
2022 徳島ヴォルティス サポーターズカンファレンス議事録 

■実施日時：2022 年 6 月 19 日(日) 16：00～17：15 

■場所：徳島グランヴィリオホテル グランヴィリオホール 

■参加者 

ファン・サポーターの皆さま 49 名 

徳島ヴォルティス株式会社 代表取締役社長 岸田一宏 

事業本部長 福島義史 

 

岸田社長 挨拶 

皆さん、こんにちは。本日は大変お忙しい中、また急なご案内にもかかわらず、ご出席を賜り、誠にありがとうございます。

また、日頃から皆様には格別なるサポートをいただき、誠にありがとうございます。改めまして、ここで厚く御礼を申し上げま

す。 

それと共に、今シーズン、ここまでのリーグ戦のチーム成績につきまして、皆様のご期待にお応えできておらず、ご心配をお

かけして誠に申し訳なく思っております。こちらにつきましても、この場をお借りして深くお詫び申し上げます。 

まず、コロナ禍の情況で、このサポーターズカンファレンスも何年か途切れておりましたことをお詫び申し上げます。コロナ前

に実施していた、従来のサポーターズカンファレンスでは、まずクラブの方からいろいろとお話をさせていただいてから、皆様か

らの質疑に応じるという形式で進めておりましたが、本日は形式にこだわらず皆さんが感じられていることや心配されている

ことにできるだけお答えできるよう、質疑応答の時間を多くとらせていただきたいと思います。どうぞご忌憚のないご質問をよ

ろしくお願いいたします。 

 

質疑応答 

 

Q.１-1 

3 点あります。 

1 つ目は、8 月から J リーグが声出し応援のステップ 3 を進めることになったと伺いましたが、徳島はクラブとして声出

し応援に参加するかどうかのお考えをお聞かせいただければと思います。 

２つ目は、今のアカデミーについて、クラブでは今年からポヤトス監督やコーチを含めた人達も参加して技術委員会を

作り、アカデミーの強化を進めていると聞きました。改めて、今年のアカデミーがやってることについてご説明いただけれ

ばと思います。 

3 つ目にポヤトス監督についての評価は、いろいろサポーターの中でも意見が分かれていますが、僕としては育成とい

う部分においては本当に非常に重要な人材であって、クラブに大きな影響を示していると思っています。トップチーム

の監督であるなしにかかわらず、アカデミーにも関わっていただくということも含めて、クラブとしてポヤトス監督にどのよ

うな役割を考えているかを教えてください。 

 

A.1-1 

1 点目につきましては、J リーグでも慎重に検討や検証をしております。ご存じかと思いますが、定期的に NPB と合同の連

絡会議もを実施しております。その中で、現在検討進行中という事案ですので、あまり詳しくお話ができない部分もござい



ます。J リーグの意向や、その具体的な進め方がはっきりしてきたところで、その判断に基づいてクラブでも慎重に検討した

いと思っております。現時点においてはどちらともはっきり申し上げれない状況です。 

2 点目については、3 点目のご質問への答えと重なる部分もあるのですが、以前より育成型クラブと言うスタイルを掲げて

おりましたので、今の監督になる前からも育成には注力してきました。その中でようやく小学生年代も全学年が揃ってきま

した。私が就任してからもいろいろと検討を重ね、ジュニア年代・小学生年代からの育成にも力を入れて取り組もうという

ことで 11 年ぶりに小学生年代のチーム（ジュニア）を復活させました。その中で、サッカー協会とも連携しつつ、小学生

年代も含めてクラブの中では「小中高 10 年計画」で強化を図り育成していこうという点が、ここ数年での大きな取り組み

です。そして、それをベースに、中高生、ジュニアユースやユースも含めてですが、アカデミー単独ではなくて強化部も一緒に

なって、定期的な技術会議をしたりしながら、育成についてもブラッシュアップを図っております。現在のポヤトス監督は育

成面での手腕も経験も持っていますので、より深く関わっていただきながら、アカデミーと連携してクラブ全体の育成につい

て取り組んでおります。その結果が実りつつあり、私が社長に就任するまでは、なかなかユースからトップへ昇格する選手が

出てなかったんですけども、約 10 年ぶりのトップ昇格を実現させ、毎年ではないものの、近年は継続的にトップ昇格の選

手が出てきているというところで、実りつつあるのかなと感じております。 

そして、監督・コーチについては現状の成績も含めて考えていますが、クラブが今後も続いていくという中で今のスタイルを

続けながら、短期・中期・長期というそれぞれの目標を置きつつ、長い目でやらないといけないと考えております。当然、単

年度で成果を出さなければいけない部分もありますので、バランスよく捉えながらいろいろなことに取り組んでいます。今シ

ーズンにおいては引き続きトップスタッフも現状維持というところで考えております。 

 

Q.1-2 

今やってるサッカーって選手たちにとって、本当に難しいサッカーで日本でもなかなか見ないサッカーだと思います。本

当に選手たちは難しいことをしてますし、なかなか結果が結び付かないことを分かっているサポーターたちはたくさんい

ると思いますけど、やっぱり負けても面白いサッカー見たいんですよ。我々は。だからこそ、こうやってクラブの我慢に付

き合って、ここまでサポーターたちも必死にやってきたんです。僕たちはまず昇格というところ。まだ昇格までも考えられ

る勝ち点差でもありますし、残留もあり得ると思います。まずは短期的な目標を現実的なところも考えて、中期的な

目線で J１という舞台や、ACL というところもフロントとしても考えてほしいなと思います。 

 

A.1-2 

ご意見ありがとうございます。しっかり考えて進めていきます。 

 

 

Q.2-1 

3 点あります。 

1 点目は先ほどの答えと重なるかも知れませんが、今年の最初の目標は 1 年での J1 復帰でしたが、昨日も負けて

今現在 16 位です。降格圏まで勝ち点差 3 で、かなり目標とは乖離しています。去年はコロナ禍でなかなか監督さん

も入ってこれず、最初は甲本コーチに頑張っていただいて、かなり勝ち点を積んで中位ぐらいまでいきました。その後、

ポヤトス監督に代わってからどんどん下がっていって、何とか持ちこたえるかなと思ったけれど、最後は勝ち点差 1 で落

ちて悔しい思いをしました。ホーム最終戦では社長さんが涙を流し、私も一緒に涙を流させてもらいました。あの時物

凄い悔しかったです。そして、2 年目のポヤトス監督ですが、他の J１から落ちてきたチームは、大分さんはルヴァンカッ



プもあったりしますが、それなりにいい位置につけてます。文字通り J1 復帰の可能性が感じられる。しかし現在徳島は

16 位で勝ち点差を見たらもう、実質のところ現実的にはプレーオフまでぐらいかなという数字に感じられます。まだ後

半戦は始まったばかりですけど、今のサッカーでずっと勝ち続けるとは感じられません。はっきり言って、これはほとんどの

方が思ってると思います。下手したら降格するかも分からないと。よそのクラブでは、ちょこちょこ皆さん監督さん変え

てますよね。結局は戦術を変えるという感じ。ちょっと荒っぽい例えですけど、「戦争はいかんですけど戦争って指揮官

がいて選手が兵隊だと思います。指揮官の下で戦い、その戦い方が悪かったら、当然指揮官が責任を取るのが当た

り前です。」サッカーでも同じだと思ってます。今のこの状態の中で目標に掲げた J１復帰の可能があるのかどうかを

お聞かせ願いたいのが 1 点目です。 

次は、サポーターの出入り禁止についてです。ちょこちょこ徳島の一部のサポーターがいろいろと問題を起こされて、本

当にごく一部の人のために大勢のサポーターのイメージが悪くなってます。全国に友達がいますが「やっぱり徳島はや

ってますね」って言われて気にしてます。これでは県のイメージアップにもなりません。私が聞きたいのは具体的にどうい

う風な措置されてるかということです。出入り禁止にして、例えば素人考えで言うと顔写真を入場時に置いて「この人

が来たら入れたアカンよ」とか、そういう方法をやるのか、もしくはチケットを売らないという発想もちょっと考えたんです

けれども、それもチケット自体も友達に買ってもらえば入れると思いました。ということはその出入り禁止っていうのは言

葉はいいんですけど、具体的にどういう措置をされてるかが非常に気になりまして、今回、ちょっとお聞きしたいと思いま

した。 

最後 3 点目。これはクラブとして J リーグに伝えてほしいんですけど、主審のジャッジミスと言ってもいいと思うんですけ

ども、結構多いと思いますので、徳島はどちらかと言うと得の方よりも損の方が圧倒的に多い気がします。これも

VAR とかやればいいんでしょうけども。予算とか色々あると思います。そうすると主審のジャッジ力の向上とか何かそう

いう研修会を持つとか、特にミスジャッジが目立つ場合にはクラブ全体で、主審の質を上げていくような動き方とか要

望とか、そういったことができるかどうかを知りたいし、もしくは出来るんだったら、そういう動きをとるのかどうかについて、

3 点を教えていただけたらと思います。 

 

A.2-1 

まず 1 点目についてはお話しをいただいたとおりで、現状は降格圏の方が近くなってることは事実ではございます。今シーズ

ンに掲げた目標については J１復帰というところで、これについては現在もそこを目指していきたいと思っております。ただ、2

位までの自動昇格がより望ましいことではありますが、現状の 16 位という順位を真摯に受け止めた上で、まずは 1 つ目

のステップとしてはプレーオフの 6 位を目指して何とか追いつきに行きたいと思います。その中でより勝ち点を積み上げること

ができれば、そこからさらに上を目指すというところを含めて J1 復帰というところの目標は変えずに続けていきます。昨年は

コロナ禍で、監督・コーチらの入国でが遅れたということと、J1 という厳しさもあり、同時にルヴァンカップも戦うシーズンでし

た。目の前に 1 試合１試合が 1 週間、また中 3 日でどんどん迫ってくるという中で、何とかその試合、その試合に向けて

取り組んで参りました。今シーズンは J2 なんですが、ルヴァンカップにも参加し、昨年同様に短い期間で試合が目の前に

現れてくるという非常にハードなスケジュールの中、トップチームも頑張ってくれてます。 

また、スタイルについては、監督が目指すところが、今シーズンになってなかなか勝ち切れない結果が出ているという現状で

す。もしかすると思い描くスタイルや最終的に狙いにいくスタイルが、少し理想と現実という部分で理想に近すぎるところを

求めていて、そこが少しギャップになってたり、という要素も可能性としてはあると思っています。私もトップチームも、スタッフ、

選手、強化部を含めて意見交換やヒアリングしながら「どうしていけばいいか」というところを、今シーズンは特に密にコミュニ

ケーションを取っています。それぞれがそれぞれの意見を発信する中で、このままでいいというところと、もうちょっと変えた方が



良いという意見も出てきます。そういった意見を持ったままにしておけば、やはり食い違いが生まれてギャップが生まれてしま

うのでヒアリングやミーティングを数多くおこなうようにしています。その中で理想の部分は理想として持ちながら、今シーズン

の現状の中で、短期でどう結果を出すか、そしてどう修正するか、アレンジするか、というところも含めて色々と取り組んでい

ます。ただ、サッカーというのはデリケートなものなので、積み上げるのはすごく難しいんですけれども、壊れるのは一瞬で壊

れるんですね。特にどの競技にかかわらずプロの世界っていうのは結構デリケートで、変え方を誤れば想像以上に脆く崩れ

るという部分もあります。かと言って、なんの手も打たないというわけにもいかないという中で、大切にしないといけないもの、

継続しないといけないもの、そういうのを大事にしつつ、積み上げてきたものが壊れるリスクというところも考えながら、どういう

方法がベストで、どのようにアレンジしていくのか、という部分がフットボールの世界では非常に難しいと感じています。ただ選

手達も今監督がやろうとしていることを、突き詰めてやっていけば必ず良くなるという信頼関係があった上で監督についてい

っていますので、当然監督もトップスタッフも選手の意見も大事にしながらコミュニケーションというのを大事にしつつ、最終

的には理想形を目指しています。 

とはいえ、その中で短期的に結果を出すために、何をどう変えられるのか、どう変えないといけないのか、変えてはならない

のか、このポイントを非常にデリケートに感じつつ、現状は前に向かうための取り組みをしています。昨日の試合内容見て

いただいた後では、私がこういうお話をしても「ちょっと信じられない」というような御意見を頂戴すると思うんですが、何とか

少しでも早い段階で、そういったところの改善が表れて、表現が悪いかもしれませんけども負けても魅力あるフットボールを

皆様にお見せできるよう、少しでも早く改善できるように色々考えております。これまでもそういった取り組みは積んできてい

ますが、やはり試合内容も見てますけども、もう少しアレンジが必要なのか、スパイスが必要なのか、今何ができるのかとい

うことを、また昨日から私も頭を悩ませております。週明けにも、またトップスタッフや強化部と相談できる場を予定しており

ますので、そういうことを繰り返しながら、できるだけ少しでも皆様のご期待にお応えできるように、私も含めて取り組んでい

きたいと思ってます。 

トップスタッフも選手も非常に頑張ってくれてます。経営者でクラブのトップであっても、実際にプロのフットボールにをメスを

入れていくことは難しいことです。私としてはチームを信じたいと思っております。ただ、私の立場においては何もせず任せっき

りというわけにはいきませんので、色々な要素を含めて、何ができるかを考え、慎重にかつ迅速に進めていきたいと思ってお

ります。 

ですから、まとめますと目標は変えません。J１復帰を狙ってこれからも戦います。クラブのスタイルというものはそうそう変えら

れるものではありませんので、基本スタイルは変えず、見てくださるみなさまに喜んでいただける、魅力あるフットボールにでき

るように努めていきたいと思ってます。 

 

2 番目のご質問ですが、おっしゃられる通り、すでに監督を交代しているクラブもあります。ただ、過去途中交代をしたクラ

ブで成功したクラブというのはほぼないと認識しています。先ほど申し上げたように、よくなっていくことを信じたいと思っており

ますので、現在のフットボールを、より良いフットボールにしながら戦っていきたいと思ってます。 

 

Q.2-2 

では、もし解任という結論があったとした時には、解任せざるを得ない状況になっていると思うのですが、例えば、こう

いう条件なら、極端な話、このままずっと沈んでいって降格圏最下位ですよとか、どういった状況が揃えば、解任とい

う判断をされるのでしょうか。お答えが難しいかも知れませんが、教えてください。 

 

 



A.2-2 

色んな要素がある中で、具体的にこれとこれとこれで決めることが難しいというのが正直なところです。 

 

Q.2-3 

すいません、そしたらヴォルティスの基本姿勢はもう年度途中は基本的に監督は変えないということですか。リカルド監

督は 4 年間おられましたけども、前監督のサッカーは上位にいることが多くて、守りを固めるチームには歯が立たないこ

ともありましたが、大概面白いサッカーで皆さんに褒められてました。でも、今のサッカーは全くそうは見えなくて。前監

督は 4 年間続けたことが凄く良くて、結果的に J1 へ上がりましたが、今回の監督は下がってきてて、また下がる可能

性があるという状況だと思ってます。信じられるっていうのはよく分かるんですけど、客観的に見たら、「それってどうなの」

という人も結構おられると思います。それでも年度中は変えないのが基本だっていうことですね。 

 

Ａ.2-3 

そう決め切っているということはありません。 

 

Q.2-4 

ですから、どういう条件なら解任でも仕方ないというのを、もしお話しできるんなら教えていただきたいです。 

 

Ａ.2-4 

さまざまな要素があると思います。私は社長として監督の途中交代を経験しておりませんので具体的にこれとこれとこれっ

ていうのを並べるっていうのは難しいです。「色んな状況によって判断させていただく」という回答しかできないのかなと思いま

す。 

2 番目のサポーターの出入り禁止等については、セキュリティーの問題としてクラブとしても間違のない対応を考え、進めて

おりますが、具体的にお伝えすることは難しいです。この点は非常にデリケートで個人的な人権の問題もございます。クラ

ブとしては、基本的には J リーグのルールに則り、そのルールの中で判断をせざるを得ない前提もございます。出入り禁止

の判断においても、その理由となった事象により期間が違っており、何試合とか、無期限とか、色々な判断材料があります

ので、その点については運営上の事象として努力し、取り組んでいます。具体的にお伝えできない部分は申し訳ございま

せん。 

 

Q.2-5 

そうすると、現にその出入り禁止の方は入ってないっていう判断でよろしいんですね。問題を起こして、もう駄目だよっ

て方は来てないんですね。分かりました。 

もう一つ甲本コーチはたしかＣ級ライセンスだと思うのですが、クラブとして、S 級まで頑張って取ってねという方針は

ないんでしょうか。 

 

Ａ.2-5 

甲本と相談しながらになりますが、彼の意思があればクラブも尊重したいと思っております。 

 

 



Q.2-6 

単純で申し訳ないですが、Ｊ１の時に甲本さんの時は同じメンバーで甲本さんのやり方で勝っていました。監督が代

わってからはどんどん下がっていきました。私、素人ですがサッカーのスタイルも甲本さんの時の推進力はすごかったと

思います。すごく良かったと思います。だけどＣ級ってことでちょっとびっくりしました。今はヘッドコーチなんで、ヴォルティ

スも甲本さんをＳ級まで届かせてくれないかなと思います。Ｓ級までの最短期間はどのくらいなのですか？ 

 

Ａ.2-6 

Ｂ級、Ａ級、Ｓ級とありますので順々になります。単純な試験でもありませんので、一概に何年というのはちょっと言いづら

いです。それぞれのライセンス取得に必要な日数も違います。求められる内容も異なりますので、具体的な年数を表すの

は難しいかと思います。 

審判についてはおっしゃっていただいてることは理解も把握もできます。私自身も、過去に悔しいでは済ませられないくらい、

ジャッジについては悔しい思いを味わった経験が何度もありますので、同じ気持ちだと思ってます。正直なところ、私もなぜ

毎回我々クラブの方ばかりジャッジが不利に導くのかな、という悩みに陥ったことも、正直あります。そして、対応についてで

すが、具体的に申し上げられることは、毎回のそういったジャッジに関してはレポートを出すことができます。その場合はマッ

チコミッショナーが間に立つんですけども、ほかにも、試合後にかなり時間を掛けて意見交換をすることもたくさんあります。

最終的にはレポートをもって申請するんですけども、審判団は JFA（日本サッカー協会）の所属となります。日本サッカー

協会の管轄で、Ｊリーグの中には審判団はいません。Ｊリーグとしても当然より良くなってほしいですし、間違いを少なくし

てほしいというのはもちろんです。ただ、審判団もライセンス更新の際にいろいろと厳しいハードルを設けたり、レベルを高め

るための反省会をおこなったり、JFA の方で審判団も日々より良くジャッジをしていただけるように、努力をいただいているの

も事実ですので、コミュニケーションを高めて良い方向に進めていきたいです。 

 

 

Q.3 

このシーズンは引き分けばっかりで 4 勝しかできていない状況なんです。勝つために補強っていうのはこれから考えて

ますか？ ネームバリューのある人とかがやっぱり来てほしいと思ってるとこがあるんですけど、その点についてはいかが

ですか？ 

 

A.3 

詳細については現状では控えさせていただくんですけども、今のところそのつもりで必死で準備をしていて、その方向で考え

ております。シーズン途中で夏のウインドーですのでいろんな契約条件もあったりします。当然、ネームバリューや経験も大

事ですが、それだけではなく徳島のスタイルに合うかどうかなど、総合的な判断も必要だと思ってます。もしかすれば、名前

があって経験がある選手を獲得できるかもしれません。ですが、過去の実績やある程度の数字もしっかりと見ながら、名前

的には「ベテランで凄いネームバリューがある」という選手じゃないかもしれませんけど、必ず期待に応えて貰えるであろう選

手のスカウティングを進めているのが現状です。 

 

 

 

 



Q.4 

サポーターズカンファレンスには初めて参加します。ライトサポーターですので、今シーズンの成績とか戦術とかについて

は特には言わないです。ここで、少しと空気を読まない質問になってしまうのですが、私はずっと徳島で生まれ育ってま

して、子供の頃にテレビの中で見た J リーグを実際のスタジアムで見られることに感動しております。徳島という地方都

市にこのような素晴らしいチームを作っていただいたことを大変感謝しております。質問としては、自分達の子供の代

や孫の代までこの徳島にサッカーという文化を根付かせてほしいなと思っております。どうしても徳島は今後30年で衰

退していくと思いますので、その中で阿波踊りだけではなく、J リーグという文化を徳島に根付かせてほしいと思ってま

す。個人的には、専用スタジアム建設と、コロナで難しいとは思いますが選手やスタッフと地域住民の交流など、そして

ヴォルタくんが大好きなので、もっと全国区になってほしいかなと思ってます。質問にならない質問ですが、よろしくお願

いします。 

 

A.4 

ありがとうございます。J リーグのそもそもの活動方針や理念の中には「地域に根ざす」という考え方がございます。今となっ

ては、J リーグクラブがない県も全国にはもう数県しかないという状況となっています。その中で、やはり徳島に我々が存在

する意義や意味っていうのを、しっかりと自分たちも理解しながら、地域貢献をおこなっていきたいと考えています。そしてこ

れは継続的なことであり、長期に渡ってクラブがある限りやり続けていくことだと思ってます。直近は残念ながら、コロナ禍と

いうことでなかなか活動ができていないのですが、リモートに置き換えるであるとか、そういう努力もしながら取り組んでおりま

す。本来であれば、J リーグのどのクラブも年に 300 回 から 400 回の地域貢献活動をおこなうことを目標に掲げていて、

我々も同じぐらいの回数を目標に掲げて活動をしております。マスコットの出動等も含めてですが、徳島にも J クラブがある

ことで盛り上がりも生まれますし、その上で J1 であれば、より盛り上がり楽しんでいただけると思っています。徳島県に経済

効果を生み出すことも含めて、地域になくてはならない存在になることが我々の使命だと思っておりますので、コロナ禍の状

況も見ながらですけども、その点については永遠の課題として受け止めていきたいと思ってます。工夫したイベントや、今ま

でにやってないことなど、徳島の皆さんに喜んでいただき、徳島県の活性化に貢献したいと思っています。我々はミッションと

して「スポーツ（サッカー）を通じて徳島県の活性化に貢献する」ということも挙げてますので、引き続きその点は努力して

いきたいと思っております。 

専用スタジアムについては色んな要素が関係しますので、我々も専用スタジアムがあればいいとは思いますが、さまざまな

条件や状況やタイミングを鑑みた上で、検討や相談をしながら、将来的な目標として考えられればいいなと思っております。 

 

 

Q.5-1 

先程の岸田社長の一言で、もう途中で帰ろうと思いました。「負けてもいいから楽しいサッカーをする」「魅せるサッカー

をする」。今はもう J３降格まで勝ち点差は 3 なんですよ。昨日の試合を見ていると、J2 の中で今はヴォルティスが

一番弱いと思います。シーズンはあと半分ありますが、J３になったら、社長を辞めるぐらいの覚悟はあるんですか。そ

れぐらいの覚悟を持っていないと、J1 どころかプレーオフどころか降格しますよ。このままでは。今日、これだけしかサポ

ーターが来てないのも、休みの日のスタジアムに 3500 人しか来ないのも勝てないからですよ。ゴールデンウイークの

ジェフユナイテッド千葉戦の時 1-0 で勝ちましたけど、あの時の雰囲気が忘れられないんです。あれを味わうために私

たちは雨の日でも、風の強い日でもスタジアムに足を運ぶんです。昨日、100 人弱ぐらいのサポーターが盛岡まで行

ったと思いますが、あの人たちに申し訳ない。私は DAZN で見てたんで、現場のことは分かりませんが、あの人たちの



気持ちを本当に分かってますか。分かってたら、あんな「負けても…」なんていう発言を社長から聞きたくありません。昨

シーズンの最後のあの社長の涙を一緒に涙を流しながら、スタジアムで私たちも思ったからずっと応援し続けてるんで

す。1 点を取る、点取らなかったら勝てんのやから、引き分けなんてもういらないんです。その 1 点を取るっていう姿勢

が、昨日の試合は全く感じませんでした。だから、面白くなかったんです。そのあたりについての社長の考えをもう一度

お聞かせください。 

 

A.5-1 

先ほどの私の発言が不適切な表現だったということ、その言葉については大変申し訳ございません。撤回させていただきま

す。言葉のあやとしても、私が口に出してはいけない言葉だったと感じております。訂正してお詫びを申し上げます。もちろ

ん結果が大事で、どうにかしてでも勝たないといけないというのは、第 1 に考えております。毎試合そういう思いで見ていま

すので、私もホームもアウェイもスタジアムではその思いで試合を見つめています。 

J3 に降格した際に、という先程のご質問については、当然ながら覚悟を持っております。先程、不適切な表現をしてしま

ったので「本当なのか」と思われてしまうかもしれませんが勝負にこだわる意識と、気持ちと、負けた時の悔しさっていうのは、

本当に私自身も同じです。皆さんが大きな期待とともに、お忙しい中でも遠方まで応援に来ていただいてることには本当

に心から感謝しております。同時に、私も負けてないぐらい悔しいと本当に思ってます。試合を見終わって、思った結果が

出ない時は私もフラフラになって頭の中がクラクラしています。そういう気持ちで、緊張感を持って戦う自分達のチームを

「頑張れよ」という思いで応援しています。試合が終わったら疲れ果てて、立ってるのも喋るのも嫌なぐらいに私も勝ちを願

ってます。そしてまた、そういった皆さんの思いをいただきながらも、こういう現状の成績でありながら、今日もこのように集まっ

ていただけていることには感謝しています。いつも、どういう状況の時でも皆さんが我々に対する期待を持ってくださっている

ということを実感していますし、そういった気持ちにお応えしたいですし、結果を出したいという思いも強く持っております。先

ほど頂戴したお言葉は、それぐらい我々に期待をいただいている証だと本当にありがたく受け止めました。何とかそういった

皆さんと一緒に勝って喜べるように、早くそういうチームにして、最後にいい結果とともに、昨年の最後じゃないですけども、

今度は涙じゃなく、最終戦のスタジアムでみなさんと喜び合いたいと思っております。あらためてになりますが、先ほどの発言

については、大変申し訳なく感じております。訂正させていただきます。間違いなく、同じ思いで私も勝ちたいです。そう努

力します。引き続きよろしくお願いします。 

 

Q.5-2 

先ほどは大変失礼な言い方をして申し訳ございませんでした。今日はここへ来たくても来れなかった盛岡に行ってる皆

さんも、その他の全部のサポーター・ファンの皆さんがヴォルティスに J1 へ上がってほしいんです。勝ってほしいんです。

それを今一度強くお願いしたいと思います。 

 

A.5-2 

ありがとうございました。このように貴重なご意見をいただけるのも、皆さんから応援していただけている証だとありがたく感じ

ております。先ほども申し上げた通りですが、皆さんが現状で本当に一番聞きたくない言葉であったことは私も反省してお

ります。お伝えしたかったことをお伝えするためにちょっと的確じゃない単語を使ってしまいました。質問された方は「失礼」と

仰られましたが、全然失礼な言い方でも何でもないと思います。特に現状においては、最も使ってはならない言葉だったと

ご指摘を受けて反省しております。引き続き貴重な皆さんのお気持ちにお応えできるようしたいと思います。当然ですが、

勝ってほしいからそのようなお気持ちを持っていただいてますし、足を運んでくださっておりますし、もうそれが証ということで、



非常にありがたく受け取っておる次第でございます。本当にありがとうございました。 

 

 

Q.6-1 

防災に関して、疑問に感じていたことがあります。試合中に大地震と大津波警報が発生したらどうするのかなという疑

問が前からあったんです。スタジアムの東側が海になっているのを見て、もしここで大地震と大津波が来たらどうするん

だ。スタジアムの最上段でいいのか、車での避難も危険だし、どうしたらいいのかなという疑問がありました。今日も能

登半島で震度 6 弱の地震があったので聞いてみたいと思いました。できれば、大地震が発生したり、大津波警報が

発令されたらこういう風に行動してくださいというのを、マッチデープログラム等に防災上の注意点みたいな感じで書い

ていただけたら嬉しいなと思っております。スタジアム来場者の生命にも関わることなのでよろしくお願いします。 

 

A.6-1 

ありがとうございます。スタジアムにおける防災的なところには対応の義務がありますので、さまざまな機関等々と検討や相

談をしながら対応できる準備を進めています。また、マッチデープログラムにこの件を掲載するかということにつきましては、貴

重なご意見として持ち帰った上で検討させていただきたいと思います。いずれにしても安心安全に関しては注力して、防

災対応マニュアルというところについてもしっかりと取り組みをしております。貴重なご意見ありがとうございました。 

 

Q.6-2 

もう 1 点、パブリックビューイングに関することですが、今年もパブリックビューイングを行っていただきたいと思っており

ます。今年新しく阿南市がホームタウンに加入したということで、できれば阿南市や小松島市でパブリックビューイング

ができたらいいなと思ってます。また、何年か前には徳島市の中心部商店街でパブリックビューイングを行っていたと

思いますが、また可能なら復活させていただけないかなと思ってます。また、リーグ戦最後のモンテディオ山形戦でもパ

ブリックビューイングを行っていただけないかなとは思っております。 

 

A.6-2 

すべてのご意見を貴重なご意見といただいて検討させていただきます。ありがとうございました。 

 

 

Q.7 

以前は個人のシーズンパスがあったと思うんすけど、コロナ禍では毎試合買う方式になっています。 

いちいち買うのも大変だし、忘れちゃう時があるんで、できれば来シーズンからシーズンパスの復活を考えていただけ

たらと思います。そして引き続きになりますが、法人チケットが今の方式だとすごく使いづらいって感じています。僕も具

体的にどうしたらいいかっていうのは分かってないんですけど、うまくインターネットを活用したりして、事前に来たい人を

あらかじめ確定させて入場してもらうとか、今はちょっと 2 度手間や 3 度手間になってるところがあるんで、使いやすく

していただけたらなと思っております。 

 

 

 



A.7 

ご質問をいただいたシーズンパスについては復活させる方向で、コロナ禍がこのまま収束すれば、「来シーズンに向けて」を、

ひとつのタイミングとして考えております。あらためてになりますが、シーズンパス制は復活させたいと思っております。法人チケ

ットについては、私どももすごく頭を痛めるところで、ここまでいろいろと変えてきています。以前は、期間を長く、例えば「2 カ

月間どの試合でも来てください」というようなやり方もしてたんですけども、そうするとプレーオフに進んだ 2019 年などは最終

戦に近付くにつれて、利用が固まってくるんです。2 か月ぐらいを使用可能にすると、最大で来場の読めない法人チケット

が 5000 枚くらい発生します。本当はもっと多くのお客様に入場していただきたいのに販売できないとか、あるいは売りチケ

ットを増やして臨むと今度は法人のチケットお客さんが入場できずパンクするとかという懸念もあります。そんななかでもより

多くの皆さんに来ていただけるように、動員数・入場者数を見込みながら 1 ヶ月に変えてみたり、あとは試合に合わせて一

般と法人の比率を考えてみたり、いろいろと考えてきました。クラブとしても悩むところでございます。先ほど、貴重な御意見

をいただいたように、使いやすさとのバランスを考えながら、ご意見に添えるにはどうすれば良いかを考えて、一番いい方法

は何かを検討していきたいと思っています。 

 

 

Q.8-1 

前半戦を振り返ってシンプルに思うのは、やっぱり攻撃力のなさということです。シュート数が非常に少ない、平均 8

本ぐらいかと思います。また、ボール保持率も高いんですけど、低い位置というか自陣の方で回しているということ。解

説の方もよく言われてますが、相手チームにも読まれているということで、結局ボールを持っててもその攻撃に怖さが見

えなくてもどかしい気持ちです。コンビネーションで相手を抜き去るとか、ダイアゴナルで斜めに入っていってチャンスを作

るとか、そういった今までにあった動きが今シーズンは非常に少ないと思います。多分、高いレベルの高度なフットボー

ルを目指している過程なんだとは思うんです。選手のコメントでも、いるべき場所にいたらチャンスもできるしチャンスも

掴めると言っているんですが、それにこだわって流動性がなくなって、結局チャンスメイクっていうのは少ないなと。今シ

ーズンを見てると選手自身も楽しくないんじゃないかなという風に感じるんです。中盤の選手にもゲームメークするとか

試合を読むとか、何て言うか流れを読む選手おらず、中心になってくれる選手も出てないような気もします。石井キャ

プテンの離脱っていうのも大きな要因と思うんです。その辺の修正について、監督さんの試合後のコメントでは「内容

はいい」とあって、私自身は内容いいのかな？と思うので、その辺りを社長さんとか、スタッフさんとか監督交えてどの

ように捉えて後半戦臨んでいくのかっていうのを、聞かせていただけたらと思います。 

 

A.8-1 

非常によく見ていただいてると思います。今いただいたご指摘は、恐らく多くの皆さんが思われてるところだと思います。言い

訳のようになりますが、かなり多くのメンバーが入れ替わったという中で、今年のチームでは今までこのスタイルをやってなかっ

た選手が多くなりました。その中でなかなか思った通りに表現できないとか、迷いという部分についてはあると思います。カン

ファレンスの最初の方でも全体的にお話し申し上げましたように、それができるのがベストで理想ではあります。でも、やはり

目の前の結果を出さないといけないので、そこを目指しつつ、単年度や短期的にどういうアレンジができて、現状の課題を

解消できるかだと思います。 

夏の補強は検討していますが、目の前にある現実については、現在のメンバーで戦わないといけないので、現在の状況で

あるとか、その現実の中で早期に結果が出せる修正やアレンジとしては何ができるかということになります。そういったところ

を、トップチームや強化部も含めて今まで以上にヒアリングし、またコミュニケーションを取りながら進めています。ここ最近は、



フォーメーションを少しアレンジしている部分も見受けていただけるとは思うんですけども、そういった大きくて難しい課題に向

けてどうすれば変えられるかということについて、トップチームのメンバーも、私も、強化部も意見を出し合っています。必死に

あがいてどうにか結果を出そうと全員で同じベクトルを持って、同じところへ進んでいけるように努力しています。更にどういっ

た努力をプラスするのか、もっと努力して、そういったところを早くプラスにできるようにということを考え進めています。繰り返し

になりますけども、できるだけ早いタイミングでそういったパフォーマンスを出せるためには、どういう手が打てるかということを、

細かく引き続きやっていきたいと思います。引き続き、期待をしていただき、応援いただけるように努力したいと思っておりま

す。 

 

Q.8-2 

昨日の試合で言えば、芝生に散水してないことも難しくなった要因であると聞きました。普段はそういう対策っていう

か、相手がそういう行動をとることも想定して、練習とかの中でできてないのかなと思ったんですが、水をまかないって

いうことへの対応ができてなかったように思うんです。そういった点についても、試合に向けて想定して、やっぱり相手を

上回ると言うか、そうできるような努力を今後もお願いしたいと思います。 

 

A.8-2 

承知いたしました。チームに伝えるようにします。ご意見ありがとうございました。 

 

 

 

 

岸田社長 挨拶 

本日は大変貴重なご意見いただきまして、まことにありがとうございました。 

クラブにとっては、今回のような御意見が非常に貴重であると改めて実感しました。皆さんの、クラブのためにと思っていただ

いているお気持ちも含めて、私自身もしっかりと受け取りましたし、十分に感じております。皆さんのご期待にお応えできて

ないこの状況に、いろいろとご心配をいただいていると感じています。この状況を打破して、まずはプレーオフ圏内目指して

早急に改善対応していきたいと思っておりますので、どうか引き続きクラブへのサポートを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。 


