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【背景】 

長野県松本市にあるプロサッカーリーグ（Jリーグ）に

加盟するサッカークラブである松本山雅FC。松本山雅

FCは1965年に設立され、昨シーズンの2018年、J2優

勝を果たし、2015年以来 2度目のJ1に昇格した。松本

山雅FCの 2015年シーズンの経済波及効果は年間約54.5

億円。J2昇格 1年目の2012年シーズンの24.2億円と比

べると約30億円の増加がみられた（表1）。これはホー

ム戦でのホーム側観客数、アウェイ側観客数、アウェイ

戦での観客数、いずれもの増加によるものとされるが、

特にホーム戦でのアウェイ側観客消費の増加が目立って

おり、アウェイサポーターが訪れたことによる場内消費

のほか、スタジアム外での飲食費や土産物購入費、宿泊

費といった消費効果が大きかったとされる（図1）。今

シーズンの2019年も2015年同様、J1昇格による経済波

及効果が期待されている。県外から訪れるアウェイサポ

ーターは観戦のついでに松本周辺を観光し、その様子を

SNSやブログなどのネットメディアを通じて情報発信を

行う。このような経済波及効果に含まれないメディア露

出やアウェイサポーターの情報拡散力によるシティセー

ルス効果は計り知れない。しかしながらサンプロアルウ

ィンをホームスタジアムとした観客動員とそこから生み

出される経済効果は、ほぼ最大の水準にまで達している

(表 2)。クラブ創設50周年にあたる2015年には、松本

山雅ドリームビジョンが発表された（図2）。その中の

「未来づくり」に貢献するスタジアムビジョンとして、

アルウィンの改修を長野県に要望することや、街中多機

能複合型スタジアムの建設の実現を目指すための新スタ

ジアム検討会議を設置することなどが盛り込まれたが、

一部の市民からは批判も出た。表１-経済波及効果の算出 

（出典：民間シンクタンクSCOPによる松本山雅 FCの経済波及効果分析より）

 

図1-アウェイサポーターの増加と消費効果 

（出典：民間シンクタンクSCOPによる松本山雅 FCの経済波及効果分析より） 

 

図2-松本山雅ドリームビジョンイメージ映像

2018年、信州大学は長野県の次代を担う「100年企

業」創出を目指す新しい地域活性事業として「リサー

チ・フェロー」を募集した（図 3）。松本山雅FCはリ

サーチ・フェローの受入企業として手を挙げ、ミッシ

ョンテーマに「地域資源と総合運動施設の融合による

地域活性化事業の立案及び実行」と題し、地域観光資

源（温泉街）との協業を強化し、サッカーの活動拠点

（練習拠点）エリアにおける新しい活性化の仕組みを

ソフト面、ハード面共に創出して欲しいと課題を掲げ

た。松本山雅FCの練習拠点のあるかりがねサッカー場

の周辺地域には「松本の奥座敷」として長らく親しま

れてきた美ヶ原温泉、浅間温泉といった温泉街が存在

する。このエリアには野球場、テニスコート、総合体

育館などのスポーツ施設が多く立地している（図

4）。松本城などの市街を訪れるインバウンド観光客は

増えているものの、隣接するこれら温泉街に観光客は

取り込めておらず（図5）、特に浅間温泉周辺では休

廃業する宿も増えるなどしていることが課題となって

いる。 

https://youtu.be/EXZ9hbgmFBw


図3-信州「100年企業創出プログラム」概念図 

 
-信州「100年企業創出プログラム」とは- 

信州大学は、平成30年6月より、中小企業庁のモデル事業として、

「信州100年企業創出プログラム」を始めた。これは、首都圏で高度な

専門性を持って活躍し、新しいことにチャレンジしたい人材に対して、

地方の企業に入り、新しいワーク・ライフや次世代企業創造を考えるプ

ログラムである。信州大学の「研究員」となって、ウィークデイは企業

で課題解決、週末はそれを大学に持ち帰って研究し、参画企業の生産性

向上や持続的な成長シナリオの作成に挑戦する新しい地方創生事業。 

図4-浅間温泉〜美ヶ原温泉エリア 

図5-浅間温泉〜美ヶ原温泉エリア 

 

図6-松本市の観光客利用者数、浅間温泉の観光客利用者数・インバウンド利用者数 

Jリーグでは、本拠地として定めた特定の市町村を「ホ

ームタウン」と呼び、それぞれのホームタウンにおいて

「地域社会と一体となって社会貢献活動を含むクラブ作

りを行い、サッカーをはじめとするスポーツの普及及び

振興に努める」というホームタウン活動がある。このホ

ームタウン活動の一環として、伝統ある温泉地の資源と

スポーツ施設を活かしたまちづくりを推進し、先の松本

山雅ドリームビジョンにも掲げた松本山雅らしいまちづ

くりを目指すプロジェクトが、地元金融機関の仲介によ

り立ち上がろうとしている。松本山雅FCの目指す街中

多機能複合型スタジアムの建設を前に、地域住民に支持

されながら、どのようにしたら、斜陽となった温泉街を

活性化させられるのか。松本山雅FCが「100年企業」と

なるためには、どのような態度で地域活性を行うべき

か。街中多機能複合型スタジアムの建設をドリームビジ

ョンに掲げているが、週に1度しか行われない試合のた

めの箱物に投資する時代ではなくなった現代、日本の公

共事業のあり方にも見直しが必要な時期がきている。そ

のような時代の流れのなかで、松本山雅FCはどのよう

な「まちづくり」を行うべきか、研究を行なった。 

 

【研究方法】 

本研究では、筆者が2018年10月〜2019年 3月まで、

週 3日は松本山雅FCのコミュニケーション推進部に所

属し、週1日は信州大学のゼミに参加し教授や研究員か

ら助言を頂き、松本山雅FCの松本という地域において

の成り立ちや、浅間温泉の歴史を、民俗学的、人類学的

なアプローチの元にフィールドワークを行い調査した。

また、旅行統計から特に若い世代の旅行における行動パ

ターンの変化や、楽しみ方の変化を研究した。 

  

【研究・調査･分析結果】 

日本における旅行業の発展は戦後の高度経済成長と同

期しているといえよう。高度経済成長期には首都圏の企

業の慰安旅行などで盛んになった団体旅行。浅間温泉の

全盛期だった1960年代半ば、宿泊客の中心はこれら団

体旅行の人々だった。しかし、2000年代に入った頃から

これら従来型の観光は衰退し、旅行に対し観光客が求め

るものが変化していった。観光客の求めるものは、かつ

ての団体客のための宴会歓待型から、個人や家族による

体験を軸とした「自分だけのオリジナリティーのある

旅」に変わりつつあり、単に有名観光地を巡るだけでは

なく、テーマや目的を明確にし、それに沿った訪問地の

選択、体験・交流型などの「ニューツーリズム」がとり

わけ人気がある。寂れた温泉街の代名詞となっていた熱

海は2011年には246万人と落ち込んだ宿泊客数が、た

った4年後の 2015年には 308万人へと短期間に20％以

上も急上昇したため、V字回復した観光地と言われてい

る。この熱海復活の要因の一つは20代〜30代の若い世

代の観光客の増加である。そして彼ら若い世代は従来型



の観光ではなく「旅行で何が体験できるのか」を最も重

視するという。 

  

20代〜30代の若い世代とは、ミレニアル世代と呼ばれ

る 2000年以降に成人・あるいは社会人になる世代を指

す。彼らミレニアル世代に対する意識調査のなかでも特

徴的とされるのが「シェアリング・エコノミー」との親

和性の高さだ。「シェアリング・エコノミー」とは、場

所・モノ・交通手段などを多くの人と共有することによ

り、必要な人が、必要なタイミングで、必要なだけ利用

できる経済上の仕組みを指す。日本国内のミレニアル世

代へのアンケート調査によるとシェアハウス、民泊マッ

チングサービスをはじめとした【場所】のシェアサービ

スの利用意向は6割強の65%。そもそもシェアリング・

エコノミーの嚆矢は2008年に開始された「Airbnb」で

あるがその後、様々なものを対象としたサービスが登場

している（図6）。ミレニアル世代の消費傾向は「モノ

をあまり持ちたくない」「合理性を重視する」「体験・

つながりを大事にしたい」とシェアサービスの特性とリ

ンクする部分が多数であり”消費そのものに対する考え

方”は彼らの親世代とはまったく違う。彼らの親世代に

あたる、子どもを持つ40～50代の既婚男女603名に、

シェアサービスの利用について質問した調査（※）で

は、利用に抵抗が「ある」人が 79％と約8割に。利用に

抵抗が「ない」と回答した人はわずか21％にとどまる結

果となった。対して、ミレニアル世代に同じ質問をする

と、「利用に抵抗がない」人の割合は62％に。ミレニア

ル世代のシェアサービス受容度は、親世代のおよそ3倍

にのぼる。 

 
図6-海外におけるシェアリング・エコノミー型サービスの例 

※出典：ジャパンネット銀行「シェアリング・エコノミー」サービスをテーマに、日本国内

の18～25歳の男女500名へ実施したアンケート調査 

松本山雅FCはホームタウン活動の一環として、斜陽と

なった温泉街の地域活性のためのまちづくりに参画する

計画を立てている。このまちづくりには、若い世代の観

光客を取り込む必要がある。彼ら若い世代は従来の日本

の公共事業が行ってきた新しい箱物の建設を好まない。

地元金融機関が中心となり、事業再生対象の宿泊施設の

宿泊事業プロデュースを松本山雅FCが行うことが検討

されているが施設を取り壊し、すべてを新たに作り変え

るのではなく、リノベーション、リユースを行うことで

新築建築よりも魅力的な「場」を作るべきである。レヴ

ィ＝ストロースはこれを「ブリコラージュ」と呼んだ。

ブリコラージュとはレヴィ＝ストロースによれば「あり

あわせの道具材料を用いて自分の手でものを作る」こと

にほかならない。芸術、特に現代アートの世界はブリコ

ラージュで満ちている。ブリコラージュによる表現には

完成や終わりがない。「ありあわせの道具材料を用い

る」のだからできあがるものは絶えず「ゆれ動き」をは

らんでいる。「ゆらぎ」や「ずれ」をはらんでいるから

こそ、また次のものを作らなければならないし、次のも

のを作っても、完成はしない。よってまたブリコラージ

ュする。このようにどんどんと変形を重ねていくことに

より豊かな文化の世界が形成される。 

  

古民家などの既存の建築物を自らの手で古材をリユース

しながらリノベーションする若者が増加しているが、ま

さに彼らはブリコラージュ的才能を持っているといえよ

う。この感覚は若い世代の「シェアリング・エコノミ

ー」の感覚と共鳴すると考える。多くの人と共有し、共

感し、体験やつながりを大事にしたい。若い世代を当該

の温泉街に呼び込むためには、体験・交流型の「エクス

ペリエンス」がまちに存在し、且つまちづくり自体に若

者が参加・体験できることが必要である。この手法は松

本山雅FCにとっては馴染みがある。松本山雅FCは J1

に昇格した今もなお、ホームゲーム運営をチーム自らと

ボランティア組織「チームバモス」とで行う。親会社の

いない松本山雅FCは資金の問題もあったがスポンサー

企業やサポーターをはじめとするステークホルダーに頼

ることで愛されてきた市民クラブでもある。この山雅ス

タイルとも呼ばれる「巻き込み力」でまちづくりに若者

を巻き込み、伝統ある温泉街の資源をブリコラージュし

てまちを多くの人とともに自らの手で作っていく。 

  

当該地域である浅間温泉には古くから外湯文化がある。

外湯とは温泉街に存在する宿泊施設を伴わない公衆浴場

をさす。内湯に対する対義語であるが、その昔、温泉は

みんなの共有財産で誰かの所有物ではないという考えか

ら湯船は源泉が湧出する場所に共同の浴場として整備さ

れ旅館はその周辺に建てられた。外湯の多くは、地元の

人が管理している共同浴場である。浅間温泉には数多く



の外湯が存在するが、一般に開放されているのは 3軒の

みである（仙気の湯、港の湯、倉下の湯）。観光客には

開放されておらず、閉鎖的である。このことからも、ま

ちづくりの参画には、まずは地元の人々とコミュニケー

ションを重ねることから始めねばならない。 

 

松本は民藝のまちといわれる。城下町・松本は江戸時代

からさまざまな職人がおひざ元に集められ、匠の技が発

展した。民芸品として有名な「松本民芸家具」の創始

者・池田三四郎は戦争で一旦途切れた松本の木工技術を

復興させるために腕利きの木工職人を集めて洋家具を作

らせるようになった（図7）。池田三四郎は、民藝の父

と呼ばれる柳宗悦（やなぎむねよし）、バーナー

ド・リーチとも交流を持ち、松本民芸家具の礎を築い

た。民藝とは「民衆的工藝」の略語で、柳宗悦の提唱

により生まれた概念である。日本各地の焼き

物、染織、漆器、木竹工などの日用雑器、朝鮮

王朝時代の美術工芸品、江戸時代の仏教行者・仏

像彫刻家・木喰の仏像など、西洋的な意味でのアート作

品、高価な古美術品でもない「名も無き職人の手から生

み出された日常の生活道具」をさす。民藝の父・柳宗悦

は民藝には美術品に負けない美しさがあると唱え、美は

生活の中にあると語った。柳は「用の美」と言ったがあ

る物を自分の目的のために変形して使うのではなく、木

や土など自然物の中にすでに隠れている本来の機能を職

人が自然物の声を聴き、無心で取り出すことで民芸品を

作ると、それを使用する庶民の感覚にぴたりとはまり、

その形には美しさが宿るという考えだ。松本は多くの民

芸品が存在し、毎年５月にはクラフトフェアが開催され

「工芸の五月」として各所で展示やイベントも行われ

る。このような松本の地域性を慮り、歴史ある温泉街の

土地の声を聴きながら「手仕事＝ブリコラージュ」でま

ちづくりを進めることが鍵を握ると筆者は考える。

 
図7松本民芸館内観 

【考察・今後の展開】 

 2019年 9月より当該地域の事業再生が開始予定であ

る。松本山雅FCは本研究・調査・分析結果を元に事業

に参画する所存である。この地域活性化事業は日本プロ

サッカーリーグ（Jリーグ）にとって初めての取り組み

となる。25周年を迎えたJリーグは「Jリーグをつかお

う！」というキーワードを掲げ「単なるサッカー団体の

枠を超え、地域を豊かにしていく公器でありたい」と、

従来の「サッカー団体が何かを提供しているにすぎな

い」段階から「自己満足ではなく、地域の本質的ないろ

いろな社会課題を解決していく」段階へ発展を遂げよう

としている。まさにサッカー業界は地元の地域課題解決

を行う段階へと突入したといえよう。松本山雅FCがホ

ームタウン活動の一環として、本事業に参画することは

まさに「単なるサッカー団体の枠を超え」ている。そし

て松本山雅ホテル（仮称）は「地域を豊かにする公器」

となることであろう（図8）。 

 

図8-筆者が想像する「100年企業」となった未来の松本山雅FCイメージ 
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