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オリンピック関催都市の現状と諜題

治体が描いたオリンどック競技雑設の運営に関する青写真とその後の動向一一

小林 勉
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1.はじめぷ  

宏-・1，，，，早 Ea--.

2002年の日韓 FIFAワ…ルドカップのような国際的なスポーツイベントの開催は，世界レベ

ルの競技を日本国内で観戦できるという楽しみはもとより，大会を開催することで社会基盤が

整備されるなど，題辺地域の経済効果や地域の活性北をどうみだすイベントとして多くの期待を

集めてきている.時代を議護れば，苦都高速道路をはじめとする幹線道路，代々木競技場の建設

や駒沢オリンピック公認の整備など，藷穫の社会基盤が整備されたのも 1鉛 4年の東京オリン

ぜックというスポーツイベントが大きな契機となった.また，そのような国難大会のみなら

ず，国民体育大会の開催奇過して社会基盤が整備されるということは，自治体にとっては生活

基盤の整備を推進する大きな時機であり，それに関連する公共事業の大規模な展開は，地元の

関係者にとっても授らく魅力的なものであった.

しかし同時に，闘擦的なスポーツイベントにしても国民体育大会にしても，開催地域の社会

基盤を急速に撃機さ司会る反間，大会後の公共スボ…ツ施設の運営にういては多くの課題を残し

てきた.撞設の建設に饗する莫大な工蓑によ七して，その後の科思頻農が麟務に推移しないとい

う問題や，大会規模に合わせた施設規模ゆえ，その施設運営に恒常的に多額の維持経費を計上

しなければならないといった問題である.つまりこれら公共スポーツ施設の多くは，スポーツ

大会という一過性のイベントに対しては重要な役割令来たしたものの，その役目を終えた後に

棒々な課題を抱えながらi運営されてきているのが実情である.

本稿では，そうした構想を 1998年の長野冬季オリンピックの際に建設された「オリンピッ
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ク記念アリ…ナ(愛称、はエムウニLーブ，以下エムウェープと表記)Jと� fボブスレ…・� 1)ュー

ジュパーク(愛称、はスパイラル，以下スパイラルと表記)Jに焦点をあてて検討していく.こ

れらの施設はいかなる計画のもとに建設され，これまでと?のように運営されてきとのか.

管理者製更が導入されへ公共スポ…ツ施設の運営のあり方が大きな転換点を迎えつつある現

碇，冬季オリンピック施設を事鶴にその動向を碗らかにしておくことは，今後の競技施設の建

ていくうえて?重姿な捜点会提供するように怒われるお.長野オリンピックを設のあり

終えて8年以上が経通しようとするなか，当初の計画はどの殺護実現され，地域の会共スポー

ツ施設としてどのように利震されてきているのか. は，こうした状況につい

る.まず各競技施設の建設に欝し，長野市が描いた鳴初の計画を浮き彫りにしたあとで，ぞれ

が現在どのような状況のなかで漣営されているのかについて明らかにする.そして当初の計画

と現状との驚異を明確にしたうえで，それらの施設の今後の動向について検討する� a 

2.長野冬季オリンピック施設の建設までの経緯

一一施設通営で長野市が描いた青写真一一� 

1998年の第諸国冬季オリンピックの開催地が長野に決議したのは，� 1991年6月15日である.

その後� 1991年� 11 J.I27日に長野オリンピック冬季競技大会委員会� (NaganoOrganizing 

Conunittee，以下手rAOCと表記)を発足させ，そのNAOCが中心となり，閣の支援を得ながら

長野県・関櫨5市町村が協力し開催準備を進めることになった.オリンピックの開催が決定さ

れたことにより，高速交通鱗や豆域内新幹線交通績などの繋備が行われた.選手村から読技

場，各競技場需のアク-tスを容易にするために，新たに議長科~更埴をi扇る長野自動車道を開i換

させ，佐久~葉植~長野~信州中野令通る上信越自動車道も新設した.さらには幹線道路の新

設，改良を行い，自罵~祷畿地までの所要時間が約30分にまで競綴された.また遠方からの

アクセスを容易にするために，新幹線や空港も慌時に整憶された.交通績がこのように整えら

表1 長聖子オリンピックで整備された競技施設

市町村所在地 絡設名(通称〉 競技種�  B

エムウェーブ スピードスケ ト

若� 5霊 ピッグハット アイスホッケーA

長野市�  3友利回 アクアウイング アイスホッケ-B

護主 島 ホワイトリング フィギュアスケーート(シ沼ートトラック〉

飯 事湾 スパイラル ボプスレー・リュ ジュ



2αJ6 オリンピック豊島f縁者事前の務状と課題(小林，� ljl.JII.:;(p凶) 37 

れてくるなかで，オリンピックで使用する施設も表� lのように繋備されることになる.

長野市は，上記の施設のうちエムウェ…ブとスパイラルをオリン1::::"ック終了後iこ� fナシ沼ナ

ルトレーニングセンター競技別特}J1j強化拠点Jとして活用する計磁であった.ナショナルトレ

ーニングセンターに認定されれば，施設の維持管理に要する経費に告書して留から大きな祷動会

受けることができ，長野市の財政負認が大舗に軽減できるだろうという自算である.当時の塚

田長野市長は� f最新設備は，選手強化と競技人口拡大にうってつけ.アジア中の人にも使って

もらえるJめとし，� 1996年に文部省(現文部科学省)と日本オリンピック委員会にナショナルト

レーニング-1::ンタ…認定のための棟情合行っている.また� 1997年� 3)1には，長野市議会がナ

ショナルトレ…ニングセンター構想、を大きく後搾しする財諜と鰐待して，サッカーくじ法の!f.

窮或立を求める意見書を全冨に先駆けて可決させるなど，オリンピックのために建設される

施設の将来的な活用法を，ナショナルトレ…ニングセンター構想、という不確かな計画に求める

青写真を描き出したのである.

長野市がオリンピック終了後に施設連常の活路として見出していたナショナルトレーニング

センターとは，文部科学雀スポーツ青少年潟が所管となり， トップアスリ…ト養成のためのト

レーニング拠点の整備を富島とした施設整備事業のことである.当時，この施設整矯事業には

長野市のみならず各方面から顛待が向けられ始めていた.その背景には.� 1995年のアトラン

タオリンピックにおいて，� B本のメダル獲得率(獲得メダル÷総メダル数)が1.7%まで低下

したことから，スボ…ツ先進国でみられるようなナショナルトレ…ニングセンター建設への要

望が各輯技間体から相次いだことが挙げられる� 4) このような趨勢を受けて，その後，文部科

学省の担当者が調査のためにスパイラルを鵠開し，� 1998年のオリンゼック謂鑑前には塚田長

野市長(当時}が� f私の感控では， トレセンは� 8，9裂の確率で実韓可能だJ5)と述べるほど，

ナショナルトレ…ニングセンタ}構想、への期待は一時的にかなりの高まりをみせたーだが実際

には，オ� 1)ンピック路盤から� 8年を経過した漉夜においても，スパイラルやエムウェープのナ

ショナルトレ…ニングセンタ-1tは実現するまでには至っていない6¥ 

72の岡と地域から合計2，305選手が参加し，日本選手団も金5個，銀� 1倒，鏑� 4個という好

成績をおさめ，大会の組織運営も高く許鏑されたオリンゼックの関憾であったが7) 両施設の

建設にあたり，� f愛野市が期待したオリンゼック後の譲設運営に関する簸番きは，現在まで額挫

したままである.では地域に残された尚競技擁設は，現在どのような状浪にあるのだろうか.

次では，スピ…ドスケ…トの会場となったエムウェープ，ボプスレー・リュージュの会場とな

ったスパイラルの現在の運営状況についてみていくことにする.
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3.エムウェープの現在

エムウェーブは，が~348億円{建設費 264億円，用地費 84億円)の総工費で建設された世界

最大級のアリーナで，紫野冬季五輪期院中はスピードスケート競技会場友して使用されたぶ.

敷地面積は� 111，5∞d，謹築閲積が31，3'怜 n2 (うちアリーナ言語穫は 13，70Om2) の呂本で唯一の� 

400mダブルトラックの屋内� 1)ンクである.オリンピックのために建設された雄設のなか-z"，

い九尽く第� 3セクター化を図ったのがこのヱムウぶープで，� 1998iド6耳� 1日，株式会社エム

ウェ…ブが資本金3儀鍔を投じて設立された¥現在は� 3つの事業部門(①スケ…ト諮問，告

施設貸館部門，舎施設見学入館及び完結部門)を柱に運営されてきている.rスケート部門J

とは，スケートリンクとしての営業のことで10月から� 3月にかけて事業の牲を担う部丹であ

る‘このほかエムウェーブでは可動スタンドや人工芝巻き取り裟援により，多悶的アリーナと

して様々な用途で蒋荊可能であるため，� 4 Ji ~9 月にかけてはコンザートや屋内スポーツ，産

業イベント等で利用される.これが� f施設貸館部門jの営業内容となる.また，� r施設見学入

館及び売患部門jとは，エムウェープ内 されるオリンピック記念館の運営のことで，:t

リンピック記念館の入場料，レストランや究践の売り上げで構成される.以上がエムウェ…ブ

の現在の運営影懇の柱であるが，エムウェープがまとめた第� 7期事業報告書{自平成� 15年� 10

月� 18 霊平成� 16年9 Ji30日)をみると，これらの� 3つの事業の部門裂実績は次のようにな

っている.� 

① 	 スケート諮問

この部門はエムウェーブの生命線であり，� rスケートの街づくりjを日指してスケートの底

追拡大・発騰のために積極的な事業が農務されてきている.スピード競技大会として世界スプ

リントスピ…ドスケート選手権及び全B本スピードスケ…ト距離別選手機大会等が開催された

ほか，エムウェ…フ。主催の大会であるエムウぶ…ブスピードスケート競技会も開催されてい

る.一般営業では，小学生を対象にしたスケート教緩や� 10) スゼ…ドスケートをはじめアイス

ホッケー及びフィギュアの地元クラブに対して，練欝会場として早朝から諜夜までリンクを提

供したほか，スキー修学旅行で信州を訪れる学校に対して，オリンピックのアリーナでスケー

トを持詩体験する営業を継続的に展開している.この結果，第7爵のスケート営業では97，320

人の利用があり，大会収入と合わせて� 120，290千円の売上高を記録した.
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@籍設貸銃部門

スケート期間以タ宇の 4月から 9月 を行っている.築設紫鵠部門のな も規模

が大きいイベントはコンサ…トとなる.スタンド席とアリーナ席を合わせて約 2万人の絞容が

可能であり，音響設備も整っている.イベントのなかでは高い収益を見込むことができるが，

現在では在大なアリーナ内をi諾絡に寸るほどの人気ミュ…ジシャンはかなり限定されてしま

い，コンサートを誘致するのも難しくなってきている.このほか，企業イベントや幾示会，晃

本市，集会イベントの額議場所として費館事業を麗関しているが，いずれの事業も長引く

の位迷から厳しい状況下にある.それでも，マスコミ各社及び企画会社との連携を罷り，地冗

の放送局主催による iSBC元気だフェスタ jや企業や学校の運動会，コンサ…ト， ドッグショ

や農機具などの展開等，様々な分野のイベントを開催している.第 7窮においては，会議室

及び、監車場の利用者を合めて約 29万人の来場者があり，売上高は 72，492千円となっている.

③施設学入館友ぴ売鹿部門

信州を訪れる観光客の減少及び年月の経過とともにオリンピックの感動が希薄化するなか，

より多くの人々に親しまれるヱムウェーブをと目指し， '旅行代理!おに対する営業活動やイベント

参務者亙び主催者に対する営業活動を積極的に展開している.第?鶏においては，長野オリン

ピック記念館の見学入館者は 18，411人，売j苫売り上げと合わせた売上高は 17，194二子持となって

いる.

弘上がエムウェーブの第?窮における事業部内部実績の概要である.全体として 

360，336千円，営業費煎 342，016千円，営業外i説話 3o1千円，税引前利益 17，116千円，税引後利

益 8，568千円が第?類の決算状淑である.この数字をみるかぎり績調な運営状況にあるように

もみえるが，じつは続営が黒字となっているのは株式会社エムウェーブの絞支であって，施設

の維持管理運営費会体からすると，依然として長野市の一般財磯魚視分の割合は大きい.長野

市の 2部 4年度のオリンピック施設管理運営費の決算では 152，6i'l，OOl丹が一般財源負担分とし

て計上されている.つまりこれまでのところエムウェ…プが独自に震関寸る事業収益からだけ

では，実質的には施設の維持管現が成り立っていないのである.スケート営業やイベント誘致

といった積極的な営業活動から験調な事業実績を不しているようにみえるが，この巨大なアリ

ナ安維持菅理するには，そうした事業収説をいと語る多額の維持管理運営費が，いまなお長野

市の一般財源から投入されなければならない状援が続いている.それでは，ボプスレ…とリュ

ージ'ユの会場となったスパイラルはどのような状況であろうかー次ではスパイラルの護状につ
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いてみていくことにする， 

4.スパイラルの現悲

スパイラルは，長野冬季オ 1)ンピックのボプスレ… ll) リュ…ジュ競技 i訟のために建設さ

れたアジアで初めてとなる人工凍結コ…スである.およそ 101億円{建設費 95億円，用地費 6

億円〉をかけて建設されたこの施設は，敷地蕗積が豹 180，0仰 m2，コース総延長が 1，7∞1m，コ

ース標高差が豹 113mのボフースレ…，リュージュ，スケルトンの 3競技が実施できる最新の冷

諒設鎗を備えた世界最南端のコースである 13) スパイラルは長野市北部に広がる自然豊かな飯

綱高原に建設されたため，多様な生態系に対する配惑として，小動物の通りま友けられる際情を

フェンスのなかに設けたり，プナやコナラなど地域の植生に会わせた広葉樹の植木が織された

りしている.また，斜留にはコ…スの造成で誤った土を植栽のために再利用する表土復完法が

取り入れられている 14) 現在は，競技大会や選手育成の専用施設として 12完上旬から 2月中旬

まで、のあいだコ…スが整備され 15) 年荷を通じて表 2のような競技会やイベントが開催されて

いる.

このほかスパイラルは，地克のパス会社によるオリンピック施設見学ツアーコ}スのひとつ

にもなっていることから 16) 施設の見学者が来訪したり，飯鱗山の自然を活かして自然研究グ 

Jレ…ブか溺査に訪れたりすることもあるが，そうした科用者からは鞄用料金等合徴収していな

い17) スパイラルの事業実績を支えているのは，コースを使用する際の科F菜料金と会議議会利

用するなどの目的でスパイラルを利用する人からの収議であるー 2004年度の歳入合許は 

57，983，000円であった.それに対して通常管穂費 187，372，208円となっており，長野市の一般財

源魚姐分は 129，389，208円であった.

前年度の通常管理費 201，鵠6，522円からは契約受霞麓を変更するなどして 14，214，314丹のコス

トダウンを溜っているが. 2000年度以降，毎年 l億 1，5∞万円 -1億 4，300万円程度を校野市

が負強してきている.さらに歳入の内訳を詳しくみていくと，次のような決繋状況が浮かび、上

がってくる.利用料金による紋入は，実際のところ 1，0∞万円にも満たす¥オリンピック記念

{オリンピックムープメント促進費)から 18) 毎年約 5，000万円の棄金援助がなされ，ぞ

れらを合計したものが歳入として許よされているのである. 2004年度は，コースの大会専用

時間が96時間，練習滑走題数は延べ 3，200箆，尭学者数は延べ 5，172名という利用状況であっ

たが，そこからの収識はスパイラルの維持管職運営委のわずか 18分の l以下に過ぎず，残り

を愛野市の一般財源とオリンピック記念碁金(オリンピックムープメント促進饗〉による資金
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-イベント祷催一覧 

名会ム火容

度
一
内

年
一

縦
一

車
問
一

綴日 参加者数 観客数(人)� 

7月10日(ニヒ)

8月1日(日)

8月l臼(日)

8月1日(日)� 

9月26日(日)� 

10月3日(日)

11月初日(火)

12月3B (金)

12}j4B (土) 

12月� 5B (お〉 

12}j25日(土〉� 

I2}j26B (臼) 

12}j2告白 (水) 

12月29日(水)� 

12月初日(木)� 

12月初日(木)� 

l月18日(火)� 

1月19日(水)� 

1 }j25B (火)

プッシュボブ� スケルトン体験会z

ローラーリュージュ大会・各縁体験会� 

草刈り清婦ボランティア(第� l鴎)� 
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接防で賄っている;出足なのである.しかも務喪の基金の財政状況からすると，この基金による

資金接助は今後数年で受けられなくなってしまうといわれている.

さらに，これからコース使用の増加による利用料金の増益が見込まれるかというと，そうし

た可能性はきわめて低い.日本ではそり競技が北欧に比べ普及していないため，スパイラルの

利用者はエムウェープなどのスケート施設に比べて相対的にも少なく，スパイラ� jレ令使用する

それぞれのそり競技の現在の動向をみても，将来的に利用料金の増収に期待できる襲繁は少な

い.たとえばボブスレーの日本の競技人ははおよそ� 130人であり，リュージ、ユの競技人口は約� 

25入となっているが19) 近年その登録者数は減少傾向にある.� 2002年の冬季分リンピック大

{ソルトレークシティ〉より正式競技として護請したスケルトン競技だけは競技人誌をわず

かながら増やしつつあるがおそれでも日本における競技人立はおよそ60人緩撲に議ぎず，

野市の一般財諌負担分が軽減するまでには稜遣い.
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5.計爾オリンぜック施設が抱える罵題

さき拐の思惑が外れた競技議設の後利用一一

これまで，エムウぶ…プとスパイラルの施設に焦点をあてて，現夜の運営状況についてみて

きたが，これら間施設の以外にもオリンピック施設を維持するために，長野市は大きな財政的

負担を強いられてきている.表 3は，オリンピック各施設の維持管理運営費決算額比較表であ

る.この謙からもわかる通り，長野市は市内に点在するオリンピック施設の維持管理運営のた

めに，毎年 9億 5，∞075円前後の集担を強いられている.

ただ，こうした財政負鎧の金額だけで論じることのできない嬰題もある.前述のようにオリ

ンピックの開催によって高速交通網や区城内幹線交通網は整備され，長野の社会基盤，生活基

盤は急速に充実し，将来的にいっそう発展するまま韓が築かれたことは，オリンピックを関議し

たひとつの大きな成果として挙げられるだろう.また，大会期開中に多くのボランテイアが全

国から参加したことにより，長野市読のボランテイアへの関心が高まったことや. rここムウェ

ブ友の会」ゃ f浅111スパイラル友の会Jの活動に代表されるように，オリンピックを契機と

表 3 オリンピック各施設の維持管理遂営費決算額比較淡 (主幹佼 円)

ビッグハットエムウェーブホワイトリングアクアウイング スパイラル 合計  

2(潟4年度 203，068，773 152，781，146 103，563，854 235，026，731 187，372，208 1，197，1砥930 

2(治3年度 210，006，558 148，859，690 115，913，123 256，927，916 201，586，522 1，258，601，499 

笈)()2年度 2仰，585，543 150，938，6ω 112，747，336 228，308，103 197，277，898 1，201，379泉浴

笈)()1年度 214，450，飢)() 部6る，60，155 112，058，561 246，905，539 ぬ6，946，967 1，209，641，191 

2C削若手度 212，983，以)() 159，290，244 110，664，761 263，414，046 175，079，910 1，182，454，2悶

叙狗4年度 129，193，490 110，145 18，068，330 19，626，118 57，983，飢渇 275，751，048 

議 2003年度 126，191，008 開，788 17，684，986 18，672，420 57，774，855 271，810，715 
入
ムむ2 2002年度 109，447，210 90，788 11，お6，490 19，898，474 59，182，116 247，954，399 

2001年度 133，232，2臼 90，778 14，353，420 18，7ω，260 57，430，573 269，088，拐容 

2C腕{f佼 113，644，042 70，846 10，360，122 18，555，284 59，470，050 235，388，246 

2004年度 73，875，283 152，671，001 85，495，524 215，400，613 129，389，お8 921，402，882 

2∞3年度 83，815，550 148，768，902 98，228，137 238，255，496 143，811，667 

笈ぬ2年度 91，138，333 150，847，902 100，乃0，846 208，409，62容 138，095，782 

滋お1年度 81，217，737 155，515，895 97，705，141 228，145，279 139，516，394 

017泌，α，860 947，ぶ玖762 115，858，639 244，304∞，398 I，219，958 159，338，99似)()空手渡2

※この普賢で鍔げた施設のほかに，長野市にはオリンピック際会式の会場として利用された寓長野運動
公園がある.その施設維持管理運営費が合計額に算入されている.
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して市民のなかに新しい組織が誕生し，議域性民のネットワークが活性化されたことも大きな

成果として捉えられるだろう.そして何よりオリンピックの隣龍が，日本の[長野」から役界

の� rNAGANoJへと，その知名護会飛躍的に高めたことは，オリンぜック開催の成果として

特筆できることだろう.

しかしながら，こうした成果を認めることができても，オリンピック開催前に授野市が描い

た競技施設の運営に障する青写真は，いまだ多くの計闘が実現されていない点で，かなり杜撰

なものであったということは詣擁しておかなければならない.当初，計磁していたナシ設ナル

トレ…ニングセンター構想、は.2001年に中核となる機関として国立スポーツ科学センタ…が

東京都西が丘地区に建設されたものの，その後，ょにムウェープやスパイラルに関する兵体的な

計画は選援しておらず，またそれらの施設がナショナルトレーニングセンターに指定された擦

の地域住民の利用者とのあいだに生じうる様々な問題については，これまで本絡的に検討され

た形跡はない.仮にナショナルトレ…ニングセンターの指定を受けた場合，長野市の財政的な

負担は軽減されるが，それとは裏腹に指定強化選手による施設の専有イヒが強まるとともに地域

生民の利般機会が奪われてしまうといった問題が生起する可能性がある.実勢，中核拠点に指

定された東京器北軍商が丘地箆題遣では� f悶立スポーツ科学センターにおける市民の利用を守

る会Jが結成され，こうした問題が酪舎で取り上げられるほど大きな議論会呼んでいる� 21) 長

野市はオリンピック競技撞設の後利用について，� r市民サーピス塑接投(スポーツ振興を話的

とした市民の一般利用を恥心とした施設)J，r集客型撞設(施設維持のための収益を図る施

設)J.そして[中島型施設(いずれにも属さない施設りの� 3つに分類することで合理的な施

設運営の姿勢をみせているが，地域に建設された施設と近隣住民とのあいだの施設利用に関す

る具体的な関係性までは今のところ描ききれていない.

また当初の針磁が実現されていないという点では，スパイラルの「レジャーそり構想」につ

いても同様である.スパイラルの利用方法については，当初ナショナルトレーニングセンター

としての利用の他に，芸誌に制動用のゴムや憲論を付けたレジャー用そりを導入，通年で活用す

る案が検討されていた.冬季オリンピック額雀地のりレハンメル{ノルウェ…)やアルベ…ル

ピル(フランス)のボブスレーーリュージ、ユ会場も，後利用にレジャ…用そりを導入し，レジ

ャー用ボブスレーは一回� 2，0∞� -4，∞0fI)の料金で利用者を集めているということで， 1998年� 

9月には長野市の職員?人が日本囲内にある同様のテーマパ…クを捜察するなrして，詞様の

レジャーそりをスパイラルに導入しようと試みたこともあった. しかし現殺は，遊戯用ボプス

レ…とリュージュの輸入先の倒産や建築基準法上の問題などからこの計画は難航し，この構想

は中断されたままとなっている紛.
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6.むすびにかえて

長野オリンピック競技擁設からみえてくるもの…ー

これまでエムウェーブとスパイラルを事例に，オリンピックを開催した都市の現状と課長援を

施設運営といった観点から務付けてきたが，そこには長野市が描いた青写真とその後の動向の

あいだに大きな相違をみてとることができた.オ')ンピックで建設された一連の競技絡設はい

まだに大きな財政負担を長野市民に強いてきており，その点においては諸種の告発本や新聞が

糾弾しているように紛，全体的として粗さの沼立つ計画に，批判の矢がi匂けられるのも当数の

ことといえるだろう.たとえば，オリンピック記念碁金が，冬季スボ…ツ競技大会の開催・

を助成することを呂的のひとつに設立怒れたにもかかわらず，現夜，スパイラル-r:の国際ボ

ブスレ一大会の開催が困難な状詫にあるなど滋多額の基金が施設運営費の補填にあてられ，

基金設立の本来的な理念から議離している状j廷は，長期的な科用計画が十分に検討されていな

かったという証左に他ならない.こうした事例そみてくると，長野オリンピックで建設された

競技撞設の大会後の運営は，地方自治体による中央審庁ーへの淡い燭待と逼迫する財政事情のな

かで不安定に踊れ動いているというのが実情といえるだろう.

しかしながらその一方で，長野市は競技施設会コンペンシ滋ン施設として活思したりあ担

当部潟により効率的な経営を吾指して利用方法が検討されるなど，施設運営会改善する積極的

な姿勢がみてとれることも看過してはならない.こうした経緯を全く視野に入れないまま，ま

るで諸施設をオリンピックの魚の遺産のように捉え，一方的な断じガ令するのは遂の議論を

かなり舗を{とさせてしまうようにも思われる.ここで再考すべき点は，オリンピック施設の是

非をここ分法的に捉えることではなくて，大会議の施設利用に多くの着想をもっていたとして

も，その実現可能性を詳細に検討しておかないかぎり，その着想は実現にはらず，オリンピ

ック照穫後，地域には大きな財政負担を識してしまうという現実である.そして，さらに敷桁

して考えるならば，そういった施設の建設を饗する現在のオリンピックとはいかなる位穏のな

かに布置できるのかという閉鎖である.

オリンピックのような巨大なスポ…ツイベントは，� r跨催までの期待感jと「開催すること

による経済効果」が前穏に持しおされることで，しばしば施設の後季語用についての議論は後祭

に退く傾向にある.だが，施設運営のあり方をこうした現実から真撃に見つめ直すことによっ

て，今後のスポーツイベント後を描き出していくことが求められてくるだろう.折しも，指定

管理者号制震の導入によって公共スポーツ施設の漆営に新たな潮流が起こりつつあるが，そうし
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た制度に，これまでの長期的展望の不備を安易に転嫁させる はなく，一過性のイベント

に対する施設建設のあり方を，こうした地域の現実のなかから織輸していくことこそが重要で

あり，こうした識論を積み重ねることによって，スポーツイベントの将来的な展望がひらけて

くるように患われる.
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注� 

1) 従来， r	 こ限定公の施設jの管理運営主体は，公共性の縫保の綴点から司王の出筆者法人や公共告さ箆体等t

されていた.しかし不成15年� 9月に地方自治法の改正により， ボランティア

団体毛李総広い間体にも管理運営を委ねることが可能となり，

様的iこ訴事入できるようになった.これが全国的な規模で導入されて冬ている� f指定誉理者制度jの大

きな特徴である.� 

2) 	 本稿で示す繁栄費や施設維持管理運営費，利用者数等に関するデ…タは，出典が明記されている場

合を除いて，長野市から提供された内部資料の数値に恭づいている.� 

3) 朝日新聞� 1997年8月6日朝刊より引用.� 

4) 勿論この背f設には，文部省(当時)がお00年9月に「スポーツ振興総本音十磁Jを告示したことも大

きく影響している.� 

5) 戦日新開� 1998年10月27日朝刊より引用.� 

6) 後野市は加01王手� 91Hこもサッカーくじの収益金などによる財政支援を求める華客望書を文部科学省にμ

提出している.このとき長野市は競技団体や信州大繁，市教事きなどの逮携でナショナルチームの支援

施設利用料・宿泊費は干誌が祷立きすることを検討していると明記した独自のトレーニング

拠点数翁機主議案告と提出した.その上で，選手育成にかかるこ3…ス，リンク繋傍受への顕の財政支援を

重要綴したが，これに対し文部科学省スポーツ・青少年弱の遠山純一郎潟主義〈当時}は� fトレーニング

拠点のあり� Jjについての話し合いが7尽に始まった.その害事政を待って検討したいJ(信濃毎日新潟 

2001年� 9fl14臼税引jより引用)と述べるにとどまり，双方の� f滋皮遂jのi薬いが浮き彫りとなった.

の ま愛野オリンピックは� 1998年� 2月78-2月228までの1品目鱒隊後されたー実施競技はカーリング，

女子アイスホッケー，スノーボードなど，長野オリンピックで初めて採用された競技会合め� 7競技� 

68穣駁が災施怒れた.� 

8) その優れた構造と高性能な設備が評価され.� 1997:kドには英図構造技術者協会 f特部賞jを受賞して

いる.� 

9) 	 内訳は授野市，長野県，長野都市経営研究所. (株)前川製作所，鹿島建物総合管理(株). (株)八

長野信用金庫，長野県農業共同組合連合会，東京ガス(株)で，うち半分は発起人代表で

ある後聖子市によって出資された.� 

10) 長野市近郊の小学校� l年生以上を対象に「長野スピ…ドスケ…トクラブJを開催し，専門スタッフ

による学溺プログラムに沿ってスケートを学ぶ機会を提供している.� 

11) ボブスレーは1924年の第� i回シャモニー・モンブラン大会にオリンピック競技として採用された.

オリンピックでは男子種呂のみで，� 2人乗りと� 4人粂りの� 2穏おがある.轟音とともに氷墜を一気に
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署長選~Tる姿から， しばしば「氷上のF1レースjとも呼ばれる.� 

12) ワュージュはそり遊びが獄童話となって発燥した競技で，� 1964年の第� 9関インスプルック大会でオワ

ンピック競技として初めて採用された.男子� l人乗り，女子� l人粂り� 2入粂りの� 3種目が設定され

ており，� 2人乗り後段では性別は関われない，仰向けでそりに粂り込み，先端を足首で挟んで姿勢を

安定させて滑降する.最高待速は� 120km前後を記録する.� 

13) 日本でボプスレ…ができる施設は，長野市のスパイラ1しだけである.� 

14) 長野オリンピックでは「自然との共存jが理念のひとつに掲げられたこともあり，スパイラルでは

環境への自己織が名所iこ施"dれている.たとえばスパイラルでは，コ…ス整備の冷媒としてアンモニア

令使用する[アンモニア穏緩冷却方式Jが世界で初めて採用されている.これにより，アンモニアの

に抑えられた.l分の60おいたリレハンメルの待のFをとj量は「アンモニア直接冷却方式� 

15) ここでいうコースが装備される期腐とは，コースに氷を張っている期間のことである.建設当初，日

ヨドボブスレー・� 1)ニL…ジュ逮裂は年間のうち� 4ヶ月間にわたるコース繋鎗を望んだが，コ}スの整備

には� 1EIあたり約80万円の緩持費がかかることから，現在はこの期間となっている.� 

16) 2∞5年8f]現在. 111中鳥パス株式会社がj主催する[綾子で訪ねる� 1998オリンピック綾設」ツアーの

コースのなかにきスパイラルが見学コースのひとつとして盛り込まれている.� 

17) スパイラルの施設見学者は，オリンピックが爵畿各れた� 1997年度には41，215人と高い人気を誇って

いたが，翌年の� 1998年度には� 10，425人と下降線をたどり，� 2004年度の見学著者数は5，172人となってい

る.� 

18) 幾野冬季五輪の大会運営経畿は� 1，142億持マあり，収入と支出がi湾績になっているが，実際には，大

会期間中には使われなかったオリンピックムーブメント促進費51億円が支出のなかに計上されている.� 

NAOCがその余剰金を長野県に寄付した形だが，この:t1)ンピックムープメント促進費のうち，� 46億

円がオリンピック記念裁金と呼ばれるものである，この基金は冬考書スポーツ競技大会，選手強化事業

;こ助成し，オリンピックムーブメントの促進に役立てること令問的に設立された. 

19) 続本には，そり競技に演して日本学生連盟，北海道逮盟，宮城連盟，� J東京漆盟，大阪迎盟の� 5つの

組織があるが，号ちリュージュの選手は北海道連盟と長野連盟にしか後銭されていない.また，大学

ぞそり関係の部活動が存在Tるのは札幌大学，北海学関大学，総合大学など，わずかな大学だけであ

る.� 

20) スケルトン競技は� 1884年にスイスのサンモリッツで生まれ，かつては第� 2 (ffi (1928年)，第� 5毘� 

(1948年)の冬季オリンピック大会で公式競技として行われた‘渓在では，ワールドカップ，世界選手

擦が欧米を中心に開催され，日本では越和宏滋ヂのようなお名選手も愛携してきている.� 

21) この問題については，� 2005年8月3自の衆議採文部科学委員会のなかで激浩議員によっても取り上

げられ，ナシ百ナルトレーニングセンタ…の建設が予定されている北区住民との関係の重要性が議論

されている.議論の詳細については[衆議院文然科学委員会議録 第� 162問 題会第� 16号j 

(http://hasenet.org/s-bunkyolsm170船3持派12(溺若手� 12月25日現主}を参照のこと.� 

22) スパイラルの後利用について，鎌田長野市授がレジャ一周そりの導入がお効との見方令ボした記事

については，次の記事を参照のこと.信濃毎日新開� 1鈴?若手� l丹15日朝刊a 

23) たとえば，穏JII俊英� f長野オリンピック騒動記』草思校� 1998などがき接げられるだろう.� 

24) ボブスレーの場合，スケルトンやリュ…ジュの競技用具に比べてそり自体が大義〈て重いため，大

会会場にJfHもを搬入するためだけで多額の輸送費がかかる.そうした費用を会援できるチーム{関}は

限られてしまうため，ヨーロァパから途方に位置サる日本で間際大会を関儀することは，大会に参加

するための経費という点から大きなハンディを伴う"この幸喜楽，各国を参集してのスパイラルでの国

際大会の開催が事3尾上，不可能な状況に織っている.

http://hasenet
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25) オリンピック後は，競技施設を利用したコンペンションシティとして，スポーツに限らず文化やビ

ジネスなど多様な分野にわたり大きなイベントが市内で開催されてきている.言李総は信濃毎日新鱒� 

(1998年2R28日朝刊)の記事を参照のこと.

参考� 3主義完

結JII俊英(1� 室長聖子分リンピック騒動記J 1998) r 李恩校.

江沢正雄・ダグーレオナルゼン他(1998) r 歓喜の決算j川辺警林.長野泌総

「月刊体育施設2005年2月号J(2∞5)体育施設出版ー

谷口i原太郎(1� 疑義明とオリンピックJ992) r 護華麗.

〔新湾・インタ…ネット資料〕


務白書青湾(1997年8R6B務刊}


朝日新潟(1998空宇10R27 B朝刊〉


信i農毎日新聞(1997年l月� 15日朝刊j


信i農毎日新聞� (1998年2月28日朝刊)


「衆議院文部科学事自民会議録 第162図 閥会第 16~J (http://hasenet.org/s-bunkyo/sm17開03.html 2∞6 

年12月25日現夜)
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