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新たな局面を迎えるスポーツ団体のガバナンス 
～スポーツ団体ガバナンスコードの策定を踏まえて～ 
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Ⅱ. 策定の経緯 

Ⅲ. 中央競技団体のガバナンス確保に向けた 

      新たな仕組み 

Ⅳ. 中央競技団体に要請される自己説明の在り方 

Ⅴ. スポーツ団体ガバナンスコードの内容 

Ⅵ. おわりに 

 
 

 

Ⅰ. スポーツ団体ガバナンスコードの策定 
 

 スポーツ庁は、2019 年 6 月 10 日、スポーツ審議会の答申を受け、スポーツ団体1の

うち、対象スポーツに関する国内統括組織として、公益財団法人日本スポーツ協会、公

益財団法人日本オリンピック委員会又は公益財団法人日本障がい者スポーツ協会（以下

「統括団体」と総称します。）に加盟等をしている中央競技団体（ “National Federatio

ns” 又は「NF」ともいわれます。以下、単に「中央競技団体」といいます。）が、ガバ

ナンスを確保し、適切な組織運営を行う上での原則・規範として、「スポーツ団体ガバ

ナンスコード＜中央競技団体向け＞」（以下「本コード」といいます。）を長官決定し、

公表しました。 

また、スポーツ庁は、同年 8 月 27 日、中央競技団体に該当しないスポーツ団体（以

下「一般スポーツ団体」といいます。）についても、同趣旨の原則・規範を示すものと

して、「スポーツ団体ガバナンスコード＜一般スポーツ団体向け＞」（以下、本コードと

併せて「スポーツ団体ガバナンスコード」といいます。）を長官決定し、公表しました。 

このように、スポーツ団体ガバナンスコードは、中央競技団体向けと一般スポーツ団

体向けの 2 層構造となっています。これは、中央競技団体が、一般スポーツ団体と比較

した場合に、対象スポーツに関する唯一の国内統括組織として、多くのステークホル

ダーに対して様々な権限を行使し得る等、大きな社会的影響力を有するとともに、各種

の公的支援を受けていること等、特に公共性の高い団体であることを踏まえ、高いレベ

ルのガバナンスを確保するという観点によるものです。 

現時点で想定されている、中央競技団体向け及び一般スポーツ団体向けのスポーツ団

                               
1 「スポーツの振興のための事業を行うことを主たる目的とする団体」（スポーツ基本法 2 条 2 項）を指

します。 
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体ガバナンスコードのそれぞれの適用対象は下図のとおりです。 

 

 

（出典：スポーツ団体ガバナンスコードの適用対象（2019 年 7 月 23 日スポーツ審議 

会／スポーツ・インテグリティ部会（第 8 回）参考資料 1）） 

 

これらのスポーツ団体ガバナンスコードは、スポーツ団体に向けられたものではあり

ますが、スポーツ団体にスポンサーとして出資していたり、プロチームや実業団を有し

ていること等によりスポーツ団体との関係性のある企業にとっても、当該スポーツ団体

における不正・不祥事が自社のレピュテーションに深刻な影響をもたらす可能性がある

ことを踏まえれば、自社が関与するスポーツ団体におけるこれらのコードへの遵守状況

を把握することは、自社の今後の活動方針を検討する上で有意義であると思われます。 

そこで、本号では、スポーツ団体ガバナンスコードの策定の経緯を紹介し（下記Ⅱ）、

中央競技団体のガバナンス確保に向けた新たな仕組み（下記Ⅲ）や要請される自己説明

の在り方（下記Ⅳ）について説明するとともに、原則 1 から 13 に亘る本コードの内容

（下記Ⅴ）を説明し、最後に、今後のスポーツ団体のガバナンス確保に向けた課題やス

ポーツ団体ガバナンスコードが企業に与える影響等について検討します（下記Ⅵ）。な

お、紙幅の関係から、以下では、より詳細な内容が定められている本コードを中心に説

明することとし、「スポーツ団体ガバナンスコード＜一般スポーツ団体向け＞」につい

ては本コードの説明に必要な範囲で触れることとします。 

 

Ⅱ. 策定の経緯 
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スポーツ団体ガバナンスコードが策定されるに至った主な経緯として、近時、我が国

において、2019 年のラグビーワールドカップや 2020 年のオリンピック・パラリンピッ

クの開催を控え、国民のスポーツへの関心が高まる中、スポーツ界において、深刻な不

祥事が相次いで発生・発覚したことがあります。 

例えば、スポーツ団体ガバナンスコードの策定の直接のきっかけになったと考えられ

る 2018 年前後のスポーツ界の不祥事を挙げてみると、2017 年 11 月に発覚した大相撲

の力士の暴行問題、2018 年 1 月に発覚した男子カヌー選手による薬物混入問題、同年

4 月に発覚した女子レスリング選手らへのパワハラ問題、同年 5 月の大学アメリカン

フットボール選手によるタックル及び選手に対するパワハラ問題、同年 7 月に発覚した

ボクシング界における助成金不正流用・不正審判等の問題、同年 8 月に発覚した体操女

子選手への暴力・パワハラ疑惑等の問題等、枚挙に暇がありません。 

このようにスポーツ界における相次ぐ不祥事を受け、超党派で構成したスポーツ議員

連盟は、2018 年 11 月 30 日付で、文部科学省大臣及びスポーツ庁長官に対し、①国に

よるスポーツ団体ガバナンスコードの制定、②中央競技団体におけるガバナンス確保の

ための新たな仕組みの導入として、（i）統括団体によるコードへの適合性審査の実施、

（ii）国が、独立行政法人日本スポーツ振興センター（以下「JSC」といいます。）及び

統括団体と緊密な連携の下でガバナンス体制を構築するため、「スポーツ政策推進に関

する円卓会議」の設置等を内容として含む「スポーツ・インテグリティ確保のための提

言」を申し入れました。 

そして、かかる提言を受けたスポーツ庁は、同年 12 月 20 日、「スポーツ・インテグ

リティの確保に向けたアクションプラン」を取りまとめ、同アクションプランに基づき、

スポーツ庁スポーツ審議会に設置された「スポーツ・インテグリティ部会」において、

スポーツ団体ガバナンスコードの具体的な内容の審議を重ね、2019年 6月 10日、本コー

ドの策定・公表に至りました。 

さらに、スポーツ庁は、上記のとおり、同年 8 月 27 日に「スポーツ団体ガバナンス

コード＜一般スポーツ団体向け＞」の策定・公表に至りました。 

スポーツ団体ガバナンスコードが策定・公表されるまでの経緯をまとめると、下図の

とおりです。 

 

2018 年 6 月 15 日 スポーツ庁長官によるメッセージ「我が国のスポーツ・イ

ンテグリティの確保のために」の発信 

同月 25 日 スポーツ議員連盟「スポーツ・インテグリティの体制整備

の在り方の検討に関するプロジェクトチーム」による「ス

ポーツ・インテグリティの体制整備について緊急提言」 

同年 9 月 6 日 スポーツ庁が「スポーツ・インテグリティの確保に関する

スポーツ庁プロジェクトチーム」を設置 

同年 11 月 9 日 スポーツ議員連盟「スポーツ・インテグリティの体制整備

の在り方に関する検討プロジェクトチーム」アドバイザ
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リーボードによる「スポーツ・インテグリティ確保のため

の提言」2 

同月 30 日 スポーツ議員連盟による「スポーツ・インテグリティ確保

のための提言」 

同年 12 月 20 日 スポーツ庁による「スポーツ・インテグリティの確保に向

けたアクションプラン」 

同月 26 日 スポーツ庁の主宰の下、スポーツ庁長官、JSC 及び統括団

体の長を構成員とする「スポーツ政策推進に関する円卓会

議（第 1 回）」を開催 

2019 年 1 月 31 日 スポーツ庁は、スポーツ審議会において「スポーツ・イン

テグリティ部会」を設置 

同年 2 月 5 日～ 「スポーツ・インテグリティ部会」においてスポーツ団体

ガバナンスコードを審議 

同年 6 月 10 日 スポーツ庁長官による本コードの長官決定、公表 

同年 8 月 27 日 スポーツ庁長官による「スポーツ団体ガバナンスコード＜

一般スポーツ団体向け＞」の長官決定、公表 

 

Ⅲ. 中央競技団体のガバナンス確保に向けた新たな仕組み 
 

本コードに関連するスポーツ団体のガバナンス強化の新たな仕組みは、下図のとおり

です。 

 
 

                               
2 かかる提言では、「我が国のスポーツ団体についても、ガバナンスコードを活用した『自己説明－公表』

の仕組みを導入すること」が既に言及されています。 
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（出典：スポーツ団体ガバナンスコードの策定に当たっての検討方針について（案）

（2019 年 2 月 13 日スポーツ審議会／スポーツ・インテグリティ部会（第 1 回）参考

資料 6-1）） 

 
本コードに関連する中央競技団体のガバナンス確保に向けた新たな仕組みとして、中

央競技団体は、本コードの遵守状況（直ちに遵守することが困難である場合を含みます。）

について、具体的かつ合理的な自己説明を行い、これを公表する必要があります。 

また、中央競技団体の本コードの遵守状況については、統括団体が、審査基準を策定

した上で、それに基づき適合性審査を行い、その結果を円卓会議に報告することになり

ます。そして、スポーツ庁は、円卓会議において、統括団体による適合性審査の実施状

況や不祥事事案が発生した際の対応等について確認し、必要に応じて改善を求めるとと

もに、その結果を公表することを予定しています。 

また、2018 年 12 月 26 日に開催された第 1 回円卓会議では、統括団体は、以下の 4

つの事項に取り組むこととされており、今後の中央競技団体や統括団体の本コードの要

請事項への対応スケジュールや中央競技団体に対して本コードを遵守させる仕組みを

明らかにしています3。 

① 中央競技団体に対して、ガバナンスコードへの適合性審査を 4 年ごとに実施し、

その結果を公表すること 

② 中央競技団体において、ガバナンスの機能不全等による不祥事案件が発生した場

合、必要な指導助言、改善に向けた支援、処分等を適切に実施すること 

③ 中央競技団体に対して、ガバナンスコードの適合状況について自己説明及び公表

を年 1 回実施することなど、必要な取組みを促すこと 

④ ①～③の各事項を適切に実施するために、加盟要件にガバナンスコードの適合性

を追加するとともに、必要に応じて加盟団体規程を改定すること 

 

中央競技団体においては、株式会社東京証券取引所が策定した「コーポレートガバナ

ンス・コード」（以下「CG コード」といいます。）の遵守が必要とされている上場企業

のように株主等（機関投資家を含みます。）の様々なステークホルダーによる監視が得

られない場合もあることから、本コードの遵守状況は、まず統括団体が適合性審査を

行った上で、国等が関与する円卓会議においてその適合性審査の実施状況等を確認する

という枠組みが採用されています。 

 

Ⅳ. 中央競技団体に要請される自己説明の在り方 
 

本コードによれば、中央競技団体は、本コードの遵守状況について、「遵守している

                               
3 なお、スポーツ庁の「スポーツ・インテグリティの確保に向けたアクションプラン」は、「スポーツ庁

及び JSC が、競技力向上事業助成金の配分において、適合性審査の結果を適切に活用」することにも言

及しています。 
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場合」には、根拠を示して（データの提示や規程等の添付）、遵守している旨を説明す

ることが求められます。 

また、中央競技団体は、自らに適用することが合理的でないと考える原則・規定につ

いては、その旨を説明する必要があります。その際、単に「自らの団体の慣習等に合わ

ない」、「現在の役員等の賛同を得ることが難しい」といった主観的な主張のみに依拠し

た説明は合理的とは認められず、業務の内容や国際競技団体（“International Federations”

又は「IF」ともいわれます。）が定める中央競技団体の運営に係る規程等に鑑み、当該

規定が自らの団体に当てはまらないことについて、対外的にも理解が得られるような合

理的な説明をする必要があります（但し、本コードは、下図のとおり、個々の原則・規

定が適用されない場合を「極めて例外的」としています。）。 

さらに、本コードは、中央競技団体において、人的・財政的な制約等から、直ちに遵

守することが困難である規定がある場合には、その具体的かつ合理的な理由のみならず、

遵守に向けた今後の具体的な方策や見通しについて説明することを求め、その際、達成

の目標時期を示すことが望まれるとしています。 

このような中央競技団体における「自己説明の在り方」を整理すると、下図のとおり

となります。 

 

 

（出典：スポーツ団体ガバナンスコード＜中央競技団体向け＞（2019 年 6 月 10 日ス 

ポーツ庁）） 

 

本コードを、この「自己説明の在り方」の観点から、CG コードと比較した場合、①

遵守している場合であっても、根拠を示した上での説明（いわゆる「コンプライ・アン

ド・エクスプレイン」）が求められていること、②個々の原則・規定が適用されない場
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合は「極めて例外的」とされていること、③遵守できていない場合には、遵守に向けた

今後の具体的な方策や見通しの説明が求められること等、CG コードよりも一歩踏み込

んだ内容となっていることに特色があると考えられます。 

 
Ⅴ. スポーツ団体ガバナンスコードの内容 

 

本コードは、13 の原則から構成され、各原則の下に、より具体的な原則・規範が定

められています。また、解説として、13 の原則ごとに、当該原則が「求められる理由」

と、より具体的な規定に関する「補足説明」が記載されています。 

本コードの原則の具体的な内容としては、まず中央競技団体の組織体制の基本的な枠

組みとして、組織運営等に関する基本計画の策定・公表（原則 1）、適切な組織運営を

確保するための役員等の体制の整備（原則 2）、組織運営等に必要な規程の整備（原則 3）

を定めています。 

次に、本コードは、中央競技団体におけるコンプライアンス体制の確保の観点から、

コンプライアンス委員会の設置（原則 4）、コンプライアンス強化のための教育の実施

（原則 5）、法務、会計等の体制の構築（原則 6）を定めています。 

本コードは、それ以外にも、適切な情報開示（原則 7）、利益相反の適切な管理（原

則 8）、通報制度の構築（原則 9）、懲罰制度の構築（原則 10）、選手、指導者等との間

の紛争の迅速かつ適正な解決への取組み（原則 11）、危機管理及び不祥事対応体制の構

築（原則 12）、地方組織等に対するガバナンスの確保、コンプライアンスの強化等に係

る指導、助言及び支援（原則 13）を定めています。 

なお、本号では詳細には立ち入りませんが、「スポーツ団体ガバナンスコード＜一般

スポーツ団体向け＞」は、①法令等に基づく適切な団体運営及び事業運営、②組織運営

に関する目指すべき基本方針の策定・公表、③暴力行為の根絶等に向けたコンプライア

ンス意識の徹底、④公正かつ適切な会計処理、⑤法令に基づく情報開示を適切に行うと

ともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明化の確保

を図るべきこと、⑥高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、

本コード（スポーツ団体ガバナンスコード＜中央競技団体向け＞）の個別の規定につい

て、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきことという 6 つの原則から構成

されています。本コードと比較した場合、より抽象度の高い原則から構成されており、

また、③コンプライアンス意識の徹底において、暴力行為の根絶が例示されていること

等が注目されます。 

以下、本コードの特徴的な原則のうち、中央競技団体の運営にとりわけ影響を与える

と考えられる点をピックアップして見ていきます。 

 
1． 適切な組織運営を確保するための役員等の体制の整備（原則 2） 
 
本コードは、原則 2 において、「組織の役員及び評議員の構成等における多様性の
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確保を図ること」として、「外部理事4の目標割合（25%以上）及び女性理事の目標割

合（40%以上）を設定するとともに、その達成に向けた具体的な方策を講じること」

を求めています（同原則(1)①）。 

CG コードが、「…独立社外取締役を少なくとも 2 名以上選任すべきである。また、

…少なくとも 3分の 1以上の独立社外取締役を選任することが必要と考える上場会社

は、上記にかかわらず、十分な人数の独立社外取締役を選任すべきである。」（CG コー

ド原則 4-8）、「取締役会は、…ジェンダーや国際性の面を含む多様性と適正規模を両

立させる形で構成されるべき」（CG コード原則 4-11）と定めていることと比較する

と、特に女性の登用について、具体的であり、かつ現状5と比較して高い水準が設定

されていることがわかります。 

また、原則 2 は、役員について年齢制限や再任回数の上限を定めていない CG コー

ドとは異なり6、「役員等の新陳代謝を図る仕組みを設けること」として、「①理事の

就任時の年齢に制限を設けること」「②理事が原則として 10 年を超えて在任すること

がないよう再任回数の上限を設けること7」を求めています（同原則(3)）。 

このように、本コードは、中央競技団体等の役員による強権的・独善的運営や協議

において高い実績が認められる者（競技実績者）への過度な偏重により不祥事が生じ

た事案での教訓を踏まえ、役員等の体制について、多様性や新陳代謝を図る仕組みを

重視しています。現在、中央競技団体では、長期間にわたって同じ人物が役員を務め

ていることも多いため、原則 2 が中央競技団体の今後の実務に与える影響は大きいも

のと思われます。 

 
2．コンプライアンス委員会の設置（原則 4）、コンプライアンス強化

のための教育の実施（原則 5）、法務、会計等の体制の構築（原則 6） 
 
本コードは、原則 4 において、「コンプライアンス委員会を設置し運営すること」

「コンプライアンス委員会の構成員に弁護士、公認会計士、学識経験者等の有識者を

配置すること」を明示的に求めるとともに、補足説明において、コンプライアンス委

                               
4 外部理事とは、最初の就任時点で、①当該団体と緊密な関係がある者、②当該競技における特に高い

競技実績を有している者、③当該競技の指導者として特に高い指導実績を有している者に該当しない者

を指すとされています（本コード原則 2【補足説明】「(1)について」を参照）。 
5 2019 年 3 月 20 日スポーツ庁「平成 30 年度中央競技団体の組織運営の現状に関する実態調査の結果

について」によれば、2019 年 2 月 27 日から 2019 年 3 月 6 日まで、107 団体を対象に行われた調査で

は、中央競技団体の理事の人数（全体）平均に占める女性理事の割合は 15.6%にとどまっています。な

お、外部理事の割合も 12.6%にとどまっています。 
6 経済産業省「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針（CGS ガイドライン）」（2017
年 3 月 31 日策定、2018 年 9 月 28 日改訂）では、社外取締役の再任上限の設定についても検討されて

います。また、一部の上場企業は、コーポレート・ガバナンス報告書において、社外取締役の再任上限

の存在に言及しています。 
7 但し、本コードによれば、「統括団体による 1 回目の適合性審査（令和 2 年度～令和 5 年度を想定）」

に限っては、激変緩和措置として、①理事就任時の年齢制限も含めて新陳代謝を図るための計画を策定

し、組織として合意形成を行っていること、②組織運営及び業務執行上、10 年を超えて引き続き在任す

ることが特に必要である理事について、役員候補者選考委員会等において実績等を適切に評価している

ことについて、適切な自己説明を行えば足りるとされています。 
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員会の構成員としては、「少なくとも 1 名は弁護士を選出することが必要と考えられ

る」ことを述べています。 

また、原則 5 は、中央競技団体の役職員、選手及び指導者、審判員に対してコンプ

ライアンス教育を実施すること、原則 6 は、法律、税務、会計等の専門家のサポート

を日常的に受けることができる体制を構築すること等を求めています。 

このように、本コードは、「コンプライアンスの実践は、…安定的かつ持続的に組

織運営を行う上での前提条件又は組織統治の基盤になるもの」（本コード 24 頁参照）

との考えの下、中央競技団体におけるコンプライアンス体制の構築について、相当具

体的・明示的に定めるとともに、その体制構築に当たっては、有識者を積極的に活用

することを求めています。 

これまでの中央競技団体では、対象スポーツの元競技者やその関係者等でその役職

員が構成されていることも多く、必ずしも世間一般の常識とはいえないことが中央競

技団体では常識となっており、このことが上記 1 のような不正・不祥事の一因となっ

ていた事例も見られることから、このように外部の有識者を中央競技団体に迎え入れ

ることは、ガバナンスの観点から非常に有用であると思われます。 

 

3．通報制度の構築（原則 9） 
 

本コードは、原則 9 において、内部通報に係る体制整備を求めている CG コードと

同様に（CG コード原則 2-5）、通報制度の構築を求めています。 

同原則においても、「通報制度の運用体制は、弁護士、公認会計士、学識経験者等

の有識者を中心に整備すること」が求められ（原則 9(2)）、また、補足説明において、

「内部通報窓口に加えて、NF（執筆者注：中央競技団体）の外部の者（弁護士等が

想定される。）が通報窓口を務める外部通報窓口を併設することが望まれる」として

おり、中央競技団体等の通報制度が有効に機能していたとは考えにくい過去のスポー

ツ界での不祥事を踏まえて、通報制度の運用体制について有識者を中心に整備するこ

とを要請するとともに、外部通報窓口を併設することを望ましいとしています。 

近時、企業の不正・不祥事では、内部通報が発見の端緒となっていることが非常に

多い状況となっており8、また、2019 年 2 月には内部通報制度認証の自己適合宣言登

録制度の運用が開始される等9、内部通報制度への注目は高まっています。そして、

内部通報制度の不正・不祥事の発見機能を高めるためには、その通報者からの信頼性

を確保することが重要です。そのため、原則 9 が求める通報制度への外部者の関与は、

中央競技団体の通報制度の信頼性の確保に役立ち、ひいてはその不正・不祥事の発見

機能を高めるために有用であるといえます。 

                               
8 「平成 28 年度民間事業者における内部通報制度の実態調査報告書」58 頁（消費者庁）によれば、企

業内での不正発見の端緒としては、従業員等からの内部通報（通報窓口か管理職等への通報）が 58.8%
を占めているとされています。 
9 内部通報認証制度の自己宣言登録制度の詳細については、CRISIS MANAGEMENT NEWSLETTER
（Vol.6）をご参照ください。 
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4．懲罰制度の構築（原則 10）、危機管理及び不祥事対応体制の構築（原

則 12） 
 

本コードは、原則 10 において中央競技団体に対して懲罰制度の構築を求め、懲罰

制度の体制として、「処分審査を行う者は、中立性及び専門性を有すること」とし（同

原則(2)）、補足説明において、「弁護士等の有識者を含む、経営陣から独立した中立な

立場の者で構成される処分機関（倫理委員会等）を設け、同機関（当該事案に何らか

の形で関与したことがある者を除く。）において、客観的かつ速やかに、処分審査（処

分対象行為該当性及び処分内容の決定）を行うことが望まれる。」としています10。 

また、本コードは、原則 12 において、「不祥事が発生した場合は、事実調査、原因

究明、責任者の処分及び再発防止策の提言について検討するための調査体制を速やか

に構築すること」を求め（同原則(2)）、補足説明において、「身内の論理・感覚で軽率

な判断をしてはならないことを強く意識することが望まれること」、調査に当たって

は「外部専門家の知見と経験も踏まえ」ることを述べるとともに、「危機管理及び不

祥事対応として外部調査委員会を設置する場合、当該調査委員会は、独立性・中立性・

専門性を有する外部有識者（弁護士、公認会計士、学識経験者等）を中心に構成する

こと」を求めています（同原則(3)）。 

このように、本コードは、CG コードとは異なり11、団体や構成員の危機管理に関

する具体的な定めを置き、また、その際も有識者を積極的に活用することを求めてい

ます。 

近時では、不正・不祥事が発生した場合に外部の有識者の協力を得て対応すること

がかなり一般的にはなってきてはいるものの、中央競技団体における過去の不正・不

祥事発生後の危機管理体制に問題があった事例での反省を踏まえ、このような具体的

な体制に言及する原則が置かれたものであり、今後の実務への影響が注目されます。 

 

Ⅵ. おわりに 
 

このように、本コードは、過去、スポーツ界・スポーツ団体において実際に発生した

不正・不祥事の反省も踏まえつつ、CG コードと比較して、より具体的な内容を定める

とともに、各中央競技団体に対してその遵守（「コンプライ」）を強く要請していると考

えられます。 

また、本コードは、多くの原則において、有識者の積極的な活用に言及しています。

これは、「NF（執筆者注：中央競技団体）を含めたスポーツ団体における様々な不正・

                               
10 なお、選手、指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決への取組み（原則 11）も、補足説明におい

て、公益財団法人日本スポーツ仲裁機構によるスポーツ仲裁の活用とともに、「スポーツ紛争を迅速かつ

適正に解決することができるよう、弁護士等の有識者から支援を受けて、NF（執筆者注：中央競技団体）

内において、…適切な紛争解決制度を構築することも考えられる」としています。 
11 日本取引所自主規制法人は、上場企業の不祥事に関連して、「上場会社における不祥事対応のプリン

シプル」（2016 年 2 月 24 日）及び「上場会社における不祥事予防のプリンシプル」（2018 年 3 月 30 日）

を定めています。 
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不祥事の要因は個々の事案によって異なるが、共通する一つの背景としては、多くのス

ポーツ団体は、人的・財政的基盤が脆弱である」（本コード 2 頁参照）という問題意識

によるものと考えられ、スポーツ団体においては、外部の有識者の知見を積極的に活用

することで、ガバナンス体制を確保することが望まれます。 

今後、中央競技団体において、本コードの適合状況についての自己説明及び公表が行

われるともに、統括団体において、中央競技団体への適合性審査に係る審査基準が定め

られることになります。CG コードの策定時にも警告されたように12、本コードの適合

状況について、ひな型的な表現により表層的な説明に終始することは、本コードの趣旨

を没却するものであり、実際に自己説明を行う中央競技団体はもちろん、適合状況の審

査に当たる統括団体、及び円卓会議での報告を通じて審査の実施状況を確認する国（ス

ポーツ庁）としても、本コードによるガバナンス確保の取組みが実効的なものになるよ

う努めていく必要があります。 

また、冒頭にも述べたとおり、スポーツ団体と一定の関係性がある一般の企業にとっ

ても、自らが関与するスポーツ団体におけるスポーツ団体ガバナンスコードの遵守状況

を把握することは有意義といえます。 

さらに、スポーツ団体の究極のステークホルダーである国民の一人一人が、今後、我

が国がオリンピック・パラリンピックの開催を控える中、スポーツ団体において適切な

ガバナンス体制を構築することができるかについて、引き続き高い関心を持って見守っ

ていくことが肝要と思われます。 

 

 

セミナー情報 
 セミナー  『インサイダー取引防止態勢を確立するための 3 つの重要ポイン 

ト－証券取引等監視委員会による近時の勧告事案を参考に－（第 

4013 回金融ファクシミリ新聞社セミナー）』 

開催日時  2019 年 9 月 4 日（水）13:30～16:30 

講師    宮田 俊 

主催    小網町安田ビル 2F セミナールーム 

 
文献情報 

 論文    「「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針（仮）」が有 

      事対応に与える示唆」 

掲載誌   日本カタリストウェブサイト 

著者    山内 洋嗣、塚田 智宏 

 

 論文    「【企業法務】ビジネスと人権に関する最新動向と実務対応－豪州 
                               

12 コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議「コーポレートガバナンス・コード原案

～会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために～」（2015 年 3 月 5 日）4 頁等。 
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      現代奴隷法や M&A における対応を含めて－」 

掲載誌   会計・監査ジャーナル Vol.31 No.6 

著者    梅津 英明、大川 信太郎 

 

NEWS 
 当事務所が、日本経済新聞 12 面『弁護士らの起業、事務所が支援、所内コンペ

開催、有望事業を募集、若手活躍の場を確保』と題した記事に掲載されました 

 

 山内 洋嗣 弁護士のコメントが、日本経済新聞 11 面『内部通報制度、浸透道半

ば 根強い会社への不信感』と題した記事に掲載されました 

 

 

 

 

 

 

（当事務所に関するお問い合わせ） 
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mhm_info@mhm-global.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


