
第 4 回サポーターカンファレンス 

2016.1.30(土)10:30～12:30 

出席者： 

株式会社ゼルビア代表取締役 ：下川浩之 

事業部長    ：大友健寿 

強化部長    ：丸山竜平 

運営担当    ：田口智基 

広報担当    ：近藤安弘 

サポーターカンファレンス運営委員 ：委員 8名 

FC町田ゼルビアサポーター  ：60名強 

司会 ： 松永敦 

記録 ： 小里玲 

 

第一部 (以下、敬称略) 

 

松永： 

まず本日のタイムスケジュールにつきましてご説明申し上げます。今回も二部制で行います。 

第一部におきましては、クラブ側より昨シーズンの振り返り及び、今シーズンの展望についてお話いただきます。続きまして、

強化方針につきましてもお話いただきます。強化方針につきましては、この第一部の中で質疑応答を承りたいと思います。休

憩を挟みまして、第二部を 11時 25分頃から再開したいと思います。 

第二部におきましては事業関連に関する質疑応答をお受けしたいと考えております。 終了は 12時半を予定しております。 

それではクラブスタッフの紹介をしたいと思います。 

真ん中にお座りいただいているのは、代表取締役の下川様でございます。 

 

下川： 

おはようございます。よろしくお願いいたします。 

 

松永： 

皆さまから向かってに左側になります。事業部長の大友様です。 

 

大友： 

おはようございます。よろしくお願いします。 

 

松永： 

社長の右側に座っておられるのが強化部長の丸山様です。 

 

丸山： 

おはようございます。よろしくお願いします。 

 

松永： 

向かって左側でございますが、運営担当の田口様です。 

 

田口： 

おはようございます。よろしくお願いします。 



松永： 

向かって右側になります。広報担当の近藤様です。 

 

近藤： 

おはようございます。よろしくお願いします。 

 

松永： 

それでは次にサポーターカンファレンス運営委員を代表いたしまして、石黒より挨拶申し上げます。 

 

石黒： 

おはようございます。今紹介いただきましたようにサポーターカンファレンス運営委員会という団体をこの度発足させていただき

ましたので、まずは大変恐縮ですが、ご挨拶させていただきたいと思います。 

昨年までは、CURVA MACHIDA、LOS CUMBANCHEROS、そして、町田ゼルビアを支える会、この三団体での共催をさせてい

ただきましたが、支える会については、昨年 2 月に発展的解消いたしましたので、今回は昨年までのメンバーで有志の委員会

を発足させていただきました。 

（メンバー起立する） 

今後はこのメンバーでやらせていただきますので、どうぞお見知りおきのほど、よろしくお願いいたします。（会場拍手） 

さて、思い起こせば 2012年、史上初の JFLへの降格を味わった町田。そのオフに第 1回目のサポーターカンファレンスを開催

させていただきまして 4 年が経ちました。今回は（その時と）逆に 180 度変わって史上初の再昇格チームということで、FC 町田

ゼルビアは 2016 年のシーズンを戦うわけです。私個人的に言えば、ワクワク感 7 割、不安感 3 割というのが正直なところでご

ざいますが、皆さまはいかがでしょうか。 

毎年このサポーターカンファレンスが、サポーターとクラブが心合わせて今年一年を一緒に戦っていこうというスタートラインに

なっていると、我々サポーターは認識しております。是非、今日、忌憚のない言葉の交流を交わしまして、今シーズンの厳しい

J2 リーグを戦っていく糧になればと思っております。是非よろしくお願いいたします。 

（会場拍手） 

 

松永： 

ありがとうございます。それでは次にクラブを代表いたしまして、代表取締役下川様よりご挨拶を賜りたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

 

下川： 

おはようございます。本日は足元の悪い中、本当にありがとうございます。 

私は 3回目の参加をさせていただくことになるのですが、前の時は町田商工会議所でやらせていただいたと思います。 

いま石黒さんからもお話しがありましたけれども、J2から落ちてその年、初めてこの場をスタートさせたと思っています。 

ここにいるほとんどの方々が、ホームもアウェイもほぼ来ていただいている皆さまだと思っていますし、クラブ側からすると本当

にありがたい方々と思っています。そういう意味で、短い時間ではありますが、本音のトークを言わせて頂いて、もし何か摩擦

があった時にその摩擦が早く修復できればと思います。 

そしてまた町田にたくさんの他の J2の強豪チームがやってきますし、私らは 2012年の時に仮設でやらせてもらい、改めて競技

場が出来て J2でお披露目するというのが初めてになるのでそこをすごく大事にしたいと思っています。 

町田は、東京の片田舎ではありますが小さな町クラブがこのような立派なスタジアムを作ってもらって、そこでやれる事に感謝

し、そして全国の方々が来てくれることに感謝しながら、一年間楽しみたいと思います。今日一日よろしくお願いいたします。 

（会場拍手） 

 



松永： 

ありがとうございました。それでは第一部を開催したいと思います。 

まず始めに大友事業部長より、2015年シーズンの振り返り、2016年シーズンの展望をお話いただきたいと思います。 

 

大友： 

座ったままで失礼させていただきます。事業部長の大友でございます。 

本日は本当にありがとうございます。 

昨年の振り返りと今シーズンに向けていうことで、まずはお話させていただければと思います。 

昨年入れ替え戦まで行ってしまった時には、クラブ規模から言うと三倍も大きいクラブと戦わなければいけないということで、正

直選手には言えませんでしたが、我々としましては J2 にあがった時の予算繰りだけしかしていなかったのですが、入れ替え戦

になって最悪の事も考えて J3での予算繰りも考え始めたところはございました。 

 

しかしながら、やはりこちらにいらっしゃる方々を中心に皆さまの後押しがあって選手が入れ替え戦を 2 戦 2 勝ということで、し

っかりと J2 昇格というものを勝ち取った一年だったと思います。私は市役所のパブリックビューイングにおりまして、怖くて試合

は観られなくて外にずっといて、歓声だけを聞いていて、「PK 取られちゃったよ」 と言われた時にはもう本当にどうしようかなと。

逆にうちが PKを取った時は、怖すぎてその場から離れて後から結果を聞いたというのがあり、そんなところだったのですが、本

当に最後は皆さまの顔が浮かんだように思いました。クラブの規模や金銭面以外の部分でこういった結果を出していけるとい

うところが、よく強化部長の丸山が口にするのですが「総合力」といった部分が非常に結果に結びつくものなんだなと。スポーツ

の世界ってそういうものが出てくるところなんだなと強く感じた年でした。本当にありがとうございました。 

昨シーズンに関しまして、行政との協力という部分ではスタッフと市役所の担当部署であるスポーツ振興課の方々と定期的に

打ち合わせの機会を持ちながら、行政ができる部分とクラブができる部分との役割分担を明確にし、集客というところはより早

く広く告知ができるようにということで行政と進めて参りました。 

昨年は天候に恵まれましたが、そういう部分でもリーグ戦では目標に掲げていた平均 4,000 人というものには届かなく 3,766 と

いう数字、長野さんや山口さんには平均入場者数という所では大きく差を広げられてしまったので、今年は引き続き強気の平

均5,000人ということで、平均観客数（の目標）を挙げさせていただきました。ここはまた行政としっかりと連携をとりながらやって

いきたいなと思っております。 

より一層そこの関係の部分は役割分担をして、できるところは早めにやっていくことで集客というところにつながっていくと思い

ますし、とりあえず一回行ってみようというお客様を早めにキャッチできるように努めていければと思っております。 

 

交通の部分に関しましては昨年もやはり 5,000人を超える試合になってくると、神奈中さんのバスは特に帰りが結構辛いなとい

うところは出てきていました。しかしながら駐車場がすぐ増えるというわけでもございませんので、神奈中さんとより連携をして

いくということが、地道なことなのではありますが、また更に必要かなと思っております。今季は町田駅から神奈中さんの連節

バス、ツインライナーを開幕戦に間に合うように走らせようということで、町田市と神奈中さんに動いていただいていますので、

悪い悪いと言われているアクセスの部分を、町田市と神奈中さんと私どもの三者で少しでもいいから前進していこうと取り組ん

でおります。あとはツインライナーを走らせても車両にいっぱい乗っても 1 台 120 人、それが 2 台出ても 240 人、町田駅と野津

田を何往復できるのかという話で、そこまで輸送力がアップするというわけでもないと思うので、引き続き鶴川駅からのシャトル

バス、町田駅からのツインライナー、それから野津田車庫着ではありますが、通常の路線便というところをより周知徹底をさせ

ていただいて、野津田車庫からの坂道を少しでもお客様の不安を取り除けるように、何か看板とか「あと何メートル 頑張れ」、

「今、何メートル歩きました。何カロリー消費しました」、何かそういう形で皆さまが「坂道は嫌だな」と思うところを少しポジティブ

に変えていくことによって、「野津田車庫でもいいじゃないか」というような雰囲気ができれば、まだここはライト層、一回行ってみ

ようかなという方々にも誘致できるのかなと思っておりまして、今、町田市とそんな話をしております。 

 



いま申し上げましたように、新体制発表会でもありましたが「＋ｏｎｅ」ということで、また今年もキャッチフレーズが決まっておりま

す。ここはJ1を見据えた形でと出ていますので、語弊もあるかもしれませんが、2012年は降格しましたが、また今年も降格はし

ないというところに目をむけると自分達が成長しないだろう、ということがかなりクラブの中でも議論されました。降格しないチー

ム作り。守りではありませんが、そういう事をクラブ全体で共有するよりもやはり次の課題である J1 を目指して行くために、少し

でもみんなができること、やれることを、上を向いていこうじゃないかというような意味合いの「＋ｏｎｅ」ということです。J1 を見据

えるということです。なので、ハードの部分、ソフトの部分、J1 に向かっていくにはクリアしなければならないことが本当にたくさ

んあるのですが、それでもそこを追い求めていって、J1 を目指して行こうというところを、改めてスタッフ、それから選手、現場ス

タッフ、皆で共有していこうというところの「＋ｏｎｅ」となっております。一昨年も申し上げましたが、2020 年に J1 昇格をしたいと

考えていますので、そこは引き続き目指してやっていきたいなと思っております。 

ハード面に関しては、町田市の力なくしてはできません。スポーツ全体を町田市が盛り上げるという中のサッカーという部分で、

FC町田セルビアがスポーツ環境をよくするというというところで引っ張って行ければいいのかなと思っております。 

あとはクラブがやらなければならないところは、専用の練習場という部分です。そこは専用練習場ですので、「市民と一緒に使

いたい」という気持ちがあっても天然芝の練習場にするとなると、なかなかそれは叶わないというところで、そこは市にお願いす

るということは難しいのかなと感じております。ですので、J1 のクラブライセンスを取りにいくという部分に関しましても、そこは

自前でやっていかなければいけない、という所はクラブとしても認識しております。町田市はなかなか土地がございませんので、

まずはそこのハードルが高いというところではあるのですが、そういうところも含めて前に進んでいくというようなことでございま

す。昨年はゼルビアキッチンもオープンして、まずアカデミーの子供たちに練習が終わったら早く栄養をしっかり取ってもらって、

トップチームを目指してもらいたいという下川はじめ役員の思いが本当に一番最初でした。クラブハウスがない中で一般のお客

さまも入れるようにしてしまおうということで、J リーグでは初めての定食屋というものが完成したわけです。そういう部分に関し

ましても、昨年に引き続き、今年も前に進んでいくということで皆さまにはご支援をいただければなと思っております。 

チームの調子が悪い時の方がサポーターカンファレンスも人数が多いような気がして、できればチームの調子が良い時にも多

くの人にお越し頂けるような顔ぶれになると凄く嬉しいなと思っております。 

昨シーズンも、ありがとうございます。そして 2016年シーズン、厳しい戦いになると思います。セレッソさんとか清水さんとか、再

び松本さんと戦えるということをパワーに変えて、皆さまと一緒に戦っていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いい

たします。すみません長くなりました。 

（会場拍手） 

 

松永： 

大友事業部長、どうもありがとうございました。  

それでは次に、丸山強化部長より強化方針についてお話いただきたいと思います。 

 

丸山： 

改めまして、皆さまおはようございます。強化部長をやらせていただいている丸山です。本日はこのような機会を作っていただ

きましてありがとうございます。また日頃より FC町田ゼルビアに多大なるご支援をいただき、本当に感謝しております。私も、カ

ンファレンスに参加させていただいて、皆さまの前でお話させていただくのは去年に続いて 2 回目になり、失礼ながらお名前は

存じていないのですが顔をよく拝見させていただいている方がたくさんこのように来ていただいて、本当に心強い人たちと一緒

に FC 町田ゼルビアというところで、地域の活性化とか色々あるのですが、その中で仕事をやらせていただいているというのは

本当に感謝しておりますので、そういう意味で今年 J2 に昇格できたということは、本当に皆さまに私から「おめでとうございます」

と言わせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

強化方針ということでありますが、先日の新入団発表会と新体制発表会と本日と、お話しすることが重複してしまうことになる

かと思いますが、お話を聞いていただければと思います。 

やはり昨年、皆さまのお力添えで J2に昇格できまして、ただ欲を言いますと、リーグ戦で最後皆さまと喜びを分かち合えなかっ

たことは真摯に受け止めていかなければならないなと思っています。 



昇格できました要因としては、大友も先ほど言っておりましたが「総合力」があったのかなと思います。その「総合力」というのは

我々クラブだけではなく、皆さまと一緒に結束してできた「総合力」があったので、昇格にふさわしいチームということで昇格でき

た要因だったのかなと思います。ただ、私も毎日トレーニングを見ていますし、現場の活動の中でやはり日頃のトレーニングで

（選手）皆が切磋琢磨していたというところは、すごく必要だったかなと思います。コンセプトとして同じ方向を見てチーム一丸と

なって戦うというところを、口を酸っぱくして話をしてやっていますし、その中でアピールと合わせて、天皇杯の躍進が一つ昇格

できた要因にも、それを示すことだったのじゃないかなと思います。 

全体の雰囲気としましても相馬監督の下、やはり規律の中で、ただそんなに「しばる」という意味ではなくて選手がのびのび出

来るようなところもあるのですが、どんな時でもそれぞれ一人一人の役割があり、一生懸命取り組まなければいけない、そんな

雰囲気の中、和を乱すようなことはチームの中でも選手の中でも駄目だなというのはあったように私には見えました。 

今季も相馬監督に指揮を執っていただきますし、J3 で 2 年間、土台を作って戦えるというチームというところでやってきました。

この J2 の舞台でも、今までやってきました継続力が一番の武器になると思います。それがどれだけ示すことができるのか、ど

れだけ戦えることができるのか、ということにはなってきます。その中で進化していいかなくてはいけないところももちろんありま

すし、選手の入れ替え、新しい選手を迎え、選手 28名、スタッフ 11名というところでスタートをさせていただいております。 

皆さまご存知の通り、我々は 2012 年に J2 を 1 年で降格してしまったという経験があり（J2 復帰まで）3 年間の時間がかかりま

した。私はしっかりと J2に定着して、その先に、やはり J1に繋げるようなスタートの一年にならなきゃいけないかなと思います。

ただ、そんなに今年も例年以上に簡単では本当になく、難しいシーズンになるかなとは思っております。うまくいかないことがた

くさんある中で辛抱強く、我慢強く、皆さまと一緒に戦っていく中で、ただやはりせっかくの J2 の舞台ですので、皆さまとともにク

ラブもそうですが、楽しむことも忘れずにやっていけたらいいのかなと思います。 

やはり我々はプロである以上は結果を求められるところにありますが、見ていただいている方に思いが伝わるようなプレーは

絶対にしなければいけないなと思っております。どんな状況でも走りきるであったり、身を投げ出すであったり、そういうプレーと

いうのは皆さまに絶対に伝わるプレーだと思いますので、諦めないとか当たり前のことなんですけど、そこに重きを置くというの

は本当に重要なことだと思いますので、そこも今年度は継続して魅力的なゼルビアをピッチの上で表現出来たらなと思います。

やはりそういうところが町田に、FC 町田ゼルビアがあってよかったなと、皆さまが思ってもらえる一つ（の理由）になるのではな

いかと思っています。 

  

クラブの課題としましては選手を編成していく中で感じたことというのは、J1 ライセンスが現状無いというところと、トレーニング

施設、ハード面のところが（必要と）感じました。今後若い選手については、我々の中で「育成」というところが大事になってくると

思うのですが、やはり J1 ライセンスが無いと来る選手に対して「残留のために頑張ろう」というのはなかなか伝わらない部分が

あると思いますので、そこは「J1 を見据えて一緒に頑張っていこう」という言葉の方がやはり選手としてもこのチームに（来よう）

というふうに思ってくれるところはありますし、そこは行政の方々や皆さまに協力していただかなければいけない部分もあります

ので、しっかりそういった点も踏まえて取り組んでいかないといけないなと思います。 

やはり今年度、日々のトレーニングもそうなのですが、私も町田で生活をしていて、自転車で子供たちがよくユニフォームを着

て（移動して）サッカーをやっている姿というのも目にしますし、そういう子供たちが試合を見に来ていただいた時に 「ゼルビア

で僕もプレーしたいな」と思うようなことをしないといけない。それは先ほどもお話したとおり、人に伝わるプレーというところがま

ず大事になってくるかなと思います。近隣にはたくさんの Jクラブがある中で、可能性がある選手というのはそういったチームか

ら声が掛かってしまいそちらに行ってしまう現状があるという話を私も聞いておりますし、やはり目標となるのがゼルビアになら

ないといけないかなと思います。その中で昨年、天皇杯で加倉井選手があれだけのことを示してくれたというのは、クラブの一

つの明るい材料だと思いますし、日々のトレーニングの中でもアカデミーの方々と我々とがコミュニケーションが図れてきている

というところがものすごくありますので、トレーニングマッチにも参加してもらっていますし、昨日もユースの選手が一緒に参加し

てもらったりしていますし、そういうことはアカデミーダイレクターの楠瀬とユースの監督である竹中とコミュニケーションを図りな

がらやっていきたいなと思っております。 

重複してしまうところが多々あったと思いますが、また今年一年皆さまと、この J2の舞台の戦いを楽しみながら一緒に力を合わ

せてやっていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございます。 

（会場拍手） 



松永： 

丸山強化部長、どうもありがとうございました。 

それでは皆さまから強化方針につきましてご質問をお受けしたいと思います。 冒頭で申し上げましたように事業関連のご質問

につきましては第二部でお受けしたいと思います。またご質問をいただく際にはお名前をおっしゃっていただければと思います。

議事録の方にはお名前はお入れいたしませんので、その旨をご理解いただけたらと思います。 

それではご質問のある方、どなたかいらっしゃいませんでしょうか。 質問はお一人一問でお願いできればと思います。 

 

質問者 A 氏： 

今日はわざわざご足労いただきありがとうございます。運営委員会の皆さま、準備お疲れ様でございます、ありがとうございま

す。私も今年の 2016 年の J2 の Journey を大変楽しみにしてワクワクしているところです。気持ちの見えるプレーであれば、私

も盛大な拍手で選手たちを迎えるつもりでいます。ただ厳しい戦いになることは十二分に理解をしているつもりですし、2012 年

の反省ということも十分に思っている中でいきなりこんな質問をするのもすごく気が引けるのですが、万が一の事態に備えてど

の程度リスクテイキングをしているのかということを確認したく、監督の次をどの程度リストアップしているのか、ということをお

聞きできればと思っております。 

 

下川： 

本来なら丸山が話すことなのですが私が。 

いい質問ですよね。一昨年、秋田（豊監督）で始まったシーズンを思い出していただけるとわかるが、クラブに予算的に力がな

いというところが非常にあの年はネックだったんですね。それとライセンスの関係で 3年連続赤字だと（クラブライセンスが）剥奪

されてしまうというのがありました。ですから、着地を必ず黒字にしなければいけないというところを毎年こだわっていて。 

もちろん今年もなんとかギリギリのところで黒字で終われそうです。これは先日報告しなかったのですが、もう少しなんですけど

も、あと二日。そこに関してはクラブ側としては、何のためゼルビアキッチンを作ったりとか、他一番ハードの部分に力を入れな

ければいけないけれども、自分達が今できることの最大のことをしたい。そこでゼルビアキッチンを作って子供たちを育ててい

きたい。考えてみれば 3年、6年、9年掛かって子供たちは育っていくと思うんですね。 

それと同じように、私らは監督も育てなければいけないし、実は相馬監督に関しては一度ああいう経緯があってフロンターレさ

んに持っていかれたと。自分は長くやっていただきたい。それで結果が例えば上がるとか下がるとかではなくて、やはり同じ監

督に長く政権を取っていただくというのは、クラブの方針がブレないです。そしてジュニアユース、ユースもそこを目指せて、そこ

に合っていく。コーチ陣も含めてですね。 

だからそこが非常に難しいところだと思います。例えば極端な話、スタートからこんな話はしたくないのですが、もし降格するよ

うなことがあった場合、じゃあ監督どうするんだと。他のこととかでもそうですが、何かあったら辞めればいい、次にどうぞって言

うのは僕は逃げだと思っていて、誰も負ける試合はしたくないし落ちるためにやっているわけじゃないし、上を向いて J1 を目指

しましょう、そのための「＋ｏｎｅ」を今年もつけて「to the next standard」これは大事な所で、そこをしっかりやる意味でもなんとか

「留まる」ではなくて、去年も見て、よそのチームのことは言いたくないが金沢さんがあそこまでやれた。でもやれたというのは

J3のカテゴリーのレベルが上がっている、というのは確かなんです。 

もし今年も J3 にいたら強豪といわれるチームが 5 チームくらいあり、そこに長野さんがいたりする。それが我々の立場だとした

らすごくしんどいですよ。それを思えば、普通に戦っていれば自分たちより、申し訳ないけど下のクラブがたくさんあります。でも

下のクラブを目指すのではなく、上を見て、定着というよりも下の方ではなく真ん中くらいに行けるようなチームで今年終われた

らと思いますし、監督がそれでも次の年も次の年もと行けるのが理想だと自分は思っています。ちょっと長くなってすみません。 

 



質問者 A 氏： 

いや、自分も同じ気持ちでおりまして、例え降格しても相馬さんの気持ちが感じられ、我々の思いが十分に伝われば、その次

の J3 でも相馬さんと一緒に戦いたい気持ちは十分にあるのですが、例えば相馬さんが責任を感じ過ぎてしまってどうしても僕

は無理だということになってしまった時とか、あとは秋田さんの最後の頃のあのバラバラになってしまった状況のようになってし

まった時だとか、そういうリスクが怖いと思っているんですね。そうなった時に内部の S級を持っている人にお願いみたいな感じ

になると、やはり上がることができないということもあるので、クラブとしてはもちろん現体制で続けていけることが一番理想だと

思いますし、私も願っていますけども、最低限残留をするために抑さえるべきというリスクというところを考えて、クラブ運営をし

ていただけたらなと思いまして、私の今年唯一の懸念だったりしますので質問させていただきました。 

 

下川： 

ありがとうございます。もう少し言うと、今季かなり良く知っているというか、監督がまだまだ居るのですが、余っている監督が今

年は多いんですよね。そういう意味では今年は心配していないというか、去年もそうでしたが、皆さまが思っている以上に相馬

は責任感が強くて、今言われたようにもしダメだった時に本人にその気持ちがあるのかないのか、たぶんないでしょうね、ダメ

だったら。というのは、彼はプロですから。 

もしそうなった時はしっかりとクラブの方針、今までの形を崩さないように、今まで積み上げてきたものとブレないような監督を選

んで決めていきたいと。でもそんな事はなるべく考えたくないと思っています。 

 

質問者 A 氏： 

同じ気持ちですので、いい形で S 級を取った竹中さんが引き継いでくれるような理想を持っていますので（会場笑）、今後ともよ

ろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

 

丸山： 

私の方からも一言いいですか。下川とそのような話をしたことがあるのですが、やはり相馬監督というのは人間力も物凄くあり

ますし、我々クラブのことも物凄く理解をしてクラブのことを考えて、色々とやってくれている監督なので、まさしく我々が考えて

いる監督だと思います。 

監督を継続するという決心を下川が始めした時に、皆さまもついて来てくれているという印象がこの一年間、物凄くありますし、

やはり継続力というのが大事な中で監督をやっていただきます。 

一緒に支えあっていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。 

 

質問者 A 氏： 

ありがとうございました。 

 

松永： 

どうもありがとうございます。それでは次の方、他にご質問のある方いらっしゃいませんでしょうか。 

だいぶ、このお話を聞くだけでもよかったなと思うような質問をいただきましたけども。 

この他、どなたかいらっしゃいませんでしょうか。 

 



質問者 B 氏： 

去年、ユースから上がってきた加倉井選手は、今年はどうなっているのか教えていただきたいと思います。 

 

丸山： 

本人とももちろん色々と話しまして、彼は進学を予定しております。受験ですね。 

 

質問者 B 氏： 

ありがとうございます。 

 

松永： 

ありがとうございます。その他にご質問のある方いらっしゃいませんでしょうか。  

第一部は 15分ほどを終了目途としていますので、あともうお一方くらい、ご質問いただけるのではないかと思います。 

 

質問者 C氏： 

よろしくお願いします。 

私もどうしても 2つ強化についてお聞きしたいところがあります。 

一つは、下川社長のからは普通に戦っていれば J2残留も大丈夫と、丸山(強化)部長のからは今シーズン非常に厳しい戦いに

なると話があり、その中で今シーズン、ディフェンスラインでセンターバックが抜けて入れ代わりがあったことが大きいと思いま

すが、現時点でチーム作り・強化は 100点満点で何点でしょうか？ 

あともう一つ聞けるのであれば、期限付き移籍の出す方と戻す方、どういう方針でやっているのかというところを伺いたいです。 

 

松永： 

二つの質問となります。難しいところはお答えいただかなくても大丈夫です。 

 

丸山： 

やはりディフェンスラインのところは、私も色々な方に大丈夫か、という感じで皆さまにもご心配していたところはあったと思いま

す。クラブの主軸でセンターバックだけではないのですが、しのぎを削りながらリーグ戦、天皇杯と戦ってきてくれた選手なの

で。 

来てくれた選手というのは、もちろん特徴とか我々のクラブに合うというイメージもメンタリティーも含めてなんですが、その中で

クラブのやり方に賛同してくれた選手に来ていただいたと思っていますし、点数というのは非常に難しいところで、それは今シー

ズン終わった時に皆さまに思ってもらえるようなところではあるのかなと思います。ですので、今年 2016年、我々のクラブでプレ

ーしてくれる選手とそれをオーガナイズし、育ててくれるスタッフに対して感謝というところでは（思って）おります。 

それから期限付き移籍の選手に関しましては、可能性のある選手の中で期限付き移籍を出したというのももちろんありますし、

その中で本人たちと話をさせていただいてサッカー選手である以上は試合に出てプレーをしたい（プレーを）するというのが大

前提になるというところだと思います。トレーニングのためのサッカー選手ではないですし、試合に出て自分を表現することによ

って自分のサッカー選手としての価値という所も上がってくると思いますし、その中でまた次どうするのかということになってくる

のかと思います。選手一人一人と色々な話をさせていただいて、期限付き移籍等は考えさせてやらせていただいております。 

 

松永： 

どうもありがとうございます。 

 



質問者 C氏： 

入ってくる方の期限付き移籍の方針も聞かせていただきたいです。 

 

丸山： 

そうですね。入ってくる期限付き移籍の選手に関しましても、やはり同じようにチームにマッチするかどうか、もちろんシーズン

中には色々なトレーニングマッチなども見に行きまして、その選手の特徴だったり年齢だったり、そういうのを考えて期限付き移

籍でチームに入ってくる選手というのを考えながら編成はさせていただいております。 

 

質問者 C氏： 

はい ありがとうございます。 

 

松永： 

どうもありがとうございました。  

もし、その他にご質問が無ければ休憩に入らせて頂きたいと思いますが、どなたかいらっしゃいますでしょうか。 

よろしいですか。では 10分間休憩に入らせていただきたいと思います。 

11時 25分くらいから第二部を再開したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 



第二部 

 

質問者 D 氏： 

一問という事ですので、一番気になったことでクラブの練習についてですが、この時にサポーターが写真撮影等又は SNS 等で

情報を出してはいけないと書かれておりますが、私の知っている他の近隣のクラブですと、動画の配信と前日練習もしくは強化

の練習については配信をやめてくださいと依頼しておりますが、全面的に配信をしないでくださいとしているクラブはあまりない

んじゃないかと思います。フォーメーションなどが漏れるということですがマスコミの取材で欠場選手・フォーメーション等が試合

前日の新聞記事などに出ることが多いと思います。それは問題なくてサポーターが写真撮影や SNS にアップすることをそこま

で規制しなければいけないものなのでしょうか。 

もちろんチームの勝利が一番ですので、チームとしてまた監督さんがそういう方針であればしょうがないと思いますが、もう少し

規制を緩めることは可能なのかどうかという点について、ご質問させていただきたいと思います。 

 

松永： 

ありがとうございます。 

 

近藤： 

広報の近藤と申します。 

質問いただきましてありがとうございます。 

本音で話をさせていただきたいのですが、広報という立場からまずお話をさせていただきますと、皆さまにどんどん配信をして

いただいた方がありがたいという想いと、逆に先ほどもありましたフォーメーションがばれてしまうとか、怪我人の選手の情報が

漏れてしまうとか、色々なマイナス要素があるというのが事実です。おっしゃるとおり様々なクラブがありまして、一部は開示し

てもよいというクラブもあるのですが、現状では一部は可で一部は不可というのは実施していないという状況です。 

やはり肖像権が選手個人にあるので、全てを開示可とするわけにはいかず、ここにいらっしゃる皆さまは恐らく私どもに理解が

あり、少しコミュニケーションをとれば理解していただけると思うのですが、やはりそうではない方もまだまだいらっしゃるのかな

というところです。 

今後クラブが J2 に定着して、色々な形で注目をいただくようになると、言葉が悪いですけれども、クラブ側で制御ができないよ

うな状況になるのではという思いから（規制を）やっております。監督だけの想いではなくて、クラブとしてもやはりそこは守って

いきたいな、というところがございます。 

なので、練習後で選手が一緒に写真を撮ったりするのを SNSにあげるのはもう全然問題なく、今もやっていただいております。

ただ、練習中とかですと、例えば自分が転んでしまっているような写真など、もしかしたら選手としては載せられたくないような、

そういったことも考えられますので、現状ではこれを維持させていただければと思っております。 

しかしながら、新聞では出てしまうのではないか、という話もありますが、現状では出てくる記事に対して、チームのためを思っ

てちょっとそこは勘弁してください、というようなコミュニケーションが今の番記者さんとはよくとれていますし、エルゴラッソさんと

かJ'sgoalさんとか見ていただければ、私どものクラブの選手の怪我の詳細が出たようなことがあまりないと思っています。右脚

を怪我しているとか、簡単な内容は出るのですが、レベルが高いクラブになると、相手の選手が右脚が痛いんだったらあえて

右のほうをついてやろうということにもつながりかねない状況もあります。ただ情報としては伝えなきゃいけないこともあるので、

そこを精査しながらやっているという状況です。 

今後、注目度が増えていくと、また変わってくると思いますので、その時は都度皆さまのご意見を伺いながら、より良い形がで

きればと思っております。そのような回答でよろしいでしょうか。 

 

松永： 

ありがとうございました。 

それでは次に、ご質問のある方いらっしゃいませんでしょうか。 



質問者 E氏： 

先ほど大友事業部長様からご説明があったかと思いますが、野津田車庫から看板等の設置を検討されているということで、私

は野津田車庫のバス停から上がってくるのでありがたいと思うのですが、今年 J2 にあがったことで、ナイトゲームが結構増え

まして、19時からの開催ですと終わるのが 21時になります。 

メインスタンド側のゲートは 20時までという表示がされていますが、試合のある日も 20時に閉まってしまうのか、試合後まで開

いているのかちょっとわかりません。現状ですと小さい看板があるだけで分からないので、もし試合後も開いているようでしたら、

そのような表示をしていただきたいのと、できれば閉鎖しないで開いていてほしいなと思います。 

それとバックスタンド側から野津田車庫に行く道がちょっと暗いんですよね。 

途中ちょっと怖い感じがあるので、J2 になって初めて来られる方や、小さいお子さまがいらっしゃる場合があるので、臨時でも

いいのですが、もうちょっと明るくしていただけないかな、という要望です。 

 

松永： 

ありがとうございます。 

 

田口： 

貴重なご要望ありがとうございます。田口です。 

今いただきましたご質問、一つ目は野津田車庫への公園の門に関してですが、おっしゃったとおりで、20 時で閉門になってしま

うところになります。こちらの「近道コース」の方は街灯がほとんど無く、警察の方からも非常に危ないルートですよ、という指摘

もありました。 

こちらの方は、今後も（公園の閉園時間も 20 時であることから）20 時で閉めさせていただくことをナイトゲームの試合告知のと

き、その旨をご案内させていただこうと思います。したがって、野津田車庫に向かっていただくには、バスロータリーのある中央

第 2駐車場の方から「ゆったりルート」の方を下っていただければと思っています。先ほど大友からあった道の賑やかしというの

も、基本はそちらのほうのルートを賑やかしながら、意外と野津田車庫からもゆったり来られるんだね、というところをどんどん

発信していければなと考えております。 

あとバックスタンド側からの明かりが足りないという部分に関しては、設備面の話でもありますし、今後また行政と改善に向けて

取り組んでいければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

松永： 

どうもありがとうございます。 

そのほかご質問のある方いらっしゃいませんでしょうか。 

 

質問者 F 氏： 

今の質問とちょっと被るところもあるのですが、野津田車庫からの「ゆったりルート」に関して、昨年末キヤノンさんの野津田で

の試合に行った時、帰りはルート沿いにボランティアの方が案内で立たれていて、道順が貼られていていました。毎試合とまで

はいかなくても、集客が見込める試合で実施出来たら、初めて来る人とかライト層で来てくださっている人に対して凄くありがた

いと思います。 

先ほど市と相談とおっしゃっていましたが、できないものか取り組みしてほしいと思います。 

 



田口： 

ありがとうございます。 

私もキヤノンさんの試合に行かせていただいて、野津田車庫から（野津田公園までの道を）ご案内いただいているところも拝見

しましが、私たちの場合ですと、今どうしても人が足りないという状況でもありますので、どこまでできるかというのもあります。

今回、運営された町田市さんに、どういったやり方をされていたのかというところを情報共有させていただきながら、今後検討し

ていきたいと思いますので、まだボランティアスタッフに登録されていない方がいらっしゃいましたら是非、是非よろしくお願いし

ます。（会場笑） 

 

松永： 

ボランティアスタッフのほうは、是非私どもからも、お願いしたいと思います。（会場笑） 

では、そのほかご質問のある方いらっしゃいませんでしょうか。 

 

質問者 G氏： 

確か三年前にアクセスについては北方面、多摩市方面から臨時便が出ていたようですが、今年の北方面からのアクセスにつ

いての方針をお伺いしたいのですが。 

 

松永： 

多摩センターからのバスの話ですよね。 

 

質問者 G氏： 

はい。 

 

大友： 

ありがとうございます。 

多摩センターからバスが走っていたころは国の補助金があり、そのお金を使えたという予算的な部分がございます。 

私も多摩センターからのアクセスの充実、欲を言えば、淵野辺、JR からのアクセスの充実ということで、早急に路線化、ないし

は何かシャトル便が出せればいいなということは、本当に思っております。 

実は野津田からの距離は、鶴川駅を含めたそれらの駅についてはほとんど一緒で、もしかしたら渋滞のことを考えると町田駅

よりもアクセスは全然いいのではないかとか、そういうことも考えている最中ですので、是非また要望が高いよということで、関

係各署と協力し実現できればと思っております。以上です。 

 

松永： 

どうもありがとうございました。 

では、そのほかご質問のある方いらっしゃいませんでしょうか。 

 

質問者 H氏： 

よろしくお願いします。 

どこで聞いたのか忘れたのですが、尾根幹線道路、小野路から多摩センターの方に行く広い道で、道と道の間の空き地のよう

な所がある道ですが、そこをずっと稲城の方まで行った稲城の公園で以前お祭りをやっていた時にそこを臨時駐車場にしてい

たんですね。 

いつもどこか臨時駐車場にできるような大きな土地ないかなと思って見ていたのですが、それを見たときにこれだと。 

実は多摩市なんですけど、町田市と協議をして無料か、バス代込みで 1000 円くらいの運賃でバスを通して、ついでに多摩セン

ターからも走らせることができるといいなと、今の話を聞いて思い出したので提案でございます。 



松永： 

どうもありがとうございます。 

 

大友： 

ありがとうございます。 

多摩市なんですね。しかしながら協議していく部分はあるかと思います。多摩市はヴェルディさんのホームタウンになっており

まして、今のところ何をやるにもまずお伺いを立てるような状況でございます。でも J リーグの仲間として、そこは認めていただ

ければということと、あとは行政を跨ぎますので、その部分で協力が得られればというところですね。ありがとうございます。少し

話をしてみたいと思います。 

 

松永： 

どうもありがとうございます。 

 

質問者 I氏： 

クラブゼルビスタについてですが、会報と、グッズを買うときに何パーセントか引いてもらえるというような特典になっていると思

うのですが、是非これに一枚でもよいので無料の観客入場券みたいなものをつけることはできないのかと。 

後援会さんの方でもいろんな企画で招待していたりすると思うのですが、それとは別に実際に行く人が、友達や近所の子供と

直接一緒に行き、そのあとのゲームにもお越し下されば会員になってもらえるかもしれないし、また次の動員にもなるんじゃな

いかと思うので、是非そういったことを検討していただけないか、というのがまず一点。 

それと先ほどのホームタウン制度についてのお話が出ましたが、このホームタウンは今現在町田市のみだと思うのですが、例

えばここ町田市は人口 40万人の都市で、例えば横浜には 3つ、相模原にも 1つ、東京にも 2つ Jリーグのチームがあります。

こういった中で町田市のみをホームタウンにしていると、例えば八王子の人が町田ゼルビアを見に来るか、といった時にどうな

のか。ヴェルディさんが多摩市とか、稲城とか、FC 東京さんが小平とか、調布とか、あの辺りがホームタウンのメインになって

いると思いますが、やはり名前が東京という名前が付いているので、東京中から集客できる可能性がある。ただし、町田ゼルビ

アだと、町田市ということで、集客の面で不利になったりすることはないのでしょうか。マーケティング的に名前を例えば東京町

田ゼルビアとか、多摩ゼルビアとかにする可能性ですね、そうするとマーケティング的に広がったりするのかどうか、こういうこ

とまで考えていらっしゃるのかなということをお聞かせ願いたいと思います。 

 

大友： 

はい、ありがとうございます。 

まずクラブゼルビスタのチケットの件ですが、この部分はもう少し皆さまと一緒に作り上げていけたらいいなと思っております。

と言いますのが、実際にチケットは無いのですが、ゼルビスタの方に一人連れてきてくださいという企画は、何回かやったこと

があると思いますが、そこの数字を見ると、時期が悪いとか色々な状況はありますが、どうなのかなと。チケットを皆さまにお渡

ししたときどうなるのかなというところが、まだ踏み切れないというところが 1つと、皆さまからお金を徴収するばっかりになってし

まって恐縮なのですが、やはり後援会に入っていただいて、(ご招待)チケットを使っていただくことで、クラブのチケット収入につ

ながるので、我々も本当に行こうと思う人たちが来るように、もうちょっと皆さまと作り上げてから、またそういうところもやってい

きたいなと感じております。私らが努力しなければいけない部分だとは思いますが、もうひと押し（チケットを）あげるとすぐ行く

ぞと、言ってもらえるようなチーム作りを皆さまとやっていければと思っております。 

ホームタウンの件ですが、私たちの町田市で 42万人いる中で、まだ平均 4,000も超えてないという状況でございますので、ホー

ムタウンを広げるとかということは、まだまだ君たち何やっているんですか、という話にもなってしまうと思います。確かにマーケ

ティングの部分に関しましては、自分は町田じゃないからスポンサーはやりづらいよ、という話もあるのですが、まずしっかりと

自分たちの足元を固めてから、スタジアムが一杯になって、もう町田を超えるよねっていうことになっていけるようにしていきた

いと思っていますが、町田市からホームタウンを広げるというのは今のところ考えておりません。 



町田市民の皆さまにまだ認知してない方も絶対いらっしゃいますし、知っているけどスタジアムに足を運びましたっていう人はも

っと少ないと思います。まずそこをしっかり上げていってから考えることなのかなと思っております。 

でも凄い選手が、日本代表がもし町田にいたら町田以外から絶対来るよなとか思いますので（会場笑）、まずしっかり地元の町

田で頑張っていきたいなと思っております。 

 

松永： 

どうもありがとうございました。 

回答するほうの準備もありますので、できれば質問はお 1人 1回ずつで、2回目・3回目は、もしお時間があれば回ってくると思

いますので、よろしくお願いいたします。 

その他、ご質問のある方はいらっしゃいませんでしょうか。 

 

質問者 J氏： 

よろしくお願いします。 

グッズで気になったことがありまして、去年、会社の職場が町田から近いので、サッカーファンの友達に来ていてもらったんです

ね。一緒に行こうということで。グッズ売り場を見た時に友達から、「ユニフォーム（レプリカ）無いよね」と。 

みんなオーセンティックを買っているのでいいんでしょうけど、例えば取り掛かりで入る時のユニフォームとかレプリカとか、分母

が違うのですが大体どこのプロ野球とか行っても、最初に来てタオルマフラー買ってなんか隅っこの方で応援して次も行きたい

な、でまた来てくれる、みたいな流れがすごく多いと思うんですよ。 

僕もゼルビアファンとして 10年くらい見てきて、実は一回もユニフォーム買ったことがなくて、今年初めてオーセンティックを注文

したのですが、まず 4・5,000 円のレプリカを買って着てみて応援して、という取り掛りの部分が必要なんじゃないかなと。あとユ

ニフォームがダメなら、各選手のナンバーＴシャツみたいな、各選手の、というのも要るんじゃないかと思います。あと、タオルマ

フラーも番号が入っているものを。で、少ない数を作り始めて、人気ある選手そうでない選手が出てくると思うので、どんどん追

加発注みたいな感じで。とにかく今年も町田が J2に上がったことによって、職場の人間がみんな「町田行こうかな」って言ってく

れるんですね、実際。ですので、そういう一見さんが来た時に、また次にって思ってもらえるように、グッズ面のほうはどうなって

いるのかなということをお聞きしたいです。 

 

近藤： 

貴重なご意見ありがとうございます。 

広報でもありますがグッズも対応しておりますので回答させていただきます。 

レプリカ、確かにおっしゃるとおりだと思います。当然あったらいいなと思ってはおりますが、現状ではやっぱりオーセンティック

を売りたいなというところと、レプリカを作ってしまうと今度はオーセンティックが売れなくなってしまうのではないかな、というとこ

ろの不安のところで、今やっているところです。 

ただし当然おっしゃるとおり、今は背番号 12 が入ったコンフィットＴシャツですとか、少し今のとはデザインが違うんですけど大

体 3,000 円から 4,000 円ぐらいのもので賄わせていただいているんですが、さらにそこからファンになっていただくために、やは

りオーセンティックじゃなくてもユニフォームと同じようなもの、選手が着ているのと同じようなものというのは必要になってくると

いうのは考えておりますので、是非今シーズンは皆さまと一緒に 5,000 人平均を作れば、数の問題もクリアできるのかなとは思

っております。 

やはり（商品を）作るのには最低ロットというのがございまして、大体今の商品については、Jリーグエンタープライズさんの指示

で作ってはいるのですが、一選手の番号のＴシャツを作ると、うまくいって一人 50 で何人以上作らなきゃいけない。だいたい一

般的には 100 なんですけれど、私ども 1 種類のＴシャツを年間売るのに 150 枚がやっとというところですので、選手の番号のも

のを作ってしまうと、10人作ったら 1000枚、去年確か 3・4種類ぐらい作りましたが、600枚がまだ少し残っているかなというとこ

ろなので、そこもやはり購買力を是非つけてやっていきたいなとは思っております。もう少し色々な業者さんとも、J リーグエンタ

ープライズさんとも相談しながら、何とか選手の番号入りの物もできないかな、という風にと思ってはいます。 



あとは番号入りの選手をどうやって絞っていくか、人気投票にするのか、ユニフォームが売れている選手だけを作るのかとか、

でも作られなかった選手のことを考えるとちょっとかわいそうだなとか、色々なところがあったりするので是非選手が今 28 人い

ますが、将来的には試合に出ない選手でも必ず何枚かでも売れるようなクラブにしていきたいな、とは思っております。また私

どもはグッズ売り場にいることがございますので、皆さまからも色々アイデアをいただきながらより良いものを作っていきたいな

と思っております。そんな感じでよろしいでしょうか。 

 

松永： 

どうもありがとうございました。 

それでは次のご質問のある方。 

せっかくの機会ですのでご質問いただけたらと思いますが、いかがでしょうか。 

 

質問者 K 氏： 

よろしくお願いいたします。 

2016 年シーズンの予算組みについて、何割程度ということでも結構なので、2015 年シーズンに比べてどのくらい増えたか、予

算を考えていらっしゃるのかということについてお聞きできればと思います。 

 

大友： 

まず言えることは、J リーグからの分配金が増えます。 

J3が 1,500万だったところが、J2 リーグから予定ですが 9,000万、入ってくることになっています。 

あと増える要素としましては、やはりチケット収入の部分を増えるというか、増やさなければならないです。広告料収入も増やさ

なければ行けないと思っております。 

予算規模としてゼルビアの場合、アカデミーは NPO法人にしていますので、他のクラブだとアカデミーの部分は全部クラブの予

算であったりするので合算して、一昨年 J リーグが公表している数字から計算すると、予算規模としては J2 の下から 4 番目か

5番目に行きたいなと考えております。 

しかしながら、本当にここは観客動員が直接的に効いてきます。 

 

松永： 

どうもありがとうございました。 

それでは次にご質問のある方いらっしゃいませんでしょうか。 

 

質問者 L 氏： 

細かいことなんですが、今 Twitter とか Facebook とかで、情報発信していますが、ちょっと遅いかなというのと、あと「こちら」と

いうところをクリックするとそこがないとか、多いと思います。 

あと、グッズのバック作成とかのゼルビー研究所でしたっけ？あれまだツイートしています。いまもやっているのでしょうか。 

ちょっとそういうことで、だらしない印象をクラブとして受けてしまうのではないかなと思っています。 

その辺について解説していただきたいなと思います。お願いします。 

 

近藤： 

最近（公式 Web サイトの）リロードがうまく行ってないというお話を聞いております。技術会社さんの方にはリロードがしやすくな

る仕組みを入れていただいてはいるのですが、そういった情報が今日は出ているかなということで、改めて業者さんの方には

改善をお願いしたいと思います。 

自分が結構頻繁に携帯とかパソコンを使っているからなのか、そういう状況が自分には出てこないので。キャッシュクリアという

専門的な話になりますけど、それを結構自分でやっているせいでなかなか出てこないので、ついつい大丈夫だと思って皆さま

に聞くと、リロード遅いよという話は聞いていますので、そこは業者さんとももう一回やっていきたいなと思っております。 



あと、ゼルビー研究所については、たぶん会社さんが方針転換で、実際はやってないけど流れているみたいな感じになってい

ますので、業者さんの方に「やってないので止めてくださいね」というところは言っていきたいと思っております。 

 

松永： 

ありがとうございました。 

それでは次にご質問のある方いらっしゃいませんでしょうか。 

 

質問者 M 氏： 

練習場に関してです。確かに航空写真で町田を見ても家のないところは大体「森」ですが、土地の目途・予算に関して、今のク

ラブの事業の中でどのくらい具体的なシミュレーションをされているのでしょうか。言えないところは多々あると思いますが、目

標としていつぐらいを目途に考えていらっしゃるのでしょうか。強化的にも天然芝にこだわっている選手も多々いる中でより強い

チームにするために頑張らなければいけないところだと思うので、できるだけ我々も協力していく上で情報共有いただければな

と思います。 

 

大友： 

ありがとうございます。 

丸山も申しておりましたが、天然芝のグランド（練習場）がないということで、ゼルビアに来るのを諦める選手もいるのが現実だ

と思います。という中で、いつを目途にという部分に関しましては、先ほど私が 2020 年に J1 に行きたいということを申し上げま

したので、2020年前には J1のクラブライセンスをとっていなければならない、というところから逆算していくと、のんびりしてられ

ないなというところではあります。土地の目途等々ついておりませんので、どういう施設を建てるかというところも、まだ決まって

おりません 

しっかり J リーグと話をしていきながら、より町田らしいところ、ということを念頭に置いて、クラブハウスというのは建設していき

たいと思っております。先ほども申し上げましたが、予算に関しては、クラブでやらなければいけない部分になってくると思いま

すので、ファンドをするのか、募金をするのかというところは、間違いなく考えております。ですので、またその辺りの絵が描けて

きて、皆さまと一緒にやっていこうという雰囲気を作れて行けるように、早めに動いていきたいと思っております。税金のことは

さておき、土地が余っているから自由に使えと言う方がいらっしゃったら是非教えていただければと思います。（会場笑） 

 

松永： 

どうもありがとうございました。 

そのほか、ご質問ある方いらっしゃいませんでしょうか。もちろん、クラブから告知でも何かあれば結構です。 

 

質問者 N氏： 

5,000人の平均入場者数を目指すという高い目標を掲げておりますが、単純に 21試合ホームゲームがあって、例えばそのうち

4試合を抜いて、17試合をすべて 3,000人だと計算すると、あとの 4試合で平均 13,500人集客しなくてはいけないと思います。

清水との試合が平日でがっかりしていますが、今の段階で集客しようと考えているホームゲームがあるならばそれがどの試合

でお考えなのか、平均入場者数 5,000人を超えるために動いていることをお話いただけたらと思います。 

 

大友： 

ありがとうございます。同じく清水さんとの試合が平日でがっかりしているゼルビアでございます。 

計算で行くとそのとおりです、今までの歴史を積み重ねていくと、夏場のナイターはどんなに仕掛けても厳しかったなとか、色々

なところで今分析もしている中では、やっぱり初戦ですね、セレッソ大阪さんとの試合の時に、10,000 人でスタジアムを満員に

するというところがまずスタートだと思っております。そこが達成できないと、なかなか厳しくなるのかなという思いがありますの

で、天気のことはさておき、そこにしっかりと注力していきたいと思っております。 



今のところ町田の方はやはりサッカーをやられていた方が多いということもあって、札幌の試合が楽しみだとおっしゃっている

方をよく耳にします。小野選手と稲本選手が見たいという方が多いなというところがありますので、まず初戦に皆さまと一緒に

集中して、チケットを完売というのが実現できればそこがスタート地点だとも思っておりますし、あとの集客の部分に関しては早

めに共有させていただいて、本当に時期とかタイミングとかがあるなと、何もしてなかったのに入っちゃうなんてこともあったりす

るので、しっかりそこを分析もしながらやっていければと、早めに皆さまの力を借りられるようにやっていければという風に思っ

ております。 

 

松永： 

どうもありがとうございました。 

あと 5分から 10分くらい時間ありますので、是非この際にご質問いただけたらと思いますが。 

 

質問者 O 氏： 

去年田口さんとの立ち話でちょっとお話させていただいたのですが、話題をさらに上げるために、予算掛かるだろうなとは思う

のですが、ネットで話題のゼット君(マスコット案 D)が J2 になって急に野津田の山から出てきたみたいな感じで、出てくるとたぶ

んえらいネットが盛り上がるんじゃないかなと思っておりますので、是非ゼット君の登場というのを前向きに検討いただければ

なというところのお願いでございます。 

 

田口： 

ありがとうございます。昨年のお話覚えております。 

まずはマスコット総選挙でゼルビーが真ん中をとるのが重要だと思いますので、是非よろしくお願いします。 

 

松永： 

ありがとうございました。 

もう質問は大丈夫ですか？ 

 

田口： 

逆にいいですか？ありがとうございます。 

（この中で）普段ゴール裏にいらっしゃらない方、どれくらいいらっしゃいますか？ 

（会場を見渡して）3分の 1 くらいですかね。 

 

これを伺ったのは二つありまして、一つは集客を伸ばしていくにあたって、一番はスタジアムが非日常空間であるということが

重要であると思います。我々はそれを最大限に出していくために、まずはゼルビーランドであったりとか、そういうところで頑張

って盛り上げようと思うわけです。そしてやはり緑（ピッチ）の上で選手たちが躍動しているのがメインディッシュだと思いますの

で、それ（メインディッシュ）を華やかにするものがゴール裏のサポーターの皆さまの声援や、チャント、コールだと思っています。

そこ（ゴール裏）がどんどん増えていくことが、きっと集客にもつながっていくと思いますので、まずはそこを是非皆さまで増やし

ていただきたいと思ったのが一点。 

 

もう一点は、アウェイのほうが多い試合というのが確実に出てくると思います。開幕戦だけ想像してもたぶん向こう（アウェイ側）

は真っピンクになると思います。どこまでアウェイエリアを広げるのかというところで、一定のところで止めたいなと思ってはいま

す。2012 年の最終節・湘南戦は半分湘南サポーターに埋められてしまい本当に悔しかったので、ああいう風にはならないよう

に是非皆さまにご協力いただきたく思っています。 



松永： 

どうもありがとうございました。 

それではご質問もだいぶ出てきたと思いますので、サポーターカンファレンス運営委員の佐藤の方から締めの挨拶をいただけ

たらと思います。 

 

佐藤： 

改めまして佐藤と申します。 

本日は下川社長をはじめ、クラブスタッフの皆さま、ご多忙なところ、このような時間を作っていただきまして、本当にありがとう

ございます。感謝申し上げます。 

またお足元の悪い中、これだけのたくさんの方々にお集まりいただきまして、本当にありがとうございます。私はサポーターフリ

ーペーパーを作り配らせていただいておりまして、ホームゲームで手に取っていただいている皆さま本当にありがとうございま

す。 

去年は本当に話題に事欠かない一年だったと思います。スカート企画等テレビに取り上げられることもありました。私もテレビ

に映っているのも見られたりしまして、一応働いていまして（会場笑）、会社の人から、「日曜日いつも休んでいると思ったら家族

サービスじゃないんですね」とか「上半身裸で何やっているんですか」とか言われております。LINE というものがありますが、会

社の中でその写真等が LINE で回っていまして（会場笑）、今日のカンファレンスの内容とかも自分の身に何か降りかかってくる

かもしれませんので、SNSへの投稿はやめていただければと思います。 

サポーターカンファレンスは本日で 4回目となります。カンファレンスという言葉は、協議という意味でそこから派生して仲間とい

う意味もあるようです。この場はディスカッション・ディベートといった討議する場ではなくて、お互い仲間として支えあっていく場

だと改めて感じています。 

今年がとても厳しいシーズンになるとクラブスタッフの皆さまがおっしゃっていますけれども、私たちの意識としてはそう思わせ

ないようにサポートすることだと思います。クラブが目指すところについていくことももちろん必要だと思いますが、クラブが苦し

い時こそ、私たちも一緒に苦しんだりとか悔しがったりするのではなくて、そういう時こそ引っ張っていけるような私たちでありた

いと思っております。これからまた楽しい時も厳しい時もあるとは思いますが、この 2016 年シーズン、クラブスタッフ・チーム・サ

ポーター全員で楽しみながら、進んでいきたいなと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

本日は誠にありがとうございました。 

 

松永： 

もしよろしければもう一度クラブからご挨拶をいただければと思いますが。 

では、下川社長よろしくお願いします。 



下川： 

あっという間に時間のほうが経ってしまって、たぶん皆さま凄く真摯にお話しをしてくれていて、もっともっと本音の部分を聞きた

いところが多々あると思うんですね。 

私らも本当はそこをしっかり答えていかなければいけないというのが大切なのは分かっているのですが、大切なのは、チーム

が昨年みたいに勝っている時というのは意外と色々なことは言うのだが、「勝ち点とったからいいよね」とか、「負けずによかっ

た」とか、おそらく 4試合ですかね、(昨シーズン)負けた試合は。 

今シーズンは逆に勝つまでの時間がかかることもあるかもしれません。そのために 2月 1日からキャンプインして、しっかり体を

作って、一年間また皆さま方に恥じないような良いゲームをしていく、というその準備だと思っています。 

 

さっきちょっとありましたけれども、ゴール裏の皆さまがずっとやってくれていて、すごく増えたなという感覚がクラブから見てい

るとあまりなかったんですよね。ところが 12 年の J2 の時には、結構埋まっていた記憶があるんです。ただやっぱりそれはカテ

ゴリーを落とした僕らの責任でもあり、その 3 年間でしっかりとそこで抜けない、守ってやっていこうとゴール裏の人たちのその

努力があって、今年は何か化けてくれるんじゃないかな、というのは正直すごく期待をしています。 

やはり過去の歴史というものがすごくあるんですね。それは一つずつ話を聞いていけば、解決することだと思います。ただ、出

来事というのはいつどう変わるか、目の前のことというのは急にありますでしょ、何でも。その時にどう対応していくのか、柔軟

性をもってやっていくかというのがすごく大事じゃないかなと。 

 

今日は出ませんでしたけれど、だれだれ選手をなんで放出しちゃったんだとか、強化部長に対してはどうしてあの選手をもっと

大事にしてくれなかったんだろう、とかっていうのはサポーターだったら絶対あるんですよ。で、私も自分が離したくない選手が

他のクラブに行ってしまったという事は以前からありました。やっぱり自分たちがそう思っていても選手本人から出たいって言わ

れた時に、気持ちよく出してあげたいっていうのが自分の考えです。 

サポーターの皆さまにはご理解いただいて、決して好き嫌いでやっているわけではないし、給料が多くて持っていかれたとか、

少なくて持っていかれたとかいう言い訳も作りたくない。 

自分たちは小さなクラブですとその時は言っていても、自分たちはそんなこと思っていませんよ。 

一番気持ちのあるクラブであるし、もっともっと良くしたいし、選手が帰ってきたいというクラブにしたいし、それには皆さまの力

が必要だっていうことで、共有して、これからもよろしくお願いいたします。 

本日は本当にありがとうございました。 

 

松永： 

どうもありがとうございました。 

これをもちまして、第 4回のサポーターカンファレンスを終了したいと思います。 

今日はどうもありがとうございました。 

 

以上 

 


