
ほたるパーク周辺開発事業 町民説明会 ＠出原区 

会議記録 

 

日 時  令和4年 8月 26日（金）19：00～ 出原区民会館 

 

出席者  参加者 23名 

      町  壬生町長・三沢建設課長・岩崎建設課課長補佐・宮内係長 

・教委遠山主任・主査髙田 

 

――――――――――――――― 以下、会議内容 ―――――――――――――― 

 

【区長あいさつ】 

出原区長 大沢 悦男 区長 

町長は、まちづくりは人づくりという話をされている。私は区を作ることがまちづ

くりと考えている。出原区は小さな区であり、独立世帯の割合が少ない。非常にコミ

ュニティの幅がある区ではないかと思っている。数年前に区でサロンを立ち上げた。

ふれあいをしながら交流を図ることは非常に重要なこと。来週には全町一斉の防災訓

練がある。主には安否確認を実施。いざ有事の際は普段のコミュニケーションが大事。

ふれあいを重要に考えていきたい。 

今日は町からのほたるパークに関する説明がある。それぞれのご意見をいただき有

意義な時間になればいいと思う。 

 

【町長あいさつ】 

壬生 町長 

今日はまちづくり懇談会ということで、昨年はワークショップ形式でお願いしてい

たが、今年は 21地区に形式と内容について考えていただき、皆さんが日頃考えてい

ることを町に伝える場、将来に向けて一緒に考えていく場になるような懇談会をお願

いしていた。 

新型コロナウイルス第７波の終息のめどはたっていない。飯田下伊那の病床使用率

も非常に高い状態。今日は 14 名の感染と発表。盆明けから一番多い時で 25 名、少

ない時でも十数名という状態。多くの方が感染しているが、大半の方が自宅で治療で



きる状況。地域活動については止めることなく実行してまいりたい。 

防災訓練について、周りの自治体は中止や延期としているが、コロナ禍であっても

災害発生の可能性はあるので、そういったことを見越して高森町は予定通り実施する

計画をしている。それぞれ忙しい中ではありますがご協力をお願いしたい。 

町から用意させていただいている議題は、ほたるパーク周辺整備事業について。主

にサッカー場とクラブハウスについて意見交換をお願いしたい。 

この件については様々な新聞紙上では議論が十分でないというご意見を頂いてい

る。住民の皆さんに説明する機会が少なかったことについては非常に申し訳なく思っ

ている。山吹地域、下平河原、高森町の人口減少対策、様々な面を見たとしても、青

少年の皆さんが夢を描けるという施設が高森町の中にあるということで、一つの経済

活動にも人口減少対策にもなる。 

これまでの経過もお伝えしながら説明させていただくのでご意見をいただきたい。 

 

【資料説明】 

事務局 

 

【意見交換】 

■参加者 

説明が足りないので説明を求める。建物とかはどうでもよくて、我々の治める税金を

使って整備するのだからお金のことを聞きたい。以前の説明会では収支の説明があった

が、今日の説明の中に収支の説明がなかった。最初から赤字と分かっていて始めている。

２月の段階では明確な回答がなく、収支については甘いと指摘した。赤字と分かってい

て事業を始める理由を求めたが詳しい回答はなく、今日は説明もなかったのでその説明

がほしい。 

議会もなぜ何も言わなかったかと思うが、事業費が当初見込みより大幅に上がってい

るが、そのことに対する説明がない。お金のことは私たちに直接かかわることなのでき

ちんと説明をしてほしい。 

 

⇒事務局 

前回の説明会の資料より、収支の関係は、収入 730 万円に対して支出が 1,100

万円で約400万円の赤字という説明。これは近隣同施設の利用状況を参考に算出。 

今回収支に関する資料がないのは、共同検討をしていく事業者が一般社団法人松

本山雅 SC南信に決まり、こことどういう事業ができるかという検討、また JFA公

認ピッチとすることで、サッカー協会の試合が組み込まれることで収支がかなり変



わってくることから、あえてお示しせずに、もう少し詰めていきたいと考えている。 

当然どういった収支を見込んでいくかは今後示していかなければならないと考

えている。 

事業費が８億円から 10億円７千万円に増額となった件について、資材価格高騰

と、関係者との懇談による要望により追加した設備や大雨などの防災面に対する設

備、環境面に配慮した設備を見直してきた中で事業費が増えてきた。 

当初は基本計画に基づく概略でアバウトな数値であったが、今回は基本設計によ

る積み上げの結果こういった数字となっている。 

 

■参加者 

その事業費は議会で承認されているのか。 

 

⇒事務局 

クラブハウスや土地購入など、すでに進めている事業の予算は承認されているが、

サッカー場設備に関する予算についてはこれから承認を得ていくことになる。 

 

■参加者 

サッカー場の建設はある日突然知った印象。毎年まちづくり懇談会があるが、そこで

も話がなく、気が付いたら始まっていて、今さら意見を言っても変更できない状態にな

っている気がする。説明を聞いて賛成も反対もいると思うが、事業は進んでいく。説明

をしたから承認を得たと思われるのは何か変な感じがする。説明を聞くと立派なものが

できると思う。有効に活用できて町が活気づくならとてもいいことだと思うが、今の町

の財政上、これだけの大金を使うことがこの短期間で決まってしまっていいのか。もっ

と時間をかけて検討すべきでは。 

人工芝は耐久性の高いものを使うということだが、芝だけでなく、芝の下層の部分ま

で含めて全体の維持管理費も気になる。耐久性や張り替え費用についてはこの維持管理

費の中に入っているのか。いろんな費用があいまいだが、細かく確認するにはもっと時

間がいるのでは。 

400 万円の赤字は毎年なのか。増える可能性もあるのか。更新となればまた費用が

かかるのか。やってみたらもっとお金がかかったとなっては困る。お金がかかってもこ

ういうことが望めるなど、もっと納得できる話をしてほしい。 

これだけのことをやるなら細かい事まで町民に対してもっと前に説明をすべき。赤字

以上の未来があるなど、みんなが納得できるように説明を。絶対に黒字にはならないと

思う。いい事業だけど、みんなが覚悟できていないうちに進んでいってしまうのは良く



ないのでは。 

 

⇒事務局 

色んな状況の中で国の補助金がついたりして一足飛びで進んだということと、説

明が足りてなかったのであれば、それは非常に申し訳なかったと思う。町としては

２月の公開予算査定としてケーブルテレビで放送し、全町向け説明会を開催し、さ

らに４月広報にこういった形で進めていくと説明し、いろんな形でご同意いただけ

るよう手続きをしてきたつもり。それでも説明不足というお声をいただき、７地区

で説明をさせていただいている。 

コロナウイルスの合間を縫っていろんな説明ができなかったことについては非

常に申し訳なく思っている。本日の説明会で一通りご説明させていただいている。 

財政状況について、一時高森町は非常に財政状況が悪い、駒ヶ根市と並んで県内

で１、２番悪いという新聞報道をなされてきた。ここ数年の報道でもある通り、現

在はそういったことはなく、むしろ対岸の豊丘村よりも財政状況が良くなっている

状況。 

皆様のご協力や、事業に対する国などの補助金をもらえており、財政状況は非常

に改善していて、私が財政担当の職員であったときは４億円しかなかった基金も現

在２０億円ほどとなり、なんとか持ち直してきていて、借り入れについても返済が

進んでいる。これからリニア新時代を迎えるにあたって、この２０億円をそのまま

積んでおくという考え方もあるかもしれないが、何らかの形で活かしていって、活

力のある地域をつくる計画をしていくことが重要だと考えている。 

ここで一般財源３億円ほどを使ったとしても大きく財政状況が変わるものでは

ない。 

ここは蘭植物園や湯が洞御大のような営業施設ではなく、スポーツ施設であり文

教施設という位置づけ。採算をとろうと思えばそのための利用料を設定していけば

いくらでもできると思っているが、今のところ町民の皆さんから利用料を取るつも

りはない。そうすれば赤字となるのは当然で、町民体育館や町民グラウンドと同じ。

もしこの施設を採算をとる施設にするということが町民の皆さんのお考えであれ

ば、町民体育館や公民館といった場所も見直していく。高森町は他の自治体と違い、

利用料や照明使用料などをほとんどとっていない。そういった点も見直し、全体の

施設で利用料を取る努力をして、町民の皆さんからも受益者負担をいただくべきと

いうお声があれば、試算の根拠金額である、サッカー場であれば１時間 3,000 円

の使用料をとることが妥当かどうかという議論をしていくべきではないかと考え

ている。 



ただ、指定管理料を含む 1,100 万円が年間でかかるが、これにより町の財政に

大きく影響するものではない。逆にふるさと納税などで使用目的にサッカー場運営

をいれて、さらに 1,100 万円以上入ってくる努力をして、そこから得た費用を運

営費に充てていくのが良いと考えている。 

町民の皆さんに利用して頂けるかという点、土日はスポーツ少年団や中学校、高

校の部活動などのサッカー関係者が使うのがメインになるが、それ以外でないと使

えない施設になってしまうかもしれないが、年間の調整会議で町民の皆さんが利用

できる日を設けて、人工芝を経験したり、屋外運動場でのニュースポーツやヨガな

どを含めた利用によって町民の皆さんの健康づくりが進み、医療費負担額の縮小に

つながればかなり町の財政を助けていただけることになる。 

共同検討者でも町からの指定管理料を少なくするためにイベントを組むなどを

検討してくれている。立地がいい場所になるので、サッカー以外でもイベントなど

を通して、町内の方が集まる努力や、農業をやっている皆さんが販売する企画など、

いろんなイベントを開くことで、十分経済効果も生み出せる施設だと思っている。 

これまでの説明不足という指摘やこれから詳細が決まってくることもあり、さら

にご説明しなければならないこともあるが、私からのお願いは、ここを営業施設だ

と思わないでいただきたい。ここを営業施設で採算をとる施設として提案しておら

ず、そういった説明もしていない。子どもたちがここでスポーツをする、お年寄り

の皆さんがいろんな体験や健康増進をできる新たな場所として整備していきたい、 

 

■参加者 

今の話を聞いてちょっと安心した。ここで経営を成り立たせようと考えていたら大き

な間違いだと思う。町長としてある程度の赤字を覚悟していて、それでも町の財政が十

分、総合的に考えて十分見合うんだという考えがしっかりあるのであればいいかと思う。 

人がいっぱい集まる場所になる。この地域はいろんな大きな施設があるので渋滞など

の心配がある。ここは小型家電の回収をするときも渋滞になる。道路の関係も良く考え

てほしい。 

 

⇒事務局 

MEGAドンキホーテになって特に土日はものすごい人。今でも国道と山吹下の交

差点は、特に右折車があると非常に混雑する。あと 3年ほど経つと竜神大橋ができ

ると、国道の位置を少し高くするなど国道の計画を見直し、八日市場線もそれに合

わせて見直すなど、跨線橋から東は改良が必要と考える。信号機を付けるのは既存

の信号から近いので難しい。 



竜神大橋が開通するまでの間、若干心配はあるが、大きな大会の際に大会参加者

に一方通行をお願いするなど、協力いただけるよう努めて参りたい。 

 

■参加者 

下市田の考える会のチラシが投かんされていたのを見た。説明不足の点など、サッカ

ー場建設に関して私が感じているのと近いと思った。 

8月 25日に町長と考える会の懇談会があったとのこと。その結果がどういう話をさ

れたのか知りたい。 

チラシを見て知ったのは、クラブハウスの改築に 3 億円、建物の賃借料は毎年 600

万円との事だが、それは支出予定の 1,100 万円に含まれているのか。それではすまな

いのではないか。実際に分かっている費用があるのに説明されていない。実はこれだけ

掛かります、ここは文教施設なので町が負担していきます、町が負担するということは

町民の税金が使われる。素晴らしい施設なので税金で負担していいと、大勢が考えてい

るならいいが、アバウトな説明で、できてしまえば費用が増えたとしても納得するしか

ないという状況。 

説明会に参加しているのに、その説明がなかったことに、ある種不信感を感じる。き

ちんと説明したうえでみんなが納得して、いい施設だから作ろうとなればいいが、後々

になって問題が出てくるのではないか。 

 

⇒事務局 

昨日のサッカー場を考える会との懇談をさせていただいた。結果は本日の新聞報

道のとおり。私からは町の計画についてご理解をお願いしたいというお話をさせて

いただいたが、もっと説明をしなければまずいのではという意見や、クラブハウス

の契約について民間事業者が建物を買い取り、それを賃貸するという、これまで上

平地区を中心に説明をしてきたことであるが、そういったことや金額についての説

明をするべきなどご意見をいただき、９月議会への契約議案の提出をやめてほしい

という依頼をいただいた。予算審議の中でも話題になった話だが、600万円の賃借

料を支払うが、固定資産税や土地の賃貸料を差し引くと 300 万円ほどが実際の賃

借料になってくる。これは運営費 1,100 万円には含まれていないので、これを合

計すれば 1,400 万円となるかも知れないが、町としてこれは賃貸借契約の中で考

えており、運営費には含んでいない。「議案を出さないでほしい」「私は議案を上程

するためにここに来ている」ということの平行線であった。 

 

 



■参加者 

賃借料も入っていると考えていたが入っていなかった。後からいろいろ出てくるとど

うしようもないが、他にはもうこれもあったという後出しはないか。 

 

⇒事務局 

光熱水費のように積算のできる費用と臨時的に発生する経費をどれくらい見込

むかにより、実際の管理費の変動はどうしても起こる。町の他の施設でも同様。例

えば福祉センターのエアコンが壊れれば、壊れたままにはしておけないので数百万

円かけて修繕する。そういった費用はどうしても発生する。運営費の中にはどうし

ても発生する光熱水費や人件費を含む指定管理料で、指定管理料は管理者がこの場

所でほかの事業収入を得ていくと減ってくる。町のお願いする事業と、指定管理者

が営業収入を得ながら行う事業がどのくらいになるのかが明確になってこないと、

どのくらいの費用になるか、町の持ち出しがあるかどうかも明確になってこない。

営業許可をした以上、ここでスポーツイベントを行うなどが可能になり、そこから

得る収入をどう見込んでいくかによって、最終的に年間の指定管理料がどうなって

いくかという計画を練っている最中である。これ以外の経費については無いとは言

い切れないため、そういったものはその都度の当初予算で検討していくこととなる。 

 

■参加者 

わからないことがあるのは分かるが、そのなかでどのくらいかかるかを見込んで計画

するべきではないか。２倍３倍になってしまったでは困る。 

 

⇒事務局 

町はいろんなものにお金がかかっているので、そういったものを平準化して数値

を出すことはできるが、予算はこの施設だけで回している訳ではないので、最終的

にはどうやりくりしていくかという話になる。 

ただ、例えばこの施設はふるさと納税で運営すると決めさえすれば、町はふるさ

と納税だけで運営することは十分に可能。例えばこの 2 年間で保育園新築への補

助金として６億円ほど支出しているが、これは保育園新築の為にふるさと納税をた

め続けて、その目的のために支出している。年間 1,600 万円の湯が洞御大の指定

管理料の一部もふるさと納税の一部を充てている。 

直接住民の皆さんからいただく税金から運営に充てることがまかりならんとい

うことであれば、町としてはそういう方向も考えるが、どうしても入ってくるもの

と全体で使うものは年間 70億円の予算の中での振り分けになっているので、その



中で町民の皆さんにご迷惑おかけすることのないように進めて参るということで、

ぜひご理解をいただきたい。 

 

■参加者 

一番はこれが永続的にできるのかどうかということ。例えばMEGA ドンキホーテに

行くときに見てみたら、駐車場にほとんど車が止まっていないとなれば、もうやめたほ

うがいいとなる。そうならないように、もっと前向きに利活用していくことが大事。そ

ういう部分に力を入れて、指定管理者が運営する中で、町も知恵を出し合ってやってい

くことが大事。やることはもう決定したことなので、今後どう運営していくかを考えて

ほしいと思う。 

 

⇒事務局 

利活用について、南信地域には芝のサッカー場がない。これをつくると、サッカ

ー場に関しては町民の皆さんを優先で予約を入れないと他で予約をとられてしま

う状況になる。ただそれが永続的に続くかに関して、他地域にサッカー場ができた

時にどうなるかということについては、よく町として検証していかなければいけな

い。近隣では飯島町ではホッケー場をつくって国体を開催した後、2029年からサ

ッカー場としていく検討していると聞いているが、ホッケーに人工芝はあまりよく

ないと聞いているので、もし飯島町では天然芝で整備するのであれば、ここと協力

してサッカーのゲームをやっていくなどは十分可能と考えている。 

屋内運動場について少し不安な部分があったが、いろんな団体から利用したいと

声を聴いている。今日も長野県初の３on３プロチームがお見えになり、ここでいろ

んな活動をさせてほしいという依頼をいただいたりしている。そういったことも含

めどういった活用をしていくか整理し、そうはいっても町民の皆さんに使っていた

だく施設でもあるので、しっかり検討して持続可能な施設になるように努めて参り

たい。 

 

■参加者 

今回の地元説明会のすべてに参加した。最初はサッカー場の図面も完成していなくて

どうするのかと思うくらいお粗末だったが、よく検討し視察をして、しっかり考えてよ

くここまでいい施設計画を作ったと感心している。反対のビラ配りがあるが、その内容

は中途半端で、それに対して町長はしっかりすべて説明している。職員時代の経験を活

かし、蘭植物園がなぜ失敗したのかということも踏まえて事業を計画している。 

この計画は宝石のようなもの。一回作って運営者に任せるだけではなく、どんどん磨



き上げて、飯田下伊那でサッカーの聖地となるような場所にしてほしい。子ども達から

将来の Jリーガーや海外リーグで活躍選手が生まれ、ルーツはこの場所だと言われたら

すごくうれしい事。 

そのための予算もしっかり組めていて、どうしていくか提案が出てきている。いろん

な反対意見もあると思う。説明会を開けば反対意見を言いたい人が集まり、賛成だと声

を上げる人は少ないが、いい事業だと思っている人もたくさんいる。 

この計画は中途半端なものにならないように完遂してほしい。最大限の応援をしたい。

いろんな意見があるが、きちんと議会の承認を得ているもの。きちんと予算を上程し、

最高のものを作ってほしい。 

 

 

 

壬生 町長 

サッカー場についても、様々なご意見をいただき誠にありがとうございました。い

ろんな形で物事が決まっていく過程の中で、条件なども含めて町民の皆さんへの説明

がうまくいっていない部分があるということについて、各地区でもお詫び申し上げて

きたが、非常に申し訳なかったと思っている。 

採算をとる施設にはならないかもしれないが、町民の皆さんが利活用できて夢を描

ける施設には絶対にしたいと考えている。ぜひご理解をいただければと思いますし、

またご意見をいただきたい。 


