
2017年 サポーターズカンファレンス議事録 

■実施日時：2017年 8月 5日(土) 13：30～14：45 

■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 50名 

徳島ヴォルティス株式会社 代表取締役社長 岸田一宏 

強化部部長 岡田明彦 

                        総合企画部/事業部部長 伊藤徳也 

岸田社長 

岸田社長（K）: 本日は大変お忙しい中、ご出席を賜り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

声援を頂いておりまして、誠にありがとうございます。改めまして御礼を申し上げます。本日は全体で約 1時間 15分の時間を予

定しておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

私の方からは収益の部分を中心にご説明をさせていただきます。まずみなさんご存知のように現在の順位ですが勝ち点43の3位

で当初の目標である「6位以内」を上回る結果で進行しております。このように、目標を上回る結果が出ておりますのも皆様からの

日ごろからのご支援、ご声援、後押しのおかげであると思っておりますので感謝申し上げます。ただ、もう 1 つ上を狙っていきたいと

思っておりますので、残りの試合、そこに向けて頑張っていきたいと考えております。 



 

事業規模全体ですが、2005年に J リーグに参入してからの事業規模をグラフに表しています。2013年の 12億 1000万円か

ら 2014年の J1のステージで戦ったシーズンは 21億円、そして 2015年に 17億 4000万、昨年は 14億 4000万円という

推移であります。 

今シーズンの計画、予算につきましては 16億 5000万円です。これにおきましてはスポンサー収入の増加やＪリーグの配分金の

増加というところが大きな要因でございます。営業収入の主な 3 つの柱「広告料収入」「入場料収入」「配分金」を表にしておりま

す。先ほど申し上げた営業収入全体におきましては昨年の 14億 4300万円に対して今シーズンは 16億 5000万円の計画で

ございます。広告料収入につきましては、11億 1000万円、入場料収入におきましては 1億 4800万円、J リーグの配分金が

1億 5500万円という計画でございます。そのうちチーム人件費にかかる計画が 9億 2000万円となっております。 

 



     

詳細の数字は後ほど別の表で表示いたしますが、2005年から 2016年までにおける、入場者数のグラフがこちらになります。皆さ

んもご存知の通りだと思いますが、昨年の 1試合の平均入場者数は 4565人でございます。 

 

そしてこちらが法人会員と個人会員についてです。こちらにつきましても 2005年から 2016年までの推移をグラフにしております。

昨シーズンの法人会員の実績が 608口。個人会員につきましては 4523口という昨シーズンの実績でございます。 



 

続いて 2011年から今シーズンの計画までを表にしております。先ほどもご説明しましたように、昨年の平均入場者数 4565人に

対しまして、今シーズンの目標が 5500人。個人会員におきましては昨年の 4523口に対しまして今シーズンは 6000口の計画

でございます。法人会員におきましては昨シーズンの 608口の実績に対しまして 650口の計画を立てております。 

 

今シーズンの目標につきましては先ほど説明しましたが、こちらが現在の進捗でございます。左の黄色の部分が目標で括弧内は昨

年の実績でございます。右の青のところが現在の進捗でございます。営業収入におきましては現在の見込みで 16億 2500 万円。

計画の16億5000万円という数字に近い数字になると見込んでおります。現在までの平均入場者数が 5170人。個人会員が

4664口でございます。そして法人会員の方は 605口で、これが現在の進捗であります。 



 

すでにご案内済みですけれども、昨シーズンまでの 3市 4町のホームタウンに吉野川市が新しく加わっていただきまして、4市 4町

がホームタウンということになっております。徳島県民約 75万人のうち、4市 4町で約 47万人を占めています。 

 

主にこの 4市 4町を中心としまして県内全域をホームタウンとして、引き続き徳島の活性化に貢献していくというミッションにクラブ

一丸となって進んでいきたいと考えております。 



 

引き続き徳島ヴォルティスが目指すスタジアム、「あたたかい雰囲気のあるスタジアム」ということでこちらを目指してクラブの取り組み

をしていきたいと考えております。私の方からは以上でございます。 

 

岡田強化部長 

岡田強化部長（O）: 今回は先ほど社長からもあったように、6位以内を目指している中で、25節を消化して残り 17節という

ような状況でのお話をさせていただこうと思っております。 

 

今クラブがどういう形でやっているかというところ、コンセプトのお話をさせていただければと思います。クラブコンセプトというものがまずあ

って、チーム全体が動くというような形にしています。自分が強化部長になって3年目になるのですが、必ずこういったコンセプトという

ものを、入団する際や交渉する際に、選手・スタッフに対して「我々はこういうクラブで、こういう風にしていきたい」という形で説明し

て集まってきてもらっています。主に説明するときに、「概要」、「規模」、「特長」、「魅力」というような形で説明をしていくのですが、



概要的には育成型のクラブで、規模的には J クラブの中では地方の中規模クラブであるが、その中で我々は特長として組織的に

積極的にアグレッシブにやっていく点や、若手が成長していくようなクラブ、一人一人が成長していくようなクラブにしていきたいという

点を伝えています。魅力としてはチームの勝利だけではなく、若手の成長、地元出身者の活躍や、特徴ある戦術の成熟度、地元

の代表として応援してもらえるようなチームにしていきたいというように考えているクラブです。 

 

 

そうすることで、徳島に夢と希望と感動を提供し、徳島に人が集う組織を作っていきたいなと強化としては思っています。 

 

人々に夢と希望と感動をどうやって提供していくかというと、徳島のクラブが他のクラブ、特に都市の大きいクラブと対等に渡り合って、

勝利することや、組織力、団結力、まとまりを見せることや、最後まで諦めない気持ち、姿勢、粘り強さを見せることでできるのでは

ないかと思っています。 



 

徳島に、選手、スタッフだけではなく、サポーターやいろいろな方が集うようにしていくには、我々クラブの 1人 1人が成長して、その

成長を見てもらうことでいろんな人が集っていく、徳島に人が来るようにしていきたいですし、フットボールの部分では魅力のあるもの

を展開していきたいです。そうすることで、徳島に人を集めたいなというように思っています。 

 

そのためのチームスタイルはアグレッシブに、コレクティブに戦っていきたいと思っています。2014年の J1在籍時代はなかなか勝てま

せんでした。昇格をするだけではなく、我々の規模でJ1に定着していくためにスタイルというものをしっかり作っていきたいと考えていま

す。アグレッシブな面としては、積極的にボールを奪って相手のゴールに向かうプレーをすることや、攻守の切り替えを早くして連続し

てプレーをすることや、1対 1で負けないことを目指しています。コレクティブな面としては特徴を持った選手たちが攻守に空間を共

有しながら連動して戦うというようなチームスタイルをしっかり確立していけるようにすることが昇格し、なおかつ定着するために必要で

はないかと考えています。また、今回は出していませんが選手モデルというものがあって、こういうチームスタイルを貫くためにどういう選

手が必要かということをモデルとして持った上で、編成や強化をしていこうと思っています。 



 

先ほどもお伝えしたように個人が成長してチーム、クラブが成長する。これは前のカンファレンスでもお伝えしましたが、徳島から海外

や、いろんなところを意識して取り組んでいくことでここに人が集まっていくと思っています。徳島が図の端っこにあるのではなく、徳島

を起点にして、様々なことを仕掛けるクラブになっていきたいというように思っています。 

 

そしてチームエンブレムに誇りと愛着を持った選手を多くしていくことがクラブの成功を導くと考えています。平均して 3～4年で選手

が入れ替わる中で、我々の規模であると、活躍した選手が大きなクラブに移籍するということは当然起こり得ます。「徳島でやりた

い」とこのチームに集った人たちが、「徳島でやってよかった」とクラブに愛着を持つことが重要だと思いますし、アカデミーも含めて様々

な取り組みが必要だと思います。他の J1クラブを見てもアカデミーの選手がしっかりと育って軸となっているクラブが成功を収めている

と思いますし、徳島もしっかり育てていくことが重要だと思っています。選手が出たときにユースからそれに代わる選手がすぐに入れら

れるという状況を作っていくことは、中長期的に見れば、クラブの根幹となるものだと思うのでそういったところをしっかり意識しながら

やっていきたいと思います。例えば徳島で活躍して海外のトップクラブに移籍することは現状、ギャップがあることに聞こえるかもしれ



ませんが、一歩一歩やっていくことがクラブの成長に繋がると思っているので、そこはコンセプトに則してやっていき、足りない部分はど

うやって埋めるのかをしっかり考えて、我々としては 1日 1日やっていきたいと考えています。先ほど社長も話したように、もう 1 つ上

に行けるように、残りのゲームを戦っていきます。今日の千葉さんのような昔 J1 にいて、我々よりも規模的には上で J1 に在籍した

期間も長いクラブがこれから巻き返しを図ってくる中で自動昇格やプレーオフを目指さなくてはなりません。我々は1日1日コンセプ

トを意識しながら現場の監督、選手とともにクラブ一丸となってサポーターの皆さんと昇格できるように引き続き頑張っていきますの

で、サポートをお願いします。 

 

質疑応答 

Ｑ1 前半好調な成績で、後半の目標について伺いたいのですが、あくまで 6位以内での昇格を目指すのか、2位以内に入って

の自動昇格を狙うのか、またそれに伴って、外国籍選手の補強というのは考えているのかお聞きしたいです。 

 

Ａ1（K）シーズン前の基本目標は 6位以内ということで申し上げています。ただ、現状の順位が 3位で 2位までの勝ち点が 6

ポイントでございますので、やはり自動昇格に向けては当然チャレンジして参りたいと思っています。6位以内のプレーオフにつきまし

ては、最悪はそこから昇格を狙っていくというところではありますが、やはり 1 つでも上を狙っていきながら、残りの後半戦も戦っていき

たいと考えています。 

外国人選手のところですが、ご存知のように現在ウィンドウが空いている時期であります。先日発表したように清原選手をまず獲

得しておりますが、外国人、日本人含めて引き続き検討中というところですので、トータル的な考え方の中でチームがより良くなる

選択肢を選んでいこうと考えています。そういう意味では広く現在検討中でございます。 

 

Ｑ2 先ほどの中間報告で気になったのですが、個人会員が昇格前の 4000人台から落ち込んだまま伸びがないようですが、それ

を増やしていくためにどういった施策をするつもりでしょうか。ハーフシーズンパスは期限が迫っていますし、あとはサポート会員で頑張

るしかないと思うんですけれども、来年に向けて個人会員をどうやって伸ばしていくのかをお聞きしたいです。 

また、今シーズンのスポンサーの計画が 90社ということですが、進捗のところに社数がなかったのですが、今現在営業をかけている

スポンサーが何社なのかを教えてください。また、今後の目標とするところに大口の高額スポンサーではなく、小口のスポンサーをなる

べく多くと書いてあったのですが、海外資本やビッグスポンサーではなく徳島県であったり高知県なり四国内の企業の方々に営業を

かけて数多く支援していただく方向を目指すのか、それとも海外などの大きいスポンサーにたくさんもらう方向にするのか、どちらの方

向を目指すのかを教えてほしいです。 

そして 12歳以下のジュニアチームを作りセレクションをするというニュースを見たのですが、その目的を教えてください。また、今年は

海外にもジュニアユース等を遠征させていると思うのですが、語学力の壁ですとか、練習参加した時のコミュニケーション能力が海

外で通用するためには必要だと実感したという指導者のコメントを見たのですが、この12歳以下の指導者、ジュニアユース、ユース

の監督・コーチ・トレーナーはこれからどのような人材をとってくるつもりなのか教えてください。 

 

Ａ2（K）まず 1 つ目の個人会員のところにつきましては何かしら手を打たなくてはならないと考えています。当然クラブ自体の魅

力を上げていかなければなりませんし、いいサッカーを見せなければならないと思っています。また席種のことであったり様々な要素が

ある中で、これをやれば、という絞り込みは難しいと思っていますので、できることを広く手を尽くして増やしていかなければならないと

思っています。様々な面において魅力のあるチーム、魅力のあるサッカーを見せていかなければならないと思っておりますので、そう思

っていただけるように日ごろからの積み重ねが大事だと思いますので、計画の6000口から大きくマイナスとなっており、ご指摘の通り

伸び悩んでいるので、より徹底して取り組まなければならないと思っています。 

スポンサー数についてですが、計画だけで進捗が入っておりませんでしたが、現在 89社でございます。2014年の 96社が一番多

いのですが昨年の 85社に対しまして目標は 90社で、現在は 89社でございます。当然来シーズンに向けてのスポンサー獲得と

いうところも引き続きやっております。スポンサーの大小や県内県外というところもいろいろ要素としてはたくさんあると思います。その



中で当然県内企業のスポンサー様の獲得というのも大事だと思っております。徳島県も企業数が限られていますので、徳島県に

ゆかりのある県外企業もつながりがあれば、増やそうと思っています。大きい企業様だけではなく、積み重ねでやっていかなければな

らないと思っています。ご支援を頂くことに関してはありがたいことですので、全体としてボリュームを増やさなければなりませんので現

状においては大小どちらかという考えではありません。とにかく少しでも増やしていければというところです。 

ジュニアチームのところにつきましては今週リリースをさせていただきまして、来年の春から新設という表現はさせていただきましたが、8

年ほど前までジュニアチームは存在していました。しばらく中断していたのですが、今シーズンも現状で年代別の日本代表が 3名出

ておりますし、トップチームへの 2種登録も 2名おりまして、やはり地元選手、地元の育成選手をトップチームにつなげたいという気

持ちの中で現在のアカデミーにおいてはジュニアユース、ユースの2つのくくりですけれども、やはり小学生から育てていきたいというとこ

ろです。小学生の時にはゴールデンエイジと呼ばれる年代があります。ここでしっかりと指導しておくことがベースになって将来の技術

の向上、クオリティがその年代に定まると将来において非常に良くなると思っておりますので、小学 3年生から高校 3年生までの最

長 10年の育成の中でトップチームにつなげていくというのが狙いであります。今回は現在の 2年生を今年の 9月、10月でセレク

ションをおこなって 3年生からの入団という形になります。よって 3年生から 6年生までの全学年が揃うのが 4年後ということになり

ます。過去ジュニアチームを運営していた時期のいろいろな要素も含めて工夫、検討した中で今回のレギュレーションで再開するジ

ュニアチームであります。コーチ陣については現在も様々な努力していただいて、日本代表の選手も出てきております。語学力の必

要性を認識させたり、サッカーの技術の向上の面や青少年の育成の観点から海外遠征は必要だと思いますし、コーチ陣がそういう

ことを感じてくれたという点においても海外遠征には意味があったのだと感じました。ご指摘いただいた通り、彼らがそのことを自覚す

ることによって今後の成長に繋がるというように思っていますので、彼ら自身の成長と人事的な編成も必要かもしれませんが、トータ

ル的に考えてジュニアチームを再開することも含めて、育成により力を入れていきたいと思っております。 

 

Ｑ3 今シーズンはダゾーンさんの影響かどうかはわかりませんが、土曜開催が非常に多いと思うのですが、徳島のような田舎の会

社は隔週休みのところも多いと思うのですが、これはダゾーンからの指定できたのか、クラブが選んでいるのか知りたいです。私は交

代で休みなので今シーズンはいい具合に回っているのですが、来シーズン反対の休みになってしまうと年間パスを買うべきなのか迷

うなと思っているのですが、そのあたりを教えていただけますか。 

 

Ａ3（K） ご存知のようにダゾーンに今年から変わったことによって昨年に比べて放映の縛りが少なくなって、制限がないところはク

ラブの選択ができるということになってはいます。ただ、全体の J リーグのスケジュールであったり、ダゾーンの関係で J リーグの方でフィッ

クスされるスケジュールの方が多いです。クラブで設定できるところもありますが、ボリュームとしては少ないです。土曜日開催か日曜

日開催かという難しさは当然あると思います。当然我々もより多くの皆様にご来場いただくことが 1番だと思っています。今シーズン

からダゾーンに切り替わっていますので、曜日ごとや時間ごとのデータは取れると思っていますので、我々がそのデータをもとに分析を

して、より多くの皆様に来ていただける選択をしていきたいと考えています。 

※追記 放映がダゾーンとなり、スケジュール設定の自由度は高くなりましたが、現実的には関係団体との調整もあり、スケジュー

ルの制限がございます。 

 

Q4 外国籍選手の獲得方針についてお聞きしたいのですが、オルシーニ選手が昨年加入した後、レンタルで様々なところへ移籍

していますけど、ビッグクラブであればそういったケースは多いと思うのですが、人件費が 9億 2000万円の中でこのような選手を獲

得してレンタルに出すことのメリット、デメリットを教えてください。 

 

A4 (O) オルシーニ選手は獲得して最初に韓国の方に出しました。そして韓国でプレーした後、SVホルンで1シーズンプレーして、

この夏で戻すことは検討したのですが、今回は戻さず岡山さんに出したという経緯があります。先ほども言われたように 9億 2000

万円ほどの中規模のクラブなのですが、以前でいうとドウグラス選手に関しては中規模の予算の中で取り組んで J1 のクラブに出し

たという経緯があります。育成的な目的であるとか、意図を持って取り組んでいます。オルシーニ選手にかかったコストとの費用対効

果のところで言えば、そういったチャレンジは逆に中規模のクラブだからこそやっていくということも含めて、予算の中で取り組んでいけ



ればいいかなと思っています。強化部長になる前から強化担当をさせていただいていますが、J1昇格争いをする 2011年より前で

あるとか 2011年より後、予算規模で言うと総予算が 10億に行くか行かないかの規模から J1に行って 20億円を超えました。そ

して J1 から落ちて、そこで全体予算が 10億円を超えてきた中で我々がやるべきこと、トライするべきことはしていきたいなというよう

に思っています。ただ全体で言うと J2で 6番目 7番目の規模ですし、今は名古屋さんが 1番だと思うのですが、その半分以下の

クラブの中でどう昇格をして定着をするかというところをサッカースタイル、編成面も含めて、若手の選手を獲ってどうするのかも含め

て、様々なトライをしていかなければ、序列は変わっていかないと思います。当然結果の部分では、それでうまくいかないんじゃない

かと思うこともありますし、結果が出ないこともあると思うのですが、そこはトライしていかなければ変わっていかないと思っているので、

そういったところを持ちながら取り組んでいきます。もちろん皆さんが期待しているように外国籍選手の活躍でもっと楽に勝てるのでは

ないかと思われることも当然だと思いますので、そこのところもしっかりやっていけるようにしたいです。ただ、外国籍選手に頼るだけで

はなくて、1人連れてきてもなかなか難しい部分はあると思うので、組織としてどういったことをやっていくかというコンセプトに合った外

国籍選手を入れられるように取り組んでいきたいと思います。そしてそこに対して足りない部分は人の部分であったり、様々なことを

しながら補っていきたいなというように思っています。 

 

  



伊藤事業部長 

 

伊藤部長（I）：バックスタンドのスライドから表示致します。先ほど社長からもお話がありましたが、「あたたかい雰囲気のあるスタ

ジアム」作りを目指してきましたけれども、4月29日のアウェーの千葉戦にて発生した事象に関しまして、改めてご報告いたします。

馬渡選手の件、来場いただいていたサポーターの件に関しまして、今回非常に多く方々・広いエリアの方々から、苦情、ご意見、ま

たはアドバイスを頂戴しました。正直私自身も驚きを隠せない状況でございましたが、本来起こってはいけないことが発生したという

ことで、この間しっかりと反省して参りました。 

 

４月３０日の発信したニュースになります。一部抜粋ではありますが、このような内容で事実をご報告させていただいた状況です。

馬渡選手に関しましては、その後も含めてご承知おきいただいていると思いますが、サッカー選手として一生懸命プレーをしていただ

いています。 



 

また、月に最低 1回は様々な地域で、色々な方々と交流しながら、社会貢献活動に取り組んでおり、ホームページのヴォルティス

日記でその都度ご報告させていただいております。直近の 7月 14日の新町小学校におけるスクールガードに関しましても積極的

に活動したことを、ご報告させていただきます。 

 

続きましてサポーターにおける事象につきまして、この件も各種報道を通してご存知いただいていると思いますが、結果的には無期

の入場禁止という処分といたしました。また 5月 3日からゴール裏で中心となって応援していただいている方々とのでミーティングを

開始し、クラブからの要望や意見等をお話させていただきました。サポーターの皆様には鳴り物、拡声器の使用を控えていただくこと

をお聞き入れいただき、名古屋戦までの間、そのような活動を禁止させていただいておりました。 



 

この間、クラブが目指している「あたたかい雰囲気のあるスタジアム」作りや J リーグ及びクラブが定めているルール、マナーをご理解い

ただいた上で、尚且つクラブから提案した条件にご理解をいただいたサポーター団体に登録をおこなっていただきました。現在３つの

団体から登録用紙の提出いただいております。登録条件としましては、団体名及び連絡先の記入、18歳以上の団体メンバー5

名以上の氏名、年齢、住所、電話番号、職業の記入、さらに鳴り物、拡声器を使用される方の氏名の記入を必須とし、合わせ

て試合にあたり、当日の試合では誰が拡声器や鳴り物を使用するのかという事前連絡を、クラブ担当者に報告することを 7月 8

日から実施していただいています。登録いただいた、BGB さん、AWASOUL さん、BLUVEZ さんの 3団体には、7月 8日から応

援の先導を実施していただいているという状況です。また今回の事象に直接的に関わっていませんが、ゴール裏の最前列で大きな

旗を掲げて応援していただいている団体の球祐会さんも、クラブの趣旨をご理解いただいた上で、他の団体と同様に登録用紙の

提出をいただいております。また今後におきましては、鳴り物や拡声器を使用して応援したいというご希望が広く多くの方から出てく

るかもしれません。その際にはこの要領に則って、ご相談をさせていただき、現場においてすでに登録していただいている他団体と協

議の上、応援をしていただくという形になります。 

 

また、本日お集まりになられた方の大半がご存知だと思いますが、ルールやマナーとは一体何か。という情報をその都度皆様に発



信していかなければならないということを、今回の事象で私自身気付かされました。J リーグのホームページにも掲載されている、「試

合実施時における J リーグ安全理念」というものを読み上げさせていただきます。 

 

「試合実施時におけるＪリーグ安全理念」の読み上げ 

 

これに照らし合わせると、やはり４月２９日の事象は絶対に起こってはならないことだと改めて感じましたし、このような理念に基づ

いて試合運営をおこなっていくことを皆様にご報告させていただきました。 

 

これは J リーグでの観戦マナーになります。 

 

「観戦マナー」読み上げ 

 

今回の反省点は、クラブとして認識が不十分だったということに気付かされましたので皆様には、「もういいよ」「耳にたこができたよ」

と言われるくらい、クラブは努めていかなければならないと思っております。 



 

 

また J リーグ共通観戦マナー＆ルールというものも J リーグのホームページの方に記載されており、スタジアム入場口付近にも立て看

板として設置しています。 

 

またこのようなイラストを使いながら持ち込み禁止物のご紹介をさせていただいております。しかしながら、今年からサポートスタッフを

していただいてる方から「缶の持ち込みは禁止ですか。」とご質問いただきました。やはりそこでも気付きがあり、クラブとしても至って

なかったのだと再認識している次第です。 

 



 

試合の運営には管理規定があります。J リーグが主管する管理規定の中で第 4条に持ち込み禁止物という内容がございます。 

 

「J リーグが主管する試合運営管理規定第 4条」読み上げ 

 

 

第５条に関しましても禁止行為になります。 

 

「J リーグが主管する試合運営管理規定第 5条」読み上げ 

 

これらの内容は J リーグ全クラブの共通事項でございます。徳島ヴォルティスが定めるものはそれに合わせて、スタジアムの形状や環

境等がクラブによって異なる点がありますので、プラスローカルルールみたいなものと認識していただければと思います。 



 

またこちらのスライドに関しましては、今シーズンからの状況になります。 

スタジアム内で撮影される映像の用途に関しては、新たに追記されたものなのでご紹介させていただきました。 

 

赤文字が J リーグで明文化されておらずクラブの方で謳っている内容でございます。 

 

「徳島ヴォルティス観戦マナー」読み上げ 



 

持ち込み禁止物に関しましては、J リーグの試合運営管理規定の第 4条をクラブの方でも定めています。クラブとしては少しめずら

しいかもしれませんが、石、瓶、缶、その他投擲を目的としたと思われる物もクラブのローカルルールとして定めております。 

 

続きまして禁止行為です。 

 

「徳島ヴォルティス試合運営管理規定」読み上げ 



 

このように記載をしております。 

続きになりますが、これらの行為も禁止事項となっております。 

 

「徳島ヴォルティス試合運営管理規定」読み上げ 

 

また 28条に関して、うちはマスコットがスタジアムのスタンドに入っていません。あくまでもピッチレベルで皆様にサービスをさせてもらっ

ています。実はこの一文に従っているのです。 

最近は、ゆるキャラやマスコットのイベントを実施させていただいております。今まで「なぜスタンドに入ってこないのだろう」と疑問に思

っていた方もいると思いますが、以上の理由でおこなっていません。 

 

ヴォルティスのローカルルールをご紹介させていただきました。ご参考としてガンバ大阪さんの観戦マナー・運営管理規定の一部を、

ご紹介します。 

ホームのサポーターさんにはガンバ大阪さんで販売している物以外は掲げてはいけないことをルールとして定め、現在でもそのような



運営をおこなっています。また、発生した事象により、制裁が科せられた場合には、スライドの赤字のような文章を規定に組み込ん

でいるクラブもあります。「主催者または主管者が被った（当該者の違反行為を理由としてクラブに課せられた制裁に起因してクラ

ブが被った一切の損害を含む。）の損害を請求することできる。」というような内容です。今のところヴォルティスではこのような内容

のルールを定めていません。 

 

Jリーグのルール・マナー、ヴォルティスのルール・マナー、他クラブでの状況をご紹介させていただきました。先ほども申しましたように問

題が起こった際にルールを追記していくのではなく、問題が起きないよう、事前に防ぐための努力をしていきたいと考えています。 

 

 

その上で、時代にそぐわないものやクラブの現状に合わないルールやマナーは、柔軟に変更していければと考えています。 

今一度、徳島ヴォルティスが目指すスタジアムとして「安全で快適なスタジアム」、また先程ご紹介しました J リーグの試合運営の安

全理念に基づいて、まずはお客様の安全を第一に考え、クラブとしてはあらゆる方策を取って参ります。皆様にはルールの遵守、マ

ナーの向上を訴え続けていきますので、ご理解を深めていただきたいと思います。 

 



 

社長のコメントにも重なりますがクラブとしては、「あたたかい雰囲気のあるスタジアム作り」「ご来場される皆様にあたたかいスタジア

ム」「選手・チームにあたたかいスタジアム」というようなところを目指して皆様と共に前に進んでいきたいと思います。 

 

質疑応答 

Q1 先ほど部長の話の中で鳴り物、太鼓の応援を「禁止」という言葉の表現があったのですが私自身、クラブと話し合って「自粛」

という認識を持っていたのですが「禁止」から「自粛に」訂正していただけないでしょうか。 

 

A1（I） すみません。そのようにご理解いただいているならば、今後「禁止」から「自粛」に訂正致します。 

 

Q2 パブリックビューイングについてご質問があります。徳島市内の中心部でパブリックビューイングができないのかとずっと考えていま

した。昔、東新町で開催したこともあるのですが、徳島県内のニュースを見ていると、中心部の活性化を議論するというニュースをよ

く目にします。徳島市の中心部の商店街ではシャッター通りも増えましたし、正直なところ活気もありません。中心部でのパブリック

ビューイングが活性化に最も効果的だと考えています。どうにか活性化の一環として中心部でのパブリックビューイングを開催してい

ただけないでしょうか。 

 

A2（K）徳島ヴォルティスのミッションとして地域の活性化が含まれているのですが、当然そのお役に立つことを常日頃考えており、

色々な取り組みをしています。貴重なご意見ですので今後の取り組みの一つとして考えていきたいと思っています。貴重なご意見

ありがとうございました。 

 

 

 

 

Q3 11月19日にアウェーで東京ヴェルディと徳島ヴォルティスの試合がおこなわれる予定です。この日は結果が良くも悪くもリーグ

戦としては最後の試合になるので、パブリックビューイングの開催をお願いしたいと思います。 

 

A3（K）合わせて貴重なご意見として考慮していきたいです。 



 

Q4 愛媛戦で不適切な横断幕の掲出があり不愉快な気持ちになりました。先ほどのルール作りのお話では、新しく応援する団体

を作る場合、登録用紙での申請が必要だと思いますが、毎試合どこの団体がどのように応援するのかを団体同士で話し合って決

めるようにやっていくのか。また幅広く意見をお聞きしたいとおっしゃった割りには、千葉戦での事象後、特にファン、サポーター達のア

ンケートをとったわけでもありませんし、幅広く意見を聞きたいという想いが感じられません。スタジアムや地域に匿名で簡単に意見

できる場が必要かと思います。無理ならば今シーズンのMVP アンケートに追加で意見できる欄を作っていただきたいと思います。 

 

A4（K）最初のご質問ですが、我々も新しい取り組みとしてやっていますが、先ほど説明させていただいた通り、状況に応じて少

しでもより良くしていかなければならないと思っていますし、そのための検討をさせていただきたいと思います。2番目のご指摘に関し

ては、一度そのような形で意見できる機会を設けたいと思います。 

 

岸田社長終了の挨拶 

本日は大変お忙しい中、また試合前の貴重なお時間の中、ご出席をいただき誠にありがとうございました。今シーズン残りの試合

も何とか皆様のご期待にお応えして、良いシーズンを送り、皆様に良い結果をお伝えできるように頑張って参りますので、引き続き

ご支援、ご声援の程よろしくお願いします。本日は誠にありがとうございました。 

 

 


