内専用トレーニング施設 50,589人 

陸上トレーニング場 16,127人 

屋内テニスコート（ハード） 3,560人 

宿泊施設 27,651室 

※JISS内にある競泳プール、シンクロナイズドスイミングプール、新体操、トラン

ポリン、フェンシングの各専用トレーニング施設は、平成２２年４月１日から

NTCに移行。 

 

 利用者ニーズの把握の

状況 

■利用団体のニーズの把握と改善状況 

① 利用団体のニーズの把握 

トレーニング環境を充実させるために、ＪＯＣを窓口としてＮＦの要望を取

りまとめ、競技備品等を調達するとともに、施設管理や警備、受付等日常の

サービスに関するアンケートを実施し、トレーニング環境整備以外のニー

ズを把握。 

また、ＪＩＳＳ、ＮＴＣにおける施設の管理・運営について、ＪＩＳＳ、ＪＯＣ及

び委託業者で構成する定例会議（月１回開催）を開催して、利用者からの要

望等の情報収集に努め、トレーニング環境を整備。 

② 主な改善状況 

アスリートやＪＯＣなどからの要望等を踏まえ、トレーニング備品の購入

や施設改修などを実施し、快適なトレーニング施設を提供。 

   ・体操練習場床交換（ＮＴＣ：体操練習場） 

・パワープレート購入 （ＮＴＣ：ウエｲトリフテイング、バレーボール） 

・移動式ピスト、練習用標的パネル購入 （ＪＩＳＳ：フェンシング） 

・防球ネット設置作業（ＮＴＣ：ハンドボール） 

・室内テニスコートコート補修作業（ＮＴＣ：室内テニス） 

・その他、各専用利用施設に適宜、備品等を購入 
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【Ⅱ２（２）】 （２）国際競技力向上のための研究の推進 
【評定】  Ａ 

Ｈ２０ Ｈ２１   
【法人の達成すべき目標（計画）の概要】  

（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。 
Ａ Ａ   

【インプット指標】  

国際競技力向上のための研究・支援等に関する事項全体の指標（項目別－28）を参照 

 

評価基準 

評価項目 

（２２年度計画の各項目） 
指標 

実 績 分析・評価 

（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、１

２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、Ｎ

Ｆ、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。 

関係機関との連携によるプ

ロジェクトチーム型研究の

実施状況 

■プロジェクトチーム型研究の実施状況 

ＪＯＣ及びＮＦのニーズや、競技現場から科学的解明が求められている課題を

踏まえ、スポーツ科学・医学・情報の各機能が統合されたＪＩＳＳの特徴を活か

し、ＮＦや大学とも連携しつつ国際競技力向上に有用な知見を生み出すため 12

研究課題を実施。そのうちの「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」及び「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」の 2 研究課

題は、本年度が２年計画の最終年度となっており、計画どおり終了。 

また、研究事業部会において、研究課題・課題内のプロジェクトごとに進捗状

況及び次年度の研究計画についてヒアリングを行い、当該年度の研究内容につ

いて評価を行ったほか、適切な予算執行、研究計画の見直しに反映。 

① 研究の実施状況 

研究課題 

実施内容 プロジェクト 

国際競技力向上に有用なｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ評価方法の開発と応用【2年目／4年】 

最新の知見を取り入れながら新たなコン

ディション評価方法の開発を行うととも

に、それを実際の競技者に応用しながら

その有用性を検証し、最終的に、競技力

向上に有用となるコンディション評価方

法を確立することを目的とし、6 プロジェ

クトを実施。 

・心拍変動ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの有用性に関する研究

・ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞのための新規生化学ﾏｰｶｰ

の検索研究 

・筋ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ評価方法の開発と応用 

・携帯webを利用したｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ管理ﾂｰﾙ

の開発 

・女性競技者の月経を考慮したｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝ

ｸﾞに関する研究 

・競技者の縦断的研究：ﾄｯﾌﾟｱｽﾘｰﾄの一般

および専門的体力ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝの評価 

低酸素ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞの有用性に関する研究【2年目／4年】 

（２）国際競技力向上のための研究の推進 

NF や大学と連携し、国際競技力向上に有用な１２研

究課題を行い、プロジェクトごとに評価を行い、研究内

容の見直しに反映させたことは評価できる。 

今後も、関係機関との連携によるプロジェクト型研究

の推進に努めることを期待する。 

 

【根拠】 

○ＪＯＣ及びＮＦのニーズや、競技現場から科学的解明

が求められている課題を踏まえ、スポーツ科学・医学・

情報の各機能が統合されたＪＩＳＳの特徴を活かし、ＮＦ

や大学とも連携しつつ国際競技力向上に有用な知見を

生み出すため12研究課題を実施。 

また、研究事業部会において、研究課題・課題内のプ

ロジェクトごとに進捗状況及び次年度の研究計画につい

てヒアリングを行い、当該年度の研究内容について評価

を行ったほか、適切な予算執行、研究計画の見直しに反

映 
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低酸素環境での滞在とトレーニング及び

高地トレーニングの有用性を検証するこ

とを目的とし、基礎的研究と実践的研究

の２プロジェクトを実施。 

・低酸素暴露による生理的応答に関する基

礎的研究 

・実践的低酸素ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ法に関する研究 

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【2年目／4年】 

競技者の身体運動のみでなく、使用して

いる用具・用品、置かれた環境条件等と

の関係性も含めた系全体の挙動を捉

え、その最適化を試みること及びその結

果から競技パフォーマンス向上のため

の示唆を得ることを目的とし、4 プロジェ

クトを実施。 

・力・ﾊﾟﾜｰ計測機器を用いた屋外競技の動

作および戦略の最適化に関する研究 

・ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙの制限環境下におけるｷｯｸ動作

の動力学的解析 

・ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙのｼｭｰﾄ動作における手先を加

速させるﾒｶﾆｽﾞﾑの動力学的解析-腕のし

なりを利かせたｼｭｰﾄに注目して- 

・ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ競技のｼﾞｭﾆｱ選手を対象とし

たｽﾅｯﾁ種目の挙上動作に関する研究 

競技ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽの診断ｼｽﾃﾑの構築に関する研究【2年目／4年】 

競技スポーツのパフォーマンス評価・診

断におけるバイオメカニクス的手法につ

いて方法論上の妥当性を見直し、その開

発・改善を進め、個別の競技種目におい

て運動技術の改善等に役立つ診断シス

テムを構築することを目的とし、4 プロジ

ェクトを実施。 

・ﾗﾝﾆﾝｸﾞｽﾋﾟｰﾄﾞ向上のためのｽｷﾙとﾄﾚｰﾆﾝ

ｸﾞに関する研究 

・上肢末端部の高速移動を伴う動作のﾊﾟﾌｫ

ｰﾏﾝｽ診断ｼｽﾃﾑの構築に関する研究 

・NTC 設置ｶﾒﾗによる映像自動分析と可視

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸを可能にするｼｽﾃﾑの構築 

・競技特性を考慮したﾘﾊﾞｳﾝﾄﾞｼﾞｬﾝﾌﾟ能力評

価方法の検討 

ﾄｯﾌﾟｱｽﾘｰﾄに対する個別心理ｻﾎﾟｰﾄの適性判断【2年目／2年】 

アスリートと専門家との心理的作業の詳

細な資料をもとに心理力動的観点から事

例を検討し、アスリートの心理特性を理

解すること、及びこれまでの心理サポー

ト実施者の主訴やチェックデータ、面接

過程記録をもとに、心理サポート希求者

の特徴を明らかにすることを目的とし、2

プロジェクトを実施。 

・心理力動的視点からみるﾄｯﾌﾟｱｽﾘｰﾄの心

理特性 

・個別心理ｻﾎﾟｰﾄにおける来談者の特徴と

その経過に関する研究 

競技者の栄養評価に関する研究【2年目／3年】 

エネルギー及び栄養素がどの程度必要

かという競技者のための食事摂取基準

の作成や、適切な栄養摂取を可能にす

・競技者の栄養摂取基準値に関する検討 

・競技者向け半定量法食物摂取頻度調査

票の検討 
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るための栄養アセスメント、栄養情報の

収集と提供を行うことを目的とし、3 プロ

ジェクトを実施。 

・ｻﾌﾟﾘﾒﾝﾄﾎﾟﾘｼｰに関する調査･研究 

ｽﾎﾟｰﾂ外傷・障害の治療および予防のための医学的研究【2年目／4年】 

競技団体の医学スタッフと協力して、共

通の尺度でのスポーツ外傷・障害のデー

タ収集を行い、比較検討できるような体

制を整備するとともに、スポーツ外傷・障

害の発生機序とその予防法及び治療法

を探求することを目的とし、3 プロジェクト

を実施。 

・ｽﾎﾟｰﾂ外傷･障害の予防に向けたﾃﾞｰﾀ収

集と予防ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの有効性についての研

究 

・ｽﾎﾟｰﾂ外傷･障害からの早期治癒を目ざし

た基礎的研究 

・下肢ｽﾎﾟ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 

ﾄｯﾌﾟｱｽﾘｰﾄにかかわる内科的問題点の診断・治療・予防に関する研究【2年目／4年】

JISS におけるスポーツクリニックでのメ

ディカルチェックや診療事業で得られた

知見をもとにして内科的な問題点の診

断・治療・予防に関して研究を行い、アス

リートの良好なコンディショニング、競技

力向上に貢献することを目的とし、2 プロ

ジェクトを実施。 

・ﾄｯﾌﾟｱｽﾘｰﾄの喘息の診断･治療および全

国規模の治療ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ作成に関する

研究 

・ﾒﾃﾞｨｶﾙﾁｪｯｸや診療をもとにしたﾄｯﾌﾟｱｽﾘｰ

ﾄの内科的問題点とその予防に関する研

究 

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【2年目／4年】 

我が国が有する国際競争力の評価・分

析とメディアから発信される情報の動向

分析という２つの側面から国際競技力向

上のための情報戦略の在り方について

検討することを目的とし、2 プロジェクトを

実施。 

・ｵﾘﾝﾋﾟｯｸにおける我が国の国際競争力の

評価のためのﾎﾟﾃﾝｼｬﾙｱｽﾘｰﾄの選定基

準に関する検証 

・ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会に関する報道の動向か

ら見た情報戦略のあり方に関する研究 

ｾﾝｻを利用したﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｱｼｽﾄｼｽﾃﾑの開発【2年目／2年】 

小型センサや無線を利用してデータを収

集して、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ことで、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、4 プロジェクトを実

施。 

・卓球競技のためのﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ･ｱｼｽﾄｼｽﾃﾑ

の開発 

・ｾﾝｻを利用した新しいﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ･ｱｼｽﾄｼｽﾃ

ﾑの開発 

・雪上競技を対象としたｾﾝｻによる運動計

測の実現 

・水辺・水中競技の推進技術に関する調査

と評価法の開発 
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映像を利用したﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｱｼｽﾄｼｽﾃﾑの開発【2年目／4年】 

使い易い入力系、保存検索系、応用系

の3機能を満足させる個々のシステムを

開発し、それらを組み合わせて利用でき

るようにすることで、トータルにトレーニ

ングをサポートする映像システムを実現

することを目的とし、4 プロジェクトを実

施。 

・映像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの開発(SMART-system2.0)

の開発 

・練習のためのｶﾒﾗｼｽﾃﾑ開発 

・音声を利用したﾏﾙﾁｶﾒﾗの同期ｼｽﾃﾑの開

発 

・練習のための簡便な撮影・閲覧ｼｽﾃﾑの

開発とﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ現場での利用 

ｽﾎﾟｰﾂ科学における測定技術に関する研究【2年目／3年】 

アスリートチェックのフィットネスチェック

における各種測定技術を対象として、そ

の測定値の信頼性・妥当性や適切な測

定方法・手順を科学的に検証・評価し、測

定業務の品質向上に活用するための具

体的手法を検討することを目的とし、2 プ

ロジェクトを実施。 

・空気置換法による体脂肪率測定技術に関

する研究 

・筋力・筋ﾊﾟﾜｰの測定技術に関する研究 
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【Ⅱ２（３）】 （３）スポーツ診療 
【評定】  Ａ 

Ｈ２０ Ｈ２１   
【法人の達成すべき目標（計画）の概要】  

（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。 
Ａ Ａ   

【インプット指標】  

国際競技力向上のための研究・支援等に関する事項全体の指標（項目別－28）を参照 

 

評価基準 

評価項目 

（２２年度計画の各項目） 
指標 

実 績 分析・評価 

診療・アスレティックリハビ

リテーション等の実施状況 

 

■診療・リハビリテーション等の実施状況 

ＪＯＣ強化指定選手をはじめとするトップレベル競技者を対象として、競技者が

良好なコンディションを維持・回復できるように、内科、整形外科、歯科、眼科、耳

鼻科、婦人科、皮膚科及びアスレティックリハビリテーションを開設し、選手の外

傷・障害の治療だけでなく予防等のアドバイスを行うとともに、心理カウンセリン

グ及び栄養相談を実施。 

延べ受診件数 12,790件 

 

■メディカルスタッフ間のネットワーク構築 

ＪＯＣ及びＮＦのメディカルスタッフと連携を図り、合宿地や競技会場において、

スポーツ外傷・障害の予防やコンディショニングについてアドバイスを実施。 

競技大会への帯同等 9件 

（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。 

メディカルスタッフ間のネッ

トワーク構築及びアドバイ

スの実施状況 

 

（３）スポーツ診療 

トップレベル競技者を対象として、選手の外傷・障害

の治療のみならず、予防等のアドバイスや心理カウン

セリング等を行ったことは評価できる。 

今後も、競技者が良好なコンディションで競技活動が

できるよう、支援に努めることを期待する。 

 

【根拠】 

○JＯＣ強化指定選手をはじめとするトップレベル競技者

を対象として、競技者が良好なコンディションを維持・回

復できるように、内科、整形外科、歯科、眼科、耳鼻科、

婦人科、皮膚科及びアスレティックリハビリテーションを

開設し、選手の外傷・障害の治療だけでなく予防等のア

ドバイスを行うとともに、心理カウンセリング及び栄養相

談を実施。 

延べ受診件数 12,790件 
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【Ⅱ２（４）】 （４）研究・支援活動の成果及び収集情報の普及・提供 
【評定】  Ａ 

Ｈ２０ Ｈ２１   

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

（４）研究・支援活動の成果及び収集情報の普及・提供 

研究・支援活動の成果及び収集情報については、我が国の国際競技力向上に関する戦略上の必要性及び個人情報の保護等に留意した情報管理システムを構

築し、適切な情報の提供を行う。 

① 研究・支援活動の成果の競技現場への提供  

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

る。 

② 研究・支援活動の成果の普及 

国内外の雑誌等への研究論文の公表、全国的なシンポジウム・セミナー等での発表など、研究・支援活動の成果の普及を図るともに、ＪＯＣ及びＮＦ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。 

Ａ Ａ   

【インプット指標】  

国際競技力向上のための研究・支援等に関する事項全体の指標（項目別－28）を参照 

 

評価基準 

評価項目 

（２２年度計画の各項目） 
指標 

実 績 分析・評価 

（４）研究・支援活動の成果

及び収集情報の普

及・提供 

 

情報管理システムの構築及

び適切な情報提供の状況 

■適切な情報管理及び情報提供の実施状況 

研究・支援活動で得られた知見・情報のうち、国際戦略上秘匿すべきものに

ついては、各事業部会で検討し、適切な情報管理を行うとともに、各種競技大会

現場で得た対戦相手等各種情報を、迅速にフィードバックして効果的に活用で

きるよう提供。 

また、ＪＩＳＳの広報活動を円滑に行うために、「ＪＩＳＳ広報委員会」において、全

体方針及び活動計画を策定。 

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。 

研究・支援活動の成果の

競技現場への提供状況 

■研究・支援活動の成果の競技現場への提供状況 

① 研究・支援活動の成果の提供状況 

国内外のネットワーク及び競技大会現場で収集した情報並びに研究・支

援活動で得られた有用な成果等について、ＮＦ等が効果的に活用できるよ

う迅速かつ的確にフィードバック。 

【主な提供状況】 

ア NTC 設置カメラシステムを用いて、体操競技の練習において映像の自

動分節化及び動作の変化点の自動検出・可視化ができるシステムを構

築・提供。 

イ 広州アジア大会に向けた現地の食環境調査にて収集した情報（選手村

及び各競技場周辺の食環境についての情報、日本食に関する情報等）

（４）研究・支援活動の成果及び収集情報の普及・提供 

研究・支援活動の成果を学術雑誌へ投稿するととも

に学術会議など各種会議や一般公開を通じて競技現場

へ情報提供を行ったことは評価できる。 

今後は、研究の内容と研究費の具体的な使途、海外

の会議の内容を明らかにすることを期待。 

 

【根拠】 

○『トレーニング科学』『臨床スポーツ医学』『Journal of 

Biomechanical Science and Engineering』等、国内外の専

門誌に研究・支援活動の報告や学術論文等を投稿。 

○国内外の学会等での発表を通して、研究・支援活動

等について積極的に情報提供。 

○一般公開した医科学関連情報 

アスリートのわいわいレシピ 32件 

広州の食環境調査報告 1件 

ニュースレター 2件 

ＪＪＥＳＳ 2件 
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を冊子にまとめ、競技者・コーチ等に提供。 

   ウ 前年度研究開発した、映像から距離や速度情報を引き出すことができ

るソフトウエア（Video Annotator）が、スピード系競技のラップや区間スピ

ードによる客観的なレース評価に活用されたほか、携帯端末（iPad）と組

み合わせた即時フィードバックと簡便なデータ受け渡しが可能な映像閲

覧システムを構築・提供。 

   エ バドミントンナショナルチームを対象に疲労感と起床時心拍変動との

関係性について検証を行った結果、心拍変動のうち副交感神経活動の

バランスの大きさを示す指標を求めることが、疲労の客観的評価につな

がる可能性が示され、コーチにデータを提供。 

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。 

研究・支援活動の成果の

普及状況 

『トレーニング科学』『臨床スポーツ医学』『Journal of Biomechanical Science 

and Engineering』等、国内外の専門誌に研究・支援活動の報告や学術論文等を

投稿。 

区分 投稿件数（件） 掲載件数（件） 

総説 22 20 

原著論文 58 42 

 

■学術会議等への派遣状況 

 国内外の学会等での発表を通して、研究・支援活動等について積極的に情報

提供 

 区分 平成22年度 

参加者数(人) 143 
国内学会 

発表件数(件) 96 

参加者数(人) 36 
国外学会 

発表件数(件) 38 

 

■コーチ会議等への派遣状況 

ＪＯＣ、ＮＦ等が主催する会議等に研究員・職員を派遣し、情報・技術提供を実

施。 

・ＪＯＣコーチ会議、スポーツコーチサミット、ナショナルコーチアカデミー等： 

5件 6人 

・その他指導者養成講習会等：6件 15人 

 

■ＪＩＳＳスポーツ科学会議の開催 

「第7回ＪＩＳＳスポーツ科学会議」を開催し、「世界で勝つためのスポーツ科学

～Integrity for the Best～」をテーマに、海外の講師による基調講演と、「スポー

ツ外傷・障害予防への取り組み」「エリートスポーツのイノベーションに向けて」と

題したシンポジウム、分科会を実施。 
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開催日：平成22年12月11日 

海外研究者の基調講演 1件 

シンポジウム 2件 

分科会 3件 

参加者 218名 

プレス 4社  

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。 

 

一般公開すべき情報の

提供状況 

■一般公開した医科学関連情報 

 件名 件数(件) 

アスリートのわいわいレシピ 32 

広州の食環境調査報告 1 

ニュースレター 2 

ＪＪＥＳＳ 2  
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【Ⅱ２（５）】 （５）外部有識者による評価の実施 
【評定】  Ａ 

Ｈ２０ Ｈ２１   

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

（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。 Ａ Ａ   

【インプット指標】  

国際競技力向上のための研究・支援等に関する事項全体の指標（項目別－28）を参照 

 

評価基準 

評価項目 

（２２年度計画の各項目） 
指標 

実 績 分析・評価 

■ＪＩＳＳ業績評価委員会の開催及び意見等の活用状況 

① ＪＩＳＳ業績評価委員会の開催状況 

事業実施の事前及び事後に適切な外部評価を実施するため、外部有識

者で構成したＪＩＳＳ業績評価委員会を開催。 

開催回数：   2回 

なお、事後評価の指摘事項等を新事業年度の事業計画に迅速に反映す

るため、平成 22 年度事業事後評価については、従前より一か月繰上げて

開催（平成23年4月20日）。 

② 外部評価の結果や意見等の事業への反映状況  

評価結果や意見等については、事業部会を通じて周知し、研究・支援業

務へ反映。(以下、主な意見の反映事例) 

・プロジェクト研究「低酸素トレーニングの有用性に関する研究」において、

高酸素急性暴露の生理学的効果について検討すべきとの意見を踏ま

え、低酸素環境への急性暴露ばかりでなく、高酸素環境への急性暴露が

各種生理学的指標に及ぼす影響を検討する実験を追加。 

（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。 

 

外部有識者による研究・支

援活動の事前・事後評価の

実施状況 

 

評価結果の事業への反映

状況 

 

 

（５）外部有識者による評価の実施 

外部有識者による評価を実施し、その結果を研究・支

援業務に反映させたことは評価できる。 

今後も、評価結果を業務に反映させ、効果的・効率的

な事業の実施に努めることを期待する。 

 

【根拠】 

○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、外部有識者で構成したＪＩＳＳ業績評価委員会

を開催。 

○評価結果や意見等については、事業部会を通じて周

知し、研究・支援業務へ反映。 
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【Ⅱ３】 ３ スポーツ振興のための助成に関する事項 【評定】  Ａ 

【Ⅱ３（Ａ）】 （Ａ）助成業務の透明性の確保等 
【評定】  Ａ 

Ｈ２０ Ｈ２１   

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】  

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。 

（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。 

Ａ Ａ   

【インプット指標 （スポーツ振興のための助成に関する事項全体の指標）】 

（中期目標期間） H20 H21 H22 

決算額（百万円） 18,255 15,860 16,662

運営費・事業費・管理費 17,901 15,503 16,268

人件費 354 357 394

従事人員数（人） 43.4 45.0 51.0 

 

評価基準 

評価項目 

（２２年度計画の各項目） 
指標 

実 績 分析・評価 
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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。 

スポーツ振興基金及びスポ

ーツ振興投票による助成の

実施状況 

 

 

 

 

 

（Ａ）助成業務の透明性の確保

等 

透明性の確保等の状況 ■透明性の確保等の状況 

助成事業の募集・採択は、要綱等により基準を明確にするとともに、外部

の有識者による公開の助成審査委員会の審査を踏まえ、助成金の交付を

決定。 

また、助成業務の評価は、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、外部の有識者による評価ワーキン

ググループにより、厳格かつ客観的な評価・分析を実施。 

なお、助成事業に係る上記情報は、ホームページ等により随時公開。 

 

（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。 

公平性・透明性の確保の

状況 

 

 

 

助成基準の明確化の状

況 

 

■公平性・透明性の確保の状況 

あらかじめ、要綱等により基準を明確にするとともに、外部の有識者によ

る公開の助成審査委員会の審査を踏まえ、助成金の交付を決定。 

なお、助成事業に係る情報について、ホームページ等で随時公開。 

 

■助成基準の明確化の状況 

スポーツ振興基金助成金及びスポーツ振興くじ助成金のそれぞれの交

付要綱等により基準を明確にするとともに、募集対象事業等をあらかじめ

公表し募集を実施。 

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。 

 

審査委員会の開催状況 

 

 

■助成審査委員会の開催状況 

交付要綱等に基づき、外部有識者による助成審査委員会を開催し、同委

員会の審査を踏まえ採択を実施。 

① 助成に係る審査基準等の検討 

平成 23 年度の助成事業に向けて、スポーツ振興くじ助成金配分等

基準検討協力者会議において検討を行い、交付対象事業の一部見直

しを実施。 

② 交付対象事業への反映 

平成 22 年 9月 10 日に開催された助成事業評価ワーキンググルー

プ（以下「評価ＷＧ」という。）において、平成 22 年度の評価を策定し、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ａ）助成業務の透明性の確保等   

助成業務は、公平性・透明性を確保するとともに、ス

ポーツ団体の要請等を踏まえて拡充し、オンライン化に

より助成申請の利便性も向上しており、評価できる。 

 

【根拠】 

○助成業務は、募集・採択の基準を明確にし、外部有識

者による公開の審査を行い、助成金を交付している。 

○助成の募集・採択などの情報は、ホームページや広

報誌等で随時公開している。 

○スポーツ団体や地方公共団体のニーズの把握に努

めるとともに、社会的要請に対して助成対象等を拡充し

ている。 

○助成業務について、外部有識者による評価や助成団

体の実態調査を通じて、その成果や課題等を確認して

いる。 

○スポーツ振興投票の収益による助成の基本方針（文

部科学大臣決定）を踏まえ、助成を拡充している。 

○助成申請に関する情報は、ホームページや各種会

議、新聞広告等で提供している。 

○オンラインによる助成金の申請率は100%を達成。 
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平成22年9月27日に開催した助成審査委員会に報告し、評価結果を

決定。平成23年度の交付対象事業に反映。 

③ 平成 22 年度（追加募集）及び平成 23 年度における助成事業の交付

対象審査等 

ア 助成審査委員会  3回 

イ 助成審査委員会（第一部会）  3回 

ウ 助成審査委員会（第二部会）  3回 

エ 評価ワーキンググループ  2回 

オ 総合型ワーキンググループ  2回 

カ トップリーグワーキンググループ  3回 

キ スポーツ振興くじ助成金配分等基準検討協力者会議  3回 

 

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。 

 

助成内容等の公開状況 

 

■ホームページ・パンフレットによる助成事業に係る情報の公表状況 

① ホームページによる公表 

・平成22年度スポーツ振興くじ助成による追加募集に係る情報 

・平成22年度助成事業の内定に係る情報 

・平成23年度助成事業の募集に係る情報 

・助成審査委員の氏名 

・過去に助成した事業（例示）の紹介 

② 広報誌（パンフレット）への掲載 

・スポーツ振興くじ概要パンフレット 

・広報誌「スポーツ振興くじ」第40号、第41号 

・スポーツ振興助成ガイド 

③ その他の情報提供 

・平成23年度スポーツ振興くじ助成の募集に当たっては、平成22年10月

15日に、各都道府県・指定都市スポーツ主管部局長、各都道府県・

指定都市教育委員会教育長、関係スポーツ団体あて事前告知を実

施。 

・平成 23 年度助成事業募集に当たり、関係機関への通知文の発送、

全国紙への新聞広告の掲載といった広報施策を実施し、募集案内

の周知徹底を実施。 

 

（２）助成業務の効率化・適正

化 

 

助成業務の効率化・適正

化の状況 

 

■助成業務の効率化・適正化の状況 

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。 

 



 

項目別－48 

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。 

ニーズや社会的な要請等

の把握の状況 

■スポーツ団体等のニーズや社会的要請等の把握状況 

① ニーズ等の把握の状況 

スポーツ団体等に対して、ヒアリング及び事業実施状況調査を行う

とともに、各種会議の開催時に助成事業に関する情報提供を行い、ニ

ーズや社会的な要請等を把握。 

② ヒアリング等の実施状況 

 区分 ヒアリング等 

スポーツ振興基金 49件

スポーツ振興投票 197件

競技強化支援事業 38件

③ 社会的要請への対応 

・平成22年度、天然芝新設整備後の維持活動事業、老朽化した地域ス

ポーツ施設の大規模な改修や高機能化のための大規模な改造事業

及び我が国で開催されるスポーツに関する国際会議の開催事業を

対象化。さらに選手・指導者活動助成（日常スポーツ活動）に設けて

いる「エリートＢ」の推薦枠を20人から200人へ大幅に拡充。 

・平成23年度募集に当たり、スポーツ振興くじ助成の対象を拡大し、新

たに、Jリーグホームスタジアムや国民体育大会冬季大会競技会場

整備事業、法人格を有するクラブのクラブマネジャーにおける6年度

目以降の継続3か年度の雇用、地域スポーツ施設に設置する大型

スポーツ用品の設置事業、都道府県等が行う優れた素質を有する

競技者を発掘する事業、スポーツ団体が行うマイクロバス設置事

業、日本スポーツ仲裁機構が行うスポーツに関する仲裁等の実施

事業、国内競技団体（NF）のガバナンス強化事業を対象化。さらに、

交付手続きの簡素効率化等を図るため、助成対象経費の重点化と

助成率の引上げを実施。 

④ 助成対象の実情を反映した助成制度となるような取組 

助成事業募集に関する説明会や地方公共団体等が域内の関係者

等を集めて開催する会議等の際に、助成事業に関するニーズ等の把

握に努めた。また、地方公共団体のニーズを把握するため、都道府県

及び市町村にアンケート調査を実施し、その結果を、平成23年度助成

の募集に反映。 

 

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

助成業務の評価・分析及

び反映状況 

 

■助成業務の評価・分析及び反映状況 

① 定量的指標の策定状況 

評価ＷＧにおいて、「評価基準」をそれぞれ点数化（0点～3点）し、そ

の上で、助成区分ごとに4段階の評価を実施。 

② 評価ＷＧの開催状況 



 

項目別－49 

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。 

開催日 平成22年8月3 日及び平成22年9月10 日 

議題 平成22年度スポーツ振興助成事業評価案の策定について 

③ 助成業務への反映状況 

評価ＷＧにおいて、助成区分ごとにＡ～Ｄの 4 段階で評価するととも

に、次回への提言を付記したうえで、助成審査委員会に報告を行い、平

成23年度助成事業に反映。 

④ 助成対象の実情を反映した助成制度となるような取組 

評価案の作成に当たり、助成団体の事業実施状況を考慮して、評価

基準等を作成。 

⑤ 後年度調査の実施 

平成14年度から16年度に助成した事業（団体）に対する現状調査を

行い、実施した助成事業の成果及び課題等を確認。 

 

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。 

助成団体に対する調査の

実施状況 

 

■助成団体に対する調査の実施状況 

平成22年度の実態調査は、平成21年度に助成交付した団体等のうち、

実態調査実施要綱に基づき選定した団体等に対し、経理状況や助成事業

の成果等について実施。 

なお、調査を実施した団体においては、助成金の適正な執行について確

認。 

 区分 合計（団体） 

スポーツ振興基金 28件 

スポーツ振興投票 128件 

競技強化支援事業 16件  
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９

０億円を計画する。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

大臣決定改正に対応した

取組・充実の状況 

 

■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）の

一部改正（平成22年3月）に対応した取組、充実の状況 

① 校庭の芝生化事業等の助成対象化（平成21年度から助成対象化） 

・鳥取県境港市立渡小学校（天然芝生化新設事業） 

・徳島県美馬市立重清西小学校（天然芝生化新設事業） ほか  43校

② 助成財源の一部確保 

助成を継続的・安定的に行うため、特定目的資金として、継続事業

助成資金36億円、国際競技大会等助成資金36億円を確保。 

③ その他、事業ごとのニーズを反映した見直し 

ア 平成22年度助成の見直し状況 

・地域スポーツ施設整備助成において、天然芝新設整備後の維持活

動事業、老朽化した地域スポーツ施設の大規模な改修や高機能化

のための大規模な改造事業を対象化。 

・スポーツ団体スポーツ活動助成において、我が国で開催されるス

ポーツに関する国際会議の開催事業を対象化。 



 

項目別－50 

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。 

・選手・指導者スポーツ活動助成（日常スポーツ活動）において、世界

選手権等でのメダル獲得が期待される選手及びその指導者等に対

する民間企業等からの支援が困難な状況にあることを踏まえ、「エ

リートＢ」に設けている推薦枠の助成対象人数を20人から200人へ

大幅に拡充。 

イ 平成23年度募集に当たっての見直し状況 

・大規模スポーツ施設整備助成について、Jリーグホームスタジアム

や国民体育大会冬季大会競技会場整備事業を対象化。 

・総合型地域スポーツクラブ活動助成において、法人格を有するクラ

ブのクラブマネジャーの雇用について、6年度目以降も継続3か年

度対象化。 

・地域スポーツ施設に設置する大型スポーツ用品の設置事業を対象

化。 

・都道府県等が行う、子どもの身体・運動能力特性に基づいて優れた

素質を有する競技者を発掘する事業を対象化。 

・スポーツ団体が行うマイクロバス設置事業を対象化。 

・日本スポーツ仲裁機構が行うスポーツに関する仲裁等の実施を対

象化。 

・NF（国内競技団体）を統括する団体が行うガバナンスに関する法律

経営面での研修会等の実施や、NFが行うガバナンスに関する専門

家の設置事業を対象化。 

・交付手続きの簡素効率化を図る等のため、助成対象経費の重点

化と助成率の引上げを実施。 

 

助成の実施状況（参考） 

区  分 平成21年度 平成22年度

助成額 8.9億円 11.4億円
スポーツ振興基金助成 

件数 640件 846件

助成額 57.1億円 85.8億円
スポーツ振興くじ助成 

件数 1,336件 1,517件

助成額 4.4億円 4.7億円
競技強化支援事業助成 

件数 129件 147件 
（３）助成申請者の利便性の向

上 

 

助成申請者の利便性の

向上の状況 

■助成申請者の利便性の向上の状況 

助成事業の募集開始、助成対象内容、申請手続き等助成事業に関する

情報をホームページに掲載するとともに、スポーツ団体、都道府県スポ

ーツ主管部局・教育委員会、関係機関等にオンラインによる申請事務手

続きの実施について周知。 

また、助成の審査対象項目を整理するなど、事務手続きの効率化の取組



 

項目別－51 

を実施。 

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。 

ホームページ等での公表

の状況 

 

■ホームページ等による申請者への情報提供状況 

① ホームページによる情報提供 

ア 助成事業の内定の告知 

平成22年4月13日開催の助成審査委員会の決定を受け、平成

22年4月16日に平成22年度助成事業の内定について掲載。 

イ 助成事業募集の告知 

・平成22年5月14日にスポーツ振興くじ助成による追加募集に

ついて掲載。 

・平成22年10月15日に平成23年度助成事業募集の手引きを掲

載。 

② ホームページ以外による情報提供 

ア 募集の事前告知 

平成23年度スポーツ振興くじ助成の募集に当たっては、平成22

年10月15日に各都道府県・指定都市スポーツ主管部局長、各都道

府県・指定都市教育委員会教育長、関係スポーツ団体宛に事前に

告知。 

イ 平成23年度助成事業募集についての周知策 

募集案内の周知徹底を図るため、関係機関への通知文の発送、

全国紙への新聞広告の掲載等の広報施策を実施。 

また、助成事業募集についての説明会開催及び地方公共団体等

が域内の関係者等を集めて開催する会議の際に、募集についての

説明を実施。 

区分 開催場所 開催日 

NAASH主催説明会

（中央競技団体対

象） 

東京（国立霞ヶ丘競技

場） 
平成22年10月27日 

東京（新宿住友ホー

ル） 
平成22年11月3日 

愛知（名古屋ルーセン

トタワー） 
平成22年11月13日 

大阪（大阪ガーデンパ

レス） 
平成22年11月15日 

NAASH主催説明会

（地方公共団体、ス

ポーツ団体等対象）

福岡（福岡ガーデンパ

レス） 
平成22年11月17日 

 



 

項目別－52 

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。 

助成金交付申請受付件

数全体に占めるオンライ

ン申請率 

 

Ａ：90％以上 

Ｂ：63％以上90％未満 

Ｃ：63％未満 

■申請事務のオンライン化推進状況 

① オンライン化の推進状況 

オンラインによる助成金申請率 100％ 

② 各団体への利用促進状況 

ホームページに掲載する募集の手引きにおいて、オンラインによ

る申請手続きの推進を明記するとともに、各団体に対するヒアリン

グ、実施状況調査等の際、オンラインによる申請手続きの利用につ

いて説明を実施。 

 

■助成金交付申請受付件数全体に占めるオンラインによる申請率 

区分 
オンライン

申請(A) 

申請受付数 

(B) 

申請率 

(A÷B×100) 

ｽﾎﾟｰﾂ振興基金 161件 161件 100％

ｽﾎﾟｰﾂ振興投票 2,718件 2,718件 100％

競技強化支援事業 50件 50件 100％

計 2,929件 2,929件 100％ 

 

 



 

項目別－53 

 

【Ⅱ３（Ｂ）】 （Ｂ）スポーツ振興助成のための安定的な財源の確保 
【評定】  Ａ 

Ｈ２０ Ｈ２１   

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】  

（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。 

（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。 

Ａ Ａ   

【インプット指標】  

スポーツ振興のための助成に関する事項全体の指標（項目別－45）を参照 

 

評価基準 

評価項目 

（２２年度計画の各項目） 
指標 

実 績 分析・評価 

（Ｂ）スポーツ振興助成のた

めの安定的な財源の確

保 

安定的な財源確保のための

措置状 

■安定的な財源確保のための措置状況 

スポーツ振興基金の運用基準等に基づき安全かつ安定的な運用を行

うとともに、民間からの寄附金募集により基金の増額に努力。また、く

じの売上向上等に努め、助成財源を確保するとともに、スポーツ振興く

じ資産の適切な資金運用に努め、助成財源の維持・拡充に努力。 

なお、スポーツ振興基金とスポーツ振興投票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、スポーツ振興助成事業に対

する国民の認知度、理解度の向上を図るための広報及びくじ販売促進の

ための広告宣伝を実施。 

 

（Ｂ）スポーツ振興助成のための安定的な財源の確保

  

スポーツ振興基金・スポーツ振興くじの助成財源の維

持・拡充に努めるとともに、助成制度の趣旨の普及を図

っており、評価できる。 

今後も、販売店が拡充していることから、19 歳未満者

への販売禁止の徹底等、十分な対策を怠らないように

することが必要。 

 

【根拠】 

○スポーツ振興基金について、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



 

項目別－54 

（１）より多くの助成財源の確

保 

 

 

より多くの助成財源確保の

ための措置状況 

■より多くの財源確保のための措置状況 

スポーツ振興基金の運用基準等に基づき安全かつ安定的な運用を行

うとともに、民間からの寄附金募集により基金の増額に努力。 

また、くじの売上向上等に努め助成財源を確保するとともに、スポー

ツ振興くじ資産の適切な資金運用に努め、助成財源の維持・拡充に努力。

 

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。 

スポーツ振興基金の安定

的な運用状況 

■スポーツ振興基金の運用状況等 

資金運用に関する要綱等に基づき、安全かつ安定的な運用を行うとと

もに、ホームページ等を活用し、国民に対し、スポーツ振興基金による

助成事業への理解を深め、民間からの寄附金の増加に努力。 

① スポーツ振興基金の効率的な運用 

安全・確実な運用を確保するため、金融市場の動向を考慮しつつ、

資金管理委員会における検討を踏まえ、効率的な運用に努め、平成

22年度中に償還を迎えた地方債（計21.6億円）及び満期日を迎え

た定期預金（5.5億円）に加え、低利率の地方債（計18.3億円）を

売却し、より利率の高い仕組債、地方債等で運用。 

なお、資金管理委員会において外国債券運用割合の上限を30％程

度へ引き上げる見直しを行ったことを踏まえ、外国債券購入につい

て検討。 

② 運用実績 

運用収入額（千円） 644,579 

資産残高（千円） 29,462,323 

③ 寄附金募集の方策 

ア スポーツ振興基金による助成事業への理解を深めるため、助成

事業の概要、助成団体等をホームページに掲載。 

イ ホームページに掲載している寄附者に対するお礼のページに、

寄附者が実施したイベント等を紹介。 

ウ 金融機関等に対し、パンフレット等を用い、趣旨説明を行った

上で、寄附の要請を実施。 

エ 平成 23 年度から、スポーツ振興くじによる助成を受けてクラ

ブハウスの整備等を行う団体に対し、寄附金付き自動販売機設置

の案内を行うこととし、準備を開始。 

オ 「企業の社会貢献やスポーツへの寄附に対する意識」について、

飲料水メーカーや広告代理店に意見を伺うなど、引き続き寄附金

の増加方策を検討。 

④ 寄附金の受入状況 

  ア 法人・個人 

寄附金額 2,053千円

の増加に努めている。 

○スポーツ振興くじについて、売上向上等に努めるとと

もに、適切な資金運用を行い、助成財源の維持・拡充に

努めている。 

○スポーツ振興基金・スポーツ振興くじのマークを表示

することなどについて、助成を受けた団体に周知してい

る。 

○スポーツ振興投票制度の意義を幅広く広報するととも

に、くじの販売促進のための広告宣伝等を実施してい

る。 

○青少年の健全育成に配慮する観点から、スポーツ振

興くじの販売店やコンビニエンスストアの本部に対し説

明会を行うとともに、新規店には研修を実施し、19 歳未

満者への販売禁止を徹底している。 
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法人  2件 1,100千円

個人 46件 953千円

イ 寄附金付き自動販売機の設置状況 

設置台数 201台

寄附金額  29,563千円 
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。 

 

スポーツ振興投票の売上

向上・経費節減の状況 

■助成財源の安定的な確保のための取組状況 

くじの売上向上等に努め助成財源を確保するとともに、スポーツ振興

くじ資産の適切な資金運用、助成財源の維持・拡充に努力。 

 ① くじの売上向上に向けた取組状況（Ⅲ－１に記載） 

 ② スポーツ振興くじの販売状況 

予想系くじ 
区分 

toto mini toto  totoGOAL3･2 

開催回数（回） 34(37) 43(47) 49(53) 

売上金額（千円） 7,755,690 1,599,288 1,587,947 

平均売上金額（千円） 228,109 37,193 32,407 

発券枚数（枚） 7,272,154 3,193,914 2,349,293 

平均購入単価（円） 1,066 501 676 

 

非予想系くじ 
区分 

BIG BIG1000 mini BIG 
合計 

開催回数（回） 32(35) 32(35)  32(35) -

売上金額（千円） 61,462,542 7,907,116  4,499,363 84,811,945

平均売上金額（千円） 1,920,704 247,097  140,605 -

発券枚数（枚） 44,967,862 10,299,051 6,553,938 74,636,212

平均購入単価（円） 1,367 768  687 1,136 

（注）開催回数のカッコ内の数字は、東日本大震災の影響により不成立

となった回数を含んだ数字。 

※平均売上金額＝売上金額/開催回数（100円未満四捨五入）、平均購

入単価＝売上金額/発券枚数 

※販売店舗数約38,600店舗（平成23年3月末現在。うち、コンビニ

エンスストアは約36,400店舗。前年度に比べ約13,000店舗増加。）

③ 売上目標額の達成状況 

平成22年度売上目標額   63,000,000千円 

平成22年度売上実績額   84,811,945千円 

 

■スポーツ振興投票関係の資金運用状況 
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平成 21 年度末におけるスポーツ振興投票事業準備金残高約 228 億円

及び平成 22 年度売上約 848 億円について、当面の助成金交付予定時期

や払戻金及び運営費の支払い時期を考慮し、定期預金等として効率的に

管理。 

この利息収入は、平成22年度及び平成23年度の収益となり、国庫納付

金及び平成23年度以降の助成財源の一部へ組入。 

（２）助成制度の趣旨の普

及・浸透 

 

助成制度の普及・浸透の状

況 

■制度普及のための方策 

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実施。 

 

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。 

助成事業であることの明示

の状況 

■助成事業であることの明示の徹底 

助成事業を実施するに当たっては、スポーツ振興基金のシンボルマー

ク、スポーツ振興くじのロゴマークの表示及び助成活動の実施状況等、

助成金を受けたスポーツ団体等が公開すべき情報について、交付要綱等

の規定に基づき、平成23年度募集の手引きで明確に記載し周知。 

 

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。 

制度周知及び販売促進の

ための広報の効果的な実

施状況 

■くじの販売促進と制度周知の一体的な広報活動の実施状況 

ホームページに、くじの概要、会員制度、愛称、ロゴマーク、広報誌、

助成事業の概要、実績報告等を掲載することにより、スポーツ振興投票

制度の意義について幅広く広報を行うとともに、指定試合の公示、くじ

結果、販売状況、報道発表資料等の情報を随時公開。 

また、スポーツ振興投票制度に対する国民の一層の理解・普及を図る

ため、スポーツ振興投票制度の周知のための広報及びスポーツ振興くじ

販売促進のための広告宣伝等を実施。 
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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。 

 

定期的な調査・研修等の実

施状況 

■適正な販売を行うための取組 

特約店については、平成22年6・7月の販売シーズン途中及び平成23

年1・2月の販売シーズン前に、特約店本部説明会を全国主要7都市（札

幌市、仙台市、東京、名古屋市、大阪市、広島市、福岡市）で、平成23

年 2月に特約店研修会を全国主要12都市（上記7都市及び新潟市、静

岡市、岡山市、松山市、熊本市）で実施。 

平成 22 年度は、全国で 153 の店舗においてスポーツ振興くじの販売

を新規に開始し、すべての店舗に対して研修を実施。また、新規店舗を

含め、全国の店舗（延べ4,615店舗）に対して、店舗巡回を実施。 

コンビニエンスストアについては、各コンビニエンスストア本部に対

し、19歳未満者への販売禁止の徹底を要請。各コンビニエンスストアに

おいて、「オーナー・店長への説明会」、「スーパーバイザーへの連絡会」、

「店舗への重要なお知らせ」等で店舗及びスーパーバイザーへ 19 歳未

満者への販売禁止の徹底を周知。 
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【Ⅱ４】 ４ 災害共済給付事業に関する事項 【評定】  Ａ 

【Ⅱ４（１）】 （１）公正かつ適切な給付の実施 
【評定】  Ａ 

Ｈ２０ Ｈ２１   

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

４ 災害共済給付事業に関する事項 

災害共済給付制度は、学校の管理下における災害に関する給付を行う我が国唯一の公的給付制度として、学校、学校の設置者をはじめ児童生徒等の保護者に

定着している実情を踏まえ、さらに、請求事務手続きの省力化等利用者へのサービス向上を図っていく。 

（１）公正かつ適切な給付の実施 

① 審査体制の整備・充実 

不服申し立ても含めた重要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。 

Ａ Ａ   

【インプット指標 （災害共済給付事業に関する事項全体の指標）】 

（中期目標期間） H20 H21 H22 

決算額（百万円） 1,320 1,554 1,720

運営費・事業費・管理費 214 515 722

人件費 1,106 1,039 998

従事人員数（人） 123.2 120.2 115.4

※運営費・事業費・管理費には、災害共済給付オンライン請求システム関連経費を含む。 

 

評価基準 

評価項目 

（２２年度計画の各項目） 
指標 

実 績 分析・評価 

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。 

災害共済給付事業の実施状

況 

 

 

（１）公正かつ適切な給付の

実施 

 

公正かつ適切な給付の実施

状況 

■公正かつ適切な給付の実施状況 

 公正かつ適切な給付の実施に向けて支所からの給付金支払いに関する

協議について、標準処理期間を設定し、事務処理の効率化を図るなど事務

の改善を図ったほか、システム更新により、学校、学校の設置者に対する

入力事務の省力化を図り利用者サービスを向上。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）公正かつ適切な給付の実施 

審査に係る標準処理期間の設定やオンラインシステ

ムの更新等により、審査事務の迅速化や請求手続きの

簡素化等、利用者サービスの向上に資する業務改善が

図られていること、また、公正かつ適切な給付を行うた
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 また、公正かつ適正な審査を実施するため災害調査を積極的に実施。 

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。 

審査体制の整備・充実の状

況 

 

■審査体制の整備・充実の状況 

① 本部・支所を通じた審査体制の整備・充実 

・本部においては、新たに標準処理期間（40 日間）を設定し、審査事務

を効率化。 

・支所においては、システムの更新にあわせ、中核となるシステム担

当者を指名し審査を効率化。 

② 利用者の利便性の向上 

・災害共済給付システム更新において、給付金請求時の学校・学校の

設置者の入力画面数を減らしたことによる、入力事務の省力化など

により給付の迅速化を図るとともに、利用者の利便性を向上。 

 

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。 

災害調査の実施状況 ■災害調査の実施状況 

災害調査については、死亡案件すべて及び 7 級以上の障害案件、特に

判断が難しい医療費請求に対して実施することとし、平成 22 年度におい

て、平成21年度の82件から157件と大幅に増加。 

また、災害調査に行った際に学校における事故防止対策に関する情報を

収集。 

め災害調査を積極的に実施していることは評価できる。 

今後も、公正かつ適切な給付の実施のため、審査体

制の一層の充実を期待する。 

 

【根拠】 

○給付金支払に係る標準処理期間の設定、オンライン

システムの更新により、給付の効率化・迅速化を図ると

ともに、利用者の利便性を向上。 

○災害調査の実施対象を拡大し、前年度実績（82 件）を

大幅に上回る157件の調査を実施。 
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【Ⅱ４（２）】 （２）業務の効率化及び支所の業務等の在り方検討 
【評定】  Ａ 

Ｈ２０ Ｈ２１   

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】  

（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。 

Ａ Ａ   

【インプット指標】  

災害共済給付事業に関する事項全体の指標（項目別－58）を参照 

 

評価基準 

評価項目 

（２２年度計画の各項目） 
指標 

実 績 分析・評価 

（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。 

業務の効率化及び支所の業

務等の在り方の検討状況 

■業務の効率化、支所の業務等の在り方検討及びその結果を踏まえた具体

的措置状況 

支所の業務等の在り方の検討については、学校安全業務検討委員会や

センター内でのこれまでの検討結果を踏まえ①事務運営の改革による支所

業務の効率化、②本部の支所に対する指導力の強化、③支所の学校安全

支援業務は、事故情報を地域レベルで収集・分析し、学校へ提供するなどの

業務を除き本部に一元化、④本部・支所を通じたガバナンスの強化などを行

うこととした。このため、システムの利用率が低い設置者等に重点的に利用

勧奨等を行い利用率の向上に努めた。また、給付事務の効率化と利用者の

利便性の向上のためのシステム更新等を行った。 

 

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

災害共済給付システムの

利用促進の状況 

■災害共済給付システムの運用・利用促進状況 

学校及び学校の設置者に利用勧奨等を実施したところ、平成22年度にお

けるシステム利用率は、中期計画の目標値80％を大幅に上回る85.5%を達

成。 

 

① 操作説明会の開催 

災害共済給付システムについて、学校設置者や養護教諭等に対し

て、システムの操作方法の習得を目的として操作説明会を例年開催。

平成22年度は、システムの更新があるため大幅に拡充し、6支所で146

（２）業務の効率化及び支所の業務等の在り方検討 

支所の業務の在り方の検討結果を踏まえ、本部・支

所の業務を見直し、業務の効率化・重点化を図ったこ

と、また、オンラインシステムの更新を計画どおり履行し

たことは、評価できる。 

システム利用率については、中期計画を上回ってい

るものの、IT 時代の目標としては低いように思われるの

で、事務の効率化及びコスト削減の観点から、更なる普

及が望まれる。 

 

【根拠】 

○支所の業務等の在り方の検討結果を踏まえ、支所業

務の効率化、学校安全支援業務の本部への一元化等を

行い、支所においては、システム利用勧奨活動を重点

的に実施。 

○オンラインシステムの利用率は、目標（80%）及び前年

度実績（82.6%）を上回る85.5%を達成。 

○システム更新を完了（23 年 1 月運用開始）し、利用者

の入力作業及び事務を効率化。なお、更新については、

操作説明会やマニュアル配布等を通じ学校設置者等に
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る。 回開催。（平成21年度115回） 

② 利用勧奨の重点的な実施 

災害共済給付システムを利用していない設置者や利用率が低い設置

者（教育委員会）に対して、電話または文書による勧奨を実施。また、シ

ステムの導入や利用率の向上を図るため、各支所幹部職員等が重点

的な訪問活動を実施。その結果、全国で22の市区町村が新たにシステ

ムを導入。 

 

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。 

災害共済給付システムの

整備状況 

 

■災害共済給付システムの整備状況 

① システムの更新 

災害共済給付システムは、導入から 5 年が経過したことを踏まえ、シ

ステム更新を行い（平成 23 年 1 月運用開始）、10 年間分のデータ保存

（旧システムは5年間分）を可能としたことや入力画面を刷新し効率的な

入力方法に変更すること等で学校等からの入力作業及び事務を効率

化。 

なお、統計データの充実により、学校等の学校安全活動の向上を図

っている。 

② システム更新の周知 

・ システム更新の周知については、上記の操作説明会の開催のほか

に、新たにシステムの操作マニュアルを作成し、全学校設置者に配

布。このマニュアルは、新たに追加された機能を解説するとともに、

従来、質問の多かった箇所について分かりやすく説明を工夫。 

・ 教育委員会等への周知は、公文書による通知のほか 6 月、10 月に

「更新のお知らせ」を作成し、支所幹部職員が都道府県教育委員会等

へ128回訪問して直接説明を実施。また、従来から行っている養護教

諭を対象とした説明会でシステム更新の説明を実施。 

対し周知・説明を実施。 
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【Ⅱ５】 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 【評定】  Ａ 

【Ⅱ５（１）】 （１）登山指導者の養成及び登山に関する情報の提供 
【評定】  Ａ 

Ｈ２０ Ｈ２１   
【法人の達成すべき目標（計画）の概要】  

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

 スポーツ及び児童生徒等の健康の保持増進に関する調査研究並びに資料の収集及び提供等を行うため、次の事業を行う。 

 なお、ニーズの把握に努め、必要に応じて事業の見直しを図る。 

（１）登山指導者の養成及び登山に関する情報の提供 

大学山岳部や中高年登山の指導者等の資質の向上を図るための研修会等を開催する。 

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

なお、研修会等については、十分な安全対策を講じた上で開催する。 

研修会等の開催 年４コース （８回以上）延べ４０日程度 

Ａ Ａ   

【インプット指標 （登山指導者の養成及び登山に関する情報の提供についての指標）】  

（中期目標期間） H20 H21 H22 

決算額（百万円） - 96 128

運営費・事業費・管理費 - 65 59

施設整備費 - 4 41

人件費 - 27 28

従事人員数（人） - 3.0 3.0 

 

評価基準 

評価項目 

（２２年度計画の各項目） 
指標 

実 績 分析・評価 

５ スポーツ及び児童生徒等

の健康の保持増進に関す

る調査研究並びに資料の

収集及び提供等に関する

事項 

 

スポーツ及び児童生徒等の健

康の保持増進に関する調査研

究並びに資料の収集及び提供

等の状況 

  

（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

登山指導者の養成及び登山に

関する情報の提供状況 

■登山指導者の養成及び登山に関する情報の提供状況 

研修会の実施に当たっては、研修山域の事前調査や詳細な気象情報の入

手などの十分な安全対策を講じ、4 コース 11 回、延べ 48 日の研修会等を開

催。 

登山に関する最新の技術（安全確保の方法等）や安全な登山を行うための

気象や体力・運動生理学、用具の使用方法などを編纂し、年１回「登山研修」

（１）登山指導者の養成及び登山に関する情報の提

供 

 研修会に関する数値目標を達成するとともに、登

山に関する最新の知見や技術等についての情報提

供を積極的に行っており評価できる。 

 今後も、登山指導者の養成及び登山に関する情報
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研修会のコース数 

 

Ａ：4 ｺｰｽ以上 

Ｂ：3 ｺｰｽ 

Ｃ：3 ｺｰｽ未満 

研修会の回数 

 

Ａ：8回以上 

Ｂ：6回以上8回未満 

Ｃ：6回未満 

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 

 

研修会の開催日数 

 

Ａ：40日以上 

Ｂ：28日以上40日未満 

Ｃ：28日未満 

を発行し、関係機関・団体に配布するとともに研修参加者に提供。発行に際し

ては、読者ニーズを把握するため、読者アンケートを実施。 

① 大学生登山リーダー養成コース(3回、19日)   

春山：平成22年5月22日～28日（7日） 

夏山：平成22年8月24日～30日（7日） 

冬山：平成23年3月  8日～12日（5日） 

② 中高年安全登山指導者等養成コース(4回、12日) 

中央研修会： 平成22年7月2日～4日（3日） 

平成22年11月12日～14日（3日） 

地区別講習会：（東部地区）平成22年10月8日～10日（3日） 

（西部地区）平成22年9月24日～26日（3日） 

③ 山岳遭難救助従事者コース(1回、5日) 

平成22年10月20日～24日（5日） 

④ 研修会指導者コース(3回、12日) 

春山：平成22年5月11日～14日（4日） 

冬山Ⅰ：平成23年2月15日～18日（4日） 

冬山Ⅱ：平成23年2月22日～25日（4日） 

 

提供に努めるとともに、十分な安全対策を講じた上

で研修会等を開催することを期待する。 

 

【根拠】 

○研修会の実施に当たっては、研修山域の事前調

査や詳細な気象情報の入手などの十分な安全対策

を講じ、4 コース 11 回、延べ 48 日の研修会等を開

催。 
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【Ⅱ５（２）】 （２）スポーツの普及・施設維持管理情報の提供 
【評定】  Ａ 

Ｈ２０ Ｈ２１   

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

（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 
Ａ Ａ   

【インプット指標 （スポーツの普及・施設維持管理情報の提供についての指標）】  

（中期目標期間） H20 H21 H22 

決算額（百万円） 95 82 77

運営費・事業費・管理費 46 31 27

人件費 49 51 50

従事人員数（人） 4.4 4.8 4.7 

 

評価基準 

評価項目 

（２２年度計画の各項目） 
指標 

実 績 分析・評価 

（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・施設維持管

理情報の提供状況 

■スポーツの普及・施設維持管理情報の提供状況 

国内主要スタジアムの芝生管理者と施設管理者の情報交換、グラウンドコン

ディションの維持や施設の管理運営方法の討議、国内スタジアム間の連携強

化、地域のスポーツ施設等の環境整備を支援。また、国立競技場の施設を利

用し、関係団体と連携しつつ、講習会等を開催。 

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

施設維持管理情報の提供

状況 

■スポーツ施設維持管理情報の提供状況 

① 主要スタジアム情報交換会 

国内主要スタジアムの芝生管理者と施設管理者の情報交換、グラウン

ドコンディションの維持や施設の管理運営方法の討議、国内スタジアム間

の連携を強めることを目的とし実施。 

日時 平成23年1月25、26日 

参加者数  38施設 85人 

 ② スポーツターフ維持管理研修会 

これまでの施設管理運営から得たスポーツターフの維持管理方法に関

する情報提供を行い、地域のスポーツ施設等の環境整備を支援するため

開催。 

日時 平成22年6月22日 

参加者数 14施設27人 

（２）スポーツの普及・施設維持管理情報の提供 

施設管理者に対する情報交換会や研修会等を開

催し、情報提供を積極的に行っており、評価できる。 

今後も、スポーツ施設の維持管理情報の提供に

努めることを期待する。 

 

【根拠】 

○主要スタジアム情報交換会 

国内主要スタジアムの芝生管理者と施設管理者

の情報交換、グラウンドコンディションの維持や施設

の管理運営方法の討議、国内スタジアム間の連携

を強めることを目的とし実施。 

○スポーツターフ維持管理研修会 

これまでの施設管理運営から得たスポーツターフ

の維持管理方法に関する情報提供を行い、地域の

スポーツ施設等の環境整備を支援するため開催。 
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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 

 

施設管理指導者養成・生涯

スポーツの振興の状況 

■関係団体との連携による講習会等の開催状況 

国立競技場の施設を利用し、関係団体と連携しつつ、講習会等を開催。 

① 水泳指導管理士養成講習会 

開催日：平成22年5月10日～13日、参加者数84人 

② 体育施設管理士養成講習会 

開催日：平成22年6月14日～16日、参加者数153人 

開催日：平成22年11月29日～12月1日、参加者数147人 

③ トレーニング指導士養成講習会 

開催日：平成22年7月5日～9日、参加者数92人 

④ 体育施設運営士養成講習会 

開催日：平成22年12月20日～21日、参加者数152人 

⑤ 全国体育施設研究協議大会 

開催日：平成22年7月1日～2日、参加者数139人  

⑥ 各種スポーツ教室 

 国立代々木競技場水泳教室   1,945人 

    国立競技場 ファンランＤＡＹ  平成22年10月17日 参加者数 368人

⑦ スポーツ博物館・図書館 

  博物館入場者数 6,272人 

    図書館入場者数 811人 
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【Ⅱ５（３）】 （３）学校安全支援業務 

【評定】  Ａ 

Ｈ２０ Ｈ２１   

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】  

（３）学校安全支援業務 

 災害共済給付業務の実施によって得られる事例の収集、分析、関連調査の実施及び関連情報の提供など災害共済給付業務に関連する次の業務に重点化し実施

する。 

 また、学校安全支援業務については、センター内部に設けた検討委員会で事業の必要性・有効性を厳格に検証した上で、中期目標期間終了時までに各事業の在り

方について所要の結論を得る。  

① 学校災害事故防止に関する調査研究 

ア センター内部に外部の有識者を含めた「学校災害防止調査研究委員会」を設け、災害共済給付業務の実施を通じて得られた学校の管理下の災害事例を分

析し、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

菌、ウイルス、残留農薬等の各種検査などを行い食中毒等の防止に努める。 

実態調査 年５回程度 

学校給食用食品等検査  年３００検体程度 

② 学校災害防止に関する情報提供 

学校災害防止に関する調査研究によって得られた研究の成果、統計情報、実態調査結果等の情報を効果的に学校関係者等に提供するため次の措置等を講

じる。 

ア 学校災害防止に関する調査研究の成果や情報をセン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。 

Ａ Ａ   



 

項目別－67 

【インプット指標 （学校安全支援業務についての指標）】  

（中期目標期間） H20 H21 H22 

決算額（百万円） 660 911 1,138

運営費・事業費・管理費 516 770 988

人件費 144 142 150

従事人員数（人） 14.4 14.6 15.4

※運営費・事業費・管理費には、災害共済給付オンライン請求システム関連経費を含む。 

 

評価基準 

評価項目 

（２２年度計画の各項目） 
指標 

実 績 分析・評価 

（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。 

学校安全支援業務の実施状

況 

 

 

 

 

■学校安全支援業務の在り方等の検討及びその結果を踏まえた業務の実施状

況 

学校安全業務検討委員会等の検討結果を踏まえて、支所の学校安全支援業

務を、事故情報を地域レベルで収集・分析し、学校へ提供するなどの業務を除き

本部に一元化した上で、調査研究及び情報提供を行った。 

なお、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」に基づき、平成23年

度中に食の安全課が行う業務及び検査・研修施設を廃止し、併せて、実際に食

中毒が発生した場合に係る業務は、必要最小限の機能について法人内の他部

署に移管・統合する（ただし、へき地における食に関する支援事業については、

平成24年度まで実施する）こととした。 

① 学校災害事故防止に

関する調査研究 

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。 

学校災害事故防止に関す

る調査研究の実施状況 

■学校災害事故防止に関する調査研究の状況 

① 調査研究 

学校災害防止調査研究委員会等を開催し、以下のとおり調査結果を報告

書にまとめ、ホームページ等で周知。 

ア 「学校給食における食物アレルギーへの対応」についての調査研究 

学校給食や学校行事における食物アレルギーによる児童生徒の健康

障害を効果的に防止し、万が一にも特定の児童生徒に食物アレルギーに

よる健康障害が発生した場合には、その被害を最小限に止める方策を調

査研究し、その結果を報告書「学校の管理下における食物アレルギーへ

の対応」として作成し、ホームページ等で周知。 

イ 「学校における突然死予防」についての調査研究 

突然死の発生状況等様々の観点から、医学的根拠と実際の事例を基

に『学校における突然死予防必携』（改訂版）を作成し、ホームページ等で

周知。 

  ウ 事故事例に基づく調査研究 

小学校、幼稚園などで事故の多い固定遊具に焦点を当て「「学校におけ

（３）学校安全支援業務 

学校安全支援業務検討委員会等の検討結果を

踏まえ、学校災害事故防止に関する調査研究及び

情報提供等を本部において一元的に実施してお

り、評価できる。 

今後も、効率的・効果的に業務を実施し、児童生

徒等の健康保持増進に資することを期待する。 

 

【根拠】 

○学校安全支援業務検討委員会等の検討結果を

踏まえ、一部を除き、学校安全支援業務を本部に

一元化。 

○学校災害事故防止に関する調査結果を報告書

や刊行物にまとめホームページ等で周知。 
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・災害共済給付業務を通

して得られた事故事

例の原因を分析する

とともに、有効な事故

防止事例を収集する

調査研究に着手す

る。なお、実施にあた

っては学識経験者等

の協力を得て行う。 

イ 基本データの取りま

とめ 

 「災害統計調査」

及び「死亡・障害事例

集」を作成する。 

る固定遊具による事故防止対策」をテーマと定め、学識経験者の協力を得

て、調査研究に着手。この調査研究に当たっては、これまで得られた事故

事例を活用する予定。 

 

② 基本データの取りまとめ 

「学校の管理下の災害－23－基本統計」及び「学校の管理下の死亡・障害

事例と事故防止の留意点（平成22年版）」を作成し、ホームページ等で周知。

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。 

学校給食調理場の実態調

査の実施回数 

 

Ａ：5回以上 

Ｂ：4回以上5回未満 

Ｃ：4回未満 

③ 学校給食調理場の実態調査等 

平成22年度においては、前年度に食中毒が発生した調理場1か所及び

過年度に食中毒が発生した学校給食調理場 2 か所に対して実態調査を実

施。 

 また、同一地域内における学校給食調理場の衛生管理の徹底を図るため

に6か所調査し、合計9か所の学校給食調理場の調査を実施。その調査結

果は実態調査報告書を作成し学校給食関係者へ配布。 

平成２２年度実態調査等
前年度食中毒
発生調理場 

過年度食中毒
発生調理場 

計 

実態調査か所数 1 2 3

同一地域内の衛生管理調
査か所数 

2 4 6

計 3 6 9 

・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。 

学校給食用食品等検査の

実施回数 

 

Ａ：300検体以上 

Ｂ：210検体以上300検体未

満 

Ｃ：210検体未満 

 

・学校給食用食品等について、細菌検査 202 検体、ウイルス検査 50 検体、残留

農薬検査 104 検体の計 356 検体を行った。その他、実態調査等での拭き取り検

査（細菌検査238検体、ウイルス検査26検体）、実技講習会に使用した試料の確

認検査（細菌検査405検体）を行った。 

② 学校災害防止に関す 学校災害防止に関する情 ■学校災害防止に関する情報提供の状況 



 

項目別－69 

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。 

報提供の状況 

学校での食の安全に関す

る講習会の実施回数 

 

Ａ：5回以上 

Ｂ：4回以上5回未満 

Ｃ：4回未満 

 

 

 

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。 

アンケート調査の実施結果

 

Ａ：80%以上 
Ｂ：56%以上80%未満 

Ｃ：56%未満 

 
 

 

① 学校災害防止に関する講習会等の実施  

ア 「学校における食の安全を確保するための講習会」の開催 

「学校における食の安全を確保するための講習会」を全国の学校給食

関係者（教育委員会、栄養教諭、学校栄養職員、学校給食調理員等）を対

象として 5 回開催し、本センターが実施した食の安全に関する実態調査の

結果に基づく講義及センターが調査等で蓄積してきたデータに基づく資料

等を活用した講義並びに拭取り検査や食の安全に関する技術講習を本セ

ンター職員が行ったほか、食の安全に関する最新の情報を提供するため

の講義を実施。 

講習会後のアンケート調査の結果、「とても有意義であった」及び「有意

義であった」というプラスの評価が全体で91％。 

・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。 

学校災害防止に関する情

報提供の状況 

イ 「課外指導における事故防止対策」の最終報告等の提供 

学校安全情報を学校関係者等へ以下のとおり実施し幅広く提供。 

・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」の報告書を県教育委員会などの学校関係者へ2,500部配布及びホ

ームページに掲載したほか教育委員会の依頼により講演などを行い

情報提供を実施。 

・これまでの調査研究の成果を引き続きホームページに掲載したほか、

調査研究の成果や事故防止対策などをわかりやすくまとめ、掲載した

機関誌「学校安全ナビ」を年３回発行し、すべての学校及び学校の設

置者へ配布し、情報提供を実施。 

 

イ 学校安全支援業務 ホームページの充実の状 ② 学校安全支援業務に関するホームページの充実の状況 



 

項目別－70 

況 

 

ア 情報内容の充実 

・死亡・障害事故事例について、平成 21 年度にデータベース化(過去 3

年間)を図り、22 年度において過去 5 年間の事例検索（2,995 件）を可

能とし、ホームページで情報提供を実施したほか、支所が学校の事故

防止の取り組み状況について取材を行い、事故防止対策事例をホー

ムページに掲載するなど情報内容を充実。 

 

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。 

アクセス数 

 

Ａ：60万件以上 

Ｂ：42 万件以上 60 万件未

満 

Ｃ：42万件未満 

イ アクセス数の状況  

学校安全支援業務に関する情報へのアクセス件数は、全国的な猛暑に

より熱中症関連のアクセスが大幅に増加したこと等により 1,084,207 件とな

り、年間60万件以上の目標を達成。 

 

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。 

収集・分析可能な情報の充

実の状況 

③ 災害共済給付システムを通じ収集・分析可能な情報の充実 

システムの更新を利用し、項目の組み合わせることによる帳票出力機能

の充実（6種帳票から82種帳票）、グラフ機能の新設（82種帳票）など利用者

の利便性の向上のため統計情報提供機能を充実。 

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。 

 

学校安全支援業務の必要

性・有効性の検証の状況 

■ 学校安全支援業務の検証の状況 

都道府県・政令指定都市教育委員会（66 か所）に学校安全支援業務及び調

査研究の必要性・有効性について、アンケート調査を実施。 

すべての教育委員会から回答があり、「大変評価できる」28 件及び「評価で

きる」38 件というプラスの評価を得ており、「あまり評価できない」「全く評価で

きない」などのマイナスの評価はなかった。 

 

 

 



 

項目別－71 

 

【Ⅱ５（４）】 （４）関係団体等との連携 
【評定】  Ａ 

Ｈ２０ Ｈ２１   
【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

（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。 
Ａ Ａ   

【インプット指標】  

スポーツ関係団体との連携については、スポーツの普及・施設維持管理情報の提供に関する指標（項目別－64）を参照 

都道府県教育委員会との連携については、学校安全支援業務に関する指標（項目別－67）を参照 

 

 

評価基準 

評価項目 

（２２年度計画の各項目） 
指標 

実 績 分析・評価 

■スポーツ関連団体の意見・要望等の把握状況 

・東京都と連携して、都内公立学校の芝生化の維持管理状況について調査

し、成果・課題等について認識を共有するとともに、調査結果の広報を実

施。 

・主要なスタジアムの運営管理状況について調査し、課題を共有。 

 

■都道府県教育委員会の意見・要望等の把握状況 

・ 各支所において、都道府県教育委員会との連携や、意見・要望等を把握す

るため支所連絡協議会（各支所年１～２回）及び円滑な事業運営のための

支所業務運営委員会（各支所年１回）を開催した。 

・ 学校安全支援アンケートを通じてどのような事故防止対策が必要かなどの

意見や成果の周知方法などの要望の把握を行った。 

・ 全国主幹課長協議会幹事県の山梨県教育委員会を訪問し、学校安全支援

業務及び災害共済給付制度及び免責特約制度の活用についての意見交換

を行った。 

 

（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。 

関係団体との連携状況 

 

（４）関係団体等との連携 

スポーツ関連団体や都道府県教育委員会の意

見・要望等の把握を積極的に行っており、評価でき

る。 

今後も、スポーツ関連団体や都道府県教育委員

会との連携に努めることを期待する。 

 

【根拠】 

○東京都と連携して、都内公立学校の芝生化の維

持管理状況について調査し、成果・課題等につい

て認識を共有するとともに、調査結果の広報を実

施。 

○学校安全支援アンケートを通じ、どのような事故

防止対策が必要かなどの意見や成果の周知方法

等の要望把握を行った。 

 

 



 

項目別－72 

 

【Ⅲ】 Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 【評定】  A 

【Ⅲ１】 １ スポーツ振興投票等業務に係る財務内容の健全化 【評定】  S 

【Ⅲ１（１）】 （１）売上向上への取り組み 
【評定】  S 

Ｈ２０ Ｈ２１   
【法人の達成すべき目標（計画）の概要】  

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。 

Ｓ Ｓ   

評価基準 

評価項目 

（２２年度計画の各項目） 
指標 

実 績 分析・評価 

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

売上向上への取り組みの状況 

 

■売上向上による収益確保の取組状況 

平成22年度の売上は、「ＢＩＧ」の当せん実績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

事項への取組等により、当初の売上目標額630億円を大きく上回る約848億

円を達成。これにより、平成22年度の収益は、当初の目標額（156億円）を

大幅に上回る約 242 億円（国庫納付金約 81 億円、スポーツ振興投票事業準

備金繰入約161億円）を確保。 

平成22年度売上目標額     63,000,000千円 

平成22年度売上実績額     84,811,945千円 

 

 

 

（１）売上向上への取り組み 

スポーツ振興投票等業務は、広告宣伝活動、イ

ンターネット販売・決済手段の拡充などの取組によ

る売上向上と経費節減により大幅な収益を確保し

ており、大いに評価できる。 

 今後も、くじ購入者の動向・需要をみながら、確実

な売上が得られるよう、継続的に努力することを期

待する。 
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 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「ＢＩ

Ｇ」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

 ① 新たな購入者獲得・定着等への取組状況 

スポーツ振興くじの新たな購入者獲得、既存購入者の定着及び購入単

価の増加を目的として、「ＢＩＧ」での 1等 6 億円の当せん実績等を訴

求メッセージの中心に据え、テレビＣＭや新聞広告、雑誌広告、交通広

告、ＷＥＢ広告、ラジオ広告等の広告宣伝活動を実施したほか、各種キ

ャンペーンなどにより、スポーツ振興くじ「ＢＩＧ」のさらなる普及へ

の取組を実施。 

② 購入者ニーズ把握・くじの検討・開発等の検討状況 

新しいくじの検討を行うため、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、アンケート調査を実施し、購入者のニーズを把握。

③ 販売機会の増大等、サービス向上への取組状況 

・平成22年10月19日から、販売・払戻コンビニエンスストアを拡大

（13,000 店舗）し、販売店舗については約 38,600 店舗に、払戻店

舗については約22,300店舗に拡充。 

・平成23年3月1日から、インターネット販売・決済手段を拡充。

④ その他の売上向上・経営安定への措置等の検討状況 

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実施方法及び必要な措置等を検討

するため、諸外国における実施状況の調査を実施。 

⑤ 平成25年以降の実施体制の構築に向けた準備状況 

平成 25 年以降の実施体制の在り方に関する検討の結果（第 2期の実

施体制を基本とし、センターがこれまで培ってきたノウハウの活用等を

図るとともに、民間の経営手法を活用しながらセンターが直接運営す

る）を踏まえ、スポーツ振興事業部内に、第3期準備推進室を設け、業

務系と販売払戻システム系ごとに、第2期における運営上の課題や今後

のスケジュールなどを検討。 

 

【根拠】 

○売上（848 億円）について、購入者ニーズの把

握、販売方法の拡充、広告宣伝の実施等により目

標額（630 億円）を大きく上回り、収益（242 億円）も

目標（156億円）を大きく上回っている。 

○経費について、経営管理業務、印刷・物流業務、

システム運用業務などで更なる節減をしている。 
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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。

 

また、民間の経営手法の活用や平成 25 年以降のスポーツ振興投票事

業の円滑な実施のため、企画競争により経営コンサルティング及び経営

管理業務の実施業者を選定し、当該業者と協力しながら、平成 25 年以

降の実施体制の構築に向けた準備を実施。 

さらに、平成 25 年以降のスポーツ振興投票事業の販売・払戻システ

ムを安定的に稼働するため、販売払戻システムの構築及び運用保守業務

について、総合評価落札方式により受託業者の選定手続きを実施。 

 

■業務の効率的な実施等による経費節減 

運営業務・契約内容等の見直しにより更なる経費の節減を達成 

・第 2 期経営管理業務のうち支援体制に係る経費は、人員配置の見直し

により、平成21 年度の 489,858 千円から 22 年度は 407,249 千円とな

り、82,609千円の経費節減を達成。 

・印刷・物流費は配送方法の見直しにより、平成21年度の171,611千円

から22年度は125,360千円となり、46,251千円の経費節減を達成。 

・会員事務局運営費は、契約範囲の見直しを行った結果、平成 21 年度の

30,908 千円から22年度は16,283 千円となり、14,625 千円の経費節減

を達成。 

・システム運用費は、保守体制の見直しや保守作業効率の向上を図った結

果、平成21年度712,643千円から22年度は707,487千円となり、5,156

千円の経費節減を達成。 

 

 

 



 

項目別－75 

 

S評定の根拠（A評定との違い） 

【定量的根拠】 

スポーツ振興投票等業務は、売上向上と経費節減により大幅な収益を確保したことを評価。 

 

（売上向上） 

平成 22 年度の売上は、「ＢＩＧ」の当せん実績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

る事項への取組等により、当初の売上目標額630億円を大きく上回る約848億円を達成。これにより、平成22年度の収益は、当初の目標額（156億円）

を大幅に上回る約242億円（国庫納付金約81億円、スポーツ振興投票事業準備金繰入約161億円）を確保。 

 

（経費節減） 

運営業務・契約内容等の見直しにより、更なる経費の節減を達成。 

・ 第２期経営管理業務のうち支援体制に係る経費は、人員配置の見直しにより、平成21年度の489,858千円から22年度は407,249千円となり、82,609

千円の経費節減を達成。 

・印刷・物流費は配送方法の見直しにより、平成21年度の171,611千円から22年度は125,360千円となり、46,251千円の経費節減を達成。 

・会員事務局運営費は、契約範囲の見直しを行った結果、平成21年度の30,908千円から22年度は16,283千円となり、14,625千円の経費節減を達 

成。 

・システム運用費は、保守体制の見直しや保守作業効率の向上を図った結果、平成 21 年度 712,643 千円から 22 年度は 707,487 千円となり、5,156

千円の経費節減を達成。 
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【Ⅲ１（２）】 （２）繰越欠損金の早期解消 
【評定】 

Ｈ２０ Ｈ２１   

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】  

（２）繰越欠損金の早期解消 

売上向上及び経費節減に取り組み収益を確保することにより、平成２０年、平成２１年の２事業年度で、繰上償還を図って長期借入金（９５億円）の返済に努め、平

成２１年度末に繰越欠損金解消の見通しがおおむね立つようにする。 S    

評価基準 

評価項目 

（２２年度計画の各項目） 
指標 

実 績 分析・評価 

    

 

※ 平成２０年度末に繰越欠損金を解消したため、当該事項に係る記載は不要。 
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【Ⅲ２】 ２ 自己収入の確保及び予算の効率的な執行 【評定】  Ａ 

【Ⅲ２（１）】 （１）運営費交付金以外の収入の増加等 
【評定】  Ａ 

Ｈ２０ Ｈ２１   
【法人の達成すべき目標（計画）の概要】  

２ 自己収入の確保及び予算の効率的な執行 

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

（１）運営費交付金以外の収入の増加等 

  命名権の導入、近隣の類似施設の状況を考慮しつつ施設利用料の見直し、園地の有効活用等運営費交付金以外の自己収入の増加を図るとともに、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。 

Ａ Ａ   

評価基準 

評価項目 

（２２年度計画の各項目） 
指標 

実 績 分析・評価 

 ２ 自己収入の確保及び

予算の効率的な執行 

自己収入の確保及び予算

の効率的な執行状況 
 

 

（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。 

 

運営費交付金以外の収入の

状況 

 

 

■運営費交付金以外の収入の増加を図るための方策の検討・実施状況 

① 命名権の導入に関する検討状況 

  ア 西が丘サッカー場 

法人内に設置した「不動産経営戦略会議」において、保有施設を活用し

た自己収入の増加策として、導入の検討を実施。その後、「独立行政法人

の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22年12月7日閣議決定）に基づ

き、役員会決定を経て、平成 23 年度中の導入に向けた公募の準備に着

手。 

イ 国立霞ヶ丘・代々木競技場 

利用競技団体の意向、収益性の見込み、世論・国民感情等、多角的な検

討結果を踏まえた判断が必要になることから、その導入の是非について

は、引き続き慎重に検討を実施。 

② 施設利用料の見直し等の検討・取組状況 

ア 国立代々木競技場 

大型映像装置更新に伴う利用料改定及び会議室新設に伴う利用料改定

を実施。 

また、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成 22 年 12

月7日閣議決定）に基づき、売店設置料金への売上比例方式について、役

員会決定を経て、平成 23 年度中の導入に向けた施設利用規程の整備に

着手。 

（１）運営費交付金以外の収入の増加等 

運営費交付金以外の収入実績額は、総額として

は計画額を大幅に上回っており、評価できる。 

今後も、増収を図るための取組を期待する。 

 

【根拠】 

○一般勘定における運営費交付金以外の収入の状

況 



 

項目別－78 

イ 国立スポーツ科学センター 

戸田艇庫艇保管料の改定を実施。 

③ 園地の有効活用に関する検討・取組状況 

第一体育館・第二体育館で行うスポーツ競技大会等に支障のない範囲で、

積極的な貸出及び大規模イベントを招致。 

④ その他 

基金資産の効率的な運用、スポーツ施設の使用料や寄附金の受入等によ

り自己収入を確保。 

ア 基金運用収入 

基金資産の有効な運用を図るため、主務大臣の指定により取得できる

有価証券（円建て外国債券）での運用を引き続き実施。 

イ 国立競技場運営収入 

大規模スポーツ施設においては、スポーツ競技大会の開催に支障のな

い範囲で、文化的行事の利用促進及びアマチュアスポーツ等の利用促進

を図るとともに、国立代々木競技場内園地においてイベントを誘致するな

ど、資産を有効に活用。 

ウ 国立スポーツ科学センター運営収入 

サッカー場については、良好なグラウンド（芝生）の維持管理に影響がな

い範囲で公認コーチ講習会等を積極的に受け入れ。 

エ その他収入 

ⅰ 普及事業収入 

災害共済給付事業の実施によって得られる事例の収集及びその分析

の成果を刊行物としてまとめ、機関誌及びホームページでの情報提供

などにより販売促進を実施。 

ⅱ 受託事業収入 

文部科学省委託事業「チーム『ニッポン』マルチサポート事業」及び

「ナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点施設高機能化事業」を

受託。 

ⅲ 寄附金収入 

民間企業に対して継続的な寄附につながる活動の積極的な働きかけ

を実施。 

 

■一般勘定における運営費交付金以外の収入の状況 

区分 
計画額(千円) 

(A) 

実績額(千円) 

(B) 

増減率(%) 

((B-A)÷A)×100 

基金運用収入 596,934 644,579 8.0

国立競技場運営収入 2,318,063 2,362,599 1.9

ＪＩＳＳ運営収入 354,643 351,121 △1.0
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ＮＴＣ運営収入 549,126 381,056 △30.6

国立登山研修所運営収入 741 1,318 77.9

その他の自己収入 148,354 1,044,063 603.8

合計 3,967,861 4,784,737 20.6

 

■一般勘定における自己収入の増減要因 

① ＮＴＣ運営収入 

     ＮＴＣの利用料金を減額措置したため、計画額を下回った。 

② その他の自己収入 

文部科学省委託事業「チーム『ニッポン』マルチサポート事業」（965,566 千

円）及び「ナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点施設高機能化事

業」（3,663千円）を受託したため、計画額を上回った。 

 

■宿舎の売却への取り組み状況（Ⅴに記載） 

 

■寄附金受入態勢の整備状況 ※基金はⅡ－３（Ｂ）（１）記載 

寄附金取扱規則を定め、寄附金受入態勢を整備。 

区分 受入年月日 寄附者 金額(円) 

研究寄附金 平成22年5月28日 
財団法人ミズノスポーツ 

振興財団 
1,000,000

平成22年6月3日 

平成22年11月4日 
個人 17,140

財団法人日本ラグビー 

フットボール協会 
1,890,000

その他の 

寄附金 
平成22年6月30日 

関東ラグビーフットボール

協会 
1,890,000
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【Ⅲ２（２）】 （２）競争的資金の獲得 
【評定】  Ａ 

Ｈ２０ Ｈ２１   
【法人の達成すべき目標（計画）の概要】  

（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。 Ａ Ａ   

評価基準 

評価項目 

（２２年度計画の各項目） 
指標 

実 績 分析・評価 

（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。 

 

 ■外部資金の獲得状況   

 ・科研費の執行に関する説明会の開催による科研費使用ルールやＪＩＳＳガイドラ

インの周知 

 ・「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」に基づ

く管理体制の確認 

① 科学研究費補助金 

    研究員に対して、募集要項や申請書類作成の留意事項等についてグループ

ウェア等で周知するとともに、研究事業部会やスタッフ向け応募説明会を通し

て、積極的な応募の呼びかけを実施。 

（平成22年度：新規10件（内 転出1件)、継続9件、転入3件、分担4件） 

申請件数：39件 

採択件数：19件 

獲得金額：36,999千円（内、直接経費28,461千円） 

② 民間研究助成金 

    民間研究団体が行う研究助成金について申請を行い、資金を獲得。 

申請件数：16件 

採択件数：2件 

獲得金額：500千円（内、直接経費454千円） 

③ 受託事業の受入状況  

 文部科学省委託事業「チーム『ニッポン』マルチサポート事業」（965,566千円）

及び「ナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点施設高機能化事業」（

3,663千円）を受託。 

 

■公的研究費の不正使用等の防止に関する取組状況 

ガイドライン（平成 19 年 11 月策定）に基づき、適切に会計処理を実施。また、

科学研究費使用に係る説明会に積極的に参加するとともに、説明会実施。 

外部説明会：2回 

内部説明会：2回 

（２）競争的資金の獲得 

科学研究費補助金の獲得金額及び受託事業の

受け入れ金額が大幅に増加したことは、評価でき

る。 

今後も、外部資金の獲得のための積極的な啓

発に努めることを期待する。 

 

【根拠】 

○科学研究費補助金 

申請件数：39件 

採択件数：19件 

獲得金額：36,999千円 

○受託事業の受入状況  

文部科学省委託事業「チーム『ニッポン』マルチ

サポート事業」（965,566千円）及び「ナショナルトレ

ーニングセンター競技別強化拠点施設高機能化事

業」（3,663千円）を受託。 
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【Ⅲ２（３）】 （３）予算の効率的な執行 
【評定】  Ａ 

Ｈ２０ Ｈ２１   

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】  

（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。 
Ａ Ａ   

評価基準 

評価項目 

（２２年度計画の各項目） 
指標 

実 績 分析・評価 

（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。 

 ■予算の効率的な執行の状況（Ⅰ－１－（１）参照） 

 

■管理会計による財務情報の把握等、適切な業務運営への対応状況 

・年度当初に、具体的な収支見込に基づく予算執行計画を作成し、役員会承認

を経て事業を実施。 

・年度途中においては、上記の予算執行計画に基づき、各事業部門にて、財務

会計システムで把握可能な事業別・部門別の費用等の情報をもとに事業運営

を実施。 

・各事業部門にて四半期ごとに収支の実績及び見込の把握・分析を行うことで、

予算の執行状況を確認し、適切な予算管理を実施。 

・予算執行計画については、四半期ごとに役員会承認を経て見直しを行い、より

適切に事業を運営。 

・平成23年度については、具体的な収支見込に基づいた年度計画を作成。 

 

（３）予算の効率的な執行 

具体的な収支見込みに基づく予算執行計画を作

成し、それに基づく適切な予算管理を実施したこと

は、評価できる。 

今後も、より効率的な予算執行を図ることを期待

する。 

 

【根拠】 

○年度当初に、具体的な収支見込に基づく予算執

行計画を作成し、役員会承認を経て事業を実施。 

○各事業部門にて四半期ごとに収支の実績及び見

込の把握・分析を行うことで、予算の執行状況を確

認し、適切な予算管理を実施。 
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【Ⅲ３】 ３ 資金の運用及び管理 
【評定】  Ａ 

Ｈ２０ Ｈ２１   
【法人の達成すべき目標（計画）の概要】  

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。 

 Ａ Ａ   

評価基準 

評価項目 

（２２年度計画の各項目） 
指標 

実 績 分析・評価 

■資金の管理・運用に係る情報等の収集、分析及び提供の状況 

証券会社等から金利情報等の収集、インターネットを利用した取引金融機関の

格付け情報及び経営状況等の資料の収集・分析を実施。 

 

■資金管理委員会の開催状況  

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。第４回の委員会においては、最近

における金融情勢から有価証券の運用利率が低下しているため、外国債券の運

用割合の上限を30％程度に引き上げる見直しを実施。 

開催回数：4回 

 

■基金等の運用実績（Ⅱ－３（Ｂ）（１）参照） 

 

■安全な金融機関の選択や必要に応じた運用基準の見直し状況等 

「独立行政法人日本スポーツ振興センター資金の管理及び運用に関する基準を

定める要綱」を一部改正する等により運用方針を明確化して、資金運用を実施。運

用に当たっては、格付け情報により、安全評価されている金融機関と取引を実施。

その他、現金・預金の管理については、「独立行政法人日本スポーツ振興センター

予算決算及び出納事務取扱規程」に基づき、安全・適正に管理。 

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。 

 

安全かつ安定的な資金運用

の実施状況 

・資金の運用状況は適切か 

・資金の運用体制の整備状況

は適切か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要に応じた運用基準等の見

直し状況 

・資金の性格、運用方針等の

設定主体及び規定内容を踏ま

えて、法人の責任が十分に分

析されているか。 

  

３ 資金の運用及び管理 

資金管理委員会を開催し、必要に応じた運用基

準の見直しを実施したことは、評価できる。 

今後も、有効かつ適正に資金を運用することを

期待する。 

 

【根拠】 

○資金管理委員会において、最近における金融情

勢から有価証券の運用利率が低下しているため、

外国債券の運用割合の上限を 30％程度に引き上

げる見直しを実施。 

○資金の運用に当たっては、要綱により運用方針

を明確化し、格付け情報により、安全評価されてい

る金融機関と取引を実施。 
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【Ⅲ４，５，６】 

４ 期間全体に係る予算（人件費の見積りを含む。） 

５ 期間全体に係る収支計画 

６ 期間全体に係る資金計画 
【評定】  Ａ 

Ｈ２０ Ｈ２１   

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】  

４ 期間全体に係る予算（人件費の見積りを含む。） 

 （１）総計          実績欄及び別表－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          実績欄及び別表－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          実績欄及び別表－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 

Ａ Ａ   

評価基準 

評価項目 

（２２年度計画の各項目） 
指標 

実 績 分析・評価 

４ 平成２２年度の予算（人

件費の見積りを含む。） 

（１）総計 

実績欄及び別表－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

予算等の効率的な執行状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■予算、収支計画及び資金計画と実績の対比 

① 予算（人件費の見積りを含む。） 

投票勘定は、売上向上効果が期待できる事項への取組み等により、ス

ポーツ振興投票事業収入が計画額より大幅に増。 

ＮＴＣの運営事業は、節減に努めた結果、運営費が計画額より大幅に

減。 

受託事業は、文部科学省委託事業「チーム『ニッポン』マルチサポート事

業」及び「ナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点施設高機能化

事業」を受託したことにより、収支共に計画額より大幅に増。 

一般管理費は、給与水準の引き下げを行い、また固定経費の節減に努

めた結果、計画額より大幅に減。 

４ 期間全体に係る予算（人件費の見積りを含む。） 

５ 期間全体に係る収支計画 

６ 期間全体に係る資金計画 

スポーツ振興投票事業においては売上増により

計画を大幅に上回る収入を上げ、一般管理費につ

いては、給与水準の引下げ等により計画を上回る

削減を達成しており、評価できる。 

また、保有資産（実物資産、金融資産、知的財

産）についても適切に管理・運用されており、評価

できる。 

今後も、全ての業務における経費節減と、資金・
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（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 

実績欄及び別表－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 

実績欄及び別表－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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２２年度 年度計画予算（総計） 

（単位：百万円）

区分 計画額 実績額 差額 

［収 入］ 

運営費交付金 5,945 5,945 0

施設整備費補助金 3,815 2,674 △ 1,142

災害共済給付補助金 2,562 2,562 △ 0

基金運用収入 597 645 48

国立競技場運営収入 2,318 2,363 45

国立ｽﾎﾟー ﾂ科学ｾﾝﾀｰ運営収入 355 351 △ 4

ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ運営収入 549 381 △ 168

国立登山研修所運営収入 1 1 1

ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業収入 108 23 △ 86

ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業収入 63,543 85,479 21,936

共済掛金収入 17,033 17,266 233

ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業準備金戻入 9,000 8,978 △ 22

受託事業収入 1 969 968

寄附金収入 36 34 △ 1

営業外収入 3 4 1

利息収入 106 149 43

その他収入       - 14 14

前中期目標期間繰越積立金取崩額 586 724 138

  計 106,557 128,560 22,003

［支 出］ 

業務経費 34,903 35,258 355

 うち、人件費 3,130 3,026 △ 104

   国立競技場運営費 1,079 1,448 369

   国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰ運営費 2,176 2,232 55

   ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ運営費 1,625 1,065 △ 560

   国立登山研修所運営費 51 58 7

   ｽﾎﾟｰﾂ振興基金事業費 1,248 1,206 △ 41

   ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業費 780 1,002 222

   ｽﾎﾟｰﾂ振興投票業務運営費 15,813 16,243 431

   ｽﾎﾟｰﾂ振興投票助成事業費 9,000 8,978 △ 22

給付金   18,666 18,883 217

受託事業費 1 853 852

一般管理費 1,157 1,047 △ 110

資産の適切な管理及び計画的な執行に努めること

を期待する。 

 

【根拠】 

○スポーツ振興投票事業収入（85,479 千円）は、計

画額（63,543千円）比で大幅増。 

○一般管理費は、給与水準の引き下げを行い、ま

た固定経費の節減に努めた結果、計画額より大幅

に減。 

○実物資産については、第 42 回部会参考資料 3

「実物資産の保有状況等について」により、各施設

の保有目的、資産規模、稼働状況を確認。 

○知的財産は、特許1件・商標権8件を所有。審査

請求中の 2 件については、特許権を取得できた場

合、ライセンス契約等の可能性について、特許維持

コスト等を勘案しながら判断する予定。 
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 うち、人件費 715 606 △ 109

   物件費 442 441 △ 1

施設整備費 3,815 2,674 △ 1,142

払戻返還金 31,500 42,406 10,906

国庫納付金 5,187 8,070 2,882

ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業準備金繰入 10,375 16,140 5,765

  計 105,604 125,329 19,726

（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。 

３ 計画額及び実績額において、計上する金額が百万円未満の場合は「0」とし、計上す

る金額がｾﾞﾛの場合は「-」とした。 

 

［参考］ 国からの収入（運営費交付金、施設整備費補助金及び災害共済給付補助金）が法

人全体の収入に占める割合は8.7％である。 

 

② 収支計画 

投票勘定は、売上向上効果が期待できる事項への取組み等により、スポー

ツ振興投票事業収入が計画額より大幅に増。 

受託事業は、文部科学省委託事業「チーム『ニッポン』マルチサポート事

業」及び「ナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点施設高機能化事

業」を受託したことにより、収支共に計画額より大幅に増。 

 

平成２２年度 年度計画収支計画（総計） 

（単位：百万円）

区分 計画額 実績額 差額 

費用の部 101,004 123,359 22,354

経常費用 90,630 107,211 16,581

業務経費 34,167 35,953 1,786

給付金 18,666 18,883 217

払戻返還金 31,500 42,406 10,906

受託事業費 1 853 852

国庫納付金 5,187 8,070 2,882

一般管理費 992 924 △ 68

財務費用 117 119 3

 支払利息 117 117 1
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 為替差損 -  2 2

雑損 -  3 3

臨時損失 10,375 16,148 5,774

固定資産除却損 -  9 9

ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業準備金繰入 10,375 16,140 5,765

収益の部 101,939 125,604 23,665

経常収益 92,939 116,620 23,681

運営費交付金収益 5,457 5,141 △ 316

施設費収益 -  533 533

災害共済給付補助金収益 2,562 2,562 △ 0

国立競技場運営収入 2,318 2,362 44

国立ｽﾎﾟー ﾂ科学ｾﾝﾀｰ運営収入 355 343 △ 11

ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ運営収入 549 381 △ 168

国立登山研修所運営収入 1 1 1

ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業収

入 
108 23 △ 86

ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業収入 63,543 85,479 21,936

共済掛金収入 17,033 17,266 233

利息及び配当金収入 612 612 △ 0

有価証券売却益 -  8 8

有価証券償還益 -  30 30

受託事業収入 1 969 968

寄附金収益 73 76 3

資産見返運営費交付金戻入 206 597 390

資産見返競技力向上支援事業

費補助金戻入 
4 52 48

資産見返寄附金戻入 7 11 4

財務収益 107 149 42

 受取利息 106 32 △ 74

 有価証券利息 1 117 116

雑益 3 26 23

臨時利益 9,000 8,984 △ 16

ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業準備金戻入 9,000 8,978 △ 22

退職給付引当金戻入 -  6 6

純利益（△純損失） 934 2,245 1,311

前中期目標期間繰越積立金取崩額 129 259 130

総利益（△総損失） 1,064 2,504 1,441
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（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。 

３ 計画額及び実績額において、計上する金額が百万円未満の場合は「0」とし、計上す

る金額がｾﾞﾛの場合は「-」とした。 

 

③ 資金計画 

適正に実施した。（取組内容はⅢ－３参照） 

 

平成２２年度 年度計画資金計画（総計） 

（単位：百万円）

区分 計画額 実績額 差額 

資金支出 214,313 350,473 136,160

業務活動による支出 92,236 105,991 13,755

投資活動による支出 96,460 208,566 112,106

財務活動による支出 1,624 1,632 8

次年度への繰越金 23,993 34,283 10,290

資金収入 214,313 350,473 136,160

業務活動による収入 96,696 126,308 29,612

運営費交付金収入 5,945 5,945 0

ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業収入 63,543 90,169 26,626

共済掛金収入 17,033 17,266 233

受託事業収入 332 1,016 684

国立競技場の運営による収入 2,318 2,265 △ 54

国立ｽﾎﾟー ﾂ科学ｾﾝﾀｰの運営による

収入 
355 337 △ 17

ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰの運営による

収入 
549 376 △ 173

国立登山研修所の運営による収入 1 1 1

ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業によ

る収入 
108 22 △ 86

基金業務における利息及び配当金

収入 
597 606 9

基金業務における定期預金の払戻

しによる収入 
- 500 500

基金業務における有価証券の売却 - 1,845 1,845
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・利益剰余金が計上されてい

る場合、国民生活及び社会経

済の安定等の公共上の見地

から実施されることが必要な

業務を遂行するという法人の

性格に照らし過大な利益とな

っていないか。 

・繰越欠損金が計上されてい

る場合、その解消計画は妥当

か。 

による収入 

基金業務における有価証券の償還

による収入 
3,200 2,413 △ 787

補助金等収入 2,562 3,189 627

寄附金収入 36 34 △ 1

科学研究費補助金預り金収入 - 41 41

その他の収入 13 95 82

利息及び配当金の受取額 106 131 25

消費税等の還付による収入 - 56 56

投資活動による収入 98,015 196,765 98,750

定期預金の払戻しによる収入 94,200 169,189 74,989

有価証券の償還による収入 - 24,900 24,900

敷金・保証金の返還による収入 - 3 3

施設費による収入 3,815 2,674 △ 1,142

財務活動による収入 3 2 △ 1

民間出えん金の受入による収入 3 2 △ 1

資金に係る換算差額 - △ 2 △ 2

前年度よりの繰越金 19,598 27,399 7,801

（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。 

３ 計画額及び実績額において、計上する金額が百万円未満の場合は「0」とし、計上す

る金額がｾﾞﾛの場合は「-」とした。 

 

（※ ①～③の投票勘定、災害共済給付勘定、免責特約勘定及び一般勘定につ

いては、別表参照。） 

 

■利益剰余金・繰越欠損金、当期総利益・当期総損失の状況 

① 各勘定の利益剰余金の状況 

【投票勘定】           4,773,918千円 

【災害共済給付勘定】      527,748千円 

【免責特約勘定】        2,079,278千円 

【一般勘定】            636,541千円 

② 各勘定の当期総利益の状況 

【投票勘定】           2,255,991千円 

【災害共済給付勘定】       96,328千円 

【免責特約勘定】         116,315千円 



 

項目別－89 

 

・当期総利益の発生要因が明

らかにされているか。 

・また、当期総利益の発生要

因は法人の業務運営に問題

等があることによるものか。 

 

・当該年度に交付された運営

費交付金の当該年度におけ

る未執行率が高い場合、運営

費交付金が未執行となってい

る理由が明らかにされている

か。 

・運営費交付金債務（運営費

交付金の未執行）と業務運営

との関係についての分析が行

われているか。 

 

 

・実物資産について、保有の

必要性、資産規模の適切性、

有効活用の可能性等の観点

からの法人における見直し状

況及び結果は適切か。 

・見直しの結果、処分等又は

有効活用を行うものとなった

場合は、その法人の取組状況

や進捗状況等は適切か。 

・「勧告の方向性」や「独立行

政法人の事務・事業の見直し

の基本方針」等の政府方針を

踏まえて処分等することとさ

れた実物資産について、法人

の見直しが適時適切に実施さ

れているか（取組状況や進捗

状況等は適切か）。（→p67 参

照） 

【一般勘定】             35,581千円 

 

ア 投票勘定の当期総利益発生要因 

売上向上効果が期待できる事項への取組み等により、スポーツ振興投

票事業収入が大幅に増加。 

イ 免責特約勘定の当期総利益発生要因 

      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減少。 

 

 

■運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細 

（単位：百万円）

当期振替額 
交付金

当期 

交付額 

運営費交

付金収益

資産見返

運営費交

付金 

建設仮勘定

見返運営費

交付金 

資本 

剰余金
小計

期末

残高

5,945 5,093 621 2 0 5,716 229

 

決算等に当たり、監事や会計監査人による監査を通じ、利益剰余金、当期総利

益、運営費交付金等について検証を行っている。 

 

■保有資産の利用状況の評価 

① 実物資産 

利用状況については、第42回部会参考資料3「実物資産の保有状況等につ

いて」のとおり。 

なお、決算に当たり、固定資産の活用状況及び減損について確認を行った

が、減損すべき遊休資産はなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

項目別－90 

・資産の活用状況等が不十分

な場合は、原因が明らかにさ

れているか。その理由は妥当

か。 

・実物資産の管理の効率化及

び自己収入の向上に係る法

人の取組は適切か。 

（→p8・p77参照） 

 

・金融資産について、保有の

必要性、事務・事業の目的及

び内容に照らした資産規模は

適切か。 

・資産の売却や国庫納付等を

行うものとなった場合は、その

法人の取組状況や進捗状況

等は適切か。 

・貸付金・未収金等の債権に

ついて、回収計画が策定され

ていない場合、その理由は妥

当か。 

・回収計画の実施状況は適切

か。 

ⅰ）貸倒懸念債権・破産更生

債権等の金額やその貸付金

等残高に占める割合が増加し

ている場合、ⅱ）計画と実績に

差がある場合の要因分析が

行われているか。 

・回収状況等を踏まえ回収計

画の見直しの必要性の検討

が行われているか。 

 

・特許権等の知的財産につい

て、法人における保有の必要

性の検討状況は適切か。 

・検討の結果、知的財産の整

理等を行うことになった場合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 金融資産 

ア 現金 

国立競技場・ＪＩＳＳ・ＮＴＣ施設での利用料収入及びスポーツ振興くじ販売

収入等に係る現金。 

イ 預金 

事業運営に係る支出の資金のほか、スポーツ振興投票事業準備金及び

国庫納付金、災害共済給付事業に係る支払備金等の給付資金、前中期目

標期間繰越積立金及び運営費交付金債務等。 

ウ 有価証券 

スポーツ振興基金に係る有価証券、及び前中期目標期間繰越積立金に

ついて資金管理方針（Ⅲ－３参照）に基づき運用を行っている有価証券。 

 

決算等に当たり、監事や会計監査人による監査を通じ、金融資産の規模や未

収金の回収状況等について検証を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 知的財産 

ＪＩＳＳにおける研究活動に係る知的財産について、「独立行政法人日本ス

ポーツ振興センター国立スポーツ科学センター職務発明規程」に基づき出願

（審査請求中 2件）。なお、特許権を取得できた場合、ライセンス契約等の可

能性について、特許維持コスト等を勘案しながら判断する予定。 



 

項目別－91 

には、その法人の取組状況や

進捗状況等は適切か。 

・特許権等の知的財産につい

て、特許出願や知的財産活用

に関する方針の策定状況や

体制の整備状況は適切か。 

・実施許諾に至っていない知

的財産の活用を推進するため

の取組は適切か。 

 

また、法人利益の保護の観点から、スポーツ振興くじ販売に係る特許（1件）

及び商標権（8件）を所有。 

 

 

 

 

 

 

 

■保有資産の見直し状況及びその結果 

・ 平成 22 年 5 月 24 日の監事監査において、固定資産台帳の適正管理、減

損会計が必要な事項等について、監査を行い、適切な保有財産の管理が

行われているか確認。 

 

 

 



 

項目別－92 

 

【Ⅳ】 Ⅳ 短期借入金の限度額 
【評定】 － 

Ｈ２０ Ｈ２１   

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】  

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。 - -   

評価基準 

評価項目 

（２２年度計画の各項目） 
指標 

実 績 分析・評価 

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。 

短期借入金の借入状況 

 

・短期借入金は有るか。有る

場合は、その額及び必要性は

適切か。 

■平成22年度の状況 

借入の実績なし。 
 

－ 

 



 

項目別－93 

 

【Ⅴ】 Ⅴ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 
【評定】  Ｂ 

Ｈ２０ Ｈ２１   
【法人の達成すべき目標（計画）の概要】  

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。 

Ｂ Ｂ   

評価基準 

評価項目 

（２２年度計画の各項目） 
指標 

実 績 分析・評価 

 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。

 

職員宿舎の譲渡状況 

・重要な財産の処分に関する

計画は有るか。ある場合は、

計画に沿って順調に処分に向

けた手続きが進められている

か。 

 

■重要な財産等の処分等に関する状況 

市場環境の悪化(売却損発生の恐れあり)及び独立行政法人通則法の一部改正

予定を踏まえ、譲渡に向けた作業を中断していたが、通則法の改正（平成 22 年 11

月27日施行）を受け、国庫納付に向けた必要な手続きを実施。 

 

Ⅴ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

 独立行政法人通則法の改正を受け、現物での国

庫納付に向けた手続きを進めていることは評価で

きる。 

早期に国庫納付が完了するよう、引き続き適切

に対応する必要がある。 

 

【根拠】 

○独立行政法人通則法の改正を受け、国庫納付

に向けた必要な手続きを実施中。 

 

 



 

項目別－94 

 

【Ⅵ】 Ⅵ 剰余金の使途 
【評定】 － 

Ｈ２０ Ｈ２１   

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】  

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 

- -   

評価基準 

評価項目 

（２２年度計画の各項目） 
指標 

実 績 分析・評価 

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 

剰余金の使途の状況 

・利益剰余金は有るか。有る

場合はその要因は適切か。

（→ ｐ88参照） 

・目的積立金は有るか。有る

場合は、活用計画等の活用方

策を定める等、適切に活用さ

れているか。 

■平成22年度の状況 

目的積立金はなし。 
 

－ 
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【Ⅶ】 Ⅶ その他文部科学省令で定める業務運営に関する事項 

【Ⅶ１】 １ 施設及び設備に関する計画 
【評定】  Ａ 

Ｈ２０ Ｈ２１   
【法人の達成すべき目標（計画）の概要】  

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。 

Ａ Ａ   

評価基準 

評価項目 

（２２年度計画の各項目） 
指標 

実 績 分析・評価 

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

施設整備・管理の実施状況 

・施設及び整備に関する計画

は有るか。有る場合はは、当

該計画の進捗は順調か。 

■長期的視野に立った施設整備計画に基づく施設整備の執行状況 

施設整備の内容 
計画額 
(千円) 

実績額 
(千円) 

差額 
(千円) 

国立代々木競技場第二体育館内部及び外
構改修その他工事 

754,530 754,530 0

国立代々木競技場第一・第ニ体育館大屋根
塗装及び越屋根部シート防水改修その他工
事 

777,920 388,777 389,143

国立代々木競技場第二体育館内部及び外
構改修その他工事その２ 

128,150 51,763 76,387

国立登山研修所トレーニング室耐震補強工
事 

34,806 34,073 733

国立霞ヶ丘競技場の応急的な耐震改修工
事 

617,925 617,925 0

国立霞ヶ丘競技場スタンド座席と防水改修
工事（ＢⅡ・Ｅブロック） 

499,510 78,330 421,180

国立霞ヶ丘競技場外柵及び門扉改修その
他工事 

233,600 1,554 232,046

国立登山研修所冬山前進基地外壁破損修 1,851 3,839 △1,988

１ 施設及び設備に関する計画 

長期的視野に立った施設整備・管理計画に基づ

く執行がなされており、評価できる。 

今後も、計画的な施設整備に努めることを期待

する。 

 

【根拠】 

○各施設、管理のための運転監視・保守点検等を

実施。国立霞ヶ丘競技場（陸上競技場及びラグビ

ー場）については、専門業者による耐震調査及び

耐震改修基本計画を策定し、陸上競技場の応急的

耐震補強工事を実施。東日本大震災による損傷箇

所に係る修繕補強工事等を実施。 
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繕外工事 

国立登山研修所給湯用ボイラー改修工事 26,153 2,988 23,165

NTCの用地購入 740,000 740,000 0

平成22年度 計 3,814,445 2,673,779 1,140,666

 

■施設の維持保全、利用者の安全確保のための管理運営の状況 

各施設の維持保全に当たっては、施設管理のための運転監視・保守点検等を実

施。また、利用者の安全確保に当たっては、各施設の施設管理担当部門を中心と

して、「施設保全マニュアル」に基づく定期点検及び日常的な点検を行い、危険箇

所の早期発見に努めており、必要に応じて修繕を実施。 

国立霞ヶ丘競技場（陸上競技場及びラグビー場）について、専門業者による耐震

調査及び耐震改修基本計画策定を実施。また、陸上競技場の応急的耐震補強工

事を実施。 

なお、東日本大震災に係る施設・設備への被害については、各施設管理担当部

門を中心に速やかに被害把握の上、応急的な措置を実施。人的被害等の重大な

損害はなし。国立霞ヶ丘競技場については、当該震災で損傷したスタンド回廊等の

エキスパンション・ジョイントのコンクリート落下防止及び観客席のエキスパンショ

ン・ジョイントの修繕補強工事等を実施。 

 

■利用者本位の立場からの施設整備・改善の状況 

① 利用者の安全確保を考慮した整備状況 

国立霞ヶ丘競技場（キャノピー及び電光掲示盤の補強、全エリアのブロック・

石積壁の倒壊防止、バックスタンド回廊天井の軽量化・耐震化等）耐震補強工

事、スタンド（ＢⅡ・Ｅブロック）座席の改修工事（通路の拡幅等）を実施。 

国立代々木競技場附属棟の耐震性能を向上させるとともに、第二体育館の

設備改修工事（便所）を実施。 

国立登山研修所トレーニング室の耐震補強工事、同所冬山前進基地の外

壁破損修繕外工事及び給湯用ボイラー改修工事の設計を実施。 

② 高齢者・身体障害者等にも配慮した施設の整備状況 

国立代々木競技場敷石（プロムナード・原宿口・渋谷口等）の平滑化及び身

障者通路の新設、第二体育館身障者席及び便所の新設工事を実施。 

 

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。 
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【Ⅶ２】 ２ 人事に関する計画 

【Ⅶ２（１）】 （１）人員に関する指標 【評定】  Ａ 

Ｈ２０ Ｈ２１   

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】 

２ 人事に関する計画 

業務の実情に応じて、民間競争入札（包括的業務委託）の実施及び執務体制の見直しを図ることにより、効率的な組織体制を構築する。また、研修の実施により優

れた人材を育成する。 

（１）人員に関する指標 

 当該中期目標の期間中、業務運営の効率化、民間競争入札（包括的業務委託）の実施、執務体制の見直しなど効率的な組織体制の構築を図ることにより計画的

な合理化減を行い、常勤職員数の削減を図る。 

 なお、職員の採用は、任期付任用、業務に関し高度な専門性を有する者の選考採用について検討しつつ計画的に行う。 

  （参考１） 

   常勤職員数の状況 

    ① 期初の常勤職員数       ３６０人 

    ② 期末の常勤職員数の見込み ３３８人  

  （参考２） 

   中期目標期間中の人件費総額 見込み１４，３３１百万円 

   ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当及び休職者給与に相当する範囲の費用である。 

Ａ Ａ   

評価基準 

評価項目 

（２２年度計画の各項目） 
指標 

実 績 分析・評価 

２ 人事に関する計画 人事管理の状況   

（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

・人事に関する計画は有る

か。有る場合は、当該計画の

進捗は順調か 

常勤職員数の削減状況 

 

職員の計画的な採用状況 

 

 

任期付任用の推進状況 

 

 

 

■常勤職員数の削減状況 

各部門における効率化推進及び執行の体制見直しを実施。 

 平成22年4月1日  350人 

 平成23年3月31日 331人 

 

■職員等の採用等状況 

新規採用者 8人（うち職員登用制度による採用 1人） 

定年退職者 13人 

自己都合退職者 14人 

任期付任用（有期雇用による任用）による採用の推進 

※国立スポーツ科学センターにおいて、次の34人を採用。 

（１） 人員に関する指標 

 各部門における効果的な組織編成や人員配

置等により、常勤職員数の計画的な削減を行

い、既に中期計画の目標人数を達成しているこ

とは評価できる。 

 一方、常勤職員数の減少と任期付任用の推

進については、その功罪についても配慮する必

要があると思われる。 

 

【根拠】 

○22 年度末の常勤職員数（331 人）は、中期計

画における削減目標（338人）を達成。 

○任期付任用を推進し、ＪＩＳＳの研究・専門職

34名を採用。 
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スポーツ科学研究員  9人 

スポーツ科学専門職種（測定技術者） 4人 

スポーツ科学専門職種（トレーニング指導員） 2人 

スポーツ医学研究員 3人  

スポーツ医学専門職種（臨床検査技師） 1人 

スポーツ情報研究員 4人 

スポーツ情報専門職種（情報処理技術者） 5人 

スポーツ情報専門職種（映像技術者） 3人 

スポーツ情報専門職種（アスレティックトレーナー） 3人 

 

て検討しつつ計画的に

行う 
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【Ⅶ２（２）】 （２）人材の育成等 
【評定】  Ａ 

Ｈ２０ Ｈ２１   
【法人の達成すべき目標（計画）の概要】  

（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。 

Ａ Ａ   

評価基準 

評価項目 

（２２年度計画の各項目） 
指標 

実 績 分析・評価 

（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。 

 

・人事管理は適切に行わ

れているか 

研修の計画的な実施状況 

 

 

 

■研修の計画的な実施状況 

実施回数： 103回 

参加者数： 807人 

職階別研修及び全体研修は、下記の研修を実施した。 

職階別研修については、参加者が過去に行った業務改善策についてグループで

議論を行うなど、職員が実例を持ち寄り主体的に参加できる参加型の研修を重視し

て行った。 

また、メンタルヘルス研修は、日常の中で活用できる実践的なコミュニケーション

スキルの向上に重点を置いた内容として、管理職員を対象に行った。 

① 新入職員研修（平成22年4月1日～2日、6日） 

② 文部科学省文教団体共同職員研修会（平成 22 年 9 月 8 日～10 日、10 月 13

日～15日） 

③ 主任研修（平成22年12月15日、17日、平成23年2月4日） 

④ 管理職研修（平成22年10月8日、21日） 

⑤ メンタルヘルス研修（平成23年2月9日、3月10日） 

 

■自己研鑽の推進状況 

下記の職員研修については、広く職員から希望者を募って実施した。 

また、放送大学の科目履修制度の活用（延べ 40 人受講）や外国語に関する語学

学校との法人契約を締結するなど、自己研鑽をより推進するための体制の整備に努

（２） 人材の育成等 

 セクシャル・ハラスメントの防止及びメンタルヘ

ルスについて管理体制を充実させたこと、男女

共同参画に向けた取組を積極的に推進している

こと、また、防災訓練等を実施し、危機管理体制

の充実に努めていることは評価できる。 

 今後は、特にメンタルヘルスに関するより一層

の環境整備と、法人業務の質の向上に繋がる職

員研修・研鑽活動が実施されることを期待する。 

 また、国立スポーツ科学センターに職員や施設

利用者（女性トップアスリート等）が利用できる保

育所を設置することなどにより、更なる展開が望

めるのではないかと考える。 

 

【根拠】 

○職階別研修、メンタルヘルス研修及び業務上

必要性の高い語学・簿記・システム研修等を実

施。 

○セクシャル・ハラスメント防止及びメンタルヘル

スに関し、相談員を設置し、外部研修や相談機関

を活用。 

○育児・介護休業等の制度改正や、超過勤務抑
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めた。 

① 初級・中級簿記講座 

② 情報システム統一研修 

③ Webページ作成研修（初級・中級） 

 

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。 

職場環境の充実の状況 ■セクシャル・ハラスメント防止のための環境整備状況 

① 苦情相談員体制については、相談員が本部、支所各職場に均一に配置される

ように考慮し、整備。 

② 苦情相談員の資質向上並びにセクシャル・ハラスメント防止に関する意識向上

及び有効な情報収集のため、苦情相談員及び担当職員、新任の相談員を外部

の研修に派遣 

※なお、セクシャル・ハラスメントに限らず、職場におけるあらゆるハラスメントを防

止する観点から、新たにパワーハラスメントの防止に関する規程を整備。平成

23年度は、ハラスメント全般について取り組むことを、年度計画にて決定。 

 

■メンタルヘルスについての管理体制充実状況 

① メンタルヘルスの外部相談専門機関の利用を促進し、心の健康保持増進及び

予防を図るため、機関の存在及び利用方法等をグループウエアや研修の機会

を利用する等により周知するとともに、「カウンセリング利用案内」（メンバーズカ

ード）を配付。 

② 管理職員を対象として外部講師による「ラインケア（上司による部下に対するメ

ンタルヘルスサポート）」に関する研修を計２回実施。 

③ メンタルヘルス啓蒙のための関連書籍を各事務所へ配付し、職場内で回覧す

る等により情報提供を実施。 

④ メンタルヘルスに関する問題の解決・解消に資するため、各支所のメンタルヘ

ルス相談員及び責任者には、メンタルヘルス教育研修担当者の能力向上等を

目的とした各地域の公的機関が主催する研修に参加。 

⑤ 衛生委員会を毎月（12 回）開催し、職員の心身の健康保持増進のため、メンタ

ルヘルスに関する研修・情報提供を実施。 

 

■その他職場環境の改善に係る取組状況 

① 男女共同参画に係る取組状況 

・育児・介護休業法の改正に伴い、育児・介護休業、保育時間、看護休暇等の制

度改正を実施。 

・育児制度の改正により、職員向けに制度を解説するために作成している「育児

休業等のしおり」を更新して、グループウェアに掲載し情報を周知。 

・女性管理職数については、平成22 年度末において 4名となっており、平成21

制、休暇取得促進に向けた取組を実施。 

○防災訓練や技能資格取得等を計画的に実施。

また、東日本大震災に際しては、対策本部を設

置して職員の安否確認・情報収集を行い、各施設

で帰宅困難者受入や装備貸出等を実施した。 
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年度末と比較して1名増（管理職全体の6％）となっている。また、課長補佐職

においては女性職員数が 12 名（課長補佐職全体の 25％）となっており、管理

職登用に向けた育成に努めている。 

・働きやすい職場づくりの一環として、男性職員の育児参加を推進するため、男

性職員の育児参加のための休暇を導入。 

※なお、男女共同参画については、平成23年度において重点的に取り組むこと

を、年度計画にて決定。 

② その他の取組 

・「ノー残業デーの実施に関する細則」に基づき、週 1 回及び給与・賞与支給日

の定時退庁を推奨。 

・定期健康診断においてメタボリックシンドロームの改善予防が必要とされた職

員に対して、年2回継続した特定保健指導を全国健康保険協会の保健師を招

いて実施。 

・定期健康診断の二次健診で要精査、要治療が必要とされた職員に対し、精査・

治療を受けるよう促す等の取り組みを行い、健康管理を充実。 

・「休暇取得推進に関するガイドライン」に基づき、計画的な休暇取得を推進し、

休暇の取得しやすい環境整備を実施。 

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。 

危機管理体制等の充実 ■危機管理体制等の整備・充実に関する取組状況 

① 危機管理体制の整備 

・センターの業務全般におけるリスクを洗い出し、影響度及び発生頻度の観点

から優先的に対応すべきリスクの検討を行い、リスク対応計画策定の準備を

実施。 

・法人のミッションを阻害する課題（リスク）への対応（Ⅰ－３－（２）参照） 

・役員・部長職を対象とし、危機管理における初動対応・広報対応に関するセミ

ナーを実施。 

・グループウェアに掲載している「消防・防災」ページ及び管理職緊急連絡名簿

等を随時更新。 

・東日本大震災の際、本部事務所に「対策本部」を設置し、仙台支所の安否確認

や情報収集を行うとともに、震災当日の帰宅困難者の受け入れ（国立代々木

競技場及び国立スポーツ科学センター：延べ 927 人）及び日本登山医学会の

被災地支援活動への装備貸出（国立登山研修所）を実施した。また、余震状

況を踏まえ、本部職員への安否確認、業務連絡の訓練を実施。 

② 防災対策の推進 

各施設において、消防訓練を実施し、災害時等緊急時に即応可能な体制整備

を推進した。また、施設管理を行う上で必要となる防火管理者等の資格を取得

するため、計画的に講習会に参加。 

ア 国立競技場等の防災訓練の実施状況 

ⅰ 国立霞ヶ丘競技場 
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・自衛消防訓練審査会参加（平成22年7月22日） 

・神宮外苑花火大会合同訓練（平成22年8月19日） 

・東京消防庁第一方面隊合同訓練（平成23年2月10日） 

ⅱ 国立代々木競技場 

・第一体育館全日本フットサル選手権大会合同訓練（平成23年3月10日）

ⅲ 国立スポーツ科学センター及びナショナルトレーニングセンター 

・ＪＩＳＳ及びＮＴＣ避難訓練（平成22年8月25日） 

・戸田艇庫避難訓練（平成22年8月30日） 

・自衛消防訓練審査会参加（平成22年9月10日） 

・アスリートヴィレッジ避難訓練（平成22年9月14日） 

・戸田艇庫避難訓練（平成23年2月17日） 

イ 計画的な防火管理者等の資格の取得について 

国立競技場等の施設に必要な資格取得のため、防火管理者、防火管理技

能者及び自衛消防業務講習の講習会を受講し、それぞれ資格を取得。 

・ 平成22年度防災センター要員資格取得者 ７人 

・ 平成22年度防火・防災管理者資格取得者 １人 

・ 平成22年度防火管理者資格取得者 １人 

・ 平成22年度防火管理技能者資格取得者 １人 

ウ 計画的な自衛消防技術認定証の取得状況 

国立競技場等に設置する自衛消防隊の構成員に必要な自衛消防技術認

定資格取得のため、講習会を受講し、資格を取得。 

・ 平成22年度自衛消防技術認定資証取得者 3人 
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【Ⅶ２（３）】 （３）研究職員の資質向上 
【評定】  Ａ 

Ｈ２０ Ｈ２１   
【法人の達成すべき目標（計画）の概要】  

（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。 
Ａ Ａ   

評価基準 

評価項目 

（２２年度計画の各項目） 
指標 

実 績 分析・評価 

■研究職員の任期付任用制度の活用状況 

平成 23 年 3 月末現在で、76 人の任期付任用者を雇用しており、常時研究部門に

従事する職員103人（事務職を除く。）の内、約74％が任期付任用者。 

スポーツ科学 40人 

スポーツ医学 18人 

スポーツ情報 18人 

■優れた人材を確保するための方策 

① より優れた人材を確保するため、募集する研究分野（職種）に関する専門誌に

募集要項を掲出し、応募者拡充の方途を充実。 

② 特殊分野の専門的知識を有する者の公募について、より広く適任者に周知す

るために、当該専門職種の有資格者を統括する法人に募集要項の掲出を依頼

し、公募方法を充実。 

 

■研究職員の資質向上の方策    

① 自己研修の推奨 

延べ参加者数 38人 

延べ参加日数 111日 

② 医科学セミナー 

外部の有識者を招聘し、３回開催。 

・「運動・スポーツにおける技の習得と認知・予測に関わる小脳皮質の機能」 

・「Coaches and Technology」 

・「スポーツ外傷の予防に向けた動作解析」 

③ 研修の実施 

・平成21年度の事業報告会 

・研究プロジェクトにおける情報交換・意見交換会 

・救急救命講習 

・情報処理技術者を対象とした情報ネットワークに関する研修 

（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。 

 

任期付任用制度の活用 

 

 

 

 

 

優れた人材の確保状況 

 

（３） 研究職員の資質向上 

 任期付任用制度を活用するとともに、優秀な人

材を確保し、研究職員の資質を向上させるため

の方策を実施していることは評価できる。 

  

【根拠】 

○任期付任用制度を活用し、ＪＩＳＳの常勤研究職

員に占める任期付任用者の割合は、約74%。 

○優れた人材を確保するため、職員の公募にあ

たっては、専門誌や専門職種の有資格者を統括

する法人に募集要項を告知。 

○各種研修・セミナー等の実施。 
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【Ⅶ３】 ３ 積立金の使途 
【評定】  Ａ 

Ｈ２０ Ｈ２１   
【法人の達成すべき目標（計画）の概要】  

３ 積立金の使途 

前中期目標期間繰越積立金については、以下の事業の財源に充てる。 

（１）災害共済給付及び免責特約に係る事業 

（２）スポーツ振興基金助成事業の充実 

（３）児童生徒等健康保持増進事業 

① 災害共済給付システムの整備 

② 児童生徒等の健康の保持増進に係る業務の推進 

Ａ Ａ   

評価基準 

評価項目 

（２２年度計画の各項目） 
指標 

実 績 分析・評価 

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 

積立金の適切な支出状況 

・積立金の支出は有るか。有

る場合は、その使途は中期計

画と整合しているか。 

 

■平成22年度の状況 （積立金の支出の状況） 

① 災害共済給付及び免責特約に係る事業 

  執行の実績なし。 

② スポーツ振興基金助成事業の充実 

③ 児童生徒等健康保持増進事業 

ア 災害共済給付システムの整備 

イ 児童生徒等の健康の保持増進に係る業務の推進 

区分 計画額(千円) 実績額(千円)

スポーツ振興基金助成事業の充実 79,017 32,803

児童生徒等健康保持増進事業 506,965 690,983

【スポーツ振興基金助成事業の充実】 

・実績額が計画額を下回った要因は、基金運用収入の増により積立金取崩の所

要額が減少したこと等による減。 

【児童生徒等健康保持増進事業】 

・実績額が計画額を上回った要因は、当初平成21年度末に予定されていた災害

共済給付システムのソフトウェア開発に係る経費の支払（部分払）について、平

成22年度に移行したことによる増。 

・災害共済給付システムは一連の開発が終了し、システム更新を実施。（Ⅱ４(２)項

参照） 

３ 積立金の使途 

中期計画に定めた使途について適切に財源

措置していると認められ、評価できる。 

今後も適切な支出に努めることを期待する。 

 

【根拠】 

○「スポーツ振興基金助成事業の充実」及び「児

童生徒等健康保持増進事業」に、723,786千円を

支出。 

 

 

 



計画額 実績額 差額 計画額 実績額 差額

［収　入］ ［収　入］

運営費交付金 5,945 5,945 0 ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業収入　　　　　　※1　 63,543 85,479 21,936

施設整備費補助金 3,815 2,674 △ 1,142 ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業準備金戻入　　　※2 9,000 8,978 △ 22

災害共済給付補助金 2,562 2,562 △ 0 利息収入　　　　　　　　　　　　 ※3 69 123 54

基金運用収入 597 645 48 その他収入　　　　　　　　　　　 ※4 -        1 1

国立競技場運営収入 2,318 2,363 45 計 72,612 94,579 21,968

国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰ運営収入 355 351 △ 4

ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ運営収入 549 381 △ 168

国立登山研修所運営収入 1 1 1 ［支　出］

ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業収入 108 23 △ 86 業務経費 25,249 25,597 348

ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業収入 63,543 85,479 21,936 うち、人件費　　　　　　　　 ※5 436 376 △ 60

共済掛金収入 17,033 17,266 233 　ｽﾎﾟｰﾂ振興投票業務運営費※6 15,813 16,243 431

ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業準備金戻入 9,000 8,978 △ 22 　ｽﾎﾟｰﾂ振興投票助成事業費※7 9,000 8,978 △ 22

受託事業収入 1 969 968 一般管理費　　　　　　　　　　　 ※8 51 44 △ 7

寄附金収入 36 34 △ 1 払戻返還金　　　　　　　　　　　 ※9 31,500 42,406 10,906

営業外収入 3 4 1 国庫納付金　　　　　　　　　　　 ※10 5,187 8,070 2,882

利息収入 106 149 43 ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業準備金繰入　　　※11 10,375 16,140 5,765

その他収入 -        14 14 計 72,362 92,257 19,895

前中期目標期間繰越積立金取崩額 586 724 138

計 106,557 128,560 22,003

※1　投票券発売収入の増

※2　助成事業費の減

［支　出］ ※3　運用原資となる余裕金の増に伴う増

業務経費 34,903 35,258 355 ※4　過年度助成金の返還による増

うち、人件費 3,130 3,026 △ 104 ※5及び8　節約による減

　国立競技場運営費 1,079 1,448 369 ※6　投票券発売収入の増に伴う経費の増

　国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰ運営費 2,176 2,232 55 ※7　事業量の減

　ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ運営費 1,625 1,065 △ 560 ※9　投票券発売収入の増に伴う増

　国立登山研修所運営費 51 58 7 ※10及び11　投票券発売収入の増による収益の増に伴う増

　ｽﾎﾟｰﾂ振興基金事業費 1,248 1,206 △ 41

　ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業費 780 1,002 222

　ｽﾎﾟｰﾂ振興投票業務運営費 15,813 16,243 431

　ｽﾎﾟｰﾂ振興投票助成事業費 9,000 8,978 △ 22

給付金 18,666 18,883 217

受託事業費 1 853 852

一般管理費 1,157 1,047 △ 110

うち、人件費 715 606 △ 109

　物件費 442 441 △ 1

施設整備費 3,815 2,674 △ 1,142

払戻返還金 31,500 42,406 10,906

国庫納付金 5,187 8,070 2,882

ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業準備金繰入 10,375 16,140 5,765

計 105,604 125,329 19,726

［注記］

 [参考]

平成２２年度の予算（人件費の見積りを含む。）

【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

【別表－１】

平成２２年度　年度計画予算（総計）

（単位：百万円）

区分

　１　勘定間の繰入額は、損益計算書科目の費用と収益が両建てされて
　　いる場合には相殺している。

額 実 額 、 額 場
　　「0」とし、計上する金額がｾﾞﾛの場合は「-」とした（以下別表15
　　まで同じ。）。

　国からの収入（運営費交付金、施設整備費補助金及び災害共済給付補
助金）が法人全体の収入に占める割合は8.7％である。

　２　各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないこと
    がある（以下別表15まで同じ。）。



計画額 実績額 差額 計画額 実績額 差額

［収　入］ ［収　入］

災害共済給付補助金 2,562 2,562 △ 0 共済掛金収入 430 435 6

共済掛金収入　　　　　　　　　　 ※1 16,603 16,831 228 利息収入　　　　　　　　　　　　 ※1 18 6 △ 12

免責特約勘定より受入　　　　　　 ※2 274 285 11 計 448 441 △ 6

利息収入　　　　　　　　　　　　 ※3 19 6 △ 13

その他収入　　　　　　　　　　　 ※4 -        4 4

計 19,458 19,687 229 ［支　出］

災害共済給付勘定へ繰入　　　　　 ※2 274 285 11

計 274 285 11

［支　出］

給付金　　　　　　　　　　　　　 ※5 18,666 18,883 217

一般勘定繰入金　　　　　　　　　 ※6 230 172 △ 58 ※1　金利の低迷による減

計 18,896 19,055 158 ※2　免責特約該当件数の増

※1　高等学校加入者の増

※2　免責特約該当件数の増

※3　金利の低迷による減

※4　給付金の返還による増

※5　医療費及び障害見舞金の増

※6　支払手数料の減

計画額 実績額 差額 ※1及び20　施設整備工事の繰越による減

※2　仕組債の早期償還に伴う償還益の増

［収　入］ ※3　施設利用の増

運営費交付金 5,945 5,945 0 ※4　利用料金減額措置による減

施設整備費補助金　　　　　　　　 ※1 3,815 2,674 △ 1,142 ※5　ｽﾎﾟｰﾂ教室の廃止による減及び出版事業収入の減

基金運用収入　　　　　　　　　　 ※2 597 645 48 ※6及び17　文部科学省委託事業の受託による増

国立競技場運営収入　　　　　　　 ※3 2,318 2,363 45 ※7　支払手数料の減に伴う減

国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰ運営収入 355 351 △ 4 ※8　余裕金の運用による増

ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ運営収入　　　　 ※4 549 381 △ 168 ※9　ﾛﾝﾄﾞﾝ事務所に係る過年度分還付（英国所得税）等による増

国立登山研修所運営収入 1 1 1 ※10 災害共済給付ｼｽﾃﾑ整備費の増

ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業収入　　※5 108 23 △ 86 ※11及び18　給与水準の引き下げによる減

受託事業収入　　　　　　　　　　 ※6 1 969 968 ※12 施設改修の増

寄附金収入 36 34 △ 1 ※13 施設改修及び基盤ｼｽﾃﾑの整備による増

営業外収入 3 4 1 ※14 節約による減

災害共済給付勘定受入金　　　　　 ※7 230 172 △ 58 ※15 事業量の減

利息収入　　　　　　　　　　　　 ※8 0 14 14 ※16 積立金事業費の増による増

その他収入　　　　　　　　　　　 ※9 -        10 10 ※19 消費税の増

前中期目標期間繰越積立金取崩額　 ※10 586 724 138

計 14,545 14,309 △ 236

［支　出］

業務経費 9,654 9,660 7

うち、人件費（事業系）　　　 ※11 2,694 2,649 △ 44

　国立競技場運営費　　　 ※12 1,079 1,448 369

　国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰ運営費※13 2,176 2,232 55

　ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ運営費 ※14 1,625 1,065 △ 560

　国立登山研修所運営費 51 58 7

　ｽﾎﾟｰﾂ振興基金事業費　　※15 1,248 1,206 △ 41

　ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業費 780 1,002 222

　　　　　　　　　　　　 ※16

受託事業費　　　　　　　　　　　 ※17 1 853 852

一般管理費 1,106 1,003 △ 103

うち、人件費（管理系）　　　 ※18 715 606 △ 109

　物件費　　　　　　　　 ※19 391 396 6

施設整備費　　　　　　　　　　　 ※20 3,815 2,674 △ 1,142

計 14,576 14,190 △ 386

【別表－５】

平成２２年度　年度計画予算（一般勘定）

（単位：百万円）

平成２２年度　年度計画予算（災害共済給付勘定）

【別表－３】

（単位：百万円）

区分

【別表－４】

区分

平成２２年度　年度計画予算（免責特約勘定）

区分

（単位：百万円）



計画額 実績額 差額 計画額 実績額 差額

費用の部 101,004 123,359 22,354 費用の部 72,300 92,330 20,030

経常費用 90,630 107,211 16,581 経常費用 61,926 76,190 14,264

業務経費 34,167 35,953 1,786 業務経費　　　　　　　　 ※1 25,090 25,557 467

給付金 18,666 18,883 217 払戻返還金　　　　　　　 ※2 31,500 42,406 10,906

払戻返還金 31,500 42,406 10,906 国庫納付金　　　　　　　 ※3 5,187 8,070 2,882

受託事業費 1 853 852 一般管理費 32 42 10

国庫納付金 5,187 8,070 2,882 財務費用 116 116 △ 0

一般管理費 992 924 △ 68 　支払利息 116 116 △ 0

財務費用 117 119 3 臨時損失 10,375 16,140 5,765

　支払利息 117 117 1 ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業準備金繰入 10,375 16,140 5,765

　為替差損 -        2 2 　　　　　　　　　　　　 ※4

雑損 -        3 3

臨時損失 10,375 16,148 5,774 収益の部 72,612 94,586 21,974

固定資産除却損 -        9 9 経常収益 63,612 85,602 21,990

ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業準備金繰入 10,375 16,140 5,765 ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業収入　　※5 63,543 85,479 21,936

財務収益 69 123 54

収益の部 101,939 125,604 23,665 　受取利息 69 19 △ 50

経常収益 92,939 116,620 23,681 　有価証券利息　　　　　 ※6 -        104 104

運営費交付金収益 5,457 5,141 △ 316 雑益 -        1 1

施設費収益 -        533 533 臨時利益 9,000 8,984 △ 16

災害共済給付補助金収益 2,562 2,562 △ 0 ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業準備金戻入 9,000 8,978 △ 22

国立競技場運営収入 2,318 2,362 44 退職給付引当金戻入 -        6 6

国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰ運営収入 355 343 △ 11

ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ運営収入 549 381 △ 168 純利益（△純損失） 312 2,256 1,944

国立登山研修所運営収入 1 1 1

ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業収入 108 23 △ 86 総利益（△総損失） 312 2,256 1,944

ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業収入 63,543 85,479 21,936

共済掛金収入 17,033 17,266 233

利息及び配当金収入 612 612 △ 0 ※1　投票券発売収入の増に伴う経費の増

有価証券売却益 -        8 8 ※2　投票券発売収入の増に伴う増

有価証券償還益 -        30 30 ※3及び4　投票券発売収入の増による収益の増に伴う増

受託事業収入 1 969 968 ※5　投票券発売収入の増

寄附金収益 73 76 3 ※6　余裕金の運用による増

資産見返運営費交付金戻入 206 597 390
資産見返競技力向上支援事業費補助金戻入 4 52 48

資産見返寄附金戻入 7 11 4

財務収益 107 149 42

　受取利息 106 32 △ 74

　有価証券利息 1 117 116

雑益 3 26 23

臨時利益 9,000 8,984 △ 16

ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業準備金戻入 9,000 8,978 △ 22

退職給付引当金戻入 -        6 6

純利益（△純損失） 934 2,245 1,311

前中期目標期間繰越積立金取崩額 129 259 130

総利益（△総損失） 1,064 2,504 1,441

［注記］

　勘定間の繰入額は、損益計算書科目の費用と収益が両建てされて
いる場合には相殺している。

【別表－７】

平成２２年度　年度計画収支計画（総計）

（単位：百万円）

区分 区分

平成２２年度の収支計画

平成２２年度　年度計画収支計画（投票勘定）

（単位：百万円）

【別表－６】



計画額 実績額 差額 計画額 実績額 差額

費用の部 18,896 19,591 695 費用の部 274 325 51

経常費用 18,896 19,591 695 経常費用 274 325 51

給付金　　　　　　　　　 ※1 18,666 18,883 217 災害共済給付勘定へ繰入　 ※1 274 285 11

一般勘定繰入金　　　　　 ※2 230 172 △ 58 支払備金繰入 -        40 40

支払備金繰入 -        536 536
収益の部 448 441 △ 6

収益の部 19,458 19,687 229 経常収益 448 441 △ 6

経常収益 19,458 19,687 229 共済掛金収入 430 435 6

災害共済給付補助金収益 2,562 2,562 △ 0 財務収益 18 6 △ 12

共済掛金収入　　　　　　 ※3 16,603 16,831 228 　受取利息　　　　　　　 ※2 18 6 △ 12

免責特約勘定より受入　　 ※4 274 285 11

財務収益 19 6 △ 13 純利益（△純損失） 174 116 △ 57

　受取利息　　　　　　　 ※5 19 6 △ 13

雑益　　　　　　　　　　 ※6 -        4 4 総利益（△総損失） 174 116 △ 57

純利益（△純損失） 562 96 △ 465

※1　免責特約該当件数の増

総利益（△総損失） 562 96 △ 465 ※2　金利の低迷による減

※1　医療費及び障害見舞金の増

※2　支払手数料の減

※3　高等学校加入者の増

※4　免責特約該当件数の増

※5　金利の低迷による減

※6　給付金の返還による増

計画額 実績額 差額 ※1　施設改修の増及び積立金事業費の増による増

※2及び11　文部科学省委託事業の受託による増

費用の部 10,038 11,571 1,532 ※3　給与水準の引き下げによる減

経常費用 10,038 11,562 1,524 ※4　人件費の削減等による減

業務経費　　　　　　　　 ※1 9,077 9,821 744 ※5　施設整備費補助金で取得した資産の費用相当額の増

受託事業費　　　　　　　 ※2 1 853 852 ※6　施設利用の増

一般管理費　　　　　　　 ※3 960 882 △ 78 ※7　利用料金減額措置による減

財務費用 1 3 3 ※8　ｽﾎﾟｰﾂ教室の廃止による減及び出版事業収入の減

　支払利息 1 1 1 ※9　基金業務における有価証券の売却による増

　為替差損 -        2 2 ※10 基金業務における仕組債の早期償還による増

雑損 -        3 3 ※12 支払手数料の減に伴う減

臨時損失 -        9 9 ※13 運営費交付金で取得した資産の減価償却費相当額の増

固定資産除却損 -        9 9 ※14 競技力向上支援事業費補助金で取得した資産の減価償却費相当額の増

※15 ﾛﾝﾄﾞﾝ事務所に係る過年度分還付（英国所得税）等による増

収益の部 9,926 11,347 1,421 ※16 積立金事業費の増による増

経常収益 9,926 11,347 1,421

運営費交付金収益　　　　 ※4 5,457 5,141 △ 316

施設費収益　　　　　　　 ※5 -        533 533

国立競技場運営収入       ※6 2,318 2,363 45

国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰ運営収入 355 343 △ 11

ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ運営収入 ※7 549 381 △ 168

国立登山研修所運営収入 1 1 1

ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業収入 108 23 △ 86

　　　　　　　　　　　　 ※8

利息及び配当金収入 612 612 △ 0

有価証券売却益　　　　　 ※9 -        8 8

有価証券償還益　　　　　 ※10 -        30 30

受託事業収入　　　　　　 ※11 1 969 968

災害共済給付勘定受入金収益 230 172 △ 58

　　　　　　　　　　　　 ※12

寄附金収益 73 76 3

資産見返運営費交付金戻入 ※13 206 597 390
資産見返競技力向上支援事業費補助金戻入 4 52 48

　　　　　　　　　　　　 ※14

資産見返寄附金戻入 7 11 4

財務収益 1 15 13

　受取利息 0 2 1

　有価証券利息 1 13 12

雑益　　　　　　　　　　 ※15 3 22 19

純利益（△純損失） △ 112 △ 223 △ 111

前中期目標期間繰越積立金取崩額　 ※16 129 259 130

総利益（△総損失） 17 36 19

（単位：百万円）

区分

（単位：百万円） （単位：百万円）

区分 区分

【別表－１０】

平成２２年度　年度計画収支計画（一般勘定）

平成２２年度　年度計画収支計画（災害共済給付勘定） 平成２２年度　年度計画収支計画（免責特約勘定）

【別表－８】 【別表－９】



計画額 実績額 差額 計画額 実績額 差額

資金支出 214,313 350,473 136,160 資金支出 157,445 259,327 101,882

業務活動による支出 92,236 105,991 13,755 業務活動による支出　　　　　 ※1 60,555 73,596 13,041

投資活動による支出 96,460 208,566 112,106 投資活動による支出　　　　　 ※2 75,000 157,382 82,382

財務活動による支出 1,624 1,632 8 財務活動による支出 1,614 1,616 2

次年度への繰越金 23,993 34,283 10,290 次年度への繰越金 20,277 26,734 6,457

資金収入 214,313 350,473 136,160 資金収入 157,445 259,327 101,882

業務活動による収入 96,696 126,308 29,612 業務活動による収入 63,612 90,280 26,668

運営費交付金収入 5,945 5,945 0 ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業収入　　※3 63,543 90,169 26,626

ｽﾎﾟｰﾂ振興投票事業収入 63,543 90,169 26,626 その他の収入 -        5 5

共済掛金収入 17,033 17,266 233 利息及び配当金の受取額 69 105 36

受託事業収入 332 1,016 684 投資活動による収入 77,500 145,500 68,000

国立競技場の運営による収入 2,318 2,265 △ 54 定期預金の払戻しによる収入 77,500 121,500 44,000

国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰの運営による収入 355 337 △ 17 有価証券の償還による収入 -        24,000 24,000

ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰの運営による収入 549 376 △ 173 前年度よりの繰越金 16,333 23,547 7,214

国立登山研修所の運営による収入 1 1 1

ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業による収入 108 22 △ 86

基金業務における利息及び配当金収入 597 606 9 ※1　投票券発売収入の増に伴う払戻返還金等の増
基金業務における定期預金の払戻しによる収入 -        500 500 ※2　定期預金の預入れ及び有価証券の取得による増
基金業務における有価証券の売却による収入 -        1,845 1,845 ※3　投票券発売収入の増
基金業務における有価証券の償還による収入 3,200 2,413 △ 787

補助金等収入 2,562 3,189 627

寄附金収入 36 34 △ 1

科学研究費補助金預り金収入 -        41 41

その他の収入 13 95 82

利息及び配当金の受取額 106 131 25

消費税等の還付による収入 -        56 56

投資活動による収入 98,015 196,765 98,750

定期預金の払戻しによる収入 94,200 169,189 74,989

有価証券の償還による収入 -        24,900 24,900

敷金・保証金の返還による収入 -        3 3

施設費による収入 3,815 2,674 △ 1,142

財務活動による収入 3 2 △ 1

民間出えん金の受入による収入 3 2 △ 1

資金に係る換算差額 -        △ 2 △ 2

前年度よりの繰越金 19,598 27,399 7,801

[注記]

 勘定間の繰入及び受入額については、相殺している。

平成２２年度の資金計画

平成２２年度　年度計画資金計画（総計） 平成２２年度　年度計画資金計画（投票勘定）

（単位：百万円） （単位：百万円）

区分

【別表－１２】

区分

【別表－１１】



計画額 実績額 差額 計画額 実績額 差額

資金支出 21,922 48,734 26,812 資金支出 659 4,902 4,243

業務活動による支出　　　　　 ※1 18,896 19,052 156 業務活動による支出　　　　　 ※1 274 240 △ 34

投資活動による支出　　　　　 ※2 -        28,303 28,303 投資活動による支出　　　　　 ※2 -        4,661 4,661

次年度への繰越金 3,025 1,379 △ 1,646 次年度への繰越金 385 1 △ 384

資金収入 21,922 48,734 26,812 資金収入 659 4,902 4,243

業務活動による収入 19,458 19,643 185 業務活動による収入 448 442 △ 6

共済掛金収入　　　　　　 ※3 16,603 16,831 228 共済掛金収入 430 435 6

免責特約勘定より受入による収入 274 240 △ 34 利息及び配当金の受取額　 ※3 18 6 △ 12

　　　　　　　　　　　　 ※4 投資活動による収入 -        4,460 4,460

補助金等収入 2,562 2,562 △ 0 定期預金の払戻しによる収入 -        4,460 4,460

その他の収入　　　　　　 ※5 -        4 4 前年度よりの繰越金 212 1 △ 211

利息及び配当金の受取額　 ※6 19 5 △ 13

投資活動による収入 -        27,833 27,833

定期預金の払戻しによる収入 -        27,833 27,833 ※1　前年度分金利相当額の返還による減

前年度よりの繰越金 2,464 1,258 △ 1,205 ※2　その他の投資資産及び定期預金の預入れによる増

※3　金利の低迷による減

※1　医療費及び障害見舞金の増

※2　定期預金の預入れによる増

※3　高等学校加入者の増

※4　前年度分金利相当額の返還による減

※5　給付金の返還による増

※6　金利の低迷による減

計画額 実績額 差額 ※1及び3　文部科学省委託事業の受託による増

※2　定期預金の預入れ及び固定資産取得の減による減

資金支出 34,792 37,921 3,130 ※4　利用料金減額措置による減

業務活動による支出　　　　　 ※1 13,016 13,514 499 ※5　ｽﾎﾟｰﾂ教室の廃止による減及び出版事業収入の減

投資活動による支出　　　　　 ※2 21,460 18,221 △ 3,239 ※6　基金業務における定期預金の満期解約による増

財務活動による支出 10 16 6 ※7　支払手数料の減に伴う減

次年度への繰越金 306 6,170 5,864 ※8　平成21年度補正予算競技力向上支援事業費補助金による増

※9　余裕金の運用による増

資金収入 34,792 37,921 3,130 ※10 ﾛﾝﾄﾞﾝ事務所移転に伴う敷金の返還による増

業務活動による収入 13,684 16,356 2,672 ※11 施設整備工事の繰越による減

運営費交付金収入 5,945 5,945 0 ※12 外貨建て取引の換算差額による減

受託事業収入　　　　　　 ※3 332 1,016 684

国立競技場の運営による収入 2,318 2,266 △ 52

国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰの運営による収入 355 337 △ 17

ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰの運営による収入 549 376 △ 173

　　　　　　　　　　　　 ※4

国立登山研修所の運営による収入 1 1 1

ｽﾎﾟｰﾂ及び健康教育普及事業による収入 108 22 △ 86

　　　　　　　　　　　　 ※5

基金業務における利息及び配当金収入 597 606 9
基金業務における定期預金の払戻しによる収入 -        500 500

　　　　　　　　　　　　 ※6
基金業務における有価証券の売却による収入 -        1,845 1,845
基金業務における有価証券の償還による収入 3,200 2,413 △ 787

災害共済給付勘定受入金による収入 230 169 △ 61

　　　　　　　　　　　　 ※7

補助金等収入　　　　　　 ※8 -        627 627

寄附金収入 36 34 △ 1

科学研究費補助金預り金収入 -        41 41

その他の収入 13 86 73

利息及び配当金の受取額　 ※9 0 14 14

消費税等の還付による収入 -        56 56

投資活動による収入 20,515 18,972 △ 1,543

定期預金の払戻しによる収入 16,700 15,396 △ 1,305

有価証券の償還による収入 -        900 900

敷金・保証金の返還による収入 -        3 3

　　　　　　　　　　　　 ※10

施設費による収入　　　　 ※11 3,815 2,674 △ 1,142

財務活動による収入 3 2 △ 1

民間出えん金の受入による収入 3 2 △ 1

資金に係る換算差額　　　　　 ※12 -        △ 2 △ 2

前年度よりの繰越金 590 2,594 2,004

【別表－１４】

平成２２年度　年度計画資金計画（災害共済給付勘定） 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

（単位：百万円） （単位：百万円）

区分 区分

【別表－１５】

平成２２年度　年度計画資金計画（一般勘定）

【別表－１３】
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