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《調査方針などについての説明》 
 

 

 

［１］ 「長野県」調査委員会は、０４（平成１６）年２月２７日に、「『長野県』調査委員会設

置要綱」（資料Ａ）により設置された。その調査対象は以下のとおりである。 

 長野冬季オリンピック招致委員会の会計帳簿処分問題等、同オリンピック全般

について問題となっている事項 

 長野県の財政悪化問題に関する事項 

 しなの鉄道株式会社の設立経過問題に関する事項 

 その他県民に疑惑や不信を招いた長野県政の問題に関する事項で知事が指示

する事項及び前記に関連する事項で委員会が必要と認めた事項 

今回はこれらの課題のうち、会計帳簿処分問題等に焦点を絞った報告とした。 

会計帳簿処分問題等とは、長野オリンピックの招致活動に関する資金の流れを記録した

帳簿が、いつ、誰の指示で、なぜ、処分されたかを解明しようとするものである。その

ため、同調査は、当時の招致活動の実態を追いながら、招致委員会と長野県、長野市、

日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）、文部省など政府関係省庁との間で交わされた議論

の中身についても可能な限り把握し、分析、検証してある。 

招致活動の全体像が描けない限り、また、その動機を検証できない限り、帳簿処分の背

景に迫れないと考えてのことである。 

 

この報告書は、０５（平成１７）年１１月２２日に当調査委員会で決定され、同日、委

嘱者である田中康夫・長野県知事に提出した。 

 

［２］ 「会計帳簿」という表現は、便宜上のものであり、元帳・記入帳・伝票・預金通帳など、

会計処理上のすべての帳票類を含んでいる。 

 

［３］ 本報告書では「認定」という言葉を、随所に使用している。 

当調査委員会には強制的な調査権限はないため、その調査は、あくまでも関係当事者の

協力に基づくものである。肝心の会計帳簿が処分されている状況下では、明確な「断定」

には至らないものの、残存する資料や証言などを基に、「これで間違いなかろう」とい

う意味で、「認定」という言葉を使用した。 

もちろん、具体的･実証的な異論や反論があれば、修正するにやぶさかではない。 

 

［４］ 調査に際しては、 
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 法令や規則などに違背したものはなかったか 

 数字上の整合性は、とれていたか 

 県民の常識に照らして、不自然なものはなかったか 

といった３点を中心に、資料の分析や関係者からの事情拝聴などを行った。 

 

［５］ 調査の対象期間は、主として８８（昭和６３）年から９２（平成４）年までの約５年間

とした。それは、数々の疑惑の背景がこの期間に集中しているからである。 

 

［６］ 調査のための会合の開催や事情拝聴など、その活動概況は、以下のとおりである。 

 調査委員会の開催状況 ･･･調査委員会は、公開と非公開とあわせて、合計１３

回開催した。このほかに意見交換会を１回、一部報

告の会を１回開催した。 

 各方面からの事情拝聴 ･･･当時の招致活動の関係者、寄付金の拠出企業や自発

的な情報提供者など、多数の方々からのご協力を頂

戴した。これらの記録については、本報告書に引用

した該当部分のみの公表とし、その全文については

プライバシー保護の観点から公表を差し控えた。 

 

［７］ 招致委員会には、後述するとおり、旧招致委員会と拡大招致委員会とがあるが、単に「招

致委員会」という場合には、この二つの招致委員会を指している。 

 

［８］ 当調査委員会が収集した資料は、その大部分が、当時の県や招致委員会の担当者の“手

持ち資料ファイル”に収められ、県有施設の倉庫や書棚にあったものである。 

これらの資料のうちから、本報告書に引用した資料は、別冊の資料編に収録した。ただ

し、広く一般公開されている刊行物や資料類、例えば県議会の議事録などは割愛した。 

 

［９］ この報告書を知事に提出する段階では、実名を記載したが、同報告書を公表する段階で

は、プライバシー保護等の観点から、県情報公開条例等に基づきその一部が非公開とさ

れることがあることを、予めご了承いただきたい。 

 

［１０］ 役職名は、引用資料の時点のものを記載し、敬称は省略した。 

 

［１１］ 《調査結果の要約》では、根拠を示す資料などの表示も最小限に留めたので、その根拠

や詳しい理由などは、《調査結果》本編にて該当する各章をご覧願いたい。（《第＊章 参

照》と表示） 
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［１２］ 説明の都合上、０５（平成１７）年１月１２日に行った「一部報告と情報提供のお願い」

（資料Ｂ）と、一部重複するところがある。 
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《調査結果の要約》 
 

 

この「要約」では、第１章以下での説明と一部重複のあることと、

煩雑さを避けるために、認定の根拠となる資料の引用や図表の記載

を、極力省いたことをお許しいただきたい 

 

 

 

認定１． 帳簿には、残しておくと不都合な理由があった 

 

招致委員会の会計帳簿は、保存の必要性がなくなったため“廃棄”されたのではなく、“故意に処

分”されたと、当調査委員会は認定している。その理由は、残しておくと不都合な幾つかの事情が

絡み合っているからであり、以下がその代表的なものである。 

 

Ａ．招致活動には大幅なルール違反の過剰接待があった 

Ｂ．バーミンガム総会前後に約９０００万円の使途不明金が発生している 

Ｃ．住民監査請求に対し、上記ＡとＢの不都合を隠蔽する必要があった 

 

そしてこれら不都合な事情に密接に関係していたのが、当時の長野県と日本オリンピック委員会

（ＪＯＣ）である。帳簿処分の背景説明に入る前に、まずは、招致委員会、長野県、ＪＯＣとの三

者の関係を簡単に見ておく。 

 

長野県で、オリンピックの招致活動が組織的に行われるのは、長野県オリンピック冬季競技大会

招致準備委員会（以下、招致準備委員会）１が、８５（昭和６０）年１２月に設立されてからであ

る。この招致準備委員会は、県内の各自治体との調整や、オリンピック施設などの建設予定地の選

定が主な目的であった。 

その調整や選定が一段落すると、国内で長野市が選定されるための長野冬季オリンピック招致委

員会が、８６（昭和６１）年７月、塚田佐・長野市長を会長に設立されている。そして、８８（昭

和６３）年６月、ＪＯＣが国内候補都市を長野市に決定し、政府の閣議了解が得られると、今度は

招致活動の範囲を国内だけでなく、国際的な活動に拡大した新たな招致委員会を立ち上げることに

なった。 

８９（平成元）年１０月に設立されたこの新組織は、名称は同じであるが、会長職をそれまでの

                                               
１ 招致準備委員会の会長は、当時の吉村午良・長野県知事 
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塚田長野市長から吉村午良・長野県知事にバトンタッチし、国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）か

らの開催権獲得のための招致活動を展開することになる。 

 

つまり、長野オリンピックの招致活動では、主に国内での招致活動を担った招致委員会と、国際

的な招致活動を使命とした、ふたつの招致委員会が存在していたのである。当調査委員会では便宜

上、前者を旧招致委員会、後者を拡大招致委員会と呼ぶことにする。ちなみに、拡大招致委員会の

会長に、当時の吉村知事が就任したことは、長野県が前面に出て招致活動を強力に推進しようとし

たことを窺わせるものである。 

ところで、長野市が、山形市、盛岡市、旭川市を破り、国内候補地としてＪＯＣの決定を受けた

後、当時の大蔵省は、「オリンピックをやめろとは言わない」「（しかし国は、）現在財政再建期間中

でもあり、財政再建に支障が生じないことが原則である。従って特別の負担は考えない。規模は必

要最小限にする必要がある。個別にみると結構とはいえない」２として、長野でのオリンピック開

催は好ましくないとの見解を示していた。 

 

しかし長野県は、オリンピックを契機とするインフラ整備への期待からか、オリンピック招致に

邁進し、ＪＯＣとの緊密な連携のもと、広範で重層的な国際招致活動を展開する。その活動方針を

協議する場として作られたのが、長野冬季オリンピック招致連絡会（以下、招致連絡会）３であっ

た。 

招致連絡会は、長野県・長野市・招致委員会・ＪＯＣ・日本体育協会の５団体の首脳で構成され、

８８（昭和６３）年８月に設置。招致活動の実質的主導者としてその基本方針を決めている。 

オリンピックの開催都市は、約９０人のＩＯＣ委員の投票によって決められるため、各国選出の

ＩＯＣ委員に対し、国際的知名度の低かった長野市をどう売り込み、どう関心と歓心を買うかとい

った方策が、ＪＯＣの指導のもと決められていたのである。結果、以下に述べるような招致活動が

実践されていくことになる。 

 

 

A． 招致活動は大幅なルール違反の過剰接待 ・・・・ 《第５・６章 参照》 

 

拡大招致委員会の招致活動は、ＩＯＣが定めた倫理コードに大幅に違反していた。ＩＯＣ委員へ

のプレゼントでは、「１人２００ドル４以上の金品便益を供与してはいけない」とする金額制限があ

るし、接待の仕方や対象者にも制限を設けているからだ。 

                                               
２ 「前畑体育局長と大蔵省福田主計官との長野オリンピックについての打合せ内容」（８９〈平成元〉年５月１１

日付メモ・資料１１―２） 
３ 長野冬季オリンピック招致連絡会の活動期間は、旧招致委員会の活動期間中の８８（昭和６３）年８月９日～

８９（平成元）年７月２１日 
４ 当時の為替レート（１ドル＝１３５円）で計算すると、日本円で２万７０００円に相当する 
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この規定は、ＩＯＣが、各国のオリンピック委員会に通知したもので、もちろんＪＯＣのみなら

ず、招致委員会も長野県も十分その内容は把握していた。にもかかわらず、一向に守られず、のち

に国際的な批判を浴びるほど、過剰なプレゼント攻勢がなされていたのである。 

当調査委員会が、収集資料から洗い出した限りでも、倫理コード違反の招致活動に使われた費用

は以下のとおりであった。 

 

お土産関連経費･････････････総額（予算累計)では、約６３０４万円で、仮にＩＯＣ委員９５人

全員の平均でみても、１人あたり約６６万円となってしまう。 

接待関連費用･･･････････････判明分の総額（実績）では５億１２２１万円となり、これも１人あ

たりにすると、約５４０万円近くになる。 

 

 

B． バーミンガム総会前後の約９０００万円の使途不明金 ・・・・ 《第１・２章 参照》 

 

長野市でのオリンピック開催が決定された、９１（平成３）年６月のイギリス・バーミンガムで

のＩＯＣ総会で、拡大招致委員会は、直接経費だけで３億６４０５万円を使っていたとされている。

しかしその中に、約９０００万円の使途不明金が存在していたのである。 

 

当調査委員会が収集した資料の中には、次のふたつの重要な資料が含まれていた。 

ひとつは、拡大招致委員会の、「９１（平成３）年度の支出記入帳のコピー」（以下、「支出記入帳」）

であり、もうひとつは、ＩＯＣバーミンガム総会が開かれた９１（平成３）年６月６日～１６日の

期間中の招致活動経費をまとめた「第９７次ＩＯＣバーミンガム総会招致活動概要」である。 

このふたつの資料を突き合わせると、拡大招致委員会の吉田和民事務局長名で、バーミンガム総

会の前に２億２５００万円が｢資金前渡し｣の形で現金で持ち出され、その総会からの帰国後に、約

１億３５００万円が返金されていることがわかる。結果、差額の約９０００万円が未返却であり、

かつ、使い道の不明な資金であることが明らかとなった。 

 

一千万円単位の資金前渡しは、それ自体が極めて異常であり、招致委員会という公的性格の団体

が支払い者となる取引では、それが国内であれ海外であれ、そもそもこれほど大口の資金前渡しが

必要となる事態は、まず考えられない。 

正々堂々と支払えるお金なら、その支払先の口座に招致委員会名義で振り込めば済むことである。 

そこで、実際に、「資金前渡し」を受けた「債主」である吉田和民氏に、「資金前渡し」の理由と

その使途を訊ねたところ、あらまし次のような説明がなされた。 

 

「この２億２５００万円は、バーミンガム総会での必要資金のため、八十二銀行でドル紙幣を
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調達して、英国に持ち出したもの。外貨持ち出しの申告限度以内にするために、大勢の同行者

で小分けにして出国したが、コワかったし現地到着まで緊張した。」 

「現地のホテルでは、そのドル紙幣を一カ所に集め、八十二銀行の人に管理してもらった。帰

国に際して、残金はドルのまま持ち帰り、為替レートの有利なときに円転換すべくドルで保管

していたので、清算が遅れた。」 

 

ところがバーミンガム総会で使ったとされる資金の支払い先を、吉田氏の記憶を頼りに示しても

らったところ、既に別の支払い処理がなされており、「前渡し資金」からの納得出来る支払先はなか

った。 

 

更に、吉田氏の証言には、二つの齟齬が存在する。 

ひとつは、持ち出したとされる金額である。 

上記、吉田氏の発言に出てくる八十二銀行の職員に、同銀行を通じて照会したところ、同行の行

員が現地で管理をしていた金額は、おおよそ１万ドルほどであったとの回答であり、吉田氏が持ち

出したとされる２億２５００万円相当の外貨金額（当時の為替レート １ドル＝１３５円で換算した

約１６７万ドル）とでは、雲泥の差がある。 

もうひとつは、現金の持ち出し方である。 

当時（９１年）、外貨の国外持ち出しは自由化されており、吉田氏が述べたように「多勢で小分け

して、コワイ思いまでして現金を運ぶ」必要は無かった。また、当調査委員会が、当時のバーミン

ガム総会への随行者数名に確認したところ、「小分けして外貨現金を搬送した」という記憶の持ち主

はいなかった。 

従って、そもそも２億２５００万円、ないしこれに近い額が、バーミンガムに現金として持ち出

されていない可能性も考えられるが、現段階でその実態は明らかではない。 

ただ何れにしても、持ち出された現金と返却された現金との差額の約９０００万円が、「領収書の

ない、使い道の不明なお金」であることだけは、紛れもない事実と認定できる。 

 

なおこの点について、毛涯修氏（当時の副知事）に事情を拝聴したところ、以下のような反論が

あった。 

「平成１７年１月１２日の『一部報告と情報提供のお願い』の説明会の席上で、“使途不明金が

約９０００万円あった”と説明したそうだが、これは“招致活動のロビーイング”に使用した

ことが明白で、ただ領収書がないだけの話である。だから“使途不明金”と決め付けるのは、

当を得ていないし、当時の関係者が着服したように聞こえる。言うとすれば“ロビーイング費

用のうち領収書のないものが約９０００万円”と説明すべきである。」 

 

しかし、「招致活動のロビーイング」で使ったことが明白であったとしても、「領収書がない」状
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況で支出された公金は、言葉本来の意味として使途不明金以外のなにものでもない。毛涯氏は、横

領行為に類する資金使途のみを使途不明金と規定しているようだが、このような限定は狭すぎる。 

 

C． 過剰接待や使途不明金の住民監査請求からの隠蔽の必要性 ・・・・ 《第１章 参照》 

 

かねてより、招致委員会の経費の使い方に疑問を持っていた住民グループは、９１（平成３）年

２月、県に対して公文書の公開請求を行ったが、「招致活動は県の事業ではないから、招致委員会の

文書は公文書ではない。だから公文書は存在しない」という趣旨の理由で、大部分が非開示となっ

た。その決定を受け、同住民グループは次に、住民監査請求を提起することになる。 

これに対して県の監査委員は、「請求できる期限の１年を過ぎているから、監査請求には応じな

い。」として、請求の大部分を却下した。 

しかし本来、県の監査委員がまともな事務監査を行っていれば、先に触れた過剰接待や使途不明

金が問題視されたはずである。実際、その問題性を認識できていたからこそ、監査委員は形式的な

理由を生み出し、住民監査請求には応じなかったものと推察する。そして当時の県首脳は、このま

ま会計帳簿を残しておくのは非常にマズイとの判断に至ったのでではないだろうか。 

 

ちなみに、「招致委員会は県の機関ではない」とする見解は、その見解が出された１年ほど後に、

「招致活動は県の事務である」と一転することになり、これが 認定５ で述べるようなこじつけの

背景となっている。 

 

 

認定２． 帳簿の処分は、吉村知事の気持ちを慮った幹部職員の、誘導と黙認の結果である 

そして教育委員会の黙認は、管理失当である ・・・・ 《第１章 参照》 

 

そこで当調査委員会は、当時の招致委員会の幹部（匿名希望）に事情を拝聴したところ、次のよ

うな証言があった。 

 

「･･･そんな中で、ああいう（帳簿の）中にはＩＯＣの個人の秘密に類するような話がいっぱい

あったから、迷惑になると判断したんでしょう。」 「･･･（帳簿を保存する）そういう事は大事

なことなんだけど、知事が処分してしまうんだという考えが当たり前になっていた。知事が処

分するんだという趣旨のことを言われたから、誰も、取っておくという意識はなかったね。」 

 

この点につき、吉村知事（当時）にも事情を拝聴したい旨文書で申し入れたが、「面談できない」

との回答で、その説明や反論は伺えなかった。 

ただ、９９（平成１１）年７月６日の県議会総務委員会において、一部の幹部が帳簿処分の理由
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を質問された際、「オリンピック招致は様々な方々の協力を頂いて成功したが、外国の委員も含め、

そういった皆さんの個人情報をどうするのか、ということで検討されていたようである。」と上記の

証言と符合する趣旨の答弁をしている。 

 

また、招致委員会事務次長だった山口純一氏も、当時、「帳簿の保存義務５を課していた教育委員

会に、帳簿の保管につき照会をしたが、回答がなかった」と述べている。 

これらの証言は、次のような県幹部の誘導と黙認によって、帳簿が処分されたことを窺わせるも

のである。 

 

① 「知事の具体的な意思表示」はなかったとしても、当時の幹部は「外国の方々への迷惑

を避けるためにも、帳簿がないことが望ましい」という知事の気持ちを慮っていた。 

② ９１（平成３）年１１月１７日に、朝日新聞が「招致費１９億円の明細書は焼却の方針」

といった趣旨の記事を書いたが、県や市のどこからも異論が出なかった。 

③ 帳簿の保管につき山口氏から照会を受けた教育委員会としても、知事の気持ちを汲み取

ってか、返答せず、不作為のまま放置した。 

 

要するに、“忖度
そんたく

のガバナンス”によって、吉村知事の“意向”を汲み取る形で帳簿が処分され

たものといえよう。また不作為に終始した県教育委員会は、管理失当のそしりを免れない。当調査

委員会は、このように認定する。 

 

 

認定３． 使途不明金の穴埋めに、ＶＴＲの作成費を９０００万円膨らませた 

 ・・・・ 《第２章 参照》 

 

認定１－Ｂで述べた、「使途不明金 約９０００万円」は、何かに使ったことにしておかないと、

経費処理ができず、辻褄が合わなくなる。 

一方、９９（平成１１）年２月３日の毎日新聞では、招致委員会の元幹部の個人的なメモとして、

“総会用ビデオ制作費に２億円”と報じられ、それを受けた招致委員会の元事務局長･吉田和民氏の、

「メモの通りなら買収など疑惑を招く金がなかったことはよく分かるはずだ」との談話が掲載され

ている。 

しかし関連資料を仔細に検討した結果、実際のＶＴＲの作成費は、１億１２７２万円と認定され

                                               
５ 招致委員会への県交付金は、長野県教育委員会を窓口として交付していた。そのため、同教育委員会は、県の

「交付金交付規則」に則り、招致委員会に対し帳簿の５年間保存を義務付けていた。しかし、その後、この交

付条件は便宜的なものでしかなかったとして、帳簿が保存されていなくても問題ないとの、理屈に合わない見

解を示している 
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る。とすれば、新聞報道に掲載されたメモの金額は、約９０００万円膨らんでいたわけだ。 

この毎日新聞の報道のおかげで、はしなくも使途不明金の９０００万円の穴埋めの材料が、ＶＴ

Ｒ制作費であったことが露呈したと、当調査委員会は認定した次第である。 

 

 

認定４． 帳簿の処分時期は、公表されている｢平成４年３月末｣ではない ・・・・ 《第１章 参照》 

 

会計帳簿の処分時期については、吉村知事の議会答弁によると、９２年、つまりは「平成４年３

月末」となっている。しかし当調査委員会は、住民グループからの住民監査請求への対応期間中の、

９２（平成４）年７月２０日以降に処分されたもので、｢平成４年３月末｣という処分時期は偽りと

認定している。 

その理由のひとつは、住民グループから出された住民監査請求に対し、県では、９２（平成４）

年６月１７日に対策会議を開いたうえ、席上、「㊙第９７次ＩＯＣバーミンガム総会招致活動概要」

と題した資料を配布している。この資料は、帳簿が残っていないと作れないものであり、この明細

資料が作成されたということは、この対策会議の時点では、まだ帳簿が残っていたことを示してい

る。 

もうひとつは、県の監査委員による事務監査が同年７月２０日から始まっているが、この監査自

体、帳簿がなければ行なうことができないものである。従って帳簿は、議会答弁のような「３月末」

ではなく、「適正な監査」が開始された７月２０日までは残っていた、と考えるのが自然である。 

 

なお、なぜ処分の時期を「３月末」としたのか、その理由を明確には特定できなかったが、当時、

帳簿を保管していた（財）長野オリンピック冬季競技大会組織委員会（ＮＡＯＣ）が、｢３月末｣に

長野市役所から婦人会館に引越しせざるを得なくなり、ちょうど格好の説明の材料ができたとばか

り、「保管スペースがなくて、引越しの際に処分した」ことにしたものと推測する。 

しかし処分された帳簿は、Ｂ５版で９０冊ほどの書類とされている。これは、大き目のダンボー

ル箱で、ひと箱に６～７冊が収納できようから、多くともダンボール箱１５箱分ほどの書類でしか

ない。これらを５箱ずつ積み上げれば、天井までの高さを２．５メートルとして、所要の床面積は

せいぜい１平方メートル強で済むはずだ。現に、招致報告書やＰＲ資料などは残しているのだから、

公金の出し入れを記録した最も大事な会計資料を、優先的に「不要なもの」として分類して処分す

ることは、通常ではあり得ないことである。 

とりわけこの会計帳簿には、次に述べる「交付金の交付に伴う５年間の保存義務」が付けられて

いたのだから、なおさら残すべき書類であったはずだ。 
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認定５． 帳簿の保存義務に反したことや、県が適正に監査しなかったことを正当化するため

に、随所でコジツケの説明を重ねた。その主因は、「招致事業」に対する考え方の変化

にある ・・・・ 《第１章 参照》 

 

「交付金」は、補助金・負担金などと並んで県から招致委員会への「財政的援助」の一つとされて

いるものである。 

拡大招致委員会は、県から６億１００万円（旧招致委員会との合計では９億２０００万円）の交

付金を受け取っているが、この交付金が安易な使われ方をしないように、そして使い道をきちんと

説明できるように、交付金の交付に際しては、「事業完了後には実績報告書の提出」と、「収支の内

容を明らかにする証拠書類を整備し５年間保存すること」を義務づけていた。 

また適正な使い方か否かをチェックするために、財政的援助を行った団体などに対して、通常、

県の監査委員が監査をすることになっている。 

 

ところが、会計帳簿の処分について県議会で追及された吉村知事以下、当時の県幹部は、招致委

員会には「帳簿の保存義務がなかった」とし、従って「帳簿が処分されても仕方がなかった」とい

った趣旨の説明を繰り返している。 

また、県の監査委員も、「なぜ、監査をしなかったのか」と追及された際、「県からの交付金は監

査の対象外」として、監査をしなかったことの正当性を主張している。 

 

これら県幹部と監査委員の説明は、次のような三段論法で成り立っている。 

（１） 県の補助金等交付規則などによれば、｢県が利益効果を受けない交付金は、（監査な

どにより）予算の執行の適正化を図らねばならないが、県が利益効果などの反対給

付を受ける交付金は、予算執行の適正化の対象外｣となる。 

（２） 招致委員会が行っているオリンピック招致という事業は、県の事業であり、そこで

の支出は県に利益効果という反対給付をもたらすものである。 

（３） だから、招致委員会への交付金は、予算執行の適正化の対象外、換言すれば帳簿の

保存義務や県の監査は必要のない種類の交付金となる。 

 

このような解釈に対しては、当時の自治省行政課や県の内部からも、「交付金の交付事務手続から

は、上のような判断は難しい」、「反対給付の根拠が薄弱」などの指摘や、「県の事業ではなく長野市

の事業ではないのか」などの異論がでていた。 

また、「過去の公文書公開請求時において、招致活動は県の事業ではないから、詳細な収入・支出

の関係書類は存在しない旨の考え方を示していた時期もあった」として、「いまさら、県の事業だと

いうのは苦しい」との見解も出されていた。 

しかし結局は、自治省などの指摘や異論を無視し、前述したようなコジツケの見解で統一される
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ことになった。 

 

しかし会計帳簿は、残そうと思えば物理的には残せたはずであり、県民のためを考え、自治体の

責務に思いをいたせば、処分することより残すことの方が重要かつ正当である。“処分したことは問

題がない”とする主張は、論理的ではなく、コジツケ以外の何物でもない。 

また、帳簿処分の１年ほど前の県の見解、つまりは「招致活動は県の事業ではない」との見解を

一転させたのも、牽強付会な説明と認定する。 

仮に、当初の公文書公開請求時点で、「招致事業は、形式は招致委員会の事業だが、実態は県の事

業だ。」として、公文書公開請求に正々堂々と応じていれば、また、その後の県費の支出手続きや監

査手続きも、首尾一貫して「県の事業」としての位置づけにしておけば、このようなコジツケは必

要なかったのであろう。はじめの小さなゴマカシが、その後の大きな混乱の元になった典型例とい

える。 

なお、これらの点につき、当時の県監査委員事務局長の高橋寿昭氏に、事情を拝聴したい旨申し

出たが、何の反応もなかった。 

 

前述した住民監査請求に対しては、県監査委員は「監査請求のできる１年を過ぎているから、請

求は不受理却下」としている。それに対して住民グループは、９２（平成４）年９月、長野地裁に

対し、住民訴訟（損害賠償請求）を起こすこととなる。知事らを相手に、「招致活動に費消された交

付金は、違法･不当な支出であるから県に返還せよ」というものである。（なおこの住民訴訟は、長

野地裁で住民側敗訴、東京高裁で控訴棄却、９８（平成１０）年６月１２日に、最高裁で上告棄却

となっている） 

 

 

認定６． 県は長野地裁に、「帳簿はない」との事実に反する報告をした ・・・・ 《第２章 参照》 

 

その訴訟過程で住民グループ側が長野地裁に、招致委員会の会計帳簿の存否と所在確認の調査嘱

託請求を行い、裁判所が県に照会したところ、県は知事名で「会計帳簿及び帳票については、保存、

保管をして」いないとの回答を出す。つまり、帳簿の不存在を公式に宣明したのだ。 

しかし帳簿の一部は、たとえそれがコピーであっても、存在していた。現に当調査委員会が入手

しているわけであるから、ホントに捜す気があれば長野地裁に提出できたはずである。 

だから、「会計帳簿及び帳票については、保存、保管をしていない」との県の回答は、事実に反す

る報告であったと認定した次第である。思うにこの回答は、長野地裁に材料を提供したいという気

持ちなど微塵もない、むしろ帳簿のない方が望ましいとして出されたものとも受け取れる。 

先の住民グループは、さらに９４（平成６）年４月５日、長野地検に対し、知事と長野市長を公

用文書等毀棄罪で刑事告発することになる。 



- 17 - 

 

 

認定７． 刑法上の判断を“国内法上の決着”にすり替えたが、民事上・行政上は違法行為であ

った ・・・・ 《第２章 参照》 

 

刑事告発を受けた長野地検は、ほぼ１年間にわたり捜査を行ったが、９５（平成７）年３月に不

起訴処分とした。 

その理由の大要は、「招致委員会は公務所（官公庁その他公務員が職務を行う所）ではない。公務

所でないところの文書は、公用文書ではない。だから招致委員会の文書を処分しても、刑法上の公

用文書等毀棄罪には該当しない。」というものである。 

これを受けて、その後の県の幹部は、「交付金の支出や招致委員会の帳簿処分が違法でないとの検

察の判断が示されたことで、国内法上の決着がついた」といった趣旨の発言を繰り返し、不起訴処

分を、県の公式見解の拠り所としている。 

検察当局はもちろん、公正妥当な判断を下したのであろう。 

しかし「帳簿を５年間は保存しておく」という約束事、換言すれば、県と招致委員会との民事上

あるいは行政上の契約は厳然と残っていたのだから、刑法上の不起訴処分があったからといって、

「５年間保存の契約は無視」しても合法的であったとはならない。すなわち刑法上の判断だけを拠

り所にして、民事も含む“国内法上の決着”にすり替えるのは、ゴマカシ以外のなにものでもない。 

会計帳簿の「５年間の保存契約の無視」について、当調査委員会は、民事上あるいは行政上は、

違法な行為であったと認定する。 

 

 

認定８． 寄付金は、違法な“事実上の割り当て募集”であった ・・・・ 《第３章 参照》 

 

長野オリンピックでの寄付金の総額は、よく「約１１億円」と言われている。当時の知事の発言

の中でも、新聞記事などでもこの金額が発表されている。 

しかし８６（昭和６１）年度からの、招致委員会の寄付金額を通算すると、実際は約１７億８８

００万円にもなる。但しこのうちの約６億４５００万円は、いったん県の一般会計に入り、そこか

ら交付金の形で招致委員会に支出されているので、この分は寄付金の色彩が消えてしまっている。

その結果、公表の寄付金額は１１億４３００万円になってしまっている。しかもそのうち、県外企

業からの協賛金である財界募金が１０億１４００万円を占めるので、せっかくの県民からの浄財は、

僅か約１億２９００万円しかなかったことになる。 

 

県民の善意が、このように過小に公表されたことは、誠に遺憾と言わざるを得ない。 
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いったい、なぜ、こんなことになったかと言えば、県が表に出ない形で、少しでも寄付金を集め

ようと、税法上の恩典を巧みに利用したからである。 

もう少し説明すると、個人から招致委員会への直接寄付だと、税法上の免税特典が得られない。

法人の場合でも、わずかな額しか免税対象にならない。だから個人でも法人でも、最も寄付しやす

いのは、その全額が非課税となる長野県や長野市に直接寄付をすることである。ただ、長野県や長

野市が、自然体で寄付を呼びかけたところで、期待通りに募金は集まらない可能性が高い。そこで、

ここはある程度、寄付の金額を割り当て、なかば強引に募金活動を進めなければならないと考えた

のだろう。 

 

もっとも地方自治体は、法律で寄付金の割り当てを禁止されているので、長野県や長野市が、表

向き、割り当て募集に乗り出すことはできない。そこで、“スポーツ振興”を名分にした「長野県ス

ポーツ振興協力会」６という団体を作り、この団体に県内企業等への寄付金の割り当て行為をおこ

なわせ、個人や企業等から県の口座に寄付金を振り込ませていた。 

通常、県の口座に直接振り込まれた寄付金は、一般財源に繰り入れられる。そしてそこから招致

委員会に交付金として支出されると、“一般財源からの交付金”となり、折角の寄付金の色が殆ど消

えてしまう。結果、県民からの寄付金額は、実際より著しく少ないものとして公表されることにな

るのである。 

 

同じく、県外企業に対しても、｢長野オリンピック招致財務委員会｣という団体を作り、（財）日本

体育協会の免税制度を利用し、財界募金を集めている。 

これらの寄付金の募集方法が、事実上の“割り当て寄付”であったことは、当調査委員会が実施

した寄付企業等へのアンケート調査や県民から寄せられた複数の情報等によって裏付けられている。 

 

市町村別や県の部課別の目標の策定や入金チェック、５０００件に達する入金事務管理などの殆

どを県で実施しているのに、上で述べたスポーツ振興協力会や招致財務委員会という形だけの団体

を作っていること自体、“事実上の割り当て”の証左であると、認定した次第である。 

 

 

認定９． 目的不明の預金口座が６口もあり、資金の出し入れは不自然そのものであった 

・・・・ 《第２・３章 参照》 

 

県から提示を受けた、招致委員会の預金口座の異動明細（八十二銀行の口座での入出金の記録）

を検討した結果、提示を受けた資料の範囲内では資金の振込先の記載がないので、支払い先につい

                                               
６ この団体についての資料は会の規約だけがあり、ほかの資料は全くなかった。招致委員会の公表報告書にも、

収支報告すら載っていなかったので、おそらく実体のない団体だったと推測される 
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ての事実の解明には至らなかった。ただ、次のような点が幾つか見受けられたことから、招致委員

会の資金管理は、不自然であると認定した。 

 

◇ 提示された異動明細の内訳は、招致委員会名義では、定期預金口座５口、県内の寄付

金の受け入れ口座と見られる普通預金口座１口、通常の入出金の受け入れ口座と見ら

れる普通預金口座が６口あり、このほかに招致財務委員会（財界募金の呼びかけ団体）

名義の普通預金口座が１口、となっている。このうち、６口の普通預金口座の相互間

で意図不明の資金異動が、判明分だけでも１２件あり、６口もの口座を保有する必要

性に、大きな疑問を抱かせる。 

 

◇ 発見された支出記入帳には、９１（平成３）年度の渉外活動費と広報費だけで約４０

０件の支払いが記載されているが、この６口の預金口座を経由しての出金は、半数の

約２００件しか見られない。 

 

◇ 招致委員会には東京事務所が置かれていたが、この東京事務所に対して、６回にわた

り、１００万円単位で現金が持ち出されている。また「振替」による異動が３件ある

ことから、同東京事務所名義の口座の存在をうかがわせる。 

 

◇ 外為ネット（外貨の送金網）などの利用は、判明分だけでも９０（平成２）年１１月

から２０回に及び、外貨預金口座の利用も窺わせる。 

 

◇ 突発的な支払いの必要性を示す、手形借り入れ（４０００万円）や、定期預金の中途

解約（３件）が見られた。 

 

 

認定１０． 拡大招致委員会の決算書は杜撰で、監査報告は結果的には虚偽であった 

 ・・・・ 《第４章 参照》 

 

決算書とは、「お金の出し手」に、そのお金の使い道をきちんと説明する書類である。 

招致委員会が使ったお金の出所は、その殆どが県民からの税金と寄付金であるから、決算書では、

お金の出し手である県民に、その使い道がきちんと説明されていなければならない。 

ところが招致委員会の決算書には、先ほど述べた使途不明金や、以下に述べる不自然な転記のほ

か、所定の支出科目にきちんと記帳がなされていないものが幾つかあり、とても信頼が持てるとい

うものではなかった。 
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A． 不自然な科目変更の転記 

 

公表決算の数字は、原始記録である「支出記入帳」などが基になって出来るわけだが、その根幹

となる支出記入帳の最終日付（９１〈平成３〉年９月２０日）で、１２件、約２億６０７１万円の

科目変更転記が行われている。 

この転記はその支出内容から見て、招致委員会自身が設定した「招致委員会予算科目一覧」に規

定されている趣旨の、「渉外活動費」から「広報費」に移し替えられている。広報費として処理をし

てはいけないものが、広報費で処理されているのである。 

この科目変更については、当時の複数の県幹部から、「こんなことは役所では常時あることで、渉

外活動費の予算が足りなくなったから、予算面で余裕のある広報費を使った。いわば通常の“予算

の流用”を行っただけのこと。」と説明を受けた。 

しかし９１（平成３）年度の招致委員会の支出は、広報費自体も予算超過で、「予算面で余裕のあ

る広報費」ではなかったし、どのみち補正予算を組まなければならない状況であったから、「予算流

用」のための転記処理をする必要性は全くなかったはずである。 

従って当調査委員会は、この不自然な転記の目的は予算の流用のためではなく、多額になりすぎ

た渉外活動費の支出額の突出を隠蔽する意図からの処理であったと認定している。 

なおこの点につき、当時の責任者や担当者に事情説明を求めたところ、当初予算の３倍近くもの

金額を使っていながら、何れも「記憶にない」との回答しか得られなかった。 

 

B． チグハグな支出科目の設け方 

 

招致委員会の８９（平成元）年度から９１（平成３）年度の決算書を見ていくと、年度によって

支出科目の名称がチグハグで、同じ資金使途でも年度によって、それを計上する支出科目が違って

いる。これは支払いの内容を、はっきりとオープンにしたくない場合によく使われる手法である。 

また支払いの対象や活動の種類ごとに、いつ、幾ら払ったのかが判然としない項目があったり、

そもそも決算書の内訳が非常に簡単にしか記されてないため、第三者が中味を理解したり検証した

りできなくなっている。したがって、当調査委員会では、招致委員会の決算書は、決算書の体をな

していないうえ、その内容も信頼できないと認定する。 

 

C． 虚偽の監査報告 

 

ところで、信頼の置けない決算書をチェックし、信頼の置ける決算書に直しなさい、と指示をす

るのが、招致委員会の「監事」の役割である。 

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三氏であった。 
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この三氏は、毎年度の監査で、招致委員会の収入･支出の会計などが「適正に行われたと認めます」

との「監査報告書」を書いている。また、吉村知事や県の幹部も随所で、「厳正な監査」を受けてい

た、と述べている。 

しかし前述したような、「使途不明金がある」、「不自然な転記がある」、「支出科目が年度によって

変わる」、「内訳金額の記載がない」などの指摘のない監査意見では、監査が機能していなかったと

言わざるを得ない。 

特に、使途不明金や科目変更転記などは、９１（平成３）年１２月３日の招致委員会の最終監査

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、あるいはチェックによって、使途不明金や不合理な転記のあることを把握し

ながら、何らかの理由で指摘しなかったかの何れかと考えられる。 

どちらにしても、「適正に処理されている」訳ではないし、「厳格に監査した」訳でもなく、結果

として、「虚偽の監査報告」がなされたと認定する。 

 

 

認定１１．  招致委員会の支出とは別に、県の直接負担も約２．６億円にのぼり、負担区分があい

まいであった ・・・・ 《第４章 参照》 

 

招致準備委員会、旧招致委員会、拡大招致委員会など、各招致委員会経由での県民の負担額は、

全招致委員会における支出累計は、２５億７４７０万円であった。 

このほかに各招致委員会を経由しない、県などが独自で負担したオリンピック関連費用（交付金

等を含む）を、判明した範囲で合計すると、少なくとも約２億５９８３万円はあると認定できるの

で、各招致委員会経由分と合わせると、招致活動関連経費の実際の総額は約２８億円強となる。 

 

オリンピック招致の費用は、本来的には招致委員会が支出すべきもので、県などが招致委員会と

は別にオリンピック関連費用を支出するのであれば、招致委員会を作る必要はない。 

これらの費用が招致活動に関連があるのであれば、招致委員会の経費と合算して、その必要性を

説明すべきである。 

県の支出に対し、明確な説明がなされていないということは、招致委員会と県などとの間の費用

負担区分が厳正になされず、県による恣意的な公金の支出が行われていたことを表している。 

 

 

認定１２． ＪＯＣからＩＯＣへの調査報告は、責任回避のために実態を隠していた 

そして陰の主導者は「招致連絡会」であった ・・・・ 《第５・６章 参照》 
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９１（平成３）年６月に長野市がオリンピック開催都市（平成１０年開催）に選ばれたとき、僅

差で敗れた米国のソルトレイク・シテイは、直ちにその４年後（平成１４年）開催の冬季オリンピ

ックの開催権を獲得しようと、長野の招致活動を研究したうえで、再度の招致に着手。国際オリン

ピック委員会（ＩＯＣ）の倫理コードに違反した派手な招致活動を行うことになる。 

その不公正な招致活動の実態を、９８（平成１０）年暮れ、ソルトレイクの地元テレビ局が報じ

るや、やがて世界的な批判が沸き起こり、ＩＯＣとしても、長野を含む他の候補都市の招致活動の

調査を行わざるをえなくなった。このＩＯＣの決定を受け、ＪＯＣは、９９（平成１１）年１月に

「ＩＯＣ問題プロジェクト」を立ち上げ、関係者の事情聴取などによる、２度の調査を行い、同年

３月２３日に最終調査結果をまとめている。 

 

この調査結果のあらましは、 認定１ で述べたような大幅なルール違反があったにもかかわらず、

「ＩＯＣ委員に対しての金銭の贈与や明らかに慣習の域を超える贈答品の提供、医療費、奨学金等

の便宜供与などを行った事実は確認されなかったが、ＩＯＣのガイドラインに照らして一部に基準

を超える来日、来長（長野訪問）への対応の事実があった。」というものである。 

そしてこの調査結果に対して、当時の県の幹部は、９９（平成１１）年７月の県議会総務委員会

で「ＩＯＣ、ＪＯＣの最終的な判断も出て、これでこの問題については決着がついたものと受け止

めている。」と、招致活動の妥当性や合理性につき、あたかも“ＩＯＣやＪＯＣのお墨付き”を得た

かのような説明をしている。 

 

しかし招致活動の実態を、ＪＯＣは正確に把握したうえで、公正かつ適正な評価を下していたわ

けではない。むしろ、不十分な調査にもとづく、保身的な報告書を作成していたと言っていい。そ

のような事実を正確に反映していない調査報告によって、「決着がついたもの」と県民が信じ込まさ

れることは、非常に危険である。 

そして何よりも、ＪＯＣの報告書が、不公正･不適正であるということを一番よく承知しているは

ずの県が､「･･･これで決着がついた･･･」と説明することは、県民を二重に騙すことにもなる。 

このように判断した当調査委員会は、招致活動の実態を明らかにするという立場から、敢えて、

ＪＯＣの調査結果を検証して、次のように認定した。 

 

 

 ＪＯＣの調査報告 当調査委員会の認定 

来日及び長野訪問時に、ＩＯＣのガイ

ドライン７に違反したとされるＩＯＣ委

員 

８人 確認できた限りで、３７人 

                                               
７ 招致委員会からＩＯＣ委員へプレゼントを贈る場合の上限額や、旅費、宿泊費等を負担する場合の条件を定め

た規定。正式名称は、「経費制限に関する候補都市への指示」 
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慣習の域を越える贈答品を受け取っ

たＩＯＣ委員 

把握できなかったと報告 確認できた限りで３９人 

「スタジオ６」との契約と、その支払い

についての評価 

招致活動につき「必要不可欠

であったかどうかについては

疑問が残る」 

ＩＯＣが「最も悪い」と指摘する

成功報酬が含まれていた 

ＪＯＣによる招致委員会への指導の

有無 

「十分な連携や指導を行なっ

ていなかったことを反省」する

との、事実に反する報告 

実際は、ＪＯＣが招致委員会

を具体的に指導していた。そ

の有力な仕掛けが、｢招致連

絡会｣であった 

 

上の表で「招致委員会を具体的に指導」と述べたが、それは、「長野冬季オリンピック招致連絡会」

を通じての組織的な指導を“たて糸”とし、一部のＪＯＣ委員による個別指導を“よこ糸”とする

ものであった。 

招致連絡会には、ＪＯＣ側から５人の委員に日本体育協会の専務理事を加えた６名と、長野側か

ら、当時の副知事や長野市の助役に招致委員会の幹部も含め７名が、参加している。 

収集された招致連絡会の議事録である、８８（昭和６３）年８月（第１回）から８９（平成元）

年７月（第８回）までの記事を見ると、「ＩＯＣには制約がある｡ ･･･しかし、制約には抜け道があ

る。」との考え方を柱としていたように読み取れる。 

また３人のＪＯＣ委員からの「個別ご指導」も、“手取り足取り”の状況であった。 

 

 

認定１３． 「スタジオ６」への“追加支払い”は、通常の日本語では“成功報酬”となる 

・・・・ 《第６章 参照》 

 

上記の表の中の「スタジオ６」８とは、招致委員会がエージェント契約を結んだスイスの広告代

理店で、ＩＯＣのサマランチ委員長（当時）のパーソナル・アドバイザーであった人物の子息が経

営する会社である。 

「東欧を中心とするＩＯＣ委員に強い」との触れ込みがあったことから、議論はあったものの、招

致委員会は同社とエージェント契約を結んでいる。 

その契約内容の詳細は判然とはしていないし、その費用がオリンピック委員への集票活動に直結

していたのかどうかも不詳ではあるが、契約による支払い金額は４５万スイスフラン（当時の日本

円で約４５００万円）であった。そのうち１５万スイスフランは、長野がオリンピックの開催都市

となった場合に支払われる「追加支払い（additional payment）」とされていた。 

この「追加支払い」が、「成功報酬」に該当するのではないのか、との疑惑が持ち上がったことが

                                               
８ 正式社名は、「ＩＭＳ/ＳＴＵＤＩＯ６」 
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ある。 

 

当時、ＪＯＣの調査団は、「成功報酬は最も悪いもの」との認識を長野側に示し、またその前提で、

関係者への質問を繰り返していた。 

これに対して、当時の招致委員会の幹部や知事以下、県の幹部は、「additional paymentであっ

て、成功報酬ではない」と述べている。しかし、「招致活動を支援する業者」に対し、開催都市に決

定したら追加分として支払う、逆に言えば、決定しなかったら支払わないとする契約内容と、「成功

報酬」が意味するものとの間には、どれほどの違いがあるのだろうか。 

 

「スタジオ６」との契約書上の表現はともかくも、通常、このような追加支払いは、成功報酬とし

て理解されるのが普通である。 

実際、当調査委員会が入手した資料の中には、スタジオ６への追加支払を、「成功報酬」と記入し

たものもあった。 

 

 

認定１５．古美術品輸出監査証明書での、私文書偽造の疑いを放置 ・・・・ 《第６章 参照》 

 

ＩＯＣのサマランチ会長が９１（平成３）年５月に来日した際、日本的なお土産を、ということ

で長野県在住の刀匠･高橋次平氏の手になる短刀一振りが、高橋氏の好意として無償で渡されたとさ

れている。それが真に無償であったかどうかは確認できていないが、サマランチ会長が帰国にあた

ってその短刀を国外に持ち出すには、それが重要美術品等に該当しないことの証明が必要になる。

そのため、「古美術品輸出監査証明書」の発行を文化庁に求めることになるが、この申請が偽の署名

でなされていたのである。 

 

当調査委員会が入手した証明申請書類の申請者欄には、招致委員会の事務総長代行であった吉田

總一郎氏の名前が記載されている。しかし同氏は、当調査委員会に対し、「印鑑は自分のものではな

いし、署名も自分の筆跡ではない。またこの申請書類を自分の名前で提出することに同意はしてい

ない。」と証言した。 

誰がこの署名をしたかは不明だが、少なくともその人物は、刑法にいう「有印私文書偽造同行使」

の罪に問われかねない。 

当時の県側の態度は、「･･･便宜上、名前を借りた･･･」との説明で済ませているが、これについて

当調査委員会は、何かを隠すために、誰かの私文書偽造の疑いを放置していたもの、と認定してい

る。 

（要約 完） 
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第１章 会計帳簿の処分について 
 

 

 

拡大招致委員会の会計帳簿の不存在が明らかになって以降、それが故意に“処分”されたものか、

保存の必然性がなくなったため“廃棄”したものかが問題になってきた。 

この点に関し当調査委員会は、「保存の必要性がなくなったことによる廃棄ではない」と認定する。

したがって、本報告書では“廃棄”とはせず、“処分”との記述で統一してある。 

なぜそう認定するかといえば、“廃棄”に関する県の説明が、あまりにも矛盾だらけであるとともに、

他方では“処分が誘導されていた”とするような発言もあったからである。 

 

長野オリンピックの招致活動を担ってきたオリンピック招致委員会の活動財源は、長野県ほか、長

野市、山ノ内町、白馬村の一県三市町村が拠出した交付金、負担金に加え、県民等の寄付金などであ

った。 

その交付金の交付の際、長野県では、会計帳簿を５年間保存することを義務づけている。にもかか

わらず、長野オリンピックの開催が決定し、招致委員会が解散してからわずか半年前後で、会計帳簿

は“処分”されてしまったのである。 

 

長野県で招致活動が組織的に行われるのは、招致準備委員会が８５（昭和６０）年１２月１８日に

結成されてからである。 

準備委員会のおもな設立目的は、長野市が国内候補地として名乗りをあげるための、県内各自治体

との意見調整及び、オリンピック施設等の建設予定地の選定であった。 

実際、招致準備委員会は国内候補都市として立候補するにあたり、長野市、山ノ内町及び白馬村を

競技会場としている。同準備委員会は吉村午良・長野県知事を会長に、小林春男・長野県銀行協会会

長、石原俊輝・信濃毎日新聞社長など、県内の名士を役員に迎える任意団体であった。そしてこの任

意団体には、長野県から２０００万円の交付金が交付されていた。 

 

オリンピックの開催主体は、オリンピック憲章によって国や県ではなく、長野市などの「都市」と

定められている。そのため、招致準備委員会からバトンを受けた旧招致委員会は、塚田佐・長野市長

を会長に発足する。設立総会は、８６（昭和６１）年７月２４日、長野市の長野厚生年金会館でとり

おこなわれた。 

旧招致委員会もまた、準備委員会同様、任意団体として活動にあたるが、ＪＯＣの総会で長野市が

国内候補地として決定され、さらには政府の閣議了解を得ると、その役目を終えることになる。そし

て、８９（平成元）年１０月８日に解散。世界各国の候補都市との競争に打ち勝つべく、バトンを拡

大招致委員会にわたすのである。この間、旧招致委員会が県から受けた交付金の総額は３億１９００
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万円、寄せられた寄付金の公表総額は５３７０万円であった。 

 

拡大招致委員会は、８９（平成元）年１０月１２日に設立され、会長は、それまでの塚田長野市長

から吉村長野県知事に交代する。この交代劇は、以後、長野県が前面に出て招致活動を強力に推進し

ようとすることを示したものだった。同時にこの時、拡大招致委員会の名誉会長に堤義明ＪＯＣ会長

（当時）を迎えている。 

ここでの招致活動の基本方針は、招致委員会の発足前に、長野冬季オリンピック招致連絡会で、そ

の概略があらかじめ決められていた。この招致連絡会は、ＪＯＣ（日本オリンピック委員会）、（財）

日本体育協会、長野県、長野市、旧招致委員会の五団体の首脳陣で構成されている。 

また、拡大招致委員会は、事務局を長野市役所総務課内に置く一方、「東京における事務を処理する

ため、……岸記念体育館内」（「長野冬季オリンピック招致委員会規約」）にも東京本部を置いていた。そし

て、ＪＯＣはもちろんのこと、文部省、外務省など関係省庁とも緊密な連絡を取りながら招致活動を

おこなっていくのである。この拡大招致委員会もまた、任意団体のままで財団法人などの法人格を取

ってはいない。 

拡大招致委員会は、約３年間の活動期間中、長野県からの交付金６億１００万円を、また県内外の

個人や企業等からは寄付金１０億８８７４万円を集めている。他の収入も合わせ、合計２１億７７７

４万円の収入があったことになる。 

 

これら三つの委員会で、総額が２８億円にもなる収入・支出を記載した会計帳簿という、およそ重

要無比な資料が処分されてしまったことで、多くの県民は招致委員会の組織運営ばかりか、招致活動

それ自体にも、払拭できない疑念を抱くことになった。それは日本国民の多くにも、また世界の人々

にも同様の疑念を抱かせるに至っている。 
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図表 1 長野冬季オリンピック招致委員会の会計帳簿に関する経緯 

1985年 （昭和60） 12月18日 長野県オリンピック冬季競技大会 招致準備委員会　【準備委員会】　発足

1986年 （昭和61） 7月24日 長野冬季オリンピック 招致委員会　【旧招致委員会】　発足

1988年 （昭和63） 6月1日 ＪＯＣが国内候補都市を長野市に決定

1989年 （平成元） 6月6日 第１８回オリンピック冬季競技大会の長野招致を閣議了解

10月12日 長野冬季オリンピック 招致委員会　【拡大招致委員会】　設立

1990年 （平成2） 2月12日 ＩＯＣへ立候補届を提出

9月13日 第９６次　ＩＯＣ東京総会　（～9月20日）

1991年 （平成3） 2月26日 公文書公開請求　※大部分は公文書ではなく、不存在として開示なし

6月15日 第１８回オリンピック冬季競技大会の開催都市を長野市に決定
（バーミンガムＩＯＣ総会）

7月5日 市オリンピック準備事務局に組織委員会設立準備担当を配置

10月4日 招致委員会解散

10月5日 招致委員会の清算事務開始

11月27日 （財）長野オリンピック組織委員会　【ＮＡＯＣ】　設立

12月3日 招致委員会の清算に伴う最終の監査実施、清算結了

1992年 （平成4） 3月30日 ＮＡＯＣ　引越し作業　（～3月31日）

4月1日 ＮＡＯＣ　県婦人会館へ移転

6月10日 住民グループ 県監査委員に住民監査請求

8月6日 県監査委員が監査結果通知　（請求棄却）

9月4日 住民グループ 長野地方裁判所に住民訴訟提起

1993年 （平成5） 11月12日 住民グループから長野地方裁判所に提起された、招致委員会への県交付金
の返還訴訟の中で、招致委員会の会計帳簿の保管についての調査嘱託

12月15日 長野地裁からの照会に対し、県から「会計帳簿は保管していない」旨回答
（94年2月8日　ＮＡＯＣからも保管していない旨回答）

1994年 （平成6） 4月5日 住民グループは、会計帳簿の廃棄が公用文書等毀棄罪に当たるとして、知
事、市長を長野地方検察庁に告発

1995年 （平成7） 3月28日 長野地検による不起訴処分

1996年 （平成8） 7月26日 住民訴訟につき長野地方裁判所判決　（請求棄却）

1997年 （平成9） 3月27日 住民訴訟につき東京高等裁判所判決　（控訴棄却）

1998年 （平成10） 6月12日 住民訴訟につき最高裁判所判決　（上告棄却）

1999年 （平成11） 2月3日 ＪＯＣ「ＩＯＣ問題プロジェクト」発足

～3月24日 ＪＯＣ「ＩＯＣ問題プロジェクト」最終報告

招致連絡会

 

 

 

【１】 会計帳簿の処分は、吉村知事の気持ちに配慮した幹部による、誘導と黙認の結果で

ある 

 

ここでは、会計帳簿が、誰の指示で、何のために、いつ処分されたのかを見てみたい。 

まず、次の発言をご覧願いたい。これは、当時の拡大招致委員会の幹部の一人が「帳簿の処分
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は、知事の意向を忖度した」との趣旨を述べたものである。本人の了解のもとに、テープ録音を

してそれを書き起こしたものであるが、発言者への配慮から氏名の公表は差し控えている。 

 

 拡大招致委員会幹部の証言 

「県では、補助金（を交付した先に関する帳簿）は取っておけ、と命令することができる

決まりがあった。（逆にいうと、）それは県しか権限がなかった。（帳簿は）ちゃんと取って

おかないといけないと思っていたが、……（市にはその権限がない）、責任の持てない書類、

持っておくわけにもいかなくてね。責任をもってくれるのは県だった。県にお願いして、

（帳簿を）持ってもらうしか仕方がないと思っていた。そうしたら、江沢さん９が、いろ

いろなことを書く。そんな中で、ああいう（帳簿の）中にはＩＯＣの個人の秘密に類する

ような話がいっぱいあったから、迷惑になると判断したんでしょう」 

「長野市は（帳簿を）取っておく権限はなかった。県の場合は、補助金規則で取っておき

なさいという権限があった、と思っていたのだが（県は）持って来いとは言わないんだ」

「いま考えるとね、焼くとか無くすとか……。（帳簿を保存する、）そういう事は大事なこ

となんだけど、知事が処分してしまうんだという考えが当たり前になっていた。知事が処

分するんだという趣旨のことを言われたから、誰も、取っておくという意識はなかったね」 

註：カッコ内は、前後関係を明瞭にするために当調査委員会で挿入 

 

この点につき、吉村知事（当時）にも事情を拝聴したい旨文書で申し入れたが、「面談できない」

との回答で、その説明や反論は聞けなかった。 

しかし、上の証言を裏打ちする少なくとも三つの事実がある。ここにその概要のみを要約する

と次のとおりである。 

 

第１は、県の幹部による「外国の方々への迷惑を避ける」といった趣旨の発言である。これは

９９（平成１１）年７月６日の県議会総務委員会において、「帳簿処分の理由となったプライバシ

ーの問題とは」との質問があったが、これに対して、当時の荒井体育課長から、「オリンピック招

致は様々な方々の協力をいただいて成功したが、外国の委員も含め、そういった皆さんの個人情

報をどうするかということで検討されていたようである。」との答弁があったことである（３６ペ

ージ参照）。 

「知事の具体的な意向」はなかったとしても、当時の幹部が「外国の方々への迷惑を避けるため

にも、帳簿の無いことが望ましい」という知事の気持ちを慮っていたことを示している。 

 

第２は、朝日新聞の記事に対する県や長野市職員の反応である。これは、９１（平成３）年１

                                               
９ 江沢正雄氏。同氏は、当時、市民グループ「全国自然保護大会長野実行委員会 オリンピックいらない人たちネ

ットワーク」の代表者で、公文書公開請求や住民監査請求などの代表者 
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０月４日に拡大招致委員会が解散し、清算の監査が終了（１２月３日）する直前の１１月１７日

に、朝日新聞が「招致費１９億円の明細書は焼却の方針」との趣旨で、次のように報じている。 

「８９年の招致委発足から、これまでにたまった活動費の収支明細書は、領収証を含めＢ

５判で９０冊。招致委事務局のあった長野市役所内にある。元招致委側は『支払い済みだ

が請求がくる場合を考え、時効が成立して請求権がなくなった後、焼却していく……』と

いう」 

通常の公務員の感覚なら、｢５年間の保存義務のある書類を、“焼却”していく･･･｣という記事

に対しては、何らかの拒否反応を示すはずなのだが、そのような痕跡は見当たらない。 

「帳簿は必要なくなれば、処分の方向」との記事が出ても、県や長野市のどこからも異論が出な

かったということは、「帳簿の処分の意向」が、広く県や長野市の職員の間に浸透していた、あ

るいは「処分の方向」が、関係者の間では既定の事実となっていたことを示している。 

なおこの報道について、当時招致委員会の事務次長であった山口純一氏は、長野県地方自治研

究センターの調査に対し次のように述べておられる（４４ページ参照）。 

「会計帳簿を焼却処分する方針について当時朝日新聞が報道した。その取材には私が応じ

た。内密に処分しようとしたわけではない。事務局を引き払ったのは９２年３月２７日頃

であった。その頃に市の通常の廃棄書類とともに焼却処分された」 

 

第３に、県の教育委員会の不作為があげられる。以下の発言は、同じ山口氏のものである（４

４ページ参照）。 

「県教育委員会に照会したら会計帳簿の保管について特別の指示はなかった。もし公務所

で関係文書を正規に保管することができる場を求めるとすれば、交付金を交付しその関係

文書の保管義務を果たせる立場にあった県教委の管理下におく以外ありえない。その指示

が明確でなかったことがこの問題をあいまいにした」 

帳簿の保存につき山口氏から照会を受けた教育委員会としても、知事の気持ちを汲み取って返

事をせずに放置した、という状況を示している。不作為は指弾の対象にはなりにくいという、日

本の組織の特性をうまく利用したものであろう。 

 

会計帳簿の処分の理由として、「保管する場所が無くなったから･･･」とか、「公式の招致報告書

を作ったのだし、厳正な清算監査も終わったのだから･･･」との説明が、公式・非公式になされて

いる。 

しかし当調査委員会は、次のように認定している。 

オリンピックという宴の設営準備に、多額の使途不明金、オリンピックのルール違反など幾つ

かの公表したくない不始末があった、それを公文書公開請求や住民監査請求をうけ窮地に立たさ

れた。帳簿を残しておくとマズイから窮余の一策として、もっともらしい状況を作らざるを得な

かった。いわば、「吉村知事の意向を忖度した幹部の誘導と黙認により、すなわちある種の故意に
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より、帳簿が処分された。 

この認定の背景は、第２章以下でそれぞれ説明する。 

 

 

【２】 処分の時期は、９２（平成４）年７月２０日以降であり、「３月末処分」はウソである 

 

会計帳簿の処分時期について、県議会の答弁など大方は、「９２（平成４）年３月末」としてい

る。しかし当調査委員会は、「住民グループからの住民監査請求への対応期間中である、９２（平

成４）年７月２０日以降に処分された」と認定している。 

その理由は、０５（平成１７）年１月１２日に県庁内で当調査委員会が実施した「一部報告と

情報提供のお願い」（資料Ｂ）でも説明したように、ふたつの事実によるものだ。 

ひとつは、住民グループから出された住民監査請求に対し、県では、９２（平成４）年６月１

７日に対策会議を開いたが、その席上、「㊙第９７次ＩＯＣバーミンガム総会招致活動概要」と題

した資料を配布している。この資料は、帳簿が残っていないと作れないものであり、この資料が

作成されたということは、この対策会議の時点では、まだ帳簿が残っていたことを示している。 

もうひとつは、県の監査委員による事務監査が同年７月２０日から始まっているが、この監査

自体、帳簿がなければ行なうことができないものだ。したがって、帳簿処分は、伝えられている

ように「３月末」ではなく、少なくとも「６月１７日」までは存在し、「適正な監査」がなされた

とすれば、「７月２０日」までは帳簿が残っていたはずである。 

したがって「３月末」という処分時期は、事務所の移転を口実とした時期の捏造だ、と認定す

るものである。 

この間の経緯を図示すると、図表２（４６ページ）のようになる。 

 

 

【３】 会計帳簿の処分は、交付金の交付条件を無視している 

 

長野オリンピックの招致活動に伴う経費総額は、約６年間にわたる招致委員会の期間中、合計

で２５億５６０７万円に達している。そのうち長野県からの交付金は、８６（昭和６１）年度か

ら解散する９１（平成３）年度までの６年間で、合計９億２０００万円であった。 

これら交付金は、県の歳出予算科目において、「教育費」の中の「オリンピック冬季競技大会招

致推進費」に分類されるもので、財源は「一般財源」であった。ただ、一般財源といっても、す

べてが税金で賄われたものではなく、県民や県内企業等から寄せられた寄付金も含まれていた。

それら寄付金は、いったん、「一般寄附歳入」として計上されたのち、交付金として支出される仕

組みになっていた。 
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同じように県から渡される交付金や補助金でも、使途が定められている特定財源とは違い、使

途の定められていない一般財源から渡される交付金であることから、この交付金の交付決定通知

書（長野県教育委員会教育長名）には、次のように「実績報告書の提出」と「証拠書類の整備及

び５年間保存」という交付条件が記載されていた。 

 

「 １）事業完了後、速やかに補助金等交付規則（昭和３４年３月２３日長野県規則第９

号）第１２条による実績報告書等を提出すること。 

２）この交付金に係る経理については、その収支の内容を明らかにする証拠書類を整

備しかつ、これらの書類を事業が完了した日の属する会計年度の終了後５年間保

存すること。」（資料１） 

 

拡大招致委員会の活動期間である８９（平成元）年から９１（平成３）年までの期間中、任意

団体に交付された交付金状況をまとめた、「主な国内競技大会等に対する援助実績一覧表（平成元

年度以降）」（資料２）には、交付金を受けた６件の任意団体に対し、帳簿の保存を義務づけてい

た事実が記されている。 

 

上の交付条件にある「その収支の内容を明らかにする証拠書類」とは、取りも直さず会計帳簿

のことである。 

この会計帳簿が処分された事実が公式に明らかになって以降、県トップは、この問題に対し、

大きく二度にわたって発言している。そして、そのつど発言内容を微妙に変更している。 

 

当初の発言は、住民グループのひとつが、拡大招致委員会の清算人であった当時の吉村知事と

塚田市長を、刑法２５８条の「公用文書等毀棄罪」で告発１０した前後である。そしてもうひとつ

は、その約５年後、ソルトレイク・シティのオリンピック招致活動が国際的に問題視された時期

である。 

この時、国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）では、日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）に対し

て長野の拡大招致委員会の活動も、さかのぼって調査するよう依頼していた。 

 

まず当初において、県トップの発言は吉村知事以下、次のように続く。 

A． 吉村知事の談話 （９４（平成６）年３月１４日の記者会見） 

「（書類は）処分されたと考えている。事務手続きの中で処理されたようだ」（読売新

聞 ９４年３月１５日） 

 

                                               
１０ 「公用文書等毀棄罪」による住民グループの告発は、９４（平成６）年４月５日になされた 
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B． 池田総務部長の県議会答弁 （９４（平成６）年３月１７日県議会総務委員会） 

「当時の招致委員会は必ずしかるべき所定の監事の監査を経てそしてそれを総会に

報告してその事をキチンと整理されて県側に報告されている」「したがって確かに５

年という交付決定の条件を付しましたけれども、確かに一抹の疑問は残ると思います

が、解散総会で清算されてその交付をした団体が存在しなくなった以上、その時点で

書類の保存義務は無くなると解釈をした次第であります。」（資料Ｃ） 

 

C． 吉村知事の県議会答弁 （９４（平成６）年６月３０日長野県議会本会議） 

「帳簿の問題につきましては、招致委員会の当時は市役所にあり、その後県庁の前の

婦人会館に移り、それから現在のＮＡＯＣへ移るということで引つ越しが二、三度ご

ざいまして、その中で必要でない書類が整理されたということで、ないということで

ございますので、これはそういうことで御納得していただく以外にないし、また世界

の方々も納得していただけると、このように思っております｣（第２９８回長野県議会定

例会会議録） 

 

以上の談話や答弁に一貫しているのは、「無くなったものは、仕方がないし、別に大した問題で

もない」という考え方である。 

しかし、この交付条件の中には、「保存義務期間である５年以内に招致委員会が解散した場合は、

その会計帳簿等は処分しても良い」といった条件はいっさい付されていない。即ち「５年間は処

分してはいけない」ということである。 

 

会計帳簿処分に関する県幹部の二度目の発言は、上記答弁から約５年後の、米国・ソルトレイ

クシティーのオリンピック招致疑惑（以下、ソルトレイク招致疑惑）が発覚した際になされてい

る。 

ソルトレイク招致疑惑は、９１（平成３）年６月のＩＯＣ（国際オリンピック委員会）バーミ

ンガム総会で、長野にわずか４票という僅差で敗れた同市が、０２年のオリンピック開催を目指

し、再度の招致活動を展開するなかで露見したものだった。その招致活動においてＩＯＣ委員へ

の買収行為や多大な経済的便宜供与が明らかになったのである。 

そのためＩＯＣでは、開催年が９６（平成８）年から０４（平成１６）年までのオリンピック

開催立候補都市に対し、招致活動の過程で不正行為を示す証拠がないかを問う質問状を送付１１。

同時に、各国のオリンピック委員会にも独自の調査を要請した。結果、長野の招致活動について

もＪＯＣが調査にあたっている。 

ＪＯＣの調査報告書である「ＩＯＣ問題プロジェクト報告書」（９９〔平成１１〕年３月２４日

                                               
１１ ９９（平成１１）年１月２５日付、共同通信配信記事「サマランチ会長らの記者会見一問一答」による 
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付：資料８７）が公表されてから４ヶ月後の議会で、荒井英彦体育課長は、下崎県議会議員の質

問に対し、次のように答弁している。知事や副知事などの答弁ではないが、公の場での、当時の

県の考え方を網羅した質疑応答なので、あえて長文の引用を試みた。 

 

９９年（平成１１）年７月６日の県議会総務委員会での質疑応答 

（県教育委員会の作成による「長野県議会６月定例会総務委員会議事録（オリンピック関係）」：資

料Ｄ。アンダーラインと註番号および答弁者の「荒井課長」名の挿入は当調査委員会による） 
 

「下崎委員：ＩＯＣ、ＪＯＣでは決着した招致問題だが、相変わらず判然としないのが帳簿問題

である。２月県議会でも質問したが、誰が、どのような作業の中で処分したのか、

もう一度その経過について説明してもらいたい。 

荒井課長：帳簿のことは大変重要な点であるので、関係者に何回も説明を求め確認したつもり

である。 

 招致委員会は厳正な監査を実施し平成３年１０月４日解散したが、招致委員会

事務局が使用していた市役所第二庁舎８階の倉庫には関係書類、パンフレット

等が残されていた。 

 平成３年１１月２７日に組織委員会（ＮＡＯＣ）が発足して、組織委員会が必

要とする書類等については順次組織委員会に引き取られたが、倉庫にそのまま

残されていたものもかなりあった。 

 会計帳簿類については、各年度の監査終了後、段ボール箱に詰めて８階の倉庫

に入れられていた。招致委員会の清算事務が最終監査を受け、全部完了したの

は、平成３年１２月３日であった。 

 招致委員会解散後、関係書類の取扱いについて検討されていたが、市村事務総

長、山口事務次長などの事務方幹部の間では、関係書類は必要がなくなれば処

分していくとの方針で一致していた【下線①；下線の意味については３６ペー

ジ以下で解説。以下も同じ】。このことは平成３年１１月１７日付けの朝日新

聞にも報道されている。 

その背景には、長野市でも、ＮＡＯＣでも引き取らないし、招致報告書を作

成し招致活動の克明な記録が整理できたので、いつまでも書類を取って置く必

要はなくなったと判断したようだ。帳簿の処分については、知事や市長に相談

したり、総会に諮ったり、決裁の手続きなどはされなかった。 

 こうした状況の中で、ＮＡＯＣは事務所が手狭になったことから、県庁前の婦

人会館に引っ越すことが決まり、旧招致委員会１２の倉庫も平成４年４月１日か

らは市の建築指導課の倉庫として使用することが決定されていたので、平成４

                                               
１２ 当調査委員会註；本報告書での「拡大招致委員会」を指している 
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年３月３１日までに整理し、何も残っていない空の状態で市に明け渡すように

求められていた。 

 平成４年３月３０日に組織委員会と市オリンピック局は共同してＮＡＯＣの

婦人会館への引越し作業を行い、倉庫にあった招致報告書、ＰＲ資料等、必要

な物は婦人会館へ運搬したが、それ以外の物は不要なものとして【下線②】運

び出し、市役所の所定の古紙置場（ごみ集積倉庫）へ搬出した。 

 こうして、市役所８Ｆの倉庫にあった会計帳簿は、平成４年３月３０日の作業

において、不要な物として市役所第一庁舎西側にある所定の古紙置場へ搬出さ

れた後、翌３１日通常の清掃手順により市の清掃工場に搬入されて焼却された

ものである。 

 

下崎委員：誰かが処分を指示したのか。 

荒井課長：長野市から、倉庫を空の状態にして明け渡すように求められていたため、当時の山

口オリンピック局長は当時の組織委員会に対しその旨を伝えていた。そのような状

況の中で帳簿が処分されたものである。 

 

下崎委員：帳簿問題については招致委員会の問題であるわけであるが、招致委員会に交付金を

交付した県の立場から見て、帳簿が処分されたことは会計上問題はないのか。 

荒井課長：また、各年度の事業終了後、事業報告、決算書、及び総会資料を添付した実績報告

書が県に提出されている。 

招致委員会の毎年度の決算は適正な監査を受け、公開の総会で報告・承認されて

いるし、解散の際には清算人も選定し、適正な監査が実施されている。 

交付金については一般的に帳簿の保管条件を付けていないが、この件に関しては

招致が実現するか不確定なため、当面の保管条件を付したものであり【下線③】、

通常は付していないものなので【下線④】、招致が実現して招致委員会が解散した

時点で保管義務も消滅しており、特段問題はない。 

以上のことから、県の財務会計上問題はないものと考えられる。 

 

下崎委員：任意団体に対する交付金には、通常保存条件は付していないということだが、帳簿

の保管義務はないということでよいのか。 

荒井課長：そのとおり。 

 

下崎委員：この問題について告発があったが、検察庁はどのような判断をしたのか。 

荒井課長：７年３月２８日に地検の不起訴処分の決定があった。 

《結論》 
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本件事実は、刑法２５８条の公用文書毀棄
マ マ

罪の構成要件に該当しないので、不起

訴処分とする。 

《理由》 

■事実認定 

招致委員会の会計帳簿は、招致委員会解散後、長野市役所第２庁舎８階倉庫に

段ボールに入れて平成４年３月３０日まで保管されていたが、当時、招致委員会

の事務方幹部の間には監査終了後に帳簿を廃棄するという認識があり、組織委員

会の婦人会館への移転時に不要なものとして廃棄されたものと思われる。 

なお、知事、市長がこの廃棄に関与した事実は認められない。 

 

■法的解釈 

ア. 招致委員会は公務所か 

招致委員会は権利能力なき社団であり、市や県の事務とは別個の事務を行

う任意団体である。そこに勤務する職員も組織・団体の位置付けからして公

務員ではない。 

解散後、清算終了までについても、同様に解されるところであり、招致委

員会は公務所ではない。 

イ. 本件帳簿は公用文書か 

まず、招致委員会が公務所でないので、招致委員会の文書・会計帳簿もこ

の意味で公用文書ではない。５年保存の交付条件については、交付金交付の

時点では招致事務がいつ完了するのか予想しがたいことから便宜的に補助

金の例に倣って付されたものであって、招致が実現した以上この目的は達成

されたものと解し、保管義務は無くなっているものと解する【下線⑤】。 

したがって、この意味でも招致委員会の文書は公用文書ではない。 

〈中略〉 

下崎委員：帳簿処分の理由となったプライバシーの問題とは。 

荒井課長：オリンピック招致は様々な方々の協力をいただいて成功したが、外国の委員も含め、

そういった皆さんの個人情報をどうするかということで検討されていたようであ

る。 〈以下略〉」 

 

この議会答弁は、はしなくも５つの不合理点を露呈している。その理屈に合わないところを、

ひとつずつ、順を追って説明しよう。 

 

【下線①】 

「招致委員会解散後、関係書類の取扱いについて検討されていたが、市村事務総長、山口事務次
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長などの事務方幹部の間では、関係書類は必要がなくなれば処分していくとの方針で一致してい

た」との説明について。 

当調査委員会が、当時の関係者に事情拝聴した結果、このような“事前の取り決め”があった

という証言はなかった。 

また、９４（平成６）年４月２７日に行われた、長野地検による吉田和民・元招致委員会事務

局長の事情聴取メモ（資料３）によれば、次のような記録が残されている。（＜ ＞内は担当検事

の質問） 

（担当検事からの、当時の会計帳簿の、内容・保管場所・清算後の収納状況などについての

質問の後） 

＜その後どうなった＞ 

･･･（中略）組織委員会になって婦人会館へ移った時には無かった 

５年保存の書類であり、市役所の倉庫にあると思っていた 

調査嘱託の結果、長野市に保管されていないことが判明し、驚いた 

無いことについては、当時事務局長であった私の責任ですので申し訳ない、と謝った

（以上原文のまま） 

この証言が事実だとすると、これに対応する議会答弁が虚偽であったのか、あるいは「処分方

針の一致」に際して当時の吉田事務局長だけが外されていたのか、のどちらかになる。 

後者の「吉田氏だけが外されていた」という考え方は、役所の通常の組織運営ではまず有り得

ないが、百歩譲ってそうだとすると、吉田氏以外のところで「残しておくとマズイ書類は然るべ

き時期に処分していく、という方針で一致していた」とも、理解できる。 

現に、拡大招致委員会の責任者だったひとりは、前述のように、「帳簿の処分は、知事の意向の

忖度」であった旨の説明をしている。 

 

【下線②】 

｢招致報告書、ＰＲ資料等、必要な物は婦人会館へ運搬したが、それ以外の物は不要なものとして｣

の説明について。 

公用文書等毀棄罪で住民グループからの刑事告発を受けたのち、当時、県の顧問弁護士であっ

た宮澤建治氏は、「関係者より事情聴取を行ない確認した結果」を、「会計帳簿類の整理の経過」

としてまとめ、長野地方検察庁に報告している。 

その報告文書によると、会計帳簿は、拡大招致委員会の解散にともなう資料整理により、市役

所の倉庫に保管していた資料類を、県庁前の婦人会館の倉庫に移すことになった。その引っ越し

の際、市役所の「倉庫にあった招致報告書、ＰＲ資料等、必要な物は婦人会館へ運搬したが、そ

れ以外の物は不要なものとして運び出し、エレベーターホール及び市役所の所定の集積場所へ搬

出した。」「（そして、）通常の清掃手順により市環境整備第１課の車で清掃工場に搬入焼却された
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ものと推測される。」１３という。 

 

しかし、「招致報告書、ＰＲ資料等」は残しながら、公金の出し入れを記録した会計帳簿を、優

先的に「不要なもの」として分類するなど通常ありえないことだ。会計帳簿こそ、拡大招致委員

会の活動実態が最も詳細に記録されていて、「ＰＲ資料等」などより、よほど重要な資料だからだ。 

そもそも「不要なものとして運び出」された会計帳簿は、当時の拡大招致委員会の関係者によ

ると、「Ｂ５版のファイルで９０冊程度であった」という。かりに、ひとつのファイルが厚さ１０

センチのものであったとしても、大き目のダンボール箱に詰めると一箱に６～７冊は収納可能と

なる。つまり、ダンボール箱が１５箱もあれば、じゅうぶん９０冊を収納できる。この量なら、

天井までの高さを２．５メートルとして、３箱ずつ並べ５段重ねにすれば、わずか１平米強ほど

の床面積で足りるのである。 

たった、それだけのスペースが確保できないために、「不要なものとして、清掃工場に搬入した」

という説明は、誰が聞いても不自然そのものであろう。 

 

このように、招致報告書やＰＲ資料等が“必要な物”で、善意の寄付金や貴重な税金の使途が

記載してあり、かつ５年間の保管義務の課されている会計帳簿を、“それ以外の物は不要なもの”

と決め付けている。この発言者である、当時の答弁者の非常識さも問題なら、この発言を問題と

しなかった当時の県議会も、追及不足であったといわざるを得ない。 

 

【下線③】 

「招致が実現するか不確定なため、当面の保管条件を付したもの」と、あたかも便宜的に帳簿の

保存義務を課したかのような説明について。 

確かに「招致の実現の見込み」は不確実ではあった。しかし、拡大招致委員会が立候補したオ

リンピック開催都市の決定は９１（平成３）年と決められていたので、それ以後の招致活動はあ

り得ず、招致委員会の存続期間は誰が見ても９１年までと決まっていたはずである。 

かりにこの時、オリンピック招致が実現せず、ソルトレイクのように再度の招致活動をおこな

うことになったとしても、それにはあらたな招致委員会を発足させなければならなかったはずで

ある。 

そもそも拡大招致委員会の設立趣意書には、「招致推進スケジュール」を、９１年のバーミンガ

ム総会までとしか記載していない。そこで敗れた場合、引き続き招致活動をおこなうとは、どこ

にも書かれていないのである。 

また、「当面の保管条件を付した」としながら、交付金の交付決定通知書には、このような表現

は見当たらない。これもまた、あとで取ってつけた弁明といえよう。 

                                               
１３ 宮澤弁護士の押印のある９４（平成６）年７月２０日付報告文書 
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【下線④】 

「通常は（交付金については帳簿の保存義務を）付していない」との説明について。 

これはまったくウソの答弁である。なぜなら当時の「主な国内競技大会等に対する援助実績一

覧表」（資料２）によると、交付金の支出された６団体に対しては、いずれも「証拠書類の整備及

５年間保存」の条件を付しているからである。 

 

【下線⑤】 

答弁者は、長野地検側の「招致委員会が公務所でない」し、「招致委員会の文書・会計帳簿もこ

の意味で公用文書ではない」、したがって、帳簿の「保管義務は無くなっているものと解する」と

の見解を引用し、帳簿処分は法的に違法な行為でないかのような説明をおこなっている。 

長野地検の判断は、あくまでも「公用文書等毀棄罪」に関する刑法適用の立場からの判断であ

ろう。他方「帳簿の５年間保管」は、県教育委員会と民間の団体である招致委員会との間の、交

付金に関する民事上もしくは行政上の一種の“契約条件”である。つまりは、長野地検の「公用

文書ではない」との判断と、会計帳簿の５年間保存義務に対する判断とは別のものである。それ

を都合よくすり替えている。 

 

 

【４】 自治省の見解を無視し、帳簿の｢５年間の保存義務｣も県の監査も不要、とコジツケた 

 

この交付金の保存義務に関しては、交付条件につき説明のつかない対応を取っていた事実がま

だある。それは公文書公開請求と住民監査請求への対応場面においてである。 

９０（平成２）年２月２６日、住民グループのひとつは、「招致委員会の招致活動費の収入、支

出及び内訳」等について、公文書公開請求をおこなっている（資料４）。この請求を、県は、「招

致活動は県の事業ではなく、したがって詳細な収入、支出関係書類は存在しない」という趣旨の

理由で退けていた。 

ところが約１年後には、この「県の事業ではない」という考え方が全く逆転し、「招致活動は県

の事業」となってしまう。その背景には、交付金への解釈が次のように絡んでいたのである。 

 

９１（平成３）年６月１５日、イギリスのバーミンガムで開かれたＩＯＣ総会で、第１８回冬

季オリンピックの開催都市として長野市が選定されると、先に公文書の公開を請求し却下されて

いた住民グループは、今度は住民監査請求を起こす。 

９２（平成４）年６月１０日、長野県監査委員に提出、受理されたその「請求の理由」は、次

のようなものであった。 

「長野県が、『長野冬季五輪招致委員会』に交付した交付金並びに、五輪招致活動に関
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連して支出した６億円余は違法又は、不当な支出であるから、地方自治法２４２条の第

１項に基づき、県知事吉村午良……らは、左記
マ マ

金額の一部又は全額を県へ返還するよう

措置を請求する」 

 

これに対し当時の長野県では、オリンピック課、人事課、財政課、税務課、会計課、出納課、

体育課に加え、長野オリンピック冬季競技大会組織委員会と県の監査委員事務局も参加しての“対

策会議”を設置している。「住民監査請求に係る打合せ会議」と銘打たれたその会議は、同年６月

１７日、長野県婦人会館会議室でおこなわれていた。 

会議の概要をまとめたメモには、住民グループが起こした監査請求の「理由」について、各課

が率直な「意見交換」をおこなった様子が記されている（資料５）。 

 

会議では、まず、体育課が口火を切っていた。 

体育課の担当者は、「県からの交付金について、招致委員会が収入、支出の内訳を明らかにしな

いことは『補助金等交付規則』に違反する」という住民グループからの請求理由を退けるには、｢違

反していない｣、すなわち、県からの交付金が「補助金等交付規則」に該当する補助金ではないと

の条文解釈を示すことで対抗できるとして、こう提案する。 

「スポーツ振興は重要な県の施策の一つであり、オリンピック招致は振興策の一環である。した

がって、事業効果（オリンピックの招致決定）は直接県に帰属するものであり、補助金等交付規

則にいう反対給付があることから、補助金等には該当せず同規則の適用外である」 

この解釈は、「補助金等交付規則」で、交付金が「反対給付を受けない給付金」として定義づけ

られていることを逆読みし、「県に対し反対給付があると解釈できれば、同規則の対象外となる」

とするものであった。 

 

これに対し、会計課は、「実際の交付事務手続からは、同規則の対象ではないとの判断は難しい」

との否定的見解を示す。都合のいい条文解釈で突っぱねるには無理がある、と述べているのであ

る。 

また、監査委員事務局も、「『反対給付があった』だけでは、（同規則に違反していないとの）判

断が難しい」との自治省（当時）の見解を紹介している。 

この日の会議に先立つ６月１１日、長野県は、当時の自治省行政課に法解釈等を照会している

が、同省の担当係長と事務官は、以下の５つの理由から、長野県が主張する「同規則の適用がな

く、違反にならない」との解釈には、素直に首肯できない旨伝えていた（資料６）。 

「次の点から、『反対給付があった』のみでは弱い。 

・ 反対給付には、何があるか。理屈が立つか。 

・ 公益目的がしっかりしていて、それに基づいて交付したという根拠（○○交付要綱）

がない。 
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・ 交付金の考え方が途中で変わっている。（請求人に伺い文書を公開している。） 

・ 長野市等の３市町村は、負担金である。 

・ 招致委の解散の際、剰余金を県に返還しないで寄付しているが、交付の際にこの条件

を明確にしていない」 

 

結局、この日の会議では、監査請求にどう対応するかの最終的な結論にまでは至っていないが、

「オリンピック招致は県の事業であり、招致委員会への交付金としての経費負担は適当」との認

識で、意思統一をはかっていくことを決めている。と同時に、監査請求を起こした住民グループ

が「監査後の住民訴訟を想定していることは明らか」として、「それに耐えうる十分な理論武装」

をおこなうため、引き続き「関係各課の連携を密に」はかっていくことも確認しあっていた。 

 

とはいうものの、交付金についてのこのようなコジツケに、まだ不安があったのであろう。当

時の県監査委員事務局の宮沢秀樹次長と村田富士夫主任調査員が、同７月２０日、自治省行政課

に再度の照会をしている（資料７）。少し長いが、その照会と回答の関連部分を原文のまま以下に

引用した。 

 

「３ 招致委への交付金については、オリンピック招致事業が県の事務の一部であり、その招

致推進業務を招致委に委ね、業務の所要経費を交付金として支出したものであり、反対給

付があるものとして事務処理は、補助金等交付規則によらなかったが、この判断について

はどうか。 

―― 長野県が考えたいとしていることは分かるが、自治省としては、交付条件が明確でな

いし、類似の判例がないので、判断は難しい。 

委託の概念があるとすれば、それなりの契約を結ぶはずであり、反対給付も明確にあ

るはずである。 

補助金であっても、公益目的に沿って交付しているのだから、広い意味では反対給付

があるといえることになる。 

裁判となった場合はつらいので、反対給付を特定しておく必要がある。公益性の必要

だけでは、法２３２条の２にある補助金と同じになってしまうので、県の事務であって

成果物として何が残ったのか明確にしておく必要がある。推進活動だけで反対給付だと

いうのは難しいであろう。 

また、交付にあたり通常行なうべき所定の手続きによらないのは、一般的に考えると、

なぜこれでよいのか疑問を抱く。 

支出し放しは考えられない。県の事務だといっても、実施主体が県とは別の団体が行

なっているのだから、どう使われたか把握していないとすればおかしい。 

いづれにしても県として判断した方針については、事務処理のうえでも一貫性が必要
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である。」 

 

この自治省の回答は明らかに、県の判断が適切ではない、としている。噛み砕いていえば、「県

が支出している交付金は、県にはっきりした効果をもたらすものとはいえないから、補助金と同

じである。だから、５年間の保存も必要だし、使い道を県が監査することも必要と考えるべきだ。」

となる。 

当時の自治省と県との関係からすれば、いかに県の運営が地方自治に委ねられているとはいえ、

自治省の見解を無視することには、通常はそれなりの覚悟が必要だとされていた。それを無視し

たわけであるから、その判断には、県の上層部の意思が働いていたと見るのが至当であろう。 

せっかく、再度の照会を求めたにもかかわらず、自治省の指摘と見解は無視された。そしてそ

の後は関係者が、「交付金は補助金と違うから、招致委員会の会計帳簿には保存義務もないし、県

の監査も必要ない。」といった趣旨の見解を「招致委員会への交付金についての考え方」（資料８）

にまとめ、押し通してしまうのである。 

 

その結果、この監査請求から２ヶ月後に出された県の監査委員の監査結果は、踏み込んだ説明

はせず、「原則１年以内であるべき監査請求期間の経過後の請求であることなどから、請求の理由

がない」、また、「オリンピック招致事務は、地方自治法に定める県の事務に該当するから、違法

ではない」であった。 

その後これを受け、先の住民グループは、監査結果を不服として、９２（平成４）年９月４日

長野地裁に「県から招致委員会に派遣された職員は、県の事務以外の事務に従事しており、県が

その職員の給与を負担するのは違法」等との訴えを起こしたが、判決は、県側の「派遣された職

員は、招致委員会で県の事務に従事しており、その給与支給は適法」等との主張を支持し、住民

グループは、最高裁でも敗訴となった。 

 

ところで、前に述べた“対策会議”で意思統一された「オリンピック招致は県の事業」との認

識は、それまでの「招致活動は県の事業ではない」という県の主張を、百八十度転換させるもの

であった。 

監査請求の１年前に住民グループがおこなった情報公開請求に対しては「招致活動は、県の事

業ではないから、請求の対象にならない」とする理屈を立てていたのに、住民監査請求を受けた

途端「県の事務」とするのは、あまりにもご都合主義である。このご都合主義、不透明な行政姿

勢こそが、帳簿の処分を含むその後の混乱の原因になっている。 

 

なお、前述、長野県の問い合わせに対し、当時の自治省行政課が、「交付金の考えが途中で変わ

っている。（請求人に伺い文書を公開している。）」と答えているように、住民グループ等の情報公

開請求に対し、「伺い文書」は、県の文書であって公文書であることを前提として、これを公開し
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ていたものと推察する。そのため、県では、単に、「県の事業」だから保存義務がないと強弁する

ことで押し通すことができず、「一般的には（帳簿の保存期限を）付さなくてもすむ種類の交付金

ではなかったかなあ、しかしあえて５年という期限を付しました」（９４〈平成６〉年３月１７日の

県総務委員会での池田典隆総務部長の答弁）といった、わけのわからない答弁をせざるをえなかった

のであろう。 

 

繰り返しになるが、監査請求の「不受理却下」の決定に納得しない住民グループは、“対策会議”

のメンバーが予想したように、９２（平成４）年９月４日、「招致活動に費消された交付金は、違

法・不当な支出であるから県に返還せよ」と、知事らを相手に住民訴訟（損害賠償請求）を起こ

すことになる。 

その訴訟過程で、原告側が、長野地裁に招致委員会の会計帳簿の所在確認の調査嘱託請求を行

ったところ、「会計帳簿及び帳票については、保存、保管をして」いないことが公式に判明するの 

である（資料９）。そのため、同市民グループは、さらに９４（平成６）年４月５日、長野地検に

対し知事と長野市長を公用文書等毀棄罪で刑事告発するに至った。 

 

その間も、長野県では「関係各課の連携」のもと、「理論武装」が続けられていたようだ。結果、

帳簿保存義務が課されながら、その義務期間中に帳簿を処分してもよいとする、以下のような“理

屈”を編み出しているのである。 

「交付金交付に際し、会計帳簿等の証拠書類の５年間保存義務を課したが、これは交付金交付の

時点ではオリンピック招致活動がいつ完了するか予想し難いことから、便宜的に補助金の例に倣

い、当面５年間の保存を招致委員会に求めたものである」（「帳簿問題に関する告発事件に関する長野

地方検察庁記者会見」メモ：資料１０） 

 

つまり、帳簿の保存義務は「便宜的」なもので、「補助金等交付規則」の適用要件を満たすため

のものではなかったといっているのである。 

では、いったいなぜ、必要のない義務を課したのかというと、招致活動が単年度事業ではなく、

この先何年続くかわからないため、ともすれば無原則な支出となりかねない。それで、一応、帳

簿の保存義務を課したまで、というのが当時の県の主張である。 

そして、この主張が認められたからか、長野地方検察庁は翌年３月２８日、不起訴処分の決定

を下している。その決定を伝える記者会見で、長野地方検察庁の大霜次席検事は、概要、不起訴

の理由をこう説明している。 

「交付金交付の時点では招致事務がいつ完了するのか予想しがたいことから便宜的に補助金の例

に倣って付されたものであって、招致が実現した以上この目的は達成されたものと解し、保存義

務は無くなっているものと解する。したがって、この意味でも公用文書ではない。」（資料１０） 
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ところで、拡大招致委員会の解散後に、実際にゴミとして処分したのは拡大招致委員会とは別

団体のＮＡＯＣ（長野オリンピック組織委員会）であるので、ＮＡＯＣには直接の責任はないの

かも知れない。となると、会計帳簿等の保存を義務づけた、県の教育委員会自身の対応が問題に

なってくる。 

 

 

【５】 会計帳簿等の処分を黙認した教育委員会は、管理失当である 

 

９１（平成３）年１１月１７日付の朝日新聞では「招致費１９億円の明細書は焼却の方針」と

の趣旨で、次のように報じている。 

「８９年の招致委発足から、これまでにたまった活動費の収支明細書は、領収証を含めＢ５

判で９０冊。招致委事務局のあった長野市役所内にある。元招致委側は『支払い済みだが請

求がくる場合を考え、時効が成立して請求権がなくなった後、焼却していく……』という。」 

 

またこの帳票類の処理につき、当時長野冬季オリンピック招致委員会の事務次長であった山口

純一氏は、『長野冬季オリンピック白書』（長野県地方自治研究センター著）で、次のように述べてい

る（同書収録の山口氏の発言部分のうち、（１）～（３）及び（６）は省略）。 

「 （４） 会計帳簿を焼却処分する方針について当時朝日新聞が報道した。その取材には私

が応じた。内密に処分しようとしたわけではない 

 事務局を引き払ったのは９２年３月２７日頃であった。その頃に市の通常の廃棄

書類とともに焼却処分された。 

 （５） 県教育委員会に照会したら会計帳簿の保管について特別の指示はなかった。 

 もし公務所で関係文書を正規に保管することができる場を求めるとすれば、交付

金を交付しその関係文書の保管義務を果たせる立場にあった県教委の管理下にお

く以外ありえない。その指示が明確でなかったことがこの問題をあいまいにした。」 

 

この点につき、当調査委員会の事情拝聴に対し山口氏は、「当時、そのように語った」として、

記載内容を事実と認めた。 

だとすると、県の教育委員会は、９１（平成３）年１１月１７日付で朝日新聞が焼却方針を報

じたときにも知らぬ顔で、更に、招致委員会の事実上の経理責任者から会計帳簿の保管について

照会があった際にも、５年間の保存の指示を出すべきであったのに、何の指示も出していなかっ

たことになる。 

帳簿の５年間の保存義務を付けたのは教育委員会自身であるので、上のどちらかの機会に、「保

存しなくても良い」のか、「保存すべき」なのか、保存するとしたら「誰が保存責任者」なのか、

を明示すべきであった。この明示をしなかった教育委員会は、明らかに職務怠慢の謗りを免れな
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い。これでは会計帳簿の処分を容認していたし、また前述の“知事の処分意向を忖度
そんたく

した”うえ

での不作為と認定せざるを得ない。 

招致委員会が解散した場合は「証拠書類の５年間保存義務」は清算事務の１つとなるので、教

育委員会は然るべき方法で清算人に保存義務を遵守させるべきであった。 

 

ここまでのところを時系列でみると、図表２のように整理できる。 
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図表 2 会計帳簿の処分前後の状況 

91年6月15日 冬季オリンピック
長野に招致決定 91年9月20日 最終記帳 《一部に科目変更の転記》

監事による監査
（荒川清美・加藤大豊・中山富太郎）

10月4日 拡大招致委員会 最終決算を公表
解散

11月27日 ＮＡＯＣ
発足 拡大招致委員会 

清算事務の最終監査終了

× ？ 92年3月31日 清掃工場に搬入？

6月10日 市民グループからの住民監査請求

県庁各課で対策会議
「バーミンガム総会招致活動概要」を作成

帳簿から作成？

7月20日 県の監査委員による監査請求対応調査

92年7月 帳簿から作成？

市民グループからの違法支出交付金への
損害賠償請求と嘱託調査依頼

長野地裁の調査に対し、県が嘱託調査の回答
「会計帳簿は保管していない」

知事記者会見
「処分済み」と発表 94年4月5日 市民グループが公用文書等毀棄罪で告発

4月27日 地検が事情聴取

県顧問弁護士・宮澤建治氏 地検に説明書面
「帳簿は92年3月31日に処分と推測」

95年3月28日 地検 不起訴の記者会見
98年2月7日～ 長野オリンピック開催

99年3月24日 ＪＯＣがＩＯＣに回答「ＩＯＣ問題プロジェクト」
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【６】 県の監査委員が招致委員会への監査を行わなかったのは、地方自治法の曲解である 

 

９４（平成６）年３月１７日、県議会総務委員会で、９億円余の交付金を支出しながら県の監

査はなぜ行われなかったのかとの質問に対し、当時の監査委員事務局の高橋寿昭局長は、次のよ

うに答弁している（資料Ｃ）。 

「監査委員会といたしては、自治法にもとづきまして毎年県の支出する団体、あるいは

補助金、貸し付け金等の財政援助を与えている団体等について、監査執行選定基準を作

りましてそれは県で補助金等を出している団体が沢山ありますので、そういう基準を作

ってその多くの団体の中から通念
マ マ

４０団体くらい監査を実施しています。 

一般的に言われております財政援助団体に対する監査でございます。 

しかし今お話のありました長野冬季オリンピック招致委員会に対しては、交付金でご

ざいますので、今お話しましたような財政援助団体、あるいは財政援助に該当するのか

が問題になるんですが、私どもの判断といたしましては財政援助に該当しないというふ

うに判断いたしましたので、この団体に対しましては監査を実施しておりません。」 

 

この答弁では、先ず、県が財政的援助をしている団体には、県の監査委員による監査が必要で

あることは認めている。しかし、拡大招致委員会の交付金は、財政援助にあたらないと言ってい

るのである。 

地方自治法第１９９条第７項の規定１４では、交付金も補助金と並んで財政的援助の１つと規定

されていることから、県からの交付金の交付先団体も県監査委員の監査対象となるはずだ。現に

同項の規定には、交付金を補助金などと区別することを認める表現は存在していない。 

前に述べたように当時の長野県では、住民グループからの住民監査請求に対応するために、関

係各課が集まって協議をしている。その中で、「この交付金は財政的援助に当たらない、すなわち

補助金ではない」との見解をまとめているが、この見解には県庁内部でも異論があり、また当時

の自治省もこの考え方には否定的な見解を示していたのである。 

 

従って上記の答弁は、監査に対する高橋氏の無知でないとすれば、意図的な監査回避のための、

地方自治法の曲解となる。 

この点の確認のための、当調査委員会からの文書による事情拝聴の申し入れに対し、高橋寿昭・

長野県監査委員事務局長からの回答は一切得られなかった。同様に、池田典隆・長野県総務部長

からも、事情拝聴の申し入れへの一切の回答を得られなかった。 

 
                                               
１４ 【地方自治法 第１９９条第７項】監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求

があるときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政

的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。（以

下省略） 
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【７】 矛盾と無理の主因は、「招致事業」に対する考え方の変更にある 

 

これまで見てきた、招致委員会の帳簿や監査についての苦しい答弁や辻褄の合わない説明の原

因は、県からの「交付金の性格」、遡っていえば「招致事業が県の事業なのかどうか」を曖昧にし

ていたことにある。 

それは多少理屈っぽくなるが、整理すると以下のようになる。 

 

A． ９１（平成３）年頃までの見解 

 

１） ９１（平成３）年２月頃から、住民グループによる「公文書公開請求」が出され、招致委

員会の収入・支出の明細を開示請求しているが、これに対しては、「オリンピック招致事業

は、県の事業ではないから、県の公文書ではない。だから県には存在しない」という理由

で、開示請求には応じていない。 

２） 察するに、招致委員会の収入や支出の中身を開示したくないから、“県の事業ではない”と

決めつけてしまったのであろう。疚
やま

しいところがなければ、正々堂々と開示ができる筈だ

し、開示しておけば、“県の事業ではない”とまで強弁する必要もなかったであろうと考

えられる。 

３） この時点では、まだ「交付金の性格」の議論はなかったので、県からの交付金には、実績

報告と５年間の保存義務が課せられていた。 

 

B． ９２（平成４）年頃から後の見解 

 

４） その後９２（平成４）年６月に住民監査請求が提出された。これは、「県が招致委員会へ交

付した交付金に加え、県が招致活動に関連して支出した６億円余は違法または不当である

から、知事、出納長、教育長、教育委員会委員長は、この金額の全部または一部を県に返

還するよう求める」という趣旨のものであった。そしてここから、交付金の性格をめぐっ

て議論が始まった。 

結果、当時の県当局は「招致委員会への監査はなんとしてでも回避したい。そのための理

屈として、県の事業に対する交付金なら補助金とは違うから、実績報告は不要だし保存義

務もない、とすることができる。また招致委員会は、会計帳簿を保存しておかなくてもよ

い団体だから、招致委員会への県の監査も必要なかろう。」という詭弁を生み出している。

つまり帳簿の保存義務がないことや、県の監査が必要ないことを正当化するために、招致

事業は“県の事業である”と見解を変更したのである。 

５） 現に、９２（平成４）年６月１７日に行われた“住民監査請求に対する県庁各課の対策会
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議”でも、この点についての、次のような記録が残されている（資料５）。 

「過去の公文書公開請求時において、県の事業ではなく、したがって詳細な収入、支出関

係書類は存在しない旨の考え方を示した時期もあった。」 

 

わずか１年ほどで見解が百八十度変わったのだから、矛盾も無理も出てくることになる。 

振り返ってみると、当時の長野県でのオリンピック招致という大事業は、確かに「県の事業」

でなければできなかったであろう。それを招致委員会関連の支出の明細を隠したいばかりに、当

初、「県の事業ではない」としたところが、その後のすべての混乱と疑惑の主因になったように思

われてならない。 

ゆえに、その段階で「形式は招致委員会の事業だが、実態は県の事業」と明言し、情報公開請

求にも正々堂々と応じておけば、その後の県民の疑念の生まれる余地はかなり減ったはずである。 

「小さな隠し事が、大きな疑惑を生む」のは、どのような組織においても同じである。 

 

 

【８】 県は長野地裁に、｢帳簿はない｣と事実に反する報告をした 

 

前に述べた住民監査請求に対しては、「監査請求のできる１年を過ぎているから、請求は不受理

却下」とされたのだが、この不受理却下を不服として住民グループは、９２（平成４）年９月長

野地裁に、住民訴訟（損害賠償請求）を起こすこととなる。知事らを相手に、「招致活動に費消さ

れた交付金は、違法･不当な支出であるから県に返還せよ」というものである。 

 

その訴訟過程で住民グループ側が長野地裁に、「招致委員会の会計帳簿の存否と所在の確認をし

てほしい」との調査嘱託申し立てを行う。その依頼を受けた長野地裁は、県に対して、９３（平

成５）年１１月１２日付で「帳簿の有無」について照会している。これを受けて調査した県は、

知事名でほぼ１ヶ月後の同年１２月１５日に、保存、保管していない旨の回答を出している。（資

料９） 

ここで「会計帳簿及び帳票については、保存、保管をして」いないことが公式に判明するのだ

が、奇妙なことがひとつある。それは、県におけるほぼ１ヶ月間の嘱託調査の期間中の、関連資

料が全くなかったことである。 

例えば住民監査請求の際には、その大部分が重複しているとはいえ、数百ページの関連資料が

発見されているが、この嘱託調査に関しては、対象資料が上記の資料９の２枚を含め、３枚しか

発見されなかった。律儀な現場の公務員の常として通常なら残しているはずの、所管部局長から

各部課への調査指示や、調査状況の報告書など、現場での探索状況を示す資料が、どこにもファ

イルされていないのである。この点からだけでの推測は危険ではあろうが、帳簿の処分を誘導し

た当事者が、地裁から「捜してほしい」といわれても、捜す気にはならなかったのであろうと考
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えると、あながち不自然ではないのかもしれない。 

 

しかし帳簿の一部は、たとえそれが一部分しかなくても、コピーであっても、存在していたの

である。現に当調査委員会が入手しているわけであるから、ホントに捜す気があれば長野地裁に

提出できたはずである。 

だから県の「会計帳簿及び帳票については、保存、保管をしておりません」という回答は、事

実に反すると認定したものである。思うにこの回答は、長野地裁に材料を提供したいという気持

ちなど微塵もない、むしろ帳簿のない方が望ましい、として出されたものとも受け取れる。 

そのためか、同住民グループは、追っかけて９４（平成６）年４月５日長野地検に対し、知事

と長野市長を公用文書等毀棄罪で刑事告発することになる。 

 

なお関連して付言すれば、少なくとも会計帳簿の一部分のコピーについては、長野地検への提

出も可能であったと思われる。 

支出記入帳のコピーは、０４（平成１６）年３月に、当調査委員会が収集した資料ファイルの

中から発見されたものであるから、それ以前の９４（平成６）年の長野地検の捜査段階では、少

なくともそのコピーは入手が可能であった筈である。 

 

 

【９】 帳簿処分は民事上・行政上の違法行為 

 

当時の長野県が主張した会計帳簿の“廃棄”は、長野地方検察庁の不起訴処分によって刑法上

の違法性はないとして問題の決着をみている（資料１０）。しかし、それはあくまで刑法上の問題

であり、民事上あるいは行政上の問題とは区別されるべきである。民事上あるいは行政上は、違

法行為であったと当調査委員会では認定する。 

 

その理由は、これまで見てきたように、県から招致委員会への交付金交付にあたっては、その

交付条件として「実績報告書の提出」「証拠書類の整備」に加え、帳簿の「５年間保存」が明らか

に義務づけられていた。にもかかわらず、その保存期間中に証拠書類や帳簿を処分したことは、

地方自治法第２３６条１５の規定との関係で重大な結果をもたらす。 

この条文は、県の金銭債権（県が受け取るお金）と、県からの金銭債権（県からの支払いで誰

かが受け取るお金）の消滅時効を５年と定めている。それはその５年間に、県の受け取りや支払

いが洩れなく実行されているかどうかをチェックするためでもあり、「予算の執行の適正化を期す

                                               
１５ 【地方自治法 第２３６条 ①】（金銭債権の消滅時効）金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、

時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、５年間これを行なわないときは、時効により消滅する。普

通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。 
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るため」とされている。 

このように、県から招致委員会への交付金が、正しく使われたかどうかを調査する期間が５年

間であるといえる。従って、オリンピック招致という目的が達成されても、証拠書類の民事上・

行政上の保存義務は消滅しないと判断されるべきである。 

また、いくら県当局が、５年の保存義務は、「便宜的」に付したものであって、実際には必要の

なかったものとの弁明を繰り返したとしても、現に交付条件に帳簿類の保存義務を明文化してい

た以上、その義務は履行される必要がある。まして、前述したように、同時期に県から交付金を

受けていた他の任意団体には帳簿の保存義務を付しているのである。 

ここから当調査委員会は、会計帳簿を処分した結果の「５年間の保存義務」を履行しなかった

ことは、民事上・行政上の違法行為であったとしたわけである。 

 

 

以上この章では、会計帳簿の処分の背景には、残しておくと不都合な事情があり、そのために

こじつけや隠蔽を重ねてきた状況を述べた。 

ところで、長野側にそこまでのムリをさせることになったオリンピック招致というものを、当

時の中央官庁は、国内候補都市と選定された段階でどのように見ていたのであろうか。それを垣

間見せる資料があるので、参考に供した。 

８９（平成元）年のオリンピック招致に関する閣議了解の前の段階で、当時の大蔵省は長野側

の幹部に対して、次のような厳しい発言をしている。（資料１１） 

「本当なら（立候補を）やめてほしかった。」、「国家的行事だと長野が強調することには反

発が多い。」、「名古屋以上のものを求めれば、『勝手に名乗りを上げたのだから勝手にやれ』

となってしまう。」、「現に広島アジア大会は、国の援助なしでやっている。『だめなら止め

なさい』と言うことだ。」 

なおこの資料の中の、「向井課長」・「体育局長」はオリンピック開催を担当した文部省の、「福

田主計官」は予算を査定する大蔵省の、それぞれ幹部職員である。また日付の５／１１の表示は、

記述の内容から、８９（平成元）年５月１１日を指しており、枠内の下から４行目の「案文の作

成」は「閣議了解の案文」を示している。 

 

しかし長野県は、オリンピックを契機とするインフラ整備への期待からか、オリンピック招致

に邁進し、ＪＯＣとの緊密な連携のもと、広範で重層的な国際招致活動を展開することになる。 
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第２章 預金口座の異動明細と“帳簿のコピー”について 
 

 

 

これまで招致活動に関連する経費については、市民団体やマスメディアなどから、使途不明金など

の表現で数多くの疑念が呈されてきた。 

殆どの会計帳簿が処分されており、かつ１３年前後の歳月を経過した今日、現存する断片的な資料

のみからでは、不当な支出があったとしても、そのように断定することは至難の業である。 

従って、収集した資料相互間で数字の辻褄の合わないところから、それなりの分析をするしかない

のだが、そのためには以下に述べる３点の資料が分析作業の根幹となった。 

 

 

【１】 発見された“帳簿のコピー”はホンモノであった 

 

その第１は、（株）八十二銀行の預金口座の異動明細（日々の入金・出金の記録、以下、「異動

明細」という）で、長野冬季オリンピック招致委員会名義の７口の普通預金口座と５口の定期預

金口座、及び招致財務委員会（７５ページで概説）名義の普通預金口座１口の異動記録である。

０５（平成１７）年８月１１日に、県から当調査委員会に提示された。これによりこの報告書の

完成を見たものである。 

この異動明細は、当調査委員会が県に依頼し、県が長野地裁の証拠保全の決定を得た結果、八

十二銀行が開示したものであるが、八十二銀行との交渉過程は、その大部分は県が当事者となっ

ているため（資料Ｅ１６）、この報告書でその内容に触れることはできない。 

ただ、招致委員会の取引銀行は八十二銀行の一行だけで、他の銀行には口座がないとされてい

ることから、他の銀行には開示要請をしていない。 

提示された異動明細は、２５０ページに及ぶ膨大なものであって、そのまま資料としては掲載

できないため、分析結果の概要を「【６】不自然な複数口座の利用や入金管理（６３ページ以降）」

に記載した。 

 

第２は「支出記入帳のコピーと目される資料」（以下、「支出記入帳」：資料１２）である。拡大

招致委員会における、９１（平成３）年４月から９月までの６ヶ月間の、渉外活動費と広報費の

部分の支払い明細を記帳したもので、競技施設費と招致委員会費（会議費・事務費）の支払いは

含まれていない。 

第３は「第９７次ＩＯＣバーミンガム総会招致活動概要」（以下、「バーミンガム活動概要資料」：

                                               
１６ 同資料は、長野県が２００５（平成１７）年７月２２日に作成 
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資料１３）である。 

いずれも、０４（平成１６）年３月の当調査委員会が収集した資料の中に、担当者の「手持ち

資料集」と思われる１冊のファイルがあり、その中から発見されたものである。 

 

この手持ち資料集のファイルは、作成者名は不詳だが、背表紙部分に『住民監査請求（‘９２．

６）２』との表題があり、９２（平成４）年６月１０日に提起された住民監査請求（３９ページ

参照）に対応するために、担当した職員が、各部署に保存されていた関連資料もしくはそのコピ

ーなどからコピーを取ったものや、あるいは配布された資料を、１冊のファイルにまとめたもの

と思われる。 

このファイルに綴じられている関連資料の一部には、その入手日が手書きで記載されており、

「７／６」が１件、「７／２７」が２件見られること、及び県監査委員事務局長からの関係人への

調査の実施通知が９２（平成４）年７月４日であることから、このファイル自体は、少なくとも

９２（平成４）年６月１０日から７月２７日の間に作成されたと認定される（図表２、４６ペー

ジ参照）。 

 

このうちの支出記入帳と第１の異動明細とを照合した結果、支出記入帳に記載されている約４

００件の支払い明細のうち、ほぼ半数の約２００件の出金につき、その日付と金額が一致してい

ることから、当調査委員会は、支出記入帳は事実を記載した資料であると断定している。なお一

致を見ていない部分については、【６】（６３ページ）でその状況を後述する。 

当時の関係者への事情拝聴の際に、一部には、この支出記入帳がホンモノかどうかを懸念する

向きもあったが、預金口座の異動明細の開示により、支出記入帳の信憑性を確定できたわけだ。 

 

バーミンガム活動概要資料は、上記の支出記入帳から、オリンピックの開催都市を決定するＩ

ＯＣバーミンガム総会に関する支出を、プレゼンテーション、ロビーイング、報道関係者への広

報、旅費・宿泊費等の分野ごとに集計したものである。支出記入帳の支出項目と、集計した数字

が一致する。 

 

 

【２】 多額になり過ぎた渉外活動費を隠蔽するために、科目変更の転記を行った 

 

公表決算の数字は、原始記録であるこの「支出記入帳」が基になって出来るわけであるが、そ

の根幹となる支出記入帳の最終日（平成３年９月２０日）付で、１２件／約２億６０７２万円の

科目変更転記が行われている。この転記はその支出内容から見て、「長野冬季オリンピック招致委

員会予算科目一覧表」（資料１４）に規定されている、招致活動費（支出記入帳では渉外活動費）

から、広報宣伝費（支出記入帳では広報費）に移し替えられている。広報費として処理をしては
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いけないものが、広報費で処理されているのである。 

伝えられている各種の疑惑の中核部分であるので、以下に、科目変更転記に該当する記帳処理

を抜粋した。 

 

 

図表 3 支出記入帳での科目変更転記（招致活動費⇒広報費）の一覧 

12件

年月日 Ⓐ 摘要 債主 Ⓑ 金額 会計課受領月日 Ⓒ

① 平成3年4月10日 招致活動諸経費 吉田和民 5,000,000 円 ☆ 平成3年4月4日

② 平成3年5月15日 スタジオ６に対するコンサルタント料 角田道夫 9,691,827 円 ☆ 平成3年5月13日

③ 平成3年6月4日
第９７次ＩＯＣ総会に係る 航空運賃

 宿泊代 車借上費等
㈱日本交通公社 99,428,450 円 平成3年6月5日

④ 平成3年6月5日 招致活動諸経費 吉田和民 140,000,000 円 ☆ 平成3年5月13日

⑤ 平成3年6月5日 招致活動諸経費 吉田和民 80,000,000 円 ☆ 平成3年5月28日

⑥ 平成3年6月29日

ＩＯＣバーミンガム総会への

オリンピックフレンズクラブ

松本少年少女招致団負担金

早田覚弥 7,000,000 円 平成3年7月1日

⑦ 平成3年7月8日
スタジオ６に対する報酬

 （SFr 150,000）送金
角田道夫 13,337,275 円 ☆ 平成3年7月8日

⑧ 平成3年7月18日 吉田代行招致活動経費 

アメリカン・

エキスプレス・

インターナショナル

5,971,943 円 平成3年7月18日

⑨ 平成3年8月7日
吉田代行対応の土産代

 （ブローチ等）
稲玉三雄 17,660,825 円 平成3年8月7日

⑩ 平成3年8月12日 前記①、④、⑤ ３件の戻し入れ 吉田和民 ▲135,310,099 円 ☆ 平成3年8月2日

⑪ 平成3年9月13日
招致コンサルタント業務委託契約

 （第３分）
㈱電通 9,270,000 円 平成3年9月13日

⑫ 平成3年9月17日
ＩＯＣバーミンガム総会における

宿泊代等 （第２回目支払）
㈱日本交通公社 8,666,101 円 平成3年9月17日

註1） 原資料に記載の「年月日」Ⓐ は費用の記帳日を、「債主」Ⓑ は支払い先

それぞれ示している

註2） ☆印は「資金前渡」の表示のあるもの

260,716,322 円

 

 

この科目変更は、正当な科目から正当でない科目への転記である。つまり、科目振り分けなど

の事務上のミスを訂正したものではない。この転記額２億６０７２万円は、拡大招致委員会の平

成３年度分の支出７億４０６９万円の３５％にもなるところからみても、何らかの目的で、誰か

が指示をしたものと思われる。 

当調査委員会が、毛涯修氏（当時の副知事）から事情拝聴したところによれば、「平成３年９月

２０日付で、招致活動費から広報費へ１２件・約２億６０７２万円の転記があり、不自然である

とされているが、こんなことは役所では常時あることで、渉外活動費の予算が足りなくなったか

ら、予算面で余裕のある広報費を使った、いわば通常の“予算の流用”を行っただけのこと。」と
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の説明であった。 

また市村勲氏（当時の拡大招致委員会事務総長）も、ほぼ同趣旨のことを主張し、併せて｢その

転記は誰の指示かと問われれば、責任者である私が指示したのかもしれない｣と説明した。 

しかし９１（平成３）年度の拡大招致委員会の広報費の予算は８２００万円で、転記前の正常

な支出金額でさえ９７９０万円となっていたから、予算を既に１５９０万円もオーバーしている

状態で、「予算面で余裕のある広報費」ではなかったわけで、どのみち補正予算を組まなければな

らなかった（資料１６）。だから「予算流用」のための転記処理をするとの説明は、まったく成り

立たない。 

また渉外活動費のほうは、当初予算２億２５００万円が、広報費への転記がなければ実際には

６億６９０万円と３倍近くに膨らんだ。そこで２億６０７２万円を広報費に移し替えることで、

渉外活動費の決算額を３億４６１９万円に抑えることができている。 

 

従って当調査委員会は、この不自然な転記の目的が予算の流用のためではなく、渉外活動費の

支出額の突出を隠蔽する意図からの処理であったものと認定している。 

なおこの点につき、当時の責任者や担当者からも事情説明を受けたが、渉外活動費で当初予算

の３倍近くもの金額を使っておりながら、何れも「記憶にない」との回答であった。 

 

 

【３】 「資金前渡」の２億２５００万円のうち、約９０００万円が使途不明 

 

前項で示した支出記入帳の科目変更転記の１２件／約２億６０７２万円のうち、「資金前渡」と

されているもので、記帳日の１週間以上も前に出金されたものが、４件あった。金額も大きく、

通常の経理処理としては極めて異常なことなので、検証のため、その部分だけを以下に再度掲載

しておいた。何れも渉外活動費から「広報費へ移動」との記載がある。 

 

図表 4 渉外活動費から広報費へ移動〔図表３の再掲〕 

年月日 Ⓐ 摘要 債主 Ⓑ 金額 会計課受領月日 Ⓒ

① 平成3年4月10日 5,000,000 円 ☆ 平成3年4月4日

④ 平成3年6月5日 140,000,000 円 ☆ 平成3年5月13日

⑤ 平成3年6月5日 80,000,000 円 ☆ 平成3年5月28日

⑩ 平成3年8月12日
前記①、④、⑤
３件の戻し入れ

吉田和民 ▲135,310,099 円 ☆ 平成3年8月2日

差引 89,689,901 円

註1） 原資料に記載の「年月日」Ⓐ は費用の記帳日を、「債主」Ⓑ

支払日付を、それぞれ示している

註2） ☆印は「資金前渡」の表示のあるもの

招致活動諸経費 吉田和民
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普通の支払い手続きは、請求や契約などにより支払いの承認処理を行い（Ⓐ「年月日」のとこ

ろの日付）、同日か少し後の日付（Ⓒ「会計課受領月日」のところの日付）で現金の支払いや口座

振り込みが行われる。 

しかし上の３件（①④⑤）は、支払い先＝吉田和民氏が当時の招致委員会事務局長自身で、し

かも支払承認日と実際の支払い日が逆転していてズレが大きく、非常に不自然である。 

 

また通常の「資金前渡」での会計処理手続きは、事故・不正防止のためや、資金を受け取る側

の税務上の疎明記録の保存のために、謝金・日当や金額未定の小口現金払いなどに限り、資金前

渡し日から１～２日のうちに精算する、というのが一般的である。 

従って千万円単位の資金前渡しは、それ自体が極めて異例・異常である。まして、招致委員会

という公的な団体が支払い者となる取引では、それが国内であれ海外であれ、そもそもこれほど

大口の資金前渡しが必要となるような事態は、先ず考えられない。 

正々堂々と支払えるお金なら、海外への支払いであってもその支払先の口座に招致委員会名義

で振り込めば済むことである。現に招致委員会の預金口座の異動明細には、９０（平成２）年８

月１０日付を始め、７件もの「外国送金」と見られる記載もあるし、「外貨ネット」での資金決済

の記載もあるから、海外送金の手法は日常的に利用されていたことを示している。 

 

この点を当の吉田和民氏に確認したところ、あらまし次のようなことであった。 

「この２億２５００万円（①④⑤）は、バーミンガム総会での必要資金のために、八十二

銀行でドル紙幣を調達して、持ち出したもの」 

「外貨持ち出しの申告限度以内にするために、同行者が大勢で小分けにして出国したが、

コワかったし現地到着まで緊張した」 

「現地のホテルでは、そのドル紙幣を一カ所に集め、八十二銀行の人に管理してもらった」 

「帰国に際して、残金はドルのまま持ち帰り、為替レートの有利なときに円転換すべくド

ルで保管していたので、清算が遅れた」 

 

しかし、資金使途につき吉田氏から内訳として例示された「ハイベリーハウスへの支払い」は、

支出記入帳にすでに支払い済みの記載がなされており、これ以外にも「前渡し資金」からの納得

出来る支払先はなかった。 

また、当方からの「そんなコワい思いをする“現金持出”をなぜ選んだのか。正当な支払いな

ら、カードでの決裁や八十二銀行の提携送金先への送金などでの支払い手段があるはず。金融の

プロである八十二銀行の行員が付いていて、なぜそれを教えて貰わなかったのか」と質問したと

ころ、吉田氏は「そう言われればそうだ。（八十二銀行も）教えてくれてもよかったのに…」とい

うことであった。 
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これら吉田氏の証言には、二つの齟齬がある。 

そのひとつは、持ち出したとされる金額についてである。上記の発言に出でてくる八十二銀行

の関係者に、同銀行を通じて照会をしたところでは、同銀行の職員が現地で管理をしていた金額

は、おおよそ１万ドルほどであったと回答されており（資料Ｆ）、吉田氏が持ち出したとされる２

億２５００万円相当の外貨金額（当時の為替レート１ドル＝１３５円で換算した約１６７万ドル）

とは、雲泥の差があることである。 

もうひとつは、持ち出し方についてである。当時（９１年）、外貨の国外持ち出しは自由化され

ており、吉田氏が述べたような「大勢で小分けして、コワイ思いまでして現金を運ぶ」必要はな

かったのである。また、当時のバーミンガム総会への随行者数名に確認したところでも、「小分け

して外貨現金を搬送した」記憶の持ち主は皆無であった。 

いったいなぜ、この持ち出しについてこれほどの証言の差が生まれるのか。 

奇妙なことに異動明細を見ると、持ち出したとされる２億２５００万円の資金は、招致委員会

の、ある口座からいったん別の口座に移し替えられて、そこから出金されている。従って、その

可能性として考えられるのは、 

• 国内で誰かに渡し、余った資金の約１億３５００万円を返却した、 

• いったん引き出した円の現金を、別の口座からバーミンガムに送金し、海外で約９０

００万円を誰かに渡した、 

• 招致委員会の口座から海外の誰かの口座に、外貨で順次送金し、残金の約１億３５０

０万円を返却した、 

などであるが、実態は解明できなかった。 

 

この点について、毛涯修氏（当時の副知事）からの事情拝聴では、以下のような趣旨の発言が

あった。 

「０５（平成１７）年１月１２日の『一部報告と情報提供のお願い』の説明会の席上で、

調査委員会が『使途不明金が約９０００万円･･･』と説明したそうだが、これは「招致活動

のロビーイング」に使用したことが明白で、ただ領収書がないだけの話である。だから『使

途不明金』と決め付けるのは、当を得ていないし、当時の関係者が着服したように聞こえ

る。言うとすれば『ロビーイング費用のうち領収書のないものが約９０００万円』と説明

すべきである」 

 

ただ何れにしても、持ち出された現金と返却された現金との差額の約９０００万円が、｢領収書

の無い、使い道の不明なお金｣であることだけは、紛れもないことである。 

 

そもそも領収書というのは、誰に対して何のためにいくらのお金を支出したのかを、キチンと

説明するための証拠書類であり、一般に領収書がない支出は、不正な支出もしくは着服とみなさ
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れても、やむを得ない性格のものである。 

従って毛涯氏の説明にある「着服ではない」としても、「不正な支出」ということになる。 

ただ招致委員会の会計記録に関しては、領収書も含めその殆どが処分されていることから、複

数の出金記録を突き合わせることで、その支出経過を解明するしかない。 

その９０００万円分だけ支出総額を減らしているわけではないから、形の上では、何か別の支

出を９０００万円分だけ水増しをしておかないと、辻褄が合わなくなる。当調査委員会はその辻

褄合わせに、次項で述べるＶＴＲ（映像用ビデオテープ）が使われたと認定している。 

 

 

【４】 使途不明金の穴埋めを企図し、ＶＴＲの制作費の「水増し報道」がなされた 

 

拡大招致委員会の８９（平成元）年度から９１（平成３）年度の公式決算報告書（資料１６）

によれば、広報費の累計は７億１８２０万円である。この公式決算書では、支出の明細はつかめ

ないので、当調査委員会が収集した「各年度の招致委員会の決算明細資料（内部資料）」（資料１

７）をみると、広報費の中に「ＶＴＲ製作費」という支出科目があり、８９（平成元）年度と９

０（平成２）年度については、それぞれ１３３８万円と５７８０万円の合計７１１８万円が計上

されている。 

ところが９１（平成３）年度はこの支出科目自体がなく、「ＶＴＲ製作費」は、海外ＰＲ費の中

で処理されていて、その内訳金額は、この内部資料にも記載されていない。しかも、その海外Ｐ

Ｒ費の約３億３７３０万円もの金額の中には、ＶＴＲ制作費とは性質の異なる５種類もの支出項

目が含まれている。 

この部分をその内部資料から抜粋してみると、次のようになる。 

 

広報費のうちのＶＴＲ制作に関連する記載項目 

 ＶＴＲ制作費 海外ＰＲ費 

１９８９（平成元）年度 １３３８万４５１３円 （この科目の設定なし） 

  海外活動用   

１９９０（平成２）年度 ５７８０万００００円 （この科目の設定なし） 

  
ＩＯＣバーミンガム総会プ

レゼンテーション用ＶＴＲ 
  

１９９１（平成３）年度 （記載なし） ３億３７２９万６７７５円 

    

総会プレゼンテーション用ＶＴＲ、

ＰＲ活動費、パンフレット、リーフレ

ット等資料、ホスピタルルーム制

作費、ニュースレター制作費 
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このような、同一性質の支出を、特定の年度についてのみ別の支出科目に潜り込ませたり、数

多くの性質の異なる支出項目を一括りにして内容を分かり難くする手法は、粉飾経理操作でよく

見られるものである。 

そんなところから当調査委員会は、この「ＶＴＲ製作費」に注目した。ちなみに、この経理の

常識から逸脱している決算書に対し、招致委員会の監事は「適正」との意見を述べていた（資料

１６）。この監事の不適正な意見の問題点については第４章で詳述する。 

 

このＶＴＲは、国際的にはまだ知名度の高くない「ＮＡＧＡＮＯ」にオリンピックを招致する

ためには、長野をＰＲする映像が必要であるとの判断から、９０（平成２）年にその制作が決定

された。当初は、黒澤明監督により予算１億７０００万円で制作の計画があったが、その後その

計画は変更されたようで、最終的には（株）電通など３社により、バーミンガム総会でのプレゼ

ンテーション用を含め５本のＶＴＲが作成された。 

９１（平成３）年度のＶＴＲ制作費については、当調査委員会が発見した支出記入帳のコピー

からＶＴＲ制作費に該当する支出を拾い上げると、次の２件となる。 

 

支払日 支払い先･内容 支払額 

平成３年７月１０日 （株） ＮＨＫ情報ネットワーク 

プレゼンテーション映像（メディア関係）制作 

１９０８万５９００円 

９月１７日 （株） 電通 

第９７次ＩＯＣ総会プレゼンテーション映像制作費 

３５８３万５８９４円 

 小計 ５４９２万１７９４円 

 

従って、バーミンガム総会用に限ったＶＴＲ制作費は、冒頭に述べた９０（平成２）年度の５

７８０万円と、上の表に記載した９１（平成３）年度の５４９２万１７９４円とで、合計１億１

２７２万１７９４円となる。 

 

他方、上述の内部資料の中の「招致委員会経費の主たる増加要因（平成元年～３年度）」（資料

１９）には、「７／２７」との手書き記載とともに、「ＩＯＣバーミンガム総会用プレゼンテーシ

ョンＶＴＲ製作 112,721,794 円」という記載がある。この資料は、その表題及び平成３年度

決算額が記載されていることからわかるとおり、９２（平成４）年７月の監査のために作成され

たものと認定される。 

そして、この資料でＶＴＲの制作費とされている額と、上記のとおり９０（平成２）年度の決

算額と支出記入帳に記載された費用を合計した額とは、１円の位までぴったり一致する。 

ここから当調査委員会は、ＶＴＲの制作費を１億１２７２万円と認定したものである。 
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他方、９９（平成１１）年２月３日の毎日新聞では、招致委員会元幹部の個人的なメモとして、

「総会用ビデオ制作費に２億円」と報じられ、それを受けた招致委員会の元事務局長･吉田和民氏

の「メモの通りなら買収など疑惑を招く金がなかったことはよく分かるはずだ」との談話が掲載

されている。（資料２０） 

 

しかし実際には、ＶＴＲ制作費は“メモの通りではなかった”のである。そうなると、「メモの

通りではないから、買収などの疑惑を招く金は、やはりあった」ということになる。 

 

どのような経緯や意図で、そのメモが新聞報道されたのかは不明であるが、結果的にはこの報

道と談話のお陰で、ＶＴＲ制作費の１億１２７２万円を２億円に、約９０００万円膨らませ、前

項記載の使途不明金９０００万円をここに吸収させた、という構図がはしなくも浮かび上がった

ことになる。 

 

以上から当調査委員会は、使途不明金の穴埋めにＶＴＲ制作費の「水増し報道」がなされた、

と認定するものである。 

 

 

【５】 「回答書」と「概要計画書」の負担も、恣意的で不透明である 

 

次に当調査委員会が注目したのは、ＩＯＣに提出した公式資料（「回答書」と「概要計画書」）

の、支払い金額の多さとそれを誰が負担したのか、についてである。 

「回答書（日本語版）」とは、オリンピック開催都市に必要な、交通・通信・宿泊などのインフラ、

競技施設、気候条件、特殊な慣習などにつき、ＩＯＣから寄せられた質問事項に対する回答をま

とめたもので、６０ページ弱の内容になっている。 

「概要計画書（日本語版）」は、オリンピック競技場の種目別概況、オリンピック村の概況、長野

周辺の文化イベントの紹介、交通・宿泊・医療・安全対策・自然環境保護などの概況をまとめた

資料で、競技・運営編が約９０ページとなっている。 

 

まず、この回答書と概要計画書への支払い金額だが、内部資料である決算明細（資料１７）で

は、回答書で９０９３万円、概要計画書で１億７３９万円の、合計１億９８３２万円が拡大招致

委員会の負担額として記載されている。 

ところが９１（平成３）年３月２０日以降に作成されたと見られる、｢オリンピック招致委員会

関係費支払一覧｣記載の「概要計画書支払内訳」（資料２１）によると、回答書と概要計画書の合

計金額は、２億５０００万円となっており、回答書の９０００万円は全額招致委員会の負担とな
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る。また、概要計画書の１億６０００万円のうち、招致委員会の負担は１億１５０万円であり、

残りの５８５０万円を県が負担することとなっている。 

 

（単位；万円） 

 

 

概要計画書の招致委員会の負担額が、決算明細と６８２万円ほど違うのは、決算明細の方の金

額には、メディアレポートの作成費などの付随する経費が含まれているからであろう（資料１７

－２）。 

いずれにしても、この回答書や概要計画書の作成・発行主体は、何れも招致委員会であるから、

作成費２億５０００万円は、全額が招致委員会の負担となるべきである。負担基準の記載のない

まま、県が５８５０万円の負担を行なうのは恣意的なものと認定せざるを得ない。 

 

また、その金額についても、理解に苦しむものがある。 

繰り返しになるが、回答書と概要計画書の作成費は、合計で２億５０００万円である。この金

額は、拡大招致委員会が、その活動期間中に支出した広報費、７億１８２１万円の３４％に相当

する。また、ＩＯＣ委員への招致活動経費などを含めた、同招致委員会の全経費２５億５６０７

万円の９．８％を占める金額でもある（資料１８）。 

さらに言えば、８１（昭和５６年）にソウル市に敗れた名古屋市の招致活動で、名古屋オリン

ピック招致委員会が使ったすべての招致経費、１億４９３４万円の１．６倍もの金額をかけてい

たことになる（資料Ｉ＝『第２４回オリンピック競技大会 名古屋市・東海地域招致に関する経

過報告書』）。 

いくら、長野の招致活動経費が潤沢であったとしても、名古屋市の全招致経費を上回る費用を

かけ、回答書と概要計画書を作成するなど、普通、常識では考えられないことだ。当然のことと

して、名古屋市も、１億４９３４万円の招致予算のなかからＩＯＣへの回答書と概要計画書を作

成し、提出しているのである。 

そもそもＩＯＣから候補都市への質問は、開催年や地域によって多少の差があるものの、基本

的な質問は一貫しており、回答書等の文章もほぼ定型化しているといっていい。そのような文書

作成のために、果たして、２億５０００万円という費用が、本当に必要だったのか。 

 

大手出版社の書籍部長に、回答書と概要計画書の現物を見せ、コストの試算をしてもらった。 

       資料名 

負担者 
「回答書」 「概要計画書」 計 

招致委員会 ９，０００ １０，１５０ １９，１５０ 

県 － ５，８５０ ５，８５０ 

合計 ９，０００ １６，０００ ２５，０００ 



- 62 - 

試算にあたっては、回答書と概要計画書を二冊でワンセットとし、１言語１０００部とした。

これは、後述する「資料２２」に、県負担の回答書及び概要計画書の作成費が、ワンセット「２

００」部で５０００万円との記載があったことと、その負担額が２億５０００万円の５分の１に

当たることから、総部数は２００部の５倍、１０００部と推測したからである。 

そのうえで、日本語版以外に、英語とフランス語で併記されＩＯＣに正式提出された公式版の

ほか、３言語の回答書と概要計画書のセットを、それぞれ１０００部づつ、合計５０００部作成

したとの前提を立てた。 

 

試算の結果は、これら回答書と概要計画書を作成するにあたり、まず、基本となる日本語版は、

調査費、原稿料、イラスト料、デザイン料、紙代、印刷製本費など、すべてのコストを含めても

１６００万円あれば余裕をもって製作できるとのことであった。このうち、もっともコストの嵩

むのが印刷製本費用で、約１０００万円の見積もり額であった。 

外国語版への翻訳作業は、文学作品などと違い、内容的には平易であるため、せいぜい一言語

あたり１００万円も見ておけば良いとのことである。 

したがって、日本語版以外の公式版（英語、フランス語）をワンセット作るには、印刷製本費

と翻訳料が１２００万円必要となり、英語とドイツ語や英語とスペイン語など他言語との組み合

わせ版は、ワンセット１１００万円となる。つまり、公式版、他言語版の作成費には合計４５０

０万円かかる計算だ。日本語版作成費の１６００万円と合わせると、作成総経費は６１００万円

となる。ちなみに、この作成費の試算額は、作成コストを最大限に甘く見たものである。 

 

ところで、回答書と概要計画書の作成費用２億５０００万円の支払い先は、全額、（株）電通に

支払われたものと当調査委員会では認定している。なぜなら、回答書と概要計画書の県負担分の

５８５０万円が、全額、電通に支払われている以上（資料２１）、招致委員会負担分の１億９１５

０万円も同様に電通に支払われたと考えるのが妥当だからだ。招致委員会負担分を、電通以外の

業者に支払い、そこではじめから同じ回答書と報告書を作成するといった非合理かつ不経済な分

離発注は、およそありえないことだろう。 

そうなると、この２億５０００万円から、前述、試算作成コスト６１００万円を差し引いた約

１億８９００万円が（株）電通の得た企画料などとなる。 

 

ところで、拡大招致委員会作成の資料のなかに、「ＩＯＣ回答書等作成費及び概要計画書翻訳作

成費」として、「単価２５０，０００円」、「数量２００」、「金額５０，０００千円」と記載された

ものがある（資料２２）。上述の作成費以外の経費の大きさが、ワンセットの単価が２５万円とい

う異常な価格の原因となったのであろう。できることなら、回答書と概要計画書の作成を請け負

った（株）電通の見積書を見たいところである。 
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同社からの見積書といえば、その実態を垣間見せる資料が発見されたので、参考までに資料編

に掲載した。 

広告代理業を主たる業務とする（株）電通は、招致委員会のエージェントとして選定される際

に、「長野冬季五輪招致作業費概要見積」（資料２３）を９０（平成２）年１月２４日付の「見積

書」として招致委員会に提出した。 

企画コンペなどの入札手続の痕跡は見られず、どのような経緯で、（株）電通がエージェントと

して選定されたのかは不明であって、業務委託の手続きが随意契約によっている可能性が高い。 

資料２３の表の手書き部分は、原資料に記載のままで、この手書きの記載が、実績値なのか査

定額なのかは不詳であるが、これから見れば、総額１億６６４３万円のうち、手書き部分の６０

００万円が（株）電通へのエージェント費となる。他方、渉外活動費の「平成３年度予算見込調」

（資料２４）によると、「(株)電通への委託額 ４５００万円」との記載があるから、少なくとも、

この４５００万円は支払われていると思われる。 

 

なお、この見積もりの合計金額（２億３９５０万円）と、手書き記載の合計額（約１億６６４

３万円）とでは、随分大きな開きが見られる。 

 

 

【６】 不自然な複数口座の利用や入出金管理 

 

ここでは異動明細の検証から判明した、入出金の管理の不自然さと、それにまつわる幾つかの

疑念について述べてみる。ただ、異動明細の記載内容の殆どが、入出金の期日と金額、振込みか

現金かなどの入出金の形態のみであるし、一部の記録の欠落があるために連続性がないことなど

から、疑念の解明には至らなかった。 

順序として、先ず提示された異動明細に基づき、招致委員会の資金の流れと口座の関係の概要

を、次の図により説明する。 
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図表 5 招致委員会の預金口座と資金の流れ 

余裕資金
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 ③　　　　　　　　　　　　　　　交付金
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寄付金

県内の
個人・法人

招致委員会
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Ａ-６

定期預金
５口座
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東京事務所
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���������������������������？外貨口座

 ① 県からの交付金・３市町村からの負担金 支

払

先

税金

口座 Ａ

 
 

 

招致委員会の日常の資金の受け入れと支払いは、普通預金Ａ１～Ａ６の口座に集中される。こ

こに、次のような流れで資金が入金される。 

 ①で示す、県からの交付金、長野市・山ノ内町・白馬村からの負担金が直接入金。 

 主として県内の個人や企業などからの寄付金が、②で示す、招致委員会の普通預金Ｃ

口座（寄付金の受け入れ専用とみられる口座）を経由する場合と、③で示す、長野県

スポーツ振興協力会の呼びかけで、県に振り込まれ、県からの交付金として招致委員

会に入金される場合とに分かれる（７１ページ参照）。 

 主として県外の企業からのいわゆる財界募金で、長野冬季オリンピック招致財務委員

会の募金活動による寄付金は、いったん（財）日本体育協会に入る。その後、そこか

らの交付金として④で示すように、招致委員会の普通預金Ｄ口座に入金。 

 

普通預金Ａ１～Ａ６の口座に入金された資金のうちの余裕資金は、当時６～７％の金利（年率）

のついていた期日指定定期預金などＢ口座（５口）で運用されている。 

支払いの方は、競技施設費（建設費ではなく調査費）と会議費・事務費は、普通預金口座（Ａ

１～６）からの直接の支払いとなっている。しかし、渉外活動費と広報費の一部は、招致委員会

名義の外貨口座や招致委員会東京事務所名義の預金口座を経由していた可能性が否定できないの

だが、外貨口座や東京事務所名義の口座についての異動明細の提示は受けていない。 
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このような資金の流れと預金口座の関係から、招致委員会の資金管理面や経理操作面での幾つ

かの疑念を以下に述べる。ただ、長野地裁に対する県を通じての追加要請の限界などから、何れ

も実態の解明には至らず、疑念のままで記載せざるを得なかったことは、誠に残念というほかは

ない。 

 

（１） 先ず、なぜ日常の入出金に６つもの口座が必要だったのか、どのような使い分けをし

ていたのだろうか、についての疑念である。 

結論から言えば、この６口座の存在と、それらの間の資金の移し替えは、入出

金の操作に何らかの作為を窺わせる。 

具体的には、この６口座間で、意図不明な資金の移し替えが、判明分のみでも

１２件あり、うち３件は、前述の使途不明金約９０００万円の元になる入出金で

ある。 

日常の入出金のための口座数が複数となるのは、受け入れ資金の性格や支払い

目的などの種類ごとに、効率的な区分管理を目的とする場合が一般的である。し

かし招致委員会名義の６口座のそれぞれには、何らかの区分を必要とする基準の

ようなものは見られず、また、１２件の資金の移し替えについても、その意図が

全く見当つかなかった。 

この点につき、当時の担当者２名に事情を拝聴したところでは、誰もが「６口

もの口座のあったことは、まったく知らない。預金通帳は１冊しかなかった」と

答えている。 

 

（２） 次に、提示されていない口座が存在している可能性が大きい、という疑念である。 

県から長野地裁に対しては、「八十二銀行における、招致委員会関係のすべて

の口座」の異動明細についての証拠保全の申立を行っている。しかし、次のよう

な資金の異動のあることが、提示された預金口座以外の口座の存在を窺わせる。 

 

ａ．外貨口座の存在の可能性 

日常の入出金に使用される普通預金口座から、直接、海外への送金やドルなど

の外国通貨建て口座への送金は、「外国為替ネット」を利用するか、あるいは招

致委員会名義での外貨口座を開設しておく必要がある。外貨での資金異動２０件

のうち、７件は外貨口座経由と見られ、かつ外貨預金の利息計上も見られること

から、招致委員会名義での外貨預金口座が開設されていた可能性が高い。 

 

ｂ．招致委員会東京事務所名義口座の存在の可能性 

同事務所には、１００万円単位の資金移動が９件（約１２８０万円）あり、そ
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のうち、振替が３件ある。よほどの不便がない限り、八十二銀行の東京所在の支

店に口座を開設しているのが通常と思われ、同事務所名義の口座の存在を示唆し

ている。 

 

ｃ．別名義口座の存在の可能性 

支出記入帳の支払い記載件数約４００件を、異動明細の方の出金記録と照合し

たところ、照合できた件数が約半数であった。同一支払い先に同日支払う場合、

１件の支出につき複数の支払請求をまとめた出金も稀にはあろうが、通常の支払

方法ではない。他の出金口座の存在を示唆している、と考えざるを得ない。 

 

上記の疑念のほかに、異動明細を仔細に見ていくと、招致委員会が４０００万円もの手形借り

入れを行っていたり、折角の期日指定定期預金を中途解約したりという事例が散見された。 

招致委員会のように、交付金・負担金を収入源とする団体にあっては、収入に併せた事業計画・

支出予算を立てるのが一般的だから、このような事例からみると、事務方の計画を無視せざるを

得ない、上層部からの緊急の支出依頼があったのかもしれない。 
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第３章 収入の全貌と寄付金について 
 

 

 

招致委員会の６年間の、公式決算書の上での収入総額は、２７億７４２７万円で、そのうち寄付金

の総額は１１億４２４３万円とされている（図表６）が、それは事実なのだろうか。 

また、寄付金の募集は、地方財政法で禁止されている県からの“事実上の割り当て”であったとか、

あるいは、オリンピック施設の建設工事の関連企業が、その受注の見返りに多額の寄付に応じていた

などの指摘もあるが、実態はどうであったのだろうか。 

この章では、この辺のところを検証するが、順序として、各招致委員会の収入の全体像をみてみる。 

 

 

図表 6 各招致委員会の収入の状況 

 

◇ 金額の単位は、便宜上、原資料の計数の万円未満を四捨五入し、万円単位に加工した。そのため、

合計の一致しないところがある。 

◇ 各年度の計数については、各招致委員会の年次報告における公表決算書（資料１５、資料１６）に拠

り、下表（４）の累計の部分については資料１８に拠った。 

◇ 内訳科目の名称は、拡大招致委員会に合わせた。 

◇ 原資料では、年度により「前年度繰入金」との表現もあるが、以下では「前年度繰越金」で統一した。 

 

（１） 招致準備委員会の収入 ８５（昭和６０）年１２月１８日 ～ ８６（昭和６１）年７月２４日 単位；万円 

年度 交付金 負担金 寄付金 前年度繰越金 諸収入 合計 

（一括） ２０００ ０ ０ ０ ３ ２００３ 

 

（２） 旧招致委員会の収入 ８６（昭和６１）年７月２４日 ～ ８９（平成元）年１０月８日 単位；万円 

６１ ０ ３１２５ ０ ０ １ ３１２６ 

６２ ３０００ １億７８１５ １１０３ １６６ ３ ２億２０８７ 

６３ ９９００ ７１４８ ２６８８ １８７ ２２５８ ２億２１８０ 

元 １億９０００ ５０００ １５７９ ２８ ４３００ ２億９９０７ 

計 ３億１９００ ３億３０８８ ５３７０ ②     （３８１） ６５６２ ① ７億６９２０ 

収入合計《７億６９２０万円‐①》には、繰越金計《３８１万円‐②》を含まない。 

 

（３） 拡大招致委員会の収入 ８９（平成元）年１０月１２日 ～ ９１（平成３）年１０月４日 単位；万円 

元 ６４００ ０ ９９０ ③   １億７２６６ １９６５ ２億６６２０ 

２ ４億４３００ ８０００ ５億８６５２ １４７ ３２９５ １１億４３９４ 
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３ ９４００ １億５０００ ４億９２３２ １億８９８３ ３２７４ ９億５８８９ 

計 ６億０１００ ２億３０００ １０億８８７４ ⑤ （３億６３９６） ８５３４ ④ ２１億７７７４ 

単純合計は《２３億６９０４万円》であるが、収入合計《２１億７７７４万円‐④》には、平成元年度の旧招致委員

会からの繰越金《１億７２６６万円‐③》のみを加算した。従って、繰越金計《３億６３９６万円‐⑤》は含まない。 

 

（４） 旧・拡大 両招致委員会の収入の累計     単位；万円 

 交付金 負担金 寄付金 前年度繰越金 諸収入 合計 

旧 ３億１９００ ３億３０８８ ５３７０ （３８１） ６５６２ ７億６９２０ 

拡大 ６億０１００ ２億３０００ １０億８８７４ （３億６３９６） ８５３４ ⑦ ２１億７７７４ 

累計 ９億２０００ ５億６０８８ １１億４２４３ - １億５０９６ ⑥ ２７億７４２７ 

両招致委員会の累計《２７億７４２７万円‐⑥》の算出に際しては、その単純合計《２９億４６９４万円》から⑦に

含まれている旧招致委員会からの繰越金《１億７２６６万円‐③》を除いてある。 

収入累計《２７億７４２７万円》に、最終清算額《３８７万円》を加えたものが、最終決算額となっている。(資料

１８) 

 

 

【１】 寄付金の総額は、公表の集計の約１１億円ではなく、通算で約１８億円もあった 

 

収集した資料からの寄付金の総額は、８６（昭和６１）年度から６年間の招致委員会の各年度

分を通算すると、約１７億８８００万円で、招致委員会の各年度の決算書から集計をした１１億

４２４３万円と大きく異なる。また各年度の公式決算書に記載されている寄付金には、内訳の記

載はなく、通算の合計金額も公表されてはいない。 

この点を検証するために、第２章で述べた「担当者の手持ち資料ファイル」の中にある、「オリ

ンピック招致委員会決算状況及び寄付金の状況」（資料２５）の項目を入れ替え、わかりやすく作

表したものが図表７である。この資料だけが寄付金の内訳を記載しているので、公式決算書とは

計数の差が多少あるが、資料に記載されている手書き部分の修正後で、百万円単位の原資料のま

まを加工した。資料の作成年月日は記されていなかったが、「（事務監査資料）」との書き込みがあ

る「寄付金収入状況一覧表」（資料２６）での記載数字と平仄が合うところからみて、住民監査請

求に対応した県監査委員による事務監査の行われた、９２（平成４）年７月前後の作成と認定さ

れる。 
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図表 7 招致委員会の収入源と寄付金の状況 

（単位；百万円）

支 出

県交付金

年度 寄付金
（a） （b） （c） （d）

旧招致委員会

昭和61年 30 30
昭和62年 30 11 178 219 40
昭和63年 30 69 27 71 24 221 155
平成元年 50 140 16 50 43 126 221

小計 80 239 54 329 67 596 416

拡大招致委員会

平成元年 64 10 20 265
平成2年 101 342 38 549 80 33 954 259
平成3年 94 27 465 150 33 741 10

小計 195 406 75 1,014 230 86 1,960 269

合計 275 645 129 1,014 559 153 2,556 685

寄付金　計 17億88百万円

県寄付金
の状況

一般
財源

県外企業
協賛金

一般
寄付金

市町村
負担金

諸収入

招 致 委 員 会 の 収 入

 

註 ；この表と図表６との係数の一致しないところがあるが、四捨五入以外の理由は解明できなかった。 

 

この資料も含め、当調査委員会が収集した資料から判断するに、寄付金の募集経路は、大きく

３通りあった。 

第１は、県内の企業や個人を対象に｢長野県スポーツ振興協力会｣（以下「協力会」という）を

経由するもので、図表７のｄ欄に記載した。第２は、県外の企業などからの財界募金を｢長野オリ

ンピック招致財務委員会｣（以下「財務委員会」という）経由で募るもので、ｃ欄に記載した。第

３は、県が直接受け入れたとみられる一般寄付金で、b 欄に記載したものである。 

 

ｄ欄の協力会経由の募金合計額である、約６億８５００万円の中の約６億４５００万円は、い

ったん県の一般会計に入り（ａ欄）、そこから交付金の形で招致委員会に支出されているので、こ

の分は寄付金の色彩が消えてしまっている。その結果、一般会計に組み入れなかった残りと県へ

の直接寄付との合計だけが、県民の浄財としての公表の一般寄付金額となり、僅か約１億２９０

０万円になってしまった。 

これにｃ欄の県外企業からの協賛金（いわゆる財界募金）約１０億１４００万円を加えると、

公表の寄付金が、約１１億４３００万円となるわけである（図表６－（４））。 
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この「交付金の形」につき、９５（平成７）年６月に県教育委員会体育課でまとめられた「毎

日新聞長沢記者からのスポーツ振興のための寄付金に関する照会について」と題するメモ（資料

２７）には、次のような興味深い問答が見られる。 

「Q： オリンピックのために寄付を募って、税金逃れのために県を通して招致委員会

へ寄付金をまわしたというけれどもほんとうかどうか確認したい。 

A： それは、オリンピックのためではなく、スポーツ振興のために集めた一般寄付

金であり、一般財源に繰り入れているため使途が決まっているわけではない。 

従って、招致委員会に交付するために寄付を受けたものではない。｣ 

 

確かに「長野県スポーツ振興協力会募金趣意書」を見ると、オリンピックの文言はどこにもな

い。 

しかし内部の資料、例えば｢オリンピック招致委員会予算 変更計画（案）｣（資料２８）や、「招

致委員会の決算状況」（資料２９－１）及び「オリンピック招致委員会に対する交付金及び寄付金

の状況」（資料２９－２）には、堂々と“交付金を経由した招致委員会への寄付金”という観点か

らの、各種の集計を行っている。 

 

 

【２】 “割り当て募集“の都合上、浄財の約７．７億円のうち、約６．５億円は寄付金の色が消

えてしまった 

 

先ほどの“一般会計への繰入れ”を、再度分かりやすく書くと次のようになる。 

 

図表 8 一般会計に繰入れられた「県民からの寄付金」 

寄付金　計 17億88百万円

県民からの寄付金 財界募金

1,014
百万円

 一般会計に繰入
寄付金としての

公表金額

129
百万円645百万円

 

 

 

実は、この“一般会計への繰入れ”には、税制が絡んでいるのである。 

招致委員会の収入源の７割近くを占める寄付金の受け入れ経路を、税制上の恩典との関係で再

度述べると、次のようになる（図表９参照）。 
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（１） 主として県内の個人や企業に対して「協力会」が募集するが、｢県への寄付金」

となるため、税法上非課税となるもの。 

（２） 主として県外の企業や団体からの寄付（協賛金）で、特定公益増進法人１７の指定

を受けた「（財）日本体育協会」を経由させることにより、税法上の恩典を受け

るもの。 

（３） 県に対する直接の寄付で、非課税となるもの。 

 

 

図表 9 招致委員会への寄付金の流れ 

旧・拡大招致委員
会

寄付金

7.8億円

交付金

長野県内������������������
������������������
������������������法人

������������������
������������������
������������������個人

拡大招致委員会

招致財務
委員会

県外

寄付金�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������

特定公益
増進法人

日本体育協会

10.1億円

交付金

�����������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������法人

寄付依頼

��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������

長野県庁

長野県
スポーツ

振興協力会

 
 

ポケットマネーの範囲の寄付金なら気にする必要はないのだが、ちょっと大きな額の寄付金な

ら、税法上の恩典を受けたいのが人情である。ところが日本の税制は、善意の寄付金には結構厳

しく、税法上で指定された寄付金にしか非課税の恩典がない。 

 

先ず、個人から招致委員会への直接の寄付は、税法上の恩典が全くなく、法人の場合でも一定

額までにしか恩典がない。個人でも法人でも、全額が非課税となる長野県や長野市に直接寄付を

することが、税法上の恩典が最も大きい。 

ただ、長野県や長野市が自然体で募集したのでは期待通りに集まらないかもしれない、という

ことで、前記（３）の方法はあまり期待されていなかったようである。だから、ここはある程度

の割り当てをしなければならない…、と考えたのであろう。しかし、地方自治体は地方財政法に

                                               
１７ 税法上に個別に定められた特定公益増進法人（法人税法施行令第７７条第１項の二）に寄付をした場合、寄付

をした者に税法上の恩典がある仕組み 
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より、寄付金の割り当てなどを禁止されている１８ので、長野県や長野市が、表向き割り当てに近

い形での募集活動はできない。 

そこで形だけの隠れみのとして、県内の募金については、（１）の「長野県スポーツ振興協力会」

１９という団体を作ったり、県外からの財界募金については、（２）の「（財）日本体育協会」を経

由するための「招致財務委員会」という団体を作ったりして、それらに“事実上の割り当て”で

の募集活動をして貰ったわけである。 

 

そして協力会が募集の声をかけた寄付金のほとんどは、いったんは県に直接振り込まれ、その

大部分は、県の一般財源に繰り入れられたので、そこから招致委員会に交付金として支出される

と、役所風に言えば“一般財源からの交付金”となり、せっかくの寄付金の色が殆ど消えてしま

う…、ということになるのである。 

 

 

図表 10 “割り当て寄付”の流れ 

法人
個人 長野県スポーツ

振興協力会

��������������������������������������������������
��������������������������������������������������
��������������������������������������������������長野県庁

長野
オリンピック
招致委員会

寄付依頼
＝事実上の割り当て

寄付金 交付金

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

 

 

ただ、一般会計に繰り入れられる基準が不透明であり、協力会の募集活動分３，４３９件にも

なる募金額約６億８３５６万円（資料３０）のうち、約６億４５００万円が一般会計に繰り入れ

られており、年度ごとの金額も大きく異なる。６９ページ・図表７のａ欄とｄ欄とを比較して見

れば一目瞭然である。 

これは、膨らんでいく招致委員会の経費をまかなう財源のひとつである県の交付金の金額を、

寄付金の集まり具合で調整していたのではないかと推測されるが、その実態は解明できなかった。 

 

                                               
１８ 地方財政法第４条の５は、「地方公共団体は……住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、寄附金（こ

れに相当する物品等を含む。）を割り当てて強制的に徴収（これに相当する行為を含む。）するようなことをし

てはならない」と定めている 
１９ この団体についての資料は会の規約だけがあり、ほかの資料は全くなかった。招致委員会の寄付金受入れ専用

と見られる預金口座が、９１（平成３）年９月１３日に解約になっていることひとつとってみても、おそらく

オリンピック募金のためだけの実態のない団体だったと推測される 
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【３】 県による寄付金の実質的な“割り当て募集”の状況 

 

協力会や財務委員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

当て業務を協力会と財務委員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による調査で裏付けられて

いる。 

この点につき、当時副知事だった毛涯修氏は、当調査委員会の事情拝聴に対し、「民間への協力

要請はしたが、それは一般的な協力要請でしかなかった。違法なことはしていなかったと思う」

と語っている。 

 

かりに、「一般的な協力要請」との体裁が整えられていたとしても、問題は、寄付を依頼された

当の個人や企業・団体がどう受け止めたかである。多くの企業や団体は、「県から協力要請され、

断れず寄付をした」というのが実態だ。 

実際、当調査委員会が実施した寄付企業等へのアンケート調査（１５４ページ参照）や、県民

からの情報提供によって、“割当て寄付”を裏付ける次のような証言や回答を得ている（個別の氏

名や企業名などは、非公表とした。なお、各企業の担当者とは、アンケート調査への回答担当者

のことであり、（ ）内は前後関係を明確にするため、当調査委員会が挿入）。 

 

１．＜個人･歯科医の証言＞ 

「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、９０（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』（資料Ｊ）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」 

 

２．＜設備関係企業の担当者からの回答文＞ 

「平成２（９０）年８月２４日、長野市の夏目貞美総務部長と羽生田茂次長（オ

リンピック担当）が、当社長野支店を訪れ、オリンピック招致活動の為の寄付金

の要請が有りました。当社、本社社長の決裁を受け１００万円の寄付を応諾しま
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した。既に募金受付の窓口が開設されており（八十二銀行）振込にて送金しまし

た」「平成３〈９１〉年６月、長野開催が正式に決定したが、寄付金に対する収

支報告はありませんでした。そして１９９８年のオリンピックが終了した後も、

収支報告は一切有りませんでした」 

 

３．＜化学メーカーの担当者からの回答文＞ 

「県総務部長と面談時、寄付の要請を受け、５００万円の要請があった。〈１９

９０年秋〉」『社内決裁後、当社本社にて、社長より（当社）東京事務所長●●氏

２０へ５００万円の小切手を手渡しする（１９９１年 1 月頃）」「（寄付金は）全額

損金算入した」 

 

４．＜製薬メーカーの担当者からの回答文＞ 

「長野県衛生部課長が、直接、（当社工場に）来所され、長野県（下の）製薬企

業に強い働きかけをおこなっていた」「（その際、）寄付金の金額を伝えられた」「当

時、長野県の一企業として、オリンピックを成功させようとの気持ちは強く、当

社でも協力できればと雰囲気はありました。寄付金の額については、高額との認

識であり、後に『会計帳簿紛失問題』が起きたことに対しては、誠に遺憾に思い

ます」 

 

５．＜塗装関連企業の社長からの回答文＞ 

「当時の長野県名古屋事務所長から、（県からの提示額による）協力依頼があり

ましたが、金額等については私の気持ちです」 

 

このほか、業界団体が寄付金の分担額を決め、その額を寄付させられたとする企業も複数あっ

た。 

いったいなぜ、当時の長野県では、このような違法とも言える割り当て募金を、おこなわざる

を得なかったのだろうか。 

その理由を解明する手立てとして、８９（平成元）年１月１１日、「日本体育協会理事・監事室」

で開かれた「第４回招致連絡会議事録」（資料３１）があげられる。同議事録には、猪谷千春ＩＯ

Ｃ委員、拡大招致連絡会の市村勲事務総長、毛涯修長野県副知事らとの間で、以下のようなやり

取りのあったことが記されている。 

 

「猪谷理事； 昨年６月の国内候補地決定の際長野では資金については任せてほしいと言

                                               
２０ アンケートの回答文には同社関係者の実名が記載されていたが、プライバシー保護のため氏名は伏せてある 
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ったが、実際は違うようだ。どうなっているのか、ほんとに資金を用意出来

るのか。 

市村事務総長； 資金計画については、見直しを行い当初より増やした。全体として１１億５

０００万円位を考えている。具体的な資金計画も考えている。 

猪谷理事； ＩＯＣ委員を呼ぶには早めに招請
ママ

しなくてはならない。早めに資金計画を教

えて欲しい。なお、海外を訪問するより、ＩＯＣ委員を日本に呼ぶほうが効

果がある。 

毛涯副知事； 資金については、昨年の夏から民間に要請している。資金計画は事業計画が

決まらないと作れないので、どの様な事業が効果的か連絡会で考えていただ

きたい。」 

 

さらに、この議事録が作成されるもととなる議事メモ（資料３２）では、市村事務総長の「具

体的な資金計画」の中身が、「民間寄付、県、市の負担」であったことがわかる。また、毛涯副知

事の「民間に要請」との発言も、同メモでは「去年夏から財界へ協力要請」となっている。 

つまり、これら二つの資料から判明する事実は、膨れ上がる招致活動費用の捻出のため、拡大

招致委員会は、「民間寄付、県、市の負担」でそれを賄おうとした。そして「民間寄付」に関して

は、県が“直接”財界へ協力要請していたことになる。 

 

また、９０（平成２）年５月１８日に、当時の総理府で開催された「長野冬季オリンピック関

係省庁課長会議に係る打合せ会」のメモ（資料３３）によれば、当時の内閣府内政室担当審議官

からの、「財政面では、民間から集める金はどうなっているか。」との質問に対し、長野側からは、

次のように回答している。 

「今年から明年６月までで１５億円。県内商工会議所を中心に予想以上に集まってきてい

る。今後中央財界へも依頼していきたい。ＪＯＣからは経団連一本ではなく、業種別にや

った方がいいとの助言である。目標を決めお願いしていきたい。財政的には、市町村から

の負担金収入。県からは寄付金を一旦県の会計に入れ、プラスアルファして交付金で出し

ている。（以下省略）」 

 

以上の２件の記述からも、寄付金の募集は、相当切羽詰った状況下で行われていたことが見て

取れる。そして、それが“事実上の割り当て募集”につながった背景であろう。 

 

 

【４】 不自然な存在の「財務委員会」 

 

公式記録である「１９９８年 第１８回オリンピック 冬季競技大会 招致報告書」には、「長野
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オリンピック招致財務委員会」について次のような記述がある。 

 

「オリンピック招致活動にかかる資金の一部を財界から支援を受けるため、平成２年７月に

長野冬季オリンピック招致財務委員会を設置し、東京、名古屋、近畿の各長野県県人会をは

じめ各界の協力を得て、県外の企業を中心に長野冬季オリンピック招致活動資金募金を実施

した。 

財務委員会は、前衆議院議員の小坂善太郎氏を委員長に、副委員長３名２１、委員３名及び

顧問３名からなり、募金実務は幹事１２名が担当し、積極的な募金活動を展開した。この募

金には、全国の多くの企業から応諾を得て、目標を超える寄付が集められた。 

この募金は、特定公益増進法人である財団法人日本体育協会の協力により行った。 

募金実績 金額 1,014,377,382 円 企業等数 1,547 」 

 

この財務委員会の、規約、資金の流れ、会計記録、解散年月など、詳細についての資料は殆ど

収集できなかったが、協力をしたとされる日本体育協会の関連の資料からは、次のような不自然

な姿が浮かび上がる。 

それは、日本体育協会に対して免税募金の募金事業申請を行う招致委員会が、果たしてその適

格性を有していたのか、という点である。 

日本体育協会の免税募金のあらましは、次のようなものである。 

先ず招致委員会が、特定公益増進法人である日本体育協会に免税募金の募金事業申請をする。

その承認を受けて、招致委員会の傘下の財務委員会の幹事が、県外の企業などに寄付の要請を行

い、寄付を応諾した企業などは、財務委員会の口座を経由して日本体育協会に寄付金を納付する

が、その金額は、日本体育協会からの交付金として、招致委員会に入る（資料３４）。このとき寄

付を行う企業などは、通常の法定寄付金の倍額の非課税の恩典を受けることができる。 

但しこの場合の適用対象は、「･･･本会（日本体育協会）加盟の競技団体および同都道府県体育

協会･･･」とされている（同会「免税募金の手引」：資料３５）。ところが長野オリンピック招致委員

会は、競技団体でも体育協会でもないから、この免税募金の適用対象になったことは、非常に不

自然である。 

この点について、当調査委員会から日本体育協会に、事情拝聴の照会を行ったが、回答は頂戴

できなかった。 

因みに、長野地検の照会に対する日本体育協会からの９５（平成７）年１月２６日付の回答書

（資料３６）では、この寄付金募集事業につき「大蔵省への報告は行っていない。但し、本会寄

附行為に基づき年度収支決算書及び事業報告書に含め文部大臣に報告している。」と記載されてい

る。 

                                               
２１ ３名の副委員長とは、羽田孜衆議院議員、林克也ＪＯＣ総務委員長、小林春男長野県銀行協会長 
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この回答書の意味は解明できなかったが、推測すると次のようなことかもしれない。 

「招致委員会への免税募金事業の承認は、日本体育協会が免税募金団体として認められ

た趣旨に照らしてみると、必ずしも好ましいものとも言えないので、税務の所管である

大蔵省には報告をしていない。しかしこの辺の批判が公になった際に備えて、当協会の

主務官庁である文部省には、個々の事業の執行状況の中に入れて、報告をしておいた。」 

招致委員会が日本体育協会の行なう免税募金事業の申請者にふさわしかったのか、財務委員会

の上層部からの圧力でもあったのか、いずれにしても、常識的には理解に苦しむ取り扱いである。 

 

 

【５】 寄付金受け入れの実務は、ほとんど県が処理 

 

寄付金の受け入れ件数と金額は、協力会で３,４３９件の６億８３５６万円（資料３０）、財務

委員会で１,５４７件の１０億１４３８万円であって、その入金状況を見ると、８９（平成元）年

から９１（平成３）年の前半に集中しているから、合計約５０００件の事務処理は、尋常な作業

ではない。 

具体的な作業となると、寄付金の目標策定とその入金管理、コンピュータシステムの開発・維

持などの事務フローの整備、更には寄付金の入金先へのお礼状の発送、などとなろうが、招致委

員会や財務委員会では、到底処理しきれるものではなかろう。事実、これらの作業のほとんどは、

県が主体で実行していたことを示す資料がある（資料３７）。 

そして県自らが、県の各部局・出先機関・団体ごとに目標額を決め、その達成率を計算してい

る。とりわけ、９０（平成２）年１月８日、９１（平成３）年１月２２日、２３日と３度にわた

り入金状況をチェックしている（資料３８）など、“事実上の割り当て”以外の何物でもないとい

えよう。 

以上を整理すると次のようになり、寄付金の募集が“事実上の割り当て”であったとの、当調

査委員会の認定の背景をご理解願えると思う。 

 

（１） オリンピックのため募金ということであれば、招致委員会の名前で集めなければ

ならないが、招致委員会への直接の寄付は税の恩典がないから、税の恩典のある

県などへの寄付としたいが、割り当てでもしないと簡単に集まらない。さりとて、

県が割り当てはできない。 

 

（２） そこで県内の募金については、オリンピックのためではなく、“スポーツ一般の

振興”への協力会という形だけの団体を作り、そこが強力な募金推進を行う形に

した。 
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（３） また県外企業からの財界募金については、（２）のような“県民のスポーツ振興”

というわけには行かないから、寄付金を集める団体自体に免税の恩典がある日本

体育協会に依頼し、同協会が受け入れた寄付金は、同協会から招致委員会への交

付金となるようにした。但し募金の旗を振るのが招致委員会では、迫力に欠ける

ということか、小坂善太郎氏や羽田孜氏を担ぎ出して財務委員会という別働隊を

作り、そこに強力な募金推進を行わせた。 

 

（４） 目標の策定から入金管理、事務フローの整備まで、県が主体的に行っていた。 

 

 

【６】 寄付企業に対する“処遇”と目される資料もあった 

 

ＪＯＣ・日本体育協会・招致委員会の三者による「財界募金についての打合せ（報告書）」（資

料３９＝平成２年１月９日作成）には、「寄付企業に対する取扱（処遇）について検討する必要が

ある」との記載がある。 

その「寄付企業に対する取扱（処遇）」が、具体的な形で実行に移されたかどうかは、解明でき

なかった。しかし、【４】で述べた免税適用の打ち合わせの段階ですでにこのような表現の議論が

あるということは、一部の企業に対しては、それなりの見返りを示唆しながら寄付の目標額を要

請して回ったのだろう、と憶測をたくましくされても、致し方のないところであろう。 

 

ところで、この「寄付企業に対する取扱（処遇）」に直結するかどうかはともかくとして、オリ

ンピック諸施設の工事受注企業と寄付金の関連をまとめた資料が、発見されている（資料４０）。 

その資料は、９５（平成７）年５月前後に、オリンピック諸施設の受注企業との癒着疑念を追

及していた、県外の政治結社などからの質問状に対応するために、県職員が手控えのメモなどを

まとめたファイルに残されていた。 

 

ポイントは、寄付と受注がリンクしていたのかどうかであるが、この点を判断するだけの資料

は、発見できなかった。 

ただ、各競技施設の受注ＪＶ（ジョイントベンチャー＝共同企業体）の幹事社の寄付金額が、

おおむね１０００万円となっている（資料４０－１）ところは、何らかの作為が感じられる。あ

るいは結果として、たまたまそうなったのかもしれないが、奇妙な一致ではある。 
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第４章 経費の全貌と監査の妥当性について 
 

 

 

長野市が開催都市に決定するまでの招致活動は、「第１章」で述べたように、招致準備委員会、旧招

致委員会、拡大招致委員会の３段階で行われた。 

それぞれに、団体としての代表者・監事・会則などを定めてはいるが、何れも県主導で設立された

民間の任意団体（人格なき社団）であり、収入の大部分は、寄付金と県からの交付金、市町村からの

負担金などで賄われている。にもかかわらず、県などからの監査は行われていない。それに代わるも

のとして「監事」がおかれており、各委員会の会計処理につき、責任を持って厳正な監査を行う建前

となっている。しかし、これは当時の官公庁の外郭団体なら一般的なことであったが、各委員会の監

事は、必ずしも中立的な立場の会計監査の専門家や実務家ではない。 

従って、約２６億円にもなる招致関連の支出の妥当性が、監事による監査の目を素通りすることは

十分あり得るのである。 

 

ここでは、長野地検の刑法上の判断や、長野地裁の交付金への判断とは別に、「地方公共団体におけ

る民主的にして能率的な行政の確保を図る」（地方自治法第１条）ための、「会計監査」と「県民への

説明責任」という観点から検証をするが、先ず、公表されている支出の状況を概観してみる。 

 

 

図表 11 各招致委員会の支出の状況 

 

◇ 金額の単位は、便宜上、原資料の計数の万円未満を四捨五入し、万円単位に加工した。そのため、

合計の一致しないところがある。 

◇ 各年度の計数については、各招致委員会の年次報告における公表決算書（資料１５、資料１６）に拠

り、下表（４）の累計の部分については資料１８に拠った。 

◇ 内訳科目の名称は、拡大招致委員会に合わせた。 

◇ 招致活動費①は、昭和６３年度までは｢事業費｣として一括計上されていた。また、招致委員会費②に

は、「会議費」と「事務費」の内訳区分があるが、作表の都合上、その小計だけを記載した。 

 

（１） 招致準備委員会の支出 ８５（昭和６０）年１２月１８日 ～ ８６（昭和６１）年７月２４日 単位；万円 

招 致 活 動 費 
年度 

 広報費 渉外活動費 競技施設費 

招致委員会

費 ② 
合計 

（一括） １５５８ - - - ３０５ １８６３ 

収入《２００３万円》（図表６参照＝６７ページ）から、支出《１８６３万円》を差し引いた残額《１４０万円》は、長野

県へ返還。 
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（２） 旧招致委員会の支出 ８６（昭和６１）年７月２４日 ～ ８９（平成元）年１０月８日 単位；万円 

招 致 活 動 費 
年度 

 広報費 渉外活動費 競技施設費 

招致委員会

費 ② 
合計 

６１ ２６３７ - - - ３２３ ２９６０ 

６２ ２億１２０３ - - - ６９６ ２億１９００ 

６３ ① １億９９５０ - - - ２２０３ ２億２１５３ 

元 １億１００１ １８６５ ８７００ ４３６ １６４０ １億２６４１ 

計 ５億４７９１ - - - ４８６２ ５億９６５４ 

平成元年度の収入《２億９９０７万円》から、同年度の支出《１億２６４１万円》を差し引いた残額《１億７２６６万

円》は、拡大招致委員会に引継ぎ。 

 

（３） 拡大招致委員会の支出 ８９（平成元）年１０月１２日 ～ ９１（平成３）年１０月４日 単位；万円 

元 ２億３８１６ ３３１０ １億９４０６ １１０１ ２６５７ ２億６４７３ 

２ ８億８７６８ ３億２６４９ ５億４７８０ １３３９ ６６４３ ９億５４１１ 

３ ７億０８７５ ３億５８６２ ３億４６１９ ３９５ ３１９３ ７億４０６９ 

計 １８億３４５９ ７億１８２１ １０億８８０５ ２８３５ １億２４９３ １９億５９５３ 

平成３年度の収入《９億５８８９万円》から、同年度の支出《７億４０６９万円》と、最終精算額《４１０万円》を差し

引いた残額《２億１４１０万円》は、長野冬季オリンピック組織委員会へ寄付。 

 

（４） 旧・拡大両招致委員会の支出の累計     単位；万円 

招 致 活 動 費 
 

 広報費 渉外活動費 競技施設費 

招致委員会

費 ② 
合計 

旧 ５億４７９１ - - - ４８６２ ５億９６５４ 

拡大 １８億３４５９ ７億１８２１ １０億８８０５ ２８３５ １億２４９３ １９億５９５３ 

累計 ２３億８２５０ - - - １億７３５５ ２５億５６０７ 

 

 

【１】 招致活動の関連経費は、伝えられている約２０億円ではなく、各招致委員会の通算で

約２８億円 

 

一般に言われている招致活動の関連経費は、「約２０億円」とか「１９億６０００万円」という

数字であるが、これは拡大招致委員会での正味２５ヶ月間の経費だけであり、「招致活動に関連」

と言う意味では、正しい数字ではない。 

これ以外に、招致準備委員会と旧招致委員会の経費があり、更に、県などが独自で直接負担し
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た経費もあるからである。 

委員会ごとの経費は公表されているが、通算合計での公表はなく、県が負担した経費は、もち

ろん公開されていない。 

県民の立場からの“全貌”となると、これらも含めてみる必要がある。各委員会の収支状況を、

図表６と図表１１を組み合わせて便宜上百万円単位とした概数により、判明した範囲で試算した

のが下の図表１２である。 

 

図表 12 各委員会での収支概況と県の負担額 

（単位；百万円）

団体名・略称 活動期間

収入累計

20.0 差引残高

支出累計 1.4 ⇒長野県に返還

18.6

収入累計

769.2 差引残高

支出累計 172.7

596.5 拡大招致委員会に引継ぎ

収入累計

2,177.7 差引残高

支出累計 218.2 ⇒うち、214.1 を

1,959.5 ＮＡＯＣに引継ぎ

３委員会の支出累計 2,574.7

県民の負担額　合計 2,834.5百万円

拡大招致委員会 25ヶ月

8ヶ月準備委員会

旧招致委員会 40ヶ月

259.8 県の負担額
（判明分のみ）

 

註：百万円未満の四捨五入の関係で、合計の一致していないところがある。 

 

上記の収入累計には、各年度残額の翌年度への繰越し額は含まれていない。そして各委員会の

収支差額のうち、招致準備委員会の差引残高は長野県に返還、旧招致委員会の差引残高は拡大招

致委員会に引継がれている。また拡大招致委員会の差引残高から清算業務諸費を差し引いた残額

は、ＮＡＯＣ（長野オリンピック組織委員会）に引継がれている。 

ＮＡＯＣへの引継額は、ＮＡＯＣでの支出に充当されていると考えれば、各委員会経由での県

民の負担額は、全委員会における表向きの支出累計の２５億７４７０万円である。このほかに各

委員会を経由しない、県などが独自で負担したオリンピック関連費用（交付金等を含む）を、判

明した範囲で算出すると、その合計額は少なくとも約２億５９８３万円と認定されるので、各委

員会経由分と合わせると、招致活動関連経費の県民の負担総額は約２８億円強となる。 
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【２】 他に約２億円もの県の直接負担があり、大部分は公開されていない 

 

この県の直接負担額の主な内訳は、判明分だけで次のとおりである。 

 

①「招致委員会経費の直払等依頼内容一覧（案）」から 

 （資料２２） １億４９１０万円 

② 県秘書課の負担額 （資料４１）  ２７５万円 

③「国際ジャーナリスト長野ウインターフォーラム」への県の交付金  

 （資料４２）  ２７６４万円 

④ 特別顧問の経費 （資料４３）  １０２７万円 

⑤ ＩＯＣ委員等への知事主催レセプション費 （資料４４）  １１５７万円 

⑥「回答書」と「概要計画書」の作成費 （資料２１）  ５８５０万円 
（６０ページで既述） 

 合計 ２億５９８３万円 

 

上記①は、９０～９１（平成２～３）年度に、県教育委員会体育課の中のオリンピック推進室

が、招致委員会とは別に負担した経費（うち一部は支出見込み）で、保健体育費からの支出であ

る。 

上記②は、ＩＯＣ総会（バーミンガム）関連経費としての県秘書課の負担分である。なおこの

資料は、公文書公開請求に際しての虚偽開示も示しており、その点はこの項の後段で説明を加え

る。 

上記③は、９０（平成２）年２月に開催された、同フォーラム実施委員会への交付金として支

出されている。この点は１１８ページで再述している。 

上記④は、招致委員会特別顧問として外務省から招聘した加賀美秀夫氏（直前は特命全権大使）

の、９０（平成２）年５月以降退任までの、報酬の県負担額の判明分である。このほかに、運転

手つきの車の維持費など車両費の負担があるはずだが、金額は不詳である。 

 

何れもそのほとんどは、当然に招致委員会の負担すべきもので、県が直接負担すべき合理的な

理由が見出せないものである。 

なお、９０（平成２）年度後半から翌年度始めにかけて作成されたと思われる、「長野冬季オリ

ンピック招致委員会予算について㊙」（資料４５）によれば、拡大招致委員会の予算不足が深刻に

なり、県と長野市に合計３億円の「直執行額」の要請をしたようだ。早く言えば、「招致委員会に

は予算がないから、県と長野市で直接払ってほしい」というもので、その要請の内訳は、県が２
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億円、長野市が１億円である。ただこの要請額は予算ベースであって、実績ではないから、この

要請予算からいくら使われたかは、確認できていない。公務員の習性からすれば、予算があれば

消化をしていようから、実際の負担額は上記の２億５９８３万円を超えているかもしれない。 

 

これらの県の負担費用が招致活動に関連があるからこそ、それぞれの資料が担当者のファイル

の中に残されていたのであろうし、その内容からみても、当然に招致委員会の負担となるべき支

出である。したがってこれら負担費用は、招致委員会の経費と合算して、その支出の必要性を説

明すべきである。 

その説明がないということは、招致委員会と県などとの間の費用負担区分が、恣意的に行われ

ていたということになり、招致委員会の決算書に恣意性を認めざるを得ない。 

 

なお前記①の内訳の一部であるが、これらの県の支払いのなかには、県東京事務所での招致活

動に付随して行われた、政治家・官僚・報道関係者・関連団体などに対する“県の接待”が幾つ

か確認できる。作成年月日の記載はないが、「経費支出計画一覧」（資料４６）と題された資料に

は、ＩＯＣの合同調査団が来日し、長野のオリンピック施設会場などを調査した９１（平成３）

年の１月１７日から同１月２６日までの接待関連支出が、円単位で記載されている（金額欄がラ

ウンドの数字になっている２月以降と「予定」の部分は、実施されたかどうかは不詳である）。 

支払者は「県のオリンピック推進室」と「県東京事務所」であるから、招致委員会の経費では

ない。本来は招致活動経費として、招致委員会が支出すべきものであろうが、招致委員会として

のこのような支出に、何らかの疚しさを感じていたのか、あるいは県の支出なら目立たないで済

むと思っていたのか、いずれにしても理解に苦しむ処理ではある。 

 

更に関連して付言すれば、先に述べた「県の直接負担額の主な内訳」のうち、｢② 県秘書課の

負担額｣で引用した資料４１は、県の秘書課の所管経費のうち、バーミンガム総会の関連経費をま

とめる際に、どれを公文書公開請求に応じたのかを整理するために、９１（平成３）年９月１７

日付で作成されたものである。 

手書きの文字は原資料に記載のままで、公開請求者は不詳である。 

この資料の表題は「バーミンガム関連経費」となっているから、その総額の２７５万円余は、

すべてバーミンガム関連経費のはずである。にもかかわらず、「うち『支出伝票等でバーミンガム

経費と判断できるもの』が、１５３万円余」となっていて、残りの「議員餞別」や「帰国土産」

などの、合計１２２万円余は、「バーミンガム経費」ではないとしている。 

結局、公開された金額は、国内旅費の６万円と、旅行かばん等借り上げ費の５万円余の１１万

円余だけで、あとの２６４万円ほどは、公開されていない。 

これが当時の公文書公開の実態なのであろう。 

なお、餞別の渡し先とされている５人の｢議会代表出席議員」については、一部に物故者もあっ
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て全員への確認ができないことから、その氏名の記載は差し控えた。 

 

 

【３】 拡大招致委員会の決算書は、会計の基本からズレており、信頼性に乏しい 

 

先ず第１に、招致委員会の決算書が、説明責任を果たすべき会計の原則から大きく外れている

点が挙げられる。 

会計監査の対象となる「会計 Accounting」は、「説明責任 Accountability」と語源を同じく

しており、その団体の行動と収支、特に支出の内容を、「資金の出捐者」にできるだけ丁寧に説明

することにある。これは公会計でも企業会計でも同じことである。 

ここで「資金」である交付金の財源は、大部分が県民からの税金で、寄付金も県民などからの

拠出であるから、「資金の出捐者」は県民である。その県民に向け、明確で納得のできる説明をす

るのが、招致委員会の「会計＝決算書」となるわけである。またその説明に際しては、明瞭性の

原則、真実性の原則、継続性の原則などが求められることになる。 

ところが、招致委員会が各年度の総会に付議している決算書は、内訳の記載のない大項目だけ

の極めて簡単なものであり、「明瞭性」はなく、その内訳の検証などは殆ど不可能である。 

 

次にこの決算書は、ベースとなる支出記入帳に、前述のような使途不明金や科目変更転記があ

るほか、支出科目の振り分け方が各年度により異なっており、各年度間の一貫性がない。いわば

「真実性の原則」や「継続性の原則」から外れていることになる。同時に、自らが制定した「長

野冬季オリンピック招致委員会予算科目一覧表」（資料１４）に適合しない科目処理が多数見受け

られるので、形式的にも信頼性に欠けていることにもなる。 

この点については、５８ページで述べた「各年度の招致委員会の決算明細」（資料１７）を見れ

ば、年度によって支出科目の名称がチグハグで、同じ資金使途でも年度によって、それを計上す

る支出科目が違っていることがご理解いただけると思う。 

例えば、同じ資料である平成２年度の「決算明細」の「エージェント費」を見ていただきたい。

ここでは９０（平成２）年度に、「エージェント委託費（電通・スタジオ６）」として４８３２万

円しか記載されていない。しかしエージェント費の支払いは、実際には、（株）電通に対して少な

くとも４５００万円（６３ページ参照）と「スタジオ６」というスイスの会社に４５００万円（資

料４７及び１３６ページ参照）の、合計９０００万円が支払われている。しかるにこの決算書は

もとより、内部資料である決算明細にすらそのようなことは何処にも記載されていない。これは

支払いの内容を、はっきりとオープンにしたくない場合によく使われる手法なのである。 

このように、支払いの対象や活動の種類ごとに、いつ、幾ら払ったのかが判然としない項目は、

ほかにも幾つかある。５８ページでも述べたが、長野を紹介するＶＴＲの作成費用や、国際オリ

ンピック委員会（ＩＯＣ）に提出する「概要計画書」の作成費用などが、それぞれ実際に幾らか
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かったのかについては、未公開の内部資料からでも容易に解明できるものではなかった。 

ましてや公表決算書の内訳は非常に簡単で、誰でもが中味を理解したり検証できるような書き

方ではない。 

このようなことから、当調査委員会は、招致委員会の決算書には明瞭性・継続性がなく信頼が

置けない、と認定した。 

 

 

【４】 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、実質的な資金の出し手である県民の立場に立って、キチン

と納得のできる説明がなされているかどうかを、チェックすることである。 

チェックするとは、例えば信頼の置けない決算書であれば、信頼の置けるものに修正させるこ

とであり、これが「監事」の本来の役割である。 

拡大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、日本オリンピック委員

会の元監事の加藤大豊、（株）八十二銀行頭取の中山富太郎の３氏であった。 

この３氏は毎年度の監査報告で、招致委員会の収入・支出の会計などが「適正に行われたと認

め」ておられるし、吉村知事（当時）や県の幹部も随所で、「厳正な監査」を受けていた、と述べ

ている。 

しかしすでに述べたような、使途不明金がある、不自然な転記がある、支出科目が年度によっ

て変わる、内訳金額の記載がない、などの指摘のない監査報告では、監査が機能していなかった

と言わざるを得ない。 

特に、使途不明金や科目変更転記などは、９１（平成３）年１２月３日の招致委員会の最終監

査で、帳簿を見てお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。 

 

この点につき、３７ページで述べた、長野地検による吉田和民氏の事情聴取メモには、以下の

ような記録がある。（＜ ＞内は担当検事の質問：資料３） 

＜監査の方法は＞ 

･･･事前監査を八十二銀行の職員が一件一件行い、本監査は委員に長野に来てもら

い、通帳、帳簿などの書類を見てもらった（中略） 

最終的に、サインをし、押印してもらっている 

清算に要した経費の監査については、書類も少なかったので、担当が全部の書類を

持って、出かけていって持ち回りでみてもらった 

監査の後、総会で承認を得て完結した 
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またこの監査の状況につき、当時の監事の一人であった中山富太郎氏（当時の八十二銀行頭取）

の指示で、監査実務を担当しておられた八十二銀行の職員に、当調査委員会が同銀行経由で事情

を照会したところ、次のような照会結果が寄せられている。（資料Ｆ） 

なおこの回答は、当調査委員会の照会事項を基に八十二銀行側で該当職員に質問した結果を、

八十二銀行側でまとめ、それを文書の形で当調査委員会に送付してきたものである。該当職員の

氏名は、プライバシー保護の観点から、回答文書の中への記載を要請していない。 

 

① 平成元年度･２年度の監査手順は、どのようなものでしたか？ 

回答；「かなり古いことで記憶がほとんどありませんが、監査方法は領収書と伝

票および帳簿を突合せて、最終で帳簿残高と通帳残高の一致を確認したと

思います。 

監査は、長野市役所で行いました。 

監査内容は金額の正確性が中心でしたが、金額のほかに使途等についても

記述があったと記憶しています。」 

② 平成３年度の、同招致委員会の解散時の監査手順は、上記①と同じでしたか？ 

回答；「はっきりとした記憶はありませんが、同じであったと思います。」 

③ その時、帳簿はどの程度ご覧になりましたか？ 

回答；「従来の監査と同様で、特別に詳しく見たことはなかったと思います。」 

④ 支出記入帳に、不自然な点はありませんでしたか？ 

回答；「特段、記憶に残っていることはありませんが、大口の支出を指している

のであれば、それも不自然と感じた記憶はありません。」 

⑤ 中山監事さんには、どのような報告をなさいましたか？ 

回答；「問題はない旨報告したと思います。」 

 

当調査委員会が発見した支出記入帳には、約９０００万円の使途不明金がある。一方、これら

２件の記録に共通しているのは、金銭の出入りの把握についてはプロともいえる八十二銀行の職

員が、「領収書と伝票と帳簿を突き合わせて」いることで、ここで不自然な処理が発見されていな

いのは不思議というほかない。 

 

今となっては、この辺までの確認の手立てはないが、どちらにしても、「適正に処理されている」

訳ではないし、「厳格に監査した」訳でもなく、当調査委員会としては、結果として「虚偽の監査

報告」となっていると認定した次第である。 
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第５章 ＩＯＣ委員などへの招致活動の妥当性 
 

 

 

拡大招致委員会は、その招致活動において、少なくとも総額５億７５２４万円（図表１４と図表１

５の合計）にのぼる経済的便宜供与を各国のＩＯＣ委員に対し行なっていた。 

経済的便宜供与のおもなものは、委員個人へのプレゼントであり、宴席での供応であり、ＩＯＣ委

員やその家族の来日費用を丸がかえで負担することなどであった。このような接遇は、いずれもオリ

ンピック憲章２２やＩＯＣの倫理コードに違反する。 

 

ＩＯＣは、９０（平成２）年１０月１７日、当時のフランシス・カラードＩＯＣ事務総長名で、「経

費制限に関する候補都市への指示について」（資料４８）２３と題した文書を公表している。便宜上こ

れを“カラード規定”というが、この規定では大きく次の２項目の遵守を各候補都市に要請していた。 

そのひとつは、プレゼント類についての「金額制限」で、ＩＯＣ委員へのプレゼントなどを、「１人

につきトータル２００ＵＳドルを超えない記念品を除いて、ＩＯＣ委員及び血縁者、配偶者、ゲスト、

友人に対し、プレゼントまたは直接的・間接的な便益をはかることを禁じ」ている。 

もうひとつは、接遇などについての「内容制限」で、オリンピック関係の会議に際しての「レセプ

ション」や、「候補都市へのＩＯＣ委員の訪問」に関し、立候補都市が負担できる費用や対象者の範囲

を定めている。 

カラード規定は、公正な招致活動の範囲（倫理コード）を示したものとして、各国のオリンピック

委員会にその遵守を厳しく求めたものだ。 

ただ長野の国際的な招致活動は、８８（昭和６３）年からであるから、この“カラード規定”以前

の規定にも触れておくことにする。 

 

“カラード規定”以前の倫理コードとしては、８８年１２月６日にガフナー事務総長名で公表され

た“ガフナー規定（「立候補都市の金銭に関わる行為の制限について」）”が上げられる。この文書規定

は、それまで不文律としてＩＯＣで踏襲されてきた「倫理コード」を明文化したものとされる。しか

し、その詳細は一般に入手可能な資料等では把握することができなかったため、当調査委員会では、

ＩＯＣ本部に照会をおこなうこととした。 

約半年間にわたり、文書による二度の照会と十数回にわたる電話やファックスでの協力要請を経て、

ようやく送られてきたＩＯＣの正式回答文は、残念ながら、当調査委員会への非協力を伝えるもので

                                               
２２ １９９６年版「オリンピック憲章」第２章 ２０－３－４（「ＩＯＣ委員にふさわしくない行動」） 
２３ 同規定は、「１９９０年９月１９日から適用」された 
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しかなかった２４。 

したがって、プレゼントや接遇等に関する規定が、いつから適用されたものなのか、その規定は、

どのように変化したものなのかは不明のままである。しかしＪＯＣが、長野の招致活動を検証するに

あたっては、終始一貫、先のカラード規定を規準としていた。つまり、カラード規定以前の招致活動

についても、同規定を当てはめたうえで内容分析や評価を下していたのである。そこで当調査委員会

も、カラード規定を倫理コードの基準とし、招致委員会の活動を検証することとした。 

 

なお蛇足ではあるが、ＩＯＣ国際オリンピック委員会という組織は、スイス国内における一種の公

益法人であるから、その規定に違背しても、国際法上あるいは日本の国内法上の違法性を問われるも

のではない。それだけに、規定違反が多いともいえる。 

 

 

【１】 ＩＯＣの倫理コードに違反した物品の供与  

 

招致委員会による国際的な招致活動は、８８（昭和６３）年９月のソウル・オリンピックが最

初であった（この招致活動は、拡大招致委員会ではなく、旧招致委員会によるもの）。 

国際的な招致活動を使命としていなかった旧招致委員会が、ソウルでの招致活動に繰り出した

のは、ＩＯＣ委員が集まる場を活用し、少しでも長野市の知名度を上げたいとの思いがあったと

される。国際的な招致活動を本格的に担う拡大招致委員会が発足する約1 年前のことである。 

 

この時点で、長野市は、ＪＯＣによる国内候補都市の決定は受けていたが、正式候補都市に必

要な閣議了解はまだ得られていなかった。そのため、表立った招致活動ができない状況にあり、

旧招致委員会の幹部たちも、ソウルに出かけるにあたっては、できる限り目立たないようＩＯＣ

委員に接触することを確認しあっていた。 

ただ、接触にあたっては、単に長野をアピールするだけでなく、ＩＯＣ委員とその夫人に、「皮

製のノートとパールネックレス」を贈ることとしている。予定では、７０組のＩＯＣ委員夫妻に

対し、委員本人には総額で６５万円の皮製ノートを、また夫人には総額３５０万円の真珠のネッ

クレスを贈ることになっていた（「第１回招致連絡会（要旨）」：資料４９―５）。 

                                               
２４ ０５（平成１７）年４月４日付、ハワード・スチュップＩＯＣ法務部長からの回答文＝「ＩＯＣは、上記事項

に関するあなたの手紙に関し、以下のことをお知らせいたします。長野県調査委員会からの懇請は、公権に属

する行為だとみなされます。そのような行為が、ＩＯＣ本部のある国家、スイス連邦の領土において行なわれ

るためには、当の懇請が、スイス連邦の当該機関により明白に許可され、現行国際法にかなった相互援助の手

続きにもとづいてＩＬＯに送達されることが不可欠です。本件の場合、この条件が満たされていないので、Ｉ

ＯＣは残念ながら上記懇請の内容に介入することができません。というのも、スイス刑法第２７１条はスイス

領内で権利なしに外国公権のために行なわれる行為を禁じ、そのような行為を行なった者やそれを援助した者

を投獄の刑や、重大な場合には禁固重労働に処するとしています。ＩＯＣおよびその諸機構や委員メンバーは、

この条項に触れるような危険に身を晒すことはできません。以上のことをご理解くださるよう願うとともに、

そのご理解に感謝いたします」（資料Ｇの原文を和訳したもの） 
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単純計算すると、皮製ノートは一冊９，２８６円、真珠ネックレスはひとつ５万円となる。こ

れをＩＯＣ委員が夫婦で受け取っていれば、約６万円の贈り物となる。先の“カラード規定”で

示された「２００ＵＳドル」を軽く超えてしまう金額である。 

 

ソウルにおいて何人のＩＯＣ委員に、この約６万円のお土産が配られたかは不明だが、実際に

贈られたことだけは間違いない。８８（昭和６３）年１１月４日の「第３回招致連絡会」の席上、

猪谷ＩＯＣ理事から「ソウルでの活動報告」として、「ＩＯＣ委員に皮製ノートとパールネックレ

スを配った」と報告されているからだ（第３回招致連絡会議事録：資料５８）。なお、同連絡会議事

録に付随する資料「ソウルオリンピックにおける招致活動報告」（資料５８－４）には、皮製ノー

トとパールネックレスのほかに、「パールブローチ」も配布されたとある。 

 

複数回に及ぶお土産の供与 

 

旧招致委員会では、ソウルでの招致活動以降もＩＯＣ委員に対し、その訪問のたびにお土産を

贈り続けていた。実際、過去に贈ったお土産と重複しないよう、ＩＯＣ委員別に贈呈品リストま

で作成していたほどだ。 

当調査委員会が入手した贈答品リスト、「ＩＯＣ委員等に渡した招致物品一覧表」（資料５０）

には、８８（昭和６３）年６月から８９（平成元）年１１月までの１年半の期間に、招致委員会

が訪問したのべ９１名のＩＯＣ委員の氏名と、訪問のたび、手渡してきたお土産品のリストが記

載されている。 

このうち、招致委員会メンバーによる訪問が複数回に及んだＩＯＣ委員は４５名にのぼるが、

なかでも最多は、スイスのマーク・ホドラー委員で１１回であった。同委員には、カメラ、ビデ

オカメラ、青磁の壷、バッグ、パールペンダント、時計、ウォークマン、腕時計、電子手帳とい

ったお土産が手渡されていて、これら合計金額は、試算可能な限りでも２３万３４００円に相当

する（資料Ｋ）。 

 

二番目に訪問回数の多かったのは、フアン・アントニオ・サマランチＩＯＣ会長で、同期間中、

７回にわたって招致委員会関係者が訪ねていた。同様に、その都度、プレゼントが手渡され、そ

の合計金額は、試算可能な限りでも１８万４８００円となった。 

サマランチ氏には、９０（平成２）年９月、ＩＯＣ東京総会で来日した際に白鳥映雪画伯から

絵画が、そして９１（平成３）年５月に世界卓球選手権で来日後、長野を訪問した際、高橋次平

刀匠から短刀が寄贈されている。 

 

この他、訪問回数の多かったＩＯＣ委員は、レイモンド・ガフナー委員（スイス）と金雲竜委

員（韓国）の６回。ケバ・ムバイ委員（セネガル）、リチャード・パウンド委員（カナダ）、何振
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梁委員（中国）、パル・シュミット委員（ハンガリー）の５回。グンナー・エリクソン委員（スウ

ェーデン）、アウグスチン・カルロス・アロイヨ委員（エクアドル）、ビタリ・スミルノフ委員（ソ

ビエト）、エデュアルド・ヘイ委員（メキシコ）、リチャード・ケバン・ゴスパー委員（オースト

ラリア）の４回と続く。 

これらＩＯＣ委員等に贈られたプレゼント品の総額は、試算値で３１１万円となった（資料Ｋ

２５）。 

試算にあたっては、プレゼント品の価格が判明しているもの、もしくは価格の推定が可能なも

ののみを集計した。 

 

以下の表は、それら訪問回数の多いＩＯＣ委員へのプレゼント品に加え、その後、東京総会等

で来日したＩＯＣ委員へのプレゼント品の価格をまとめたものである。 

 

 

図表 13 ＩＯＣ委員等へのおもなプレゼント品単価 

品物 金額 根拠資料 

腕時計 10,000 円程度 「オリンピック招致に係る指摘事項」〈資料７３〉 

双眼鏡 10,000 円程度 〃 

はとぐるま 3,000 円程度 〃 

オルゴール付 

キーホルダー 
2,000 円程度 〃 

ネクタイピン 2,000 円程度 〃 

ネクタイ 5,700 円 「第９６次ＩＯＣ東京総会招致活動計画」〈資料５１〉 

スカーフ 7,900 円 〃 

浴衣 14,500 円 〃 

記念アルバム 30,000 円 〃 

花束 20,000 円 〃 

ボストンバッグ 20,000 円 〃 

パールネックレス 約 50,000 円 「第１回招致連絡会〈要旨〉」〈資料４９－５〉 

皮製ノート 9,286 円 〃 

東山魁夷画集 

（外国語版） 
15,000 円 １９９０（平成２）年７月２３日付請求書（資料５２） 

ビデオカメラ 約 128,000 円 「ＩＯＣ東京総会関係経費一覧表」〈資料５４－２〉 

                                               
２５

「資料Ｋ」は、「資料５０」のＩＯＣ委員への訪問回数とプレゼント品名に着目して加工したもの。プレゼント

品の試算価格は、図表１３に依っている。なお、訪問回数は、先方からの訪問と、先方への訪問の両者を合算

している 
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カメラ（ビックミニ） 16,800 円 〃 

ウォークマン 約 18,500 円 「ＩＯＣ委員等に渡した招致物品一覧表」（資料５０） 

電子手帳 約 28,000 円 〃 

青磁の壷 不明 〃 

香炉 不明 〃 

有田焼 不明 〃 

万年筆 不明 〃 

浮世絵 不明 〃 

絵画 不明 〃 

ハンドバッグ 不明 〃 

コンロ 不明 〃 

扇子 不明 〃 

法被 不明 〃 

テニスラケット２６ 不明 〃 

註： ①出典資料に価格記載のない商品に関しては、各メーカーに当時の平均的商品の価格を問い合わせ、

それを商品価格とした。 

②ビデオカメラの価格は、「ＩＯＣ東京総会関係経費一覧表」に、ビデオカメラ 2 台と双眼鏡 2 台の価格と

して２７万６０００円の記載があったため、他資料で判明の双眼鏡価格の２台分（１台約１万円）を差し引い

たものの二分の一とした。 

 

ＩＯＣ委員等へのお土産関連予算額は総額約６３０４万円 

 

「ＩＯＣ委員等に渡した招致物品一覧表」は、繰り返しになるが、８８（昭和６３）年６月から

８９（平成元）年１１月までの１年半の期間に、ＩＯＣ委員等に配られたお土産リストである。

これは、ほぼ、旧招致委員会が贈ったお土産と認定できる。 

 

一方、拡大招致委員会がＩＯＣ委員等へ配ったお土産リストは入手できなかったものの、その

予算額については複数の内部資料が残されていた。 

そのひとつ、８９（平成元）年度の「長野冬季オリンピック招致委員会年度別予算（案）」（資

料５３）には、「ＩＯＣ委員訪問時」の「お土産等」としてひとり１０万円、４５人分で４５０万

円の予算が組まれている。その資料ではこれ以外にも、「国際大会及び国際会議での招致活動（国

外）」では、一回につきＩＯＣ委員等にわたす「土産品等」をひとり５万円、対象者を２０人とし

て合計１００万円。これを年６回実施するとして年間６００万円のお土産予算が組まれている。 

この年度は、先に触れたように、旧招致委員会と拡大招致委員会が混在するが、いずれの招致

                                               
２６ テニスラケットは、パル・シュミットＩＯＣ委員の令嬢へのプレゼント 
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活動においても、ＩＯＣ委員を個別訪問した際には、ひとり１０万円のお土産を持参し、国際大

会や国際会議などの会場で接触したＩＯＣ委員等には、ひとり５万円のお土産を手渡す方針だっ

たことがわかる。 

さらに、９５名のＩＯＣ委員全員の誕生日には、ひとりあたり1 万５０００円の「バースデー

カード及び花束」を贈ることも予定。１４３万円の予算が計上されていた。 

予算面で見る限り、８９（平成元）度だけで、総額１２１３万円のお土産関連経費が組まれて

いたことがわかる。 

 

翌９０年度のお土産関連予算は、これより大幅にアップし、３倍以上の３７１５万円が計上さ

れていた（図表１４）。 

同年９月の「東京総会の成功が長野招致の基礎となることを認識して行動する」（「ＩＯＣ東京総

会時における長野冬季オリンピック招致活動の基本方針」）との意気込みからか、お土産関連経費だけ

でなく、ＩＯＣ委員への各種接遇予算が異常に膨れ上がっている。なお、お土産予算の中には、

東京総会を取材するマスコミ関係者へのお土産も含まれていた。 

 

招致活動の最終年度にあたる９１（平成３）年度は、お土産関連予算が１３７７万円と大幅に

減少する。これは、同年６月のＩＯＣバーミンガム総会で長野が、オリンピック開催都市に選定

されたため、それ以降の招致活動が必要なくなったためであろう。 

しかし年度はじめの４月から、６月のＩＯＣバーミンガム総会までのわずか３ヶ月余りの期間

に、これだけのお土産関連経費を組んでいたということは、前年に劣らず、ＩＯＣ委員等への派

手なお土産攻勢をかけていたことになる。 

 

招致委員会の活動期間中、つまりは８８（昭和６３）年度から９１（平成３）年度までの期間

中、ＩＯＣ委員へのお土産関連予算の合計額は約６３０４万円にのぼる。かりに予算額を９５人

のＩＯＣ委員で割ってみると、ひとり平均約６６万円のお土産予算が組まれていたことになる。 
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図表 14 お土産関連経費の予算額 

予算額合計 予算額の内訳 支出内容

4,500,000円 ＩＯＣ委員訪問時のお土産

6,000,000円 国際大会及び国際会議用お土産

200,000円 候補都市視察時のお土産

1,425,000円 ＩＯＣ委員へのバースデーカード及び花束

5,000,000円 ＩＯＣ委員訪問時のお土産

1,250,000円 ＩＯＣ委員招待時のお土産

450,000円 ＩＦ役員等長野視察時のお土産

1,800,000円 国際大会及び国際会議用お土産

1,425,000円 ＩＯＣ委員へのバースデーカード及び花束

25,428,000円 ＩＯＣ東京総会時のお土産〈東京関係） ＊１

1,794,000円 ＩＯＣ東京総会時のお土産〈長野関係） ＊１

750,000円 ＩＯＣ委員訪問時等のお土産

500,000円 ＩＯＣ委員招待時のお土産

200,000円 ＩＦ役員等長野視察時のお土産

315,000円 ＩＯＣ委員へのバースデーカード及び花束

12,000,000円 ＩＯＣバーミンガム総会時のお土産 ＊２

総計 63,037,000円

1991（平成３）年 13,765,000円

1989（平成元）年 12,125,000円

1990（平成２）年 37,147,000円

 

註 根拠資料は「長野冬季オリンピック招致委員会年度別予算（案）」 （資料５３）。ただし、＊１は、「ＩＯＣ東京総会

及び関係経費一覧表」 （資料５４）。＊２は、「平成２年度・平成３年度長野冬季オリンピック招致委員会予算執

行見込額調」 （資料５５） 

 

 

【２】 ＩＯＣ委員等への接遇関係費用は総額約５億１２２１万円 

 

お土産関連経費以外にも、拡大招致委員会ではＩＯＣ委員への接遇費用として、来日のための

航空運賃、滞日中の宿泊費、宴会費用、ハイヤー借上げ代など総額５億１２２１万円を支出して

いた。 

それら接遇経費を招致委員会の内部資料である決算明細（資料１７）から拾い出したのが図表

１５である。 

表の「ＩＯＣ招待費」とは、決算明細の備考欄によると、ＩＯＣ委員の東京及び長野への招待

経費であり、「ＩＦ招待費」とは国際競技連盟等の役員などを招待するための費用を指す。また、

「借上費」とはＩＯＣ委員やＩＦ役員等のために用意したタクシー、ハイヤーの借上げ費用のこ

とであり、「ＩＯＣ調査関係費」は、ソレンセンＩＯＣ委員を団長にした「ＩＯＣ、ＩＦ、ＮＯＣ

ｓ合同立候補都市調査評定委員会」の「調査関係費」となっている。 
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そして「東京総会関係費」は、９０（平成２）年９月に実施された第９６次ＩＯＣ東京総会で

の、また、「バーミンガム活動費」は、長野オリンピックの開催が決まった第９７次ＩＯＣバーミ

ンガム総会での接遇関連経費とされる。 

 

ただ、後述するように、ソレンセン調査委員会への受け入れ費用、「東京総会関係費」、「バーミ

ンガム活動費」とも、実際に支出された経費の総額は、決算明細に記載の金額を大幅に上回って

いる。なぜ、このような違いが生じているのか、その理由は不明のまま解明には至っていない。 

 

図表 15 ＩＯＣ委員等接遇関係費用 

（単位：円） 

平成元年度 平成２年度 平成３年度 合計

ＩＯＣ招待費 44,695,670 94,180,313 113,392,872 252,268,855

ＩＦ招待費 5,424,019 18,298,190 20,756,042 44,478,251

借上費 10,422,987 7,773,315 18,196,302

ＩＯＣ調査関係費 19,337,630 19,337,630

東京総会関係費 99,490,664 99,490,664

バーミンガム活動費 78,434,951 78,434,951

総計 512,206,653
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註：根拠は資料１７ 

 

ＩＯＣ委員の来日費用は、ひとり２１０万円 

 

当時の招致委員会は、ＩＯＣ委員を招くにあたって、夫人同伴を基本方針としていたため、た

いていのＩＯＣ委員は夫人とともに長野入りしている。その招待費用は、拡大招致委員会が作成

した「ＩＯＣ委員招待費 積算明細」（資料５６）によると、９０（平成２）年度、９１（平成３）

年度とも、ＩＯＣ委員夫妻を一組招くにあたっては、平均約２１０万円の「航空運賃」を負担す

る予定であったことがわかる。 

これとは別に、来日したＩＯＣ委員を長野に案内する場合、「国内関係費」として別途、平均２

４７万円が、また、長野訪問後京都観光を案内するＩＯＣ委員夫妻には平均約３４９万円の予算

が組まれていた。 

 

ＩＯＣ委員の来日経費でとりわけ目につくのは、８９（平成元）年度のヘリコプター経費であ

ろう。この年は、来日したものの日程上、長野訪問が厳しいＩＯＣ委員に対しては、本人にその

意思があれば日帰りでの長野招待を実施していた。そのため、日程の間隙を縫うかのように、東

京－長野間の移動にヘリコプターを使っている。 
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８９（平成元）年度に、長野を訪れたＩＯＣ委員４人のうち、呉経国委員（チャイニーズタイ

ペイ）とウォルター・トレガー委員（西ドイツ）のふたりは、同年９月２０日、午前９時半に東

京ヘリポートから長野に向かっている。途中、競技施設の建設予定地である志賀高原と白馬を上

空から視察。そして、県庁に知事を表敬訪問したあと、長野市内の料亭「巴庄」で副知事らと昼

食をとり、善光寺見物を済まし、午後４時半には再び東京ヘリポートに戻っていた（資料５７）。 

日程表によると、この間、夫人は、吉田總一郎夫人のエスコートで国立劇場での観劇会に出か

けている。そして夫であるＩＯＣ委員が長野視察から戻ると、今度は夫婦そろって猪谷ＩＯＣ委

員の自宅に招かれ、同委員主催の夕食会に出席したことになっている。 

これら費用のうち、猪谷氏主催の夕食会２７以外は、すべて拡大招致委員会が負担したことにな

っている。このことは、拡大招致委員会の山口純一事務次長も、当調査委員会の事情拝聴に対し、

「招待するのだから、経費をこちらでもつのは当然のこと」と語った。 

予算ベースで見る限り、８９（平成元）年度から９１（平成３）年度までの３年間に、招致委

員会が、ＩＯＣ委員、ＩＦ委員等の視察のため計上した民間ヘリコプターの借上げ予算は総額４

０５０万円にのぼる（資料５３）。 

 

まさに、カネに糸目をつけず、ＩＯＣ委員を長野に招待していたことがわかる。これは、「ＩＯ

Ｃ委員の訪問数が多いところほど有利」との定説を実行に移したもので、候補予定地への招待に

より、少しでも長野への親近感を抱いてもらい、開催地決定のための一票を投じてもらおうとの

期待によるものだ（資料８０）。 

 

しかし、ＩＯＣの倫理コードでは、「候補都市は当該都市又は周辺地域を、連続３日以下で訪問

しうる委員及び随行員１名分の旅費と宿泊費を負担すること」（「経費制限に関する候補都市への

指示」）が、「１回のみ」認められていた。そのため、これらヘリコプター代金だけ見れば、そこ

までの必要性があったかどうかの議論は別にして、いくら高額であっても同倫理コードには抵触

しないのかもしれない。 

ただ、その場合でも、長野を訪問したＩＯＣ委員が知事や市長などと共にした宴席費用に関し

ては、「ＩＯＣ委員を招くことを目的として、レストラン、別荘、ヨット、クラブ・ハウス、家、

サロンなどを予約して利用してはならない」との同規定に違反している可能性が高いと思われる。 

 

 

【３】 ＩＯＣ東京総会での“抜け道”の数々 

 

                                               
２７ 猪谷氏はＪＯＣを介し、「当時、個人的にＩＯＣ委員を自宅に呼んで食事会をするなど、招致活動をサポート

した」と語った。また、当調査委員会の事情拝聴のお願いに対しても、文書で「（長野の招致活動に関しては、

いっさい）現金は受け取っていない」との回答がなされた 
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長野冬季オリンピックの招致活動において、早くから、「ＩＯＣ東京総会は天王山、ＩＯＣバー

ミンガム総会は関ケ原」（ＪＯＣ関係者）と位置付けられていた。 

実際、前述した旧招致委員会とＪＯＣ、日本体育協会等との協議機関である「招致連絡会」に

おいても、当時の毛涯修副知事は、「山は９０年の東京総会か。東京のＩＯＣ総会までに票読みの

心証を得たほうが良い」（「第３回招致連絡会議事録」：資料５８）と、意気込みを語っていたほどだ。

そして、この意気込みを実現するため、これまで述べてきたようなプレゼント攻勢に加え、多彩

な招致活動が展開されることになる。 

ＩＯＣ東京総会（以下、「東京総会」）への具体的な対応計画は、総会の約１年半前、８９（平

成元）年４月３日に最初の協議がなされている。 

この日、東京・渋谷の岸記念体育館２階、日本体育協会の理事監事室で開かれた「第５回招致

連絡会」で、以下のような招致方針が議論された（資料５９、下線は当調査委員会が加筆）。 

 

「廣委員 ：東京総会において長野はどのように働き掛けたいのか。（今年）５月下

旬にはＩＯＣ事務局長が来日するので総会の準備は４月・５月中に固め

たい。総会の会場はＮＨＫホール、宿泊は高輪プリンスホテル、プレス

センターは品川プリンスホテルにする。……招致活動についてどの位出

来るか分からない。長野の希望を早めに教えてもらいたい。」 

岡野総務主事 ：これは大きなポイントである。 

（中略） 

岡野総務主事 ：ここでの招致活動は公には出来ないのか。 

猪谷理事 ：ＩＯＣには制約がある。会場で展示コーナーを作ることは出来ない。長

野に訪問することが出来るのはＩＯＣ委員が個人的に候補都市を視察

するという形ではないか。しかし、制約には抜け道がある。それを考え

て招致活動を行わなければならない。 

（中略） 

岡野総務主事 ：抜け道はあるかも知れない。よく考えなければならない。 

猪谷理事 ：例えば、アトランタの近くでマスターズがある。ゴルフをやるＩＯＣ委

員を招待し、そのついでにアトランタを見せるということである。 

市村総長 ：東京総会の会場近くで長野の物産展を開くというような形で招致活動を

行ってはどうか。 

（中略） 

鬼鞍委員 ：長野の物産展は良い考えだ。 

猪谷理事 ：これは良いアイデアだ。三越あたりでやって買い物を兼ねて来てもらえ

れば良い。また、長野の財政状況はどうなっているのか。 

毛涯副知事 ：招致予算を最重点にしている。必要ならば予算を組んで行きたい。招致
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についての対応は積極的に行いたい。外務省の予算でＩＯＣ委員を招待

して貰うよう外務省にもお願いしたい。 

（中略） 

毛涯副知事 ：ＩＯＣ総会は夫婦で来るのか。 

猪谷理事 ：委員＋１名で訪問出来ることになっている。夫人用のプログラムも作っ

てある。 

毛涯副知事 ：夫人についてはいくら接待しても良いと言う事か。 

廣委員 ：ホテルを出てから帰るまではなにをしても良い。 

（中略） 

岡野総務主事 ：９１年２８にスウェーデンが第１回に落ちた場合、その票がどこに回るか

分からない。まんべんなくＩＯＣを回らなければならない。 

猪谷理事 ：９１年になったら日本への投票が確実なＩＯＣを長野に呼ばなくてはな

らない。  （以下略）」 

 

ＩＯＣ委員への接触にゲリラ部隊を設置 

 

このほか、ＩＯＣ委員及び夫人への対応策としては、当調査委員会が入手した資料で確認でき

た限りでも８回の会合や打合せがなされ、具体的方針がＪＯＣ主導で決められていた。なかには、

「広くＩＯＣ委員と会うグループ（吉田、加賀美、猪谷氏）と特定のＩＯＣ委員のつながりをも

って招致していくゲリラ部隊に分ける。」（資料６０）といったきめ細かな招致方針まで決められ

ていた。 

 

そして、この「ゲリラ部隊」の活動を意識してか、９０（平成２）年８月２７日に開かれた拡

大招致委員会傘下の第２回渉外小委員会では、猪谷ＩＯＣ理事から次のような提案がなされてい

る（資料６１）。 

「長野以外の５都市は、総会の場を利用して、長野がかなりの招致活動を行うと思っている。そ

の誤解を解くため、招致委の吉田總一郎名でいいから、各都市に対し、『我々に出来る事があれば、

何んでもお手伝いする』旨の手紙を出す」 

もっとも、この提案はすでに「前回の意見により対応済み」であったとして却下されているが、

東京総会に向けた準備は、拡大招致委員会とＪＯＣが、緊密な連携をとりながら進められていた

ことがわかろう。 

 

東京総会の約１ヶ月前に作成された「ＩＯＣ東京総会及び長野招致関係日程表」でも、その欄

                                               
２８ ９１（平成3）年は、長野でのオリンピック開催が決められたＩＯＣバーミンガム総会開催の年 
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外には「招致の基本方針」として次の５項目が記されている。 

「１ 東京総会の成功が長野招致の基礎となることを認識して活動する 

２ 実施本部と十分連絡を取りＪＯＣ等が主催する行事においても招致活動が出来るよ

うにする 

３ ９６年夏季大会の都市のこともあり、落ち着いた活動をする 

４ ＩＯＣ委員を長野へ招待する絶好の機会であるので、可能な限り長野へ招待する 

５ ロビー活動は、会長、実行委員長等のほか、委員と親交のある人を中心とする個別担

当予定者があたることとする」（資料６２） 

 

これら「招致活動の基本方針」は、要するに、拡大招致委員会はＪＯＣと「十分連絡」をとり

ながら、かねてより「関ケ原の戦い」と位置づけてきた東京総会に全力で臨む。ただし、東京総

会は、９６年の夏季大会を決める場であり、ここで長野市での開催が決まるわけではないので、

あまり目立たないよう招致活動を行なう。その際、可能な限り、ＩＯＣ委員を長野市に招待する。 

いずれにしろ、むやみにＩＯＣ委員に接触することは避ける。接触する場合は、「ＪＯＣゲリラ

会議」で確認したように「特定のＩＯＣ委員とつながりをもって」いるＪＯＣ委員が中心にあた

るというものだ。 

 

では、実際、東京総会（９月１４日～９月２０日）ではどのような招致活動が展開されたのか。

上記の資料６２に従い、可能な限り再現してみることにしよう。 

東京総会における拡大招致委員会のおもな公式日程は、９月１５日の「プレス・コンファレン

ス」と翌１６日の「ＩＯＣ理事会プレゼンテーション」であった。前者は世界の報道関係者に対

し、また後者はＩＯＣ理事に対し、ブリーフィングをおこなうとともに長野紹介のＶＴＲを放映

するなど、長野をアピールしている。 

長野市以外では、同じく８０年の冬季オリンピックに立候補していたアオスタ（イタリア）、ハ

カ（スペイン）、エステルスンド（スウェーデン）、ソルトレイク・シティ（アメリカ）、ソチ（ソ

連）が同様のブリーフィングとＶＴＲ放映等をおこなっていた。 

 

このほか、拡大招致委員会は、ＩＯＣの理事会と総会が開かれていた高輪プリンスホテル内に

「ホスピタリティー・ルーム」を二部屋開設し、「９月１９日から２０日の間の開設」（「第９６次

ＩＯＣ総会報告書」）期間中、１８名のＩＯＣ委員を招いては長野への支持を説いている。 

 

三越でのショッピング・サービス 

 

東京総会の公式日程は、総会や理事会だけでなく、ＩＯＣ委員夫人への歓迎行為も含まれてい

る。「ＩＯＣ総会では、ゲスト・プログラムも公式スケジュールに入れられるのが恒例となってい
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る」（「第９６次ＩＯＣ総会報告書」）からだ。 

ゲスト・プログラムというのは、ＩＯＣ委員夫人への歓迎行事であり、「かつて“レディース・

プログラム”といわれていたものだが、……女性ＩＯＣ委員が誕生してから、“ゲスト・プログラ

ム”と名称が変更になったものである」（「同報告書」）。 

東京総会期間中に実施されたゲスト・プログラムは、①レディース・ティー（お茶会）、②「ハ

ナエ・モリ・オートクチュールコレクション」のファッションショー及び昼食会、③都内バス観

光と日本橋・三越百貨店でのショッピング等であった。 

いずれもＩＯＣ総会のホスト役であるＪＯＣの主催によるもので、直接の招致活動ではない。

したがって、これら歓迎行為は、ＩＯＣの倫理コードの制約を受けるものではない。 

 

ただ、拡大招致委員会は、このＪＯＣ主催の「ゲスト・プログラム」に便乗するかたちで、「積

極的な招致活動」２９を展開するのである。 

ＩＯＣ委員の夫人を対象とした三越百貨店でのショッピングにおいて、拡大招致致委員会は、

三越に対し「割引きカード」の発行を求めるとともに、宿泊先のホテルと三越の間に「ショッピ

ング用シャトルバス」を運行させた。「三越ショッピング」は、拡大招致委員会とＪＯＣの協議機

関であった招致連絡会が、ＩＯＣ委員の夫人に対しては「ホテルを出てから帰るまでなにをして

も良い」（廣ＪＯＣ委員）との認識で企画されたものだ（９６ページ～９７ページで既述）。 

ちなみに、東京総会時の「東京総会職員配置計画」（資料６３）によると、「三越ショッピング」

のため、９月１９日～２１日の期間中、３名の県職員が三越に配置されていたことがわかる。 

三越でのショッピング・サービスはＩＯＣ委員本人ではなく夫人に対しておこなわれたものだ

けに、ＩＯＣの倫理コードには抵触しないのかもしれない。しかし、招致連絡会で決定され、事

実上の招致活動として行われていたことからすれば、必ずしも公正な招致活動とは認めがたいも

のがあろう。 

 

ＩＯＣ委員への歓迎行為 

 

ゲスト・プログラムのほか、ＪＯＣでは、文化プログラムとして大相撲９月場所の観戦を企画

し、９月１２日と１５日の両日、両国国技館にＩＯＣ委員を招待している。１２日は、サマラン

チ会長夫妻以下約４０人のＩＯＣ理事夫妻が、また１５日も数十人のＩＯＣ委員夫妻が大相撲を

観戦していた。 

拡大招致委員会は、これに便乗するかたちで、両国国技館のエントランスホールに横断幕を掲

げるとともに、入り口付近に「２０人程度」の県、市職員のほか、八十二銀行の行員などををも

配置し、歓迎の小旗を振っている。 

                                               
２９ 「１９９８年 第１８回オリンピック冬季競技大会招致報告書」（拡大招致委員会作成）及び「第９６次ＩＯＣ

総会報告書」（ＪＯＣ作成）に記載 
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ＩＯＣ委員歓迎のための県職員等の動員は、東京総会の開会式でもおこなわれている（資料６

３）。 

東京総会の開会式は、ＩＯＣ委員の宿泊先であり、また、ＩＯＣ総会や同理事会であった高輪

プリンスホテルではなく、ＮＨＫホールであったため、拡大招致委員会では高輪プリンスホテル

周辺とＮＨＫホールへの途上で歓迎行為をおこなっている。このため、長野市からバス１３台で、

「長野冬季オリンピック招致山ノ内町委員会」や「長野冬季オリンピック白馬村招致委員会」な

どのメンバー５２０人に加え、「東京長野県人会連合会」などからも３００人、合計８２０人が動

員される計画となっている（資料６４）。 

歓迎行為を演出するため、このような動員がなされる必要があったかどうかは、ＪＯＣの調査

報告書の表現を借りていえば、「そこまでの対応の必要性があったかどうかについては疑問が残

る」と言えよう。 

 

パーティー及び宴席 

 

東京総会では、公式行事として、ＪＯＣ会長主催夕食会（９月１６日）、日本政府主催夕食会（９

月１７日）、ＩＯＣ会長主催晩餐会（９月２０日）などが催された。 

 

そしてその一方で、拡大招致委員会による、ＩＯＣ倫理コードに抵触するパーティー等が催さ

れていた。 

９月１９日と２０日、ＩＯＣ委員等を白金台の三菱開東閣に招いておこなわれたパーティーが

それに該当する。１９日のパーティーには２４人のＩＯＣ委員が、また２０日のパーティーには

７人のＩＯＣ委員が出席した。二日間のパーティー費用は５２９万円で、これに別途、ＩＦ会長

との懇談費１６４万円を加えると、東京総会開催中のパーティー費用は総額６９３万円となる（資

料５４）。 

ＩＯＣの倫理コード３０は、各候補都市の招致委員会に対し、「オリンピック関係の会議に際し、

カクテルパーティー、ビュッフェ、朝食、ランチ、ディナー等いかなる種類の宴席も設けてはな

らない」と定めている。素直に解釈すれば、拡大招致委員会が実施したパーティーは、同規定に

違反することになろう。 

また、東京総会の準備段階でＪＯＣとＩＯＣとの打合せで合意された、「レセプションとパーテ

ィー」に関する了解事項にも抵触する。そこには、「公式に立候補都市が、レセプションを行うこ

とはできない。ただし、２０名以下の小さな会合を開催することは、認める」（「９６立候補都市問

題に関するZweifel事務局長との基本的了解事項」
３１

：資料Ｈ）と書かれている。 

                                               
３０ 「経費制限に関する候補都市の指示について」《９０（平成２）年９月１９日から適用》 
３１ 同了解事項は、ＪＯＣ作成の「第９６次ＩＯＣ総会報告書」より引用 
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三菱開東閣でのパーティーは、拡大招致委員会の公式行事であるうえ、少なくとも１９日のパ

ーティーでは「２０名」を超える２４名のＩＯＣ委員を招いているからだ。 

 

 

【４】 明らかな倫理コード違反のＩＯＣ委員の京都接待旅行 

 

拡大招致委員会による、ＩＯＣ委員の京都接待旅行は、資料で確認できた限り二度にわたって

行われていた。 

一度目は、８９（平成元）年９月、新高輪プリンスホテル「飛天の間」で開かれたオリンピッ

クボール３２出席のため来日したＩＯＣ委員が、拡大招致委員会の招きで長野を訪問。その際、京

都まで案内されていたというケースだ（資料５７－３）。 

そして二度目は、翌９０（平成２）年９月、ＩＯＣ東京総会のため来日した委員に対し、前回

同様、拡大招致委員会が招待していたものである。 

いずれも、来日したＩＯＣ委員のうち、「日程にゆとりのある委員については、本人の希望を聞

いて、京都または大阪花博見学のスケジュールを入れる」（資料６５）との方針で実施されたもの

だが、当調査委員会が収集した資料からは、「大阪花博」へのスケジュールが組まれた形跡は確認

できていない。確認できたのは、京都での接待旅行のみである。 

この時の京都旅行には、３名のＩＯＣ委員が招待に応じている。 

そのうちケバ・ムバイ委員とセルル・ポール・ウォールワーク委員のふたりは、東京総会の数

日前に来日し、長野訪問、京都旅行の日程をこなしたのち、総会に出席していた。また、モハメ

ド・ゼルギニ委員は、東京総会終了後に京都に招かれている。同委員は、東京総会終了後、北京

でのアジア大会出席のため、いったん出国するが、その後、再来日し、長野訪問と京都旅行をこ

なしている（資料５７－４～６）。 

 

京都の接待旅行は、招致委員会の幹部とともに長野オリンピックフレンズクラブのメンバー夫

妻がホスト役を担当。市内観光だけでなく、「お茶屋での舞子さんの踊り」を見せることもあった。

フレンズクラブとは、招致活動を側面からサポートする民間のボランティア組織で、代表世話人

は当時の長野商工会議所会頭、鷲沢正一氏が務めていた。 

 

当調査委員会が特定できた限りでは、長野訪問後、京都旅行に出かけたＩＯＣ委員は以下の４

人であった。 

 

                                               
３２ オリンピック関係者による宴席 



- 102 - 

図表 16 京都での接待を受けたＩＯＣ委員 

京都滞在日程 ＩＯＣ委員名 国籍等 同伴者 

１９８９（平成元）年９月２３日～２５日 カルロス・アロイヨ エクアドル 夫人 

１９９０（平成２）年９月９日～１０日 ケバ・ムバイ セネガル 夫人 

１９９０（平成２）年９月１２日～１４日 セルル・ポール･ウォールワーク 西サモア 夫人 

１９９０（平成２）年９月２８日～２９日 モハメド・ゼルギニ アルジェリア 夫人 

註：１９９１（平成３）年度の日程表が不存在のため、同年度の来長（長野訪問）及び京都観光は不明 

 

先にも触れたように、ＩＯＣの倫理コード（カラード規定）に照らせば、これら京都旅行は明

らかな違反行為である。同規定では、各国の招致委員会が費用を負担してＩＯＣ委員を招待でき

る地域を、「当該（立候補）都市又は周辺地域」に限定しているからだ。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、拡大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３３。 

 

この京都旅行について、拡大招致委員会の山口純一事務次長に再度の事情拝聴をおこなったと

ころ、次のような趣旨の証言がなされた。 

「確かに、長野を訪問したＩＯＣ委員のうち、何人かを京都に案内してもいるが、あれは東京の

ホテル代を節約するためだった。長野訪問中も、東京のホテルをキープし荷物を置いておくのは

ムダなので、ホテルを引き払って長野に来てもらったまでのこと。だから、帰国にあたっては京

都経由で関西（空港）から帰ってもらった。経費節約のための京都訪問だった」 

しかし拡大招致委員会作成の日程表では、京都を訪問したＩＯＣ委員は、全員、東京に戻り、

成田空港から帰国している。この点を再度質問すると、山口氏は押し黙ってしまった。 

 

 

【５】 ソレンセン合同調査委員会への接待攻勢 

 

冬季オリンピックの候補都市に対しては、競技会場の立地条件、施設等の準備状況などをＩＯ

Ｃ、ＩＦｓ３４、ＮＯＣｓ３５による現地調査が実施されることになっている。長野の場合も、９１

（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ていた。 

「ＩＯＣ・ＩＦｓ・ＮＯＣｓ合同調査委員会（以下、ソレンセン調査委員会）」は、各候補都市の

                                               
３３ 同規定が適用される９０（平成２）年９月１９日以前の京都旅行であっても、ＪＯＣの調査方針に習い、同規

定を規準とした 
３４ ＩＦｓ＝冬季オリンピックの実施競技団体の代表 
３５ ＮＯＣｓ＝各国の国内オリンピック委員会からなる代表 
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調査結果を同年４月１４日、スイス・ローザンヌで開催された調査評定委員会においてとりまと

め、各国のＩＯＣ委員に伝達するとともに、同年６月１５日のＩＯＣバーミンガム総会において、

開催都市を決める投票前にそれら調査結果を広く一般に公表している。 

客観的に見て、同調査結果は、ＩＯＣ委員の投票行動に少なからず影響を与えるものと言って

いい。それだけに、拡大招致委員会としてもソレンセン調査委員会への受け入れ体制には、かな

りの神経と予算を使っていた。 

 

ソレンセン調査委員会は、１月１７日～１月２０日までの三泊四日の日程で来日しているが、

オーストラリア出身のピーター・モントゴメリーＩＯＣ委員だけは、一日早い１６日の来日であ

った。 

同調査委員会の来日調査に先立つ９０（平成２）年１０月１８日、ソレンセン委員長は、スイ

ス・ローザンヌのＩＯＣ本部から拡大招致委員会の「吉田氏」に対し、ファックスで、訪問日程

を伝える文書を送っている。その文書によると、「ＩＯＣは市まで往復のすべての旅費を負担しま

すので、貴方ですべての宿泊費（偶発的事柄を徐
ママ

いて）をご負担下さると感謝します」との申し

出がなされていた（資料６６）。 

要するに、長野市までの交通費はＩＯＣが負担するので、宿泊費のみ負担して欲しいとするも

のだ。この申し出に応じるとすれば、当然のことながら、拡大招致委員会の費用負担は、宿泊費

のみに限定されることになる。しかし実際は、宿泊費以外にも、航空券代や交通費など、調査に

必要な経費をも含めた約８０４万円を拡大招致委員会は負担していた。 

このほか、同調査にともなう「ヘリコプター代」、「レセプション費」、「ホステス謝礼」などの

諸経費を加えると、拡大招致委員会が負担した受入れ総経費は図表１７に示すように、総額２８

８０万円にのぼる。 

 



- 104 - 

図表 17 ソレンセン調査委員会受入れ経費総額 

（単位：円）

負担費用名 金額 内訳 内容

来日費用 航空運賃 2,437,410 1,266,410 ファースト席変更差額

1,171,000 ソレンセン夫人チケット

東京関係費 宿泊費 1,308,100 809,609 調査メンバー宿泊費

97,983 ソレンセン夫人宿泊費

400,508 その他宿泊費

レセプション費 2,756,072 （詳細は図表１８参照）

交通費 2,454,460 445,100 バス借上げ費

2,009,360 ハイヤー借上げ費

雑費 483,602 花束、フルーツ、ホステス謝礼等

長野関係費 ＪＲ運賃 615,000 585,000 調査メンバー移動費

30,000 ソレンセン夫人移動費

宿泊費 1,101,270

ヘリコプター借上げ費 3,394,730 施設等視察用

バス借上げ費 123,600 　　　〃

ＶＴＲ等制作費 2,048,000 志賀高原ＶＴＲ作成等

通訳費 804,057

資料作成費 5,586,830

長野レセプション費 2,433,604 （詳細は図表１８参照）

長野２次会費 328,336 高級クラブ、クリスタル加藤で実施

お土産等 430,000 340,000 双眼鏡１０個の購入費

60,000 バッグ１０個の購入費

30,000 ＪＯＣ関係者へのお土産代

アルバム作成費 230,800

服装費 502,000 調査メンバー用スキーウエア等

雑費 1,419,145

その他費用 346,680

合計 28,803,696  

註： 上の表は「ＩＯＣ調査団関係経費明細」（資料６７）を見やすく加工したもの 

但し、原資料の金額単位「千円」の表示は、明らかな誤記と判断されるので、この表では金額単位を「円」

に補正してある。東京関係費のなかの交通費もまた、原資料ではハイヤー借上げ費が３０万円過小に表

示されているため、この表では補正してある 

 

 

経費負担に関する倫理コード違反事例 

 

ＩＯＣの倫理コードでは、「ＩＯＣが正式に任命した調査委員会の旅費及び宿泊費を（候補都市

は）負担して差し支えない」としている。「さらに、一定の資格を与えられた人々（ＩＯＣ、ＮＯ

Ｃ、ＩＦ調査委員会、スタッフ、アドバイザー、コンサルタント等）が、ＩＯＣによって候補都

市の調査に必要であると認められた場合、ＩＯＣ理事会の事前承認を得た上で、特例として候補

都市が旅費及び宿泊費を負担して差し支えない」としている。 

したがって、事前のソレンセン委員長の要請後、なんらかの事情でＩＯＣの旅費負担がおこな

われなかったとして、拡大招致委員会が「すべての宿泊費」以外に、「（長野）市までの往復のす



- 105 - 

べての旅費」を負担していても、この倫理コードには違反しないことになる。ただし、ＩＯＣが

旅費を負担していながら、拡大招致委員会でも旅費負担をしていたとすれば、後者は一種の賄賂

に相当する可能性が出てくる。 

 

かりに、交通費の二重負担という問題が発生していなかったとしても、ソレンセン調査委員会

への交通費負担は、一部にＩＯＣの倫理コード違反が伴う。なぜなら、同倫理コードが認めてい

るのは、ソレンセン委員長以下、７名の委員とひとりのアシスタントへの交通費負担であり、同

委員長が同伴した夫人の交通費までは含まれない。 

ソレンセン夫人は、ＩＯＣによって「一定の資格を与えられた人」ではないうえ、同調査委員

会の調査活動にも従事することなく、純粋に観光を楽しんでいるからだ。つまり、少なくともソ

レンセン夫人の来日のための往復航空運賃１１７万円ほか、夫人の宿泊費、長野までのＪＲ運賃

など約１５２万円を拡大招致委員会で負担したことは同倫理コードに違反すると言えよう。 

 

また、同調査委員会へは、当時の吉村知事や拡大招致委員会などによる接待攻勢が繰りなされ

ているが、これらもまた、再三、引用してきた同倫理コードの以下の条項に違反する。 

①「１人につきトータル２００ＵＳドルを超えない記念品を除いて、ＩＯＣ委員及び血縁

者、配偶者、ゲスト、友人に対し、プレゼントまたは直接的・間接的な便益をはかるこ

とを禁じられている」 

②「オリンピック関係の会議に際し、カクテルパーティー、ビュッフェ、朝食、ランチ、

ディナー等いかなる種類の宴席も設けてはならない」 

レセプションやパーティーにおいて、ＩＯＣが、第三者の費用負担を認めているのは、ＩＯＣ

総会の開催国のオリンピック委員会及び同国政府が主催するものだけである。 

 

同調査委員会への接待攻勢を日程に添って見ておくことにしよう。 

まず、１月１７日、赤坂プリンスホテルでの吉村知事主催の歓迎レセプションが催されている

が、この費用は１３５万円であった。 

翌１８日、長野入りした同調査委員会に対し、拡大招致委員会は、競技会場等の全体概要説明

を行なうが、その後、東山魁夷館の見学に案内し、さらには料亭・鯛萬での「知事主催夕食会」

に招待している。 

また１９日は、ヘリコプターで焼額山のスキー競技会場や白馬のジャンプ会場などを視察した

のち、再々度、知事主催の「さよなら夕食会」に招待している。この日の会場は料亭・ます栄で

あった。 

 

二泊三日の現地調査を終えた同調査委員会は、２０日早朝、一足先に帰京したユングビルト委

員を除き、７名でミーティングとプレス・カンファレンス（記者会見）をおこなっている。会見
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後、さらにジャクソン委員が帰京するが、残り６人のメンバーは長野の料亭・すき亭に案内され、

知事主催昼食会に臨んでいた。昼食後、ソレンセン委員長一人を残し、５名のメンバー全員が帰

京し、その日のうちにユングビルト委員、ジャクソン委員、シュミット委員の３名が帰国。翌２

１日にはトレーガー委員、ロスナー委員とアシスタントのグンツ氏が帰国する。さらに二日後の

２３日は、モントゴメリー委員が帰国している。 

この間、ソレンセン調査委員会が、拡大招致委員会や県から受けたレセプションなど接待費の

合計は３３４万円にのぼる（図表１８）。 

 

また、同調査委員会には、拡大招致委員会からは、メンバー全員にひとり４万円のお土産（３

万４０００円の双眼鏡と６０００円のバッグ）が贈られている。それらお土産の総額は４０万円

で、このほか同調査委員会に同行したＪＯＣ委員３６への「お土産」３万円分も拡大招致委員会が

支出していた。 

さらに、宿泊先のホテルに届けられた「花束、フルーツ」など「雑費」４８万円に加え、来日

調査記念の「アルバム作成」費用２３万円を加えると、同調査委員会への接待額は、総額４４５

万円となる（図表１８）。 

 

                                               
３６ ソレンセン調査委員会に同行したＪＯＣ委員は、猪谷千春ＩＯＣ理事（ＪＯＣ委員を兼務）、岡野俊一郎ＩＯ

Ｃ委員（ＪＯＣ委員を兼務）、林克也ＪＯＣ総務委員長で、彼らにもひとり１万円のお土産が用意されていたこ

とが記されている 
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図表 18 ソレンセン調査委員会への接待等一覧 

（単位：円）

日付 供応の趣旨 金額 会場

東京でのレセプション等 1月16日 モントゴメリー委員歓迎夕食会 51,420 赤坂プリンスホテル

1月17日 知事主催歓迎夕食会 1,347,537 赤プリ・クイーンホール

1月20日 委員４名との夕食会 279,478 赤坂プリンスホテル

長野でのレセプション等 1月18日 委員会昼食会 92,917 ホテル長野国際会館

〃 知事主催夕食会 429,845 料亭・鯛万

1月19日 委員会昼食会 122,700 兎平１０９エルフィン

〃 知事主催さよなら夕食会 731,974 料亭・ます栄

1月20日 委員会昼食会 283,974 料亭・すき亭

小計 3,339,845

雑費（花束､フルーツ等） ― 483,602

お土産等 ― 400,000

アルバム作成費 ― 230,800

小計 1,114,402

合計 4,454,247
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 

註； 上の表は、「ＩＯＣ調査団関係費明細」（資料６７）、「’９８立候補都市調査団日程」（資料６８）、「ＩＯＣ、ＩＦ、ＮＯＣ

合同調査団現地調査に要する経費積算内訳」（資料６９）等より作成。なお、「資料６７」は金額の単位を千円と

表記しているが、この表記は間違いで、実際には円単位である 

 

 

ソレンセン委員長夫妻のプライベート旅行 

 

ところで、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には、その後も拡

大招致委員会等の接待攻勢が続いていた。 

日程表によると、ソレンセン委員長は、２０日午後、志賀高原プリンスホテルに移動し、そこ

で、東京に残していた夫人と合流。２１日、２２日の両日を終日スキーで過ごしたとある。 

また、２１日の夜は、山ノ内町長主催のレセプションに出席し、２２日の夜は知事招待の夕食

会に臨んでいた。 

２３日、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、さらに翌２

４日には、猪谷夫妻のエスコートで日光見学に出かけている。この日の夜も、猪谷氏の自宅で会

食を伴にすることになっていたが、どういうわけか、ソレンセン委員長は、東京・新橋の高級料
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亭「金田中」に出かけ、堤義明氏、古橋広之進ＪＯＣ会長と宴席をともにしている。この宴席は、

堤氏が主催したもので、したがって宴席費用は、堤氏が負担したとされる。 

 

ちなみに、２３日と２４日、猪谷邸で催された夕食会の費用は、「ＩＯＣ調査団関係費明細」（資

料６７、６８）によると拡大招致委員会が負担したことになっている。記載が事実なら、猪谷氏

の個人的な負担による夕食会というポーズをとりながら、拡大招致委員会の費用でもてなしてい

たことになる。 

あるいは、猪谷氏の負担による夕食会であったにもかかわらず、拡大招致委員会が架空の費用

を計上していたかであろう。この種の不明朗な支出については、他にも見受けられるが、それら

については後述することにする。 

 

いずれにしろ、ソレンセン委員長夫妻への経済的便宜供応に要した費用は、前述した同調査委

員会への供応額とは別に、新たに約３１３万円にのぼっていた。 

その内訳は、志賀高原での滞在関係費とレセプション費が２４１万円。長野から東京に戻り、

二日を過ごした赤坂プリンスホテルの宿泊費用が２０万円。同滞在期間中の昼食代、夕食代が５

１万円であった。これら費用のうち、志賀高原での滞在関係費用は山ノ内町に負担を依頼し、東

京での滞在関係費用は拡大招致委員会が負担していた（図表１９参照）。 

 

同調査委員会の現地調査に際し、拡大招致委員会が支出した宿泊費はＩＯＣからの正式依頼に

基づくため、倫理コードには抵触しない。しかし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まで負担した行為は、何度となく繰り返すようだがＩＯＣ

の倫理コードに抵触する。 

 

ところで、ソレンセン調査委員会に課せられた使命は、立候補都市の公正な現地調査であった

はずである。その調査委員会が、候補都市のひとつから、このような過剰な接遇を受けていたの

は、その調査の公平性、的確性、客観性等に著しく疑問を抱かせるものであろう。 
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図表 19 ソレンセン委員長夫妻への接待一覧 

（単位：円）

日付 経費の内訳 金額 経費負担先

志賀高原滞在関係経費
1月21日

22日
志賀高原プリンスホテル
宿泊費等

1,391,707円 （山ノ内町負担依頼）

1月21日 山ノ内町長主催レセプション経費 1,022,917円 〃

東京滞在関係費 1月23日 赤坂プリンスホテル宿泊費 89,198円 拡大招致委員会

〃 夕食会費用 279,764円 〃

1月24日 赤坂プリンスホテル宿泊費 107,204円 〃

〃 昼食会費用 114,851円 〃

〃 夕食会費用 119,832円 〃

合計 3,125,473円

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

註； 上の表は、「ＩＯＣ調査団関係費明細」（資料６７）より作成、金額単位については図表１７の註に同じ 

 

 

散見される不明朗な支出 

 

ソレンセン調査委員会への不明朗な経費支出については、先に述べたように猪谷ＩＯＣ委員主

催の夕食会費用があげられるが、他にも、「交通費」、「ＪＲ運賃」、「二次会費用」が指摘できる。

それら不明朗な支出の総額は３１０万円にのぼる（いずれも、資料６７：「ＩＯＣ調査団関係費明細」

による）。 

 

交通費は、同調査委員会の場合、１０３ページで既述したように、「ＩＯＣは（長野）市まで往

復のすべての旅費を負担」することになっていた。にもかかわらず、都内移動のための「交通費」

として２１５万円、東京から長野までの「ＪＲ運賃」として６２万円、合計２７７万円を拡大招

致委員会が負担しているのである（ソレンセン調査委員会の構成メンバー８名で割ると、ひとり

あたり約３５万円の交通費負担額となる）。航空運賃についても、「ファースト座席変更差額」の

１２６万円や、「委員長夫人チケット」の１１７万円は、想像をたくましくさせる不透明な支出で

ある。 

ＩＯＣが事前の方針に反し、「すべての旅費を負担」しなかったのか、あるいは、「すべての旅

費を負担」していたのかは判然としないが、先にも触れたように後者であれば、これは一種のワ

イロに相当するものと認定できよう。 

 

また、二次会費用として、１８日の「知事主催夕食会」、１９日の「知事主催さよなら夕食会」

のあと、それぞれ１９万円、１４万円が支出されたことになっている。いずれも、当時、長野市

権堂の高級クラブとして知られていた「クリスタル加藤」が支払い先になっているが、同調査委
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員会が宴席後、二次会に出かけたとは考えにくい。そもそも知事主催の宴席自体が、ＩＯＣの倫

理コードに抵触すると認定できるものだけに、かりに、二次会に出かけていれば、その違反の度

合いは更に増すことになる。 

また、拡大招致委員会関係者だけが、知事主催の宴席後、二次会に出かけていたとすれば、税

金と県民からの寄付からなる拡大招致委員会の予算をこのような支出にあてたことの妥当性が問

われることになる。 

 

 

【６】 サマランチＩＯＣ会長の長野訪問と反対派対策 

 

資料で確認できた限り、拡大招致委員会は少なくとも３度にわたり、サマランチＩＯＣ会長に

長野への訪問を要請していた。 

最初の要請は、サマランチ会長が、ＩＯＣへの協賛企業との契約式である「ＴＯＰ（The 

Olympic Program）Ⅱ」のため来日した８９（平成元）年９月１９日であった。この時、吉村

知事と塚田市長が、新高輪プリンスホテルで同会長に面会。長野への訪問を希求しているが、実

現には至っていない。 

 

二度目の要請は、９０（平成２）年４月２４日、ベオグラードでのＩＯＣ総会で、塚田市長、

毛涯副知事らが、サマランチ会長の宿泊先の部屋を訪ねてのものだった。この時、塚田市長はサ

マランチ会長に対し、「お忙しいでしょうが、是非一度長野へ来て欲しい、９月の（ＩＯＣ東京）

総会の前か最中に３、４時間あればヘリコプターで見て頂ける」（資料７０）と要請。しかし、こ

の時も、東京総会に際してのサマランチ会長の来長（長野訪問）は実現されなかった。。 

 

ようやく、その来長が実現するのは、９１（平成３）年５月のことである。千葉・幕張での「世

界卓球選手権」のために来日したサマランチ会長と夫人を、拡大招致委員会は５月７日と８日の

日程で招聘している。この訪問に先立って同会長は、日本体育協会から独立し、特定公益法人の

認可を受けたＪＯＣの独立記念式典に出席。堤義明ＪＯＣ前会長に対し、自ら、オリンピック・

オーダー（勲章）３７の金賞を授与していた。 

ＩＯＣバーミンガム総会をひと月後に控えての、この来長に対し、拡大招致委員会では万全の

体制で臨んでいた。 

 

特別列車と歓迎レセプション等 

 

                                               
３７ スポーツ界の発展やオリンピックの目的のために果たした役割に対し、ＩＯＣが顕彰し、授与する勲章。金賞

受賞者は、これまで堤氏のほか斎藤英四郎氏のみ（０５年現在） 
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サマランチ会長夫妻とフィリップ・シャトリエＩＯＣ委員は、ギルバート・フェリーＩＯＣス

ポーツ部長、ミッシェル・ペインＩＯＣマーケティング部長ら５名の随員とともに、５月７日、

拡大招致委員会がチャーターした３両編成の特別列車で、海浜幕張駅から長野駅に移動。善光寺

視察、東山魁夷館を見学したのち、長野市の旧国際会館（現・ホテル国際２１）での記者会見と

歓迎レセプションに臨んでいる。 

歓迎レセプションは、旧国際会館の「平安の間」で午後５時半から、堤義明ＪＯＣ名誉会長、

吉村午良知事夫妻、塚田佐市長夫妻、羽田孜議連会長など約４００名の出席をみておこなわれた。 

拡大招致委員会作成の日程表によると、日本舞踊、獅子舞、餅つきなどをおこなったのち、午

後６時１０分に終了。その後、サマランチ会長一行は、パトカーの先導と白バイの伴走のもと、

宿泊先の戸倉上山田温泉の笹屋に移り、午後８時から堤ＪＯＣ名誉会長、吉村知事、塚田市長、

猪谷ＩＯＣ理事、岡野ＪＯＣ委員らとの宴席に臨んでいる。宴席では、特別調達された高級白ワ

イン９本、高級赤ワイン２本、シャンパン３本の計１４本が出されたとある（資料７１）。 

宴席は午後９時に終し、その後、サマランチ会長は別室で高橋次平刀匠から短刀をプレゼント

されている。短刀は、高橋刀匠の個人的好意によって贈られたとされるもので、「一九九一年春日

信州住次平」、「ファン・アントニオ・サマランチ閣下」という銘文が彫られていた。 

また、同会長夫妻の随員には、「カメラ」がお土産として贈られていた。 

 

有印私文書偽造同行使 

 

ところで、サマランチ会長に贈られた短刀は、日本からの持ち出しにあたり、「国宝・重要文化

財の指定及び重要美術品等認定物件に該当しない」ことを文化庁に申請。同庁文化財保護部美術

工芸課長から、「古美術品輸出鑑査証明」を発行してもらっている（資料７２）。 

この申請書は、拡大招致委員会の事務総長代行であった吉田總一郎名でなされているが、実際

には同氏の承諾を得ることなく、拡大招致委員会の誰かが、勝手に同氏の名前を使って申請した

ものだった。 

この点について、９９（平成１１）年２月１２日付で、長野県がまとめた拡大招致委員会の活

動内容についての文書（「オリンピック招致に係る指摘事項」資料７３）には、次のような弁明がなさ

れている。 

「輸出監査
マ マ

証明の法令上の手続きが吉田總一郎氏の名義で行われているが、これは便宜上名前を

借りて行われたものである」 

しかし、吉田氏は、「便宜上名前を」貸すことにを同意していなかった。だからこそ、ＪＯＣの

調査において、「輸出証明書が貴方の名前になっているのを知っていたか？」と問われた際、こう

答えることになる（「吉田総一郎元常任実行副委員長の聴取内容」資料７４）。 

「その事を聞いて（古美術品輸出鑑査証明を）教育委員会に行って見せてもらったが、私が

書いたの
ママ

ものではなかった。誰が作成したかを特定できなかった。公文書偽造で訴えること



- 112 - 

もできるが近い所でどうかと思い止まった」 

この点、当調査委員会が吉田氏に確認した際も、同氏は、「当時、無断で名前を使われ、それの

後も名義使用を事後了承したことはない。訴えなかったのは、被疑者不詳ではあるが、それまで

同じ招致活動を行なってきた仲間を訴えることになるので、思いとどまった」という趣旨の発言

であった。 

要するに、拡大招致委員会のこの行為は、有印私文書偽造同行使の刑法第１５９条と１６１条

に該当しかねない。そのような重大な法律違反の懸念を、何も問題ないかのようにと言ってのけ

る姿勢は、当時の県の遵法意識の欠落ぶりを雄弁に語っているといえよう。 

 

反対派対策 

 

拡大招致委員会は、自然保護団体などの反対運動にも相当神経を使っていた。 

自然保護問題が解決されていない候補都市は、オリンピックの開催条件を満たしていないとし

て、ＩＯＣからマイナス評価を受ける可能性が高かったからである。 

したがって、サマランチ会長の来長にあたって、拡大招致委員会では入念な「反対派対策」を

立てている。 

「サマランチＩＯＣ会長 来長時における反対派対策について」と題された「取扱い注意」文書に

よると、拡大招致委員会は、「警察への協力依頼」だけでなく、「職員による自主警備隊」まで組

織していた。そして同警備員に対し、 

「① 歓迎者の後方に位置するか、またはサマランチ会長一行と共に歓迎者の後方を移動し、

反対派の無礼な行為に対し口頭により忠告する 

② 歓迎者と反対派のトラブルに対して仲裁する 

③ 反対派に対して、直接力を加えることは絶対にしない」（資料７５） 

との方針を示していた。 

 

また、長野県教育委員会の便箋に書かれた手書きメモ（資料７６）には、「反対者の表現の自由

と警察活動」と題し、次のような記述が見られる。 

「（反対者は）一般歓迎者の協力で表に出さない 隔離する」 

「（反対派の）プラカード、横断幕……強制排除はしない マスコミに取り上げられることを

避ける」 

「（サマランチ会長への）請願行為……一時的に預かる。なお近付いた場合、近辺警護で排除。

ホテル等では会わせない。ＴＥＬも取りつがない。ホテルへ対応する」 

 

ところで、反対派対策が話し合われたのは、これが最初ではない。過去、サマランチ氏の来日

が検討される度に、その対応策が検討されていた。最初の協議は、８９（平成元）年７月６日に
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開催された「第７回招致連絡会」でのことだ（資料７７）。ソウルオリンピックの一周年記念の式

典に出席した後、東京に立ち寄るサマランチＩＯＣ会長の長野来訪の可能性について協議された

際、住民による反対運動の如何によっては、来長を取りやめるとして、以下のような議論が展開

された（引用は記録の主要部分のみ）。 

 

「猪谷理事： サマランチ会長の長野訪問はあくまで、予定にしてもらいたい。自然保護団

体から、『No Olympic for Nagano』というようなプラカードを出されたら

マイナスになる。自然保護問題の成り行きしだいでは行かない事がある。（中

略） 

山田委員： サマランチの問題については、県、市で受け入れる体制でいてもらいたい。 

毛涯副知事：自然保護連盟とは忍耐づよく対応している。目途として９月中旬には決着出

来るスケジュールでいる。問題があれば早期決着を計らないで十分に話し合

いをする。 

（中略） 

猪谷理事： 自然保護の反対運動さえ無ければ行く予定である。ただ、『Samaranch Go 

Home』と書かれたらえらいことになる。 

（中略） 

岡野総務主事：２・３人でも反対の旗を振られると駄目である。大丈夫だったら猪谷さん

に連絡してもらいたい。ちょっとでも不安があったらやめた方が良いだろ

う」 

 

果たして、「反対の旗を振られ」る「不安」があったからか、この時、サマランチＩＯＣ会長は

長野を訪問していない。 

しかしこのような、マスコミに反対運動を報道させないための根回しや、反対運動そのものを

押さえ込もうとする動きは、公正な招致活動とは言いがたいものがあるのではないだろうか。 

 

サマランチ会長夫妻等の受け入れ費用 

 

サマランチ会長夫妻の長野訪問に関し、拡大招致委員会が支出した費用総額については、予算

書、支出明細書等を発見できなかったため解明には至っていない。ただ唯一、千葉・幕張海浜駅

から長野駅までのチャーター列車の費用だけは、県公表の資料に記載があった。それによると、

同費用は９０万円とのことである（資料７３－６）。 

 

ところで、ＩＯＣバーミンガム総会で、長野オリンピックの開催が決定した２ヶ月後の９１（平

成３）年８月２９日、サマランチ会長の再来日が果たされている。来日目的は、８月３１日～９
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月2 日の期間、松本市で開催された「ＩＯＣ会長杯第２回国際卓球大会」に出席するためであっ

た。 

同大会は、運営費7 億８０００万円（予算）のうち５億５０００万円が長野県と松本市からの

補助金でまかなわれたものだ。その予算書案には、当初、「関連事業費」として、「ＩＯＣ委員等

旅費」８３４万円、「ＩＯＣ会長講演料」２５０万円、そして「ＪＯＣ委員旅費」６０万円が計上

されていた（資料７８－１）。 

しかしその後、作成された予算書案では、「関連事業費」から上記支出科目が消え、「ＩＯＣ委

員等旅費」と「ＪＯＣ委員旅費」は、本来の「旅費」科目にそっくり繰り入れてられている。ま

た、「ＩＯＣ会長講演料」は、科目そのものがなくなり、あらたに「シンポジウム」といった支出

科目が「関連事業費」に登場、２００万円の予算額が記載されることになる〈資料７８－２〉。 

「シンポジウム」の内容については、別の資料（「ＩＯＣ会長杯第２回国際卓球大会補助金」：資料７９）

によると、９月２日、松本入りしたサマランチ会長が「シンポジウム」で講演をおこなった旨の

記載３８がある。 

これらの事実を総合すると、当初、２５０万円の予算で予定していたサマランチ氏の講演料を、

シンポジウムの開催費用とあわせて２００万円に減額したことになる。 

実際、９１（平成３）年８月２７日の信濃毎日新聞は、「２１世紀の人類社会とオリンピック運

動」と題したシンポジウムに先立ち、サマランチ氏が記念講演をし、その後、岡野俊一郎ＩＯＣ

委員の司会のもと４人のパネリストによるシンポジウムが実施されたとある。 

ちなみに、同大会出席予定のＩＯＣ委員等とは、サマランチ会長夫妻のほか、９名のＩＯＣ委

員と２名のＩＯＣ事務局員であった。 

 

 

【７】 バーミンガム総会で見せた異様な“動員” 

 

ＩＯＣバーミンガム総会について、拡大招致委員会が本格的な対策会議をもったのは、ＩＯＣ

東京総会終了後の９０（平成２）年９月２０日であった。「渉外対策会議」（資料８０）と銘打た

れたこの日の会議では、バーミンガム総会に向けた最終的な票読みと票確保の方策を中心に議論

されていた。出席者は不明であるが、議論の模様を記した拡大招致委員会の専用便箋には、手書

きのメモ４枚に、バーミンガムには、日本の特色をアピールする場としての「日本料理店が少な

い」として、「ホテルのそばに料理店をつくる」といった大胆な提案のほか、「アジア票１４にな

った。確保につとめる」「基礎票は確保する。最低２０票は必要である」といった内容が記されて

いる。 

また、「とにかくＩＯＣメンバーに（長野に）来てもらうこと」「これからは高等戦術が必要」

                                               
３８ 同資料「競技日程」欄のなかに、「ＩＯＣ会長日程」として「シンポジウム（講演）」の記載がある 
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との意味深長な記述もある。この「高等戦術」が何を意味し、どのように実践されたかは不明だ

が、少なくともＩＯＣメンバーを長野に招待する件は、最終的に６２名のＩＯＣ委員（日本出身

の委員は除く）を招いている。 

 

これによればさらに、ＩＯＣ東京総会での各国ＩＯＣ委員の投票動向や各候補都市のプレゼン

テーションの内容などを分析。投票動向に関しては、米国のアトランタが、アテネ、トロント、

ベオグラードなどを破り、第２６回オリンピックの開催権を獲得した投票結果から、「アメリカは

何回でも勝てることを証明した」として、以下のような評価を掲げている。 

「・ブラックアフリカは最初からアトランタを支持していた 

・中南米のスポーツはコカコーラの世話になっている 

・アングロサクソンの票、トロントの票がアトランタへ流れた 

・義理チョコの票はたしかにあり、ベオグラードの票はまさにそうである 

・第１回の投票で胴元がみえた。その中で浮動票は２０票ぐらいあった 

・ＩＯＣ委員の訪問数が多いところほど有利 

アトランタは８０人を呼んでいる 

残りＩＯＣ委員をどう呼ぶか（以下略）」 

 

そして、この分析結果を踏まえ、バーミンガムでの総会準備が進められていくことになった。

最終的にＩＯＣバーミンガム総会に臨んだ公式招致団は１８５人。民間ボランティアとしてバー

ミンガムまで応援に出かけた人たちをも加えると、招致団は総勢９３５名にのぼった（資料８１）。 

 

ＩＯＣバーミンガム総会の準備のため、拡大招致委員会では、９０（平成２）年１０月２４日

～３１日の日程で英国に視察団を派遣している。総会が開かれるホテルでの打合せに加え、現地

日系企業等への協力要請をおこなうためであった。 

同視察団が帰国後にまとめた「第９７次ＩＯＣ総会会場地（バーミンガム・イギリス）調査報

告書」（資料８２）によると、主な協力の依頼先と依頼内容は以下のようなものだった。 

 

「依頼先：英国三菱商事会社 

依頼事項等： 

・英国ＮＯＣ３９委員と昼食などの機会をつくり、長野支持の協力を呼び掛けたい。 

・反対派の動向調査を依頼。 

・バーミンガムには日本食の職人、資材等が無いので、日本食を交えたパーティーを開催す

る場合、ロンドンから焼鳥、寿司、テンプラ等の職人、資材を運べば可能である。（中略） 

                                               
３９ 英国オリンピック委員会 
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・展示ルームの業者を必要ならあたる。 

・バーミンガム及び近郊の進出企業リストをつくる。」 

 

「依頼先：在連合王国日本国大使館 

依頼事項等： 

・反対派の動向調査を依頼。 

・バーミンガム地元紙、ファイナンシャルタイムズ紙等に載ったオリンピック関連記事のピ

ックアップを依頼。 

・ＩＯＣ総会時の招致物品の受取他依頼。 

・総理又は文相、加賀美特別顧問等の来倫にともなう総会期間中の大使館の車の借用依頼。

（以下略）」 

 

依頼内容の中に事務的な準備事項だけでなく、反対派の動向調査も含まれていたことは、それ

だけ拡大招致委員会が、オリンピック反対派の動向を相当気にしていたことの証左であろう。オ

リンピック開催は、開催都市の市民が一体となって招致するとの建前がある以上、かりに反対派

が英国で派手な運動を展開した場合、ＩＯＣ委員の投票動向に与える影響は少なからず大きかっ

たものと思われる。 

 

支出記入帳におけるバーミンガム関係活動費 

 

当調査委員会が入手した資料類のなかには、すでに述べたように、処分されたはずの支出記入

帳のコピーが含まれていた。 

この帳簿のコピーに記載されているバーミンガム関係の招致活動費を点検してみると、その金

額に加え、支出の考え方においても理解に苦しむ、次のような経費が含まれていた。 

 

◇ ハイべリーハウスでの会食費等 

ＩＯＣバーミンガム総会で、拡大招致委員会がハイベリーハウスを借上げ、ＩＯ

Ｃ委員を接待したことについては、のち、ＪＯＣも「相当の経費をつぎ込んでの

かなり豪華な対応であったこと、ＩＯＣのガイドラインに必ずしもそったもので

なかった」と指摘している。その「豪華な対応」が、会食費等で約１３６６万円

に達していたことは、改めて、ＩＯＣの倫理コードを無視した招致活動の実態を

あらわしているといえよう。 

 

◇ 猪谷委員への支払い 

猪谷千春ＩＯＣ委員には、９０（平成２）年８月～９１（平成３）年６月までの
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期間中、二度にわたって合計約４６２万円の「招致活動経費」が拡大招致委員会

から支払われていたことになっている。記載事項が事実とするなら、拡大招致委

員会の構成員でもなく、また嘱託関係にもない猪谷氏に経費を支払うことは、会

計の透明性を損なわせるものである。ただし猪谷氏本人は、当調査委員会の事情

拝聴に対し、文書で、「４６２万円を含めて、現金は受け取っていない」と回答

した。 

 

◇ 吉村知事と塚田市長のブレザー 

招致活動を一貫して指導し、県民に寄付を求め、ボランティア参加を求めてきた

当時の知事や市長が、拡大招致委員会の経費１６万円（ひとり８万円）で特別注

文のブレザーを仕立てていたとの記述がある。かりに、知事と市長が、特別のブ

レザーを仕立てる必要があったとしても、むしろ率先して自費でブレザーを仕立

てるべきではなかったか。 

 

◇ 報道関係者との打合せ費用 

拡大招致委員会と報道関係者との間で１２万７７１６円の費用をかけて打合せ

会がもたれていた。報道関係者は、取材対象者との間で健全な緊張関係を保持す

べき職業倫理上の義務を負っている。報道の公平性に疑念を抱かれないためにも、

このような経済的便宜供与をともなう会合への出席には、自律性が求められよう。 

 

◇ キム・ヘジュンピアノリサイタルに出席したＪＯＣ委員の宿泊代 

９１（平成３）年５月１６日、長野で開かれた金雲竜ＩＯＣ委員の令嬢のピアノ

リサイタルに出席した小谷ＪＯＣ委員とアテンド職員の宿泊費、４万７１３３円

を拡大招致委員会が負担している。同コンサートへの出席は、招致活動とは直接

的関係がないうえ、ＪＯＣ委員等の宿泊費を拡大招致委員会が負担する合理的理

由は見出せないのではないか。 

 

以上、ＩＯＣ委員などへの招致活動の妥当性を、主としてＩＯＣの倫理コード面からみてきた

が、その状況を「金額制限の違反」と「内容制限の違反」に絞ってまとめてみると、次のように

なる。 
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図表 20 「倫理コード違反」の判明分 

おみやげ関係予算
８９年度

９０年度

９１年度

旧
・
招
致
委
員
会

拡
大
招
致
委
員
会

接遇関係費用

サマランチ
ＩＯＣ会長など
へのおみやげ

実績判明分

２８２１万円

実績判明分

３６４万円

１１９２万円

３７１４万円

１３７６万円

予算でみる限り、９５人の
ＩＯＣ委員に対し、

のプレゼント額となる

１人平均 約 ６６万円

ソレンセン調査団への
接遇費用

７５７万円

ＩＯＣ東京総会での接遇費用
（三菱開東閣でのパーティなど）

６９３万円

⇒

ＩＯＣバーミンガム総会での
接遇費用（ハイベリーハウス関係） １３６６万円

６３０４万円予算累計

（上限　２００ＵＳドル ≒ ２７，０００円）

≪カラード規定違反の判明分事例≫

≪内容制限違反の該当部分≫

≪金額制限違反の該当部分≫

 

 

【８】 招致委員会のマスコミ対策 

 

拡大招致委員会は、反対派対策だけでなく、マスコミ対策にも力を注いでいた。 

最初に、マスコミ対策について議論されたのは、招致連絡会（拡大招致委員会とＪＯＣの協議

機関）の第４回会合においてであった。その議事録（資料３１）には、猪谷氏が、「（長野オリン

ピックに反対する）自然保護団体の記事がヨーロッパに流れると命取りになる。変なニュースが

流れないように気を付けて欲しい」と提案したとある。 

この提案を受け、市村事務総長は、「新聞に載らないように注意する」と発言。毛涯副知事も、

「共同の長野支局とは充分に話をしている。事が大きくならないうちに早く芽を摘むように注意

している」と、マスコミ対策への尽力ぶりを強調している。 

 

また、マスコミ関連の費用負担としては、判明した限りで、①「国際ジャーナリスト 長野ウイ

ンターフォーラム」（９０〈平成２〉年２月２４日～２８日）への運営費補助と、②「世界５大通

信社への協力要請事業」（９１〈平成３〉年１月下旬～２月上旬）があげられる。ただし、費用の

一部負担は拡大招致委員会ではなく、いずれも長野県が、同委員会に代わって交付金もしくは補
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助金を拠出している。 

 

「国際ジャーナリスト 長野ウインターフォーラム」は、スキーを楽しみながら東西のジャーナリ

ストが相互理解を深めようと５５（昭和３０）年に設立された「国際ジャーナリスト・スキーク

ラブ（ＳＣＩＪ）」の、長野での開催名称である。長野で開催された同フォーラムには、世界２８

カ国、約２７０人のジャーナリストが参集。総運営費約１億７０１４万円４０の約１６％、２７６

４万円が、県交付金として拠出されていた（資料４２）。 

 

ＳＣＩＪへの公金拠出の名目は、同フォーラムにおいて招致活動を実施するとのものだったが、

同団体自体は国際的な競技団体でもなんでもない。ジャーナリストたちの単なる私的な親睦機関

である。 

国際競技大会への財政援助であれば、オリンピック立候補都市の宣伝効果に加え、オリンピッ

ク開催にかける意欲を関係者に示すことができるが、私的な親睦団体への財政援助では、そのよ

うな効果は期待しようもない。 

招致活動と直接関係ないこの公金の支出は、オリンピック招致のために使われるべき寄付金や

税金が、一部の私的なグループの親睦のために使われていたという点で問題がある。また、招致

委員会の資金とは別に、ＳＣＩＪが来長した２月２４日、志賀高原プリンスホテル南館ダイニン

グルームで「知事歓迎レセプション」がおこなわれているが、このレセプションは、ひとりあた

りの「パーティー料金」は、料理１万円、飲み物２５００円で、３７０人をリミットとして準備

されていた。 

それらパーティー内容が記された「接伴部打合せ事項」（資料８３）によると、ＳＣＩＪ関係者

には、一個４２３６円のオルゴールが「おみやげ」として配布されたことになっている。すくな

くとも、この打合せ時点では、「３００個」のオルゴールはすでに「発注済」であったことが同資

料には記されている。 

 

この時の大会には、世界の主要メディアの記者だけでなく、日本からも朝日新聞をはじめ、読

売新聞、毎日新聞、産経新聞、共同通信、時事通信、ＮＨＫ、日本テレビ、テレビ東京など多数

のメディアの記者４１が参加している。 

かりに、彼らが、運営費を負担してくれた長野県に感謝し、長野への印象を良くしたとしても、

それが招致活動に役立ったかどうかははなはだ疑問である。ＳＣＩＪの機関紙（資料８４）でさ

                                               
４０ 「国際ジャーナリスト 長野ウインターフォーラム」の決算報告では、同フォーラムの運営費は約１億４２５

０円となっていが、この金額には「長野県協力費」としての３０００万円の収入と、それに見合う支出２７６

４万円が別決算（資料４２－２）となっており、含まれていない。したがって、長野県からの交付金約２７６

４万円を加えた１億７０１４万円が、同フォーラムの運営総額となる 
４１ 「国際ジャーナリスト 長野ウインターフォーラム」報告書には、参加記者の氏名が記載されているが、プラ

イバシー保護の観点から、本報告書への収録は控えた 
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え、「われわれのホストとなる日本の友人たちは、８８年の冬季オリンピック開催を獲得したがっ

ている」（８９〈昭和６３〉年１月号）と書いているように、むしろ招致活動になりふり構わない

長野側の活動を冷ややかに見ていたからである。 

 

もうひとつの、「世界５大通信社への協力要請事業」は、長野県教育委員会が実施主体となって

実施されたものだ。目的は、「長野冬季オリンピック招致実現に向けて、全世界にネッワークを持

ち、世論形成に大きな影響力のある世界の５大通信社の本社及び在日オリンピック担当記者等を

長野に招待し、直に競技会場地を視察してもらい、長野に対する理解とその熱意を訴える」ため

企画されたとある。そして、ＡＰ（米）、ＵＰＩ（米）、ＡＦＰ（仏）、Ｒｅｕｔｅｒｓ（英）、Ｔ

ＡＳＳ（ソ連）の５大通信社の記者の招待費用として総額１２７４万円の予算が組まれた（資料

８５）。 

ただ、５大通信社のうち、何社がこの予算によって来長したのか。また、招待には応じたもの

の、そのうち何社が費用負担を自社でおこなったか等、具体的な参加状況については判明してい

ない。 

したがって、実際の予算支出額と予算の使途内容については不明だが、予算額よりやや少ない

１０００万円が招待経費として支出されたことは、まず間違いない。県作成資料「オリンピック

関係経費執行状況」（資料８６）には、「主な支出見込」として、５大通信社対策経費１０００万

円の記載があるからだ。このような節約が可能だったのは、同資料に残されている手書きの書き

込みによると、９１（平成３）年「２月の富良野ワールドカップ４２に併せ節減対応」したからの

ようである。 

しかし果たして、県が税金を使い、このようなマスコミ対策をする必要だったのかどうかにつ

いては、大いに疑問が残るところである。 

 

図表 21 「県のマスコミ対策費」の判明分 

長
野
県

実績判明分

３７６４万円

マスコミ対策

国際ジャーナリスト長野
ウィンターフォーラム補助金 ２７６４万円

世界５大通信社への
協力要請事業

１０００万円

 

                                               
４２ ９１（平成３）年２月２３日～２４日、ＦＩＳワールドカップ富良野大会 
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第６章 長野オリンピックの招致方針 
 

 

 

ＩＯＣの倫理コードに抵触した招致活動を、当時の県の幹部は、どのように考えていたのか。 

この点については、９９（平成１１）年７月６日開催議会での定例会総務委員会で、荒井英彦体育

課長と花岡勝明総務部長が下崎保委員の質問に答える形でその考えを示している（３４ページ参照）。

多少長くなるが、その答弁の核心部分を引用しておくことにしよう（資料Ｄ。荒井課長の氏名および

（ ）内は、当調査委員会で挿入）。 

 

「下崎委員 ＩＯＣでは、この３月に理事会、総会が開催され、一連の招致問題について議

論がされたようであるが、長野のことは最終的にどのように扱われたのか。 

 

荒井課長 （略）長野の件については全く触れられなかったので、念の為、ＪＯＣを通じ

ＩＯＣに確認してもらったところ、「長野の件については、特段問題となる事

実はなかったので、正式な議題にならなかった。」とのことであった。 

 

下崎委員 ＪＯＣでも「ＩＯＣ問題プロジェクト」で継続調査が行われたようであるが、

帳簿問題も含め、どういう判断がなされたのか。 

 

荒井課長 ＪＯＣでは…（中略）…（９９年）３月２３日に「ＩＯＣ問題プロジェクト」

の最終調査結果をまとめた４３。その概要は 

① 関係者からの事実確認では、ＩＯＣ委員に対しての金銭の贈与や明らか

に習慣の域を超える贈答品の提供、医療費、奨学金等の便宜供与などを

行った事実は確認されなかった。 

② ＩＯＣの倫理コードに照らして一部に基準を超える来日、来長への対応

の事実があった。 

③ 会計帳簿の処分については、市民グループから告発がなされていたが、

平成７年３月２８日、長野地方検察庁の不起訴処分の決定がなされた。 

また、招致委員会への県交付金については、市民グループから返還を求

める訴訟が提起されていたが、平成１０年６月１２日、最高裁判所の請

求棄却の判決が下され、これにより日本の国内法上の決着を見ている。

（以下略） 

                                               
４３ この調査結果は、同年２月１５日、ファックスにてＪＯＣからＩＯＣ本部に報告されている 
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下崎委員 法律的に問題はないようだが、県民の間には釈然としない気持ちが残っている。

県は道義的な問題としてどのように受け止めているのか。 

 

花岡総務部長 ＩＯＣ、ＪＯＣの最終的な判断も出て、これでこの問題については決着がつい

たものと受け止めている。（以下略）」 

 

要するにこれらの答弁は、「ＪＯＣもＩＯＣも、問題にするほどの過剰接待ではなかったと言ってい

る。だから、批判は当たらない」との主張に聞こえるし、「ＩＯＣのお墨付きを貰ったのだから、もう

これ以上問題にする必要はない」とも聞こえる。 

しかし、その「･･･決着がついた･･･」とする県側の見解は、本当にそれで良かったのだろうか。も

うひとつ踏み込んでいえば、県側の見解の拠り所であるＩＯＣの「最終的な判断」の基になったＪＯ

Ｃの調査、それが果たして妥当なものであり、その調査結果は信頼性に足るものだったのだろうか。 

 

当調査委員会の役割からすれば、他団体の調査結果に言及することそれ自体は、本来的な役割では

ないし、僭越なことかもしれない。しかしＪＯＣの調査が、かりに妥当性に欠けるものであり、必ず

しも事実を反映していない調査結果であったなら、県側の「･･･決着がついた･･･」という見解は、間

違っていたことになる。それは県民に誤解を与え、県民の｢真実を知る権利｣を侵害することになりか

ねない。そんな理由から、当調査委員会はＪＯＣの調査報告書の妥当性を検証することとした。 

更には、オリンピック招致活動の実務に理解と経験の少なかったであろう長野県や招致委員会の幹

部が、どのようなプロセスで「倫理コード違反の招致活動」に駆り立てられていったのかを、県民の

皆さんに、具体的に見ていただきたい、という理由もある。 

 

実際、ＪＯＣの調査報告書（「ＩＯＣ問題プロジェクト報告書」：資料８７）には、事実に反する主張や、

事実を正確に伝えるのではなく矮小化しようとの意図が散見される。 

詳しくは後述するが、ＪＯＣは招致委員会と綿密な「連携」のもとに、その招致活動をリードして

きた事実がある。だが、同報告書は「当時の招致委員会と十分な連携や指導を行っていなかった」と

事実に反する主張を展開しているのである。また、妥当とはいえない不公正な招致活動が存在したこ

とを認めながら、「一連の招致活動は概ね妥当に行われている」と述べている。 

しかし、いったい、どう「妥当」だったのか。妥当と判断した検討結果への言及がないまま、招致

活動を「概ね妥当」と評価するのは、抽象的表現で事実を曖昧にし、矮小化させるものでしかない。

このような調査報告書は、およそ信頼性に欠けるものといっていいだろう。 

 

そもそもＩＯＣという組織は、民間団体であり、その民間団体の構成員であるＩＯＣ委員への接待

には、法的な規制はなにひとつ存在しない。あるのは、唯一、ＩＯＣが定めた倫理コードのみである。
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そしてこの倫理コードは、オリンピックの招致活動をおこなう立候補都市に対して示されたものであ

る。そうである以上、倫理コードに違反し、過剰接待に走った長野の招致委員会は、何より問題視さ

れねばならない。ところが、ＪＯＣでは、いかにも過剰接待を享受したＩＯＣ委員に問題があったか

のように、「ＩＯＣ自体に自己監視機能を持つことを期待したい」（資料８７）との要望をＩＯＣに対

し出している。 

このような要望は、本末転倒であり、問題のすり替え以外のなにものでもない。 

なにより、ＪＯＣが表明しなければならないことは、ＩＯＣの倫理コードを守れなかった招致委員

会を、実は、自らがリードしていたことへの厳しい自己批判であり、反省の弁であってしかるべきで

はないか。 

残念ながらＪＯＣには、そのような「自己監視機能」が備わっていなかったようだ。だからこそ、

ＪＯＣの調査報告書は、自身の責任を回避するための内容記述に終始するのであろう。そしてそれが

長野県をして､「･･･決着がついた･･･」と言わしめ、長野県民を欺く構成要素となってきた。少なくと

も、当調査委員会では、そう認定した次第である。 

認定の具体的な根拠については、第６章の記述以外の部分を後述するが、その前に、同報告書が作

成されるきっかけとなったソルトレイクの招致疑惑と、同疑惑発覚後のＩＯＣ、ＪＯＣの動きを簡単

にながめておくことにしよう。 

 

 

【１】 長野が刺激した？ ソルトレイクの招致疑惑 

 

長野冬季オリンピック招致委員会への住民監査請求を、県監査委員が却下したことに対する住

民グループの損害賠償請求訴訟への判決は、９８（平成１０）年６月１２日、最高裁の上告棄却

によって法律上“問題なし”との決着を見ている。しかし、それから約５ヶ月後、再び、この問

題は世間の耳目を集めることとなった。 

同年１１月２４日、米国ソルトレイク・シティーの地元テレビ局、ＫＴＶＸ（ＡＢＣ系列）が、

ソルトレイク招致委員会の不正な招致活動について報道したからである。その報道内容は、９１

（平成３）年６月、英国バーミンガムでのＩＯＣ総会で、長野に敗れたソルトレイク招致委員会

が、再度の招致活動を展開。９５（平成７）年のＩＯＣブダペスト総会に向けた招致活動におい

て、ソルトレイクのオリンピック招致委員会が、ＩＯＣが定めた「オリンピック憲章」や「倫理

コード」に違反した不正な招致活動をおこなっていたとするものだ。 

 

オリンピックの開催都市は、４年に一度のＩＯＣ総会で決定されるものの、その開催は決定か

ら7 年後とされている。そのため、９１（平成３）年のバーミンガム総会で開催都市となった長

野でのオリンピックは９８（平成１０）年であり、９５（平成７）年のブダペスト総会で開催都

市となったソルトレイクでのオリンピックは０２（平成１４）年となる。 
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ちなみに、ソルトレイクでは、アメリカオリンピック委員会（ＵＳＯＣ）、ソルトレイクオリン

ピック組織委員会（ＳＬＯＣ）が、それぞれ独自の調査委員会を設置。最終的にはアメリカ司法

省とＦＢＩが捜査に乗り出す大事件にまで至っている４４。 

 

ソルトレイクと長野の関係 

 

ソルトレイク疑惑報道から約２ヶ月後の９９（平成１１）年１月２５日、日本オリンピック委

員会（ＪＯＣ）は、早々と「ＩＯＣ問題プロジェクト」を立ち上げている４５。 

この日、スイスのローザンヌでは、米国ソルトレイク・シティの招致疑惑への対処方針を決め

るため、ＩＯＣの緊急理事会が開かれていた。そして、そこでの決定事項のひとつとして、９６

（平成８）年から０４（平成１６）年に開催された夏季及び冬季オリンピックにおいて、開催を

立候補したすべての都市に、招致活動で不正がなかったかどうかを問う質問状の送付が決められ

ている。ＪＯＣは、その質問要請に先行するかたちで、調査プロジェクトチームをスタートさせ

ていたのである４６。 

 

９８（平成１０）年のオリンピック冬季大会の開催権をめぐっては、ソルトレイクは長野と激

しく競り合っていた。９１（平成３）年６月、英国バーミンガムで開かれたＩＯＣ総会では、わ

ずか４票差という僅差で長野に敗れている。 

長野に敗れたソルトレイクは、しかしその後すぐ、０２（平成１４）年開催の冬季オリンピッ

クの開催権獲得を目指すこととなる。ソルトレイク疑惑を調査した機関のひとつ、ＳＬＯＣ倫理

調査委員会・調査報告書には、当時、ソルトレイクオリンピック招致委員会で話し合われた招致

方針についてこう記されている。 

 

「（バーミンガムでの）投票後、招致委員会の人々は、この敗北について分析をするため理事

会を開き、次回招致に向けて、いかにソルトレイクの招致活動を改善すればよいかを話し合

った。家族を含んだ個人的友好関係を築き、特にＩＯＣ委員をもっとソルトレイクに呼ぶこ

とで、ＩＯＣ委員の“ハート”をつかむよう招致委員会は焦点を絞るべきだとの結論にいた

った」 

「長野はあらゆる分野においてソルトレイクを凌いでいた。長野の実に滑らかな動きをする

                                               
４４ ＣＮＮウエブサイトには９８（平成１０）年１２月２２日、アメリカ司法省とＦＢＩが捜査に着手したとある 
４５ ＪＯＣの大山哲夫渉外部長によると、「９８年のクリスマス過ぎ、暮もおしつまった時期にソルトレイクの招

致疑惑に関する情報が入ったので、年明けすぐ、ＪＯＣとして長野の招致活動を調査するプロジェクトを立ち

上げた」とのことであった。大山氏への当調査委員会の事情拝聴は、０４（平成１６）年１２月９日に実施 
４６ 実際の調査依頼文書は、９９（平成１１）年１月２９日付で、サマランチＩＯＣ会長から当時の古橋廣之進Ｊ

ＯＣ会長宛に出されている 
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招致装置……が勝敗を分ける決定的な違いであった。そのことを目のあたりにしたことが、

（ソルトレイク招致委員会の責任者だったトーマス・）ウエルチ氏と（デビッド・）ジョン

ソン氏に２００２年大会の招致活動の方針を固めさせることになった」「（なお）幾人かの証

言者に言わせると、長野の招致活動は、ソルトレイクよりも洗練され、贅沢なものであった

という。たとえば、バーミンガム大会に出席したロッド・ハムソン氏が当倫理調査委員会に

語ったところによれば、長野の招致委員会は、ＩＯＣ委員にビデオカメラを贈っていたのに、

ソルトレイクがホテルに借りた一室、『ウエルカム・パッケージ』で彼らに贈ったのは、使い

捨てカメラだったという」 

「また、彼らは、長野招致委員会の振る舞いや、某ＩＯＣ委員からなされていた金銭的要求

についても話し合った」（The Board of Ethics of the Salt Lake Organizing Committee for the 

Olympic Winter Game of 2002, “Report to the Board of Trustees” February 8 1999） 

 

実際、ソルトレイク招致委員会は、長野を見習い、「ＩＯＣ委員のソルトレイク訪問」を招致活

動のひとつの柱に位置づけている。そして長野が招いた６２人のＩＯＣ委員を上回る、「７０人の

ＩＯＣ委員」を同市に招くことになる。このほか、「複数のＩＯＣ委員へ直接金銭を提供した」り、

「米国の奨学金制度を不正利用し、発展途上国の（ＩＯＣ委員が推薦する）オリンピック選手を

米国に受け入れてい」くのである。 

加えて、９５（平成７）年、ソルトレイクがオリンピックの開催権を得たハンガリー・ブダペ

ストでのＩＯＣ総会では、ソルトレイク招致委員会が「少なくとも７名のＩＯＣ委員の家族がブ

ダペストに行くための旅費を支払っ」（同上の“Report to the Board of Trustees” ）ていた。 

 

このようにソルトレイク招致活動の調査結果は、「オリンピック憲章」や「ＩＯＣ倫理コード」

に大きく違反するものであった、と指摘している。「ＩＯＣ倫理コード」では、ＩＯＣ委員へのプ

レゼントは「１人につきトータルで２００ＵＳドルを超えない」ことや、「直接的・間接的な便益

をはかることを禁じ」ているからだ４７（資料４８）。 

 

ちなみに、米国の連邦検察官は００（平成１２）年７月２０日、当時のソルトレイク招致委員

会のトーマス・ウエルチ委員長とデビッド・ジョンソン副委員長を共謀罪、文書偽造罪、電子的

通信手段を使った詐欺罪など１５の罪状で起訴。しかし最終的には無罪となった（０３（平成１

５）年１２月５日確定）。 

 

なお、図表２２は、県作成資料（資料８８）だが、招致疑惑への各国の取組みがわかりやすく

整理されているので、参考のため転載しておく。 

                                               
４７ 「ＩＯＣ倫理コード」の正式名称は、「経費制限に関する候補都市への指示」（資料４８） 
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図表 22 招致活動疑惑に係る調査機関について 

長野 ソルトレイク シドニー

1 ＪＯＣ 1
倫理調査委員会
（元州最高裁判事 外部スタッフ５名）

1
特別調査機関
（元会計監査官、弁護士）

2 県及び市 2 ＦＢＩ 2 オリンピック組織委員会

3 招致委員会幹部 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

２/６，７　数時間 数百時間 （実施中）

なし（処分済） 50,000ページ 3,000項目

数ページ 300ページ 調査中

都市名

疑惑
事項

ＩＯＣ委員に対する接待、
贈賄

関係者聴取

調査資料

報告書

ＩＯＣ委員に対する
接待、贈賄

調査
機関

 

 

【２】 ＪＯＣの責任回避 ―― 長野の招致活動への調査 

 

長野の招致活動への調査は、ＪＯＣによって二度にわたって行なわれている。 

一度目の調査は、９９（平成１１）年１月２９日、ＩＯＣのサマランチ会長からＪＯＣの古橋

廣之進会長に出された依頼文書にもとづくもので、わずか２週間足らずの調査であった。その調

査結果は、２月１２日に報告書としてまとめられ、２月１５日、ファクシミリでＩＯＣ本部に報

告された。 

この時の調査チームは、当時の八木祐四郎専務理事ほか７名で、うち５名が「２月６，７日に

わたり長野を訪問」。拡大招致委員会の主要メンバー６名からヒアリング調査をおこなっている。 

 

調査結果は、一般には公開されなかったとされるが、そこには長野訪問にあたり、ＩＯＣの倫

理コードに違反した疑いのある９名の委員の実名とその違反容疑に加え、スタジオ６との契約や

招致委員会からＩＯＣ委員へのプレゼントに対するＪＯＣの見解が記されていた。 

そのひとつ、ＩＯＣ委員の実名と違反容疑は、長野県が作成した「知事レク用」資料で確認す

ることができる。 

「長野を訪れたＩＯＣ委員及び関係者の処分内容等」と題されたこの資料は、９９（平成１１）

年５月１０日、吉村知事への説明資料として作成されたものだ（資料８９）。 

同資料によると、９０（平成２）年～９１（平成３）年にかけ、長野を訪問したＩＯＣ委員も

しくはその親族について、その違反事実を列記。ＩＯＣの倫理コードに違反した事実内容を、「複

数回訪れたＩＯＣ委員」、「多人数で訪れたＩＯＣ委員」、「ＩＯＣ委員の親族訪問」の三つに分類
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し、それぞれにＩＯＣ委員の実名を記している。 

 

ＩＯＣ規定に違反し、複数回長野を訪れた委員 

フェルナルド・フェレイラ・リマ・ベロ委員（ポルトガル） 

同規定に違反し、親族をともなうなど多人数で長野を訪れた委員 

ジョアン・アベランジェ委員（ブラジル） 

シルビオ・デ・マガリファエス・パディーリャ委員（ブラジル） 

モハメド・ベンジェルン委員（モロッコ） 

金兪順委員（朝鮮民主主義人民共和国） 

同規定に違反し、委員の親族だけで長野を訪問した事例 

ラミレス・バスケス委員の子息夫妻（メキシコ） 

ロバート・ヘルミック理事の子息夫妻（アメリカ） 

カルロス・アロイヨ委員の夫人とその友人（エクアドル） 

モハメド・ゼルギニ委員の子息夫妻（アルジェリア） 

 

この資料が作成された時点で、すでにカルロス・アロイヨ委員がＩＯＣから追放処分を受け、

モハメド・ゼルギニ委員が厳重注意処分を受けている。また、ロバート・ヘルミック委員は本人

の意思で辞任し、ジョアン・アベランジェ委員、シルビオ・デ・マガリファエス・パディーリャ

委員、ラミレス・バスケス委員には、「新たな疑惑」が持ち上がった旨の記載がある。 

 

ところで、この 1 回目のＪＯＣの調査報告は、「一度の聞き取り調査で報告書をまとめる消極

的な」（朝日新聞、９９年２月１３日付）内容と批判されるなど、およそ国民の疑念を解く内容には

なっていない。 

ＪＯＣ側も、そのことを十分認識していたのだろう。同報告書の概要を記者会見で公表する際、

同プロジェクの座長で、ＪＯＣ専務理事でもあった八木祐四郎氏は、「このままでは国民に納得し

てもらうのは難しい」として継続調査を表明している。 

しかし、継続調査の結果もまた、「世間体を意識した『儀式』だった」（「朝日新聞」９９〈平成１

１〉年３月２４日付）と批判されるほどの内容でしかなかった。 

 

継続調査 

 

継続調査の結果は、『ＩＯＣ問題プロジェクト報告書』と題され、９９（平成１１）年３月２４

日、一般公表された（資料８７）。 

同調査は、３月９日、１１日、１２日の３日間にわたり、招致活動関係者へのヒアリングを中

心に実施。長野の招致活動への次のような「総括的評価」を下している。 
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「関係者からの説明や長野側から提出された資料等によるとＩＯＣ委員に対しての金銭の贈

与や明らかに慣習の域を越える贈答品の提供、ＩＯＣ委員もしくは家族等への医療費、奨学

金等の便宜供与などを行った事実は確認されなかった。しかし、招致委員会解散時における

会計帳簿等関係書類の廃棄処分、ＩＯＣガイドラインに照らして不適切なＩＯＣ委員もしく

は家族等への来日・来長への対応やレセプションの開催による接遇等、一部には必要以上の

対応が行われていたという事実が明らかになった」 

 

概して言えば、招致活動に多少の行き過ぎはあったが、深刻な不正行為や不法行為はなかった

と結論づけるものだ。 

そのうえで同報告書は、「今回の事実確認で明らかになった問題点」を、「（１）会計帳簿等関係

書類の廃棄処分」、「（２）ＩＯＣ委員に対する接遇」、「（３）慣習の域を越える高額な贈り物」、「（４）

エージェント『スタジオ６』との契約」の４項目に整理。それぞれの項目別に「問題点の指摘・

評価」を加えたのち、最後に「今後の国際総合競技会招致に関する提言」を載せている。 

それら「問題点の指摘・評価」のポイントを以下に記しておく。 

 

「（１）会計帳簿等関係書類の廃棄処分」について 

「会計帳簿等関係書類の廃棄処分については、……我が国国内法上は決着をみている。しかし、

この行為は長野招致に向けて多くの関係者が献身的に協力・支援をしてきている実態を考慮す

れば、決して好ましいとは言えず、当時の招致委員会事務局関係者、とりわけ幹部職員に対し

反省を求めるとともに、ＪＯＣ自らの指導不足を反省（する）」（註：下線は、以下も含め当調査委

員会による。以下同じ）。 

 

「（２）ＩＯＣ委員に対する接遇」について 

「一連の招致活動は概ね妥当に行われているもののガイドラインに照らしてＩＯＣに報告した

事項も含め、次の点については反省すべき事柄として指摘できる（中略）。 

① ＩＯＣ委員もしくは家族等の長野訪問時の接待（については）……ＩＯＣ委員の複数

回の訪問、３人以上の多人数での訪問、本人の家族や友人のみでの訪問は、ＩＯＣガ

イドラインに照らして不適切なものであり、また、京都方面への案内など招致目的と

直接関係があるとは考えられない訪問に対する接遇を行っているが、ここまでの対応

が必要であったかどうかについて疑問が残る。 

② バーミンガムのハイベリーハウスにおけるＩＯＣ委員の接遇（については）……相当

の経費をつぎ込んでのかなり豪華な対応であったこと、ＩＯＣのガイドラインに必ず

しもそったものでなかったこと等に鑑み、そこまでの対応の必要性があったかどうか

については疑問が残る。 
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③ 東京のゲストハウスにおけるＩＯＣ委員の接待（についても）……ゲストハウス（三

菱開東閣）の借上げによるＩＯＣ委員招待のパーティー開催は、一般的な慣行として

他の立候補都市も行っていたという状況があるものの、招致活動の過熱化に拍車をか

ける一因ともなっており、そこまでの対応の必要性があったかどうかについては疑問

が残る」 

 

「（３）慣習の域を越える高額な贈り物」について 

「長野の地元の画伯並びに刀匠からＩＯＣに対し、日本画並びに短刀が招致委員会を介して贈

答されているが、これは、長野招致を願う彼らの好意によるものであることが確認できた。し

かし、今回の一連の報道により、両氏に多大の迷惑をかける結果となったことを踏まえると…

…ガイドラインを十分考慮した判断と行動が求められた」 

 

「（４）エージェント『スタジオ６』との契約」について 

「契約金が高額であること、しかも４５万スイスフランのうち１５万スイスフランは長野が開

催都市に決定した場合の追加分であったことなどから集票活動も含まれていたのではないかと

いう疑念が指摘された。……『スタジオ６』との契約は長野招致をめぐって必要不可欠であっ

たかどうかについて疑問が残る」 

 

以上はいずれも、拡大招致委員会による「決して好ましい」とは言えない帳簿の処分や、「ＩＯ

Ｃのガイドライン」を逸脱した招致活動は、ＪＯＣが関知していないところで行なわれたと結論

づけるものだ。拡大招致委員会の身勝手な招致活動によって、ＪＯＣは多大な迷惑をこうむった

という趣旨である。 

しかし、これら指摘事項の多くは、「疑問が残る」どころか、「疑問」の余地なく、ＩＯＣ倫理

コードに違反している。この事実については、すでに「第５章 招致活動の妥当性」において詳述

したところである。その明確な違反行為に対し、単に「疑問が残る」と言ってのけるＪＯＣの報

告書は、あまりに不適切である。あるいは、“ＪＯＣ用語”では、このような曖昧な表現であって

も、違反行為を指摘していることになるのかもしれない。 

 

責任回避のための事実に反する説明 

 

ＪＯＣの調査報告書は、最後に、「今後の国際総合競技会招致に関する提言」を掲げ、いかにも

拡大招致委員会の行き過ぎた行動とＪＯＣは無関係であるかのように、こう弁明する。 

「ＪＯＣとしては長野招致活動について、当時の招致委員会と必ずしも十分な連携や指導

を行っていなかったことを反省し、今後のオリンピックをはじめとする国際総合競技大会

招致にあたっては招致計画の立案から具体的な招致活動の実施に至るまでの段階で今回の
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経験を十分反映させ、立候補都市と密接な共同作業を行っていくとともに、ＩＯＣのマニ

ュアル等を勘案しつつ、招致委員会がＩＯＣ委員、ＩＦ役員等への接遇や接触を公正かつ

円滑に進めていくよう指導する」 

 

ここで言わんとすることは、ＪＯＣは、拡大招致委員会に対し、「十分な連携や指導を行ってい

なかった」がため、世間から疑念を招く招致活動となってしまった。かりに、ＪＯＣが「十分な

連携や指導」をおこなっていれば、このような批判を招く事態にはならかなかった。その点、「指

導不足を反省」するというものだ。しかし、この主張は事実に反している。 

すでに第５章で述べたように、ＪＯＣは拡大招致委員会との間で「十分な連携」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かかわっていたからだ。 

ちなみに、これら「連携」や「指導」と、どのように関係するのかは不明たが、ＩＯＣ東京総

会では、拡大招致委員会からＪＯＣ委員１０人に対し「ＪＯＣ委員活動費」として１人あたり５

０万円ずつの、合計５００万円支給される予定であったことを示す文書もある（資料９０）。 

 

 

【３】 招致活動方針を決めた「長野冬季オリンピック招致連絡会」 

 

ＪＯＣと拡大招致委員会の密接な「連携」を示す資料は、「長野冬季オリンピック招致連絡会議

事録」がある。これは、長野市が、旭川市や盛岡市などを破り、国内候補地として決定されたの

ち、国際的な招致活動をプランニングするため、ＪＯＣとともに立ち上げた組織だ。 

 

８８（昭和６３）年８月９日の同連絡会の立ち上げにあたり、「日本オリンピック委員会（ＪＯ

Ｃ・柴田勝治委員長）は……東京・渋谷の岸記念体育館で総会を開き、一九九八年冬季五輪の長

野招致活動の中心となる地元との協議機関（連絡会）のメンバー……六人を決め」（「信濃毎日新聞」

８８〈平成６３〉年７月２８日付）た。 

この６人のメンバーとは、岡野俊一郎ＪＯＣ総務主事を座長に、猪谷千春ＩＯＣ理事、山田正

彦ＪＯＣ常任委員、廣堅太郎ＪＯＣ常任委員、鬼鞍弘起ＪＯＣ常任委員、鈴木祐一日本体育協会

専務理事である。 

一方、長野側メンバーは、毛涯修長野県副知事、渡辺文雄長野県オリンピック推進監、山岸勲

長野市助役、小林丈志長野市オリンピック準備事務局長、市村勲長野冬季オリンピック招致委員

会事務総長、山口純一長野冬季オリンピック招致委員会広報渉外部長、池田宗兵衛長野県東京事

務所長であった。 

このほか、ＪＯＣ側からは事務局として、射越部長、高橋課長が、また長野側事務局としては

県の牧野内課長が参加している。 
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その後、長野側メンバーに多少の入れ替えがあったものの、ＪＯＣ側メンバーは、同議事録で

確認した限り入れ替えはなされていない。ちなみに、ミスター長野として招致活動に携わってい

た吉田總一郎氏は、第３回の招致連絡会から正式メンバーとなっている４８。 

 

連絡会以外のＪＯＣによる指導 

 

この連絡会は、８８（昭和６３）年８月９日から、翌８９（平成元）年７月２１日までの約一

年間に都合８回の会合をもっている。加えて、長野県側が、ＪＯＣ側の指導を仰ぐための個別の

会合も３回開かれていた。 

それらの会合については、「岡野総務主事御指導」、「猪谷ＩＯＣ御指導」、「岡野俊一郎氏懇談」

と題された会談要旨が残されている。 

たとえば、８８（昭和６３）年８月１６日夕刻、東京・日比谷の帝国ホテルで開かれた「岡野

総務主事 御指導」には、長野側から拡大招致委員会の山口純一・広報渉外部長と、電通社員が出

席。ソウルオリンピックの会場でおこなう招致活動について、ＪＯＣの岡野総務主事から次のよ

うな具体的な「御指導」を受けていた（資料９１）。 

 

「（ソウルオリンピックの会場等で配布するリーフレットについては）一面に柴田委員長、吉

村知事、塚田市長３人のメッセージを７か国語（英、仏、独、露、スペイン、アラビヤ、ハ

ングル）で入れること」「内容として、写真による長野の紹介ということでスポーツと元気な

子供たちの情影があること」「これをNews Letter No1 とすること」 

 

また、ソウルでのＩＯＣ委員等への接触については、「茶、酒程度のサービスをする用意をする」、

「お土産なぞは簡単に」といった細かな「御指導」も行なわれた。そして岡野氏は、こう提案す

る。 

 

「岡野が立場上座長となり、副に広
ママ

か鬼鞍、長野からは総長か副知事を考えている」「将来

的には文部省、外務省、日本体育協会などもメンバーに入れて会をもつことになる」「ＩＯＣ 

ＩＦ ＮＯＣ４９をどう対応していくのか 大切な問題」「提案されてもできないこともある

ことを知ってもらいたい」 

 

翌１７日の「猪谷ＩＯＣ 御指導」でも、猪谷氏は山口広報渉外部長に対し、リーフレットの件

について、「岡野総務主事案……で了承」したうえ、さらに「リーフレットの表にはっきりと立候

                                               
４８ 吉田總一郎氏は、長野在住の経済人。語学が堪能であることから、招致活動の象徴として「ミスター長野」に

起用された。拡大招致委員会では、当初、参与として参画。その後、事務総長代行となる 
４９ ＩＦ＝国際競技連盟、ＮＯＣ＝各国の国内オリンピック委員会 
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補している旨を書くこと」といった「御指導」を行なっている（資料９２）。 

 

要するに、リーフレットの内容や体裁まで、ＪＯＣ側はこと細かく長野側を指導していたわけ

である。 

 

「長野としては、連絡会の決定事項を忠実に実行」 

 

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。 

それは、７年前の８１（昭和５６）年９月３０日、ドイツのバーデン・バーデンで開かれたＩ

ＯＣ総会において、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に立って

いた。そのため、「長野は海外に弱いので、（ＪＯＣ側の）皆さんそれぞれの立場で招致活動をお

願い」する一方、「経費は長野で持つ」（市村拡大招致委員会事務総長）ことを招致活動の基本と

した。 

 

実際、この方針を効果的に実践すべく、第３回招致連絡会（８８〔昭和６３〕年１１月４日）

では、「基本的に味方になる人・ならない人を調べて」「一人（ひとりのＩＯＣ委員）についてス

ポーツ、友人関係、商売関係を調べ、一番重要なものを攻めなくてはならない」（岡野ＪＯＣ総務

主事）ことなども確認しあっていた。 

このほか、同会議では、ＩＯＣ東京総会までの招致活動のポイントとして、「アジア・アフリカ

のＩＯＣには冬は関係ない。これをどうまとめるか」（岡野ＪＯＣ総務主事）なども検討されてい

た。 

 

こういった集票活動について、より具体的な議論がなされたのが第４回招致連絡会（８９〔平

成元〕年１月１１日）であった。同議事録作成のためのメモ（資料３２）には、ソウルが名古屋

に勝った際、その勝敗を左右したとされるメキシコの「バスケスを早くつかまえる ５０票持っ

ていると言われている」（鬼鞍ＪＯＣ委員）といった発言まで記録されている。 

「バスケス」とは、メキシコ・オリンピック委員会の委員長のマリオ・バスケス・ラーニャ氏の

ことである。同氏は、メキシコ射撃連盟委員長、アメリカ射撃連合会長等を経たのち、７９（昭

和５４）年から今日まで、五大陸、２０２カ国の国内オリンピック委員会（ＮＯＣ）が加盟する

国内オリンピック委員会連盟（ＡＮＯＣ）の委員長を務めている。各国のＩＯＣ委員への絶大な

影響力を持つ人物とされ、９１（平成３）年以降はＩＯＣ委員をも兼ねている。 

 

加えて、この日の連絡会では、「活動費だけで８億円」とされていた招致活動経費についても、



- 133 - 

「見直しを行い当初より増やし……全体として１１億５０００万円位」（市村事務総長）とするこ

とが報告されている。 

岡野ＪＯＣ総務主事は、同連絡会の席上、「接触計画を早く立てて、効果的に金を使いたい。」

と、招致活動を積極的にリードしていく意欲をにじませていた。 

 

ＩＯＣ東京総会対応 

 

招致活動の山場とされていたＩＯＣ東京総会での活動方針が協議されたのは、８９（平成元）

年４月３日の第５回招致連絡会であった。 

ここでもまた、ＩＯＣの倫理コードを無視した招致方針が確認されている。すでに９６ページ

で記述の通り、「ＩＯＣには制約がある。……しかし、制約には抜け道がある。それを考えて招致

活動を行わなければならない」（猪谷ＩＯＣ委員）との認識の再確認である。 

 

また、第６回招致連絡会（８９〔平成元〕年６月７日・資料９３）では、猪谷ＩＯＣ委員が長

野側に次のような申し入れをしていた。 

「ＩＯＣに対する接待法について、長野に英文のマニュアルを渡してあるが、十分に理解し

て欲しい。出掛けるのも大事だが、是非ＩＯＣ委員を長野に招待してもらいたい。以前から

会議で何人位呼ぶのか質問しているが、答えがこない。今年４５名、来年４５名位呼ぶよう

な形にして貰いたい。そのくらいの腹ず
ママ

もりでやらなければ大変だ。４５名について結論が

出ないので、私も声をかけられなくて困っている」「だれでも広く声をかけて、早く来てもら

える人は誰でも来てもらわなければならない」 

 

この猪谷提案によって実施されたＩＯＣ委員への長野招待は、当調査委員会が収集した資料か

ら拾い出せた限りでも６２人。また、ＩＦ役員は６競技団体から１５名にのぼる。 

 

ところで、先のＪＯＣ調査では、ＩＯＣ倫理コードに違反して長野が招待したＩＯＣ委員もし

くはその家族は９人ということになっている。あまりに実態とかけ離れた調査結果だが、その理

由は、ＪＯＣの設定した調査対象期間が９０（平成２）年２月から９１（平成３）年１０月まで

の１年９ヶ月の期間に限定しているからだ。 

これは、長野市がＩＯＣへの正式立候補をした月から拡大招致委員会の解散までの期間である。 

「オリンピック憲章」では、「ＩＯＣに候補申請書類を提出した日から、ＮＯＣ（＝日本において

はＪＯＣ）はオリンピック競技大会開催都市の立候補に関連した都市の活動及び行為を監督し、

また連帯して責任を負うものとする」（第６章規則３７付属細則）と定めている。 

だから、長野市のＩＯＣへの立候補から、拡大招致委員会の解散までを調査対象期間としたの

だろう。しかし、ＪＯＣが「長野招致活動について……反省」するのなら、拡大招致委員会の２
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年２ヶ月の活動期間全般を通じての不公正な招致活動を、徹底して洗い出すべきであったのでは

ないか。 

もっとも、ＪＯＣ主導でなされた不公正な招致活動を、少しでも過小報告するには、期間を限

定する以外になかったのかもしれない。 

 

スタジオ６との契約経緯 

 

拡大招致委員会が、エージェント契約を結んだスイスの広告代理店・スタジオ６については、

二度にわたって、長野側とＪＯＣ側で協議がなされている。 

最初の協議は、８８（昭和６３）年１２月の「第６回ＡＮＯＣ総会・ＡＮＯＣ理事会及びＩＯ

Ｃ理事会・ＮＯＣｓ合同会議」における招致活動報告会であった。活動報告の「その他」事項に

おいて、ユーゴスラビアの国際陸連副会長であるアルトゥール・タカチ氏を次のように紹介して

いた。 

「（アルトゥール・タカチ氏は）サマランチのパーソナルアドバイザーであり、息子（ゴラン・

タカチ氏）が『スタジオ６』という広告会社を経営している。長野の広報に色気がある」（資

料９４） 

 

また、第７回招致連絡会（８９〔平成元〕年７月６日：資料７７）でも、拡大招致委員会参与

の吉田總一郎氏が、同社との契約の必要性を提案。それを受けて、以下のような議論が展開され

ている。 

 

「吉田参与： 国際的なマーケティングの観点から正確な情報が必要である。他の候補都市

の情報、ＩＯＣの情報、スケジュール、会議の出席者はどうなっているか等

の情報が欲しい。スイスに専門的なマーケティングの会社がある。これと接

触している。情報機関とのパイプが必要である。 

猪谷理事： これはスタジオ６か。 

吉田参与： そうである。情報はかなり正確である。 

猪谷理事： その会社の社長の父はＩＡＡＦの副会長でサマランチ会長の個人的なアド

バイザーである。プレゼンテーション等の仕方も熟知している。この会社の

右に出る者はいない。 

 ハカ、ソビエト、ソルトレークからも来ているようである。速やかに検討し

てもらいたい。 

鬼鞍委員： 今日の会議で最も重要な問題だ。 

吉田参与： 毎日連絡を取り、接触して行きたい。 

岡野総務主事：招致にプラスになるようなら良いと思う。 



- 135 - 

市村総長： 他の候補都市と契約されては困る」 

 

この結論に従ってか、拡大招致委員会参与の吉田總一郎氏は、８９（平成元）年８月２４日～

９月３日、プエルトリコのサンファンで開かれた「第９５回 ＩＯＣ総会・ＩＯＣ理事会及びＩＯ

Ｃ委員会」においてスタジオ６の経営者ゴラン・タカチ氏の父親で、サマランチＩＯＣ会長のア

ドバイザーであるアルトゥール・タカチ氏に接触。長野への招待を申し出ていた。 

招待を受けたアルトゥール・タカチ氏は、同年１０月１１日付け文書で、「長野を訪れるには、

サマランチ会長の了解を得なくてはな」らない旨、吉田氏に伝えている。吉田氏は、早速、二日

後の１０月１３日付け文書でサマランチＩＯＣ会長に対し、「タカチ様にぜひ長野へ来ていただき、

御自身の目で私たちの候補地を見ていただいて、私たちの招致キャンペーンに有益なアドバイス

をしていただければ」と、その「了承」を懇請していた（資料９５）。 

結果、アルトゥール・タカチ氏は、９０（平成２）年２月２０日、東京で開かれた国際陸上競

技連盟評議会に出席後、２月２２日、２３日の日程で長野を訪問。当時の吉村知事や塚田市長ら

と懇談を重ねている。 

ただ、だからといって、スタジオ６との契約がすぐに結ばれたわけではない。スタジオ６の有

益性については、その後、拡大招致委員会内でも少なからず議論があったようだ。正式契約は１

９９０（平成２）年８月まで持ち越されている。 

 

この点、吉田總一郎氏は、ソルトレイクの招致疑惑後、ＪＯＣの調査プロジェクトチーム（「Ｉ

ＯＣ問題プロジェクト」）に対し、次のように語っている。ちなみに、同プロジェクトチームには、

招致連絡会を構成したＪＯＣメンバーはひとりも入っていない。 

「スタジオ６は東欧に強いと聞いていた。スミルノフＩＯＣ委員と仲がよく、１９８０年

サラエボからオリンピックに係っていた。アーサータカチ５０はゴランタカチの父親で、前

のＩＯＣスポーツディレクターであり、東欧に近いと解釈していたが、彼に何かを頼んだ

こともないし、彼から情報を得たこともない」「（スタジオ６との契約は、）知事、市長の判

断であった。私は反対したが、契約は結ばれた」 

 

一方、拡大招致委員会の事務責任者であった市村勲氏は、同調査プロジェクトチームに対し、

契約調印した理由をこう語る。 

「猪谷さんからＩＯＣの情報、ＩＦの動きなど海外で活動する場合は（スタジオ６は）必

要だと言われた。吉田總一郎さんを通じてやっていた。最初は大きな金額を言ってきた。

契約前から情報をどんどんファクスで入れてきて、役に立つと言うことで契約した」 

 

                                               
５０ 「アーサータカチ」は、アルトゥール・タカチのこと 
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いずれにしろ、最終的には、猪谷ＩＯＣ委員の強い推薦によってスタジオ６との契約が交わさ

れていたことがわかる。 

スタジオ６のホームページには、８４（昭和５９）年のサラエボ・オリンピック以降、「立候補

都市のためのマーケティングやプロモーションを行ってきた」とあり、東京にも同社の支店が開

設されているとある。また、オリンピックの公式記録の製作をＩＯＣからまかされていて、当調

査委員会で確認できた限り、９２（平成４）年のアルベールビル・オリンピック、９４（平成６）

年のリレハンメル・オリンピック５１、９８（平成１０）年の長野オリンピックの公式記録集を作

成していた。それら公式記録集の日本語版は、ベースボールマガジン社から出版されている。 

 

スタジオ６による集票活動疑惑 

 

ソルトレイク疑惑発覚後、スタジオ６との契約で最も問題視されたのは、同社がＩＯＣ委員の

票を取りまとめる集票活動をしたのかどうか。そして、合計支払額４５万スイスフラン（当時の

日本円で約４５００万円）のエージェント料のうち、長野がオリンピックの開催都市となった際

に、追加分として支払う契約になっていた１５万スイスフランが、成功報酬との位置づけであっ

たかどうかであった。 

 

エージェントによる集票活動は、当然のこととして、正当な招致活動とは見なされない。 

しかも、「成功報酬についてＩＯＣは最も悪いものであると言っている」（「ＪＯＣ調査におけるス

タジオ６に係る発言要旨」：資料９６）との認識が示されていた。果たして、拡大招致委員会とスタ

ジオ６との契約にも、そのような不公正な業務内容がふくまれていたのか。 

この疑惑についても、ＪＯＣの調査プロジェクトチームは、拡大招致委員会の関係者からヒア

リング調査をおこなっている。ＪＯＣのヒアリングを受けた前出、吉田總一郎氏、市村勲氏はと

も集票活動は行っていないし、成功報酬も支払っていないと疑惑を全否定している。 

たとえば、９９（平成１１）年２月７日のヒアリングの際、ＪＯＣ側と吉田總一郎氏の間では、

次のようなやり取りがかわされていた。 

「大山５２： 成功報酬についてＩＯＣは最も悪いものであると言っているが、今回成功報

酬があっても長野側には問題はないのではないのか。隠すことは良いことで

はない。 

吉田： この問題は、最初成功報酬は２～３億円のものという理解で知事・市長の発

言があり、その後成功報酬を認めたとなって混乱していることがある。 

上田委員：今問題になっているのは、成功報酬ではなく、お金が配られて集票活動を行

っていくことが問題になっている。 
                                               
５１ リレハンメル・オリンピックは、開催年をうるう年から平年に変更する関係で、開催が２年早められた。 
５２ ＪＯＣ幹部職員 
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契約書にはなんて書いてあるのか。 

吉田： 契約書には、アディショナルペイメンツとなて
マ

いる
マ

。 

竹田委員：ＩＯＣが資料を持っていることを考えなければならないが、成功報酬はいず

れにしても問題はある。 

上田委員：私は特に問題があるとは思わない。 

八木委員：日本での（契約書作成の）弁護士はだれか。 

吉田： 牧ノ
ママ

内氏の知り合いの弁護士である。」 

 

また、この前日の２月６日、市村氏に対しておこなわれたヒアリングでは、八木委員が「集票

に使ったということはなかったか」と質問。市村氏は、「ありません。間違いない」と断言してい

た。 

 

しかし、「招致活動を支援する業者」に対し、開催都市に決定したら追加分として支払う、逆に

言えば、決定しなかったら支払わないとする契約内容と、「成功報酬」が意味するものとの間には、

どれほどの違いがあるのだろうか。 

「スタジオ６」との契約書上の表現はともかくも、通常の日本語では、このような追加支払いは

成功報酬として理解されるのが普通だ。 

 

集票活動の有無はともかく、少なくとも、スタジオ６に関する１５万スイスフランの費用につ

いては、当調査委員会では成功報酬であったと認定する。そもそも「長野が開催都市に決定した

場合に追加として支払う」費用というのは、常識的に考えて成功報酬以外のなにものでもない。

まして、拡大招致委員会が作成した予算関連資料のなかには、手書き文字で、１５万スイスフラ

ンは、「成功報酬」との書き込みがある（資料２４）。 

つまり、当時の拡大招致委員会は、この費用を成功報酬として位置づけていたものといえよう。 

 

ＢＢＣが調査したスタジオ６の買収手法 

 

繰り返しになるが、スタジオ６が、長野オリンピックの招致活動において集票活動をおこなっ

たかどうかは、不明だ。しかしスタジオ６が、オリンピック開催を目指す立候補都市と「マーケ

ティングやプロモーション」の契約をおこなうにあたって、集票活動をひとつのセールスポイン

トにしていたことも事実である。 

この事実は、英国放送協会（ＢＢＣ）が、０４（平成１６）年８月４日に放送した調査報道番

組「パノラマ」で明らかにされている。 

以下で述べるスタジオ６の行動パターンが、１３年前の長野との契約当時も同様であったとす

れば、長野の招致活動におけるスタジオ６の動き方のひとつの参考材料になろうかと思い、多少
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長文になるが、あえて引用を試みたものである。 

 

『五輪を買う』５３と題されたその報道番組は、ＢＢＣ記者が、２０１２年開催のオリンピックを

ロンドンに招致しようと目論む企業の社員に扮し、ＩＯＣ委員のほかスタジオ６などのエージェ

ントに接触。長期にわたる潜行取材によって、オリンピック招致の際、おこなわれてきた集票活

動の実態を浮き彫りにするというものだ。 

その放送のなかで、五輪招致を目論む企業の社員に扮したＢＢＣのジャスティン・ローラット

記者は、スタジオ６のゴラン・タカチ氏にセルビアのベオグラードで会見した時の模様を紹介し

ている。ゴラン・タカチ氏の映像、音声は、いずれも隠し撮りによるものだ。放送内容を書き起

こしたスクリプトから、ナレーションを含む、両者の会話の模様を紹介しておこう（ＢＢＣホーム

ページに掲載のスクリプトの一部を和訳して引用、また（ ）内は当調査委員会で挿入）。 

 

「われわれがアプローチを試みた人物は、オリンピックの陰謀のまさに専門家である。街なか

にある彼のオフィスからは、１７の立候補都市へ、招致の手ほどきをする事業がおこなわれて

いる。ゴラン・タカチは、申し分のないオリンピック家系の持ち主である。彼の父、アルトゥ

ールは、ＩＯＣ会長であるサマランチのアドバイザーであった。 

（中略） 

タカチ ：すべてはお金につきますね。 

ローラット ：どういう意味のお金ですか？ お金とは、つまり…… 

タカチ ：お金とは、言い換えれば、つまり現金です。 

ローラット ：友好関係を生むために？ 

タカチ ：票を生むためです。 

ローラット ：こちらがお金を出し、それでそちらは……。そちらはＩＯＣ委員にお金をわ

たすんですね。 

タカチ ：そういうやり方もありますね。 

ローラット ：なるほど、わかりました。 

タカチ ：で、こちらを経由するのではないですよ。というのも、あなたは守られなく

てはいけないし、彼らもまた、守られなくてはいけない。わたしの指示する

方法で行われます。 

（中略） 

ローラット ：どれだけの票に働きかけられるでしょうか。 

タカチ ：だいたい、１５～２０の間と言えるかな。 

ローラット ：で、それら皆が要求してくるのは、つまり、その……。 

                                               
５３ 原題は“Buying the Game” 
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タカチ ：いや、いや。 

ローラット ：……報酬を？ 

タカチ ：違います。だいたい、そのうちの７～１０くらいが、報酬を要求するでしょ

うね。 

ローラット ：で、その他は、あなたの……。 

タカチ ：その他は、単に個人的な友人とか、説得してとかで……。 」 

 

この後、ローラット記者は、ゴラン・タカチ氏とのやり取りを総括し、こう述べる。 

「しかし、彼の手助けは安くはない。ゴランは一日に３，６００ユーロを要求した！。かかる

費用の総額は、もし０５年までの（１年間の）取引きをするとすれば、だいたい９０万ユーロ５４

にもなるのだ」。 

再び、番組でのゴラン・タカチとローラット記者のやり取り。 

「タカチ ：９０万ユーロだ。３回にわけるが。 

ローラット ：なるほど。で、そのほかに必要な費用は、これは言ってみれば、そのＩＯＣ

委員にとっての燃料みたいなもので、必要ない人もいれば、必要とする人も

いる。これが２００万～３００万※ の間ぐらいと……。 

タカチ ：２．５※（２５０万）。 

ローラット ：２．５※ ね。 

タカチ ：そのとおり。 

（中略） 

タカチ ：いま、ここにある（ＩＯＣ委員のリストの）うちで、私が接触できる人を言

うから。順不同で言うからね。 

ローラット ：ＯＫ、わかりました。どうぞ。 

タカチ ：この人はとてもよく知っているよ。＊＊＊＊大親友だ。でも、お金のことは、

私から彼には言えないね。イワン（スラブコフ）ならできるよ。＊＊＊＊、

もし、ロンドンが開催都市の権利を勝ち取ったら、５０万は彼のために必要

になるね。彼は１００％操れるよ、問題なし。彼とはかなりの取引きが見込

めるでしょう。 

（中略） 

タカチ ：この人は、パリがご贔屓なんだが、金がいるね。」 
 
註１：放送で、ＩＯＣ委員の氏名が伏せられていた部分は、＊＊＊として表記した 
註２：※ 放送において通貨単位が不明であった部分 

 

このような調子で、ゴラン・タカチ氏は、３０人以上のＩＯＣ委員の名前を挙げたと、ローラ

                                               
５４ ＢＢＣが上記番組を放送した０４年８月時点での９０万ユーロは、日本円にして約１億２０００万円 
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ット記者は報告している。ところで、タカチ氏がＩＯＣ委員への工作ができる人物として名前を

あげた「イワン・スラブコフ」とは、ブルガリアのＩＯＣ委員で、キエフ大の教授であり、ブル

ガリアテレビの幹部であり、ブルガリアの閣僚でもある。 

のちに、ローラット記者が、タカチ氏に自身がＢＢＣの記者であることを明かし、これまでの

依頼が、架空の招致計画にもとづいたものであることを告げると、タカチ氏はこう弁明したとい

う。 

「自分たちの考えていることを本当にやったら、招致活動のルールに違反するのだよ、という

ことを披瀝するためのものだった」「汚職の現場にワナを仕掛けるためのものだった」 

 

あまりにも見苦しい弁明であろう。また、イワン・スラブコフＩＯＣ委員も、放送直後の記者

会見で、ＢＢＣを名誉毀損で訴えるとしていたが、結局は、０５（平成１７）年７月７日のＩＯ

Ｃ総会で、ＩＯＣ委員の三分の二以上の賛成により、追放処分となっている。 

 

堤義明氏の関与 

 

拡大招致委員会の招致方針の策定にあたっては、堤義明氏５５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旧招致委員会とＪＯ

Ｃ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。 

 

堤氏のクレームは、国内候補都市としてＪＯＣの認定は受けたものの、まだ、閣議了解を得て

いない段階で、本格的な国際招致活動に乗り出そうと協議していた招致連絡会の動きを、時期尚

早として牽制するものであった。閣議了解の前、つまりは正式な日本の立候補都市としての条件

が整っていない段階で、旧招致委員会によるＩＯＣ委員等への大々的な働きかけがはじまると、

マスコミ等から批判され、その後の招致活動がやりにくくなるとの懸念から発せられたものであ

った。 

この懸念は、第１回招致連絡会（８８〈昭和６３〉年８月９日）の席上、猪谷氏からの、ソウ

ルオリンピックの会場での積極的なＩＯＣ委員等への招致活動が提起されたことに対してである。

堤氏は、猪谷提案を知ると市村事務総長に電話をかけ、こう叱責していた。ちなみに叱責内容は、

堤氏への対応を岡野ＪＯＣ総務主事に長野側が相談した際、席上で報告されたものだ。 

                                               
５５ 堤義明氏のＪＯＣ関係の役職：８３（昭和５８）年～８９（平成元）年まで日本体育協会副会長。８９年８月

～９０（平成２）年５月までＪＯＣ初代会長。９７（平成９）年～０４（平成１６）年１０月までＪＯＣ名誉

会長。０４年１０月２７日、西武鉄道の有価証券報告書の虚偽記載の問題に関連し、同名誉会長を辞任 
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「（堤氏から）まだ、閣議了承も得ていない段階で知事や市長がソウルへ出かけて招致活動をする

などはもってのほか。もしこんな状況を進める様ならば手を引く。（この件について、市長から電

話をしたところ、子供にふりまわされるようなことはするなということであった。）本番は３年後

であり、それに焦点を合わせるべきだ。（日曜日に知事が軽井沢でゴルフで一緒になった際も同様

の話があった。）」（８８年８月２４日付メモ・「岡野俊一郎氏懇談」によるもので、（ ）内は原文のまま：

資料９７） 

 

堤氏の叱責を受けた長野側は、先に触れたように８８（昭和６３）年８月２４日、岡野ＪＯＣ

総務主事を東京・赤坂の料亭「たか井」に招き、８月３０日の第２回招致連絡会に向けた「ご指

導」を仰ぐことになる。 

この会への長野側の出席者は、毛涯修・副知事、市村勲・拡大招致委員会事務総長、池田宗兵

衛・長野県東京事務所長、渡辺文雄・長野県オリンピック推進監、山口純一・拡大招致委員会広

報渉外部長であった。 

「岡野俊一郎氏懇談」と題されたこの会合では、次のような議論が展開されている（引用は議論

の主要部分のみ）。なお、文中の「Ｔ氏」とは、堤義明氏である。これは、同懇談内容を記録した

メモの余白に記載がある。 

 

「岡野氏：私もＴ氏から電話を受けた。金曜日、山口と会った際、長野としてできることで

きないことを明確にして提案するように申し上げた。ＪＯＣサイドでも相談して

対応を決めたい。Ｔ氏の考えも理解できる。……知事、市長はソウルに行くのか。 

副知事：前回の連絡会議の様子から、招待されたパーティーに出席することは良いのでは

……と考えた。そこへＴ氏からの電話があり、これは岡野氏に御相談するしかな

いと本日おいでいただいた。すでに地元のプレス、ＴＶ関係は同行するという計

画を立てている。 

岡野氏：いろいろやり方もあるが……。 

副知事：Ｔ氏の了解を得ないと……。 

岡野氏：私の方で相談してみよう。 

総 長：当方としては強行する意志はない。 

副知事：３０日以前にＴ氏と相談され、その結果をご指示いただければ、それを連絡会の

方へ提案していきたい。 

岡野氏：私の考えは、ＪＯＣは長野に決めたがＩＯＣに対してはまだ何も表向きできない。

そこで長野の後立てというか黒子になって長野の応援をするということだろう。

パーティーに出るくらいは理解できる。イガヤ氏の提案は個人的にやるというこ

とだが、これも金と人の関係でできることとできないことがある。私とすれば、

地味な方法で例えば、パーティーなどでも来ていたな程度の印象を与えられれば
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効果はあると思っている。Ｔ氏には『良い機会なので』ということで話してみた

いが……。 

（中略） 

副知事：事前に議会等に了承を取りたいので、できたら３０日より前にお考えを聞かされ

たい。 

岡野氏：明日Ｔ氏と話そう。 

副知事：県とすればお二方の考えで行動したい。……長野としては連絡会議での決定事項

を忠実に実行してゆきたい。 

岡野氏：やはり基本をしっかり決めたい。（ソウル）オリンピック後のことも……。ソウル

の対応についてはＴ氏と相談しましょう。そして了解をし合ったうえで決めてい

きましょう」 

 

まさに、この「懇談」内容は、招致活動の基本方針を議論していた初期において、堤氏の了解

なくては、最終的な方針決定ができなかった事実を如実に表している。 

 

ＪＯＣの調査結果と事実との齟齬 

 

これまで見てきたように、拡大招致委員会の招致活動方針は、そのほとんどすべてがＪＯＣ側

の主導によって決められている。 

当調査委員会が事情拝聴した拡大招致委員会の責任者のひとりで、同委員会の常任実行副委員

長でもあった毛涯修・元副知事も、「招致方針はＪＯＣと一体になって決めていたうえ、実際の活

動もＪＯＣを前面に出したうえで、県がサポートしていた」と証言している。 

 

ところがＪＯＣでは、「ＩＯＣ問題プロジェクト報告書」において、繰り返しになるが、次のよ

うな事実に反する調査結果を記載していた。 

「ＪＯＣとしては長野招致活動について、当時の招致委員会と必ずしも十分な連携や指導を行っ

ていなかったことを反省し、今後のオリンピックをはじめとする国際総合競技大会招致にあたっ

ては招致計画の立案から具体的な招致活動の実施に至るまでの段階で今回の経験を十分反映させ、

立候補都市と密接な共同作業を行っていくとともに、ＩＯＣのマニュアル等を勘案しつつ、招致

委員会がＩＯＣ委員、ＩＦ役員等への接遇や接触を公正かつ円滑に進めていくよう指導する」

（註：下線は当調査委員会による） 

 

まして、この報告書の公表にともないＪＯＣが作成した資料には、こんな記述まである。 

「招致活動については、ＪＯＣは何も知らなかった。招致委員の会議は開かれず、ＪＯＣが何も

知らされていなかったの
ママ

とについて憤慨している。ただ、ＪＯＣが指導監督できなかったのも事
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実であり、今後の指導をしっかりしていきたい」（「ＪＯＣ『ＩＯＣ問題プロジェクト』記者会見概要」：

資料９８） 

 

いったい、なぜ、ＪＯＣではこのような虚偽報告とも取れる、事実と大きな齟齬をきたす報告

を行なったのか。 

ＪＯＣに文書で問い合わせたところ、以下のような回答が文書でなされた。 

「招致活動については本会との協議のもと基本方針を検討・計画し、本会のみならず、各加盟団

体の協力のもとで行われたものであったと理解をしております。しかしながら、具体的な活動を

実施していく段階においては、招致委員会主導で展開されたことはある程度やむをえない状況で

あったと考えます。しかし、このような事態に至りその詳細まで十分把握しきれなかったことに

ついては本会も反省すべき点でもあったことにより、『ＩＯＣ問題プロジェクト報告書』において

本会としての反省と今後への課題とする意味で、『連携と指導』に関しての記述を改めて行ったの

です。」 

 

要するに、招致活動の基本方針は、ＪＯＣも加わって「検討・計画」したが、実際の招致活動

は、必ずしもその「計画」通りには行なわれなかった。そして、その招致活動の「詳細まで十分

把握しきれなかった」ことによって、世間から批判を浴びるようなことになった。その点を反省

し、報告書では、「十分な連携や指導を行なっていなかった」と記述したと言っているのである。 

 

しかし、この説明もまた、事実と大きく乖離している。 

前述した招致連絡会の議事録を見れば明らかなように、ＪＯＣ側の主導によって決められた招

致方針を実践する際、拡大招致委員会は必ずといっていいほど、ＪＯＣ側への結果報告をおこな

っているからだ。 

 

ほかにも、「渉外小委員会」において、長野側とＪＯＣ側は、親密な議論を交わしていた。すで

に、９７ページで既述したように、同小委員会は、拡大招致委員会の下部組織としてＪＯＣ、長

野側の１７名の委員で構成されていた。 

加えて、拡大招致委員会発足の８９（平成元）年から、ＩＯＣ東京総会がおこなわれた９０（平

成２）年度まで、同招致委員会の東京事務所長にはＪＯＣ理事で同事務局長でもあった戸村敏雄

氏が就任しているうえ、ＪＯＣの部課長クラスの職員が３名参事として出向している。９１（平

成３）年度になると、戸村氏は、東京事務所長の職を降りてはいるものの、その分、参事を１人

増やして４人体制としているのである。 

 

さらに、拡大招致委員会の３人の監事のうち２人は、ＪＯＣの監事でもあった荒川清美氏と加

藤大豊氏であった。あとの１人は、八十二銀行頭取の中山富太郎氏だが、この３人は、毎年の「監
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査」において、「収入・支出の会計について監査したところ、適正に行なわれたことを認めます」

との「監査報告書」を書いている。 

 

これらの事実は、ＪＯＣが、拡大招致委員会の活動実態の把握だけでなく、活動にともなう「収

入・支出の会計」面をも掌握し、組織運営においても深く関与していたことを示している。これ

で、どうして、「その詳細まで十分把握しきれなかった」と言えるのだろうか。 

再度、ＪＯＣに文書で問い合わせたが、今度は、文書ではなく電話による回答のみとしたうえ

で、「報告書は、調査プロジェクトチームの印象をまとめたもの」であり、「その当時のことはよ

くわからない」といった説明がなされた。 

 

招致活動へのＪＯＣの関与については、当時、ＪＯＣの総務主事で、招致連絡会の主要メンバ

ーでもあった岡野俊一郎ＩＯＣ委員から事情拝聴することができた。以下は、同氏が語った概要

である。 

「招致連絡会において、ＪＯＣが果たした役割は、長野の国際招致活動に対し必要なアドバイス

をおこなうことであった。なかでも、大きかったのは、ＩＯＣ委員と友人関係にあるＪＯＣ委員

やＪＯＣ関係者を長野側に紹介したことだろう。そういう人たちを介して、長野側は招致活動を

行ない、その報告はＪＯＣ側になされていた」「立候補を希望したのが長野であり、その長野をＪ

ＯＣが候補都市と決め、招致活動を一緒に行なったわけだから、ＪＯＣが長野の招致活動をまっ

たく知らなかったということはない。ただ、ＪＯＣの報告書に、長野から連絡がなかったと書か

れていることについては、（いま聞くまで）関知していなかったし、そういう報告書が出されてい

たことも覚えていない」 

「ＩＯＣの倫理コードについては、当時、プレゼントは２００ドルまでという認識はあった。

しかし、飛行機に１０時間以上乗って極東の地である日本に来たＩＯＣ委員への対応は、どこま

で良くて、どこからが悪いのかというのは、立場や見方によって違ってくる。グレーゾーンが存

在し、すっきりしない面があるのは仕方のないことのように思う」「堤さんに関しては、ウインタ

ースポーツのわかる人ということで、われわれの側から相談した。私は、個人的にも親しかった

ので、いろいろアドバイスをもらったように記憶している」 

 

なお、猪谷千春ＩＯＣ副会長からは、事情拝聴のお願いに対し、文書での回答が寄せられた。

それによると、招致活動を主導したのは「長野市」であり、招致活動を個人的にサポートしたこ

とで、「現金は受け取ってない」。また、ＩＯＣの倫理コードについては、「当時、倫理コードなる

ものは特になかった。各都市は大なり小なり同じような活動をしていた」という回答であった。 

 

ＪＯＣ報告書と当調査委員会の調査結果との、齟齬の主なものの一覧は、２２ページに掲載し

ておいた。 
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第７章 調査活動の概要 
 

 

 

当調査委員会の調査過程は、その殆どを非公開で行ってきており、調査の性格上からとはいえ、心

苦しい限りであった。 

この報告書の提出を機に、２年近くに及ぶ調査期間の活動状況を、ごく概要ではあるが、守秘義務

などに属する部分を除き、ありのままに述べた。 

 

 

【１】 委員とその異動状況 

 

委員は当初７人でスタートしたが、途中３委員が辞任し、１委員が選任された。辞任の理由は

それぞれ、松葉委員は県副出納長に就任のため、醍醐委員は知事との見解の相違から、大塚委員

は一身上の事情から、と承知している。 

なお各委員とも、長野県および長野県に関連する団体･個人との間に、本件調査に関する利害関

係は全くない。 

委員の異動状況は、以下のとおりである。（委嘱日順・五十音順） 

 

 ＜委嘱日＞  ＜備考＞ 

岩瀬達哉 平成１６年２月２７日 

大塚将司 －〃－  同年６月１５日まで会長 同日付で委員辞任 

喜田村洋一 －〃－ 

黒木昭雄 －〃－ 

後藤雄一 －〃－ 

醍醐 聡 －〃－  同年５月２５日委員辞任 

松葉謙三 －〃－  同年５月２５日委員辞任 

磯村元史 平成１６年６月３日 同年６月１５日以降会長 

 

 

【２】 調査委員会の開催状況と調査活動の概況 

 

委員会には、「公開の委員会」と「非公開の委員会」がある（「長野県」調査委員会設置要綱第９：

資料Ａ）。 

公開の委員会の議事録は、その都度、当調査委員会のホームページに掲載されているが、非公
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開の委員会の議事録は、｢調査に差支えがなくなった時点で、これを公開する。（同要綱第９-３）｣

とされており、この報告書の作成を機に、その概要を以下に掲載することとした。この掲載を以

って公表とするが、議事の内容には、個人のプライバシーに属する事項が部分的に含まれている

ことも多々あることから、概要のみとなっていることを、予めお断りしておきたい。 

 

また委員会と委員会の間の調査活動として、資料調査や事情拝聴及びそれらについての検討を

おこなっているが、これらは全て非公開としている。 

なお「資料調査」とは、書庫などに格納されているファイル類から、調査目的に関連のありそ

うな資料を抽出し、これを事項別・時期別に整理し、調査すべき事項とつきあわせ、実態の分析

を行う過程をさしている。 

また「事情拝聴」とは、当時の、県の幹部、招致活動の従事者、招致委員会の主要取引先、招

致活動に関与した団体、自発的な情報提供者などからの、まさに“事情の拝聴”を指す。 

 

これらの委員会や調査活動を集約すると、以下のとおりである。 

 

委員会 公開 ３回 非公開 １０回 

公開の説明会および意見交換会 ２回 

資料調査 ７６回 

事情拝聴  延べ ５９人 

 

これらを時系列で説明すると、以下のとおりである。 

 

第１回委員会（公開） 日時：平成１６年２月２７日（金） １０時３０分～  

場所：長野県庁議会棟 ４０４・４０５号会議室 

＜出席委員＞ 岩瀬達哉、大塚将司、喜田村洋一、黒木昭雄、後藤雄一、醍醐聰、 

松葉謙三    （５０音順、以下同） 

＜出席関係者＞田中康夫知事、松林憲治経営戦略局長、田山重晴企画局長、宮津雅則経

営戦略局政策チームリーダー、竹淵哲雄経営戦略局財政改革チーム主任

企画員他 

 

＜議事概要＞ ◇委嘱状の交付 知事からの設置趣旨説明 

◇大塚委員を会長に選出 

◇委員会の設置要綱案の検討（その１） 

（議事録は、長野県ホームページに掲載） 
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● その後の調査事項…… 資料調査を６回実施 

 

第２回委員会（公開） 日時：平成１６年４月７日（水） １３時３０分～ 

場所：長野県庁議会棟 第１特別会議室 

＜出席委員＞ 岩瀬達哉、大塚将司、喜田村洋一、黒木昭雄、後藤雄一、醍醐聰、 

松葉謙三 

 

＜出席関係者＞田中康夫知事、松林憲治経営戦略局長、田山重晴企画局長、志村勝也経

営戦略局参事兼財政改革チームリーダー、宮津雅則経営戦略局政策チー

ムリーダー他 

 

＜議事概要＞ ◇委員会の設置要綱案の検討（その２） 

（議事録は、長野県ホームページに掲載） 

 

● その後の調査事項…… 資料調査を３回、事情拝聴を２件実施 

 

第３回委員会（非公開）日時：平成１６年４月２８日（水） １０時３０分～ 

場所：都道府県会館 ４０５会議室 

＜出席委員＞ 岩瀬達哉、大塚将司、喜田村洋一、黒木昭雄、後藤雄一、醍醐聰、 

松葉謙三 

 

＜出席関係者＞ 丸山博明経営戦略局政策チーム企画員 

 

＜議事概要＞ ◇収集した｢支出記入帳｣についての報告と問題点の検討 

◇調査すべき事項の確認 

◇ヒアリング対象者の選定 

 

● その後の調査事項…… 資料調査を１３回、事情拝聴を１２件実施 

 

第４回委員会（非公開） 日時：平成１６年６月３日（木） １４時～ 

 場祖：都道府県会館 ４０９会議室 

＜出席委員＞ 磯村元史、岩瀬達哉、大塚将司、喜田村洋一、黒木昭雄、後藤雄一 
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＜出席関係者＞丸山博明経営戦略局信州ブランド戦略チーム企画員 

 

＜議事概要＞ ◇辞任した松葉・醍醐両委員のあとに磯村委員就任 

◇今後の調査方針等についての意見交換 

◇調査状況についての報告 

◇公開質問状等への対応についての意見交換 

◇その他、今後の委員会の運営について検討 

 

● その後の調査事項…… 資料調査を１回実施 

 

第５回委員会（非公開） 日時：平成１６年６月１１日（金） １１時３０分～ 

 場所：都道府県会館 ４０９会議室 

＜出席委員＞ 磯村元史、岩瀬達哉、大塚将司、喜田村洋一、黒木昭雄、後藤雄一 

 

＜出席関係者＞丸山博明経営戦略局信州ブランド戦略チーム企画員 

 

＜議事概要＞ ◇今後の調査方針等についての意見交換 

◇調査状況等についての報告 

◇大塚委員が会長辞任の意向 後任会長に磯村委員を選任 

◇６月１５日に会長交代記者会見の実施を決定（この日の会見で、大塚

委員は、委員も辞任） 

 

● その後の調査事項…… 資料調査を７回実施 

 

第６回委員会（公開） 日時：平成１６年７月８日（木） １０時～ 

場所：長野県庁議会棟 第１特別会議室 

＜出席委員＞ 磯村元史、岩瀬達哉、黒木昭雄、後藤雄一 

 

＜出席関係者＞武田雅宏経営戦略局信州ブランド戦略チームリーダー、丸山博明経営戦

略局信州ブランド戦略チーム企画員他 

 

＜議事概要＞ ◇調査活動の今後の方向につき説明 

◇できれば年内を目処に報告書を提出、と説明 

◇その後、出席者との意見交換 



- 149 - 

（議事録は、長野県ホームページに掲載） 

 

● その後の調査事項…… 資料調査を１０回、事情拝聴を６件実施 

 

意見交換会（公開） 日時：平成１６年８月５日（木） １３時～ 

場所：長野県庁議会棟 第１特別会議室 

＜出席委員＞ 磯村元史、岩瀬達哉 

 

＜出席関係者＞ 武田雅宏経営戦略局信州ブランド戦略チームリーダー他 

 

＜議題＞ 「県財政の現状にオリンピックが与えた影響の度合い」 

（概要は、長野県ホームページに掲載） 

 

● その後の調査事項…… 資料調査を６回、事情拝聴を２２件実施 

 

第７回委員会（非公開） 日時：平成１６年１１月１２日（金） １５時～ 

 場所：全国都市会館 第５会議室 

＜出席委員＞ 磯村元史、岩瀬達哉、喜田村洋一、黒木昭雄、後藤雄一 

 

＜出席関係者＞丸山博明経営戦略局信州ブランド戦略チーム企画員 

 

＜議事概要＞ ◇事情拝聴の集約と意見交換 

◇調査済み資料の中間まとめ 

◇八十二銀行の保有する｢招致委員会の預金口座の異動明細｣の開示に

つき、県から八十二銀行に開示請求してもらうように、県に依頼する

ことを決定 

◇非公開の委員会の、議事概要の作成・保管・公表についての考え方を

取りまとめ 

具体的には次のとおり 

（１） 議事概要は、委員会で作成するが、報告書の公開までは公表をしな

い。理由は、プライバシー保護の必要性からで、設置要綱第９によ

る。 

（２）議事概要は、報告書への掲載を以て、公表したものとする。 

（３）議事概要は、日時、場所、出席委員名、議題と議事の概要の記載に



- 150 - 

止めることとする。理由は、プライバシー保護の観点もあり、詳細

な議事録を作ることが当調査委員会の本旨ではなく、公表可能な審

議内容はすべて報告書に記載されるからである。 

 

● その後の調査事項…… 事情拝聴を２件実施 

 

第８回委員会（非公開） 日時：平成１６年１２月４日（土） １３時～ 

場所：厚生会館 松葉の間 

＜出席委員＞ 磯村元史、岩瀬達哉、喜田村洋一、黒木昭雄、後藤雄一 

 

＜出席関係者＞丸山博明経営戦略局信州ブランド戦略チーム企画員 

 

＜議事概要＞ ◇「一部報告と情報提供のお願い」を、平成１７年１月１２日に行うこ

とを決定 

◇当時の県・招致委員会の幹部に事情拝聴することを決定 

◇上記の配布資料と説明案文を検討 

（概要は、長野県ホームページに掲載） 

 

● その後の調査事項…… 資料調査を３回、事情拝聴を３件実施 

 

説明会（公開） 日時：平成１７年１月１２日（水） １３時～ 

 場所：長野県庁議会棟 第１特別会議室 

＜出席委員＞ 磯村元史、岩瀬達哉、喜田村洋一、黒木昭雄、後藤雄一 

 

＜出席関係者＞ 武田雅宏経営戦略局信州ブランド戦略チームリーダー、丸山博明経営戦

略局信州ブランド戦略チーム企画員他 

 

＜議題＞ ◇「会計帳簿の処分についての一部報告と情報提供のお願い」の説明 

◇上記についての質疑応答 

（概要は、長野県ホームページに掲載） 

 

● その後の調査事項…… 資料調査を３回、事情拝聴を３件実施 

 

第９回委員会（非公開） 日時：平成１７年２月２１日 １４時～ 
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 場所：全国都市会館 第５会議室 

＜出席委員＞ 磯村元史、岩瀬達哉、喜田村洋一、黒木昭雄、後藤雄一 

 

＜出席関係者＞ 丸山博明経営戦略局信州ブランド戦略チーム企画員 

 

＜議事概要＞ ◇報告書の文案・添付資料の検討 

◇八十二銀行などからの主要情報の入手遅延により、報告期限を延期す

ることを決定 

◇寄付金応諾企業にアンケートを実施することを決定 

◇追加事情拝聴等のために面談申込書を送付することを決定 

 

＜関連事項＞ 第９回委員会後、３月８日予定の報告書の提出が遅延する旨の、調査委

員会のコメントを発表 

 

● その後の調査事項…… 資料調査を８回、事情拝聴を２件実施 

 

第１０回委員会（非公開） 日時：平成１７年６月８日（水） １５時～ 

 場所：都道府県会館 ４０４会議室 

＜出席委員＞ 磯村元史、岩瀬達哉、喜田村洋一、黒木昭雄、後藤雄一 

 

＜出席関係者＞ 丸山博明経営戦略局政策促進チーム主任企画員 

 

＜議事概要＞ ◇報告書の文案・添付資料の検討 

◇八十二銀行の異動明細の開示につき、県から、県が何らかの法的手続

きに着手するとの報告あり 

 

● その後の調査事項…… 資料調査を３回 

 

第１１回委員会（非公開） 日時：平成１７年８月３日（水） １４時～ 

 場所：全国都市会館 第５会議室 

＜出席委員＞ 磯村元史、岩瀬達哉、喜田村洋一、黒木昭雄、後藤雄一 

 

＜出席関係者＞ 丸山博明経営戦略局政策促進チーム主任企画員 
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＜議事概要＞ ◇八十二銀行の異動明細の入手があった場合の、調査手順についての審

議 

◇報告書の文案・添付資料の検討 

 

● その後の調査事項…… 資料調査を２回、事情拝聴を１件実施 

 

第１２回委員会（非公開） 日時：平成１７年８月１２日（金） １４時～ 

 場所：全国都市会館 第５会議室 

＜出席委員＞ 磯村元史、岩瀬達哉、喜田村洋一、黒木昭雄、後藤雄一 

 

＜出席関係者＞ 丸山博明経営戦略局政策促進チーム主任企画員 

 

＜議事概要＞ ◇異動明細関連の作業手順と報告書提出までの概日程 

 ◇報告書の文案・添付資料の検討 

 

● その後の調査事項…… 資料調査を１１回、事情拝聴を６件実施 

 

第１３回委員会（非公開） 日時：平成１７年１１月１５日（火）１５時～ 

 場所：全国都市会館 第５会議室 

＜出席委員＞ 磯村元史、岩瀬達哉、喜田村洋一、黒木昭雄、後藤雄一 

 

＜出席関係者＞ 丸山博明経営戦略局政策促進チーム主任企画員 

 

＜議事概要＞ ◇報告書の内容決定 

 ◇１１月２２日に報告書を提出することの決定 

 ◇その他 報告書の提出に関する事項についての審議 

 

 

【３】 事情拝聴の概況 

 
事情拝聴の結果のうち、公開できるものはこれまで各章に記述したが、それ以外は、プライバシ

ー保護の観点からその記載を控えている。 

 
（１） 当時の県・市および招致委員会の幹部からの事情拝聴 



- 153 - 

 

０５（平成１７）年１月、次の７名の方に、事情拝聴をしたい旨書面（同年１月１２日説明

会での配布資料を同封）でお願いをしたうえ、応諾の得られた毛涯、市村両氏と長野市内で個

別にお目にかかった。 

（ ）内は当時の役職名と面談日である。 

 

吉村午良氏 （長野県知事） 

毛涯 修氏 （長野県副知事 １月２８日） 

池田典隆氏 （長野県財政課長） 

渡辺文雄氏 （長野県オリンピック推進監） 

高橋寿昭氏 （長野県監査委員事務局長） 

塚田 佐氏 （長野市長） 

市村 勲氏 （拡大招致委員会事務総長 １月２５日） 

 

このうち、吉村氏、渡辺氏、塚田氏からは面談に応じられない旨の書面による回答があった

が、池田氏、高橋氏からは、何の連絡も無かった。 

事情拝聴結果は、本報告書の必要箇所に記載した。 

 

（２） 当時の県および招致委員会の役職員等からの事情拝聴 

 

０４（平成１６）年４月から０５（平成１７）年１月にかけて、当時の県および招致委員会

の役職員等から、断続的に事情拝聴を行い、０５（平成１７）年２月にその集約の意味で、書

面による確認を行った。 

書面による確認は、上記の個別面談者のうち２３名に送付し、全員から回収した。 

なお、当時の課長以上の調査対象者名とその役職名は、以下のとおり。 

 

吉田總一郎氏 （招致委員会事務総長代行） 

吉田 和民氏 （招致委員会事務局長） 

山口 純一氏 （招致委員会事務次長） 

増田 修二氏 （招致委員会総務部長） 

稲玉 三雄氏 （招致委員会総務課長） 

青木 輝政氏 （招致委員会企画施設部長） 

小林 俊規氏 （招致委員会広報渉外部長） 

牧野内生義氏 （招致委員会広報渉外課長） 
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（３） 寄付金拠出企業・団体等への照会 

 

平成１７年１月２７日付で、“財界募金”応諾先とされる１５４７件の企業・団体のうち、郵

送先判明分の７５７の企業･団体に対して、寄付金応諾時の状況につき、アンケート調査を行い、

１３８件の有効回答を得た。そのうちの一部については、７３ページに記載してある。 

調査のポイントは、「８９（平成元）年から、９１（平成３）年にかけて、当時の招致財務委

員会が、県外企業などに対しても広く寄付をお願いしているが、その際、御社・貴団体には、

どのような働きかけがあったのか、お教え頂きたい。」というものである。 

 

（４） ＪＯＣ関係者からの事情拝聴 

 

招致連絡会のメンバーを含むＪＯＣ関係者には、個別に当時の状況を教示頂きたい旨の依頼

を行い、以下の方々から事情を拝聴することができた。 

 

猪谷 千春氏 （ＩＯＣ副会長） 

岡野俊一郎氏 （ＩＯＣ委員） 

大山 哲夫氏 （ＪＯＣ渉外部長） 

 

これらの事情拝聴の内容のうち、公開可能な部分は、それぞれの該当ページに記載した。 

 

（５） 自発的な情報提供者からの情報 

 

この情報提供は、電話、ファックス、メール、郵便などによるものであり、実名でのご連絡

（１１件）に対しては、直ちに何らかのお礼を申し上げることができたが、匿名の場合（１４

件）には、お礼を申し上げることができなかったので、この場を借りてお礼申し上げたい。 

なお、個々の提供情報の内容については、提供者のプライバシー保護に影響を及ぼす懸念が

あるため、その開示を控えた。 

 

 

【４】 八十二銀行への照会 

 

株式会社八十二銀行は、その長野市役所支店を窓口として、招致準備委員会、招致委員会の１

行取引銀行とされており、当調査委員会の調査に必要な情報の有力な保有者であることから、同

銀行への照会を行った。 
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（１） 預金口座の異動明細について 

 

その照会の一つは、両招致委員会の資金の出入りを記録した「預金口座の異動明細」につい

てで、会計帳簿が処分されている状況下では、預金口座経由の資金の出入りの全てを把握でき

る資料となるものであることから、その開示を求めたものである。一般に銀行では、預金者の

便宜等のために、取引口座の異動記録を１０年以上記録を残していることが多い。 

この預金口座については、当調査委員会がその口座名義人もしくはその地位の承継者ではな

いので、口座名義人であった招致委員会の地位の事実上の継承者とされる長野県に対して、そ

の異動明細（預金口座の入出金記録）を開示請求して貰うよう、０４（平成１６）年１１月に

当調査委員会から依頼した。 

長野県からの約９ヶ月に及ぶ開示請求の動きは、長野県と八十二銀行との間の個別問題とな

るので、その経過は、県が０５（平成１７）年７月２２日に公表した、「株式会社八十二銀行へ

の証拠保全申立に至る経緯」（資料Ｅ）を参照されたい。 

提示を受けた異動明細の概要については、第２章に記載した。 

 

（２） 招致委員会の活動に関する同銀行役職員の関与について 

 

もう一つは、同銀行の役職員が９１（平成３）年前後の招致委員会の活動に、関与している

ことについての照会である。 

その関与の内容は、拡大招致委員会の監査とバーミンガム総会への随行で、この部分につい

て当調査委員会からの照会（平成１６年１１月１２日付）に対する八十二銀行からの回答（１

７年２月１０日付）は、資料Ｆのとおりである。 

手順としては、当調査委員会が作成した照会事項につき、八十二銀行側の然るべき担当責任

者が当調査委員会に代わって、当時の招致委員会の監査実務の担当者とバーミンガム随行者に

質問をした回答を、八十二銀行側でまとめたものである。 

照会対象者は銀行在籍者に限り、またプライバシー保護の観点から、質問者・回答者の氏名

の記載は要請をせずに、八十二銀行に協力をお願いした。 

 

 

【５】 当調査委員会が独自で収集した資料や記録の保管 

 

この報告書の作成に際して利用した資料には、県の施設に保存されていた資料のほかに、当調

査委員会が独自で収集した各種の資料や記録がある。 

後者についての報告書の公開後の取り扱いは、それを担当した委員が守秘義務を負っているこ

とから、担当の各委員で保管することとしている。 
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この資料や記録については、許容された範囲でその概要をこの報告書に記述しているが、将来

何らかの事情で、公的機関から記録原本の開示要請がありうる場合に備えて、これらの記録類の

保管をしておく必要がある。 

当調査委員会の委員が、これらを将来にわたり保管することは物理的に不可能であることから、

各委員の担当資料は、「報告書公開日以降の３年間」は保管することとし、３年経過後は処分する

こととした。但し３年の保管期間内に、公的機関からの開示要請もしくはそのような要請が予測

されるにいたった場合は、各保管委員の判断において保管期間の延長を行うこととする。 
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おわりに 
 

 

 

今回はオリンピック招致活動の帳簿処分問題を中心に、その疑惑に対する当調査委員会の認定を幾

つか述べた。この間、私どもの調査活動にご協力くださった方々に、厚くお礼申し上げる次第である。 

このあとには、まだ「県の財政悪化問題」と「しなの鉄道問題」の二つが控えている。そこでこの

報告書の終わりに当たり、若干の感想めいたものを述べることにより、県民の皆様から今後のこの調

査委員会の活動に対し、更なるご理解をいただくための材料の一つとしたい。 

 

この調査委員会の性格と運営 

 

「あなた方は、何のためにこの調査をやっているの？ おカネのためなの？」と聞かれたことがある。

また「今更こんな調査をやってどんな意味があるの？」と聞かれたことも２度ほどあった。「世の中

には、おカネ以外で動く人もいるのだから･･･」と答えたかったのだが、確かに、事情を拝聴した方々

の大部分は、私どもの調査に迷惑感や一種の恐怖感、あるいは敵意を持っておられたのであろう。 

公的な捜査権限を持たない、しかも県外の民間人が、１０年以上も前のことを根掘り葉掘り聞く

のだから、聞かれたほうは鬱陶しいことであったと思う。真面目に上司の指示に従って執務してお

られた当時の県職員の方々には、本当にご迷惑をおかけしたことと、心からお詫びを申し上げる。 

ただ私ども委員は、この調査を公約に掲げて再選された現在の知事からの委嘱であるから、この

調査の必要性は県民の多数意見であると受け止めており、何の利害関係も無い現在の知事との間に

は、できる限りの独立性を維持したつもりである。 

 

ところでこの調査委員会は、県の条例ではなく要綱による設置で、その運び方は、これまでの我

が国に前例のないものであったといえよう。 

一般に、官公庁が設置する第三者機関としての委員会には、「審議会」、「諮問委員会」、「調査会」

など、色々な名称のものがある。そして名称の如何にかかわらず、その大部分は、その官公庁の担

当部局が諮問事項を起案し、担当部局が自分たちの誘導したい方向に沿った検討材料を準備し、答

申事項の原案を作り、各委員からの若干の補正を受け、答申に持ち込む…というのが通常のパター

ンとされている。いわば形だけの第三者機関のお墨付きを得るための、官公庁の知恵ともいえよう。 

従ってその人選についても、その誘導方向に沿うような意見を期待できる候補者の案を担当部局

が作成し、これをその官公庁のトップが承認しているのが実態といえる。 

ところがこの調査委員会では、人選だけは知事自らが行っているが、調査の手法･時期･対象など

は全て委員が起案し、委員が資料を探し、自分たちで分析･面談･記録作成･原案執筆を行う、という

ものであった。県の経営戦略局には一応の事務局は設けられたが、その事務局は調査委員会に関す
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る事務連絡が主体で、調査活動には全くタッチしなかった。 

このような次第で、当調査委員会は、県当局とは独立した立場を可能な限り保持するよう努めて

きた。 

そして当調査委員会は、あくまで各委員が主体的にことにあたり、寸暇を惜しんで、「長野県政の

問題点について調査を行い、その問題の事実関係と生じた原因を明らかにする」（「長野県」調査委員

会設置要綱）よう努めてきたつもりである。この間、私たち委員を支えてきたのは、この調査が、よ

り透明性の高い、より効率的で、より健全な県政実現に向けての一助になれればとの思いのみであ

った。 

いま、その思いがどれほど実現できたかと自問した時、はなはだ心もとないものがあるものの、

この報告書は、県民の皆様が事実関係の認識を深めるうえで、少なからず活用いただけるものと思

っている。 

 

この調査委員会の立場 

 
０５（平成１７）年１月１２日に開催した「一部報告と情報提供のお願い」の説明会の席上、出

席者のお一人から「調査結果につき、推定などという生ぬるい形に終わらずに、もっと違法性を追

及し、当時の不法行為の指弾をキチンとやるべきだ。また、当時の情報公開請求で不存在とされて

いた資料が、なぜ今になって出てくるのか、当時の隠蔽責任も問うべきだ」との趣旨のご指摘があ

った。 

このご指摘は痛いほど理解できるし、私どもにそこまでの期待をお寄せくださることは、ある意

味では光栄でもある。 

しかしこの調査委員会は、前に述べたように公的な捜査機関でもないし、違法性の追及組織でも

ない。あくまでも、帳簿処分に関する事実関係の調査と知事への報告が、この調査委員会の任務で

あり、それ以上でもそれ以下でもない。 

この点は、是非ご理解いただきたいところである。 

長野オリンピックは、多くのボランティアの支えによって成功裡に終ったものの、会計帳簿の廃

棄処分によって、オリンピックから７年たった今も、“のどに刺さった小骨”のように、多くの県民

に釈然としない思いを抱かせ続けている、とされている。 

しかし幸いにも、今回の調査でいくつかの核心に触れる資料を発見できたうえ、当時の県や招致

委員会の職員などからも、貴重な証言を得ることができた。また、県民の皆様からも有益な情報が

多数寄せられた結果、いままで公表されることのなかった招致方針や、具体的なＩＯＣ委員への過

剰な接待内容について、かなりの部分を明らかにすることができたと考えている。 

 

この帳簿処分問題に関連しては、既に「刑法上の公用文書等毀棄罪」と「交付金の不当支出」の

それぞれに該当しないとの法的判断がなされている。いわば国内法上は、この帳簿処分問題は決着



- 159 - 

がついている、というのが大方の見解なのである。だから私どもも、このような公的判断に異を唱

えるつもりは毛頭無い。しかし、交付金の交付条件を無視した会計帳簿の処分は、民事上・行政上

の不法行為であったと認定するものである。 

もし、どうしても私ども調査委員会の動きを生ぬるいとお思いの方がおられるならば、あとは「民

法上の不法行為」に訴えるかどうかである。ご承知のように民法第７２４条には、「他人の不法行為

によって損害を蒙ったものは、その不法行為を知ったときから３年以内で、その不法行為の生じた

ときから２０年以内であれば、損害賠償の請求ができる。」との趣旨の規定がある。その損害賠償の

請求は、私ども調査委員会でできることではなく、できるのは長野県や県民の皆さんなのであるか

ら。 

 

（完） 


