
 

 

2019 年 サポーターズカンファレンス議事録 

 

■実施日時：2019 年 8 月 10 日(土) 14：00～15：15 

■場所：アミノバリューホール 2 階 視聴覚室 

■参加者：ファン・サポーターの皆さま 62 名 

徳島ヴォルティス株式会社 代表取締役社長 岸田一宏 

強化部本部長 岡田明彦 

強化部長 谷池洋平 

 

岸田社長 

 

岸田社長（K）：本日は大変お暑い中、また、試合前のお忙しい中、お集まりいただきまして誠にありがとうござ

います。また日ごろから皆様には格別なるご支援、ご声援を賜りまして、誠にありがとうございます。心から御

礼申し上げます。それでは、早速ではございますが、強化関係につきましては、後々、強化本部長と強化部長か

ら話しをさせていただきますので、私からはそれ以外の全体的な進捗についてお話しをさせていただきます。 

 

 

まず、事業規模の推移でございますが、2005 年に約 6 億弱からスタートしまして、2014 年の J1 のシーズンに

21 億、J2 に戻ってから 2015 年に 17 億 4100 万円、2016 年には 14 億 4300 万円になっております。J1 昇格前

の 2013 年が 12 億、J1 昇格前の事業規模よりは底上げが出来ており、2017 年には 16 億 3900 万円、昨年は 16

億 8800 万円、今シーズンの計画は 17 億 500 万円という計画で進んでおります。 



 

 

 

これは主要な 3 項目の進捗で、2012 年からの各推移ですが、この後、2005 年からをグラフで表しますので、

まず、ここでは、今シーズンの目標と現在の進捗の数字だけをお伝えいたします。 

 

 

こちらのグラフは新体制発表会でもお見せしましたが、簡単にご説明させていただきます。平均入場者数推移

を表しているのですが、2005 年のスタートから今シーズンの計画につきまして入場者数の平均を棒グラフで表

しております。下のオレンジの波線は、2014 年の J1 のシーズンを除く、2005 年から 2018 年の J2 リーグの平

均で 4368 人。上のグリーンの波線は、2014 年を含めた 2005 年から 2018 年の全部の平均で 4637 人となって

おります。オレンジの波線の 4368 人を超えておりますのが、2014 年の J1 のシーズンの前においては、2010

年と 2011 年の２シーズン。2015 年から 2018 年においては、全シーズン、クリアしております。上の全体平均



 

 

である 4637 人に関しましては、2014 年の前では、2011 年の 5207 人。2015 年以降につきましては、2016 年

は少し割っておりますが、残りの 3 シーズンは、全体平均である 4637 人を超えております。また、2014 年の

J1 のシーズンを境にしまして、それまでの 9 年間、2005 年から 2013 年の平均が 4136 人。2015 年以降の 4 年

間については平均 4890 人となっており、2014 年の J1 のシーズンを境に平均の方もベースアップしておりま

す。そして、現在、先程申しました様に、進捗 5240 人という状況でございます。 

 

 

個人会員と法人会員の推移をこちらのグラフで表しております。横軸 2005 年から今シーズン 2019 年の計画推

移までを入れておりまして、左の縦軸が個人会員の口数、右の縦軸が法人会員の口数の推移を表しておりま

す。今シーズン、個人会員の 5500 口の目標に対して進捗が 4662 口。法人会員につきましては、670 口の目標

に対して進捗が 653 口という状況でございます。法人会員の方も 2014 年から少し落ち着きましたが、去年から

かなりベースアップをしております。今シーズン、670 口という大きい計画を立てましたが、現在 653 口とい

う事で目標 670 口に到達できるのではないかと考えております。 



 

 

 

ここで、Ｊリーグが非常に大事にしており、各クラブが平均年間 400 回行っている地域貢献活動について少し

お話しをさせていただきます。地域貢献活動の定番となるスクールや巡回を含む色々なワードをこの図に挙げ

ておりますが、これらのワードに取り組む事によってファンづくり、ファンを増やしていくという事に繋がっ

ていきます。その中で、J リーグから非常に注目されている先月 7 月から本格的にスタートした少し大きい取り

組みについて紹介させていただきます。このワードの中で地域密着型の地域の課題解決という項目に関連した

内容になります。 

 

 

ヴォルティスが取組める「地域の課題」を考えた中で、まず年齢、年代を大きく 3 つに分けて考えました。園

児、児童という低年齢層、子育て世代と元気なシニア世代という大きく３つに分けた世代別に地域の課題を取



 

 

り上げております。園児、児童の所では「子供の運動不足、肥満対策」、子育て世代におきましては「親子のコ

ミュニケーション不足」、元気なシニア世代は「高齢化対策、医療費高騰の解決策」という課題を挙げておりま

す。 

 

その中で阿波と Our をかけた阿波（Our）Dream Project という事で、ここ 2、３年集中的に取り組んできたの

がスマイルアップ教室です。先程申し上げた 3 つの世代の課題に対して、それぞれのメニューを考えておりま

す。園児、児童においては定番である巡回サッカー教室の他に食育紙芝居、食育カルタ、選手派遣を行うメニ

ュー。子育て世代につきましては、親子サッカー交流会、昔遊び教室、廃校活用といったメニューを挙げてお

ります。シニア世代では、昔遊び、ゆる～い体操、ゆる～い運動という世代に応じたメニューを提供しており

ます。 

 



 

 

 

 

これらは、スポンサー様からご依頼をいただきスマイルアップ教室の親子編を実施した時の写真です。このよ

うな形でスマイルアップ教室を進めております。 



 

 

 

こちらは、シニア編の教室の様子です。笑顔満面！Smile Up をコンセプトにして取り組んでおります。 

 

 

この様にスポーツを通じて、世代を超えた触れ合いの場を広げていく事を目的としたスポーツ教室の展開を 2、

3 年かけて進めてきました。しかし、活動持続に向けて事業化が課題でもあり、次のステップを模索しておりま

した。 



 

 

 

 

そういった中で J リーグ百年構想の一つに、あなたの町に緑の芝生におおわれた広場やスポーツ施設を作るこ

とという項目がございますが、この項目をヒントに「廃校の校庭を芝生にして、裸足で走ろう」という提案を

いたしました。 

 



 

 

 

 



 

 

 

廃校の校庭を活用して、砂漠から芝生化へ転換しましょうという提案のもと、美馬市の廃校となった小学校で

ある宮内小学校の校庭に子育て世代の市民の皆様と共に我々のホームタウン推進部のメンバーが中心となって

芝生のポット苗を植えていきました。 

 

 
こちらが一年後の芝生の状態です。実際のグランドの様子を最近見てきましたが、かなり良い芝生状態になっ

ております。この小学校の校庭はドクターヘリの緊急着陸場にもなっていまして、芝生を植える前は、ヘリコ

プターが着陸した際に砂埃を起こし、近隣の住民の方の迷惑になるような事がありました。しかしながら、芝

生を植えてからほぼ無くなり、周りの住民の方にも喜んでいただいております。 



 

 

 

この様に廃校となった学校の校庭の芝生化に着手する中で、もう一つ取り組んでいる事がございます。皆様も

ご存知の通り、徳島県を含む全国で高齢化が進んでおります。65 歳以上の方の人口比率を高齢化率として表し

ておりますが、全国平均がおよそ 27%、徳島県の平均が 31%となっております。高齢化率を都道府県別の順位

で見ると、徳島県は上から 5 番目に高い所に位置しております。また、ホームタウンの中でも美馬市の高齢化

率が 38.1％と高く、高齢化率が特に進んでいるホームタウンとなっております。 

 

 

そこで、美馬市、大塚製薬が健康増進に関する連携協定を締結し、取り組みの一環として我々を加えた覚書の

締結をいたしました。美馬市と大塚製薬とヴォルティスの健康作りプロジェクトとなっております。 



 

 

 

美馬市と大塚製薬が健康増進に関する連携協定を締結し、美馬市民の健康づくりを推進することで、美馬市が

進める「美と健康」のまちづくりに貢献する。また、美馬市、大塚製薬、徳島ヴォルティス 3 者の覚書に基づ

き、美馬市版 SIB（ソーシャルインパクトボンド）であるヴォルティスコンディションニングプログラムに取

り組むという流れです。こちらは、J リーグクラブによる全国初のヘルスケア SIB という仕組みになります。簡

単にプログラム概要を説明しますと、姿勢の悪さや慢性的な痛みを感じる 20 歳以上の市民 1800 人を対象に、

運動機能を改善することで運動習慣の定着を図り、将来的な医療費・介護給付費を削減につなげる事を目的と

しています。期間は 5 年間のプログラムとなっております。 

 

 

SIB（ソーシャルインパクトボンド）についてですが、民間資金を活用して社会課題解決型の事業を実施し、そ



 

 

の成果に応じて地方公共団体が対価を支払うスキームが SIB の意味となります。 

 

 

このコンディションニングプログラムの流れとしましては、認定メソッドである「R-Conditioning」の指導方

法をマスターしたヴォルティスのコーチが、2 か月間の運動プログラムを実施し、運動機能改善から運動の習慣

化を目指すプログラムになります。Step1 については健康セミナーの実施、Step2 で運動機能・運動習慣のチェ

ック、Step3 で集合トレーニング、コンディションニング向上のためのボディメンテゼリー接種、ライフレコー

ディング、Step4 で身体機能・運動習慣の再チェックを行います。25 人を二人のコーチが担当して 1 クールが

4 組で 8 週間、初年度と最終年度は 3 クール実施、2 年目から 4 年目は 4 クール実施となっており、5 年で合計

1800 人が参加する事となっております。 

 



 

 

 

これが、実際のプログラムの実施時の映像です。この様に我々のコーチが、コンディションニングプログラム

のメソッドをマスターした上で、プログラムを実施しております。 

 

 

これはトレーニング後に、ボディメンテを接種している映像です。先月よりこのコンディションニングプログラ

ムがスタートしております。 

 



 

 

 

地域貢献活動の事例を挙げましたが、まだまだ様々な事で地域に貢献していくという事を考えており、我々のミ

ッションであるスポーツを通して徳島の活性化に貢献する、「県民に愛され、地域の誇りとなるチーム作り」に邁

進する事を引き続き取り組んでいきます。 

 

 
最後に、毎回申し上げていますように、ヴォルティスが目指しているあたたかい雰囲気のあるスタジアム、こち

らについても引き続きより良く出来るように我々も精進していきたいと思っております。簡単ですが、私からは

以上になります。ご清聴ありがとうございました。 

 

 



 

 

岡田強化本部長 

 

岡田強化本部長（O）：先日、組織変更がありまして、強化とアカデミーを統括するポジションになりました。今

回は、強化本部として主にフットボールの部分を私から説明させていただいて、トップチーム・強化の部分は後

程、強化部長谷池から説明をさせていただきます。 

 

 

先程、社長も話しましたが、スポーツを通じて徳島の活性化に貢献する事が強化本部としてのミッションで

す。ビジョンは、満員の熱狂的スタジアムで、2030 年までにチームの 3 分の 1 以上がアカデミー・生抜き・県

人で ACL 出場という事を目指しており、このビジョンを目指す上で、J1 に昇格して定着していきたいと考えて

います。 



 

 

 

そして、このビジョンを達成するに向けて、チームスタイル・選手モデルの確立、トップチームとアカデミー

の連携強化、選手スカウティング強化というこの 3 本の柱を掲げてしっかりやっていきたいと思っておりま

す。この 3 本の柱の中で特に重きを置いている柱というのは特に無く、3 つの柱をしっかりと連動させながら行

っていきたいと考えています。最近の移籍市場というものは、選手の移動と流動性が高くなっています。その

中で、徳島という地域で我々の 17 億という規模で他のチームに対して太刀打ちするには、この 3 つの柱を連動

させる事が必要です。先日、2018 年の J リーグクラブの経営開示がされましたが、J1 の平均が約 50 億、J2 で

は平均約 15 億という市場規模になっております。3、4 年前までは 50 億から 55 億規模が大きいクラブと言わ

れていましたが、J リーグの中でも 100 億という規模のクラブが今現在、存在しております。その様な中で、世

界を見てみると 1000 億規模以上のクラブがあり、そこに日本人選手が移籍していくという現状があります。そ

のため、我々はこの地域とこの規模で目指しているビジョンに向けて、どのように価値を高めながら、闘って

いくかという事が大事になってきます。 



 

 

 

続いて、チームスタイル・選手モデルについてです。新加入会見でもお話しさせていただきましたが、選手を

我々のチームに誘う時もこの内容を話しています。チームスタイルに関しましては、アグレッシブ（積極的）

でコレクティブ（組織的）なチームスタイルを確立していきたいと思っております。 

 

 
そのために、その様な事が出来る選手のモデルがこちらになります。向上心があり、アグレッシブ（積極的）で

コレクティブ（組織的）にフットボールをする要素を持っている選手をスカウティングしていきたいと思ってお

ります。 



 

 

 

続いて、映像の方で事例を紹介いたしますのでご覧ください。先程、チームスタイルの一つとしてコレクティ

ブ（組織的）のお話しをしましたが、特徴をもった各選手が攻守でスペースを共有して戦う事を目指していま

す。全体的に個で戦うというよりも、みんなで空間を共有しながら行うプレーで、異なる味方や異なる相手関

係なく、誰が出場しても共有されたイメージやプレイモデルを持って、再現できるように日頃のトレーニング

からしっかりと意識してやっていきたいと考えております。これは、一つの事例であり、アグレッシブ（積極

的）なプレーも必要なのですが、このような組織的なプレーが出来るように日々トレーニングしていく事が重

要になってきます。これは、トップチームだけでなくアカデミーも含めて同様なイメージを持っていることが

必要です。アカデミーの部分で言いますと、いかに上のカテゴリー、プロで活躍していける選手をクラブとし

てどのように育成していけるかが大事であると感じています。それが、トップとアカデミーの連動強化という

所にも繋がりますし、このようなプレーが出来る選手のスカウティングをしっかりと着手しながら、進めてい

く事が大事であると考えております。 

 



 

 

 

皆様には頻繁にお伝えしておりますけれども、チームエンブレムに誇りと愛着をもった人を多くしていく事が

チーム、クラブの成功を導くというように考えています。本日の甲府戦では、クラブ設立 15 周年のユニフォー

ムを着用して選手はプレーします。この後、話をしてもらう谷池は、JFL 連覇時と J2 昇格初年度のキャプテン

であり、JFL 連覇と J2 昇格に大きく貢献してくれました。特に、J2 昇格初年度ではキャプテンとして旧メンバ

ーと新しく入ってきたメンバーをまとめ上げて難しいシーズンをしっかりと戦ってくれました。そういった元

キャプテンが、強化部長としてチームの強化をするというのは、クラブにとって良い事だと思います。また、

彼だけではなくて、元キャプテンや昇格に貢献してくれた選手がチームに戻ってきてくれて、スタッフとして

クラブの価値を更に高めるために頑張ってくれています。15 年間アカデミーをやってきましたが、アカデミー

の選手がトップに昇格したり、アカデミーにゆかりのある選手も戻ってきてくれています。このような流れを

引き続き、続けていきたいと思います。つい最近でいいますと、島屋選手も一度は違うチームにいきました

が、このチームのスタイルでまたやりたいと戻ってきてくれました。選手の流動性が高くなっている中で、こ

のクラブでやりたい、このクラブのために頑張りたいと思ってもらえるようなスタイルを作っていく事が重要

になってきます。また、先程、社長もあたたかい雰囲気のあるスタジアムにしたいと言っていましたが、どの

クラブの選手も平均 2 年から 3 年で動いていっている状況で、このクラブを経験した選手が、あのクラブのた

めにもう一度やってみたいという雰囲気、このクラブであれば成長出来るという風に思ってもらえるような魅

力的なあたたかいクラブを作っていきたいと思っています。最後に、ここにいる皆さんを含むサポーターの

方々と一緒にクラブの価値をしっかりと高められるように取り組んでまいりたいと思いますので、引き続きど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 



 

 

谷池強化部長 

 

谷池強化部長（T）：5 月 1 日より強化部長に就任しております谷池です。よろしくお願いします。ご存知じゃな

い方もいらっしゃるかもしれませんが、先程、岡田本部長からありましたように、15 年前に J2 昇格に携わらせ

ていただきました。クラブの力になれるように頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。僕の方から

は強化の編成等についてお話をさせていただきます。 

 

 

今の編成状況ですが、FP29 名、GK4 名、外国人枠 4 名、合計 33 名で編成されております。二種登録の方で 1

名、ユースの方から来期昇格を決定しています森田凛を含め 34 名で構成されております。内訳で見ますと、GK4

名、DF9 名、MF14 名＋森田、FW6 名で構成されております。7 月 14 日、チャキット選手が期限付き移籍満了

で BG パトゥンユナイテッドの方に戻りました。また、皆様、ご存知だと思いますけども、7 月 24 日島屋選手の

方が期限付き移籍加入をサガン鳥栖からしております。編成状況の方は以上です。 



 

 

 

編成の中で徳島県出身の選手がユース昇格組を含めて増えてきております。背番号 17 番表原、阿南出身、32

番小西、阿波市出身、33 番藤原、北島町出身、28 番久米、石井町出身、来期昇格の森田は徳島市出身です。

我々のアカデミー、高校、J クラブ、大学を含めて徳島県出身の選手が多数存在します。彼らは県人選手であ

り、強化も特に注目して見てはいますので、今後県人選手がヴォルティスにも増えていくと思います。また、

我々のアカデミーからではなくても、プロになる実力のある選手が徳島県の中から出てきています。これは、

徳島県のサッカー協会、選手に関った関係者、みんなの力でこのような選手が育ってきていると思うので、こ

の場をお借りして徳島県のサッカー関係者、携わる関係者、応援してくださる皆さんに感謝を述べたいと思い

ます。ありがとうございます。引き続き良い選手が出てくる様に皆さんの方も見守っていただき、しっかりと

応援をお願いします。 

 



 

 

 

次に 2019 シーズンの現在の状況です。26 節終了時、10 勝 7 分 9 敗で勝ち点が 37 で 11 位、得点が 33 で 10

位、失点が 32 で 10 位、2 位との勝ち点差が 13、6 位との勝ち点差が 6 となっております。首位柏までの勝ち

点差が 15 あり、かなり厳しい状況ではありますが、なんとか残り 16 試合、ホーム 10 試合で進めていけるよう

に努力したいと思います。また、9 位新潟から 12 位長崎までの勝ち点が 37、13 位東京の勝ち点が 36 となって

おり、引き続き J2 は混戦の状況が続いておりますので、如何にして勝利していくか、1 戦づつ勝ち点を積み上

げていく事が大事になってきます。 

 

 

少しでも勝ち点を積み上げるために必要な事が得点力です。得点がただ多ければ良いというわけではなく、如何

に得点を多くして勝っていくかが重要になってくると思います。現状、我々のサッカースタイルである自分達が



 

 

試合を支配していくスタイルを目指している中で、26 試合中 20 試合が相手よりボールを支配して試合を進めて

いく事が出来ています。しかしながら、ペナルティーエリアの侵入回数が全体で 10 位、シュート本数が 9 位と

いう数字になっております。やはり、ここの数字を上げていかないと得点力が上がっていかないと思いますので、

如何にしてペナルティーエリアの侵入回数を増やしていくか、シュートをいかに撃っていくかという所が大事に

なってくると思います。また、先程、岡田本部長からもありましたが、我々のスタイルで相手を崩して、攻撃的

なバリエーションを増やしていく事を考えております。また、島屋選手の加入についてですが、彼は様々なポジ

ションでプレー出来るユーティリティ性のあるプレーヤーですので、チームの攻撃のバリエーションをもう一つ

増やしてくれると思います。その上、2017―2018 年における彼が持っているデータはペナルティーエリアの侵

入回数を含め、チームの中でもトップの成績を残しています。また、彼は J2 通算 100 試合で 25 点という得点力

もある選手ですので、彼の加入によって得点力のアップ、攻撃のバリエーションのアップ、ペナルティーエリア

の侵入回数、シュート数が上がっていく事を期待しております。これらの点を改善していかなければ、勝ち点を

積み上げていく事は難しいと思っておりますので、今後努力して変えていきます。また、下の方に 15＋ 10（4）

12 という数字を挙げております。これは、我々のクラブが 26 試合を終えた時点での数字ですが、15 は 75 分か

ら 90 分までの時間を表していまして、＋は残りのアディショナルタイム、10（4）は 75 分から 90 分＋アディシ

ョナルタイムで入った得点、12 は残り 15 分間で 12 失点している事を表しています。ここに書いてある 75 分か

ら 90分で上げた得点である 10点はリーグで一位となっております。ホームの試合でこの 15分間の間で得点し、

勝った試合と同点に追いついた試合が 5 試合あります。全体でいいますと、岐阜戦、愛媛戦、栃木戦、町田戦、

鹿児島戦で勝ち点 13 を拾っております。また、アウェイの水戸戦では、バイス選手のゴールで追いつき勝ち点

1 を取っており、勝ち点 14 をこの時間帯の得点でもぎ取っております。 

 

 
また、これは、後半 75 分から 90 分の失点に関する表です。青い色がついているのがホームでの試合になりま

す。この時間帯での失点 12 という数字は、全体で三番目に高く、ホーム 5 試合で 6 失点しており、ほとんどが

ネガティブな失点となっております。アウェイですけれども、鹿児島戦の逆転弾、東京ヴェルディ戦の 90 分に

追いつかれた同点ゴール、山形戦での 80 分に追いつかれた同点ゴール、柏戦の残り 15 分で逆転された試合等が



 

 

あります。これらの試合で落とした勝ち点を計算しますと、8 ポイント落とした計算になります。 

ここ近年、我々のクラブは、残り 15 分での得点や失点をする割合が非常に高い傾向になります。そのため、残

り 15 分で如何に勝負強く勝っていくかという事が、今年の 26 節を終えた時点で大事になってきます。我々も選

手も努力し、様々な事を改善して、失点よりも得点を増やして皆さんと喜びを分かちあえるように、残りの 15 分

の苦しい時間帯に勝っていけるように選手とスタッフも努力していきます。 

 

 

また、スタジアムで背番号 12 をつける皆さんの応援が目に見えない力となって選手をサポートしてくれます。

最後の残り 15 分の苦しい勝負どころで勝利していくクラブにしていきたいと思っております。ただボールを持

って支配をするだけのクラブではなく、本当に最後まで粘り強く守りきれる、残り 15 分で必ず 1 点をもぎ取

り、勝ちきれるクラブになっていきたいと思っていますので、皆さんの声援とご協力を最後のホイッスルまで

お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

質疑応答（トップチーム・アカデミーについて） 

 

Q1 選手の怪我等についてお聞きしたい事があります。ヴォルティスに在籍している間は、怪我を繰り返して

試合に出場できなかった選手が他チームに移籍した後、元気にプレイしている姿が見受けられますが、ヴォル

ティスの医療体制がどうなっているのかをお聞きしたいです。 

 

A1（O）医療体制は、毎年指摘される部分でありますので、メディカルやドクターと協力して改善に努めてい

ます。もちろん怪我をしていた選手が、他のチームに移籍して怪我をしていないという事に理解出来る部分も

ありますが、我々の所で怪我をしない選手が他のチームに移籍して怪我をしているという例もあります。我々

としては、ヴォルティスに来た選手が良いパフォーマンスが発揮できる医療体制やトレーニングメニューを用

意していきたいと思っております。また、今年、アカデミーも含め、四国大学と提携をして栄養の部分で若手

選手を中心にサポートする試みをしております。トレーニング負荷であったり、ゲーム負荷が全体的に傾向と

して高くなっている中で、選手が良いパフォーマンスが発揮できる医療体制を整えていきます。 

 

Q1-2 先程の話ですと、怪我をしないようにする事に重きを置いているように聞こえましたが、怪我をした後の

事も重点的に考えていただけないのでしょうか。もし徳島県下に、スポーツ医学専門の人が居ないのであれ

ば、県外にいき選手に治療を受けさせるといったような、しっかりとした医療体制があれば、移籍してきてく

れる選手も、ヴォルティスであれば多少怪我しても大丈夫といった安心感があって来てもらいやすくなると思

うのですが、そこは考えているのですか。 

 

A1-2（O）そのような部分にも努めていきたいと考えております。現状でも、徳島県下だけではなくて全国の

医療機関、また外国人選手であれば、本国の医療機関にいくという対応もさせていただいておりますが、そち

らのご指摘をしっかりと受け止め、医療体制を整えていけるように努めていきます。 

 

Q2 健康増進プログラムについてですが、今、美馬市で実施していますが、今後展開していく予定はあるので

しょうか？ 

 

A2（Ｋ）美馬市からスタートしましたが、広げていきたいと思っており、もし一緒に取り組んでいただけるホ

ームタウンがあれば、前向きに考えていきたいと思っております。また、人数に制約がある中で、ホームタウ

ン推進部のコーチ陣は、クラブでのサッカー教室をしつつ、このプログラムに取り組んでいます。非常に多忙

になってきてはいますので、こちらの人員体制を整えた上で、出来るだけ早めにそちらのご希望に応えていき

たいと思っております。 

 

Q3 今回は、主に二つの事をお聞きしたいと思っています。アベルヘッドコーチが契約解除した後、特に後任

の方が来るというリリースがありません。ヘッドコーチが居なくなってからベンチワークや選手交代が早いよ

うな気がしますが、今後ヘッドコーチをどうするのかを知りたいです。 

後、もう一つは、シーズンが始まる前に監督続投のリリースが遅く、その際にリカルド監督から続投の意思が

あったのでというニュアンスの記事を読んだのですが、リカルド監督が続投したいという意思がなかったので

あれば、他の選択肢もあったのでしょうか？また、この順位ですので、途中で変わる可能性もあったのでしょ



 

 

うか？そのプランも用意しているのでしょうか？今年昇格しなかった場合、来年はどうするでしょうか？就任

された時に 11 の約束を提示され、今年 3 年目になります。その 11 の約束をこのクラブに根付かせるまでは、

リカルド監督でいくという事でしょうか？この二つを聞きたいです。 

 

A3（T）ヘッドコーチの所ですが、こちらで引き続き検討をしていますが、今の体制で在籍しているコーチ達

は、チームとして一つにまとまっており、しっかりと高い意識を持ってやってくれています。今後の状況を見

ながら、しっかりと検討していきたいと思っております。 

監督続投のリリースが遅かった点に関してですが、契約内容がまとまった後のリリースになりますので、細か

い契約内容をつめる影響で、多少の日程のズレはあると思います。 

もう一点、来期は監督を変えるのかという質問がありましたが、何が出来ていて何が出来ていないかをしっか

りと検討した上で、常に変える選択肢と変えない選択肢を持っています。しかし、現時点で変えるのか変えな

いのかという事はお答えする事は出来ません。 

 

Q4 これから混戦を勝ち抜いていく中で、外国人選手の活躍が必要不可欠になってくると思いますが、中々試

合に絡めていない選手が多いように思います。現状と新しい選手の獲得があるのかお聞かせください。 

 

A4（T）今現在、シシーニョ選手、ジエゴ選手が怪我のため離脱しています。ザビ選手は、試合に出場する事

が出来ていなく、バイス選手のみが引き続き試合に出て活躍しております。外国人選手の活躍はもちろん必要

不可欠ですが、我々のクラブは、日本人、外国人限らず、練習の中で競争に勝ち抜いた選手が出場する方向で

現在進めております。外国人選手獲得の件ですが、外国人枠が 4 人の所で、引き続きそこをどうするかは検討

しています。獲得するかしないかはここでお伝えする事は出来ませんが、検討はしております。 

 

Q5 ヴォルティススタジアムの中で、ユースの記事が全く無いので、ユースの取り組みなどを書いていけば良

いと思います。今、広報の方が書いていると思うのですが、忙しい時もあるとは思いますので、どこかのライ

ターさんに書いてもらう等を今後考え、その記事を広報誌に載せればも良いと思います。ぜひお願いします。 

 

A5（O）貴重なご意見ありがとうございます。また、クラブ内で共有させていただきます。広報とも共有させ

ていただきます。 

 

Q6 チームからの選手情報の出方がバラバラだと感じます。例えば誕生日の事であったり、結婚した・しない

は本人に確認して OK が出たら情報を出す、というのはあると思うのですが、情報の出方を均等にできないで

しょうか？女性サポーターはその様な情報がすごく欲しいと思うので、ばらつきを感じてしまう事を改善でき

れば良いかなと思います。これからもよろしくお願いします。 

 

A6（O）貴重なご意見ありがとうございます。こちらも広報と共有しまして改善していきたいと思います。 

 

 

 

 



 

 

質疑応答（クラブ全般において） 

 

Q1 JFL の時から少し見させていただいて、J2 に上がってから 15 年目、最初 5 年目ぐらいまではメインで見

て、10 年ぐらい前からはゴール裏でずっと見て応援させてもらっています。集客の観点から話をしたい事があ

ります。J1 の時は、ゴール裏に沢山のサポーターがいました。徳島で、私からスタジアムに来る様に声をかけ

ても、最終的に「おもしろいけど、値段いくら？」と言われる事が多く、金額のハードルが高そうなんです。

検討していただきたい点としては、せめてホーム自由席とかそのあたりの料金設定をもっと初心者に来てもら

いやすいような設定にすれば、声掛けしやすいし、多く来てもらいやすいのではないかなと思います。 

後もう 1 点。他のクラブでもやっていますが、開幕戦に合わせて T シャツやタオルマフラーだとか、そういう

風なものを配っていただければ、初心者の方もそれが手に入って次にまた来やすくなるのではないでしょう

か。他のクラブでは上手くいったということを掲示板で書かれていたりもするので、提案します。 

最後に一体感の観点からですが、ゴール裏に行くと「徳島新聞」の名前が入ったフラッグをサポーターの方が

配ってくれていますよね。ホームゲームの時もそうですが、私の身近な所でいくと京都とか岡山に行ったとき

にそのフラッグをいただいて、一緒にやります。あれを後で DAZN で見ると、すごく一体感があるんです。あ

れをホームゲームでもメインスタンドやバックスタンドにも配っていただいて応援できないのでしょうか？そ

の様な事をすると、メインの人もバックスタンドの人も応援にもっと参加してくれると思います。最近、バッ

クスタンドの人もすごく拍手をされているのがゴール裏にいるとよくわかるんです。だからそういう方々にも

っと参加してもらえれば、一体感が出て、選手もそれを見てやるぞという感じになるんじゃないかと思いま

す。その 3 点をご検討いただけたらと思います。 

 

A1（K）まず 1 点目については、このようにいろいろな方にお声がけいただいて、お誘いいただいているとい

うことで、非常に嬉しく、ありがたく思います。ぜひそのように一人でも多くの初めての方々もお誘いあわせ

の上で、一度実際にスタジアムに足を運んでいただいて、あの雰囲気を味わっていただき熱狂的なファンにな

っていっていただきたいと思っております。価格については色々検討をさせていただきます。ただ徐々にゴー

ル裏のみなさんの人数比率というのは、増えていっております。そこに関しても、非常にいい応援をいただい

たり、雰囲気良く盛り上げていただいている事を日頃感謝をしております。そういった部分でたくさんのご支

援をいただいておりますので、よりよくできるようにクラブとしても引き続き今いただいたご意見も含めて、

検討し 1 つでも実現していければという風に思っておりますので、貴重なご意見ありがとうございます。 

 

Q2 説明の間で「愛着を持ったクラブを作る」という事を話していましたが、現状ヴォルティスを知るきっか

けとして、どうしてもサッカーファンがスタジアムへ来て、そこから愛着を持つという事が多いと思うんで

す。そのため、クラブではなくて、むしろ選手を露出する機会を増やしてそこから「この選手私の好みだ」と

か「この選手かっこいいな！じゃあ 1 回行ってみようか」と思ってもらえる様なアプローチをやっていただけ

ればと思います。例えば、徳島ローカルのテレビコマーシャルやっている企業、そういった所のキャラクター

として企業様に使っていただくとか、そういうルートを開拓していただければと思います。 

 

A2（K）ありがとうございます。年々、今年のメンバーもそうですが、特に夏は大変ハードな試合スケジュー

ルをこなしてくれている中で、自分たちから「地域貢献活動に行きますよ」とか「クラブのためなら出かけて

いきますよ」という風なことを選手が言ってくれます。また、年間クラブ全体で 400 回の地域貢献活動の取り



 

 

組みをしておりますが、月に数回、複数名、選手も色々所へ出て行ってくれています。選手とコミュニケーシ

ョンをとりながら、できる限りクラブの方としても選手たちに協力をしてもらっています。発信の仕方等、ご

指摘の通りあろうかと思いますが、それも含めてより強いメッセージというか、クラブ、また選手自身に応援

してもらうために来場いただくという風な所へつなげていけるように、より一層の努力をしてまいりたいとい

う風に思っております。ありがとうございます。 

 

Q3 2 つ聞きたい点があります。1 つ目は運営に関してです。他のスタジアムへ行くと規制が厳しかったりする

中で、私は徳島の幕だったり応援の仕方が自由なところが気に入っています。ホーム自由席から試合を見てい

たりすると、メインとバックに酔っていたり、選手に暴言をはいていたり、柵にまたがったり、サインボール

をめぐって喧嘩したりする方がいらっしゃるのを見かける事もあります。その場合、ホーム自由席であれば通

路をおさえてたりとか、危ないなと思ったら警備員さんがパッと来て注意を促しにきます。ボールボーイにア

ルコールをかけた後に応援自粛があったり、本人を特定するのに時間がかかるとかで、客席の映像を撮ってい

るという話を 3 年前ぐらいにしていたような気がするのですが、ひょっとして映像を撮られているのはビジタ

ー自由席とホーム自由席の一部だけで、バックスタンドとメインスタンドのお客さんの記録を撮っていないの

ではないかと最近疑問に思っています。全部撮れとは言わないですし、今までの事例があるから仕方ないので

すが、いつもトラブル起こすのはホーム自由席の客であるという既成概念があるのであれば、それは違うかな

と思っています。勝っているときはいい試合もあって、拍手もいっぱいしてさっきみたいに旗を振りたいとい

う人もいらっしゃって全然良いと思うし、ホーム自由席に走りこんできて立ったり座ったりしてもいいと思う

のですが、私たちホーム自由席で応援する人への差別的なものがあるのであればそこはクラブとして改めてい

ただきたいと思います。 

また、社長さんは確か就任して 5 年目であったと思いますが、開幕戦や新体制発表会、会報誌に載るご挨拶も

だいたい定型文で、就任した時も記憶がなく、千葉戦のあと応援自粛でホーム戦のときに挨拶した時もあまり

社長のご挨拶は印象に残っていません。何回もサポカンに来ているんですが、あまり「これします」「これが社

長さんなんだな」という印象が毎年残りません。今でいいんですが、話を聞きたくて来ている人たちの前で得

意な分野でも何でもいいので、「これをしたい」とか「こういうことをしたいから徳島ヴォルティスの社長にな

ったんです」「5 年間こんなことしてきました」「これからホームタウンを増やしたい」とか、具体的な目標を言

えるものがあるのなら言ってほしいです。先程、映像も見させていただきましたが、トップチームはリカルド

監督の下でこんな感じのサッカーしていきたいんだなというのは、素人目にも分かりました。しかし、グッズ

も広報もデザインも PR もバラバラで、クラブもスタジアムもバラバラで、全体的に会社として一貫性がない

ように感じられます。なので、社長としてこれからこういうのがしたいというのがあれば一言お願いしたいで

す。 

 

A3（K）ありがとうございます。1 つ目のご質問に対しては、ホームだったりアウェイだったり席種、場所で差

をつけているつもりはございません。引き続きより良く出来るように貴重なご意見として受け止めさせていた

だきます。2 つ目は、そのように受け止められているというのは、ひとえにクラブを代表する私の責任であると

思いますのでしっかりと反省をさせていただきたいという風に思います。何かこれをしたいと思っている事が

あればというご質問ですが、とにかく私は一人でも多くのみなさんに応援してもらえるクラブにしたい、何よ

りも J1 に行きたいという所は持っています。色々細かい部分もお話すればあるのですが、やはり一人でも多く

のみなさんに応援いただいたり来ていただくためには、些細なことかもしれませんが、全ての部分をトータル



 

 

的によくしていかなければなりません。より来やすいスタジアムであったりクラブであったり、クラブのスタ

ッフ、選手も含めて、応援してもらっているという姿勢をもって行動していかなければならないと思うので、

そういった部分はいろいろやっているつもりではあるのですが、今いただいた貴重なご意見のもと、より反省

をしてご期待に沿えるようにより努力していきたいと思いますので、物足りないというか不出来な社長で誠に

申し訳ございません。 

 

Q3-1 ビデオ見てゴールが覆されたりしたら真摯に申し出るぐらいの社長でぜひお願いします。 

 

A3-1（K）: 承知しました。 

 

岸田社長終了の挨拶 

 

岸田：試合前の貴重なお時間をいただきまして誠にありがとうございました。引き続きみなさんのご期待に少

しでもお応えできるようにクラブ全員で進んでいきたいと思いますので、今後とも引き続きよろしくお願いい

たします。本日はありがとうございました。 


