
２００９年第１回サポーターズカンファレンス議事録 

実施日時： ２００９年２月１日(日) １３：００～１５：１５（予定より１５分間超過） 

場所：   あすたむらんど徳島 子ども科学館内 特別展示室 

参加者：  事前申込者７７名中５６名 

     当日参加者１１名 

      徳島ヴォルティス 代表取締役社長 新田広一郎 

              取締役     冨本 光 

               強化育成部長  中田仁司 

               事業部長    福島義史 

              営業推進部長  伊藤徳也（進行） 

      メディア参加   徳島新聞社 

               毎日新聞社 

               読売新聞 

【新田社長／挨拶】 

「みなさんこんにちは。本日はお休みのところ、また寒い中たくさんのみなさまにお集

まりいただきまして誠にありがとうございます。昨年 12 月から、徳島ヴォルティスの

代表取締役社長をさせていただいております新田広一郎と申します。よろしくお願い

致します。 

私はもともと徳島市内の津田町出身で、津田小学校時にサッカーをはじめました。津

田中学校、徳島商業高校とサッカーを続け、順天堂大学へ進みました。そして大学４

年生の時に、当時大塚製薬サッカー部が強化を図るという事でお声がけをいただき、

大塚製薬サッカー部で５年間プレーをしておりました。その後、東京でおもにスポー

ツ関係のイベント・セミナー等、色々な形でサッカーだけではなく広くスポーツに関

わる仕事を１５年間しておりました。今回も縁ありまして、このような形で徳島に帰

ってくる事になりました。私も県外に出ていて故郷「徳島」が大好きだなと思ってい

ます。みなさんと一緒に、大好きな徳島を盛り上げていきたいと考えています。まだ

まだ至らぬ点もあるかと思いますが、みなさんとともにやっていきますのでどうぞよ

ろしくお願いします。 

それでは、５年目の徳島ヴォルティスですが、スローガンを「KEEP GOING FORWARD   

前進あるのみ」とさせていただきました。過去３年間、みなさんのご期待に添えない

結果であったと感じています。今年は立ち止まらずに前進していく年にするため、と

にかく失敗を恐れずにチャレンジを、クラブ一丸となって戦っていく事を考えていま

す。是非みなさんのご声援をいただけますよう、よろしくお願いします。チームに関

しては強化育成部長からお話させていただきますが、チームは今までにない強化をし

ています。今季３チームが J2 リーグに昇格し１８チームでのリーグ戦となりますが、

１８チームをＡ・Ｂ・Ｃの３ランクに分けるとして、Ａランクを目指していける準備



をしていますので、みなさんのご声援をお願いします。ありがとうございました。  

【進行アナウンス】 

【中田強化育成部長／挨拶・説明】 

「こんにちは。強化育成部長の中田です。昨年までは強化部長としてトップチームの強 

化を行っていましたが、今シーズンから組織変更をしまして、強化育成部長として育 

成のほうも携わる事になりました。昨年まではユースチームまでのカテゴリーは育成 

普及部の管轄になっていましたが、トップチームを頂点としたピラミッド型のトップ 

チームまでを含めた強化育成と、多くのみなさんにサッカーと関わっていただく普及 

活動を区別した活動を行っていきます。育成のコーチングスタッフも私のほうで指導 

をおこなっていきます。是非よろしくお願いします。それでは今シーズンのチームづ 

くりについて、まずは簡単にご説明しますが、後ほど色々なご質問等もいただければ 

と思っています。まずは３年間最下位のチームですのでこれは脱却しなければという 

事で大きな改革を行いました。たくさんのメンバーが去りたくさんのメンバーが入っ 

てきました。選手の質を高めるために大きな目標を持って取り組んでいます。今社長 

のほうからもありましたが、お金の絡む話しでもありますが、できる補強はしていき 

ます。ただやはり最下位のチームですのでなかなか交渉が進まない事もありましたが、 

徳島スポーツビレッジの施設が充実した事（観覧スペース・食堂・お風呂等）により 

交渉ができる場面もありました。また、今季の選手補強は、徳島のために頑張る事の 

できる選手を集めました。単純にＪ１チームで契約満了になって行く先が無いからこ 

こに来ましたという選手ではありません。徳島を愛し、クラブが目指す徳島の活性化 

を一緒に行えるメンバーを集めたつもりです。また、新卒者３名に関しては各大学で 

苦労をしてきたメンバーです。私が直接見て獲得しました。また、ヴォルティスとし 

ては初めての地元鳴門高校卒のトップチーム選手を獲得しました。石川選手には近い 

将来、徳島ヴォルティスの中心選手になり得る可能性を感じています。また、石川選 

手・林選手・大西選手・阿部選手と４名の徳島県出身選手が今季は在籍していますの 

で、そういう部分でもみなさんに興味を持っていただき易いのではと思っています。 

そしてチームづくりですが、全てのポジションでの補強を行いました。ゴールキーパ 

ーはすべて入替となりました。今季のチーム構想の中に入らなかった選手には厳しい 

事になりましたが、昨年の問題点は、はっきりとしている事ですので、はっきりさせ 

たという事です。プロの世界とはそういうものです。また、今季の選手は今まで以上 

にプロの選手達です。体格からもすでに違っていますし、立ち姿からも違っています。 

プレーの質は確実に強化しています。それは今までの練習試合の結果でも現れている 

と思います。まだチームとしての戦術の練習を行っていない時期での結果です。これ 

は個々の選手の能力での結果ですでに違っているという事ですので、みなさんには十 

分期待をしていただいてもいいと思っています。先ほど社長のほうからもありました 

が、１８チームをＡ・Ｂ・Ｃに分けると、上から６チームずつになります。今季は確 



実にＡランクを目指しています。昨年は一桁という目標で行っていましたが、一桁に 

は１位も含まれてはいましたが、９位という認識の方が多かったように思います。私 

たちも一桁（９位）という認識になってしまた事に甘さがあった事を反省しています。 

今季はＡランクの上位を目指します。チャンスがあれば、今季は３位までが自動昇格 

となりますので、最後は得失点差とか微妙なところになるでしょうが、その辺りまで 

勝ち進めるのであればやっていきたいと思っています。まずはＡランクの上位を目指 

してスローガンのとおり、前へ、前へとやって行きます。みなさんにもそういうふう 

に思っていただいてご声援をいただければと思います。昨年の四国ダービーをはじめ、 

多くの後押しをいただいています。今季の選手達はみなさんの後押しを糧に出来る選 

手です。そういう経験をしてきた選手達ですので、是非みなさんには選手に対するご 

声援をいただければと思っています。私からは全体像だけですがお話しをさせていた 

だきましたので、これからご質問等をしていただければと思います。ズバズバお答え 

いたしますので、遠慮なくご質問下さい。私からは以上です。」 

 

【進行アナウンス】 

質疑応答開始 

【Ａさん】 

「外国人選手の補強がまだのように思うのですが、今後どのように行っていくのかを 

答えていただける範囲で、お答えください。」 

【中田】 

「今後、１名は外国人選手を獲得します。宮崎キャンプまでには合流できるように準

備をしていますが今日の段階では名前はあえて伏せさせていただきます。またＤＦ

(ディフェンダー)で、ペ・スンジン選手を獲得しています。彼は今季からのアジア

枠での登録となりますので、まだ外国人選手の登録は可能です。しかし今現在、早

急に獲得するのではなく、今季のメンバーでやっていけると考えています。ただし

引き続きの調査等は行っていきます。また、空いている背番号についてもお話しま

す。１０番は現在決定している外国人がつけます。９番は林選手が昨年つけていま

したが、本人の希望で１９番になりましたので空きました。１３番は獲得交渉をし

ていた選手にと思っていましたが、最終獲得に至りませんでしたので空きました。 

今後、外国人選手を含めて、選手を獲得する事があれば使用するようになると思い

ます。」 

【Ｂさん】 

「過去４年間、前半での成績がよくない状況で、多くのレンタル移籍での選手補強が 

ありましたが、今季も成績次第ではレンタル移籍での補強は考えるのですか？途中 

から補強はコミュニケーションの部分でもあまりよくないように思うのですが。」  

【中田】 



  「今現状は、レンタル移籍等はないです。また、昨年もそう多くはなかったと思いま 

す。ただ、補強は先ほどもお話ししました、外国人も含め、あと３名程度は引き続 

き考えています。しかし現状は今季のメンバーで十分やっていけると思っています 

ので、そういう意味ではレンタル移籍等はないと思っています。」  

【Ｃさん】 

「今季の徳島ヴォルティスの補強に大きな期待をしています。しかし、長丁場の今シ 

ーズン、多くなったベテラン選手の体力的な部分を、若手選手を起用する事で補っ 

ていけないでしょうか？（特に夏場から以降）また、そのような事は、中田部長と 

美濃部監督で相談をされるのですか。それとも監督に一任されているのでしょう 

か？」 

【中田】 

「いま、お話いただいたとおりです。ベテランも増えましたし今季のチームは、各年 

齢にまんべんなく選手がいます。昨年は２４から２６歳が多くいました。ここでチ 

ームの土台作りをおこない、それが今季の残った選手達です。そこにいわゆるベテ 

ランという選手達の経験値をプラスし、また大卒・高卒の選手も来てくれました。 

そこで、今ベテラン選手が２４時間、私生活面においてまで引っ張って行ってくれ 

ています。また、その姿勢を中堅選手が見習い、またその姿を新卒が見習っていま 

す。今季５１試合の長丁場です。多分５月の連休明けに疲労のピークがくると思い 

ます。それまでに、若手の選手がどれだけ育っているか、中堅選手で試合に十分で 

れていない選手が、歯を食いしばってポジションを狙うような事ができるか、そう 

いうところで、今非常にいい状態でチームづくりができています。選手補強につい 

ては、移籍選手は監督と僕との相談ですが、一番は監督の使いやすい選手で監督か 

ら名前が挙がった選手達です。僕がこの選手と言った事はありません。逆に新卒選 

手に関しては僕の判断です。今のこのチームに足りないものを持っていて、かつ苦 

労した選手がいいと思って判断しました。ポジションもセンターの縦のラインとい 

うところでの補強をしました。彼達が早くベテラン選手のいいところ学んで、うま 

くいけばポジションを獲れる事もあるかも知れません。この４人の新卒の選手は監 

督も過去は見ていません。キャンプではじめて見たわけですが、監督からは、やれ 

るのではという事を言って貰っています。今はこのような状況です。」 

【Ｄさん】 

「今季５１試合と厳しいスケジュールの中ではありますが、サテライトリーグには今 

年も参加するのですか？選手の育成の場所として、また、サポーターからすれば色々 

な選手を見る機会になりますし、Ｊ１チームとの対戦も見る事ができる非常に楽し 

みな試合ですので、日程的な事もあるかとは思いますが参加する意思があるかお答 

え下さい。」 

【中田】  



「今年も参加します。厳しい日程ではありますが選手の育成（セカンドを含む）とし

て、また、スカウト活動の事もありますので今年も参加します。」 

【Ｅさん】 

「過去４年間で３３勝９９敗と大きく負け越しています。先ほどＡクラスを目指すと

のことですが、年間２５勝位は必要ではないかと思います。昨年まではポカをして

負けてしまう事もありましたので、勝ちにこだわり１点の重みを選手達にも今まで

以上に感じていただき、特に鳴門では多くの勝ち試合を見せていただければと思い

ます。よろしくお願いします。」 

【中田】 

「ありがとうございます。Ａランクを目指すために監督の方から、各クールごとの数

値目標はすでに打ち出しています。想定ですがＡランクに入るためには勝点８５・

８６を取ろうと言っています。そして状況によってチャンスがあれば、あと３勝で

勝点９プラスですので３位圏内もうかがえると考えています。今年は昨年の広島さ

んのような飛びぬけたチームはないと思っていますので、勝点１００前後が勝負ど

ころと思っています。今年のメンバーはポカがない前提で入ってはいますが、たと

えポカがあってとしても、そこから挽回の出来るメンタルと実力を持ち合わせてい

ますので、勝ち試合が増える事を確信しています。」 

【Ｆさん】 

「ホームゲームでもっともっと勝って欲しい。そのためにチームを一軍・二軍に分け 

て、一軍はホームゲームで勝ち試合目指し、二軍はアウェーで負けない試合をする 

という事を考えてはいかがですか？そうすれば若手選手も公式戦に出場する機会が 

ふえて成長の場とする事もできると思います。もちろん昇格争いが出来る状況にな 

ればそれは続けないでしょうが。あと、昨年の四国ダービーのように、色々な方法 

で、５０００人以上平均の集客をして欲しい。招待券等を有効に使っていただき多 

くの方に来てもらう事が必要だと思っています。」 

【中田】 

「一軍・二軍制はルール上できません。全員取り替える事はできないのでご理解下さ 

い。それと育成という事に関しては、むしろ日々のトレーニングの中にチャンスは 

あります。公式戦に出場する機会を与えないのでチャンスが無くなるという事では 

なく、毎日がチャンスです。その中で毎日同じように練習をして、監督・コーチか 

ら、スタメン・サブ・控組となっていきますから、そこでチャンスを自分でつかま 

なければいけません。それが実力の世界というものです。」 

【新田】 

「来場者の件でお話します。我われ徳島ヴォルティスはプロのクラブなので、ご来場 

していただく皆さまにいい商品をご提供するという事は、いい試合をする事です。 

そのために今季いい素材を集めました。しかし、けして景気がいい話という訳では 



なく多くの皆さまにご来場いただかなければ強化を続けていく事はできなくなりま 

す。そういう事もありまして、今年は皆さまの力をお借りしてやっていきたいと思 

っています。当然、我々ももっともっと頑張ってよりよいクラブにしていきますの 

で、色々なお知恵をいただければと思います。どうかよろしくお願いします。 

そして、チームの順位も上に上がっていけるようにしますし、昨年のＪ２リーグの 

平均が約７０００人に対して、徳島は３８００人ですのでまだまだお客様の数が少 

ない現状があります。我々も、一度でも多く足を運んでいただけるような機会をつ 

くっていきますのでよろしくお願いします。」 

【Ｇさん】 

「徳島ヴォルティスの存在意義は、これからも徳島の地域の活性化であると思います

が、地域の活性化といっても漠然としていますので、社長以下スタッフの方々がど

のように考えているかを、もうすこし具体的にわかりやすい言葉で教えていただき

たい。それと、実際に表現をする立場の選手の方々が、地域の活性化という事をど

のように捉えているか、また、選手にどのように伝えているかお聞かせ下さい。」 

【中田】 

「まず、地域の活性化という事は、トップチームが試合に勝つということです。昨年 

までは、チームの成績が悪い事でなかなかいい話題にはならなかったと思います。 

今年は、勝つ事で皆さんの笑顔が多くなってもらえると思っています。そうすれば 

家族の中でのコミュニケーションも笑顔で接することが多くなるでしょう。明るい 

話題の提供をする事が、プロスポーツにおける一番の町の活性化だと考えています。 

それと、選手に対してですが、まずはポカリスエットスタジアムで勝つ事を表現し 

てもらう事が大切になってきますが、サッカー教室や、小学校や幼稚園等にお伺い 

し、子どもさんや先生・保護者の方々とふれあう事により、スポーツの楽しさを感 

じていただき、笑顔になってもらえると考えています。徳島には鳴門の渦潮をはじ 

め豊な自然があります。また、夏には世界的に有名な阿波踊りがあります。我々は 

プロスポーツのサッカーを通じて「夢」の提供をする事も活性化につながると思っ 

ています。 

【新田】 

「具体的にということですので、まずは、昨年であれば２１試合約３８００名の来場 

があるイベントは、徳島県において今まではなかなか無かったと思いますが、もっ 

ともっと多くのご来場がいただけるものにしていく必要があると思っています。 

そのために、一日でも早くＪ１に上がれるような強いチームとなれば、より多くの 

皆さんにご来場いただけるものと思っています。また、今季から組織変更を行い、 

強化育成部としました。このねらいは、徳島県で生まれ育った選手が、一人でも多 

くトップチームに上がってもらいたいと考えたからです。結果、強いトップチーム 

があって、そこで多くの県出身選手がいて、多くの皆さんがそのチームを応援する 



という事は、これ以上の地域活性化はないのではと考えています。まずは一つでも 

実現していきたいと思っていますのでよろしくお願いします。」 

【Ｈさん】 

「トップチームの補強には期待しています。今後はＪ１で戦う事を意識した戦い方を 

して欲しいと思います。昇格してもすぐに落ちてしまっては意味がないので、Ｊ１ 

で戦う事を思いながら、今年はＪ２で戦っていって欲しいと思います。あと育成の 

部分でセカンドチームが四国リーグに所属しているようでは育成にならないように 

思います。早くセカンドをＪＦＬリーグに昇格させる為に、トップチームの選手を 

セカンドチームで使うという事は考えているのでしょうか、お聞かせ下さい。」 

【中田】 

「土台作りをしっかりしていきたいと思っています。また、Ｊ１リーグでも通用する 

ようなアグレッシブな戦い方をしていきます。あとセカンドチームの件ですが、我々 

も、まだそこまで規模が大きいクラブではないので、ＪＦＬに昇格したい思いがあ 

っても準備が足りない部分があります。しかし、実際そうなるのであれば、準備も 

する必要がでてくると思っていますが、それが来年とか再来年とかと言われるとす 

ぐとにというようなお答えはできませんが、準備をする事は必要と思っています。」 

【Ｃさん】 

「厳しく失礼な質問かもしれませんが、昨年の結果チームの大改革を行い、選手も大

幅に変わったわけですが、一つ変わってないのは美濃部監督が、今年も引き続きだ

ということです。美濃部監督の続投を決めた理由はなんですか？それと、もしこれ

だけの選手を揃えながら、昨年同様の成績になった場合、クラブとして監督を途中

で解任するような事を考える事は想定しているのでしょうか。それとも、一旦任し

たからには最後まで任せるというふうに考えているのでしょうか。」 

【中田】 

「まず、僕自身はあまり最悪の事ばかりを、今のスタート時点で考えるのはあまり好 

きではありません。ただ、現実問題として考えておく事は必要だと思います。今年、 

結果がでないとかチームがバラバラになるような最悪の事が起こった場合は、その 

前にすでに終わっているでしょう。その後は誰がやっても同じだと思います。昨年 

の状況の上で、美濃部が今年のメンバーでやれば、よりパワーアップができると、 

僕は判断しました。また、なぜ美濃部監督かというと、彼も多くの苦労をしてきた 

人物だからです。本来プロの世界ですから最下位であれば監督は解任です。過去連 

続最下位で監督を変えてきました。昨年も最下位でしたが、同じことを繰り返して 

も結果は変わらないと思い、昨年の内から今年のことを考えてやってきました。彼 

との話し合いの中で、今年は美濃部の望むメンバー構成でやっていく事を去年から 

考えていました。しかし、これで結果がでないのであればそれはプロとしての対応 

を、そうなった時に考えなければいけないと思っていますが、そうならないように 



僕も含めて必死にやっていきます。」 

【新田】 

「皆さんの中にも会社にお勤めの方もいらっしゃると思いますが、やはり組織のトッ 

プがコロコロ変わるのは決していい状況にはならないと思います。今年、中田強化 

育成部長のもと、美濃部監督を信頼してやっていきますので、是非皆さんにも前向 

きな言葉で盛り立てていっていただきたいと思います。過去を変えることはできま 

せんが、未来を皆さんと共に作っていきたいと思っていますので、できるだけ明る 

い言葉で盛り立てていただきたいと思います。」 

【Ｉさん】 

「たとえ結果がすべてであっても、美濃部監督や社長、中田部長には辞めないで欲し 

いと思います。また、羽地選手を獲得してくれたことは非常にうれしいです。また、 

応援に行きますので頑張って下さい。」 

【新田】 

「ありがとうございます。」 

【Ｊさん】 

「サテライトに今季も参加するとの事ですが、日程はどのようになっているのでしょ 

うか。昨年は日程がなかなか決まらなかったり、シーズン終盤に偏っていたように 

思います。あまり終盤に差し掛かると育成としての意味合いも薄れてしまうのでは 

ないでしょうか。」 

【中田】 

「サテライトの日程に関しては、強化育成部としても運営担当にいつもお願いはして 

いますが、なかなか日程が組み込めない状況があるようです。できれば３～６月の 

内に日程が消化できるようになればと思っていますが、競技場等の関係もあるよう 

です。昨年のガンバ大阪さんとの試合に関しては、ガンバ大阪さんの日程が過密で 

あった為、日程調整が難しかったようです。」 

【Ｋさん】 

「２点あります。まず１点目は下部組織からのトップ昇格選手の育成をおこなってい

くとの事ですが、現状ジュニアユースからユースへ進むことが難しい状態にあるの

ではないでしょうか。高校でサッカーを続ける事がいけないこととは思いませんが、

やはりＪリーグの下部組織として、ジュニアユースからユース・セカンドと進みト

ップに昇格するような一貫した指導の仕組みが必要なのではないでしょうか。その

辺り、今後どのように取り組んでいくのかをお聞かせ下さい。２点目は、クラブか

らの情報発信が不十分のように思います。特に練習試合等の情報がホームページに

載ったり、載らなかったり、また、載ったとしても結果と得点者だけという内容だ

ったりします。昔はメンバー情報も掲載していたように思いますし、やはりすべて

の練習試合を見にいく事は難しいので、より多くの情報を掲載していただきたいと



思います。」 

【中田】 

「下部組織のところで、ユースに進まないという事は、一つはまだユースに魅力がな 

いのかもしれません。現状は、高校でサッカーをすることに魅力があるからという 

ことなのかもしれません。本来であればユースでやってもらいたいけれど、まだ組 

織が確立できていない部分もあります。また、高校の指定校の事もあります。ユー 

スに魅力を感じないのであれば高校に行く事でもいいし、ユースに魅力を感じるの 

であればユースに進めばいい。それは本人が決める事と思います。もちろん上手な 

選手がいたほうがいいし、ユースに残ってくれという話しもしているとは思います 

が、本人が高校に行くというなら仕方のないことだと思います。そのほうが、今後 

徳島ヴォルティスを愛してくれやすいと思うし、もしトップに上がらなくても、大 

学生や社会人になって、徳島ヴォルティスを愛して、スタンドへ足を運んでくれる 

ようになってくれると思います。これから、私が強化育成部長として、徳島ヴォル 

ティスを愛してくれる選手を、どんどん育てていこうと思います。また、育成コー 

チングスタッフの育成も行い、ジュニアユースからユースへ上がってもらえるビジ 

ョンを打ち立てていかなければいけないと考えています。あと、情報については、 

まだポジションも決まっていない状態で、色々なポジションを試しています。まだ、 

メンバーの細かい情報を出さなくてもいいという判断が、監督にあるのかも知れま 

せん。これからの宮崎キャンプではメンバーを固定化していくのでメンバー等の情 

報もでると思います。また、開幕戦近くになると対戦相手がスカウトしてくるので 

情報を隠したい時もでてきます。」 

【新田】  

「ユースの件は私も、高校へ行ってしまう事は理解しています。今年、組織が変わっ

た事で、ユースからトップに昇格する可能性は増えてくると思います。そこがこれ

からの、ユースの魅力になってくると思います。まだまだ課題もありますが、ユー

スでやってもらえるよう魅力をつくっていきます。」 

【Ｌさん】 

「２点あります。一つはチーム応援の販売促進活動ですが、現在行っているチラシ配 

り等は、実施場所からすると比較的ファミリー層向けであり、小学生にはサッカー 

教室などでアプローチをされていると思いますが、その間の年代に対するアプロー 

チがあまりされていないように思います。具体的にいうと、高校生から２０代の若 

い世代に対して、今後どのような活動を行っていくかと、あわせて今年はどのよう 

な販売促進活動を考えているかを教えてください。２点目は、今後ますます来場が 

増えることを考えた上で、車での来場増に対する駐車場の拡大であるとか、交通関 

係（臨時バス・シャトルバス等）の整備充実はどのように考えているかお聞かせ下 

さい。」 



【新田】  

  「まずは、現在ご来場いただいている方が、一回でも多く、また一人でも多く誘って 

来ていただけるような事を考えていきたいと思っています。駐車場等の整備に関し 

ては、今後まだまだやっていかなければならない事ではありますが、駐車場に関し

ては現状対応できる台数の確保はできていますし、もっと来場者が増えていかなけ

れば、バス等の検討にまで至らないと思っています。まずは一人でも多くの来場者

を集めて、そのような状況になってから対応していきます。 

【Ｍさん】 

「ヴォルティスのエンブレムのついたフラッグがしわくちゃな状態で飾られているの

は、非常に恥ずかしいし情けないと思います。何か事情があってそうなっているの

かもしれませんが、それが会社の気持ちの現れだとすれば、改善してほしい。また、

何かと矢面に立たされるのは選手です。その選手をカッコ良く見せるのは会社の役

目だと思いますが、試合会場以外のイベントに参加もしましたが、選手がカッコ良

く見えたり、大切にされているように感じられません。それは、サポーターに対し

ての姿勢でも同じに思います。チームは選手が変われば変われるけれど、会社は今

いる人達の心が変わらなければ変われないと思います。今シーズンはよろしくお願

いします。」 

【新田】 

「そのような配慮ができていなかったのは、私の責任だと思います。より良い形でク 

ラブを発展させていきたいので、ご意見をいただきたいと思っています。選手の件 

に関しても、地域の皆さんに愛される形でやって行きたいと思います。ご指導をお 

願いします。」 

【Ｉさん】 

「今Ｊリーグウイニングイレブンというゲームをしていて、これから発売になるゲー

ムには、今のメンバーが登場すると思います。ゲームではいろいろ楽しんでいるが、

ゲーム意外に地域のケーブルテレビでも見てみたいと思います。今すぐでなくても

いいですが、Ｊ１に昇格した時にでもヴォルティスチャンネルを作ってほしいと思

います。」 

【新田】 

「検討していきます。」 

【Ｎさん】 

 「選手を大幅に補強して変わってきたと思うが、観客もどんどん増えていってほしい。 

県西部、阿南、淡路島からもたくさん来てほしいと思いますが、そのような少し離れ 

た地域への営業はどういうふうにしていくのでしょうか？」 

【新田】 

「巡回指導を毎日のように各学校を回っている。ホームタウン活動ということで、昨



年は５０回以上、今年は１００回くらい実施するつもりです。ホームタウン以外も

県下各地を回っています。また、１１郡市のサッカー協会のタウンミーティングに

一緒に回っています。」 

【Ｏさん】 

  「今年マスコットキャラクターを作ると聞きました。選手は年とともに入れ替わるが、 

マスコットはずっと使っていくものなので、すだちくんのように愛されるキャラク 

ターになって欲しい。どういうキャラクターでどのように使っていくか教えて下さ 

い。」 

【新田】 

「デザイン等はまだ作っている段階です。Ｊリーグの中でもマスコットキャラクター 

を各チーム持っていますが、よりクラブを身近に感じていただくような物として、 

グッズ等の展開を含めて検討していきます。まだデザインは検討中です。」 

【Ｏさん】 

「キャラクターはスタジアム専用ですか？スタジアム以外でも会うことができます 

か。」 

【新田】 

「広く皆さんに見ていただける機会を作っていきます。スタジアム以外でも会える機 

会を作っていきます。現在皆さんがボール君を色々なところで見かけると思います 

が、ボール君か新キャラクターかといった事が考えられます。」 

【Ｏさん】 

  「個人的なイベントにキャラクターに来てもらう事は可能でしょうか？例えば私が結 

婚するとして、ヴォルティスが好きだから結婚式にキャラクターが来てもらえると

か？」 

【新田】 

  「人がたくさん集まるところに行って、知ってもらいたいとは思うが、個人的なとこ 

ろまでは現実難しい事が多いと思います。ある人には対応して別の人には対応しな

いという事ができてしまうので。」 

【Ｐさん】 

「スタジアムに出店している飲食店が減ってきて貧弱な感じがします。食事面を強化 

して欲しいと思います。一作年まではぶっかけそばの店があったが徹底してしまい、 

現在は『ＣＨＡ－ＣＨＡ ＨＯＵＳＥ』と『ちー坊』が頑張っている状況です。た 

まに『新鮮なっとくしま号』がきていますが、その時意外は期待できません。」 

【新田】 

「スタジアムに来て何かを食べるという事は大事だと思いますので、是非検討してい 

きます。アメリカの大リーグではスタジアムでホットドックを食べることを楽しみ 

にしている人もたくさんいると聞きますし、いい形で作っていければと思います。」 



【Ｅさん】 

「徳島ヴォルティスというブランドをもっと皆さんに知ってもらうために、メディア

をもっと積極的に利用していただきたい。四国放送の『ゴジカル！』という番組が

ありますが、シーズンが始まった水曜日の試合であれば、５時過ぎにスタジアムか

ら試合前の様子や、選手インタビュー等を中継してもらえれば、スタジアムへ来た

事のない人達の発掘になると思います。ヴォルティス側からの積極的な働きかけを

して欲しいと思います。」 

【新田】 

「ちょうど一昨日に、四国放送さんと打ち合わせをしたところです。今までの日曜日 

の情報番組をもっと多くの人が見てもらえる時間帯になる様お話をしています。そ 

れと併せて、『ゴジカル！』で選手紹介等をいていただけるよう、連動した形でいき 

たいと打ち合わせをしています。選手も新しくなったので、たくさんの人に見て覚 

えてもらえるようにしていきたいと思っています。」 

【Ｃさん】 

「スタジアムのバックスタンド下の壁面がコンクリートのむき出しで、その上でスポ 

ンサー幕が風に舞っていてイメージが悪いと思います。テレビで見ると特にそう思 

います。スタジアムは県の管理だと思いますので、県と協議して壁面を青色に塗っ 

てしまいませんか？本当はスポンサー幕の下に、サポーターの横断幕を掲出したほ 

うが見栄えがよくカッコいいスタジアムの演出になるとおもうのですが？それが無 

理なら、ペンキで青色に塗る事はできないでしょうか。また、現状バックスタンド 

芝生席はトイレと売店が近くにありません。トイレは致し方ないとして売店を近く 

に増やすか、売り子を配置するとか来場者数にあわせた臨機応変な対応をしていた 

だきたい。」 

【新田】 

「スタジアムをブルーに染めるという事で、スタンドに青色の幕を張ったりしていま

す。今のような提案が実現できれば素晴らしいと思いますが、お借りしている立場

なのでどこまでできるかは分かりませんが、少しでもヴォルティスのチームカラー

がスタジアムの中で目立つとうに検討していきたいと思います。バックスタンドの

状況にもよりますが、ご利用いただきやすいように改善できる部分は検討していき

ます。」 

【Ｇさん】 

「さきほど地域の活性化の具体策は、チームが勝つことだという話しがありましたが、

Ｊ２のすべてのチームがＪ１を目指している中で本当に勝てるのでしょうか？また、

鳴門のスタジアムに人を集める事で、徳島の中は活性化するかもしれませんが、も

うひとつ徳島を全国に発信し、全国の中での徳島の自信につながればと思っていま

す。もっと徳島を全国に発信し徳島に自信をつけるための活性化をヴォルティスを



使ってやっていけるように考えて欲しい。」 

【中田】 

「全力で、手を抜かないで勝ちにいきます。全力を出し切る事で見ている人たちがワ 

クワクドキドキするような戦い方で勝ちに行きます。そして上位にいけばマスコミ 

も取り上げてくれるし、全国に向けての発信の回数が増えればブランドとして全国 

に出て行けると思います。ユースに関しても、ヴォルティスユースだけが強ければ 

いいという訳ではなく、高校がお互い切磋琢磨し、選手権に出て活躍すれば地域の 

活性化にもなりますし、全国に向けての発信にもなります。」 

【新田】 

「全国に発信という事ですが、私は軸は徳島だと思っています。まずは徳島を活性化

させ元気にする。県民８０万人弱の徳島県でこれだけのチームが作れる、という事

が、結果として日本全国に発信され日本を元気にすることができればいいと思いま

す。」 

【Ｂさん】 

「ボール君は人気者なので継続して欲しいが、かわいいマスコットを早く作って各地 

を回ったら家族連れのファンが増えると思います。特に阿南では知名度も低く、話 

題にもなかなか上らないので、是非着ぐるみで回って下さい。また、テレビ局との 

連携の話しが出ましたが、ケーブルテレビ局とも連携をして、１５分枠でもいいの 

で、ヴォルティスの紹介番組を作ってもらえたら、各地域の方に少しでも知っても 

らえるのではないでしょうか。私自身はＪリーグに参入するまでほとんどヴォルテ 

ィスを知りませんでしたが、４年前のホームゲームを無料チケットで観戦してハマ 

リました。そういう人もいると思うので、無料チケットをもう少し配ってはどうで 

すか。」 

【伊藤】 

「マスコットの着ぐるみはやっていけると思います。あとケーブルテレビ局さんとの 

お話しはできるだけやっていきます。また、無料チケットについては引き続き十分 

検討してやっていきます。」 

【Ｑさん】 

「昨年は神戸とのプレシーズンマッチがあり、この時期に発表されていましたが、今 

年はあるのでしょうか。」 

【中田】 

「徳島県サッカー協会から、今年は浦和レッズとの対戦予定だと言われていましたが、 

浦和の監督が交代したために、できなくなりました。」 

【Ｊさん】 

  「チームの公式ホームページがしょぼいし、いくつか気になるところがあります。ま 

ず、ニュース中心の内容で、選手やスタッフの日々の状況を伝えるコンテンツがな 



く魅力に欠ける。二つ目に誤字が多い。三つ目に、過去のデータがない。他のチー 

ムのホームページには、昔の選手の顔写真が載っていたりするけど、徳島にはそう 

いうものがなく寂しい感じがします。最後に『ＣＬＵＢ ＶＯＲＴＩＳ』の会員専 

用ページは、ポイントを確認する程度のもので、会員特典に入っているのであれば 

もっと充実した物にして欲しい。」 

【新田】 

  「ホームページについてもより楽しんでいただけるように調整をしています。情報に 

ついてもより臨場感のあるものを提供できるように調整していきますので、しばら 

く待っていただきたい。」 

【Ｒさん】 

  「今は１００年に一度の大不況という事で、どのスポーツ球団も経営的に厳しいと思 

います。できるだけ経営基盤を強くして、１００年も２００年もヴォルティスがク 

ラブとして残っていくようにして欲しいと思います。今年（２００８年）は赤字な 

のではないかと思いますが、長いスパンで経営基盤を強化することも、次の社長の 

仕事の一つだと思いますので頑張って下さい。」 

【新田】 

  「２００８年度は赤字ではない見込みです。おっしゃるとおりクラブが存続しなけれ 

ば意味はありません。しかし今の段階で存続する意味があるのかということもあり 

ます。今の徳島ヴォルティスは営業収入が６億６千万円くらいで、Ｊ２の平均が１ 

０億円、Ｊ１が３０億円です。Ｊリーグは経済戦争という部分も実際にはあります。 

１００年に一度の大不況の折、スポンサー収入で賄うわけにはいかないので、一人 

でも多くのファンに支えてもらう必要があります。ヨーロッパ等でのクラブの健全 

な運営スタイルは入場者収入で選手を獲得する形と言われています。今のヴォルテ 

ィスはファンクラブを含めて７０００万円くらいなので、それをもっと増やしてい 

きたいと思っています。」 

【司会アナウンス】 

【新田】 

  「本日は貴重なご意見をいただきありがとうございました。私は初めてだったので、

きちんとした回答ができなかった部分もあったと思いますが、前を向いていい形で

皆さんと一緒により良いクラブを作っていきたいと考えています。より明るい話題

を皆さんと一緒に作っていきたいとおもっていますので今後ともご支援よろしくお

願いします。本日は本当にありがとうございました。」 


