
ほたるパーク周辺開発事業 町民説明会 ＠吉田区 

会議記録 

 

日 時  令和4年 8月 5日（金）19：00～ 吉田区民会館 

 

出席者  参加者 32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 

・教委橋本主事・主査髙田 

 

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

 

【区長あいさつ】 

 吉田区長 光沢 文登 様 

新型コロナ、7月 28 日にレベルとなった。町内での感染者多いが、今回は制限

や規制はない。マスク手洗など感染防止対策を個人でお願いしたい。昨日公民館の

分館長主事会。秋祭りについて煙火は実施、子ども神輿は中止。吉田の里、ぱどま

園長と相談しているが実施の方向。春祭りの中止によって、囃子部と獅子部はそろ

そろなにかを実施したいとの意向があり境内で簡単に予定。９月まではコロナの状

況がどうなるか分からないが、さらに拡大していけば中止の判断をするが、花火だ

けは寄付もいただいているので上げさせていただく。10 月の区民会館のふれあい

広場は、高齢者 150 名集まって飲食をするということで中止とする。区の文化祭

は支館長中心として検討中。何かの形で実施したい。 

今日のテーマはほたるパーク周辺整備事業。ある地域では考える会を結成して意

見交換をされている地区もある。吉田区でも私の所へ数名意見を求める方はいたが、

反対というものではない。今日の参加のみなさんも内容を聞いてみたいという方が

多いと思う。よくお聞きいただき、質問などをしていただきたい。 

せっかく作るのならば、サッカーの町になるようなものにしていただきたい。サ

ッカーボールを子供に配ってサッカーにふれあってもらう、町民区民のスポーツ大

会でもサッカーを取り入れるなど、そういったことをやっていっていただきたい。 

 

壬生 町長 

新型コロナに関し、昨日からぱどまが一部休園となっている。小中学生を含め感



染が広がっているということはないが、家庭内に持ち込まれた場合はほぼ全員がか

かる。BM-5 は非常に感染力が強い。ただ重症者病棟はほとんど使われていない、

指定感染症の為入院という措置をとらなければならないときもあるが、ほとんどの

皆さんが自宅療養で回復されている。全国の知事でも 5 類に下げた方がいいとい

う意見ともっとしっかり対策をという意見で２分している。医師と相談しても「も

ういいだろう」という意見もある。注意することは大事だが、過度な反応をせず、

レベル５とはなっているが施設制限はかけていない。中学校の部活動も自由にやっ

ていただいている。本日、広島平和のバスにも 53名が出発した。 

サッカー場の関係について、高森町からの説明が不足しているという意見がある。

経過を申し上げれば、町へサッカー協会から、私が町長になってすぐ、かわまちづ

くり構想の中にサッカー場をという依頼があったのが始まりになる。中北信と比較

して、南信地域にはサッカーをやれるグラウンドが 1面もない。全国大会のような

大きな大会につながる大会を実施できず、松本市などに出かけて試合をせざるを得

ない。環境が整っていないことで、地区大会から勝ち上がっていってもなかなか実

力が発揮できず、南信地域にサッカー場を求める意見があった。残念ながらかわま

ちづくり予定地にはサッカー場は入らず断念した。パチンコ屋さんの閉店とほたる

パークの利活用の観点から、パチンコ屋さんの閉店のタイミングでサッカー場の計

画を出したというところで、山吹区の皆さんにおおむねの了解をいただき、昨年度

２月に全町向けの説明会を実施して事業化した次第。新型コロナの影響もあり、こ

ういった形の説明会を実施することができず説明が不足してきたことについては

お詫び申し上げる。はなしをお聞きいただいて、ぜひ前向きな意見をいただければ

と思います。 

 

【資料説明】 

事務局 

 

【意見交換】 

■参加者 

町には御大の館という野球に関連している施設がある。須坂のグラウンドでは野球も

できるような形。野球よりもサッカーの整備を優先する経過を聞きたい。 

 

⇒事務局 

どちらを優先したということはない。これまで野球は町民グラウンドを整備し利

用いただいている。サッカーやラグビーは普段の練習から芝のグラウンドを求めら



れる。県協会からの要望もあり、地域全体として不足しているものなので整備する。 

野球の球場は、下伊那では今宮球場、三日市場県営球場、また閉鎖してしまうが

(株)乾光精機製作所にもグラウンドがあって町も利用させていただいていた。野球

などに関しても協議はしていきたい。 

 

■参加者 

下伊那に芝生のサッカー場がないという。この地域には川路のグラウンド、松尾のグ

ラウンドがある。伊那市や茅野市にもある。練習場がないというが、実際にある。認識

が間違っているのではないか。 

 

⇒事務局 

公式のサッカーコートとして利用できるものがない。川路は子供が芝生を植えて

今年から管理するとのことだが、維持が続いていくかどうかわからないと聞いてい

る。公式戦で使えるのは松尾と伊那など。スタンドを備えたコートは練習で利用で

きるものではなく、ラグビーやサッカーの公式戦で利用されていて、通常の中学生

高校生が練習で利用できるものではないと聞いている。いずれも天然芝のグラウン

ドであるので、9～11 月ころが養生期間となり、また傷み具合によっては 1 年間

利用できないこともある。ラグビー協会から聞いているのは、松尾のグラウンドは

ちょうど養生期間にあたるので花園の予選会ができず、場合によっては岐阜で開催

したりしているとのこと。今回設置するコートでは、ラグビーの実施は難しいので、

他市町村も含めてラグビーができる環境を検討する必要があると考えている。長野

県サッカー協会が指定しているサッカーコートが不足しているということ。 

 

■参加者 

テレビが入るような地方大会はできないと聞いている。 

 

⇒事務局 

J リーグの公式試合はできないが、練習試合を組むことはできる。J リーグの公

式戦は 1 万人以上収容できるグラウンドであることが要件であり、県では松本ア

ルウィンでないと開催できない。ここで出来る公式戦は、Jリーグユースチームや

中学、高校、大学などの公式戦が実施できる。 

 

 

 



■参加者 

今度配布される議会だよりに、町長の発言で「この計画は決まっているから」とある

が実際は決まってないと思う。決まっているかどうかはっきりしてほしい。 

 

⇒事務局 

議会において事業全体を議決する機能はない。今回のように全体の計画がある中

で事業を数年かけて行う場合、クラブハウスは今年度予算として認めていただき、

サッカー場は来年度の予算に計上することとなり、予算についてはクラブハウスと

サッカー場を別々に認めていただくことになる。行政としては、計画のすべてを説

明させていただいて、そのうえでクラブハウスの予算を認めていただいたので、当

然この計画全体を認めていただいたという認識でいる。議会からすれば、まだサッ

カー場の予算は認めていないということだと認識している。 

 

■参加者 

それは議会に失礼では。議会はみんなの意見を聞いて決める場。行政に意見を言えな

いのはおかしい。何のための議会なのか。 

 

⇒事務局 

昨年 11月から議会に対して丁寧に説明させていただいて、この計画を進めさせ

ていただきたいとお願いさせていただき、進めていいのではないかとお答えをいた

だいたうえで町民向け説明会を実施してきている。事業としては決まっているとい

う認識が議会に対して失礼だという考え方について、いろんな考え方があると思う

が、議員の皆さんも町民に対して説明する必要もあるのではと思う。 

 

■参加者 

息子がエスカーダ高森でサッカーしている。サッカー場の話が出てきて個人としては

賛成している。筑北村のサッカー場で昨年 10 月に、長野県の小学生が集まる大会で、

勝てば全国に繋がり、決勝はテレビ中継される大会にも参加してきた。筑北村のサッカ

ー場自体はとてもきれいなサッカー場だが、残念なのは本当に山の中にあるので一本道

のような場所を通っていく。高森の予定地は国道からのアクセスも良く、下平駅もあっ

て電車を使って高校生なども車を使わずに来ることができる。筑北村のサッカー場の立

地ではサッカーの試合に関係ある人しか来ないが、高森の予定地ではドンキの買い物の

時にもサッカーをやっているのを見てもらえて、小さい子にも興味を持ってもらえる。

サッカーだけではなく、体を動かすことを楽しいと思ってもらえることに繋がる。ほた



るパークの場所に、サッカー場でなくても運動場を作るということ自体が非常に有意義

だと思う。サッカー場であっても作る場所が山の上のであれば反対したと思うし、ほた

るパークの跡地を運動場に使うということであれば、サッカー場でなくても賛成した。

いろんな意見があると思うが、ぜひいい形で進めていただきたい。 

 

■参加者 

総事業費10億７千万円。補助金が４億５千万円。地方債と一般財源を合わせて約６

億円で、これが私どもの負担。保育園をつくったり、これから改修したりと大変。確か

にスポーツ施設はあればいいと思うが、事業費の町民一人当たりの負担が大きい。それ

だけのメリットがあるのか。 

 

⇒事務局 

地方債の仕組みとして、借入するお金の１部は返済時に交付税で戻ってくる形に

なる。一般財源のうち 1億円はすでに土地購入費として使っているので、残りの一

般財源として必要となるのは１億２千万円ほどとなる。 

町の財政状況について、これまでの報道の通り、過去の苦しい状況からみれば、

現在は非常に楽になっているのが現状。ぱどまや新みつば保育園に 4 億円ずつ補

助。下市田保育園や山吹保育園の改修についても来年以降行う予定。資金はふるさ

と納税をつみたてていた基金で賄うことができる。これまでいろんな事業をやらせ

ていただいた。事業が長期にわたらないようにやりきる、補助金もきちんといただ

く、起債も交付税参入の高いものを選択するなどの形をとった結果、これまで財政

状況の悪い町であったが、おかげさまで財政指標は非常に改善し、現在比較すると、

実質公債費比率も将来負担比率も隣の豊丘村よりも良い数値となっている。未来の

子ども達へのもの、リニアなど投資的経費については、これまで計画的に蓄えてき

たもの、どのように選択して事業に使用するか計画しお示ししている。建設費につ

いて町民の皆さんに大きな負担を強いるものではない。 

ランニングコストは負担になってくるが、その考え方はいろいろ。受益者負担の

原則を持つのであれば、利用する方に一部負担をお願いするなどを計画していけば、

土日や平日夜間はほとんどがサッカー利用で埋まってくるので、そういった方から

一部負担を頂くことでかなりの収益になる。ただし本当にそれでいいのかをよく検

討している。たとえば高森町の子供が使うのに１時間何千円も利用料を取るのか、

町民体育館も一部の人しか使わないのに同じように利用料を採らなくていいのか、

いろんな課題が出てくる。最終的にはこの施設だけでなく、いろんな施設を含めて

考えていきたい。 



■参加者 

南信地域に必要との事であれば、南信地域全体で考えることではないか。なぜ高森町

民だけが負担するのか。マイクロプラスチック流出抑制対策は町がやるのか指定管理者

がやるのか。 

 

⇒事務局 

南信地域全体でお金を出し合って作れるのであればそれが一番いい。ただ、各自

治体がどの分野を担って何をあきらめるのかの選択をしている。14 市町村全体で

はアリーナ一つでもまとまらない状況。飯田下伊那だけでも香川県や大阪府と同じ

面積があり、下伊那 14市町村、さらに上伊那や諏訪地域まで含めて話し合うとし

てもいつまでたってもできない。 

そこを高森町で担う必要はないかもしれないが、現に高森町で特に屋外スポーツ

をする子たちは環境が整わず苦労している。そういった皆さんが練習などをできる

環境を提供し、また町外の皆さんやチームが利用する際は一定の利用料をいただい

ていくのが良いと考えている。 

マイクロプラスチックの問題、対策や管理は指定管理者が実施する。その分も含

めて指定管理をお願いしていく。 

 

■参加者 

マイクロプラスチック流出抑制対策を指定管理者がきちんとやっていることを町が

検証するのか。南信地域全体でやるのが難しいとの事だが働きかけはしたのか。 

 

⇒事務局 

管理は指定管理者が行い、管理状況は町がチェックする。定期的に排出状況の確

認などは行う。 

町から他市町村に広域全体で話し合いを持つなどの働きかけはしていない。ただ

県サッカー協会は飯田市とも話をしており、駅前開発により費用的に厳しくサッカ

ー場の整備は難しいという回答があって、そのあと高森町に話があったため、高森

町として必要なものかどうか検討した。今の小中学生をみると外で運動することを

好まない子供が増えている。高森中学校のスポーツテストの成績も下がっている。

出来るだけ体を動かすことは将来にとって必要なこと。サッカー場と屋内運動場と

して整備するが、そこをどう活用していろんなことをやっていくかということを含

めて町の施設として考えていきたい。 

 



■参加者 

指定管理者が山雅になった。山雅になるとサッカーが誘致できるのか。ほかの地域の

施設は職員が担っている。メリットは何か。 

 

⇒事務局 

指定管理とは、町が指定した施設の管理をお願いするのが1番の目的なので、管

理のための費用は町が負担する。ただし指定管理者はその施設を使って自由に自主

事業ができる。つまり町から指定管理料をもらわなくても済むようにするために、

スポーツ教室やスポーツイベントを組むことや収益性の高い事業を行うことが許

可される。現在は共同検討をする方として、一般社団法人松本山雅 SC南信という

法人を選定し、その方々であればこの施設をどう利活用して何ができるのか、町は

どこまで何をお願いするのかを共に考え、収益性の高いイベントが見込めるなど、

可能であれば指定管理料を引き下げるお願いをする。こういったお願いをしていく

ために指定管理制度を活用する。共同検討者は株式会社松本山雅ではなく、一般社

団法人松本山雅SC南信であり、こういった業務を請け負うための社団法人であり、

関係はあるが松本山雅の試合などをプロデュースする会社とは別になる。あくまで

の地域のスポーツ活動に貢献しようという団体。 

 

■参加者 

サッカー場は専門の人がやるから、芝生が傷むから子供たちは使えないと聞いたが。 

 

⇒事務局 

皆さんが利用するためにある。松本山雅やアザリー飯田も保育園のスポーツ教室

をやっていたりするが、グラウンドよりもクッションの効いた人工芝でやったほう

が子どもたちの為にもなる。そういうことに活用していく為に整備するので、そう

いったことを言う方がいたら、皆で使える施設だと教えてあげてほしい。 

 

■参加者 

松尾の運動場にはスタンドがある。ここにはスタンドがないのか。 

この場所には地主がいっぱいいる。地主への支払いが相当な額になると思うが。 

カインズホーム、ドンキ、マツモトキヨシ、竜神大橋ができれば竜東からも人が来る

ようになる。下平・竜口地区などの地元地域や近隣企業の協力が必要。照明など地域の

皆さんの苦情が出る気がする。 

この地域はサッカーよりラグビーが盛んなのでここでできないのは残念。 



蘭植物園、湯が洞など苦労して作ったが、いい結果が出ていない。 

サッカー場という名前が良くない。サッカーしかできないと感じる。ラグビーをやっ

て明治大学を呼べば最高に客が入る。観客席がないと厳しい。 

御大や湯が洞は町民の人がいない。飯田市の人がほとんど。ほんとに町民が愛し合え

る施設になるよう心掛けてほしい。 

水害の影響がありそうだが地震の時の避難所に役立つ。 

総合グラウンドを作ることには反対せず賛成する。 

 

⇒事務局 

観客席は、今の計画だと 450 名程度が入れるもので計画。松尾グラウンドのス

タンドは 3000 人くらい。プロの試合は 10,000人以上集客できる場所が必要。ラ

グビーのプロリーグも同じくらい求められる。10,000 人収容のスタジアムを作る

となると、松本の陸上競技場の予算を参考におおむね 100～120 億円が必要。町

の身の丈に合ったもので、地域の皆さんがいろんな形で利活用いただけるものを考

えていきたい。 

地主との関係について、土地はすでに買い取っているので地主への支払いは発生

しない。クラブハウスは民間の方が買い取り、町が改修する。町が年間 600 万円

の家賃をお支払いし、そのうち 350万円が固定資産税で帰ってくる。年間 300万

円ほどの支出となる。この建物は現在 1億を超える評価の建物であるので、買い取

るのと年間 300 万円で賃借するのを比べても十分元が取れるという様な金額だと

試算した。 

これまでの間に山吹区、特に上平の皆さんとはしっかり協議をしていて、近隣と

協議した結果をもって、町民向け説明会を開催している。近隣では快く受け入れて

くれている。お店では売り上げにもつながる。筑北村では近くのコンビニに行くの

も大変。ここでは近くで買い物ができるので非常に利便性がいいこともあり、お店

にも喜んでいただいている。尾地先生には、けがの際はクリニックは専門外なので

きちんとした対応をするようにと言われている。 

湯が洞御大はそれなりの設備をつくって当時はにぎわっていた。コロナ禍の影響

あったが、現在宿泊はほぼ満室、お風呂も 2年前程度に戻ってきている。行くと顔

を合わせてしまうので町民の方が利用しづらいのかもしれない。宴会はコロナの影

響が大きく、コロナが明けて大人数の宴会ができるようになったらぜひ利用してい

ただきたい。前の指定管理者から中央アルプスリゾートに変わった。コロナが広が

り変更前の指定管理者へ管理料 7000万円を支払い維持したが、中央アルプスリゾ

ートの営業努力もあって一昨年の指定管理料は 1,600 万円でなんとかやることが



できた。蘭植物園についてはいろんなご意見がある。個人的には営業していくもの

に行政が手を出すことに課題があったことと、やるのであればお金をしっかりかけ

なかったことが原因と思っている。当時は選挙になり、最終的にはやる方が当選し、

議会からも費用を絞るよう言われ、当初計画 10億円から最終的に 3億円の事業費

になり、魅力を発信できる施設にならなかったと感じている。 

この施設はこの費用で十分利用価値のある施設ができ、利用者もいる。維持管理

にはお金がかかるが、営業を目的とする施設と同列にするのではなく、ここは体育

館や公民館などの文教施設と同列でみていただければありがたい。 

 

■参加者 

クラブハウスでフットサルができるのは良いと思うが、天井が低くて本当にできるの

か気になるが。 

 

⇒事務局 

フットサルは屋内の場合、天井の高さは高ければ高いほどいいと思うが、ルール

として天井に当たれば相手ボールのキックインというルールがあり、使用する施設

に合わせてプレーする。テニスにおけるインドアテニスでも同様に天井にあたれば

アウト。改修で天井を高くすることはできないので、屋内のルールにのっとって、

この施設の中でできるようにプレーしていただく。 

 

■参加者 

蘭植物園は失敗したが、失敗したらツケは町民。今度のサッカー場は失敗したらだれ

が責任をとるのか。 

 

⇒事務局 

私が責任を取るという言い方ができればいいが、10 年後 20 年後に生きている

かもわからないので責任を取るということもできないと思う。 

成功する、失敗する、失敗したらどうするではなく、どうやって成功させるかだ

と思っている。きちんと利活用して頂くことをメインに、例えば公費負担があって

も、子供が笑顔でサッカーをできて、町民がいろんな形で利用することができる施

設にしたいと考えている。 

 

 

 



■参加者 

実際に失敗することがあり得る。その場合の責任は町民ということで良いか。 

 

⇒事務局 

例えば蘭植物園について、うまくいかなかったことから、そのあとどう活用する

かを考えるのが大事。誰が悪いではなく、その場所をどう活用していくか考えてい

くのは、いま生きている私たち。私は蘭植物園についても、何とか違う形でまちづ

くりの拠点にしていくよう一生懸命考えている。町民の皆さんにご迷惑おかけしな

いように考えている。 

新しい施設ができる場合において、誰かの責任という考え方ではなく、どのよう

に利活用して、運営して、町民の皆さんの負担を少なく、またいろんな利活用がで

きるということを考える。 

 

■参加者 

そもそも、なぜパチンコ屋さんが無くなることがわかって、そこにサッカー場をつく

ろうと思ったのか。 

 

⇒事務局 

パチンコ屋さんなくなるという情報については、パチンコ屋さんが施設をどこか

に売ろうとしているという情報と、パチンコ屋さんの経営が非常に厳しくなったと

いう情報が金融機関から話があった。もしかすると町としてありがたくない業者を

選択して売ってしまうかもしれないという話をいただいたところから、そういった

情報を整理し、今のような決断をした。 

 

■参加者 

クラブハウスの建物は民間事業者が買ったのであれば、その事業者が直せばいいので

はないか。そうすればクラブハウスの負担はないのではないか。 

 

⇒事務局 

不動産業者に改修をお願いすれば、その分の賃料が上がってくるので同じことに

なる。 

 

 

 



■参加者 

町が入るのではなく、不動産業者と山雅で組んでもらってやってもらえればいいので

は。 

 

⇒事務局 

もともとほたるパークについては町所有の場所なので建物だけの話になるが、建

物だけでは魅力がすくないので、サッカー場を合わせて計画している。 

 

■参加者 

なぜ高森だけが負担しなければいけないのか。皆さんが利用できるところであればい

いが、サッカーとテニスだけ。バドミントンやボルダリングなど他にも盛んになってい

るものもある。あくまでもサッカーばかり。子どもがサッカーをやっている人は良いか

もしれないが、いまはサッカーをする子が少なくてサッカーチームができない状況と聞

いた。そんな状況の中でもサッカーで進めるのか。 

 

⇒事務局 

ほかの競技、例えばバドミントンであれは町民体育館や小中学校の体育館がある。

あくまでも屋外の競技については、グラウンドはあるが整備の行き届いたものがな

い。すべての競技においてグラウンドを作ることができればそれが一番素晴らしい

が、それはなかなか難しい。サッカーの競技人口について、サッカー部に所属する

子が若干少ないというだけで、クラブチームに所属する子も含めればサッカー人口

は非常に多い。 

 

■参加者 

駐車場やサッカー場に照明が付くことによって、周辺の田んぼへの影響という話は、

山吹区との協議の中では出てきたか。 

 

⇒事務局 

もともとパチンコ屋さんの駐車場は 12 時近くまでついていて、アピタから

MEGAドン・キホーテに代わって現在は 12時まで照明が付いている。夜間照明は

使うが、それで大きな影響が出るものではないが、地元からはホタルの時期には気

を付けてほしいという要望をいただき、駐車場も調光ができる LED の照明にして

いる。 

 



壬生 町長 

なぜ作るのかという意見が多かった。ここに来るまでの間、小学生、中学生、保護

者、若い世代との懇談をさせていただく中、特に子育てにかかわる皆さんから、ぜひ

こういった施設をつくって子どもたちが夢を描ける環境を整えてほしいという意見

をいただいている。冒頭で区長からサッカーの町という話や町民の運動会がこの場所

で出来るといいという話もあったがまったくもってその通り。サッカーの町は言い過

ぎかもしれないが、やはり環境が人を育てるということも少なからずある。上市田の

子で１名が松本山雅のユースに入り活躍していて、過去には外国リーグからも声がか

かった子もいる。最後に夢をつかむことができなかったかもしれないが、そういうチ

ャンスに恵まれることが重要。それよりもいろんな皆さんがいろんな環境の中で自分

の選択肢を広げることができる。また子供たちがどうしてもゲームに走ってしまうな

かで、体育館やグラウンドで好きなように体を動かすことができるようにすること、

さらに魅力的に発信しいろんな地域の皆さんからも期待されるような施設にしてい

くことが、民間の皆さんと協力してやっていくこれからあり方だと考えている。 

あと 3 か所の区の皆さんとも協議を経て、最終的にいろんな皆さんのご意見も反

映しながらどういった施設にしていくか方向性をとお示ししてまいりますので、ぜひ

ご理解とご協力をお願いしたい。 


