
ほたるパーク等改修に関する全町向け説明会 会議録 

 

日 時   令和 4年 2月 25日（水）午後 1時 30分～午後 3時 30分 

場 所   福祉センター 大ホール 

席 者   町長       壬生照玄 

      副町長      藤田柳治 

      教育長      帯刀昇 

      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） 

 現在、山吹の国道東側で大きな埋め立て作業をしている。国有地を利用した「かわまちづくり」構想を

計画しており、誘客施設やスポーツ施設などを整備する計画を進めている。国有地を利用するため、国と

の協議を進めながら国が行う部分と町が行う部分を明確にしながら整備を進めている。そこで開催され

る 2028年の長野国体のカヌースラローム競技やビーチバレー競技の会場整備も併せて、天竜川の堤防工

事を国が実施している。 

こうした構想を検討し始めた頃から、長野県サッカー協会や松本山雅に何度も足を運んでいただいて、

計画地の中にサッカー場を整備していただけないか、という依頼を頂いた。理由としては、長野県の中で

南信地域にも将来有望な選手が育っているにも関わらず、地域内にはサッカー専用コートが 1 面も整備

されていない。上伊那・諏訪地域も含めて、サッカー専用コートが不足していることから、リニア中央新

幹線開通の効果などを含めて南信州圏域、できれば高森町のかわまちづくりの範囲の中でそれを整備す

ることはできないか、というような話を頂いた。かわまちづくりの協議会等も含めて研究を進めてきた

が、うまく当てはめることができず、計画地内でサッカーコートを作るということは諦め、お断りをした

経過がある。 

その後、MEGAドン・キホーテがオープンし、その裏側のほたるパークの利用方法に関する検討や、旧

ダイエーパチンコ高森店の経営がうまくいかないという状況から、そこを売却していくという話が出て

きていた。山吹ほたるパーク周辺を今後も有効活用していく、かわまちとの連動性や山吹下河原一帯全

体の開発を考えていく上で、山吹の地権者の皆様とも懇談をさせていただいて、何か有効的に活用でき

るような方法はないのか、将来に渡って町民の皆様が利用していただけるような施設にならないのか、

というようなお話をいただいていた。 

昨年 10月頃から県サッカー協会とともに、日本サッカー協会の選手育成などフットボールセンターとし

て活用できるかどうか協議を重ねてきた。昨年 11月に概ね山吹区の皆さんと地権者の皆さんにサッカー

場整備の検討に入ることについて了解をいただき、議会へ話をさせていただいた。議会から概ね同意を

いただけたことを受けて、事業を前向きに進めている。2028年のリニア中央新幹線開通を迎えるにあた

って、高森町がその中でどういう位置づけであるべきかを考えたときに、きれいな風景があるだけでは

集客するには難しい。屋外のキャンプやグランピングなどのアクティビティはとても人気があり、現場

に来て、何か体験ができたり、遊べたり、そこに何か目的がない限りリニア中央新幹線の長野県駅はただ

の通過駅になってしまう。かわまちづくり構想と連動させるような形をとりながら、サッカー場を整備

し、町民の皆さんが健康づくりのために利用していただけて、かつ青少年の皆さんが将来を目指してプ

レーをするような施設、さらには大きな大会が開催できる施設を整備することをご提案させていただい



ている。ぜひ、町民の皆様にも将来性のある施設を作ることに前向き捉えていただいてご意見をいただ

きたい。 

 

３．説明事項（別添資料） 

（１）事業計画について 

●山吹ほたるパーク周辺開発事業の目的や背景 

長野県サッカー協会から高森町に南信地域のサッカー拠点となるサッカー場の建設の要望があった。

背景には、高森町を含む南信地域全体にサッカー専用コートが不足しており、プレーする子どもたちや

社会人が大会参加の際には、中信地域や北信地域に遠征をしている状況にある。山吹地域の中でかわま

ちづくりの開発も進んでおり、下平駅周辺一帯に人が集まって、魅力の溢れる場所にしていこう、という

町の取組に沿って、ほたるパークの更なる有効活用を目指して、サッカー場やその他スポーツ施設の整

備を進めるということで事業がスタートした。 

 

●事業内容 

①サッカー場の整備 

日本サッカー協会公認の人工芝ピッチの整備、観覧席、照明設備、防球ネットの整備 

②クラブハウスの整備 

 旧ダイエーパチンコ高森店を改修し、屋内運動場、更衣室、会議室などを整備 

③多目的広場の整備 

 地域の皆さんの憩いの場であり、お祭りの会場などに活用可能な広場を整備 

 

●財源・概算事業費 

日本サッカー協会の施設整備助成（上限 5 千万円）の活用を目指していたが、事業費の規模を踏まえ

て、より有利な国庫補助金などの財源の獲得を目指す。サッカー場の整備・周辺水路整備には国土交通省

の社会資本整備総合交付金の申請に向けて準備を進めている。クラブハウスと多目的広場と駐車場の周

辺の整備については、総務省の地方創生拠点整備交付金の申請を済ませており、採択の判断を待ってい

る状況である。 

人工芝のピッチを整備した場合のクラブハウスの改修費も含めた概算事業費は 8 億 8 千万円。そのう

ち、補助金が 3 億 5 千万円、地方債が 3 億 3 千万円、一般財源として町の持ち出しが 2 億円と試算して

準備を進めている。 

 

●事業スケジュール 

事業用地取得については、ほたるパーク西側の土地を 2 月中に高森町が地権者から買取り、既に町の

所有地となっている。クラブハウス・多目的広場の計画については、基本構想が終わり、今年度いっぱい

の間に基本設計を作成する段階に入っている。国庫補助金が採択されるということであれば、来年度に

実施設計に入り、改修工事も来年度中に済ませるように予定している。今の予定では、令和 5 年度には

供用開始できるように進めている。サッカー場・周辺水路の整備計画については、基本計画まで終了して

おり、基本設計に入っていく段階だが、地元の皆さんや関係する皆さんとの意見交換にも時間を取って

計画を立てていくために、来年度に予算を繰り越して、来年度の 5 月末までには基本設計を立てるとい

うスケジュールで検討をしている。国の補助金の採択の関係もあるため、令和 5 年度中に実施設計、周

辺水路の整備、サッカー場の整備を行い、現在の予定では令和 6年度供用開始するように進めている。 

 



●収支見込 

人工芝コートを整備した場合で想定しており、県内のサッカー場やサッカー関係者に様子を聞き、高森

町の状況に置き換えて試算した収入と支出である。年間で休日が約 100 日、平日が約 260 日と考え、休

日は 12時間、平日は夜間 4 時間の開放として、1時間 3,000円の金額で試算をしている。収入について

は、全体で 730 万円と試算。指定管理料や管理費を含めた歳出は 1,100 万円と試算し、現時点で歳入に

対して歳出の方が多くなっている。町として、多くの皆さんにこの場所を使っていただき、子どもたちの

育成や社会人の皆さんの交流の場になることに重点を置いて考えている。また、指定管理業者も含めて、

イベントや大会等を積極的に開催していくことで、収入額を増やしていきながら関係人口を増やしてい

くことを目指していきたいと考えている。 

 

●各地区説明会の中で出た意見 

・人工芝コートを整備するにあたり、SDGsの視点から環境や生態系への悪影響を考えた時に、天然芝

のグラウンドの方がいいのではないかという意見を多くいただいた。また、サッカー場整備による周辺

水路への影響や日常の管理の問題、上平川への排水への影響というところでの意見もいただいた。 

 

●人工芝と天然芝の比較 

芝の種類を人工芝か天然芝か検討を進めていることもあり、本日は人工芝と天然芝の維持管理費、環境

配慮の問題を比較して説明させていただく。 

初期投資額は人工芝が 7 千万円から 1 億 2 千万円に対し、天然芝が 4 千万円から 7 千万円ということ

で、初期投資に関しては人工芝のほうが大きな投資が必要となる。ただ、維持管理の面でいうと、人工芝

は日常的な管理のところで負担がかからないのに対して、天然芝は毎日の手入れや芝の養生期間という

ことで手間がかかるとともに、年間で約 3 分の 1 が養生期間となり稼働率も低くなってしまう。それに

伴い、維持管理費にも違いがあり、人工芝は年間で 100 万円、天然芝が 1 千万円から 4 千万円と天然芝

のほうが多額の維持管理費かかると思われる。 

人工芝と天然芝の改修費や環境負荷の面について、人工芝は傷んだ部分のみの張替で済むため安価だ

が、天然芝は約 5 年間に一度全面張替が必要となる。張替には 1~2 億円ほどの費用がかかってくる。維

持管理に合わせて、定期的な改修に大きな費用がかかる。 

人工芝の切れた芝がスパイクを介してグラウンドの外に飛散したり、河川に流入したりすることで生

態系や環境への影響が出る。環境保全の対策として、グラウンド周囲の防球ネットの下の部分を目の細

かい網にすることで芝の飛散を防ぐ方法と、排水設備の中にフィルターを設置して河川に流入する直前

で芝を回収するという対策を講じることができる。天然芝の場合も維持管理の中で大量の水が必要にな

るということで、近隣の河川からの汲み上げや井戸設備を整備する必要がある。 

現段階では担当課として人工芝のピッチを整備する方向で進めさせていただきたいと思っているが、

先ほど話をした対策をどこまで講じられるか、地域の皆様のご意見をお聞きして芝の種類を検討してい

きたい。 

 

（２）関連整備について 

●水路整備について 

サッカー場計画位置の中に上平川が流れている。グラウンドの下に水路を通すことはできないため、水

路を尾地クリニック南側からドン・キホーテの西側を通って迂回するような形で開渠にして通すように

考えている。ドン・キホーテ西側には 9ｍ幅の道路があるため、そこは手を加えずに、防球ネットの外に

水路を整備するように考えている。車もよく通る道路であるため、転落防止柵も併せて整備していく。上



平川に流れる流水面積は 79ha。通常であれば問題ないが、30年に一度の大雨の場合には、迂回する水路

から溢れ出ることになるが、溢れた際には、グラウンド内に雨水の処理施設を設け、すぐに河川に水が出

るのではなく、一時的にグラウンド内に貯水し、平時に配水するような対策を講じていきたいと考えて

いる。グラウンド下流については、カインズの下を通って田沢川まで抜けているが、カインズから下流に

ついては国道から東側の河原の水を排水路に溜めて、天竜川の樋門を使って流していた。今回、築堤工事

をするにあたって樋門を取り壊してしまったということで、現在は、友愛商事の南側に排水路を入れて、

国道の橋の下を通して、上平川の排出をしている。カインズより下流の排水の断面が小さいということ

で、一時的に雨が溢れてしまうということがあったため、水路の断面を大きくすることで、上流の排水も

スムーズに流れるようにする方向で基本設計の中で計算をしていきたい。 

 

●道路について 

ドン・キホーテ西側に９ｍの道路があるため、そこを接道として駐車場に入れるように考えている。外

周の大土手線は手を加えずにそのまま残し、町営住宅から入ってくる道についても同様に手を加えずに、

ドン・キホーテ西側の道をメインの接道として考えている。 

 

４．意見交換 

（参加者） 

本事業を前向きに検討していくことに了解を得ることを目的とした 11月の説明会に出席したが、透明

性に欠けているように思う。11 月には検討をはじめることへの了解を得るということだったが、翌日の

新聞にはサッカー場ができるという記事が出ていた。その説明会の際にはダイエー高森店の売却の話を

なく、さらには、確かな話かはわからないが、反社会的団体が土地を買い取ろうという話があったから町

が急いで買い取ったという風に聞いた。 

新たに完成する橋との関係も考える必要があるように思う。あの周辺一帯にどのような整備の計画があ

り、その中でサッカーコートはどういう位置付けなのか説明したほうが町民の皆さんに正しい理解が得

られるように思う。 

実際の運用に関していうと、川路や松尾、伊那市などにもサッカーコートがある。しかし、利用実態から

みると、空いている時間のほうが多いと聞く。そこを含めて、高森町にサッカー場を作ったとしてどれく

らいの利用があるのか、というような見込みもあるといいのではないかと思う。 

（事務局） 

全体の流れの話をさせていただく。あの場所一帯において、具体的な開発の話も出てきたが、そこに関

して町から話をすることはない。地域の中でそのような言葉が飛び交っているということであれば、町

として必要な施設かどうかという判断のもとでサッカー場として整備することを計画させていただいて

いるということに理解をいただきたい。 

ダイエー高森店の件については、11 月時点で町として撤退するという情報は得ていただが、ダイエー高

森店がまだ営業中ということもあり、1月に入り正式に閉店するという情報を開示するまでは、町からの

公開は一切控えていただきたいということを受けていたため、公の場での発言は控えさせていただいた。

11 月の説明会では、あくまでもサッカーコートの話だけをさせていただいた。1 月以降の説明会につい

ては、ダイエー高森店の建物を改修するという内容も含めて計画を説明させていただいていた。 

収支見込については、松本市や千曲市のサッカー場の様子をお聞きした上で、料金の試算をさせていた

だいている。サッカー以外での利用も盛んになるような施設を目指して今後も計画を進めていきたいと

思う。 

 



（参加者） 

総事業費が 8 億 8 千万ということだが、過去には当初の予定から倍近く経費が跳ね上がることもあっ

た。今後、事業費の大きな変更はないと約束できるのか。また、町の持ち出しについては、補助金を獲得

することで少しでも少なくなるように努力してもらいたい。 

完成後の運用については、誰が行うのか。収支見込では赤字になるような説明であったが、本当に町から

の持ち出しはないのか。 

（事務局） 

お金の関係はあくまでも概算であるため、これから詳細な設計に入り、例えば大きな排水設備が必要だ

ということになるとすれば費用の変動も予想される。現時点では高めに見積もっているのは確かであり、

最終的には事業費を下げていきながら議会で承認いただけるよう努めていきたい。 

運営については、指定管理者を選定して運営を委託する方向で検討している。町が直接運営していくも

のではないが、固定の維持管理費は町から持ち出す。指定管理業者が独自でイベント開催等は行うこと

で、人件費などを捻出できるような運用をお願いしていきたい。今後は運営の担い手を募集しながら、そ

の相手方も含めてサッカー場を含めた全体の仕上がりに向けて準備を進めていきたい。できる限り地元

雇用していただける団体や地域の皆さんが活躍できるような形での運営をお願いしていきたいと考えて

いる。 

総事業費について、金額が高いか安いかの議論は難しいが、町民体育館などの社会体育施設を維持して

いくことと同様に考えている。南信州地域で子どもが育つための投資は必要であり、その中でサッカー

コートを高森町で整備したいと考えている。平日の昼間が一番使われない時間帯になることが想定され

ることから、お年寄りの皆さんがウォーキングをするなど様々な取組をすることが最終的に収益につな

がっていく。そういった取組を積極的に行っていただけるような気概ある事業者を選定して、町と連携

して運営していきたい。 

 

（参加者） 

本事業の説明以前に、町民の中には過去の湯ヶ洞、御大の館、蘭植物園の悪いイメージがまだ残ってい

るように感じる。1月に議会で説明して承認を得たとあったが、地域の議員の方から一言も聞いていない

のはどういうことか。リニア中央新幹線の開通に向けて飯田下伊那で広域的に施設整備をすべきだとい

う議論がされていたが、今回の件については広域でどのような話し合いがあったのか。かわまちづくり

計画地やサッカーコートに来られた人たちがそのまま帰ってしまうのではなく、町に少しでもお金を落

としてもらえるような仕掛けも考えてもらいたい。 

（事務局） 

湯ヶ洞、蘭植物園については地元説明会でも同様の意見を頂いている。なぜ採算が取れない状況になっ

たのか。当時の職員、議員、町民の皆さん、すべてに責任があると思っている。特に蘭植物園については

当初町から提案した総事業費は 10億円を超えていた。その後、反対の意見を聞きながら、最終的には 2

億 8千万円となった。10億で採算が取れるという計算の投資額を大きく削ってしまうと経営的にとても

厳しくなる。松川町の清流苑近辺については様々な拠点を集中させることで利用価値が上がっている。

単純に初期投資額が高いからその事業をやめたほうがいい、もっと縮小したほうがいいというのは経営

に大きな影響を与えてしまう。サッカー場に関しても、日本サッカー協会に公認ピッチと認めてもらえ

る施設にすることではじめて、本物の場所として利用価値が上がり、採算が取れる施設になっていく。今

後も事業費を縮小することは一切考えておらず、お金を生み出していくことのできる施設に変えていき

たい。説明会を開催する際に気をつけていることは、町民の皆さまに説明する前に議員の皆さまに話を

することにしている。議員活動の中には町の動向や町長の発言を町民に伝えてもらう役割があると考え



ているので、議員の皆さまにはそういった活動を積極的にしてほしい。 

 飯田下伊那で圧倒的に不足しているのは宿泊施設。これから大学誘致が叶った場合に、受験や遊びに

この場所を訪れた際に宿泊施設は足りているのか。広域の議論の場でも宿泊型プランを提案していくこ

とが必要ではないかと意見している。阿智村の昼神温泉や上伊那地域との連携の中で飯田下伊那地域全

体にもお金が落ちる仕組みが必要になる。 

 

（参加者） 

急ぎながら計画を進めていくのではなく、もう少し町民の中で考える時間を保障してほしい。新型コロ

ナウイルス感染拡大の中で、地域の議員との懇談会の開催も難しい状況であった。議員の責任でも、地区

の責任でもない。当初説明会では、サッカー協会の補助金の締切が迫っているために早急に計画に入っ

ているように感じたが、現在はサッカー協会の補助金ではなく国庫補助金を活用する方向になっている。

今こそ少し時間をおいて考えることも必要ではないか。この場所を青少年の育成の場や憩いの場にとい

う話があったが、ほたるパークの開発のことを知った時期も 12月で、小中学生を含めた若い世代の人た

ちがどう思っているのかをしっかり掴んで、サッカーだけではなく他の活用方法などもアイデアを出し

ながら考えていく時間をいただきたい。 

（事務局） 

スピード感をもって進めてきたことが、町民の皆さんへの理解が浸透していない原因であるとすれば

深くお詫び申し上げたい。これまでは事業を進めるにあたり必要な用地取得、基本構想を進めてきた。サ

ッカー場に関しては令和６年度の完成を目指して、水路などの周辺整備を令和５年度中に実施予定。日

本サッカー協会の補助金を活用しないという方向になれば町民の皆さんともじっくり議論を重ねていき

たい。クラブハウスの改修についてはすでに地方創生拠点整備交付金の申請を済ませており、３月の補

正予算に計上し、全額繰り越して来年度から着工に入っていきたい。なぜこのようなスピード感かとい

うことについては、国庫補助金にはその時期しか出されない有効な補助メニューがあり、今回は町民の

皆さんに負担をかけないことを考えて、有効な補助メニューを活用するために準備を進めてきた。サッ

カー場周辺整備に関しては、子どもたちの意見を聞きながら進めていきたい。 

 

（参加者） 

高森町はゼロカーボン宣言を行い、環境に配慮したまちづくりを進めている。SDGs など環境配慮が叫

ばれている中で、施設整備を行う際にはお金がかかっても環境に優しいものを整備することが必要。サ

ッカー場に関してもその覚悟をもって進めてほしい。 

（事務局） 

サッカー場で必要なエネルギーは施設の中で生み出すような仕組みを検討している。マイクロプラス

チックのことのみが取り上げられているが、天然芝の場合も農薬などが河川流入することへの配慮も課

題となる。人工芝にして飛散処理、流入処理をしたほうが環境に優しいのではと考えている。 

 

（参加者） 

長くサッカーに携わってきた人間として、芝のグラウンドで試合をしたときの感激は今でも忘れられ

ない。そういう面では芝グラウンドの整備は子どもたちにとって良いことだと思う。ただ、サッカー場建

設がなぜ高森町の単独事業なのか。可能であれば広域的に考えていくことが必要ではと思う。スポーツ

を通じて青少年の健全育成、人づくりにつなげていくことは誰一人として反対しない。ただ、サッカー場

建設することがそんなに単純に青少年育成につながるものではないと思うし、国体ではカヌー、ビーチ

バレーの競技場整備を進めている中で、なぜサッカーなのか。サッカーに係ってきた人間として、飯伊地



区はラグビーが市民権を得ている。サッカー場ができたとしても集客の面から深く考えなければならな

い。新田グラウンドがあるのにサッカー場を建設することは実力以上のものだと感じる。非常に大きな

財政負担を強いるサッカー場を作ることは不安と言わざるを得ない。地元説明をされたとのことだが、

財政面でいえば町全体で背負っていくことになるので町全体が承認できるように進めてほしい。全体的

にサッカー場建設ありきで進んでいることが気になり、大きな町民の財政負担の面からも町全体の施設

を見直すことも含めて、スケジュールを見直して時間をかけて議論していってほしい。 

（事務局） 

なぜサッカー場で、ラグビー場ではないのか、なぜ広域的に進めていかないのか、という意見について

は私もその通りだと思う。残念なことに広域で話し合うと、負担割合のことなども含めて前向きに話が

進まない。そのような中でなぜサッカーを選んだのか。新田グラウンドはもともとサッカー場の広さが

なく、道路も整備できる環境ではない。駐車場整備も検討したが、ご理解を得ることもできず今の状態の

まま運用している。ラグビー人口とサッカー人口は圧倒的にサッカー人口のほうが多い。ラグビーは飯

田高校の存在もあり、大学でも一流の環境でできる選手が多いという流れができている。国・地域の連携

体制なども踏まえて考えると、競技人口はサッカーのほうが多い。ラグビーを無視するということでは

なく、分散して考えると、ラグビーは松尾の競技場を使っている。今後広域全体でラグビー場整備するこ

とを視野に近隣町村に話をするということでラグビー協会の方にはご理解をいただいた。飯田下伊那は

スポーツ環境が他地域に比べると圧倒的に整っていない。北高南低という状態。松本市の総合体育館 70

億、陸上競技場は 100 億をかけて整備。飯田下伊那に何かを作ってほしいと要望を伝えても見向きもし

てくれない。そのような中で子どもたちに差別感を感じてもらうことのないように、できる範囲で投資

をしたいと考えている。サッカーを屋外でプレーする環境がないということも含めて、サッカーという

競技の専用コートを整備することを決定した。今後サッカー関係者や若い親世代の方と意見交換をして

今後の方向性を決めていきたい。 

 

５．閉会 

（町長） 

多くのご意見をいただきありがとうございました。 

どうしても政策的な話が多かったので私のほうから回答することが多かった。町として急ぎ足で進め

ているという意見を多くいただき、反省して今後進めていきたい。投資金額が大きくなるとそれに目が

ついてしまう。ご意見を頂いた通り、重要なのは何をするかである。山吹下河原一帯はサッカー場建設だ

けでは終わらない。民間投資も含めて、地域全体が商業地域、住宅地域、スポーツの拠点が集積する素晴

らしい場所として発展していくことを目指していきたい。 

本日はありがとうございました。 

 


