
長野県 

この報告書は、当調査委員会に与えられた課題のうち、長野オリンピックの招致活動に焦点を絞った
報告です。 
報告書作成にあたっては、県有施設内に残されていた資料や関係者への事情拝聴の結果などから、現
段階で「これが事実に違いなかろう」と認定した事柄や、この際、県民の皆様に見て頂きたい未公表の
資料をまとめ、皆様への判断材料の提供を試みたつもりです。 
限られた資料と時間の中での報告書です。 
この報告書の記載内容についてのご意見、ご異論、もしくは事実解明に役立ちそうな新情報等があり

ましたら、できるだけ具体的な資料を添えてご提供下さるようお待ちしております。 
今後、お寄せいただいたご意見、ご異論等によりましては、この報告書の修正を行うことも考えており
ます。 
私どもが記載した「認定」は、「断定」ではありません。しかしこの認定に対して具体的な異論がなか
ったら、「これは事実だ」とお考え下さい。 
県民の皆さまがお持ちの疑念の解明に、少しでもお役に立てば幸いです。 

県 野 長 民 の 皆 様 へ 

「長野県」調査委員会 

〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2 
TEL：026-232-2272（直通専用電話） 
FAX：026-232-2637 
E-mail：ken-chosa@pref.nagano.jp

受付窓口 

長野県経営戦略局 政策促進チーム 気付「長野県」調査委員会 
 

＊なお、報告書P24の【認定15】は【認定14】の誤りでした。お詫びして訂正いたします。 

「長野県」調査委員会報告書をご希望される方には、次により実費
で頒布いたします。 
〈申　込　先〉：〒380-8570（住所記載不要） 
　　　　　　　　長野県総務部情報公開課 行政情報センター 
　　　　　　　　TEL：（直通）026-235-7060 
　　　　　　　　　　（代表）026-232-0111（内線5316） 
〈頒　布　額〉：1部（本編及び資料編）2,850円（実費相当額） 
〈申込手続き〉：【直接受領される場合】 

行政情報センター（県庁西庁舎1階）及び地方事務所行政情報コー
ナー（各地方事務所1階）で代金と引換えに資料をお渡しいたします。 
【郵送をご希望される場合】 
氏名、郵便番号、送付先住所、送付先電話番号を明記の上、資料代
2,850円と郵送代850円、合計3,700円分の郵便為替を上記申
込先（長野県総務部情報公開課 行政情報センター）まで送付くだ
さい。折り返し、資料を郵送させていただきます。 
なお、ご不明な点は、左記電話番号までお問い合わせください。 

〈受付期間2006年5月末日まで〉 

「長野県」調査委員会報告書の頒布について 

次回の広報ながのけんは 
12月24日（土）掲載予定です。 
県のホームページでも詳細な情報をご覧いただけます。 ながのけん NO.46December

Nagano
Prefecture

１２１２万５千円 

３７１４万７千円 

１３７６万５千円 

予算額合計 予算額の内訳 支出内容 

1989年 
（平成元年） 

1990年 
（平成2年） 

1991年 
（平成3年） 

総額　６３０３万７千円 

ＩＯＣ委員訪問時のお土産 

国際大会及び国際会議用お土産 

候補都市視察時のお土産 

ＩＯＣ委員へのバースデーカード及び花束 

ＩＯＣ委員訪問時のお土産 

ＩＯＣ委員招待時のお土産 

ＩＦ役員等長野視察時のお土産 

国際大会及び国際会議用お土産 

ＩＯＣ委員へのバースデーカード及び花束 

ＩＯＣ東京総会時のお土産（東京関係） 

ＩＯＣ東京総会時のお土産（長野関係） 

ＩＯＣ委員訪問時等のお土産 

ＩＯＣ委員招待時のお土産 

ＩＦ役員等長野視察時のお土産 

ＩＯＣ委員へのバースデーカード及び花束 

ＩＯＣバーミンガム総会時のお土産 

４５０万　　円 

６００万　　円 

２０万　　円 

１４２万５千円 

５００万　　円 

１２５万　　円 

４５万　　円 

１８０万　　円 

１４２万５千円 

２５４２万８千円 

１７９万４千円 

７５万　　円 

５０万　　円 

２０万　　円 

３１万５千円 

１２００万　　円 

年月日 

平成3年4月10日 

平成3年6月 5日 

平成3年6月 5日 

平成3年8月12日 

会計課受領月日 

平成3年4月 4日 

平成3年5月13日 

平成3年5月28日 

平成3年8月 2日 

摘要 

 招致活動諸経費 

 

前記3件の戻し入れ 

債主 

 吉田和民 

 

〃 

〃 

〃 

金額 

５００万　円 

１億４０００万　円 

８０００万　円 

△１億３５３１万９９円 

持ち出された金額2億2500万円と戻し入れ金額との差引　8968万9千901円（使途不明金） 

経費の内訳 

志賀高原プリンスホテル宿泊費等 

山ノ内町長主催レセプション経費 

赤坂プリンスホテル宿泊費 

夕食会費用 

赤坂プリンスホテル宿泊費 

昼食会費用 

夕食会費用 

日　付 

1月21・22日 

1月21日 

1月23日 

〃 

1月24日 

〃 

〃 

金　額 

１３９万１千７０７円 

１０２万２千９１７円 

８万９千１９８円 

２７万９千７６４円 

１０万７千２０４円 

１１万４千８５１円 

１１万９千８３２円 

３１２万５千４７３円 

IOC委員名 

カルロス・アロイヨ 

ケバ・ムバイ 

セルル・ポール・ウォールワーク 

モハメド・ゼルギニ 

京都滞在日程 

平成元年9月23日～25日 

平成2年9月　9日～10日 

平成2年9月12日～14日 

平成2年9月28日～29日 

国籍等 

エクアドル 

セネガル 

西サモア 

アルジェリア 

同伴者 

夫人 

夫人 

夫人 

夫人 

年月日　・　場所　・　物品　・　対応者　等　  IOC委員名 

IOC会長 
ファン・アントニオ・サマランチ 

（スペイン） 

■1988.10/17～10/19（東京） 　ビデカメ・香炉・有田焼・法被－塚田長野市長 ■1988.12/5（ウィーン） 　ハンドバック－猪谷理事 ■1989.1/24（クーシュベル）　ハンドバック－猪谷理事 　時計（W）・浮世絵・スカーフ（夫人）－塚田長野市長夫妻・吉田夫妻 

■1989.4/25（バルセロナ）　パールピアス－猪谷理事 　ヘッドホンステレオ－塚田長野市長夫妻・吉田夫妻 

IOC副会長・FIS会長 
マーク・ホドラー 
（スイス） 

■1987.4（野辺山） 　カメラ－内堀・平林 ■1988.8/4～8/7（来庁）　ビデオカメラ・ 　青磁の壷・バック－吉村知事・塚田長野市長・市村事務総長・吉田 ■1988.8/7（東京） 　パールペンダント－猪谷理事 ■1989.1/24（クーシュベル） 　時計（W）－塚田長野市長夫妻・吉田夫妻 

■1989.1（ラハチ） 　ヘッドホンステレオ－中沢部長 

■1989.8（サンファン） 　ブランドネクタイ・スカーフ ■1989.10（ブタペスト） 　万年筆－吉田　　　　 ■198９.8（オーストラリア） 　電子手帳ー吉田 

■1989.3/10～3/11（長野～志賀） 　腕時計－塚田長野市長・市村事務総長・吉田 ■1989.4/25（バルセロナ） 　ヘッドホンステレオ－塚田長野市長夫妻・吉田夫妻 

■1989.5/26（ユーゴスラビア） 　浮世絵－吉田 

■1989.8（サンファン） 　ブランドネクタイ・スカーフ ■1989.9（東京） 　絵画・オルゴール ■1989.11（メキシコ） 　カメラ－吉村知事・吉田 

〃 

〃 

（注）調査報告書（資料編）の「IOC委員等に渡した招致物品一覧表」より一部抜粋 

〈ソレンセン委員長夫妻への接待一覧〉 

〈京都での接待を受けたIOC委員〉 

平成16年2月27日から、「長野県」調査委員会は、「長野冬季オリ
ンピック招致委員会会計帳簿処分問題」についての調査を行って
きました。その過程では、八十二銀行が保有する招致委員会の入
出金記録を入手するため、県から長野地裁に証拠保全申立を行い、
長野地裁はこれを認めて八十二銀行に対し、証拠保全の手続きを
行いました。この重要資料の検証結果も含めて、１１月２５日に調査 
報告が公表されましたので、その主な内容をお知らせします。 
（報告書の全文は県のホームページhttp://www.pref.nagano.jpに記載されています） 

左記資金前渡を受けている 
当時の招致委員会事務局長吉田和民氏の証言 

●約9000万円の使途不明金 

○1当時、外貨持ち出しは自由化されており、大勢で小分けして持っていく必要はなかった。 

○2八十二銀行職員は135万円（1万ドル）程度しか管理していなかったと証言している。 

○3小分けしたドルを持っていったと証言する元職員はいなかった。 

「長野が1998年冬季オリンピックの開催地に選ばれたIOCバー
ミンガム総会での支払いの為、2億2500万円を職員が小分けし
てイギリスのバーミンガムに持ち込み、八十二銀行の職員が管理
した。残金は持ち帰った。」 

●過剰接待 

（4）京都旅行 

（2）複数回に及ぶお土産の供与　招致委員会では土産を過去に贈ったものと重複しないよう、IOC委員別に贈呈品リストまで作成していた。 （1）お土産関連予算額は総額約6304万円 

「１人につきトータル200USドル（当時の為替レート
で2万7千円）を超えない」ＩＯＣ委員へのプレゼント
類についてはこのような金額制限等（※）がある。 
しかし右（１）表のとおり、お土産関連の総予算額は約
6304万円。仮に95人のＩＯＣ委員で平均してみても、
金額は一人当たり約66万円（制限額の約24倍）となる。 
また、土産以外の接待関連費用も判明している分だ
けで総額5億1221万円にのぼり、同じく一人当たり
平均でみると540万円近い金額となる。 
ＩＯＣ委員に贈ったプレゼントの一覧表、接待の予算、
京都旅行等にかかるものなど、発見された文書にはこ
のような実態を裏付ける多くの記述が残されていた。 
 （※）ＩＯＣ委員及び血縁者、配偶者等に対して便益をはかる
ことを禁止しているほか、「内容制限」として、関係会議の「レ
セプション」や（ＩＯＣ委員の訪問時の）立候補都市が負担でき
る費用や対象者の範囲なども定めている。 

（3）ソレンセンIOC委員夫妻への接待攻勢 

IOC委員を招待できる地域は、「当該（立候補）都市又は周辺地域」に限定され
ている。立候補都市の長野市と何の関係もない京都への接待旅行は、招致委員
会が負担した金額の多寡に関わらず、同規定に抵触する。 

平成3年1月、ホルスト・ソレンセンIOC委員を委員長とする7名の合同調査委員会によって、施設等の調査が
おこなわれた。日程表によると、他の調査メンバーと別れ、ひとり長野に残ったソレンセン委員長は、東京に残
していた夫人と志賀高原プリンスホテルで合流し、終日スキーで過ごしたとある。また、夜は、山ノ内町長主催
のレセプションや知事招待の夕食会に臨んでいた。 
東京に戻ってからも、同委員長夫妻は、猪谷氏の自宅での会食に招かれ、さらに猪谷夫妻のエスコートで日光
見学に出かけている。調査と関係のない宴席や、調査終了後、ソレンセン夫妻がおこなった私的旅行の費用（約

313万円）まで負担した行為は、IOCの倫理コードに抵触する。 

磯村　元史 
岩瀬　達哉 
喜田村洋一 
黒木　昭雄 
後藤　雄一 

（いそむら  もとし） 

（いわせ  たつや） 

（きたむら  よういち） 

（くろき  あきお） 

（ごとう  ゆういち） 

函館大学客員教授 
元・東洋信託銀行副社長 

東京都議会議員 
「行革110番」代表 

ジャーナリスト 

ジャーナリスト 

弁護士 

調査結果によると 
約9000万円の使途不明金が存在していた！ し し か 

長野冬季オリンピック招致委員会 「長野県」 
調査委員会 

会計帳簿処分の調査結果についてのご報告 会計帳簿処分の調査結果についてのご報告 
氏　　　　名 略　　歴　　等 

「長野県」調査委員会委員名簿 

○ 

（○は会長。敬称略・五十音順） 

長野オリンピック招致財務委員会（小坂善太郎委員長）や長野県スポ
ーツ振興協力会からの県民や企業への依頼の中には、書類上はどこに
も県の意向による“割り当て依頼”といった記載はもちろんない。しか
し実際には県が主導的役割を担い、寄付の割り当て業務を財務委員会
と協力会のふたつの組織に代行させていたに過ぎない。このことは、
県民各位から寄せられた情報と資料、さらには寄付企業等へのアンケ
ートで裏付けられている。 
「各種団体からつぎつぎと寄付の要請がなされ、それらに応じた後も、割り

当て的な寄付要請が県内募金団体である『長野県スポーツ振興協力会』

からあった。際限のない寄付要請に、私同様、不愉快な思いを持った歯科医師が多かった。そこで平成2年3月27日の長野県歯科医師会通常代

議員会で『長野県スポーツ振興協力会』に対し、『今後貴会傘下の会員の方からは（寄付を）頂きません』との一札を入れてもらうことを条件に、結

局、1人あたり1万円を寄付することになり、歯科医師会の会計から約800名の会員人数分に該当する800万円を県歯科医師会名義で寄付した。

県医師会、県薬剤師会なども、同様の寄付をしたと聞いている」（県民からの情報提供） 

長野 
オリンピック 
招致委員会 

寄付金 

会則：88年2月8日～　募金：88年2月～91年3月　目標：3億　　5億に 

寄付依頼（＝事実上の割り当て） 

交付金 法人 
個人 

長野県庁 

長野県スポーツ 
振興協力会 

帳簿処分は使途不明金・過剰接待を隠すために行われた！ 

（注：平成3年度の日程表が不存在のため、同年度の京都旅行は不明） 

●堤義明氏が関与していたことを 
　物語る文書が存在する 

●招致連絡会 
昭和56年に、ソウルに敗れた「名古屋の二の舞にならないように」との強い思いから結成された長野冬季オリンピック招致連絡会は、猪
谷千春氏、岡野俊一郎氏ほかJOC幹部、長野県、長野市、招致委員会の幹部で構成され招致活動をリードしていった。合計8回に及ぶ連絡
会での議論は、ほぼ一貫して、「IOC委員を日本に呼び、食事に誘う」（猪谷ＩＯＣ委員）ため、「IOCやIF、NOC……に接触を深めていく」（岡
野ＪＯＣ総務主事）方法を模索することに費やされていた。 

●JOCの調査報告書 

招致委員会の招致方針の策定にあたっては、堤義明氏の意向も、少なからず反映されていた。国内候補地として長野市が決定されたのち、
国際招致活動に協議していた招致委員会とＪＯＣ等との協議機関、招致連絡会に対し、堤氏がクレームをつけたことがある。当時の堤氏は、
日本体育協会副会長であったものの、招致連絡会のメンバーには入っていない。その堤氏がつけたクレームに招致連絡会は動揺し、意に沿
うような軌道修正を行っている。 
昭和63年8月24日「岡野俊一朗氏懇談」と題された文書が残っており、「T氏」と書かれているが、欄外に「T氏ー堤義明」と書かれている。 

定期預金5口座 

普通預金 
日常の受入・支払 

A-1

A-2

A-3

A-4

A-5

A-6

税金 

寄付金 
 

県内の 
個人・法人 

①県からの交付金・3市町村からの負担金 

③ 長野県スポーツ 
振興協会 

長野県 

交付金 

口座B

②直接 招致委員会へ 招致委員会 
寄付受入 

財務委員会 

口座C

口座D

余裕資金 
余裕資金＋利息 

招致委員会 

口座A 渉外活動資金 

競技施設費 

広報費 

会議費・事務費 

支
　
　
　
　
　
　
払
　
　
　
　
　
　
先 

？外貨口座 

？招致委員会 
東京事務所 

④ 交付金 （財）日本体育協会 
財界募金 

 
県外の企業 
など 

不自然な複数口座の利用や入出金管理！ 
招致委員会関係口座の入出金記録の開示について、八十二銀行の

同意が得られず、長野市・山ノ内町・白馬村から県へ開示することへ

の異議が寄せられたため、県は長野地裁に対し、証拠保全の申立の

手続きを行った。長野地裁はこれを認め、県は八十二銀行に対し、証

拠保全の手続きを行った。提出された入出金記録を検証したところ、

招致委員会で日常の入出金に使用されたとみられる普通預金口座

は6つあったが、なぜ6つもの口座が必要だったのか、どのように使

い分けていたのかを疑念があり、それらの口座間の意図不明な資金

の移し替えは、入出金の操作に何らかの作為をうかがわせる。 

その他、外貨口座、東京事務所名義口座、別名義口座など、証拠保全

の手続きを経てもなお提示されていない口座の存在もうかがわせる。 

平成10年11月、次回の冬季オリンピック（平成14年）が開催されるアメリカのソルトレイクシティーでIOC委員に対する贈収賄疑惑が発
覚した。IOCは96年～04年のオリンピックに立候補した都市に、招致活動が不正でなかったかを問う質問状を送付することを決め、JOC
も調査に入った。JOCは調査し報告書を作成したもののJOC自
ら調査が不十分と認め、再調査を行い報告書をまとめたが、他都
市と比べると「世間体を意識した『儀式』だった」と批判される内
容でしかなかった。 
JOCの調査報告書では、JOCが招致委員会に対し、十分な連絡
や指導を行っていなかったために、IOC委員や家族などの来日・
来長への対応やレセプションの接遇等、一部には必要以上の対応
が行われ、世間から疑念を招く招致活動となってしまったかのよ
うに記されている。しかし、JOCは、招致委員会との間で十分な
連絡を取りながら指導を重ね、招致活動の具体的計画案の作成
に主導的立場で関わっていたものであり、この報告書の主張は事
実に反している。 

（平成元年4月3日「第5回長野冬季オリンピック招致連絡会議事録」より） 

JOCからIOCへの調査報告は、責任回避のため、実体を隠していた！ 

違法な割り当て寄付が行われていた！ 

虚偽の監査報告がなされている！ 
招致委員会の「会計の監査」とは、県民の立場に立って、チェックすることである。招致委員
会の監事は、日本オリンピック委員会前監事の荒川清美氏、日本オリンピック委員会の元監事
の加藤大豊氏、（株）八十二銀行頭取の中山富太郎氏の3名であった。使途不明金や科目変
更転記などは、監査で、帳簿を見ていればすぐに発見できることなので、これに対する指摘が
ないということは、帳簿を見ていなかったか、あるいはチェックしてみて、使途不明金と転記
のあることが判明したが、何らかの理由で指摘できなかったかの何れかと考えられる。結果
としては「虚偽の監査報告」となっている。 

2年度 

0円 

9000万円 

9000万円 

3850万円 

7150万円 

1億1000万円 

3850万円 

1億6150万円 

2億 　円 

区　分 

県 

招致委 

計 

県 

招致委 

計 

県 

招致委 

計 

3年度 

0円 

0円 

0円 

2000万円 

3000万円 

5000万円 

2000万円 

3000万円 

5000万円 

計 

0円 

9000万円 

9000万円 

5850万円 

1億 150万円 

1億6000万円 

5850万円 

1億9150万円 

2億5000万円 

合　計 

概要計画書 

回答書 

県の直接負担は2億円をこえていたが、大部分は公開されていない！ 
招致活動の経費は招致委員会が負担するものである。しかし、県が負担していたことを示
す文書が多く残されていた。判明分だけで次のとおり合計2億5983万円である。 
①「招致委員会経費の直払等依頼内容一覧（案）」 …………………………1億4910万円 

②IOC委員等への吉村知事主催レセプション費 …………………………………1157万円 

③県秘書課の負担額 ………………………………………………………………275万円 

④「国際ジャーナリスト長野ウインターフォーラム」への県交付金 ………………2764万円 

⑤特別顧問の加賀美秀夫氏（元特命全権大使）の経費（報酬）…………………1027万円 

⑥IOCへ提出した「回答書」と「概要計画書」の作成費 …………………………5850万円 

 

〈県の負担を示す文書の例（○6）〉 

〈招致活動疑惑への各国の取組み〉 

長　野 

1.ＪＯＣ 

2.県及び市 

3.招致委員会幹部 

 

 

 

 

ＩＯＣ委員に対する 

接待、贈賄 

 

2/6,7　数時間 

なし（処分済） 

数ページ 

都 市 名  

調査機関 

疑惑事項 

関係者聴取 

調査資料 

報 告 書  

ソルトレイク 

1.倫理調査委員会 
（元州最高裁判事 外部スタッフ５名） 

2.ＦＢＩ 

3.内国歳入庁 

4.連邦議会会計検査院 

5.ユタ州司法当局 

6.アメリカオリンピック委員会 

7.オリンピック組織委員会 

ＩＯＣ委員に対する贈収賄罪 

外為法 

脱税 

数百時間 

50,000ページ 

300ページ 

シドニー 

1.特別調査機関 
（元会計監査官、弁護士） 

2.オリンピック組織委員会 

 

 

 

 

 

ＩＯＣ委員に対する 

接待、贈賄 

 

（実施中） 

3,000項目 

調査中 

 IOC…国際オリンピック委員会　　FIS…国際スキー連盟　　NOC…各国の国内オリンピック委員会 
JOC…日本オリンピック委員会　　IF…国際競技連盟　　 

略名紹介 


