
全町向け 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 2 月 25 日（金）午後 7 時 00 分～8 時 50 分 

会 場   高森町福祉センター 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） 

新型コロナ等が蔓延している中ではあるが、町として一定の制限を設けながら、現在、

公共施設等の解放を行っており、いろんな意味で町民の皆様にご迷惑をお掛けしているが、

おかげさまで少しずつ収束に向かっていくのではないかと予想がされており、ワクチン接

種も高齢者の皆様のワクチン接種はもう 5 割以上進んでいるというような状況になってき

た。ぜひワクチンの接種していただくとともに、今後とも地域の活動やこういった説明会

も含め、町の活動にもご参加頂きますようご理解とご協力をお願い申し上げたい。サッカ

ー場の関係等も含め、ここに至るまでの経緯等を若干触れながら挨拶とさせていただきた

い。 

 町として、なぜサッカー場なのかが一番の課題になってくるかと思うが、これについ

ては、すでに町民の皆様にはご案内を申し上げている、天竜川かわまちづくり事業と言う

事業があり、主には 2028 年、開催の長野国体に向けて天竜川の護岸の整備をして、カヌー

場の整備、それから霞提となっていた部分を、田沢川と天竜川の合流している場所である

が、その上流域の国有地を活用しながら公園、それから防災施設、そしてビーチバレーの

コート等の整備をして行くと言うような計画を現在進めている。こうした計画を進めてい

くと言うことと、高森町の河川敷が国土交通省のかまちづくり事業の認定を受けた経過の

中で、長野県のサッカー協会から是非その場所でサッカー場の整備をしてくれないかと言

うようなお話があったのが、一番の最初のきっかけになる。その理由として、長野県を大

きく分けると南信中信北信東信と 4 つに分割できるが、諏訪上伊那下伊那の中に競技をす

る、または練習をするような芝生のグラウンドが一つもないと言うことで、ぜひかわまち

づくり事業の中で、サッカー場等を計画して子どもたちの、また選手の育成など公平に全

県での学ぶ場、また競技をする場の提供することができないかと言うようなお話をいただ

いていた。町としても、いいお話だと感じたため、計画の中にサッカー場をはめ込むこと

ができるかと言うことで検討をさせていただいたが、あそこの国有地についてはおおむね



半分を国土交通省が河川防災ステーションとして、例えばヘリポートの設置や、防災のた

めの資材置き場として利用するし、残りの半分を町がまちづくりの拠点としてこう利用す

ると言うような、そういった取り組みをすると言うようなことになっていた。どうしても

面積的にサッカー場を当てはめることができなくなったと言うことで、一旦は計画を難し

い話をさせていただいていた。 

昨年の夏以降にダイエーパチンコさんが、業績等の悪化により閉店をすると言うような

話と、建屋と底地の部分の駐車場用地等を何とかしたいと言うようなことを金融機関等に

相談しているという情報が入ってきた。その情報の一端として、町の方からも何か企業的

な誘致ができないかと言うようなご相談を受けていたこともあり、まずは商業地域として

商売をされる皆さんへの提供や、そういったところの誘致に向けて多くの皆さんとお話を

させていただいたが、目の前にドンキホーテさんがあり、カインズホームさんがあるとい

うような条件の中で、店舗等を誘致することが難しいと言うような返事を頂いたと言うの

が現状である。その後に製造業も含め、様々な皆さんに話がいったわけであるが、例えば

工場のようなもので整備をすると言うことが、果たして土地利用として正解かどうなのか

と言うようなところも含めて、目の前にある、ほたるパークという、山吹区の管理してい

る公園があると言うこともあり、その部分を有効活用しながら、と考えた場合に、上物で

ある建物と底地等も含めて有効的な活用ができないかと言うような話で検討をさせて頂い

ていた。また、地権者の皆様と懇談を行わせて頂く中で、商業地等で話がうまくまとまれ

ば一番良かったのかもしれないが、町として有効的に活用していただけるのであれば、そ

ういった方向性も検討してほしいと言うようなご依頼を受けたところもあり、夢の教室等

でしっかりとしたお付き合いのある、日本サッカー協会の方と協議をさせていただて、こ

の地でサッカー場を当てはめることができて、ダイエーパチンコさんの建物多くラブハウ

ス兼屋内運動場という形で整備することができれば、非常に有効的な施設になると言うよ

うなアドバイスをいただく中で、昨年の 11 月以降であるが、山吹区、それから地権者の皆

様はもちろん、地元の皆様とどう言ったこうものを整備していったらいいのか、というよ

うなところで話し合いをさせて頂き、それに伴う道路水路をどういうふうに付け替えたら

いいのかと言うような協議をさしていただいていた。11 月の議会の全員協議会の際に、サ

ッカー場として整備をさせていただきたいと話をした。当時はダイエーパチンコさんが営

業されていたため、閉店することを公にできるような状態ではなかったが議会の皆さんの

方には、ダイエーパチンコさんが閉店するその建物も含めということで、お話をさせてい

ただき、サッカー場の整備を中心に検討していく事に概ねご了解を頂いたと言うことであ

る。そのため、山吹区全体への説明をさせていただき、状況が変わる度に、特に地元の上

平の皆様と協議を重ねてきた。 

昨日、上平地区で懇談を行い、概ね今計画しているような状況でご了解いただき、町民

の皆様へのご説明をさせていただくと言うことについてもご了解を頂いたと言うこともあ

り、本日の午後と夜の二回に分けての説明会を開催する運びとなった。 



前段のところで特に申し上げておきたい部分についてであるが、これからリニア中央新

幹線や三遠南信自動車道の開通が 2028 年を目途に、工事が進んでいる。高森町の誘客施設

というものについて、これまでなかなか観光等に、町として積極的に取り組んでこなかっ

たと言うことは、町民の皆さんにも思われていると思う。そのような中で町として、かわ

まちづくりの事業だけではなく、地域全体が発展して行くようなものにすると言うことと、

さらにほたるパークを今まで以上に有効的に活用しながら町民の皆様の健康増進や、子ど

も達の将来の夢を描けるような場所、そういったものを作っていくというようなことに対

して、サッカー場と言う一つの選択をさせていただいていると言うことである。この方向

性で、できれば進めていきたいと思っているが、ぜひ町民の皆様のご理解を頂いてと言う

ことになるため、今日の説明会を聞いていただき、それぞれご参加の皆様からご意見を伺

いしたいと思っている。 

今後についても、ほたるパークの改修部分のあり方やサッカー場としていいのかという

ようなことについては、特に関係団体の皆さまや子育て中の保護者の方、子どもたち。す

でに南小学校の 5 年生とは少し懇談をしているが、そういった皆さんとの懇談も重ねなが

ら、最終的な判断をさせて頂きたいと思っているため、ぜひご理解とご協力をお願いした

いと思う。 

 

３．説明事項（別添資料） 

【説明事項については、昼の部と同様のため会議記録（2/25 昼の部）参照】 

 

４．意見交換 

 

（参加者） 

何点かお聞きしたい。本来、用地買収を伴っているため、その時点で説明会を開くべき

だったのではないかと思うがその点はどう考えているか。二点目はクラブハウスについて、

聞くところによると借り上げをしてやるというようなことだが、買い取ってしまったほう

がスッキリするのではないかと思うが、その辺はどうなのか。三点目は観客席が 200 から

400 というような形で言われているが、このことが大会を開くときにネックになるっていう

ことはないのだろうか。観客席がもっと多ければ大会等が開ける数が多くなるようなこと

で、それが収入面に影響してくるのではないかというようなことを考えるが、いかがか。

四点目だが、財源について約 2 億の持ち出しが必要になっているが、保育園の整備等の大

型事業が進んでいる中で財源については大丈夫なのか。 

 

（事務局） 

まず説明会の開催時期等の関係について話をさせていただきたいと思う。言われる通り、

全町の説明会がもっと早かった方がいいのではないかというようなご意見は、ほかのみな



さんからもいただいているところではあるが、町としては用地の買取をさせていただいた。

それに基づいて、基本構想を全体的にどういった構想にするのかということをこれまで固

めていた。それに対して、まずは地元の皆さんのご了解をいただく手続きをさせていただ

いていた。そのため、本日以降で町民の皆様との懇談をきちんとしながら最終的な決断を

していきたいと思っているため、是非それらについてはご了解をいただきたいと思う。一

方で、報道等で様々な情報が町民の皆様に入って行くというような状況がある中で、あた

かも作るのはもう決定事項だ、と報道がされているというようなご意見もいただいた。常

にこういったことを目指している、最終的にはこういうものを目指していくと言うような

発言をしてきたつもりであるため、是非それらについてご理解をいただきたいと思う。 

続いてクラブハウスの買取の話であるが、これについては民間の事業者の皆さんに手取

っていただき、改修費については町が持つが、その後は借り上げ方式を考えている。今流

行りの PFI や PPAP 等のやり方を一部採用させていただいていると言うようなところであ

るが、まず町として固定資産を持ちたくないというところが一点。もう一つは、評価額を

見ると概ね 1 億以上の評価額があるような建物であるため、それを手取るとなると更に 1

億支出しなければならない、というようなことがあると言うことであるため、手取った業

者の方とは、改修費を町が持つ以上、手取った金額の簿価といったところを、最終的に賃

借料として、何年かで元をとるような形で計画してくださいというお願いの中で、賃借料

の調整をさせていただいている。 

ギャラリーの席数については、まだこれから計画をしていく段階であるため、もっと多

い方がいいということであれば、多くすることも可能。減らすこともできるため、200 から

400 っていう倍半分の数字になっているということである。この辺の一番近くで同じような

設備を持っているというと、アルウィンではない松本市が持っているサッカー場が同じよ

うな設備の施設で、千曲市と筑北村、中野市に似たような施設があるが、概ね同じような

規模で考えているため、大会の内容等についても参考になるのではないかと考えている。

まだこれらについては皆さんのご意見をお伺いしながらと思っている。 

最後に保育園等の他にやるべきことがあるのではないかというご意見に対して、あくま

でも投資するものと、きちんとやるべきものっていうものは、財源の中でも分けて考えて

いる。そのため計画に従い、保育園等は粛々と進めさせていただくと言うことである。将

来的にやはり投資をかけて地域の魅力づくりにするような施設、そういったものの財源に

ついては、それの財源として国の補助金等を活用しながら整備を進めていくと言うような

形になっている。全体事業費の中で一般会計の予算の中で見れば、それも一緒ではないか

と言うようなご意見があるかもしれないが、町としてはそういった財源計画のもとに、こ

ういった整備をさせていただいているということで、ご理解いただければと思う。 

 

（参加者） 



まず一点目は基本的にサッカー場ありきの提案で、これが新聞等で報道されて、あの反

対意見ともあるはずなのに、それが一切報道されてないことを疑問に感じた。続いて二点

目、下市田地区ではそういう報道は一切ありませんでした。なおかつ、地区懇談会でも一

言もありませんでした。こんなことって常識的にはありえないですし、補正予算で 1 億の

土地買収は基本的に考えられないというように思う。 

孫がサッカーやっていて私自身もサッカー好きなため、この構想というのは基本的な飯

田下伊那全体で本格的なサッカー場を造るなら賛成する。サブグランドもあり、観客を動

員できる。こういう構想でない限り、拙速にやる必要性はないのではないかと思う。 

三点目、予算の執行の問題で言うとまさにこの子ども達に将来、経済効果も加えて言う

ならば、信大の情報学部を千早原で誘致する等、飯田市下伊那全体で各町村が協議してい

るようだが、先日、長野市の市長は、信大へ申し入れをしたようだが、まさに経済効果や

子どもたちのことを考えるのであれば、そういったところにお金を最優先として使うべき

だと思う。子どもたちのことを考えるならば、子どもたちの小中学校に天然芝のグラウン

ドを整備するほうが費用対効果も踏まえて、効果があるというように思う。 

先ほど情報学部との関係で言うと、ふるさと納税を使って飯田下伊那出身者の就学等で

苦労した本人達、家族も含めてそういう人たちに出資を促す中で、高森町が優先して実施

すれば、本格的に飯田下伊那に情報学部ができるだろうし、人口減少、経済現象が長野県

下で最悪とは言わないが、全体的には下りのエスカレーターの経済効果の中で生活してい

る。これは大変な危機的な状況である。そういった中で、サッカー場ありきで、予算が相

当あるのであれば何の否定もしないし、構わないと思う。提案された内容についても、フ

ットサル程度であれば、そこまでお金をかけなくてもありえるのかなと、それはそれであ

ると思う。しかしながら、そういった中で本格的な検討がなぜなされてこなかったのか、

職員の中でこういう構想が一回も出てこなかったのか。是非経過をお聞きしたいというふ

ように思う。 

 

（事務局） 

サッカー場をというところについては、県のサッカー協会の方から話があり、南信地域

諏訪上伊那下伊那の地域にいわゆる中北信東信にあるようなサッカー場が一枚もないとい

うことで、是非サッカー場の整備をしてくれないかと言うようなお話をいただいていたと

言うところからが話のスタートになっている。かわまちづくりの計画地で一旦は計画した

が、どうしても国有地との兼ね合いがあって、やることができなかったと言うこともあり、

ほたるパークを管理している山吹区とダイエーパチンコさんが撤退するというような条件

の中で、どのようにしたらよいかという検討の中で、一つの提案として地区へ出させてい

ただいたところ、非常に前向きに捉えていただいたと言うようなところであり、この計画

で現在考えているというのが経過である。 

続いて飯田下伊那全体でこういった計画を進めるべきではないかと言うことに関して、



全くもってそれについて大賛成である。しかし、飯田下伊那 14 市町村ある中で、どこの自

治体に何かを作るというものに対して、すべてが協力体制を組めるような状況ではないと

言うことをまずお伝えしなければいけない。それがどういうことなのかというと、アリー

ナの構想を見ていただければ、構想を立ち上げたきり前に進むこともなく、そういったも

のを整備しようと言う自治体と、必要ないという自治体の中で、なかなか全体調整が取れ

ないというのが現実であり、そしているうちに飯田市が先日出した意見書では、広域連合

では一回も話し合われたことがない千人規模という、いわゆる高森町の町民体育館とあま

り変わらないような規模の提案がされると言うような、わけのわからない状態に陥ってい

ると言うのが現実である。私としてそれを認めることもできないですし、ぜひ広域的にこ

ういった設備が考えられればいいが、そういうように考えるよりはきっかけがあった、そ

ういう声がかかった自治体で、それぞれの設備を整備して、町民の皆さんのみならず、飯

田下伊那の皆さんをはじめ、多くの皆さまが利用していただいて、収益性のあるような、

そういったものを考えていくのが良いのではないかという判断をさせていただいている。

信州大学の誘致については今日の新聞に出たと思うが、飯田下伊那の 14 市町村長連名の名

前で信大へ、ぜひこっちに来ていただきたいと言うようなお願いをさせていただいた。長

野市と飯田下伊那市地域の引き合いになるというような形の構図が今見えているのではな

いか、と言うこともあるが、それらについては最終的に信州大学が判断すべきことになる

ため、町としてはできる限りの努力をさせて頂きたいと思っている。 

飯田下伊那としては、ある程度のお金を準備して、信州大学の受け入れの準備を既に整

えていると言うことで、大体今ある広域振興基金 25億をそれに充当すると言うような形で、

現在準備をしていると言うことで、できる限りの形で、信州大学の情報関係学部がこの地

域に来ていただけると言うようなことを考えていきたいと思う。信州大学については、令

和 6 年度の新学部の開設を目指しており、信州大学の特性から言うと、1 年次は全学生が松

本キャンパス、2 年次以降が各学部のキャンパスに分かれると言うことになるため、令和 6

年から概ね定員 200 人規模と言うことで考えると、4 年間かけて卒業もするため 600 人、2

年生 3 年生 4 年生の生徒が徐々に増えてくると言うような状況になる。それに対応できる

かどうかと言うところで検討が進むと思う。飯田市とも協議をしている中で、当面はエス

バードの使われてない一棟を使って対応していき、その中で拡張して行くことや、先ほど

話した 25 億をどのように使うのかというようなところが最終的に検討されていくのでは、

と思っている。 

例えば千早原や下市田が河原など、そういったところに建物を建ててもらって、それで

整備をして行くという趣旨ではなく、長野市も工業工学部のところをさらに拡大すると言

うような形で検討しており、こちらについても当面ある施設を有効利用して行き、最終的

な形を目指していくっていうのが一番いいのではないかと考えている。 

小中学校に芝のグラウンドを、と言う話も出たが、そういったことも将来的には当然考

えていくべきことだと思う。高森中学校は長野県で一番広いブランドを持っているわけで



あるが、そのグラウンド全体を芝にして、維持管理をしてということになると、先ほどの

金額で追いつかないような金額になってしまう。さらに天然芝あるということになれば、

子どもたちの活動にも制限をかけながら養生しなきゃいけないというようなこともあるた

め、なかなかそこに踏み切ることができてない。芝生以外にもグラウンドの面として、適

切だと言われているゴムのような舗装みたいなものもあるため、将来的にそういったもの

についても考えたいとと思っている。大学に対してふるさと納税の出資ということである

が、まずは地域の企業の皆さんに出資をお願いすると言うのが一番の段階であり、その後

については企業版のふるさと納税の活用をして行くと言うことになるかと思う。どうして

も個人のふるさと納税について、各自治体の収入になってしまい、それはその自治体に対

してのものであるため、それを広域的な活動に対して充当するというのは少し難しいかと

思う。 

最後に職員に対してという話について、関係部署とは協議をする中で当然、検討を進め

てきた。最終的には地域の皆さんのご了解を得る中で、職員にも最終的な周知をさせてい

ただいている。 

 

（参加者） 

最初に歳入の部分で、730 万ほど入るのではないかという試算もされているが、ものがな

ければそこに来ると思うが、お金まで払って果たして来るかどうか。設備の状況を見れば、

中学生か高校生か一般のクラブが少し来るかどうかと言うような状況だと思うが、この試

算で見れば 500 万ぐらい入ってくるという試算だが、例えば 1 日 5 時間使っても、330 日

稼働しないとそれだけの収入はないということ。果して毎日使われるような設備なのかど

うか。ほかの学校にもグラウンドがある中で、お金を払ってまで来るような形の利用形態

が果たしてできるのかどうか。 

もう一つは歳出の方で、1100 万というように書いてあるが、先ほど人工芝でも 100 万か

ら 1000 万ほどの維持費がかかると言うような話もあり、設備全体を見ても果たしてこれで

行けるかどうか、その辺の試算というのは希望的な観測が大いに入っているのではないか

と思う。試算上どのような形で算出されたのかお聞きしたい。 

⇒歳入歳出について、県内にいくつか同じようなサッカー場がある。そちらの方に電話に

てお聞きした上で、高森町の実情も踏まえた試算である。細かなことはまだこれからだが、

このお話を進めていくにあたって、サッカーやられている方からは、この施設ができれば

凄く活用されるっていうお話はいただいている。これから担当としましても、もう少し精

査をさせていただく。さらには、歳入の方がより歳出を上回るような使われ方をするよう

な大会やイベントの誘致、そういった呼びかけも当然していく必要があると感じている。 

2 億円の町の支出をして、さらに 3 億 3000 万の借金をして、これが 20 年返済だとすれ

ば、毎月 1500 万から 2000 万近い支出、それに運営費の赤字部分あると毎年 2000 万か 2500

万ぐらいの押出をしながら、この施設を維持していくということを本当町にとっていいの



かどうか。まだ他にも町の中には、いくつかの課題があると思う。そちらの課題と比べて、

サッカー場のほうが優先度の高い事業のかどうか、議会の中で大いに揉んでもらって、見

通し等もよく見ながらこの事業を進めていただければと思う。 

 

（事務局） 

ご指摘の件については充分協議をさせていただきたいと思う。3 億 3000 万という借金を

するが、そのうちの約 1/2 については交付税に充当される部分であるため、実際は 3 億 3000

万の半分 1 億 6500 万が返済にするべき金額になって行くと言うことになる。 

ここが利用されるのかっていうところについて、この地域の皆さんは大会の度に中信や

北信まで出掛けていて、交通費を使いながら使用料を払って使わせていただいていると言

うのが現状である。そういう皆さんの負担等を考えれば、必ずしもプラスになる施設でな

ければいけないかと言うようなところも検討しなければいけないと思う。維持管理費や修

繕費については、ある程度町で負担をして、最終的に人件費等については事業者の収益の

中でやっていただけるような、そういう構築ができれば、町民体育館や高森ドームと変わ

りのないと考えている。それが適切かどうかと言うようなことも踏まえて、今後も話し合

いを進めたいと思う。 

 

（参加者） 

ダイエーさんのほうのフットサルの方は若い人たちがやっているため、すごいいいと思

うが、サッカー場のほうはもう少し検討してほしいと思う。広域連合で進めるのは本来じ

ゃないか思う。その中で、高森はこういう事業をしたいと提案をして、連合全体で進める

ような方法というのは考えられないかと思う。 

 

（事務局） 

松本のアルウィンのような 80億とか 100億をかかるような何万人収容の子ども達が見る

ための設備を作るというようなことであれば、県にも支援をいただかなければならない。

最終的には、広域連合等でも支援をしなければいけないという検討材料になると思うが、

今回の施設についてはそういうことではなく、フットボールセンターとして日本サッカー

協会が求めているものを求めているものを作っていくというような形を取る中で、サッカ

ーだけではなく、ほかの様々利用も考えてはいかなければならない。さらに町民の皆さん

に利用していただくような設備として考えなければいけないと言うことがあるとすれば、

高森町として作ることに問題はないのではないかなと思う。例えば今無い設備として考え

れば、専門の体育館がないというところを、今後どのように広域の中でご整備をして行く

のか考えていかなければいけない。松尾に芝生のグラウンドがあって、そこがラグビーの

グラウンドということになっているが、ラグビーはラグビーで専用のグラウンドが欲しい

という話も要望いただいている。それは各町村で分担をして、地域の皆さんがそれぞれ様々



なスポーツを楽しめるようなところを整備していくべきだと思う。今回、高森町に声が掛

かって、条件の良い場所があり、この様な話をさせていただいていると言うことで、それ

らについてはこう賛否両論あると思う。どうしてもかかるお金の話が優先されてしまうと

言うところはあるが、ある程度収益性をもって規格に合ったものを作ることで多くの皆さ

んが利用して頂けることが見込むことができる。予算を半分にして、中途半端なものを作

ると、結局は採算を取ることができず赤字が膨らんでいくということになる。 

広域連合で話をしてこいということであれば、広域連合で支援していただけないかと話

をするが、全部が飯田市１市での話し合いの中であれば、揉め事は起こらないと思うが、

広域連合の中でもいろんな町村があって、14 人の選挙で選ばれた首長がいて、それぞれの

考え方がある。それぞれの町村でできる役割を果たして行く形をとると言うことで、是非

今回提案をさせていただいている特に興味人口が多い、この競技の部分を高森町が先行し

てやることによって、将来的にも明るい未来もあるのではないかというようなことを考え

ているため、ご理解をいただければと思う。ほかの競技のものも高森町で作ってほしいと

いう話が今後出てくると思うが、一度に全てをというのは当然できない。ここら辺周辺を

スポーツの拠点の場所として、南信州地域の拠点にして行くちいう意向でまとまってくる

と、将来的には広域の投資や維持管理もお願いできると思うため、ご理解をお願いしたい

と思います。 

 

（参加者） 

一つはそもそもこの収支バランスが赤字だとわかっていながら進めるというのがよく理

解出来ない。蘭植物園も赤字が積み重なりなくなった。蘭植物園こそ唯一無二のもので、

他にないものだったため大切に育てていければ、特徴として出せたのではないかと思う。

サッカーはどこにもあり、長野県のなかで言えば、パルセイロや山雅がある。長野や松本、

あるいは地域的な上田が盛んである。飯田はやまびこ国体の時にラグビーの会場になった

ように、ラグビーが特化していて、他に無いのかと思う。施設として利用はされると思う、

赤字は変わらず、サッカー協会にいいように利用されるだけではないか。 

小中高は基本的に土のグラウンドで試合をしている。大会の決勝や、上の大会に行けば

芝だろうが、お金を払ってまでそうは使わないと思う。例えば、高校で言えばこういう施

設を使うときには県教委等に申請して減免措置で利用料も安くしてもらうようにしている

はず。それほど収入が見込めないと思う。大きな大会を呼ぶには観客席の数や駐車場の数

では、とても誘客してお金を取るような大会は呼べないため、そういった収入はほとんど

見込めなくなり主な収入源は利用料ぐらいだと思う。大きなギャップはそうは埋まらない。

赤字が積み重なっていくことになりかねない。これはサッカーだけでなく、どのスポーツ

もそうだが、競技人口数は年々減っている。 

歳出の方は明らかに多く、収入はそれほど見込めないと思う。少し先の展望が甘いので

はないだろうか。サッカー関係者にはとてもありがたい話だが、サッカー協会にいいよう



に利用されるだけで、地元の高森町の町民にはあまりメリットはないように思う。多目的

とかもあるが、飯田総合グラウンドの多目的広場と違って、あの大きさでは少年野球の試

合すらできない。できてもペタンクぐらいしかできないと思う。体育館もテニスとフット

サルと書いてあるが、例えばバレーとかバスケまでは想定されていない。もう少し町民全

体の人が有効活用できるように具体的に言わないと見通しが甘いような印象は受ける。 

 

（事務局） 

収支については、具体的なものは決まってない段階で積算もできない現状である。実際、

例えば一時間 3000 円とって本当にコートでやるのか、小中学生の減免どうするのかという

ところについて、まだそこまで考えが至っていない。当然、収支バランス的にここにある

ものは甘いといえば甘いと思う。稼働を上げるためにはどうしたらいいのか、町民の皆様

にご利用いただくために、どういうような事をしたらいいのかと言うことについても様々

な考え方があると思うが、きちんとしたものを作ってさえおけば利用する方法はあると言

うふうに思う。指定管理等を募集するような段階になれば、その皆さんがどういう事業を

するのか、どういう風に町民の皆さんへの利益還元をしていただけるのかというところも

提案の中に入ってくるが、この施設を作るにあたって考えられることとしては、まず稼働

がほとんどない平日昼間をどういうふうに町民の皆さんに解放して、お年寄りの皆さんの

健康教室や保育園の子どもたちのサッカー教室などで利用するか。どういうふうに組み合

わせて事業実施していくかで、そこに収益性が生まれるか生まれないか。そういったこと

を考えることが十分できる施設ではないかと思う。併設される屋内運動場の使い方次第で

は、収益のところについては解消することができるのか思うが、感度は人をそれぞれだと

思う。 

なぜサッカーなのか、ほかにも競技があるのではないかと言うようなところについて、

全くもってそう思われても仕方ないと思うが、高森には、高森中学校の体育館、町民体育

館、南北、小学校の体育館四つの体育館があり、屋内スポーツの皆さんは、きちんとした

規格の中でスポーツを行うことができている。さらに飯田下伊那には野球場については、

今宮球場と綿半グラウンドというきちんとした球場も県が整備して持っていて、利用する

ことができる。テニスについても押洞のテニスコートや天竜峡のテニスコートがきちんと

整備されている。ラグビーについては、大会のほとんどが松尾の総合グランドで行われて

いると言うような状況である。専用コートがどうしても欲しいと言う事があり、ラグビー

については今後についてもどういう要望があるのか、どういう財源があるのかというよう

なところをほかの町村の皆さんとも協議をして、最終的にどこかに整備するのがいいので

はないかと思っている。 

先ほど申された通り、グラウンドでサッカーをやるのが当たり前と言うふうに言われた

が、そんな環境を作っている南信州はどういう地域なのかという風に思う。高校でも中北

信はほとんど高校が人工芝のグラウンド思ってサッカーの競技をやっている。私立の高校



になれにば尚更だが、南信地域にはそういったものが何一つない。本物の競技をやりたい

と言って出ていく子どもたちを止めることは出来ない。サッカーの競技人口少ないと言わ

れたが、飯田下伊那ではかなりの数の方や団体があり、大会に出場する場合には遠征にな

ってしまい、試合以外のハンデを背負った状態で試合をしている。そういう現状を少しで

もこの地域全体で解消することが出来ればいいと言うふうに思う。 

収支のバランスについて、社会体育施設の位置づけになるため、例えば自益者負担の原

則はあるべきと思う。町民体育館についても町民の皆様であったとしても利用料を払って

いただくのがこれからの時代としては必要ではないかというふうには思っている。しかし、

実行できるかどうかっていうと話は別。利用していただくのに、町民の皆さんが利用料を

取らないようにして欲しいと言うことであれば、それも一つの選択肢になる。しかし、採

算が合う施設にならなくなっていくと言うのは当たり前。そういった施設を町で持つ必要

がないと判断されればそれは、その判断なのかもしれないが、今のサッカーの現状や、サ

ッカー人口の多さを考えると、将来に渡り子ども達の為や町民の皆さんの為にそういった

ところで整備することが必要ではないかと考えている。ご理解していただきたいと言う話

ではないが、そういう考えのもとで動いているということである。 

 

 

（参加者） 

今回の施設は公の施設として整備するということで、収益施設として整備するわけでは

ないということで間違いないか。 

 

（事務局） 

両方の側面を持った施設として整備をしたいと考えている。 

 

（参加者） 

その場合、こちらの施設の整備運営を通して得たい成果はどこに置いているのか。 

 

（事務局） 

公の施設としてということであれば、子どもたちやサッカーに関係する皆さんが利用し

ていただくための施設としての整備。それ以外に町民の皆さんの健康づくりの施設や様々

なイベントをやる施設というようなことを考えていくとすれば、それが収益施設になって

くると思う。一番の KPI の設定をするとすれば、医療費がどれだけ削減されていくのか、

運動不足の解消にどれだけ繋がったのか、外を利用して歩く、人工芝を利用してヨガや体

操が非常に流行っていると言うようなところで、そういったところを事業者として、どう

いう風に提案して実施していただけるかと言うようなところが、設定になってくるかと思

う。 



 

（参加者） 

町民に占めるこの施設の利用者の率が高まることが大事になってくるかと思うが、現状の

町民に占めるサッカー人口や今後必要とするサッカー人口の割合の想定があるのか。 

 

（事務局） 

公の施設プラス収益性を考えるということで考えると、町民の皆さんのサッカー人口だ

けはそこを利用するということではないため、町民の皆さんのサッカー人口を増やしたい

ということが町の目標になっているわけではない。今、屋外でスポーツをする子どもたち

の人口が減ってしまっている。中学でスポーツの部活をやろうとしない子どもたちが非常

に多くなってきている。体を動かす設備等の環境を整えることにより、ある程度チャンス

が生まれてくるというふうに考えている。この場所で幼時期にいろんな体験をすることに

より、全体の運動不足や、スポーツに対する見る目、そういったものを解消するというの

が全体の目的に最終的にはなると思う。 

 

（参加者） 

屋外スポーツに親しむ子どもを増やすことは非常にわかるが、サッカー場を作ることで 

屋外スポーツを楽しむ子どもの増加になぜつながるのか。また、成果として町民の健康度

の向上が成果なのではないかということだが、町民の方の利用は上がらないといけないと

いうことは、ほかの市町村の利用者の増加を共に考えると言うところになると思うが、そ

ちらとは別に町民対しての公の施設としての成果について考える必要があると思う、その

点はどうか。 

 

（事務局） 

サッカー場の整備一つのきっかけに過ぎない。先ほど申した通り、町民の皆さんやスポ

ーツを嫌う子ども達にスポーツを体験してもらうというところで、屋外屋内問わず、いろ

んな政策を町としてやっていかなければいけないと考える。ただ、学校施設を平日使うこ

とができず、休日は様々なイベントで埋まっていくというようなところもあるため、そう

いったところを一つでも多い施設の中で解消していくことを考えれば、先ほど申し上げた

平日の昼間というのは、施設がほとんど稼動しないような状況になるとすればそういうと

ころで、保育園の園児の皆さんにどういう体験をしていただくかや、場合によってはあっ

たかてらすに来られる皆さんに、人工芝の上で何か体験をしていただくのかというような

ことをやることにより、屋外のスポーツのみならず、屋内も含めてスポーツに対する見方

っていうのは変わっていくのではないかなと思っている。 

 

 



（参加者） 

有料利用していただけるであろう、20 歳前後の学生、そういった学生のサッカー人口が

どれほどいるのか把握しているのか。 

 

（事務局） 

細かな正確な数字までは把握してない。現状として、調査もまだしてない状態である。

しかし、中学校の部活動やユースチーム等の関係の方から、この施設ができた場合の利用

方法等はお聞きしている段階。今後そういったことを反映して、この収支バランスが取れ

るような施設になるような計画をして行きたいと考えている。 

 

（参加者） 

顧客の獲得をどうして行くかっていうところ、利用者の見込みもある程度立ててからで

ないと厳しいのかなというところがある。地域内のチームになるが、現在も利用している

施設があるわけであり、今使われている会場からこちらに移転するというメリット等があ

るのかどうか、そういったところがきちんと見極めないと厳しいように思う。 

 

（事務局） 

土日夜間の利用見込についてある程度分かっている。各種団体をはめ込んで行ったとし

ても、今行われている試合の一部をこっちに移して来たとしても土日夜間については、こ

の関係の皆様でえっと使いたいという皆さんはたくさんいると思うが、3000 円という金額

の設定の中で使用していただけるかどうかっていうのは、また別の話だと思う。利用者の

把握っていうその競技団体に対する利用者の把握や、その後どういうように利用していた

だけるかについては、もうすでにヒアリングを行っており、今後どのようにしていくか、

そこについては検討させていただいていると言うこと。町として融通できる指定管理者を

きちんと選んで、協会の紐付けにならないような形で運営をお願いしていきたいと考えて

いる。様々なスポーツの活動っていうものができるような環境を整えていきたいと考えて

いる。 

 

（参加者） 

筑北村のサッカー場は 300 ほどの観客席ということだが、その中での実際の収支は調べ

ているのか。調べているなら教えていただきたい。 

 

（事務局） 

お聞きはしたが、その中で具体的な金額はどうしても控えたいということで、料金設定

と稼働率っていうことで、何時から何時まで空いていて、その中でどのぐらい稼働されて

いるかというところまで、お聞きさせていただいた。今回もその稼働率や 3000 円という料



金いうところにこちらの試算の中で参考にさせていただいていている。具体的にその観客

規模に、対してどのぐらいの収益というのは把握できていない。 

 

（参加者） 

町の施設、例えば町民体育館とか町民グラウンドというような、健康維持とか推進とし

て考えると、なかなか歳入と歳出合わないと思う。ここのグラウンドに関しては、未来に

対する先行投資であると考える。環境観光やスポーツの推進というようなそういうところ

の先行投資であると思っている。この施設を使って町がどのように変わっていくのか、町

の人たちの生活がどのように変わるのか、観光がどう変わるのか。例えば農業とか特産品

というのがこの施設ができることによって、どういう効果が表れるのかっていうのをもっ

と知りたいなというのがある。先を見据えた、この施設ができたら自分たちがこういう動

きをしたらいい商売ができる、やいい使いかたができるぞ、良い生活ができるぞというよ

うな、同じような施設同じような規模の施設、そういういい情報や悪い情報も含めて、そ

ういう情報を頂けるともっと自分たちのイメージが湧くのかなと思う。 

 

（事務局） 

これから基本計画や、計画を進めていくところではあるが、今日のご意見を頂戴した中

で、検討して行く部分っていうのは多くあるというふうに改めて感じさせていただいた。

今後もこういった機会を作ることで、多くの皆さんのご意見を頂戴しながら、あのご理解

をいただける施設、また利用して頂ける施設になるように努めてまいりたい。 

 

５． 

（町長） 

できるだけでいろんなことができるものを整理するということは、決して採算が取れな

いなど、そういうものではないというように考えている。あとは町民の皆さんにどう利用

していただくか、どう活用ができるのかっていう、そこを考える人がいるかいないという、

最終的には人になっていくと思っている。そのため是非、もしこの計画をこのまま進めて

いくということであれば、その時点でここの運営を担っていただく人っていうものを、ぜ

ひ考えていかなければいけないと言うのを感じていている。その方がきちんと収益的なこ

とも含めて、いろんな事業ができるためにはどうすればいいのかというと、きちんとした

先行投資をすることだと思っている。過去の高森町はイニシャルコストを安くという話の

中で、規模を縮小し、結果使われない施設を作ってしまう経過がある。先行投資してやる

べきことをやることで、その後のいろんな展開を広げることができたのにというようなも

のがいくつかあると思う。そのため、事業規模を縮小するといったことについては、全く

考えていない。どうやって町民の皆さんに理解をしていただき、できるだけこう歳出を抑

えるような形をどういうふうにできるのかっていうことを、ぜひ皆さんと一緒に考え、今



後この地域、この後かわまちづくりについても話も含め、南信州地域のリニアから一番近

い素晴らしい拠点となる場所になるように、高森町が利益が得られるように、住民の皆さ

んとしっかり懇談をする機会をこれからも設けていきたい。今後とも是非宜しくお願いし

たいと思う。 


