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 「東京・東部まちづくり懇談会」は、「象地域設計」と「東

京東部法律事務所」の弁護士さんたちが、がんばって続け

て来た勉強会です。基本的には月 1 回、小さな会議室で、

講師を招いたりして勉強を続けてきましたが、時々は一般

の人に呼びかけてちょっと規模の大きな勉強会も開いて

きました。7月は、規模の大きな方の講演会として、新建

東京支部代表幹事の小林良雄さんを講師に、足立区勤労福

祉会館「プルミエ綾瀬」で、建築技術者、弁護士、地方議

員、市民など 19 名の参加を得ての勉強会となりました。

（報告者・文責：片柳） 

 

講演「2020 年東京オリンピック・パラリ

ンピックの施設問題」 講師：小林良雄 

 1964 年、東京オリンピックの年、私は 23 歳で

した。設計事務所の所員として、駒沢のオリンピ

ック競技施設の現地での仕事にかかわりました。 

2020 年オリンピック・パラリンピックの東京開

催が決まったのは昨年 9 月、ブエノスアイレスで

した。日本の競争相手の都市は 2 都市、イスタン

ブールは「東西世界の境でのオリンピック」を標

榜し、説得力がありましたが、政情不安というマ

イナス要因がありました。マドリッドはヨーロッ

パでの開催が続くことと財政的に不安定であるこ

とが問題と言われていました。そして日本は市民

の支持が 50%と最も低く、福島原発災害が心配と

言われていましたが、安倍首相が自ら出向き、「放

射能は完全にコントロール下にある」と事実に反

することを言い切って、それどころか、東北被災

者をダシに使って、東京が開催をかちとったこと

はみなさんご記憶のことと思います。 

新建東京支部では、昨年 11 月に「オリンピック

問題検討会」を立ち上げ、今年 3 月からは集中的

に討議して、6 月 7 日に「2020 年オリンピック・ 

 

 

 

 

 

 

パラリンピックの関連施設等に対する提言」をま

とめ、英文に翻訳し IOC に送り、IOC 副会長の来

日の際には私たちの英文の「提言」を手渡しまし

た。 

その他、新建も加盟している「2020 オリンピッ

ク・パラリンピックを考える都民の会」が 6 月 24

日に「提案」をまとめ、舛添都知事と森会長に手渡

していますが、それも資料としてつけておきまし

た。 

 

１、競技会場計画――立候補ファイルから 

 開催時期はオリンピックが 7/24～8/9、パラリン

ピックが 8/25～9/6 という梅雨明け盛夏から残暑

までの期間になっています。選手や観客本位の計

画ではないということが分かります。 

 都と JOC は、晴海に選手村を建設し、そこから

半径 8km 以内に多くの競技施設を集中させ、選手

の移動距離が少ないコンパクトな施設配置計画だ

とアピールしました。そのような無理の結果、後

でお話しますが、「アジェンダ 21」に全く合致しな

い計画、即ち、37 会場のうち 22 会場が新設、う

ち 10 施設が恒久施設、11 施設が仮設という計画

になってしまいました。東京都内及び周辺には

1964 年の東京オリンピックで使用した施設もあ

りますし、その他にも沢山の使える既設の施設が

あるにもかかわらず、それらを使わない計画にし

てしまいました。 

 費用負担については、恒久施設は東京都が建設、

仮設施設は JOC が建設、新設の選手村と既設の武

道館の改修は民間という分担です。 

 

２、これまで問題になってきた競技施設 

■新国立競技場計画の問題 

「東京・東部まちづくり懇談会」で、小林良雄さん（新建東京支部代表幹事）が 

「2020 年東京オリンピック・パラリンピックの施設問題」と題して講演 

この間の新建の取り組みと「新建の提言」についても報告し、会場から 

「経緯がよく理解できた」「新建の提言は実に良く出来ている」等の評価をいただきました 
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新国立競技場は国の予算を使い、文部省の外郭

団体である「日本スポーツ振興センター（JSC）」

が建設します。JSC と猪瀬前都知事との間で、外

構工事は都の負担との約束があると伝えられてい

ますが真偽のほどは不明です。当初予算は 1,300

億円でしたが、国際プロポーザルで選ばれた「ザ

ハ・ハディド案」は 3,000 億円と試算され、規模

を 29 万㎡から 22 万㎡に縮小する見直しが行われ

ました。 

ただし、「開閉屋根付き 8 万人収容」については

変更せず、5 月段階での見積もりは 1,630 億円程

度とされています。実際、オリンピック終了後 8 万

人の集客ができるのは「芸能」ぐらいしかありま

せん。そうなると雨対策、騒音対策のための開閉

式の屋根が必要になります。結果として、維持費

も年間 41 億円かかると試算されています。 

1,300 億円が国負担、330 億円が都負担と言われ

ていますが、最近あちこちで工事費高騰による入

札不調が続いていますから、実際入札してみない

とこの金額に収まるのか何とも言えません。 

■建築家・槇文彦氏が批判的論説（JIA 

MAGAZINE 2013.8） 

今から思えば、専門家として恥ずかしい次第で

すが、私などはオリンピック競技場についてさし

て大きな関心を持っていませんでした。そこに昨

年 8 月、槇文彦氏の論文が出ました。その要点は

次のようなものでした。 

①青山通り、銀杏並木、絵画館といった、日本には珍しい

バロック的計画思想でつくられた日本で最初の風致地区

で高さ制限も 15mの場所に、75mの高さまで OK とい

う公募を行うのは問題である。 

②29 万㎡の床面積に対し、敷地があまりにも狭く、危険

とさえ言える。 

③8万人収容は過大である。 

④コンペへの参加資格が排他的で一般の建築家が参加で

きない。提出図面も「完成予想図」のみで良いとするのは

コンペとして異常だ。 

この時のコンペの審査委員には、安藤忠雄（東

大教授）、鈴木博之（東大教授）、内藤廣（東大教

授）が入っていました。これらの「重鎮」が入って

決まると建築界では声を上げにくいというのが現

実です。ですから、槇文彦さんが発言してくれた

ことは建築界に「自分も自由に発言していいのだ」

という雰囲気を作ってくれました。 

多くの建築家が槇文彦氏の論文を読んで、その

通りだと思いました。50～60 人の建築家有志が、

昨年 10 月、シンポジウムを開き、11 月には 100

名の署名を添えて要望書を文科省とJSCに提出し

ました。また、昨年 11 月には、建築関係 5 団体が

要望書を出しました。その要点は、「環境問題」「説

明責任」「成熟時代に入り 50 年後に納得できるも

のであるべき」などです。しかし、このような建築

界での取り組みは要望書を出して一段落、様子見

という感じになりました。 

■「神宮外苑と国立競技場を未来へ手渡す

会」の取り組み 

作家・森まゆみさんら 10 名（後に 11 名）の共

同代表が「神宮外苑と国立競技場を未来に手渡す

会」を昨年 10 月に立ち上げました。森まゆみさん

たちは、槇さんの講演を聞いて、これは大変な事

態だと認識し、その後建築家有志の活動が、要望

書を出して一段落という様子を見ていて、「専門家

だけでなくもっと広い市民が声を上げなければい

けない」と考えたのだと思います。槇文彦さんの

問題提起の中では国立競技場の建て替えそのもの

には特に意見を言っていないのですが、森まゆみ

さんたちは「国立競技場を建て替えずに今のまま

使う」ことをずばり提起しました。その後、公開学

習会・シンポジウム、見学会などを月 1 回のペー

スで展開していきます。しかも、建築の専門家だ

けでなく周辺の各分野の人たちを招いて問題をク

リアにして運動を積み上げて行きました。JSC に

公開質問状を出し、安藤忠雄コンペ審査委員長に

も公開質問状を出しました。IOC に英語の手紙を

送ったりしてもいます。今、会のメンバーは 3 万

人を超えています。今日の資料には、「手渡す会」

のリーフレット「さまざまな記憶のつまった私た

ちの国立競技場を改修して使い続けよう」と東京
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新聞に森まゆみさんが寄稿した「国立競技場引き

返す勇気を」をつけておきました。 

国立競技場建替え計画は、今年 3 月に基本設計

が終わり、7 月から取り壊しの予定だったのです

が、入札が不調となり、仕切り直しになっていま

す。当面の重点はこの現在の施設の取り壊しを止

めさせることです。明日 7/5（土）15 時から「国

立さんを囲む会」というヒューマンチェーンで取

り壊し反対のアピールをしようという呼びかけも、

これは「手渡す会」とは別の団体の呼びかけのよ

うですがメールで呼びかけられています。 

■国立競技場以外の施設 

葛西臨海公園内のカヌー・スラローム競技会場

計画問題について少し説明します。葛西臨海公園

は埋め立てられてから長い時間をかけて、都民の

自然学習の場、豊かな生態系を維持する場となっ

ています。そのような場所をわざわざ壊してカヌ

ー・スラローム競技場を建設しようという計画で

す。「日本野鳥の会・東京」が早くから、「人と自然

が触れ合う池や湿地や樹林」を破壊することに反

対し、すぐ近くにある都の駐車場に会場を移転す

るように要望して運動していました。後で報告す

る新建の「提言」でも「本来は自然の渓流で行うべ

きだが、それが実現できないのなら野鳥の会の主

張を支持する」と述べています。 

もうひとつ「大井ホッケー競技場問題」につい

て説明しておきます。現在、野球場が 6 面あるの

ですがそれをつぶしてホッケー競技場を建設しよ

うという計画で、野球場を利用している都民が反

対の署名活動を取り組んでいます。ホッケー競技

場なら 1964 年東京オリンピックの時駒沢につく

ったものが使えるはずです。 

 

３、競技場を考える上で考慮すべき状況と

守るべき指針 

■東日本大震災と福島第一原発事故被災地

との関係 

考えれば考えるほど今回の東京オリンピックに

は問題があります。その一つが東日本大震災・福

島第一原発との関係です。13 万人が故郷に戻れな

いでいるという現実は、とてももろ手を挙げてオ

リンピック誘致を喜べるような状況ではありませ

ん。 

3 月 11 日、朝日新聞に東北の首長たちの 6 割が

「東京オリンピックは被災地にマイナス」と答え

ているという記事が載っていました。今被災地復

興のために来ているゼネコンの優秀なスタッフが、

「オリンピックの工事が始まれば東京に呼び戻さ

れるだろう」と自ら言っているそうです。資材、職

人の不足、価格高騰はすでに深刻です。方や、ゼネ

コンは資材、職人の囲い込みに入っており、東京

オリンピック関連工事に資材も職人も独占されか

ねません。その上、東京ではオリンピックにかこ

つけて、ホテルの建て直し、業務ビル、マンション

建設、インフラ整備など、2020 年に向けて乱開発

の機運が全開です。 

■東京都が抱える災害問題との関係 

東京を巨大直下型地震が襲う確率は、30 年以内

に 70%とされています。きわめて近い将来起こる

と言われている出来事です。 

人口予測では、まだかろうじて人口減には入っ

ていない東京も東京オリンピックの年、2020 年に

は人口減に転じるとされています。過剰な設備は

維持できない社会が本格的におとずれます。 

■守るべき指針：IOC アジェンダ 21 

1992 年にブラジルで開かれた国連の、地球環境

をテーマにした「環境サミット」で持続可能な社

会にするための行動指針として「アジェンダ 21」

が定められました。これに習って、各国が自国の

特性に合わせた同様の指針をつくりましたし、国

際機関もそれぞれつくりました。IOC も国際機関

ですから、1999 年、「IOC 版アジェンダ 21」をつ

くりました。その要点は次のようなものです。 

①オリンピックムーブメントによるすべての活動は、環境

に十分に配慮しつつ、持続可能な開発の精神に則り、環境

教育を奨励し、環境保護の一助となる活動をしなければな

らない。施設の建設や改装、あるいは大規模なスポーツ大

会の計画の際には、文化、社会、自然の各環境に十分配慮
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するため、環境影響評価を事前に必ず実施する責任がある。 

②既存の競技施設を出来る限り最大限活用し、・・・既存施

設を修理しても使用できない場合に限り、新しいスポーツ

施設を建設することができる。新規施設の建築及び建築地

所について・・・地域にある制限条項に従わなければなら

ず、また、まわりの自然や景観を損なうことなく設計され

なければならない。 

IOC は自らこのように決めているのです。外苑

の整った景観を壊し、高さ 15m の制限があった場

所に 75m の巨大建築を行うことは誰が考えても

「アジェンダ 21」に反するとしか言いようがあり

ません。 

 

４、我々の提案で幾らの節約ができるか 

 「2020年オリンピック・パラリンピックの競技

会場を見直し既存施設を活用したとしたら幾らの

工事費が削減されるのか」を資料としてつけてお

きました。これは、「2013年 招致委員会作成資料」

に基づき私が試算したものです。 

①国立競技場を改修によって使った場合（建替え1650億

円－改修費 850億円＝800億円の節約） 

②ホッケー競技を大井競技場から駒沢球技場に移した場

合（25億円の節約） 

③ボート等競技を海の森水上競技場から戸田漕艇場など

に移した場合（69億円の節約） 

④ヨット競技を若洲から江の島ヨットハーバーに移した

場合（92億円の節約） 

⑤バスケットボール競技を夢の島アリーナから駒沢体育

館などに移した場合（364億円の節約） 

⑥水泳競技をアクアティックセンターから辰巳国際競技

水泳場などに移した場合（321億円の節約） 

合計 1,671 億円の節約ということになりますが、国

立競技場以外の既存施設の改修費もかかりますの

で、それをざっと 100億円と仮定すれば、約 1,570

億円の節約という試算になります。 

 

５、質疑応答 

 この後、小林さんの報告は、5月 31日に新建東京支部

幹事会として議論し、6月 7日に新建全国常任幹事会と東

京支部連名の「提言」として決まった「2020年東京オリ

ンピック・パラリンピックの関連施設等に対する提言」に

ついての説明を行いましたが、紙面の都合もあり省略し、

質疑応答の中で、次のような意見があったことのみ報告さ

せていただきます。 

（質疑応答で出された意見等） 

・小林さんの今日の説明を聞いて本当によく分か

った。感謝したい。 

・新建の提言は良く出来ている。 

・今回の動きを見ていると、都の都市計画審議会

に問題があることが分かった。 

・このように簡単に覆してしまえる風致地区とは

いったい何なのか。 

・都の都計審には建築家も都市計画家もいない。

区やその他の地域の都計審の総点検する必要があ

る。 

・カヌーのスラローム会場が見直されようとして

いる背景には皇室が関係している「日本野鳥研究

所」に遠慮したようだとの意見を聞いたのだがど

うなのだろう。 

・ヨット会場は既に設置されている波消しブロッ

クを撤去し、更に沖合に新たな波消しブロックを

新設しなければならないことが分かり、コストが

大幅にアップする見通しだ。 

・朝日新聞によると、4554億円と試算されたコス

トが計算し直したら 7141 億円にアップしていた。 

・都は見直しすることを前提に金額を小さく見せ

ていたのではないか。 

・新国立競技場の屋根を、屋根でなく「被膜」と扱

うことが決まったとの報道があるが、基準法上の

意味を教えてほしい。 

・国立競技場の解体計画は、いったんは入札不調

で止まっているが、再入札が近づいていることに

危機感を持っている。 

・槇文彦さんも、森まゆみさんも東京を愛し、自

分たちの住む東京を良くしようと考えている人た

ちだ。住む地域を愛するということに、自分もも

っと敏感でなければいけないと感じた。  以上 


