
山吹下平地区 ほたるパーク等改修に関する説明会 会議録 

 

日 時   令和4年 1月 27日（木）午後7時00分～午後8時05分 

場 所   下平地区館 九頭竜会館 

席 者   町長       壬生照玄 

      町職員      三沢建設課長 

      事務局      福島事務局長・寺沢社会教育係長・遠山主任・橋本主事 

 
１．開会 
 
２．あいさつ（町長） 
 本事業の経過等について説明をさせていただきたい。昨年の５月の連休明けくらいから、パチンコダ

イエーさんが業務のほうを収束に向かうという話がスタートした。地権者の皆さんを始めダイエーさん

含めて、民間の事業者の方が跡地利用の話を振っているという情報が町の方に聞こえてきた。たまたま、

議会議長が土地の所有者であることから、情報を寄せていただく中で、町としてはあまりありがたいと

思えない施設やそういった皆さんが買い取って、という話もあった。この場所の活用について町で検討

をさせていただいた。 
地権者の皆様にもご了解をいただいて、町の方で用地を買い取らせていただき、ダイエーパチンコさん

の建屋については、民間にある方にお願いをして買い取っていただき、そこを改修することによって、ま

ちづくりの拠点の一つとなるように整備をして有効活用してみてはどうか。という話が来る中で、これ

までかわまちづくりの開発計画の話を進めていく中で、サッカー協会から南信州エリア上伊那を含むエ

リアにきちんとしたサッカー場が一つもなく残念に思うことや高森出身の方がサッカーに一生懸命に取

り組まれている方もいるが、練習するにも松本まで練習をしに行っている。そういった環境がとても残

念ではないか、と話をいただいた。実際、大会はほとんど松本、筑北、千曲で小中学校高校の大会が開催

されている。高森の子は大会がある日には朝 5 時から出ていくような状態になっている。 
そういった時点で準備に時間がさけないこともあり、残念ながら早めに負けて帰ってくることになって

いるような状況でもあるので、是非ここを県の協会の依頼もあって、一旦はかわまちづくりのところで

の整備は断念したが、もう一度ほたるパークを活用してということで、できないか検討して参った。10
月に山吹区会にお邪魔をさせていただき、こういった検討を進めさせていただいているが、区の財産と

してのほたるパークの部分をサッカー場として活用させていただくことについて、話を進めてもいいか

と話をさせていただいた。まずは区会の皆さんからもう少し具体的にという話をいただき、町で簡単な

設計資料を作り、山吹区全体に説明会、地元である上平地区への説明会を数回させていただいているの

が現在の状態。 
現在は、ここ全体の基本構想を作る業者、株式会社アンド―様と契約をして、全体の基本構想を作ってい

る。クラブハウスとなるダイエーの跡地については、(株)桂建築設計事務所と基本設計の計画作りという

ことで契約をさせていただき、計画をしている。用地等についても、2 月頭には町の方で取得をさせてい

ただくことで話を進めさせていただいているのが現状。 
本日、現時点の状況を職員のほうから説明をさせていただくが、まだ基本構想を作る前段階であるため、

皆さんからの意見をいただきながら進めさせていただきたい。前向きな意見をいただき、実のある会議

にさせていただきたい。 
 
３．経過報告及び今後の予定について 



（１）ほたるパークの改修及びスポーツ施設の計画について(教育委員会) 
目的については、リニア新時代を見据え、商業施設などが集中している山吹下河原の有効活用により、

「かわまちづくり構想」と一体化した、誘客・関係人口を促進し、今後の「住む」「楽しむ」場所として

の効果を引き出すため。経緯については、ダイエー高森店の閉鎖に伴う民間の自由な開発に一定の制限

を設けるとともに、ほたるパークを青少年の集う場所として、有効活用すべきと判断したため。概要につ

いて、全体とクラブハウスの計画に業者に入っていただき、現場の測量等をして計画図の作成をしてい

ただいている。JFA 日本サッカー協会の人工芝のサッカーコートの整備と旧ダイエー高森店を民間事業

者が取得し、町で内装を改修して屋内運動場として利用できるように整備する。ほたるパークに防災拠

点としてあるが、その機能を屋内の多目的広場に役割を移して整備をさせていただく。昨年度 11 月から

山吹区を中心に地元の皆さんへの説明会をさせていただいた。用地についても地権者の皆さんと打合せ

をさせていただく中で 2 月中には用地取得になる。 
今後は、クラブハウスやサッカーグラウンドの基本設計を年度内に実施。来年度には、事業計画及び事

業の基本計画がまとまった折に、皆さんにお示しして進めさせていただく。 後に事業費及び財源につ

いて。この事業には 6 億円の費用がかかる予定。サッカー場及び屋内運動場の整備に 4 億円。用地取得

及び周辺整備に 2 億円を予定している。財源については記載の通り。 
 
（２）山吹ほたるパーク周辺開発による関連整備、道路水路下水道について(建設課) 
図面を見ていただき、MEGA ドンキの西側の道は９ｍある。この道路がメインの接道になる予定。既

存のグラウンド北側駐車場からをメインの入り口にしたい。町営住宅からの道路については、現状を残

していくということで、サッカー場建設の工事と併せての改修等はしない予定。クラブハウス西側の道

についても現道を残し、利用できるようにする。水路については、上平川がサッカー場のコートにかかる

ようになるため、駐車場に入るまでは残すが、サッカーコートの観客席にかかる部分は暗渠にして 45 度

程度斜めにずらし、観客席下を通す。観客席を抜けたら、45 度程度角度をつけて既存の上平川に繋げて

いくようにする予定。140ｍほどの長い暗渠になるため、暗渠の手前に沈砂槽を設置して砂を取るように

する。また、真ん中にマンホールを設け、入口と出口とマンホールという形でバキュームを入れて管理で

きるようにする予定。暗渠でご理解いただければ、そのような管理をしていく予定。下水道についても、

水路を暗渠で整備するのと合わせて同じように整備していく。 
 
（３）サッカー場周辺整備について（教育委員会) 
多目的広場については、ほたるパークにある屋外ステージを移転していく予定。活用方法については、

ほたる祭りや地域の皆さんの憩いの場として使っていただけるように整備するような計画をしている。

クラブハウスについては、屋内であるためフットサルやテニスで使うことのできるような機能を持った

床材にしたいと考えているが、ほかの用途としても使っていただけるような場所になる予定。クラブハ

ウスということで、トイレやサッカー場を使う人たちの更衣室やシャワールームを整備する予定。2 階に

は観覧席を整備する予定。サッカー場に関しても、人工芝で JFA 公認のサッカー場として利用していた

だくことが可能。しかし、サッカー以外でほたる祭りや運動会で使うことも可能。 
グラウンド南側の駐車場については、トイレ横にある駐車場は 小限にさせていただきアップスペー

スとして整備をする予定。駐車場の機能は北側に持っていきたいと考えている。 
 
４．意見交換 
（参加者） 

3 つ質問や意見。1 つ目は、このサッカー場に関連してクラブハウスの土地取得の緊急性について、も



う少し説明をしてほしい。2 つ目は、地元にとって多目的に使えるということであるが、防災上や生活上

で地元が豊かになるものも考えてほしい。地元にとって現実に土産になるような周囲の道の整備等も考

えてほしい。3 つ目。MEGA ドンキはすごく混む。駐車場はあれだけ作られていいが、かえってあの道

路が混んでしまうように思う。その時の対策をしないと危ないように思う。メインの地域になるといい

と思うが、急に建った時に心配に思う。 
（事務局） 
土地の契約の緊急性について、地主の皆さんのご意見を大切にした。ダイエーとの契約が 1 月末で切

れることや固定資産税等の税金がかかるなどの状況を町として判断しての対応。また、いろんな迷惑施

設の開発を防ぐためにも用地だけでも取得する必要があった。旧ダイエー高森店の建物については、民

間事業者が取得されている。民間と地権者との契約が起こらないように、町と民間事業者との契約が成

立するような形で対応できるように。ダイエー高森店の休業が半年くらいで一気に進んだこともあるの

で、町としてこのような対応となった。地元が豊かになる、というのは公民館を立ててほしいであったり

道を広くしてほしいであったりだと思うが、そういった保証をするようなことは考えていない。道の混

雑について、大会を開催することによって道の混雑が見込まれる場合には、大会の主催者に道の混雑を

緩和することが筋であると考える。町としては、アイホールのところに信号機があり、マツモトキヨシに

も信号機がある。国道からのアクセスを考えれば、信号機も整備させていただいているので、それ以上に

町として対策をするものではないと考える。 
 
（参加者） 
八日市場線は竜神大橋がかかると交通量が増える。歩行者がカインズからドンキにわたるときに、横断

歩道がなく危ない。周辺整備ということで、事業は別としても下平駅から線路伝いに山吹駅に向かって

細い道がある。歩道として整備すれば、八日市場線の下をボックスで潜っているため、農集排の施設まで

出られる。直接的な関係はないが、西側からの車は結構な速さで来ることが多いため、カインズからドン

キに渡る道を通らなくてもいいように整備すると安全に通れるようになる。サッカー場ができるまでに

整備してもらうと、飯田下伊那から車での電車でも多くの人が見に来てもらえるようになると思う。 
（事務局） 
この事業とは切り離した形での整備になる。山吹下河原のかわまちづくりの話もあるため、安全に通行

ができることも含めて、上平河原からは農地から他のものに転用して欲しいという要望もある。来年度

から下平駅から山吹駅までの間の河原全体の計画等を作るプロジェクトをスタートしたい。その中で一

部用地をいただく話も含めて、下平の皆さんにも参加いただいて検討を進めていきたい。 
交差点の関係について、竜神大橋がかかると山吹下の信号の高さが変わる。今より 60cm ほど高さが上

がる。勾配のところはそことすり合わせる形になるため、若干解消される予定。横断歩道を付けるかどう

かも検討をしたい。竜神大橋がかかるころには、八日市場線をどのようにしていくかを決めなければな

らない。竜神大橋については、県の事業で進めているが、八日市場線についても県の方で整備をしてもら

えないか要望を出している。岡の田橋までと、岡の田橋から北側の山吹市田汀線までの接続を全て県道

にすることによって将来的にバイパスを作るであったり、そういったところも踏まえて安全な道路にな

っていくようにしたい。下平駅からボックスを潜る道については、非常に素晴らしい提案をいただいた

と思う。検討をさせていただきたい。竜神大橋が山吹下の信号に向かってかかるようになる。60cm ほど

上がるということで、用地については、カインズさんに下がっていただいているため、そこのところを整

備していく。そこと併せて横断歩道の整備についても検討したい。線路の横の道からボックスに上がれ

るような階段や橋があるが、利用しづらい状況であるため、そこも含めて検討したい。 
 



（参加者） 
前回の説明会の時に、もともと代替の誘致の話をお断りしていたことを話させていただいていた。そこ

の返答を改めていただきたい。サッカーグラウンドを作るのであれば、返していただけるのであれば、う

ちの土地を返していただきたい。迷惑施設が来ては困るというような発言があったが、迷惑施設とはど

のような施設を指しているのか。また、新聞紙上であたかもサッカー場を作るというような記事が出回

っていたが、まだ決まっていないものが先行して、決まったような報道をされていることに対して役場

は何か抗議したのか。サッカー場ではなくて、上郷のように開業医の皆さんをお呼びして一大医療の町

にしたほうがサッカー場を作るより、はるかに住民の為になり、そこに行けば専門医の方がいるという

場所の方が町民にとって有意義であると思う。これから高齢化が進む中で医療施設の方が、サッカー場

にこんなお金をかけるのであれば、もっと人を大事にすることを町として考えるような計画をしたほう

がいいと思う。サッカー場を作られると、ゴミが大変なことになる。人が増えるとゴミが増える。結局、

土地の持ち主がみんなで片付けをするようになる。それに対して、町は一緒にゴミを片付けてくれたの

か、と言えば来てくれるわけもない。そうなれば、こういった施設は来ない方がいいということになる。

基本反対。フェンスについて、ドンキ側にどれくらいの高さを考えているのか。ボールが出たりしたとき

に事故になるように思うので、相当の高さが必要になる。どのように考えているのか。どうしても作ると

いうことであれば、南側には相当高い防音の壁を作っていただきたい。近所の住民としては、うるさくて

かなわない。どうしても作ることを驀進するのであれば、 低それくらいはやってほしい。12 日に川の

関係の説明会があるので、そこでの話を聞いて考えていきたい。 
（事務局） 
代替地として提供された場所がこういった活用のされ方になることが不満ということで受け止めさせ

ていただくが、町としては、現の地権者の方と話をしていくということと、ほたるパークに関しては、静

かな場所のほうがいいという意見もあるが、どちらかというと利活用が進んでいないところも踏まえて、

区の皆さんとも相談をさせていただいて、できれば活用できるような賑わいのある施設を目指していき

たいとお願いさせていただいていたところ、おおむね了解をいただいていた。その用地で返してほしい

と言われると難しいところがある。できる限りのご要望については個別にご相談させていただく必要が

あると思う。新聞紙上の話について、町の方針としては、サッカー場を誘致していくというところ、日本

サッカー協会から補助金をいただいて整備していくというような説明をさせていただいている。町がそ

ういう風に考えていることを書いている記事に誤りがあるようには思わないため、抗議はしていない。

しかし、新聞記者は自由な書き方が保証されている。ほかのことを含めて好きなように書かれているた

め、それを鵜呑みにするのはまた別の話のように思う。いろんな意味で迷惑被り、それに抗議をしても答

えてもらえないのが新聞だと思う。医療施設の誘致が出来れば、上平の皆さんが用地を売るのでいい施

設を作ってほしいと話をいただいている部分と併せて検討をしたいが、今医療関係で病院を出してある

程度採算をとることを考えると、毎年 2000 人減る飯田下伊那地域の現状と若い人がたくさんいて、その

後の採算が合うような場所でないと来ていただくのは難しい。医者 1 人連れてくることが難しいことは

理解しているつもり。もし、高森で病院を開きたいという方がいれば、ご紹介いただきたい。そうすれば

この場所に限らず、いろんな場所で誘致をさせていただきたい。ごみについては、利用者や通行者のモラ

ルの問題になると思う。利用者の方には徹底することはできると思う。下平駅から歩く方やドン・キホー

テの利用者の方に徹底するのは難しい。監視カメラ等の対策は町でできるため、声をかけて頂ければと

思う。フェンスについては、サッカーのグラウンドの地形に沿った防球ネットを作る予定。高さはおよそ

15ｍのネットを張る予定。公式のサッカーができるグラウンドとなると決まった規格があり、ＪＦＡの

補助金が充当できるので、それを活用して整備していく予定。いろんなお気持ちがあるとは思う。どうい

う形になるかはこれからだが、運営についてもできる限り近隣の皆さまにご迷惑にならない形で進めて



まいりたいと思っているので、ご理解とご協力をいただきたい。 
 
（参加者） 
迷惑施設については何を指しているのか。 

（事務局） 
具体的には言いづらいところであることは理解していただきたいが、公営ギャンブルの施設である。 

 
（参加者） 
公営ギャンブルは公営であるため、決して迷惑ではないと思う。国が認めていることを迷惑というので

あれば、他に何が迷惑でないのかが分からない。カジノが来るということであれば問題があるのかと思

うが、公営ギャンブルは国が認めていることを迷惑というのはどうかと思う。 
（事務局） 
人それぞれの感覚の問題になるのかと思う。必ずしもすべてを否定するわけではないし、どういう場所

でという話し合いがなされれば応じたいが、国の認可や地元の理解がないと進まない話だと思う。ただ、

ほたるパークが残っていく状態で、区のイベントや消防の練習をする場所と隣接する場所、MEGA ドン

キやカインズホーム等の商業施設があることを踏まえるとあの場所は適していないと理解をした。地権

者の方も含めて、そういった施設に土地を提供したということを周りの人に言われることを考えると、

なかなかいい話でまとまりそうもないところと、お金で解決しようという相手方の姿勢も含めて町とし

て積極的に誘致するものではないと判断させていただいた。 
 
（参加者） 
これからのことと言っていたが、議員として住民にやさしいものにしていってもらいたい。ほたるや青

少年の関わりもあるし、田沢川の親子での親しみの計画もある。フットサルのこともある。それはダメ、

あれはダメ、というようなものではなく、親子にも優しい施設になるように考えてほしい。やらなければ

ならないことはやらなければならないとしても、下平の人がせっかく意見を言っていることに、それは

考えていません、という対応は悲しい。 
（事務局） 
十分配慮して考えているつもりである。地元の皆さんが施設を利用したいという声があれば、下平地区

の皆さんの利用が毎週の利用でないと考えているが、運動会をしたいということであれば、優先的に利

用していただけるように配慮はしていきたい。個人的に利用をするということであれば、他の町民の方

と同じようにルールを守って使っていただくようになるので、ご理解をいただきたい。 
 
（参加者） 
上平川に関して、下平のカインズの南側に 5 班という地区がある。そこの横の上平川が雨量を増して

溢れそうになったことがあった。以前役場の方と視察をさせていただいた。幅を広げるか、掘り下げると

いうような対応をすると説明いただいた。流量面積は広くはないとしても、それに見合うだけの水路に

すると説明をいただいた。流量面積が変わらないとしても土地の状況が変わるとなると、そのあたりも

加味していろんな災害が起こらないように、改めて流量を計算していただくなどして、災害が起こらな

いように対応していただきたい。 
（事務局） 

12 日に説明をさせていただくが、天竜川の河原が高森荘から友愛商事まで通っていて、天竜川の樋門

から堤防に出していたが、道路工事をやっているということで樋門が使えなくなったので、友愛商事の



横を通って上平川に接続をさせていただいている。先線の上平川については、天竜川河川事務所でやっ

ている防災ステーションの埋め土に活用予定。工事にあわせて、先線のカインズから断面が小さいとい

うことなので、流量を計測させていただき来年度実施予定。流量的には、既存の水量と合流した水量を飲

めるだけの大きさの水路にしていきたい。工事については、ご了解いただく中で、耕作が終わったころに

実施をさせていただく。 
 
（参加者） 
今までやっていたほたるパークは土だった。人工芝になり一気に水が流れるようになると、かなり厳し

いように思うので、そこを加味して流量に耐えうる水路にしていただけると説明は受けているが、再考

をしていただけるとより確実になるように思う。 
（事務局） 
承知した。検討させていただく。 

 
（参加者） 
話を聞いたときに、魅力ある高森・魅力ある山吹という立場で考えると是非とも作っていただきたいと

考えた。ほたるパークを区としては、トイレ維持費や水道光熱費等に 20 万円使ったり、や草刈り等を役

員でしたりと労力を費やしてきた。これが、新しいこういった形で青少年のための施設ができるのはう

れしく思う。日本が欧米に比べて社会資本としての施設が貧弱だと思っていたが、これがサッカーにつ

いて南信地区のセンターになりえるような施設ができ、駒ケ根や伊那地域の皆さんからもセンターだと

思っていただけるような施設になることを願う。高森町とも協議をしてよりよい施設を作っていきたい

と思う。迷惑施設についても、声がかかった場合に山吹区としては、代議委員会や土地利用委員会だけで

OK というわけではなく、住民の皆さんが納得して結論を出せるような方向にしましょうと意思統一し

ている。東御市では、競輪場が入ってきたときに、自治組織のほうで OK していたが、十分住民の意見

を聞いていなかったということで地区を 2 分するような形になった。そういったことがないように十分

皆さんの意見を聞いて代議委員会や地区総会等で決めていきたいと思っているため、ぜひ下平の皆さん

もご納得いただきたい。 
 
今後、基本計画、基本設計を順次進めさせていただく中で、皆さんのご意見ご要望を踏まえて進めさせて

いただく。 
 
５．閉会 
（町長） 
それぞれいろんな意見をお持ちという理解をさせて忠いている。その中で進めていかなければならな

い。個別にお話をする必要があればさせていただいて進めていきたい。人それぞれの考えがある中では

あるが、なかなか若い人たちが集まれる、若者が魅力に思う施設が高森町には少なかったように思う。そ

ういったものをうまく作り上げて、リニアや三遠南信が開通するころには、高森町っていい場所だよね、

住んでみたいよねとなるようにしていきたい。申し訳ないが、拠点は必ず必要になる。拠点の一つとし

て、サッカー場やかわまちづくりが重要になってくると思う。 
つまり山吹の下河原については、全体の計画を立てさせていただくと話をさせていただいているが、高

森町の中心地として、山吹の下平河原をうまく利活用していくことを考えている。信州大学の話も、日を

置かないうちにある程度の結論が出てくると思っている。飯田周辺でという話になることを信じている。

学生が下平駅や山吹駅をどういう風に利用していくのかと考えると下平地区、上平地区は非常に魅力的



な場所になると思う。いろんな考えがあると思うが、ご理解をいただいて町と地域と共同して進めてい

きたいと思う。 
 


