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サポーターズカンファレンス議事録 

 

日時：平成 24 年 1 月 28 日（土） 19:00～20:30 

会場：前橋プラザ元気 21 3 階 中央公民館ホール 

 

◆武尾挨拶 

【武尾】 

皆さんこんばんは。本日は寒い中、足を運んでいただきありがとうございます。まずは、

昨年一年、物心両面でザスパ草津を支えていただきましたこと、フロントスタッフ全員よ

りお礼申し上げます。ありがとうございました。 

昨年を振り返りますと、最後の 10 試合負け無しで来たということは、皆さんの記憶にも

刻まれていることと思います。その勢いを来るべきシーズンにぶつけ、来年のこの会場で

はもっと良い話ができますよう、私たち選手・フロント一同、一丸となって突き進みたい

と思います。 

今シーズンは、「ザスパ草津」という名前になって 10 周年になります。この記念すべき

年を、実りのある年にしたいと思っておりますので、これまで同様、力強いご支援をお願

いいたします。 

 

◆植木挨拶、事前募集の質問に対する回答 

【植木】 

皆さんこんばんは。お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。では早速始め

させていただきます。皆さんからいただいた質問・要望に沿いながら話をさせていただき、

後で質問を受けさせていただきます。 

 

まず最初に、お詫びがございます。昨年、カンファレンスの議事録をホームページに掲

載できず、皆さんにご迷惑をおかけいたしました。当カンファレンスは公式のものとなり、

議事録の不掲載は我々の不手際であります。申し訳ありませんでした。 

 

チーム成績について 

【植木】 昨年、16 勝、13 敗、9 引き分けで終了し、初めて勝ち越しました。そして 4 シ

ーズン前の 9 位という最高順位と並んでおります。6 位まで勝ち点 1 差の 9 位ですので、当

時を上回る内容であると評価できると思っていますが、その 9 位、そして勝ち点 1 をどう

捉えるか、というのが今シーズンの最終成績に関わってくるという話を選手たちとしてい

ます。1 シーズン戦った中の勝ち点 1 差での 9 位を、（プレーオフに）近いところに感じる

のか、それをどう捉えるのかによっておそらく今年の選手たちのモチベーションが違うで

しょう。 
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試合内容を分析していきますと、先制した時の勝ち率は 75％、16 勝のうち 12 勝をあげ

ています。逆転勝ちした試合が昇格 3 チームと千葉を入れて 5 試合あり、これも粘り強く

戦えているように思います。そして 1 点差負けが 7 試合、1 点差勝ちが 11 試合です。その

負けだけを見ると、もうひと踏ん張りで負けを引き分けに持っていけたのでは、という試

合が下位チームに対して非常に多いと思います。 

質問状の中で「勝負弱い」と言われていますが、先制し追いつかれた試合は 2 試合。逆

に、先制され追いついた試合が 3 試合ありました。決して勝負弱いということではないと

思うのですが、追いつかれた試合の印象が強く、そう思われているのかもしれません。た

だ、やはり上位チームに勝ち越したのに対し、下位 3 チームには勝ち点を 18 点取れていい

ところを 3 点しか取れていません。これがおそらく 9 位という成績につながっていると思

うので、戦い方を考える必要があるでしょう。尚且つ、セットプレーだけで 26 失点してい

ます。今シーズンはこういうところを修正しながら戦ってほしいです。 

 

補強について 

【植木】 昨年 11 人の選手が退団し、11 人の選手を補強しています。新卒を 4 人、他のチ

ームから 6 人、ユースからの昇格を 1 人すべて 25 歳以下で補強していますが、次の時代を

担う選手が欲しいのでこのような補強をしました。こういう新人が必ず順調に育つのかと

いうとそれは難しいと思いますが、できるだけこういう選手がうちにしっかり居ついてく

れて、順調に育つということが、クラブにとって一番の利益である考えて補強をしていま

す。 

 

クラブのビジョンについて 

【植木】 10 周年の内容、クラブの理念、ビジョン、それから長期計画について、2 月 20

日の新体制発表会で発表させていただこうと思っています。 

また、「草津」という名前を使っているのに草津でほとんど活動していないというご意見

がありました。草津はこのクラブが生まれた街であり、県を含め、全市町村で、株主にな

ってくださっているのは草津だけですので簡単に切り離すことは出来ませんが、群馬県全

体を見て活動していかなければいけない時期に来ているのは確かであり、その点は考える

べき課題になっています。 

 

クラブライセンスについて 

【植木】 クラブライセンスには競技、施設、人事、ホーム、財務という 5 つの基準があ

ります。「その基準をすべてクリアできるのか」ということを皆さん気にされているかと思

いますが、この中で問題なのは施設基準と財務基準です。 
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・施設基準について 

[スタジアム]  

J1 は 1 万 5 千人以上、J2 は 1 万人以上収容という基準になっています。現在、着席して

観戦できる席数が 8 千 6 百あまりですので、それを 1 万人にできなければ基準をクリアで

きません。まずはこれをクリアしてほしいと県にお願いをして、6 月末日までに増設工事を

してもらえることが決定しています。そしてその上の J1 に関しても県と調整をしており、

昇格できる可能性が出た時には進めてもらえるよう、お願いしてあります。 

 

[練習場] 

前橋市、スポンサー、そして県と話していますが、持ちあがっては消える、を繰り返し

ている状況です。ただ、「天然芝あるいは人工芝」という基準ですので、現在の練習場（サ

ンデンフットボールパーク）でも基準をクリアできます。しかし、天然芝の練習場を作ら

ないと選手補強にも大きく影響するため、各方面にお願いしているのですが、なかなか進

まないのが現状です。しっかりと方向性が決まりましたらご報告いたします。 

 

・財務基準について 

三期連続の当期純損失または前期末（2014 シーズン）の債務超過の場合、ライセンスは

公布されないという基準があります。この三期連続は 2012、2013、2014 年の 3 シーズン

のことを指し、債務超過に関しては、我々は 1 億近くの債務超過があり、これを解消しな

ければならないのが最大の課題であります。過日の取締役会でも議題に上げました。皆さ

んにはご心配をおかけしますが、J1 に上がれる状況の時、またはその前の段階で、クリア

していこうと考えています。 

 

中・長期目標について 

【武尾】 ここ 5 年ほどのこのクラブの財務的目標は、債務超過を解消することでした。3

年前の 9 月初め頃、5 位と成績が非常に良かった時期がありましたが、その時は J リーグの

経営管理の下、公式試合安定開催基金を借りてクラブを運営していました。公式試合安定

基金を借りていると、仮に 3 位以内に入ったとしても J1 に昇格することが出来なかったの

で、民間のとあるところからお金を調達して開催基金を全額返済すると共に、銀行からそ

の後の融資をとりつけ、尚且つ、経営強化に向けた増資をしました。それまでは債務超過

の解消と、クラブ・選手・チームを強くすることの両方に重点を置いた経営方針でしたが、

J リーグの経営管理から離れた後は、重心を尐し選手強化のほうに置いています。それによ

り、債務超過は増加しているのですが、営業目標が獲得できなかったことがまず影響して

いると思います。今後は経営のバランスを見ながら選手強化に努めていきます。 
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観客動員について 

【植木】 昨年の観客動員数は、我々のクラブが全 J クラブの中で一番尐なく、今年そこ

を回復させなければ財務的な問題も解消できないと考えています。観客動員数は確かに落

ちているのですが、有料入場者数は、土日はほぼ横ばい、水曜日で惨敗を喫し、最低で 1

千 5 百人ほどの時もありました。これは震災の影響で試合が水曜日にずれたことを、我々

がしっかりと告知できていなかったためと考えています。我々が告知したつもりでも、皆

様に届いていない・聞こえていないという可能性は大いにあり、我々は『伝えること』と

『伝わっていること』をしっかりと見極めていかなければいけません。その解消方法とし

て、多くの経費を費やして広告を出すのは、現状では非常に難しく、お金を使わずにどう

やって皆さんに知ってもらうかというのが最大のテーマになります。それには、いろいろ

な活動を通して、またはメディアの告知ではないところを活用しながら、我々の試合の日

程などを伝えなければなりません。 

また、我々に興味がない人たち、初めて試合に行こうという人たちにはおそらく、『正田

醤油スタジアム群馬』と『敷島陸上競技場』が結びついていないと思われます。それをど

うやって結びつけるのかということも考えなければなりません。 

その中で『選手をどの様に活用していくか』ですが、彼らもお客様の数が尐ないことを

非常に気にしており、社会貢献活動等をもっとやらせてほしいという要望が出てきていま

す。監督との相談の上ですが、彼らに告知活動というよりも社会貢献活動をたくさんして

もらうことが集客や告知につながる、という考え方で動かそうと思っています。そして現

段階で高崎・前橋・伊勢崎・渋川・藤岡には「こういう活動をさせてほしい」とお願いを

しており、またザスパミーティングと、どの様に絡みながら選手が出ていけるのかを調整

し、彼らが可能な限り外に出て、ホームタウン活動もさらに充実させていきたいと考えて

います。もちろん試合会場でも試合に出場しない選手たちにいろいろな活動をしてもらお

うと話を進めています。 

 

設営撤収隊について 

【植木】 昨年も一年間、大変お世話になりました。設営撤収隊の皆さんには、財政的な

面でも非常に貢献していただいています。これを取りやめてそこに負担をかけるのは現状

では非常に難しいので、ぜひまた今年もご協力いただければと思います。 

 

チケットについて 

【植木】 シーズンチケットをすでに販売していますが、試合数が増減していっても金額

は変えないというスタンスでおりますので、今年も昨年と同じ金額で販売しています。 

年間シートの自由席と指定席とでずいぶん割引率が違うというご意見がありますが、指

定席はプレミアムパーティーの開催などで自由席との差別化を図っていきたいと思ってい

ます。そして自由席は、できるだけ多くの方にシーズンを通して応援していただくために 7
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試合半程度、お得になるようにしております。 

 

グッズについて 

【植木】 

・割引について 

現在、グッズの販売場所はザスパーク伊勢崎、ベイシアワールドスポーツ前橋みなみモ

ール店、通販、試合会場を主としています。ザスパーク前橋が無くなり、割引が使える場

所が減ったため、試合会場でも割引で購入できないのかというご意見がありましたが、今

年から試合会場でも割引を利用できるようにする予定でおります。 

 

・オーセンティックユニフォームについて 

昨年も、別の会社（メーカー）と交渉をしたのは事実ですが、エーラインさん以外に我々

が希望するユニフォーム・練習着等をサプライしてくださる会社はなく、エーラインさん

には大変お世話になっています。オーセンティックユニフォームの値段が高額であること

は、承知しているのですが、クラブとしてはエーラインさんにサプライして頂くことが最

良の選択であります。今年は、Ｔシャツ等のアイテムも増やす予定ですので、そちらもご

検討いただければと思います。また、10 周年グッズについては、いろいろ検討し、発売し

ていく予定です。 

 

ファンクラブについて 

【植木】 昨年運営を元の運営会社に再委託しました。再度、その運営会社と相談しなが

ら、皆さんに充実したサービスを届けられるよう努力していきます。 
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◆質疑応答 

 

【サポーターA】 

①東京の知人より、正月に草津の温泉街でザスパの福袋が買えないのは寂しいとの意見を

受けた。前橋で買えるのもいいが、チーム名はザスパ草津であるし、サッカーを好きな人

が正月に草津にいてくれるかもしれない。数は多くなくていいので草津でも販売できれば

県外の人に対しては好印象なのではないかと思うが、販売できないものか。 

 

②今シーズンのホーム開幕戦が湘南戦だが、高田保則選手の引退セレモニーのようなもの

はできないか。 

 

【植木】 

①草津との相談と、スタッフが草津まで販売しに行けるのかどうかなどの確認が必要です

ので、そのような要望があったことは伝えながら検討していきます。 

 

②高田保則氏は日本サッカー協会の仕事もあるのですが、その空いた時間で我々のクラブ

に携わってもらおうと考えています。 

引退試合などについては、10 周年事業の中で、何らかの形で皆さんに昔を懐かしんでい

ただけるようなことをやろうと計画しています。引退試合・OB 戦など、どのように開催す

るか検討中です。 

 

 

【サポーターB】 

①高崎競馬場跡地にスタジアムはできないのか。 

 

②アルテ高崎の経営母体の経営不振、JFL 退会などがあったが、ザスパにはそうならない

でほしい。 

 

【植木】 

①高崎競馬場跡地へのスタジアム建設については、ずいぶん前から高崎市サッカー協会も

動いていますが、調整が難しいようです。そのため要望を出すまでには至っておりません

が、利便性がある場所なので我々もあの場所にスタジアムがあればありがたいと思ってい

ます。 

 

②アルテ高崎については、非常に寂しく感じています。せっかく群馬を代表して JFL にい

るクラブを群馬県や高崎市が支えられなかったということから、我々もそうなった時に捨
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てられてしまうのではないかと、一抹の不安を感じた出来事でした。アルテがどのような

方向に進むのか決まったのが 12 月に入ってからで、各方面に働きかけていろいろな方にお

願いしたが上手くいかなかった、と聞いています。例えば、J リーグのチームですが、20

数億の債務超過を抱えた大分を立て直すのに、J リーグもお金を出しましたが、大分県、そ

して大分市が支えたという事例があります。それと同じように支えていただければよかっ

たのに、と感じています。我々がそうならないためには、我々が地域に何ができるのかを

しっかりと考え、県、各市町村との関係をしっかり築いていかなければならないと思って

います。 

 

 

【サポーターC】 

①大企業が尐ないという地域性の影響もあるのかもしれないが、目立つスポンサーが尐な

い。不景気の今、スポーツにお金を出してくれる企業は尐ないと思うし、企業が難しいな

ら地域に、となると思うが、スタジアム改修にかかる経費を県に出してもらえるのか、な

どが懸念される。 

 

②スタジアムまでのアクセスが不便。遠くて行きづらい、車がないと行けない、という印

象があるが、駐車場も不便である。シャトルバスや駐車場をもっと使いやすくしてほしい。 

 

【武尾】 

①昨年は震災やタイの洪水、円高の影響などもあり、営業面ではとても厳しい一年でした。

しかし、県民総生産などの県の力を示す指標がありますが、その指標では、群馬は 10 番台、

20 番台前半に入ります。その力をザスパに結集できれば、非常に大きな力になると思いま

す。 

  

②夜間は周辺の駐車場が使えるようになり、また、群馬大学医学部の駐車場の利用が増え

ています。群大についてはさらに利用できるよう話し合いを進めています。群大駐車場は

スタジアムまで徒歩で 10 分ほどです。周辺の駐車場が使えない時は群大駐車場が便利かと

思いますので、まだ利用したことのない方にはぜひ利用いただき、ご意見をいただければ

と思います。 

 

 

【サポーターD】 

①水戸ホーリーホックが路線バスをラッピングしたり、車内で告知を流したりしているが、

同じようなことはできないか。 
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②以前招待したことのある地域への招待券の配布を尐し減らし、今まで招待していない地

域に重点的に配布するなどし、一度も来たことのない人に試合に来てもらう努力をしてほ

しい。 

 

【植木】 

①ラッピングバスについては相談していきます。車内アナウンスに関しては、シャトルバ

スの中で選手が試合の目標を話しているものなどを聞きながら試合会場にお越しいただけ

るようなことができないか、担当者にバス会社と話をさせています。ただ、バス自体にそ

の機能がないと実現できないため、一昨年から話しているものの、先に進んでいないのが

現状です。 

 

②昨年招待券の枚数を極端に減らしたのですが、それが入場者数の減尐に影響している部

分もあるかと思います。招待券の使い方は非常に難しいところがありますので、遠方の方

をどう呼んでくるのかも含め、十分検討して動こうと思っています。我々が訪問した学校

の子どもたちを呼べないかという案もありますので、しっかり検討したいと思っています。 

 

 

【サポーターE】 

ワイルドナイツ（ラグビー）、ダイヤモンドペガサス（野球）などの他のスポーツのチー

ムと提携する機会が減っているように思う。新しく誕生したバスケットボールチーム（ク

レイン・サンダーズ）も含め、県内のスポーツチームで一体となり、盛り上げていってほ

しい。 

 

【植木】 

 シーズンのタイミングの違いなどがあるため、どの程度まで一緒にできるかはわかりま

せんが、ワイルドナイツ、ダイヤモンドペガサスと、尐なくとも年に 3～4 回、合同イベン

トを開催したいと考えています。現在我々が行っている「夢先生」は、昨年は震災の影響

やチームスケジュールとの関係で 4 回しかできませんでしたが、今年はこれを増やしてい

く予定です。多くの要望を学校から募り、ワイルドナイツなどと、一緒に実施していくこ

とで県内のスポーツを県民の皆様にアピールできるのではないかと考えています。 

 

 

【サポーターF】 

①東京方面から観戦に来る人の状況として、前橋駅からのシャトルバスが一般の路面バス

は北口から出るのに対し、シャトルバスは南口から出るのがわかりにくい。電子マネーが

使えないのも不便である。運賃が 240 円のため、小銭を用意するのが面倒で、両替が必要
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な場合は余計に時間がかかってしまう。13 時キックオフの試合の場合、16 時 10 分発のシ

ャトルバスで前橋駅に向かうと、電車との連結が悪く、20 分近く待たされる。これにより、

東京方面からの来場者は「時間がかかっても車で来る」か「電車でゆっくり帰る」か、と

いう選択をしなければならない。例えば、高崎駅行きのシャトルバスを新前橋駅に立ち寄

らせるような改善はできないものか。 

 

②高校サッカーと試合日程が重なったことがあるが、せっかく高校生が敷島まで来ている

のに片方の試合しか観られないのがもったいない。また、小学生の子を持つ親は、ザスパ

の試合を見に行きたくても子どもの試合と重なってしまうことが多いようである。そうい

った状況にも目を向けてほしい。 

 

【植木】 

①シャトルバスと電車のことについてはバス協会と JR に相談しないといけないので、どこ

まで出来るかはわかりませんが、担当者に話をさせます。 

 

②群馬県内ではある程度のレベルの試合ができる場所が限られるため、バッティングして

しまうのは仕方ないところもあります。時間をずらせればいいのですが、我々の試合時間

はテレビの関係で決まってしまうため、なかなかずらせないのが実状です。 

子供たちの試合というのも最近はリーグ戦が非常に多くなっており、小学生も中学生も

高校生も試合が重なっています。我々のアカデミーに所属する子供たちにもトップチーム

の試合を観てほしいのですが、それもなかなかできません。昨年サッカー協会に相談し、

可能な限りフットボールデーの日には大会を行わないようにしてもらい、さらにフットボ

ールデーを我々の試合日に重ねることで、フットボールデーに出た子たちが我々の試合に

来れるように調整してもらいました。しかし昨年は敷島のスタジアムが使えず熊谷開催に

なってしまい、調整はしているものの、実際にはあまり上手くいっていないのが実状です。 

サッカーが盛んな国ではアマチュアとプロの試合を開催する曜日を分ける規定があるよ

うな例がありますが、そういったものが出来ればサッカーを見る人が増えると思います。

これはサッカー協会全体で考えなければいけないことですし、実際に協会でも話しており、

それに気づいている人もたくさんいますので、いつの日かそのようになればと思っていま

す。 

 

 

【サポーターG】 

①広島東洋カープのように、スタジアム建設に向けた基金を作ったり、マッチデープログ

ラムを販売し、その売上を建設費の足しにするようなことはできないか。グリーンドーム

を札幌ドームのようにできないか。 
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②ビジョンについては後日発表とのことだが、あと何年で J1 に上がろうと思っているのか

聞きたい。それを示すことでサポーターやスポンサーの意気込みも違うと思うし、その目

標へも早く到達できるのではないだろうか。 

 

【植木】 

①基金や募金については、我々だけでなく、世間が「スタジアムを作ろう」という雰囲気

にならなければ盛り上がっていきません。まわりも含めてそういった雰囲気を作るために、

今回のクラブライセンス制度をきっかけに、何らかのムーブメントが発生すれば良いと考

えています。新スタジアムをどうやって作っていくのかを本気で考える時期に来ているの

は確かです。今回の改修で何億という費用がかかりますが、その先に J1 仕様のスタジアム

にするならさらに莫大な費用がかかります。関心を高めていくために、募金という案も含

め、よく検討してから行動いたします。 

 

②「あと何年で J1 に上がる」と言ってしまうと選手が集まりません。毎年 J1 を目標にし

て戦うことが大切だと思っています。その戦いの中で若い選手が育っていくようにしてい

かなければなりませんし、そう思って補強をしています。しかし、勝負なので J1 に行ける

かどうかはわかりません。今年 8 シーズン目になりますが、その中で「行けるのではない

か」と思う年もありました。今年は昨年とほとんど変わらないメンバーでレギュラーが組

めますし、熊林・松下という選手を中心として、チームとしてまとまってきている充実感

がありますので、今年 J1 に行きたいと思っています。毎年 J1 を狙える選手を揃えられる

のは難しいです。チームの充実感や熟成度を見ながら、J1 を狙っていけばいいのではない

かと考えています。先程言われたように「何年先に J1 を狙う」というのではなく、やはり

毎年毎年 J1 を目指して戦わなければならないものだと考えています。 

 

【サポーターH】 

クラブライセンス制度において、スタジアムの屋根の規定はクリアできるのか。また、

将来的には全体に屋根がかかるのか。その費用はどのくらいかかるのか。 

 

【植木】 

 クラブライセンス制度では、4 分の 3 を屋根が覆うように、という規定になっています。 

（訂正：交付規則では『観客席の３分の１以上が覆われていることが推奨される』とあり

ます）しかし、あのスタジアムに屋根をかけても、その他に大幅な改修が必要となります。

我々は現状のスタジアムで試合をし、その先の構想をＪリーグに提示しなければなりませ

ん。選手は、今日の経済状況から大規模改修、新スタジアム建設等、困難であるというこ

とも理解しており、スタジアムについては、最低でも 1 万人が着席、5 千人が立ち見で観戦

できる状態で J1 に上げようと話しています。 
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【サポーターI】 

①「J1 に昇格する時になったらスタジアムの改修に関する県の協力が得られるように」と

いう話があったが、今年 J1 を目指していく中で、もし今年 J1 に上がれる状況になった場

合には、すぐにそういった約束を守ってもらえるものなのか。以前上毛新聞にスタジアム

改修の記事が載った際、「たとえ 6 位以内に入ってもプレーオフに進出できない」とはっき

りと断言していたが、最近の上毛新聞を見ると「今シーズンの目標はプレーオフに進出で

きる 6 位以上を目指す」と書かれている。これは 6 位以内に入ればプレーオフに進出し、

J1 昇格の可能性がある」ということを暗に示しているのではないかと思った。 

 

②アシストパートナーは一口 2 万円であるが、特典を尐なめにした、ブロンズよりも安い

金額を設定できないものか。 

 

③U-23 は天皇杯の予選で敗退すると退団してしまう選手が多い。以前、植木が「U-23 は

昇格していっても関東リーグまでが限界だ」と言っていた記憶がある。現在の U-23 の存在

意義とは何なのか。天皇杯に出場するためだけのチームなのか。退団した選手が他の地域

リーグの有力チームに移籍しているケースが多いが、地域リーグに移籍させるための育成

機関なのか。それとも、本来通り、ザスパのトップチームへの昇格を目指すチームなのか。

もし、草津町に対して「ザスパは草津のチームだ」と言うためのチームであるならば、費

用などで負担がかかっているのであれば無くしてしまうのも手ではないか。 

 

【植木】 

①スタジアム改修については、現時点で「必ずこうなる」と申し上げられません。これを

最後に決定するのは県知事ですので、その際にはあらためてお願いにあがらなければなり

ません。改修には数十億という費用がかかってしまうので、本当に進めていただけるのか

どうかはその時の県の状況によるところもあるかと思いますが、我々は実現に向けて最大

限の努力をしているつもりです。 

 

②アシストパートナーは現在 200 件程の個人・法人の方にご協力いただいておりますが、

甲府のようにこれを 1000 件程まで持っていければ、非常に力強い支えとなります。今、1

社に 100 万円出していただくのはとても難しいですが、2 万円でしたら多くの方に協力して

いただけると思います。お金を出していただくことは、チームに興味を示していただくこ

とに結びつきますし、それが集客につながっていくと思いますので、もっとまめに働きか

けていくべきところだと位置付けています。ただ、2 万円が高いのか安いのかということに

なりますと、今まで 2 万円だったところに 1 万円のクラスを作ってしまうと、極端な場合、

収入が半分に減る可能性がありますので、出来るだけ 2 万円のままにしたいと思っていま

す。1 人で 2 万円出さなければならないものではないので、もし 2 万円が出しにくければ、
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誰かと共同で出していただくことも可能ですので、そのようにして協力していただければ

と思います。 

 

③U-23 は、大西（忠生）の「草津で働きながらサッカーをする。町の人たちと親しい関係

を築いていく。前橋にチームを移したが、そういう精神を持った、頑張れる選手を出来る

だけトップに上げる機関にしたい。」という意志のもとでスタートしています。今の状況で

は確かに運営は厳しいです。しかし、実際に負担がかかっているのは、コーチと主務だけ

ですので、ものすごく負担になっているわけではありません。U-23 を関東リーグまで上げ

たいと思っていますが、その上の JFL に行くと運営費を持ちきれません。U-23 が関東リー

グで戦うことで、高いレベルの選手が集まってくる。そしてそういう選手が集まれば、お

そらくトップに上がれる選手が増えてくると思います。そのような状態を目指しており、

そのためには我慢していかなければなりませんが、U-23 を無くす気はありません。 

 

 

【サポーターJ】 

①今後の改修で、どのようなスタジアムになるのか。メインスタンドのベンチがだいぶ傷

んでいるのは急務だと思う。 

 

②スワンでザスパ草津弁当を販売しているが、プラスチックなどの容器にし、繰り返し使

えるような弁当にできないか。 

 

③植木には GM としてスカウティングに専念してもらいたい。人件費の問題もあるかと思

うので、例えばスポンサーから役員に来てもらうようなことはできないのか。 

 

【植木】 

①スタジアム改修に関しましては、まだ工事日程が出ていない状況ですが、それほど時間

はかからずに提示されるかと思います。6 月末までには工事を終わらせてくれるとの話にな

っております。先方（群馬県）主導のことなので、我々から急かすことはできないのが現

状です。ご指摘のメインスタンドベンチについては、県の担当の方に伝えておきます。 

 

②弁当については、どうなるかはわかりませんが相談をしてみます。 

 

【武尾】 

③我々役員全員が今年の 4 月に任期を迎えます。役員構成については、GM を中心として

相談しているところです。株主の皆様やスポンサーの皆様にご相談申し上げて、新しい構

成を構築しようとしている段階です。 
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◆武尾挨拶 

【武尾】 

 限られた時間の中でしたが、貴重なご意見ありがとうございました。ザスパのサポータ

ーは熱くてあったかい、と常々思ってまいりましたが、今日、ご意見を聞くにあたり、私

たちを励まし、勇気付けてくださるその温かさがひしひしと伝わってきました。 

 3 月 11 日にホーム開幕戦を迎えますが、チーム・フロント一丸となって、大きな目標に

向かって邁進したいと思いますので、引き続き変わらずご支援をお願いいたします。 

 本日は本当にありがとうございました。 

 

【植木】 

 ありがとうございました。 

 


