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建築計画概要 

・建設場所    ：八戸市大字売市字輿遊下 2  

・都市計画区域等 ：都市計画区域内、都市公園内 

・用途地域    ：第二種中高層住居専用地域 

・敷地面積    ：62,274.83 ㎡ 

・道路幅員    ：西側 市道沢里長根線(8.76m) 、南側 県道妙売市線(16.51m) ※最大幅員 

・法定建ペイ率   ： 22％（通常施設 2％＋特別施設 10％＋条例上乗せ 10％）※都市公園法 

         ： 60％ ※建築基準法 

・法定容積率   ：200％ 

・防火地域等    ：防火地域及び準防火地域指定なし、建築基準法 22 条指定区域 

・日影規制       ：建築基準法別表第 4 (に)欄(2)規制 

・建築面積       ：22,308.43 ㎡  ・階数：地上３階、地下 1 階(通路)  ・高さ：25.40ｍ 

・延床面積      ：26,274.00 ㎡ 

（3 階：1,448.72 ㎡、2階：5,300.71 ㎡、1階：19,300.47 ㎡、B1 階：224.10 ㎡） 

 

 

・構造    ：鉄筋コンクリート造 一部 鉄骨造 

・観客席数  ：3,019 席 ・障がい者席：28 席 

・製氷期間  ：7 月中旬～3月中旬（予定） 

・概略工事期間：建築、電気、機械設備及び外構工事は、工事着手後概ね 30～33 ヵ月を要す。 

 

 

 

 
計画の基本方針 

長根スケートリンクは、八戸市民のみならず全国からスケート愛好者が集まるスケートのメッカとして昭和初期より親しまれてきた。本計画は長根公園の歴史性を継承するとともに、中心

市街地に立地する屋内スケート場の特性を最大限生かした計画とする。 

基本方針Ⅰ．長根公園の歴史性を活かし、公園や周辺環境と調和する“屋内スケート場” 
 

基本方針Ⅱ．国際大会への対応、ランニングコストの低減に配慮した、世界水準の“屋内スケート場” 
 

基本方針Ⅲ．スポーツを中心とした交流拠点と、多目的に利用できる“みんなのスケート場” 
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１．中心市街地に顔を向けたにぎわい空間

屋内スケート場の顔となる主出入り口は、中心市街地に
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    基本方針Ⅱ．国際大会への対応、ランニングコストの低減に配慮した、世界水準の“屋内スケート場” 

１．大会を盛り上げる馬蹄
ば て い

型の観客席 

観客席は、ホームストレート側をメインスタンドとし、その両側に

コーナー席を設けた馬蹄形とする。また、競技の見どころとなる最終

コーナーからフィニッシュラインにかけては、席数を多く設置するこ

とにより、観客と選手に一体感が生まれる客席配置とする。さらに、

障がい者席は、障がい者の方が自由に観戦ポイントを選べるように、

ホームストレート部とコーナー部に分散して配置するなど、国際水準

のバリアフリー化を目指す。 

２．世界水準の「氷質」「空調環境」「照明環境」の実現 

屋内スケート場の内部は、屋根からの輻射熱をアルミ膜天井で遮断

し、効率的な空調を行うほか、消費電力が少ないＬＥＤによる照明、

高品位なリンク製氷が可能な冷凍システムの導入など、維持管理費

（ランニングコスト）の低減を図りながら、世界最高水準の競技環境

を目指す。 

３．国際大会の開催に対応した明快な動線分離 

スケート大会開催時には、大会関係者と観客が交わって混雑するこ

との無いよう、それぞれが使用する階を１階と２階に分離し、大会運

営を円滑に進めることができる計画とする。 

 

1 階平面図（大会時） 

３階平面図（大会時） 

リンクを馬蹄型に囲い込む、観客と選手が一体化するエキサイティングな観客席 

アルミ膜天井 

LED照明 

２階平面図（大会時） 
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    基本方針Ⅲ．スポーツを中心とした交流拠点と、多目的に利用できる“みんなのスケート場”－1－ 

１．中心市街地への立地特性を活かした交流拠点 

屋内スケート場の２階及び３階部分は、中心市街地への立地特

性を活かし、誰もが日常的に憩いの場として利用できる「ホワイ

エ(長根ラウンジ)」、八戸の観光やまちの情報を発信する「交流

サロン」、スケートの練習などを暖かい環境で観覧できる「観戦

ロビー」などを設け、にぎわいを創出することにより、スポーツ

を中心とした交流拠点として計画する。 

２．スケートリンク中地の年間を通した多目的利用 

リンク中地はリンクに氷が張ってあっても 1 年を通じて１２℃

～１５℃の室温に保たれた快適な空間となる。年間を通してフッ

トサルやグラウンドゴルフなど、より多くの方に利用していただ

ける用途や床材等を選定する。 

３．つつみ広場と連携した大規模イベントの開催 

屋内スケート場のリンク解氷時には、諸室を除く１階部分は約

14,000 ㎡の大規模空間（アリーナ）として活用が可能。施設単体

でコンサートやコンベンション、各種展示会会場として利用でき

る他、スケート場前面に「つつみ広場」を設け、アリーナとの連

携利用が可能な計画とする。 

４．諸室の日常的な活用 

大会関係の諸室は、スケート大会時以外は、各種会議室やトレ

ーニング室として日常的な活用を図る。さらに、１階のプレスセ

ンターは、ダンスや卓球などにも使用できる多目的室としての活

用を図る。 

５．スケート文化の普及に寄与する施設 

リンク中地には、冬季、スケート初心者の練習用サブリンクを

設置し、スケート教室の開催などによる八戸のスケート文化の発

展や、スケートの普及に寄与する計画とする。 

 

 

ホワイエ（長根ラウンジ）と交流サロン アリーナとつつみ広場の連携利用 

ホワイエ(長根ラウンジ)の断面イメージ 

中地の多目的利用時のコートバリエーション例 

アリーナ大規模イベント利用時 

展示会利用時 

フットサル 

（28m×15）×２面 

バレーボール グラウンドゴルフ 

（42m×22ｍ） 

バスケットボール 

（18m×9ｍ）×２面 （54.7m×32.89ｍ） 

交流サロン 

吹抜階段 

ホワイエ(長根ラウンジ) 

1 階平面図（一般利用時） 

３階平面図（一般利用時） 

２階平面図（一般利用時） 
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    基本方針Ⅲ．スポーツを中心とした交流拠点と、多目的に利用できる“みんなのスケート場”－2－ 

交流サロン 

吹抜階段 

３階平面図 

６．防災拠点機能の導入 

屋内スケート場は、災害時には数千人の一時滞在施設として活用するとともに、大規模災害時の 

災害支援物資集積所および災害復旧活動スペースとしての機能を担う計画とする。 

更に、災害に備え、水や食料等の備蓄スペースとして、防災用倉庫を計画する。 

２階平面図 

１階平面図 
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外観パース 
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内観パース 
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