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  佐久総合運動公園野球場地域説明会 質疑応答要旨 
 

 

◇説明会 

日時：平成 27年 5月 18日(月) 午後 7時から 8時 40分 

会場：佐久市役所本庁 8階 大会議室 

 

◇公園全体の整備について 

番号 質問要旨 市回答要旨 

１ 運動公園内に散策や散歩で周辺集

落からも簡単に行かれるようにして

ほしい。 

園内の中央には歩道付の幹線園路を

整備する計画になっています。 

また、園内の外周に散策路が計画され

ていますので、そこへの接続が可能か検

討していきます。 

２ 植栽などを行い、散歩などで使える

憩いの場にして欲しい。 

今後、公園全体の植栽計画を作成し整

備を行っていく予定です。 

３ 駐車場の台数は1台でも多くしても

らいたい。 

実施設計の際に計画敷地内で、1台で

も多く駐車できるように検討して行き

ます。 

４ 野球場奥側の緑地から、雨天時に土

砂が流れてくることがあるので、対応

をお願いしたい。 

工事の順序もありますが、今後、対策

を検討していきます。 

 

 

◇開催予定の大会等について 

番号 質問要旨 市回答要旨 

１ 高校野球の県大会は実際に誘致す

るのか。 

高野連に招致活動を行いながら、現

在、小諸南城公園野球場で行っている

春、秋の東信大会を佐久で開催できるよ

うにしたいと考えています。 

２ 

 

これまで高野連の大会を開催して

いる小諸南城公園野球場の内野スタ

ンドの収容人数は 3,500人だが、佐久

は1,600人で高野連の大会を呼ぶこと

は出来ないのではないか。 

今春の第 132回北信越地区高等学校

野球長野県大会東信予選会が県営上田

野球場において 5月 2日から 10日まで

の６日間で行われました。 

その内、一日の入場者数が一番多かっ

たのは、5月 5日の県大会への代表決定

戦で３試合の合計が 1,933名でした。 

第一試合の佐久長聖高校対小諸商業

高校戦の観客が一番多く、約 1,500人の

入場者が推察されます。 

また、昨年の第 96回全国高等学校野

球選手権長野大会が県営上田野球場に

おいて 7月 13日から 21日までの内、 

8日間行われました。 

その内、３日間は約 2,000~2,200 人の

入場者数がありました。 
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一試合あたりの平均入場者数が一番

多かったのは、7月 21日のベスト 8決

定戦で２試合の合計が 2,032名でした。 

第一試合の地球環境高校対小海高校

戦、第二試合の上田西高校対須坂園芸高

校戦の観客は一試合あたり、約 1,000～

1,200人の入場者が推測されます。 

従いまして、佐久市で計画している内

野スタンドの収用人数が1,600人ありま

すので対応は可能と考えます。 

３ 

 

 

高校野球の県大会ベスト 16程度の

試合は開催できる施設にしてほしい。 

高野連に招致活動を継続して行って

いきます。 

東信地区では県営上田野球場で夏の

県大会が開催されていることから、県大

会の試合を招致するのは難しいと考え

ます。 

東信地区エリアの利用を考えた施設

として、県営の上田野球場を超えた施設

の建設は難しいので、今の計画規模を佐

久市の適正な規模と考えています。 

観戦する施設というより市民の皆様

自身が利用する施設として考えていま

す。 

４ プロ野球の招致は考えていないか。 

 

プロ野球の開催は考えていません。 

県内でも１年間に１～２試合が開催

される程度で、今年も長野オリンピック

スタジアムで１回のみの開催であり、プ

ロ野球を開催する見込みが少ないこと

から、プロ野球を招致する計画はありま

せん。 

野球場整備のコンセプトとして試合

を観戦する球場ではなく、市民の皆様に

利用していただく野球場として考えて

います。 

《参考》  

開催年 会  場 対戦カード 入場者数 

2015(H27) 6/23 長野オリンピックスタジアム 広島 vs阪神 開催前 

2014(H26) 9/ 2 長野オリンピックスタジアム 巨人 vs広島 24,786 人 

2013(H25) 8/20 長野オリンピックスタジアム 巨人 vsヤクルト 22,651 人 

6/21 長野オリンピックスタジアム 横浜 vs阪神 雨天中止 

2012(H24) 8/14 

8/12 

長野オリンピックスタジアム 横浜 vs中日 17,546 人 

松本市野球場 横浜 vs中日 12,881 人 

6/22 長野オリンピックスタジアム 巨人 vsヤクルト 26,025 人 

2011(H23) 8/ 9 長野オリンピックスタジアム 横浜 vs巨人 24,809 人 

2010(H22) 8/17 長野オリンピックスタジアム 横浜 vs阪神 23,677 人 

7/27 長野オリンピックスタジアム 巨人 vs中日 26,977 人 

※出典：入場者数はＮＰＢ(日本野球機構)オフィシャルサイト統計データより 
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◇野球場の施設について 

番号 質問要旨 市回答要旨 

１ グラウンドの仕様で外野が未決定

となっているが、内野はクレー、外野

は天然芝がいいと思う。 

今回の説明会で皆様の意見を伺い、ま

た、実際に利用される競技関係者と協議

し、利用の仕方やコスト等を検討して最

終決定していきます。 

２ 

 

ファールボールが駐車場に出てし

まうことが考えられるが、防球ネット

は考えているのか。 

硬式の社会人野球の公式戦が開催

可能な球場にしてほしい。 

運営上、支障の無いように防球ネット

の高さ等、実施設計の中で検討していき

ます。 

 

３ 基本設計を見直して収容人員を増

やし、県内外の人が集う野球場にして

欲しい。 

 

実施設計を行うにあたり基本設計の

大幅な変更はできませんが、限られた事

業費の中で工夫をし、収容人数を増やす

検討をしていきます。 

４ 事業費が限られていて、要望を取り

入れられないなら予め言うべきであ

る。 

限られた事業費の中で使い易い施設

を整備していきます。 

 

５ 内野スタンドが通路で分かれてい

るのは利用しにくい。 

実施設計のなかで、競技関係者の皆様

と協議しながら検討していきます。 

６ 野球場の太陽との方角の考慮はど

うなっているか。 

基本設計時にも守備を対象とした方

角の考慮はしているが、再度、調整して

いきます。 

７ 

 

照明が県営上田よりも暗いのでは

ないか。   

 

夜間の公式試合の利用があまり望め

ないことなどから照明施設につきまし

ては、一般競技に対応する内野 750ルク

ス、外野 400ルクスとしております。  

なお、この数字はあくまで前回の基本

設計を見直した時の数値(1995)であり、

その後ＪＩＳ照度基準が変更(2011)に

なっておりますので、今回の実施設計に

おいて見直していきます。 

 

 
◇その他 

番号 質問要旨 市回答要旨 

１ 市営球場は年間どのくらいの利用数が

あるのか。 

平成 26年度の実績で 1万 200人です。 

 

２ 

 

昨年の陸上競技場でのパルセイロの試

合時の駐車場の状況は。 

運動公園の駐車場は臨時駐車場を含

めて 600台確保しました。 

その他、佐久リサーチパーク内の㈱

ホクトの駐車場(200台)と中込駅周辺

の駐車場(300台)からのシャトルバス

で対応可能でありました。 
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◇野球場の施設について（意見） 

番号 意            見 

１ グラウンドはプロ野球を呼べる規格になっているが、実際にプロ野球の開催

が見込めないのであれば、規格を下げて両翼を狭くして、内野スタンドを多く

して収容人数を多くした方がいいのではないか。 

２ 一階のレイアウトで医務室はグラウンド側でない方が良い。 

審判室や本部席、放送記者席は隣接していないと使いづらい。 

３ バックネット裏の個席をベンチ席にして、経費を削減し、その分スタンドの

収用人数を増やしたほうが良い。 

４ 会議室をもっと広くしたほうが良い。 

５ シャワー室は、開催する大会の規模によって必要、不必要がある。 

６ 県営上田野球場は天然芝だが、芝の状態があまり良くない。維持管理も大変

だと聞いている。 

外野の芝生は利用できる期間や維持管理のことも踏まえて決めていってもら

いたい。 

※ご意見は実施設計の中で検討させていただきます。 

 


