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第一部 (以下、敬称略) 

 

松永： 

おはようございます。本日も朝早くお集まりいただきまして誠にありがとうございます。 

私、司会進行させていただきますサポーターカンファレンス運営委員会の松永と申します。よろしくお願

いいたします。本日のタイムスケジュールの説明に入らせていただきたいと思います。今回も休憩を挟

みまして二部制で行います。 

まず第一部におきましてはクラブより昨シーズンの振り返り、また今シーズンの展望についてお話をい

ただきます。続きまして強化方針について、お話をいただきます。強化方針につきましては、第一部の

中で質疑応答を承りたいと存じます。 

そして休憩をはさみまして、第二部を 11時頃から再開したいと思います。第二部の中では事業関連に

関する質疑応答を中心にお受けしたいと存じます。終了は 12時を予定しております。 

 

続きまして、運営委員会とクラブスタッフを紹介申し上げます。 

まずクラブ側、代表取締役、下川様でございます。 

 

下川： 

おはようございます。 



松永： 

ゼネラルマネージャー、唐井様でございます。 

 

唐井： 

おはようございます。 

 

松永： 

取締役事業本部長、大友様でございます。 

 

大友： 

おはようございます。 

 

松永： 

強化部長、丸山様でございます。 

 

丸山： 

おはようございます。よろしくお願いします。 

 

松永： 

運営・プロモーション課課長、田口様でございます。 

 

田口： 

おはようございます。よろしくお願いします。 

 

松永： 

広報・商品企画課課長、近藤様でございます。 

 

近藤： 

おはようございます。今日はよろしくお願いします。 

 



松永： 

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双木和也よりご挨拶申し上げます。 

 

双木： 

皆様おはようございます。 

ご紹介いただきました CURVA MACHIDA代表の双木和也と申します。よろしくお願いいたします。 

まずはサポーターの皆様、寒い一日ですが朝早くからお集まりいただきましてありがとうございます。 

そしてクラブスタッフの皆様、開幕前のお忙しい時期だと思いますが、今年度もサポーターカンファレン

スにご参加いただきまして誠にありがとうございます。 

今回で 5回目となるサポーターカンファレンスになりますが、前年度に引き続きまして、

LOSCUMBANCHEROS、CURVA MACHIDAそしてサポーター有志のメンバーで、今回も運営・開催をさ

せていただきます。改めてよろしくお願いいたします。 

 

さて 4年ぶりの J2復帰となりました昨シーズンですが、皆様ご存知のとおり、7位という素晴らしい成

績で、非常に充実したシーズンになりました。また本当に多くの選手が契約更新を行ってくださいまし

て、2017シーズンの開幕が非常に待ち遠しい日々だと思います。 

ただ 2年目となるシーズンは、また 1年目とは違った難しさ、厳しさが絶対にあると思います。試合以

外でも改善しなければいけない点も非常に多くあるかと思います。そういった点をこのカンファレンスで

是非皆様、ご発言やご質問等を行っていただいて、より良いシーズンにしていければと思います。 

皆様お集まりいただいていますので、是非積極的にご質問、ご発言をしていただければと思います。そ

れでは皆様、本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。 

それではクラブより、代表取締役下川様よりご挨拶をいただきたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

 

下川： 

皆様改めまして、新年あけましておめでとうございます。昨年初めてサポーターカンファレンスに参加さ

せていただきまして、非常に皆様方と積極的な会議ができて、非常に楽しいというか、皆様がどのよう

なことを考えていらっしゃるのかな、普段聞けない話を色々させて頂いて、非常に良いスタートが切れ

たなと、本当にそう思いました。今日も昨年はいなかった GM も交えて、より深い話も聞けると思います

ので、先ほど運営委員会の方からもありましたけれども、積極的なお話や質問をしていただいて、クラ

ブ側としては何も隠すこともございませんし、全て皆様方に受け入れていただけるように、そしてまた皆

様方と一緒に最高のクラブにしていきたい、そう思っていますので今日一日よろしくお願いいたします。

（会場拍手） 



松永： 

下川社長、どうもありがとうございました。 

それでは続きましてゼネラルマネージャーの唐井様より、ご挨拶をいただきたいと思います。 

 

唐井： 

皆様おはようございます。まずは昨年皆様の厚いご支援によりまして、望外というか、そもそも残留が

最大のミッションでありましたから、それ以上の成績を収めることができました。それにつきましては、皆

様のご支援ご声援が大きな後押しになったことを御礼申し上げます。ありがとうございました。 

今日は今年度ということですから、その素晴らしかったシーズンは一旦忘れて、リセットして、いよいよ

（J2)2年目となる（今シーズンは）非常に厳しい状況が予想されますので、それに向かって取り組んで

いくということのスタートで、皆様とまた色々なお話が出来ればと思っております。そこで、去年まず残

留ということを掲げてやっていく中で、皆様にもご案内のように 2020年に東京オリンピック・パラリンピ

ック、2019年にラグビーのワールドカップが開催されます 。2020年のオリンピックイヤーをひとつのタ

ーゲットとして、FC町田ゼルビアも市役所も町田市の皆様も、そこをターゲットに J1 の環境が整えら

れるのか、もちろん競技レベルでも J1に行けるのが一番の目標ですけれども、少なくともスタジアムや

練習場、クラブハウスは今大きな課題となっております。J1 ライセンスを取るための環境整備を 2020

年に向けて整えていこうというスタートを実は切っておりまして、昨年の 6月に、J リーグにクラブライセ

ンスの申請を出しましたが、今回は J2 ライセンスということで認可が下りているのですけれども、添付

資料としまして、2020年に向けての環境整備というロードマップも提出しました。リーグ終了後の定例

会見では石阪市長から J1規格のスタジアムを視野に入れることは宣言していただきました。読売新聞

だったかと思いますが随分と地方版でも大きく取り上げられたかと思います。クラブも、もちろんチーム

もまた皆様も、J1にふさわしいクラブになれるかというチャレンジ、挑戦を今しようとしているところで、

見事に昨年は残留をチームとしては実現いたしましたので、今年は J2定着、そしてさらなる夢に向か

ってということで大事な大事なシーズンになろうかと思います。 

夢としてはそういうことなのですけれども、一方で皆様のお手元にもあるように、J2 クラブと FC町田ゼ

ルビアとの企業規模比較という表をご覧になっていただくと、これはネガティブな話というよりは現状を

知っていただくということでご覧になっていただくと、一番左端の営業収益全体、これは J リーグが経営

資料というものを開示していますから、2015年ですね、FC町田ゼルビアが J3で戦ってきたシーズンで

はあるのですが、全クラブが公表しているものがございますので、それに基づいて昨年度 2016年度の

FC町田ゼルビアの予算をそこに当てはめてみると、一体どのあたりの企業規模なのか、というような

ことを皆様にも知っていただきたいということでこの資料を出させていただいています。一番左端の営

業収益全体というものが売上高です。それで見ますとここの位置ですね、やはり正直に言いますと J2

では一番小さな規模のグループにいるということを皆様にも知っていただきたいと思いまして、1位は

30億、30億という大宮さん、磐田さんというところで、セレッソ大阪さんもそうですけれども、そもそも J1

にいなければいけないような規模のクラブが上位にあるとはいえ、今年も我々は手作りでここまで成長

して参りましたけれども、例えば大分さんは 13番目に 9億 5千万とありますけれども、J3に降格され



たと、栃木さんも 9億 3千 6百万というところで、10億近い規模のクラブでさえも、降格して J3にいる

んだと、あるいは J3のクラブでも長野さんだったり富山さんだったり、そのあたりだと FC町田ゼルビア

と同じか、またはそれ以上の規模だったりします。ですので、規模感からすると、こういう中で 7位を達

成したということは、ひとえに皆様のご声援もありますけれども、正直申し上げると相馬直樹の力、それ

から選手諸君の献身的な頑張り、と言ういわゆる現場の力ですね。私どもクラブとしてはまだまだ 6億

規模のクラブでありますから、まずは 6億を 8億、8億を 10億ということで、だいたい 10億ぐらいの規

模になると、プレーオフを狙うにも恥ずかしくないかなというのが現状なんですね。ですから、まだまだ

プレーオフを狙うためにも、次のターゲットとしてはクラブの経営規模としましては 10億円に早く乗る、

乗りたい。では 10億円の根拠はと言いますと、もちろんスポンサー様に広くお声掛けすることも重要な

ことなのですが、それよりも何よりもスタジアムをいっぱいにする。今の（町田市立陸上競技場の）キャ

パで言いますと 1万人ですから、1万人を何度作れるか、何回できるか。それは昨年で言いますと開

幕のセレッソ大阪戦の 1試合だけだったんですね。それを 3回、最低でも 3回、さらにそれ以上という

ところをこの 2017年度にできるか、その満員のスタジアムの雰囲気をご覧になっていただいたスポン

サーの皆様が、これは素晴らしいねということで、スポンサー様のご支援も増える、広がる、そういう好

循環になっていって、まさに今それを示しているのが松本山雅さんであったり、ファジアーノ岡山さんた

ち、その大きな企業の支援、大規模な支援がない、親会社を持たないにもかかわらず、1万人あるい

は 1万 3千人規模で集客ができているクラブさん達の成長の姿というのが、まあそういうことなんです

ね。やはり満員のスタジアムのよい雰囲気、これがこの事業のまさに成功のキーポイントになりますの

で、ですから本当に皆様のご支援を賜らないと、2020年に向けてということは実際成立しません。1万

人がなんとか実現できれば、大きな町田市の皆様に対しての後押しと言いますか、追い風と言います

か、こうやって溢れてもっとキャパを広くしなければならない、拡大しなければならないという話に繋が

っていけば、石阪市長も町田市（役所）の皆様も動きやすくなるわけです。毎年毎年お願いしていること

かとは思いますが、皆様のお力で平均 5千人を達成しましたが、正直に言うと今のゼルビアプロパー

のファン・サポーターの皆様は 4千人ですね。それに相手、アウェイチームの状況が加わって 1万人

になったりというところで、それでシーズンを通して千人、平均でアウェイの皆様を積み上げた結果が 5

千人というふうになっております。まだまだ J2の平均でも 6千人以上です。今現状でも 5千人平均、

10万人達成というのは、クラブの歴史にとっては大変素晴らしい結果ではありましたが、こうゆう形で

J2の中ではどうなのよ、って俯瞰した時にはまだまだ平均にも満たない、それが現状でございますの

で、是非是非今のコアの 4千人の皆様が一人ずつお友達を誘っていただければ 8千人になるわけで

すから、そういったことのご理解ご協力を是非是非いただければと言うふうに考えております。大体の

話はこんなところでございますが、また何かご質問等があればお答えしたいと思います。本年もよろしく

お願いいたします。ありがとうございました。（会場拍手） 

 



松永： 

唐井様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。 

2016年シーズンを振り返り、2017年の展望を取締役事業本部長の大友様よりお話しいただきたいと

思います。それでは大友様よろしくお願いいたします。 

 

大友： 

皆様おはようございます。事業本部長の大友でございます。座ったままで失礼いたします。 

振り返りと展望ということで、先ほど下川と唐井からお伝えしたことが主なことではあるんですけれど

も、少し数字的なところなどをご報告させていただければと思います。 

昨シーズンまず観客動員に関しましては、昨年この場では 5千という強気の数字で臨みたいと思うと

いうようなお話させていただきました。皆様のお蔭をもちまして、また唐井からもありましたけれども、ア

ウェイ VIPチームの力もありまして達成することができました。強気の目標を立てて、それを達成でき

たということで我々クラブの人間も、よしやったぞと言うような雰囲気にもなりましたけれども、一緒に上

がった山口さんが 6,654人という数字を出しているということ、それから市長に表敬訪問に行った時に

褒めてもらえるかなと思ったらですね、「岡山さんは平均 1万人だって。まだまだ足りないんじゃないの

か。岡山さんは J1に上がったことないよね」と言うようなお話もいただきました。「野津田遠いよ」とかと

いうことはあるかもしれないのですが、5千人を達成して、じゃあ次 2017シーズンというところは、そう

いう理由はもう言い訳はしないで皆様とこの J2のまず平均までは持っていくと。今はまだクラブ内でど

ういう目標値にするかというのをやっている最中ですけれども、やはり J2の平均を超えていくという姿

を見せていかないと、その先の J1 というのは見えてこないと思いますので、平均観客数に関しまして

は、また一緒に協力して、より良いスタジアムの雰囲気を作っていければと思います。やはり 6千人以

上、7千人近く入るスタジアムの雰囲気というのはすごく素敵で、我々が素敵だと思うということは選手

の力には凄くなっていると思うんですね。是非そういう観客という部分では、後押しできるスタジアムの

雰囲気作りをやっていきたいというふうに思っております。 

また交通に関しましては、町田市とも連携が出来まして、ツインライナーを町田駅から走らせることがで

きました。やはりここも 5千人を超えないとツインライナーも席が空いてしまうというような状況になると

いうことなので、先ほどの話に繋がりますけれども、引き続き観客動員をやらなきゃいけないというこ

と。あと町田市を通して神奈中さんが多摩センター駅、それから淵野辺駅からのバスの増便、もしくは

シャトルというのを検討いただけないかということで、今投げかけをしているところです。アクセスが悪い

悪いと言いながらも、小田急線の鶴川駅、京王線の多摩センター駅、JRの淵野辺駅からの距離はほ

ぼ一緒です。そこのアクセスがもし確立したら、３路線からお客様を引っ張ってこられるということもあり

ますので、なかなか神奈中さんもお金の事とか、ドライバーの数、バスの数というところを総合的に判

断してやっとシャトルバスを出すことに繋げていくというところもありますので、簡単ではないですけれど

も、まずそういうことができないかという投げかけをしております。 

本当に 2016年は選手監督、編成をした強化部のお蔭で、思いもしなかった首位という位置を一度取っ

たこともあってですね、早い時期に行政に対しても「これは考えないとまずいぞ」という思いをさせること



ができたと思いますので、それは後押しいただいた皆様と選手への感謝を忘れずにやっていきたいと

思っております。先ほど唐井からも収益の話がありましたけれども、スポンサーさんの広告料というの

はどこかで頭打ちになるだろうというところが見えている中で、やはり集客、それに合わせてチケット収

入というところを上げていく必要があると思っております。2017年シーズンからチケットの料金を改定さ

せていただきました。ハレーションが起きるかなとも思いましたが、実際はございませんでした。逆に

「当然」、「まだ安いんじゃないか」という声もあるんですけれども、まずは皆様にご理解いただいている

このチケット料金で、さらに収益を増やしていくということを、2017年に達成できればと思っております。 

この資料の項目の順位全てを J2の平均以上に持っていくという心構えでやっていければと思っており

ます。 

クラブの人間だけの力ではどうしようもないこともありますので、是非ここにいらっしゃる皆様が、一人

一人に声をかけて頂いて、アイデアも我々にどんどんいただいて、クラブ全体の力を上げていくというこ

とを今シーズンもやって参りたいと思いますので、どうぞご協力のほどよろしくお願いいたします。 

以上です。（会場拍手） 

 

松永： 

どうもありがとうございました。 

それでは丸山強化部長からも話をいただきたいと思います。 

 

丸山： 

改めまして皆様おはようございます。強化部の丸山です。本年もよろしくお願いいたします。 

皆様には日頃より、FC町田ゼルビアに多大なるご理解とご協力を賜りありがとうございます。今こうや

ってみなさんのお顔を拝見させていただいて、野津田での試合もそうですが、小野路にも足を運んでい

ただいている方もいらっしゃり、本当に皆様のお蔭で、この FC町田ゼルビアがあるということを感じて

おります。また引き続きよろしくお願いいたします。併せまして、2016年シーズンの応援、サポート、あ

りがとうございました。 

皆様のお蔭をもちまして目標としていた J2残留と、J2復帰 1年目にして 7位という成績で終えること

ができました。昨シーズンは積み重ねて継続して来たことが発揮出来た 1年だったと思っております。

日頃のトレーニングから切磋琢磨をして、怪我人が多かった昨シーズンではあったものの、誰が出ても

同じ方向を向いて戦ってくれたことがこのような成績で終える事が出来た要因の一つだったと思います

し、普段の雰囲気としても相馬監督の下、規律がしっかりあった中で、自分達がやるべきことをシーズ

ン通してやり続けることが出来ました。そして皆がしっかりそれについてきて、最後までやり続けたこと

ができたことも要因だったと思います。しかし満足してしまってはいけませんし、また J3に行ってしまう

ということがあってはならないことなので、満足することなく今季につなげていきたいと思っております。

チームも相馬監督に引き続き指揮をとっていただき、4年目となります。しかしながらクラブとしまして

は、J2に残留し、初めて J2の 2年目という未知な領域に入って行くことになります。今までも土台を積

み重ねてきたことで、より戦えるチームになってきたというところは実感しております。 



毎年毎年積み重ねて来たものがどれだけこの J2の 2年目で出来るのかが問われるシーズンだと思

います。一人一人選手・スタッフと話をさせていただいた中でも、同じ方向を向いて一丸となって戦うと

いうところは変えずに、新戦力選手・スタッフを迎えてのシーズンインとなり、13日の午後からスタート

を切らせていただきました。皆様も思っていただいている通り、J2の 2年目というものはものすごく難し

いシーズンになると思っております。他のクラブさんのこともやはり皆様意識されることもあると思うの

ですが、我々もやはりそこの危機感というものは持っております。昨シーズンの順位が順位だっただけ

に、皆様からのご期待というのが非常に高いものになるんじゃないかなと思っているのですが、先程ク

ラブスタッフの方からも話があった通りですが、まず J2にしっかり定着するその為の J2の 2年目にな

ります。J2残留がまず我々の今シーズンの目標でもあります。辛抱強く今期も戦うシーズンにもなると

思いますし、ただ去年もお話したのですが、せっかくの J2の舞台なので、我々もそうですが皆様も楽し

んでいただける、チャレンジすることも忘れない、そんなシーズンになればいいなと思っております。

我々はプロなので結果を求めて普段仕事をしなければいけませんが、スタジアムに来て頂いた方に想

いが伝わるようなプレー、それは一生懸命やるとか言うのは当たり前なのですが、走り切るとか、身を

投げ出すとか、ハードワークですね、そういうのはより一層しっかり続けてやっていかなければいけな

いと思っております。我々の強みというのは組織力というものがあると思いますし、その中で想いが伝

わるプレーをしながら 1試合でも多く野津田で、満員のスタジアムでプレーするためにも、我々がまず

ピッチでやらなければいけないことを表現したいなと思っております。町田にゼルビアがあって良かった

なと思ってもらえるようなことを、日々の行動、言動を意識し、皆にも話をして賛同してもらっている選

手、スタッフが来ていただいていると思いますので、感謝の気持ちを忘れずに、しっかり取り組んで参り

ます。毎年契約交渉や面談をさせていただいている中で、我々は J1 ライセンスを持っていないことが、

重要な課題と感じております。トレーニング施設の、ハード面の改善をしていかなければいけません

し、それは我々クラブだけではなく、皆様もそうですが行政にも協力をしていただかなければならないと

思っていますし、このままだとステップアップのクラブになってしまう危機感も抱いております。あと選手

の方からお願いというか生の声というか、集客が 5千人を超えた中で、「丸さん、ゴール裏の人数がな

かなか増えませんね」ということを私にも言われたりしました。それはもちろんクラブの努力も必要だと

思うのですが、皆様の力も貸していただけたらと思いますので、あえてこの場でお話しさせていただき

ました。後は、町田という地域は少年サッカーの町なので、歴史と文化がある地域であり、子供達が

「ゼルビアかっこいいなあ」、「僕も（私も）大きくなったらゼルビアに関わりたいなあ」と思ってもらえるよ

うなクラブにしていかなければいけませんし、育成というものがものすごく大事だなとも感じております。

昨年は青木君、一昨年は加倉井君が二種登録をしてトップチームに関わってきてくれていますが、引き

続きアカデミーとの連携を取りながら、実際に日々のトレーニングでも、トレーニングマッチでも関わって

くれて、少しずつ可能性が大きくなってきていると感じています。アカデミー、トップチームとしっかり連携

を取りながら取り組んでいく今季にしたいと思っております、今年一年また J2で戦えることに感謝しな

がら、皆様と共に良い一年になるように取り組んで参りますので、今シーズンもよろしくお願いいたしま

す。私からは以上です。ありがとうございました。（会場拍手） 

 



松永： 

丸山様、どうもありがとうございました。それでは皆様から強化方針につきましてご質問をいただきたい

と思います。冒頭に申し上げましたとおり、事業に関するご質問につきましては二部の方でお受けした

いと思います。またご質問をいただく際には、お名前を仰っていただきたいと思います。お名前につき

ましては、議事録の中では記載はいたしませんので、ご理解いただければ幸いでございます。 

それではご質問のある方、挙手いただければマイクをお持ちしますのでよろしくお願いいたします。 

 

質問者 A 氏: 

今年もカンファレンスを開催していただきましてありがとうございます。運営委員会の皆様もありがとう

ございます。毎年一番初めに質問をしている気がするのですが、この格好もプレッシャーをかけるため

ではありませんのでご安心下さい。2016年本当に楽しいシーズンを過ごさせていただいて、幸せな一

年でした。その中でこれは強化なのか、どちらにも仕分けられなかったので今質問させていただくので

すが、唯一と言っていい暗い話を質問させてください。8月 23日に鈴木崇文選手と三鬼海選手が双方

合意の下、契約が解除されました。「何があったのですか」という質問になるのですが、これは議事録

に載る範囲でご回答いただければと思います。何かがあった時にクラブの中でどういう議論があって、

その結果どういうふうに本人たちにその結果が伝わり、本人たちがどう受け止め現場、相馬監督、キャ

プテン、その他の選手がどんなことを感じ、どんなことをおっしゃっていたのか。スポンサーの皆様がど

んなふうに受け止められたのか、については議事録に載せられない話も載せないで結構ですので、本

当のところを教えてください。そしてその後、鈴木崇文選手が群馬で、三鬼海選手が国士舘大学で練

習参加していると聞きました。特に国士舘大学いうところはおそらく下川社長のコネクションなのかなと

私は想像したのですが、その 2人が契約解除された後にどういう練習をするのか、などというところは

ある程度クラブからフォローアップがあったのかな、というところに関しても、できれば教えていただけれ

ばというふうに思います。いきなり暗い話で申し訳ないのですが、よろしくお願いします。 

 

唐井： 

唐井がお答えいたします。今おっしゃっていただいたように事柄の性質上、議事録に載る、載らないに

関わらず本人たちの名誉のこともございますので、事実関係を明らかにすることは差し控えさせていた

だきたいのです。皆様の想いもよくわかりますが、僕らも本当に断腸の思いです。本当に悔しかったで

すよ。…なので、下川社長はそういう中でなんとかトレーニングの場所を提供して差し上げようというこ

とで、国士舘（大学）の Bチームの方でトレーニングをしながら、代理人さんも新しいシーズンに向けて

の動きをしていく中で、最終的にはロアッソさんの方で引き受けてくださるということになりました。いろ

いろとスポンサー様や相馬がどう言ったか等々（質問が）ございましたが、事柄の性質をどうかご理解

いただいて、彼らの今後に対して、またさらにいい選手になってもらえると信じておりますので、皆様に

おかれましても今後の姿を見ていただいて、またお声掛けしていただければと思いますし、僕らも当然

彼らの成長を望んでおりますので、これでご納得のいく答えになったかどうかわかりませんけれども、

ご理解いただければありがたいです。 



大友： 

スポンサー様に関しては、下川と私の方ですぐに状況の説明、今皆様にお話しできたところまでですけ

れども、ご説明をすぐさせていただきました。 

 

松永： 

どうもありがとうございました。それではそのほかご質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。 

はい、お願いいたします。 

 

質問者 B 氏: 

おはようございます。今季 7位という結果で選手の力も大きかったかなと思いますので、選手の能力、

いかにサッカー選手の力を引き出すかが強化に必要かなと思うのですが、シーズン中盤にかなり怪我

人が出たということで、それでかなり相馬監督も人員に関してご苦労をされたかなと思いますが、今現

在、怪我というところで、開幕に間に合うかどうかというところが心配される選手もいらっしゃるので、怪

我人の回復状況を教えていただきたいのと、今後の怪我に関しての考え方というのをお伺いしたいと

思います。宜しくお願いいたします。 

 

丸山： 

ご質問ありがとうございます。先ほど私の方からも 1月 13日からトレーニングをしている中での現状と

いうことにはなりますが、昨年のオフというのでしょうか、年末年始のところで、怪我の選手は本当にオ

フ返上でリハビリをしてくれていました。やはり今シーズンに向けて、一日でも早く合流したいというか、

チームに貢献したいという思いの中で、そこにはもちろんチームスタッフとメディカルスタッフと、そこに

携わるいろいろな方の協力があって、という状況になっております。その中で現状としては、思っていた

以上に怪我人の戻りは良いのかなという印象はありますが、ただまだ始まって数日ですので、しっかり

やってみてのリバウンドであったり、どういう反応があるのかなというのは、結構神経を使って今メディ

カルとテクニカルともちろん我々クラブスタッフと連携を取りながら、情報交換しながら進めているような

状況ではあります。ただやはり昨年これだけ怪我人を多く出してしまったので、何かしら対処をしなくて

はいけないというところで、メディカルの見直しというか、そういうことも図っているような状況であります

ので、現状スタッフも少し経験のある人を増員しながら今季を迎えているような状況です。 



松永： 

ありがとうございました。それではそのほかにご質問のある方、はい、前の方お願いします。 

 

質問者 C 氏: 

私、杉並区に住んでおります。なぜ杉並区に住んでいるのに町田なのか、ということなんですけれど、

たまたま 2008年の地決の時に（町田を）発見したと言いますか、そして少し歴史も調べまして、今まで

サッカーにそんなに詳しくなかったんですけれども、J リーグを目指している地域のチームがあるんだと

いうことで、これは一緒に応援して、J リーグに上がるのを体験したいなというようなすごい希望を持ち

まして、それで早速 2009年から応援させていただいているんですね。それで見事に実現しまして、大

変感謝しております。今度「F－MACHI news」というのを見て、相馬監督以下、選手の方のいろいろな

インタビューを読みまして、本当に感動しました。やっぱり応援してきてよかったなあ、と思った次第で

す。ところで質問になるのですけれども、フェアプレーのことについて質問したいのですが、もしデータ

が間違っていたら申し訳なく最後の結果はわからないのですが、カードの数がかなり町田は多いという

ように聞いたか見たんですね。カードは別に故意にもらったりするわけではない訳ですけれども、いろ

いろな技術的な問題も含めて多分影響しているんだろうとは思うんですけれども、いわゆるフェアプレ

ーというのがかなり重視されている中で、やはりカードが多いとラフなチームという印象がついてしまう

と、将来的にも上手くないんじゃないかなと思ったりしています。例えば去年でしたか、女子の世界大会

でアメリカとフランスでデータが全部一緒でもうあとは抽選かという一つ前にフェアプレーで、つまりカー

ドの枚数でアメリカのほうが 0枚でフランスが 1枚だったことで、アメリカが 1位でフランスが 2位にな

ったというのがあったと思います。そんなことで、かなり重視されている部分があるんだろうなあと思う

ので、フェアプレーのことにつきまして、どんな風なお考えで、どんな事なのかということをお伺いしたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

 

丸山： 

ご質問ありがとうございます。まさにおっしゃっていただいたところは我々の課題だと思っております。も

ちろんイエローカードが多いことで自分たちの首を絞めてしまうことにもなりますし、あてにしていた選

手が出場停止で試合に出られない、ということになると我々もそうですし、皆様も楽しみにしていた選手

が試合に出られないとなるとまた一つ楽しみが減ってしまうのかなというところがあります。イエローカ

ードをもらう中でも、いろんな状況があったり、我々が見ていても皆様が見ていても納得のいかないジ

ャッジだったりと言う事もあるとは思いますが、それも含めてサッカーだと思っています。我々のクラブ

だけではなく、反則やジャッジに対していろいろ議論になっていますが、イエローカードが多い（理由の）

一つとしては、未然に防げるプレーであったり俗に言う細かいことになってしまいますけど準備のとこ

ろ、ポジショニングであったり次のプレーを想定するところだったりというのは、改善していく必要がある

中で、我々がやっているサッカーの内容というのは、自分達からディフェンスもオフェンスも、リアクショ

ンではなくアクションを起こしていくサッカーをしています。「待ってプレーをする」というよりも「自分たち

から仕掛ける」ということになると、それだけそういうプレーが多くなってしまうのかなと感じております。



ただおっしゃっていただいたとおり、その中で改善できることが必ずあると思いますので、意識していか

なければと思います。後は異議も、子供たちがたくさん見ている所で私も見苦しいなと思う場面もあっ

たりもします。そういう時には選手に頭ごなしに言う時もありますが、極力建設的な話をしながら、振り

返りはさせて頂いています。改善していかなければいけないと思っております。ご指摘ありがとうござい

ます。 

 

松永： 

どうもありがとうございます。それでは他にご質問のある方、いらっしゃいますでしょうか。 

では前の方お願いします。ちょうどいま第一部の時間が終わりそうなので、この質問を最後にしてまた

次の時にお願いできればと思います。 

 

質問者 D 氏: 

よろしくお願いいたします。選手の更改がいま 25名、本当に継続していただける選手が多くて私も楽し

みにしております。ただ 25名というと、例年の選手の数に比べるとちょっと少ないのかなと。背番号の

発表がありましたけれども、一桁の番号が 2つほど空いていますし、これはあと二人か三人くらい（の

加入）はあるのかなと。話の出来る出来ないがいろいろあるかと思いますが、期待していていいのかど

うか。（会場笑い）その辺りについてよろしくお願いいたします。 

 

丸山： 

ご質問ありがとうございます。現状として選手 25名でスタートしておりますが、まず今の 25名の選手

でも、しっかり戦える選手が残ってくれたかなと思っております。その中でまた明日からのトレーニング

でもそうなのですが、練習生だったり、トレーニング参加に数名入れて行く予定ではありますので、その

中で実際どうするのか、どうなるかというとこにはなります。それとあとウインドーが 3月末まで開いて

いますので、他のクラブさんでも結構人数を抱えているクラブさんがあったりしますので、そういうクラブ

さんの状況なども、今もそうですがコミュニケーションを取って把握し、監督とも相談しながら編成は引

き続きやっていこうと思っております。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。それでは第一部の方はいったんこれで終了させていただきまして、また

第二部を 11時 5分からスタートしたいと思いますので、10分ほど休憩に入らせていただきたいと思い

ます。どうもありがとうございました。 

 



第二部 

 

松永： 

それでは第二部を始めさせていただきたいと思います。 

早速質疑応答でございますが、もし先ほどの強化方針につきましてまだ質問が残っていらっしゃいまし

たら、優先してお受けしたく思いますが、いかがでございますか。 

 

質問者 E 氏: 

私は地域リーグころから応援し始めてきた中で、クラブの今までとってきた強化の方向性として、大卒

の選手達に頼らざるを得なかったという環境もあったとは思うのですけれども、試合に出ることによって

彼らが力を付け、ゼルビアの力になっていたというチームなのかなというのがありました。ただ 2013年

以降、大卒で来てくれた選手が、彼ら自身力が足りなくてということはあったと思うのですが、どうしても

せっかく来てくれた彼らがレンタルに出され、以降帰ってくることなく、というここ数年の流れが非常に寂

しく思います。やはりサッカー選手である以上試合に出たいという気持ちもあるでしょうし、それがクラブ

の判断、選手の判断として現れているとは思うのですけれども、ただもう少し長い目で、温情的なという

と少しおかしいのかもしれませんが、彼ら自身の問題ではあるとは思いつつも、少しクラブとして辛抱し

て活躍できるようなそういう下地ではないですけれども、今シーズンも新しい選手が来てくれますし、彼

らが力になってくれるようなところをクラブ側にお願いしたいなと思いました。特別に何かを求めている

わけではなくて、ただそういったものを感じてクラブ側にこれからの選手達に対するバックアップといっ

たものをお願いしたいなと思いました。以上です。 

 

松永： 

ありがとうございます。 

 

丸山： 

ご意見ありがとうございます。基本、編成する際に選手一人一人ともちろんいろいろな話をしている中

で、新卒の選手、特にここ数年は大卒の選手を獲得して即戦力でというところはあるんですね。ただや

はり今話したとおり、大卒の選手はもう即戦力だと思っていて、年齢的にも 23歳になるともうその年齢

で活躍している選手というのはたくさんいてると言いますか、そういうサッカー界でして、そこまで若いか

と言ったらそうでもないという見方もできると思います。その中で選手ともいろいろと話をして、今おっし

ゃっていただいたとおり、練習をするためのサッカー選手ではなく、試合に出て自分の価値を上げるの

がサッカー選手だというところが、やはり最初にあると思いますので、そこは選手とも話して最後はやは

り選手が決断をしてというところです。ただ我々も彼らの人生を預かっていることも理解していますの

で、しっかりといろいろなことを次の事も考えながら意見交換をしながらという流れではやらせていただ

いています。今年高卒の選手を一人と大卒の選手を一人ずつ獲りました。皆様、感じていただいている

かもしれませんが、今年から積極的に獲りに行ったという部分があります。 



やはり今まではカテゴリーと言っては失礼ですけれども、それで来る選手、断られる選手というのが現

実としてある中で、将来性がよりあるような選手に今年は来ていただいたかなと思っています。ただ今

までの選手にも、もちろん来てプレーしていただいたことには感謝していますし、彼らの人生において

も、ここで終わって僕らと縁が切れるわけではないので、今後も何かあれば「俺もうるさく言うかもしれ

ないよ」っていうことも言ったりして、しっかり今後の人生も縁も大事にしながら見届けていきたいなとい

うふうに思っていて、そういう話も彼らとはしています。引き続き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した。それでは、次の方お願いいたします。 

 

質問者 F 氏: 

町田のチーム、少年サッカー発祥のチームとして、やはり町田にこだわる町田のアイデンティティーと

いうのは非常に重要だと思っている中で、ここ数年町田に縁のある選手がだいぶ減ってしまったなとい

うのは改めて思っているところです。町田出身というと（今は）土岐田選手のみとなってしまうのでしょう

か。今年一人入ってくれましたけれども、もう少し増やせないのかなというのが個人的には思うところで

あります。もちろん町田出身である程度能力の高い選手というのはかなり高いので、環境的になかな

か厳しいというのは分かるのですが、何で町田の選手が今一つ増えてこないのかなと考えたときに、

若い選手が来る時に少年時代のコーチとか監督に「ゼルビアで頑張ってみないか」と口説いてもらえる

ような環境ではないのかな、ということを思ったりします。要するに地域の子供達のクラブとの連携とい

ったところが、どうなのかなというところを感じるところではありますので、そこはどのような形で方針を

考えているのかなと。逆に町田の出身とか、うちの近所の子というフックがあるとバスに乗ってくれるん

じゃないかなというふうにも思いますので、その辺りについて想いはあるとは思うのですが、今どういう

状況なのかというところを質問させていただければと思いました。 

 

丸山： 

おっしゃっていただいたところについては重々私も理解と言いますか、共感できるところでございます。

やはり町田だからこそできることが絶対にあると思っています。その中で町田にゆかりのある選手とい

うのはいつも見届けていますし、しかし中々そういう選手が来ていただけない現状もあり、またいろいろ

契約の条件であったり、選手の状況であったりというところもあるのが正直なところです。また土岐田の

ように他のクラブに行っても（町田に戻ってきてくれるような）縁がある選手というのも、サッカー界では

たくさんおりますので、その状況だったりタイミングであったりというところは大事にしながらやっていき

たいと思います。後はさきほどお話したとおりアカデミーの選手の重要性というのは本当に感じている

ところではあります。少しずつトップチームに関われるような選手がアカデミーにいる事は、私も存じて

いますので、トップチームにあげられるような人材をアカデミーと連携を取りながら（育成して）いきたい

と思います。よろしいでしょうか。 

 



質問者 F 氏: 

よろしくお願いします。 

 

松永： 

どうもありがとうございます。それではそろそろ第二部の事業方針に関する質問を中心とする質疑応答

に移りたいと思います。ではご質問のある方、挙手をいただければと思います。 

 

質問者 G 氏: 

運営と直接関連があるわけではないかもしれませんが、今だんだんクラブが成長してきて、何年か前

にクラブは企画力があるとの動画が作られた中で、確か「社員 8人でやっていますよ」というようなコメ

ントがあったかと思います。だんだん規模を大きくしていく中で社員さんの業務量が飛躍的に増加して

いくんじゃないかと思うのですが、今何名いらっしゃるか分かりませんが、実戦部隊と同じように中で働

いている人たちのほうの充実と言いますか、会社として両足バランスよく立てるような、そういうビジョン

みたいものがありましたらお聞かせ願えればと思います。よろしくお願いします。 

 

大友： 

ご質問ありがとうございます。2016年までは主に 8人でやっておりました。自虐的にもなりますが、8人

でどうやっているんですか？と他の J リーグクラブが勉強に来るくらいでした。（会場笑い） おっしゃる

通りで、両足というところでまだまだ僕らはどちらも細いのですけれども、事務方がやることをもっと増

やさなければいけませんし、もっと手厚くやっていかなければならないというところもありますので、まだ

決まっていない部分もありますが、事務方の人数は 2017年から増やすというふうに考えてはおりま

す。ここに田口、近藤がおりますけれども、二人とも兼務・兼務・兼務でやってきた部分も少しは事務的

なことを若手に任せることができれば、また前へそれから幅広くクラブとしてもできるというところもあり

ますので、今シーズンから人数を増やそうかなというふうに考えております。自虐ネタはそろそろ使えな

くなるかもしれませんが、それでもまだ少ない方の人数でやりますので、引き続き全員で頑張っていき

たいと思います。 

 

質問者 G 氏: 

働いている皆様が潰れないようにしていただければと思います。（会場笑い） 

 

松永： 

どうもありがとうございました。そのほかにご質問のある方はいらっしゃいますか。 

はい、ではお願いいたします。 

 



質問者 H 氏: 

今小学校の教員をしております。2年前に他地区で教員をやっていてその時に同じように質問したこと

で、「100枚のチラシよりも 1人の選手が来てくれることが学校にとってはすごく影響力があるよ」という

ような話をしたと思います。今めでたく転勤しまして町田の教員をやっているのですが、その中で一つ

感謝というのは、他地区にいると僕は単なるサポーターなのですが、町田に来ると先生の影響力と言

いますか、我田引水するわけではないのですが、すごくゼルビアが学校の教育に関わってくれている

なと強く感じます。具体的にこの 2年間で僕がやったことはまず出前サッカーですね。まったくうちの学

校はなかったのですが、お蔭様で全学年、全クラス今やらせていただいています。キャリア教育という

6年生の授業で、今年は星さんに来ていただきました。星さんの授業を酒井良さんと僕が一緒に受け

るというような、サポーターの僕からすると星さんがしゃべりながら後ろで酒井良さんが聞いているとい

う光景がすごく嬉しいというか、そういう環境を作れたということがよかったかなと。また結果的にです

が、租税教室というのをやりましたら、井上さんという方がいらして名刺交換をしましたら監査役というこ

とをお伺いして、またそれでも本当に身近なところから繋がっているんだなあということを感じさせてい

ただきました。本当にありがとうございます。 

お願いというのは、他地区の時だと何も本当にできなかったのですが、先生とか校長先生を味方にす

る、というのは変ですけれども、僕のように何かやりたいな、関わりたいなという教員にとってはすごく

町田は動きやすいです。他の地区はもっとガチガチなのですが、ゼルビアは僕が電話一本、FAX一本

入れると本当に細かく全部返してくれて、（例えば）雨が降ったら延期もどうしますか？というような交渉

もしてくださいます。すごくありがたいと言いますか、密着しようとしてくれているのがよく伝わってきま

す。その辺りすごくいいと思いますので、是非今後も僕みたいな人が各学校に一人ずついると何らか

やると思いますので是非またよろしくお願いします。ありがとうございます。 

 

松永： 

どうもありがとうございます。 

 

大友： 

ご意見ありがとうございます。今伺って初めて町田の学校がそういうことに関して動きやすいと知った

次第でした。校長会などには出させていただいて、ゼルビアも活動しますよ、協力してください、というよ

うなことは申し上げてはいるのですが、なかなか落とし込みができる学校とできない学校もある中で、も

し町田が動きやすいということであれば、改めて星に、もっと突っ込んだ話をしても校長先生この学校

動いてくれるよ、ということをすぐに共有させていただいて、もちろんタイミングが合えば選手とゼルビー

を参加させていただいて、またスタジアムに行こうよというような雰囲気を作っていければと思いますの

で、引き続きご協力をよろしくお願いいたします。 

 



質問者 H 氏: 

校長会は本当に強いので、是非よろしくお願いいたします。（会場笑い） 

 

松永： 

ありがとうございます。 

 

唐井： 

今小学生の子供の話をされたかと思いますが、今日は学校の先生以外の皆様もいらっしゃると思いま

すので、引き続きホームタウン活動の方は地域にできるだけ浸透できるように監督の了解も得ていま

すから、また今年はさらに街に出ましょうと、もちろん戦って勝つのが一番の仕事なんですけれどもそう

いう事に取り組もうと思っております。 

一方で自治会でも何かそういう皆様のお集まりがあるところには、選手はなかなか厳しいので、守屋理

事長であったり私が行ってもいいので、若い皆様は星大輔、少しお年を召した方は守屋か唐井を呼ん

でいただいて（会場笑い）、ゼルビアがどういう成り立ちだったかとか意外と知られていないんですよ

ね。少年サッカーの街で、実は清水に次いで J リーガーを出している街、あるいは先ほどもどうして町

田出身の選手が来ないのかという話がありましたが、町田出身の選手といえば川崎さんの小林悠君だ

ったり、清水さんから大宮さんに入って 10番をつける選手であったり、あるいは実は町田のユース出

身なのにまた FC東京さんに戻って行った左サイドバックだったり、随分知られてはいないのですけれ

ども、古くは北澤さん、林健太郎さん、戸田さんと、きら星のごとく町田は選手を生み出していて、実は

読売クラブのヴェルディさんは町田出身の選手がたくさんいらっしゃいます。藤吉さんだったり。というこ

とで、まだまだやれることがある、そういう事をお話する場をいただいて、是非是非野津田に足を運ん

でいただきたい、ということでしたら、校長にはなっていませんが守屋実という歴史のような方がいらっ

しゃいますので、喜んでそういうお話はさせていただけると思いますからまた皆様も何かそういう集会と

いいますか集まるようなことがありましたら、クラブの方にもホームタウン活動以外でもお声掛けいただ

ければ、ということで 2月 26日は 1万人を絶対に超えるということで取り組んで参りますので、よろしく

お願い申し上げます。 

 

松永： 

どうもありがとうございます。それではその他ご質問のある方はいらっしゃいますか。 

 

質問者 I 氏: 

グッズのことをお伺いしたいのですが、昨年ですね、物販の収入もすごく大事だと思うのですが、タオマ

フなどの品切れが続いていたこがあって、私の中では初めてサッカーを見に来た、ゼルビアを見に来

たという方がまず買うものはタオマフだと思っていて、（タオマフを）持っている、持っていないではすごく

テンションが違うと思うので、そういうことがないようにということと、あと女子が買えるような魅力的なグ

ッズを作っていただきたい、ということをお願いします。（会場笑い） 



近藤： 

ご意見ありがとうございます。まずタオマフの欠品ですが、ごめんなさい。全部私の責任です。初めて

の J2だった 2012年や昇格できた 2015年とか、売れ行の良かった年の数字を集計して、これくらいか

なと見込んだのですが、選手たちの頑張りで首位になってくれたこともあって、予想外のペースで売れ

てしまい、夏場の一番大事な時に在庫切れさせてしまうという状況を作ってしまいました。今シーズン

は間違いなく増量して作っておりますので、そのようなことがないようにしたいと思います。 

女子グッズの方ですが、基本、商品は J リーグさんの製作で、カタログから選んでいる状況ですが、少

しずつ女子ものが増えていて、昨年は女性向けの人気ブランドとのコラボバックが出せたりとか、少し

ずつですが増えてはおります。実は私の下に女性スタッフが一人おりますので、もう少し今年は女性ス

タッフの意見を取り入れながら、やっていければと思っております。 

グッズの話が出たので、ついでにこの後に質問があるかもしれませんので、皆様に先にお伝えします。

今年は、よくご要望をいただくガチャガチャとか、選手の背番号入りの Tシャツとか、少しずつですが増

やしていきます。最低生産数があるので全選手とはいかず、もしかしたら「私の好きな選手のものがな

い！」となる商品もあるかもしれませんが、それはご了承ください。ユニフォームの売れ行きの多い選

手数名に関しては、本人に個別も作らせてとお願いして、作って行く予定です。ガチャガチャは全員作

りますので楽しみにしていただければと思います。 

今後も皆様の意見をいただきながら、少ない予算の中ですが、少しずつ改善していきたいと思います。

グッズは売れれば売れるほど収益が上がるものなので、春先の早い段階で予想以上に売上を残せれ

ば、会社が追加の予算を出してくれる可能性がありますので、皆様ぜひ、積極的に、それもお早めの

購入をお願いします。（会場笑い） 

 

松永： 

どうもありがとうございました。では、どうぞ。 

 

質問者 J 氏: 

4年前 J2から JFLに降格した時に下川社長が、「びくともしないチームを作る」という決意をテレビカメ

ラの前で表明されたと思います。今年 J2に戻りましたので、その 4年前に想像していたびくともしない

チームというのは、今どのくらいになっているのか、未来に向けてどういうふうに考えているのかを、J2

に戻ったということなのでその状況でのお話をいただければと思います。 

 

下川： 

4年前に降格して話をさせてもらったあの時に、自分が感じたことというのは、J2で戦っていた、と

いうよりも、その舞台に立った時に自分たちを表現しきれないで終わってしまった。それは選手だ

けではなくてスタッフも、まさしく僕らが目指しているものであるということを思い切り打ち上げてい

たので、そこの喜びの方が強くて、本当にあっという間の一年で終わってしまった。 



スタジアムを仮設という形で作っていただいてのスタート、でも一年終わってみれば、出来上がっ

たスタジアムは JFLの開幕でした。本当にそうゆう部分では皆様に嫌な思いをさせましたし、自分

も悔しい思いをしました。次に上がる時にはしっかりと基礎の部分と言いますか、家を建てるので

も基礎が一番大事なわけで、そこをもう一度時間をかけてしっかりと見直そうと。ですから、現在の

クラブの姿は 3年という月日が、全く無駄にならなかったなと去年は思いました。どんどん自分た

ちが目指しているものに対して、もっと追求して、もっと良くしようと考えて行くと思うんです。2016

シーズンは 6億 2,000万という予算の中で考えると小さな会社なんですね。6億 7億の会社という

ことで、いろいろな部分で足りないものばかりでやってきています。10年前に立ち上げた株式会社

が、10年経って一人歩きから皆様に支えてもらっている。会社がどんどん変化していっているとい

うことは、ここにいらっしゃる皆様がよく見ていてくださっていると思うんです。だからもっと会社をよ

りよくするために、びくともしない会社とするために引き続き、会社運営というものを企業らしくして

いきたい。自分たちがいろいろなものを手がけて作っていくということをしていかなければいけない

自分たちが作り出すものがびくともしない経営につながると思っています。 

3年、6年先、今のジュニアユース、ユースの子たちが、自分たちのチームに来るということが美し

く、それが一番だと思っているんです。時間をかけてゆっくりとやっていきたいなと。 

 

松永： 

どうもありがとうございました。それでは他にご質問のある方はいらっしゃいますか。 

 

質問者 K 氏: 

アカデミーについてなんですけども。アカデミーの運営は今年も NPOでしょうか。NPO として今アカデミ

ーは分かれて見ているのですが、トップとしてそろそろアカデミーも見ていただけないかという希望なん

ですが。 

 

大友： 

ご質問ありがとうございます。（アカデミーは）NPOが見ますが、株式会社が見るのと NPOが見るとい

うところは、変わらないといいますか。株式会社が見るから現状から何かが変わるかといったら（何も）

変わらないんですけども、もう少しどういうことを望まれているのかを教えていただけますでしょうか。 

 

質問者 K 氏: 

私はアカデミーは出来る限り見に行ってはいるんですが、昔に比べたらチームからも海外遠征の時に

お金を少し出してもらったりとか、ゼルビアキッチンで食事をしてもらったりと改善はどんどんされている

とは思うんですが、子どもたちというよりもアカデミーのスタッフの皆様がすごく大変そうなのが去年す

ごく感じたのもあって、会社のトップのフロントの方々も大変だと思うんですけれども、J リーグというの

はアカデミーというのが必要条件となるわけじゃないですか。J リーグとしてやっていくうえで、アカデミ

ーがないとだめですよね。 



大友： 

はい、だめです。はい。 

 

質問者 K 氏: 

もう少しちゃんと FC町田ゼルビアの中でトップと同じようにとまで言いませんけど、同じ括りに入れな

いのかなあという思いがあったので。そこにお金をいくら落とせとか、人をもっとよこせとか具体的なこと

ではなくて、もう少し同じ括りに入れてもらう、というのも変なんですけれど、アカデミーの子たちに上が

ってほしいという気持ちは同じなんですけど。だったらもうちょっと、今よりはもう少し何かしてもらえない

かという気持ちがすごくあったので。NPOだと出来る範囲がこのくらいまでしか出来ないんですよね、と

いう話も聞いていたので、それはトップと同じ括りになった場合はもう少しできるんじゃないかなという期

待もあったので、来年以降もし NPO じゃなくてちゃんと FC町田ゼルビアが運営しているアカデミーとい

うふうに出してもらえないのかなと。要は今ホームページの中でもアカデミーは NPOの管轄になってい

て、会社の中での振り分けなのかもしれないですけど。ではなくて、ちゃんとトップと同じ FC町田ゼル

ビアとして出せないかな、と変な言い方ですけど、同じ括りにならなのかなという質問だったんですけ

ど。 

 

大友： 

J リーグに対しても、NPO と株式会社は同じグループとしてすべて経営も見られますので、リーグとして

も見え方としては今おっしゃっていただいた FC町田ゼルビアというふうに見えてます。で、逆に NPO

だからできることの方が多いというのが現状でございまして、お気持ちは大変わかるんですけれどもト

ップチームに対しても足りないものがまだまだ多いという現状の中で、優先順位からするとまずはトップ

チームということになるかと思います。トップチームの環境を整えるということが、アカデミーの環境も整

えるということに繋っていくと思いますので、優先順位的にはそういう形です。たぶん見え方の問題なの

かなというところもあるんですけれども、そこは改めてと言いますか、アカデミーとの話し合いということ

も会社としては今増やしていってる状況ですので、ひとつのグループとして見えてくるようになるのかな

と思っております。アカデミー出身の選手が全員うちのトップチームの選手だったらこんなに素晴らしい

ことはないので、普及の酒井もそういうことを言っていますので、そういう中でやっておりますし、ご理解

いただければというふうに思っております。 

 

松永： 

ありがとうございました。では次の方お願いします。 

 



質問者 L 氏: 

今アカデミーの話がでたので、細かいことなんですけれども。アカデミーの試合も見せてもらって非常に

楽しみです。すごくいい試合していると思うんですけれども、選手の背番号が試合ごとに変わるんです

ね。それで竹中監督に尋ねてみたら、「選手の頭数のユニフォームがないんだよ」と。それでやむを得

ず、試合ごとに替えざるを得ない。そんな状況のようで、そこはせめて選手一人一人にユニフォームが

回っている状況にしてほしいです。自分の聞き方で（この事が）間違っていたら申し訳ないですけれど

も、いかがでしょうか。 

 

大友： 

ご質問ありがとうございます。そういう事はたぶんないとは思うんですけれど、確認いたします。 

確認しておきますけれども、一応私どもの認識としてはそこまで困窮してはいないだろうという認識では

おりますので、確認してもし今度の議事録に載せられるようであれば載せたいと思います。 

 

松永： 

ありがとうございます。事実がわかりましたら議事録の中で反映しておこうと思います。 

 

唐井： 

プロチームでも練習試合では時には背番号が替わるようなこともやはり運用の中ではありますので、ご

理解いただければと思います。 

 

松永： 

はい。ありがとうございます。それではまたその他ありましたら、後ろの方からお願いします。 

 



質問者 M 氏: 

私の方からの 1点お願い的な質問なんですけれども、2016年の頭のほうまでヒーローインタビューを

した選手が試合後バックスタンドのアウェイ寄りの方からずうっと回ってハイタッチをしていくというのを

やっていたと思うんですけれども、それがなくなってしまったということで。私はバックスタンドの方をメイ

ンで観ているのですが、結構バックスタンドの真ん中寄りのところは自由席で安くて、その中で一番観

やすいというか、本当にあの人毎回観に来ているなあという人たちから、新しい方々もよく来るというよ

うな結構よくミックスされているようなところで。本当に 2015年の後半くらいからお客さんも結構増えて

きて、密度も増えてきて、ゴールした時には本当に総立ちで皆喜んで、陸上トラックさえなければイング

ランドリーグとかでゴールした時にスタジアム全体が立ち上がって喜んでいるというようなすごい盛り上

がりで、町田のスタジアムでもこんな風になっちゃうんだなあと思いながら楽しんでいたんですが、試合

後結構盛り上がっていて、新しいお客さん達が特にお子さんなんかが選手が挨拶に来るときに、小さ

い声で「サインくださーい」とよく言っているんですね。それが結構選手に聞こえなかったり、「○○選手

くださーい」などと大きな声では言ってなかったりするので、小さい声でも横に選手が来た時には私も一

緒になって「○○選手！」と呼んで、それで来てくれる時とか来てくれない時とかがあります。それで来

てくれると、サインを求めた子だけではなくて、周りの人たちも集まってきてサインくださいとなったり触

れ合ったりして、呼んでも来ない時もあるけれどもヒーローインタビューがあった時はみんなその選手と

タッチできるというのは貴重なのかなと。なので私なんかからすると、サインをもらえたりすると、「もらえ

たの？よかったね！」と、グループで来ている人たちみんなが言ってたりして、ゼルビアの選手のサイ

ンはもらう気になれば、練習に行ったり出待ちしたりして簡単にもらえるんですけれども、ファンとしてま

だ浅い感じの人たちは試合に出ている選手がゼルビアの選手で、やはりプロのゲームを見に来ている

認識もあって、もらえるとすごく満足度が上がる、それから触れ合いたいというのが、出ている選手に対

してあるみたいなので、そこはどうにかならないかなと思う中で、ペスカドーラの試合を観に行ったんで

すね。試合後会場が狭くてだいたい千人くらいというのもありますけれども、全員が全員に挨拶すると

いうことで、ほかのチームでも J3 とかでやっているところがあると思うのですがそういうことをやってい

たので、何とかして試合後出ている選手が直接触れ合えるという場を来シーズン復活させてほしいなと

思います。クラブゼルビスタで勝った時だけ、とかに限らないで検討してください。 

 

松永： 

ありがとうございます。これはお願いということでよろしいですか。それではリクエストを承ったということ

で。そろそろお時間となりますので最後のご質問としたく思いますが。 

それではお二方ですね、最初にこちらから。 

 



質問者 N 氏: 

去年からの進捗状況はいかがでしょうかという質問になります。今日ひと言も出てきていない課題なの

で。 

一つ目が練習場。天然芝の練習場は、J1 ライセンスの取得にも関わってくるので進捗状況はどうです

か、というのが一つ目です。 

二つ目が駐車場の問題です。やはりどうしてもアクセスの面で駐車場をというところのニーズがあると

思います。 

三つ目は三年連続三回目のお願いなんですが、Z君の件はどうでしょうかということで三つお願いしま

す。 

 

大友： 

ご質問ありがとうございます。まず練習場の件は具体的にこうとは言えないのですが、昨年申し上げて

から、なるべく早い段階で天然芝の専用練習場を設置するということで、もう 1年かけて行政を含めて

話をしている最中ではあります。スタジアムの問題と練習場の問題と両方走っており、なかなか大きな

動きになりますので、すぐお話はできないですけれども引き続きやっております。我々も同じ気持ちで、

強化からもありましたように、環境のところで選手の契約の部分などで難しいというところもあるとのこと

でしたので、なるべく早い段階でできればと思います。もしかしたら去年も言ったかもしれませんけれど

も、土地がある方は是非というところで。（会場笑い） 場所についてはなかなか厳しい状況が続いてお

ります。本当に平地がないといいますか。しかしながら継続して話をしているというところで、なるべく早

くというところは同じ気持ちでやっております。 

駐車場の件も、野津田公園第二次整備計画というものがありますけれども、それ以外の部分に関して

少し前進したかなというのは、野津田地区に住んでいる方がお持ちの駐車場を販売ができたということ

で、こういうところの手が挙がってくれば増やしていきたいと思います。しかし抜本的な解決になるとは

思いませんので、先ほど申し上げたとおりでまずは公共の交通機関のところを少しでも整備できればと

思っております。やはり一万人入る試合を何試合も続けていくことで、また新たに今いただいたご意見

みたいなことが大きく出てくると思いますので、まずスタジアムを埋めるというところから発展させていき

たいと思っております。 

Z君の件、現状ゼルビーの毛が抜けていたりして大変ということもあり、まずはゼルビーからということ

で。（会場笑い） 

 

松永： 

どうもありがとうございました。では最後のご質問となりますがお願いします。 

 



質問者 O 氏: 

ふるさと納税のことについてお伺いします。ふるさと納税、あの大型映像装置のことです。数億円かか

ると思うのですけれども、それのふるさと納税の使い道として今募集されているということで進められて

いますけれども、ほぼ行政としては作ることは決まっている中で、市民の方々、また市外の方々へのア

ピール方法が難しいところではあると思いますが、去年目標額がどれくらいで、そのうちどの程度集ま

っているのかというのを市の方に問い合わせをしました。結果、少し私としては残念な金額と思いまし

た。反対派の人からすると十分突ける額なのかなと、また市議の方でもゼルビアにお金をつぎ込むこと

に疑問を持っている方々からすれば、十分突ける材料になりうるんじゃないかなと思いました。ここまで

言ってしまったこともあり金額を言ってしまいますと、市の方では 2千万円を目標額としていたというと

ころで、そのうちの 4分の 1程度しか集まっていないということを聞きました。これは私が電話で聞いた

ので誰でもアクセスできる情報だと思います。その辺りについて、ゼルビアとしてこれからどのようなこ

とが出来るか、考えをお伺いしたいと思います。 

 

大友： 

ありがとうございます。ふるさと納税に関しましては、我々も協力はずっとしてきています。返礼品がショ

ボいと言われればこちらの責任なのかなというところはありますけれども、ここは町田市からいただい

た協力要請というところには全てお応えしておるつもりです。引き続きふるさと納税は行っていくとは思

いますので、協力要請には応えていきたいと思っています。 

 

質問者 O 氏: 

この金額をもって大型映像装置のほうに影響することはないと思いますが、この先まだ増築とかスタジ

アムのことで議会を通さなければならない案件も出てくると思います。この辺りの話で躓く、あるいは足

元をすくわれるようなことがあってはならないと思いますので。 

 

大友： 

はい、ありがとうございます。スタジアムの話になりますと、大型映像装置どころの話の金額ではなくな

ってまいりますので、ここは本当にサポーターの皆様の力を中心に市民でそういう雰囲気づくりをして

いくこと、来週 20日の日に岡田武史さんに来ていただいてシンポジウムもやりますけれども、スタジア

ムがこの都市にあったらこんなに素晴らしいじゃないかというようなことを、サッカーだからとかそういう

ことを超えて、そういう雰囲気作りをしていくことが鍵になっていくと思います。大型映像装置はスタジア

ムの問題があるので、皆様のお力を借りずにも行けるかなというのもあるのですが、次に控えているス

タジアムというところは、議会というところに関しますと、本当になかなか通らないだろうなというところが

あるので、是非その時には皆様にお力添えをいただいて、そういうムーブメントを作っていくのがまた署

名活動になるのか、スタジアムを考える会というものを作っていくのかわかりませんけれども、そういう

力は必要だと思っております。 

 



唐井： 

専用グランドであったり、スタジアムの拡張問題であったり、非常に皆様にご心配いただいてありがとう

ございます。一方で今日はせっかくの場ですので、苦言を呈することになってしまうのかもわかりませ

んけれども、いろいろと行政にお願いしないといけない状況であることは皆様もご理解いただけている

と思いますが、町田市の財政状況としてはなかなか厳しいハードルであるということも皆様もよくご理解

していただけていると思います。先ほどのフェアプレーの話のなかで出てきましたが、相馬のサッカーと

いうのは自らがアクションを起こすんですよ、アクションを。ですので、僕らも今ここでは明らかにはでき

ないですけれども、例えば天然芝のグランドを、ただただ市に作っていただくのを待っているわけでは

ありません。自分たちでお金をどうやって集めて、土地さえ市にご提供いただければ天然芝のグランド

ぐらい作る金は集めようとか、お金を集めて自分らで返していこうだとか、あるいはスタジアムも大友も

申し上げたようにそれはそれは数十億円の規模になりますから、右から左に町田市に認めていただく

のは難しいと思います。ですので民活、みなさんもご存知だと思いますけども PFIであったり、ファイナ

ンスをどうするかということも、僕ら主導で町田市さんに、ゼルビアとして投げかけをしてみたりという動

きも実はしているところでございます。大切なのは皆様、皆様の声を届けて頂くこと、アクションしていた

だくことです。今回もお蔭様で５月に 1位になったときに、皆様が「ゼルビアどうするんだと」と役所に電

話をしてくださいました。それで一気にこの動きが加速したのも事実ですので、僕らも 8人、10人の会

社での数で精一杯やっていますが、所詮それは微力です。またゼルビアが、サッカーの団体が、サッカ

ーのためだけに声をあげている、と言われてしまうのです、今のところ。なので、せっかくここにお集まり

いただいた皆様にも何かそれは小さなことですが、スタジアムに来ていただいていることもありがたい

ですけれども、専用グランドを作ること、あるいは競技場を拡張することについても、皆様のお知恵、皆

様のお力を借りたいと思っています。さらにはスタジアムの拡張についても僕らが考えているのは民

活、民間の資金を入れるだけではなくて、スポーツ庁、経産省がスタジアム・アリーナの収益化というこ

とで、アベノミクス 600兆円を実現するための中心の施策としてスポーツで収益化させましょうというこ

とが国の施策として始まってございますが、そういった中でスタンドに新たなお金を生み出せる、私もた

またま 12月にヨーロッパのほうを見て参りましたけれども、例えばドルトムントですと 300ユーロでビジ

ネスラウンジを売っています。300ユーロというと 36,000円です。36,000円で何千席と売っているんで

す。こういう話を今すでに、僕らもアクションを起こそうとしています。それにあたっては当然お金がかか

ることですから、どのようにしてファイナンスするかというようなことも含めて、先ほど大友も 2つ申し上

げましたけれども、たとえば署名について今どうなっているんだと言うのではなく、署名活動をしていた

だいたり、あるいはスタジアムを考える会を作っていただいて夢のあるものにしようよ、いいものにしよ

うよって前に向かっていただくような動きが、皆様の中から自然発生的に出てきてくだされば、それは

一株式会社の話ではなくなるわけですから、そういった意味でこういうカンファレンスをやって次に向か

って皆様の力を借りながらゼルビアが成長していく、町田にまたサッカーが根付く、というようなことにな

っていけたら素晴らしいなと思っております。先ほどふるさと納税の金額を聞いて私もぶっ倒れそうにな

りました。 



でもここで諦めたり、留まってしまっては出来ないことだと思いますので、皆様のお力を是非是非お願

いしたいと思います。すみません、少し厳しい言い方だったかもわかりませんが、よろしくお願いいたし

ます。（会場拍手） 

 

松永： 

どうもありがとうございました。 

それでは最後になりますがサポーターカンファレンス運営委員の近野幹より挨拶を申し上げたいと思

います。 

 

近野： 

今ご紹介にあずかりました LOSCUMBANCHEROSの近野と申します。本日は下川社長をはじめクラブ

スタッフの皆様、業務ご多用の中、お集まりいただきまして本当にありがとうございました。 

本日はなかなか普段の中では聞けないような深い所まで情報共有、情報交換できたのではないのか

なというふうに思っております。 

私からは 1点だけお伝えさせていただければと思います。先ほど来、唐井 GMですとか、丸山強化部

長、または相馬監督ですとかキャプテンも常々おっしゃっていることではありますけれども、2年目のシ

ーズン、非常に厳しいものになるという話がよく出てくると思います。ただこれについて私はあまりネガ

ティブに捉えるものではないのかなと思っております。昨シーズン、7位にという躍進を遂げることが出

来たのも、先ほど下川社長からもありましたとおり、その前の 3シーズンが皆様が一体となって歯を食

いしばってしゃがむことができたからこそ、高くジャンプすることができたのではないかなというふうに思

っておりますので、来シーズンも非常に厳しい戦いが待っているとは思いますけれども、そこは皆様で

一体となって歯を食いしばってしっかりとしゃがんで、その次の 2020年というような話がありましたけれ

ども、そこの飛躍に向けて一体となって皆様と協力して頑張っていければいいかなと私は思っておりま

す。 

最後にはなりますがクラブの発展とここにお集まりの皆さまのご健勝を祈念いたしまして、運営委員会

からの締めの挨拶ということにさせていただきます。本日はありがとうございました。（会場拍手） 

 

松永 

どうもありがとうございました。それでは最後の締めといたしまして、下川社長お願いいたします。 

 



下川： 

はい、今日は朝早くから第 5回のサポカンに参加していただきましてありがとうございました。毎年毎

年、いろいろなご意見が出るし、それを真摯に受け止めさせていただいて、皆様と一緒にいいクラブに

したい、というより、強いクラブにしていきたと思っています。今の世の中、いろいろなものが手に入る時

代で、何でもかんでもがたくさんあり過ぎる時代だと私は思っています。ノート 1冊とってみても 10冊も

20冊もいろんな種類があったり、絵が違うだけでこうだとか、ゴムがついてるだけでこうだとか。そんな

中でゼルビアというこのチームは、無いものばかりなんです。無いものばかりなんですが、そこを少しで

もみんなで知恵を絞って、無い中でも夢を語って、それをずっとずっと 10年前から、地域リーグの時か

らやってきました。ここにいらっしゃるサポーターの方も 10年前からの人もいれば、昨年からここに加

わってくれた方もいると思うんですね。その 10年の歴史というのは重たいのですが、そこをお互いのい

いところ悪い所をぶつけ合って、もっともっと人たちの輪が広がって、このゼルビアという一つのクラブ

が人の繋がりとして一つも二つも大きくなったときに、手を差し伸べに行ったときに、さっき言いました

5,000人平均で「一人友達がいるでしょ」という話が、1万人になりますということなので、日々そういっ

た形で人と人の輪を繋げていけるようなクラブ、そして皆様と一緒に本音を語り合えるクラブにしていき

たいと思いますので、今後ともよろしくご協力していただいて、一緒にクラブを成長させてください。よろ

しくお願いいたします。本日はありがとうございました。（会場拍手） 

 

松永： 

どうもありがとうございました。 

 

本日は朝早くからお集まりいただきまして、本当にどうもありがとうございました。 

これをもちまして、第 5回サポーターカンファレンスを終了したいと思います。 

どうもありがとうございました。（会場拍手） 

 


