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2015サポーターズカンファレンス議事録要旨 

 

日時 ：平成 27年 2月 18日（水） 19:30～21:00 

会場 ：群馬県前橋市総合福祉会館 

出席者：サポーターの皆様 90名 

代表取締役社長       都 丸 晃 

    取締役ゼネラルマネージャー 菅 原 宏 

    トップチーム監督      服部 浩紀 

    その他 ザスパクサツ群馬  スタッフ 10名 

 

■代表取締役社長挨拶・都丸晃 

皆さんこんばんは。本日は平日の夜という大変お疲れの中、お集まりいただき、ありが

とうございます。そして、昨年はクラブライセンスの問題で、クラブが存続の危機に陥り

ましたが、サポーターの皆様のおかげで今日こうしてカンファレンスを開催することがで

き、たいへん嬉しく思いますし、この場をお借りして御礼申し上げます。 

また、このカンファレンス開催にあたり、皆様から貴重なご意見、ご質問をたくさんい

ただき、ありがとうございました。本日、すべての質問にお答えすることができないかも

しれませんが、皆様との質疑応答を通じて、答えられる点にはしっかりとお答えしたいと

思います。また一つひとつのご質問、ご意見をしっかりと検証し、クラブの課題を含めて

解決していきたいと考えておりますので、ご協力をお願い申し上げます。 

今シーズンは、昨シーズンの就任の際に掲げました「群馬を愛し、群馬に愛されよう」「群

馬のサッカー力を結集しよう」「群馬をもっと元気にしよう」という 3つの方針を継続して

いきたいと思います。1つ目はフロント・チームの意識改革を図りたいという強い気持ちが

あり、2つ目は皆様を含めたザスパファミリー、群馬のサッカーファミリーを増やしていこ

うという中期的な視点で実現を考えています。そして、3つ目の「もっと群馬を元気にしよ

う」は、長期的な課題です。 

このプロセスの中で、小さいながらも県民クラブとして J1で対等に戦えるチームを作り

たいと思っています。そして、懸案のマイグランド所有、サッカー専用スタジアム建設の

夢を描いています。また、練習場につきましては前橋市のご協力で、下増田地区に整備さ

れるグランドをお借りできる見通しです。スタジアムについては、関東で専用スタジアム

がないのは群馬だけになってしまい、今動き出さないと、5 年後、10 年後の実現、その見

通しも描けませんので、皆さんとともに「夢の実現」を目指して頑張っていこうと思いま

す。 

 経営については、皆様に多大なるご支援をいただき、昨シーズンの総収入は 5 億 5 千万

円ほどになる見通しですが、この 1 年間見てきて、今後、最低 6 億円の総収入の確保を目

指し、プラスになる 5 千万円をトップチームの人件費に回す経営体制を実現したいと考え

ています。J2の平均収入額は 11億円、J1では 30億円ですので、まだまだ遠い数字ですが、

経営土台として早期に総収入 6億円の目標を達成したいと思います。 
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 次にトップチームですが、今のところ、新加入の選手 13名を加え、28名体制でシーズン

に入ることになりました。皆様のお陰で、静岡、熊本において計 13日間のキャンプが実施

でき、チーム力も向上し、チームの雰囲気はとても良くなっています。また、フロントの

体制も一新し、強化部と企画部、試合運営部を新設し、チーム強化とクラブ運営の改善を

図ります。 

皆様から見れば、まだまだ未熟の点が多々あるかもしれません。皆様のすべての要望に

お応えできないこともあるかもしれませんが、皆様とともに歩みながら、汗を流し、素晴

らしいクラブ、素晴らしいチームにしていきたいと思いますので、応援をよろしくお願い

します。 

 

■取締役ゼネラルマネージャー（GM）挨拶・菅原宏 

 皆さんこんばんは。2月 1日よりゼネラルマネージャーに就任しました。責任をより明確

にしたと認識していただければと思います。昨年は皆様にご協力いただき、5300 万円もの

募金が集まりました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。 

群馬県から離れ、他県にいる方でもわざわざ郵便局まで足を運んでいただき、募金にご

協力くださった話を伺うと、本当に感極まります。群馬県とザスパクサツ群馬を応援して

くれる方がこれだけいたのかと、改めて実感することができました。Jリーグのチームを存

続できるということは、本当に嬉しいことですし、群馬の子供たちに J の試合を見てもら

い、夢を描いて欲しいと考えております。本当にありがとうございました。クラブの経営

については、都丸社長から説明があった総収入を早期に 6 億円にしたいという話ですが、

私は不可能ではないと感じています。 

チームのことについて説明します。昨年から主力選手が変わり、皆様も不安な気持ちに

なっていると思いますが、とにかくザスパクサツ群馬で頑張りたいという選手が集まりま

した。社長、服部監督とチーム統括とも話をしてメンバーを決定していますが、核となる

ブラジル人選手をポジションの中心に揃えようと決まりました。かなりの人数のブラジル

人選手を見て、3人が決定しました。 

また、今シーズンは松下がキャプテンとしてチームへ戻ってきました。これで、チーム

を立て直す要素は揃ったと思います。更に若い選手も獲得しました。前橋育英高校 OB を

はじめ、非常に期待の持てる選手が加入しています。監督がフォワード出身なので、ペナ

ルティエリア付近のシュートについてこだわりがあります。今シーズンは皆様にもシュー

トを多く見せられるのではいかと感じています。 

 次にディフェンスです。心配する声も聞こえますが、ディフェンスの前でボールの来る

位置を予測して、ボランチがしっかり仕事をすれば、相手のチャンスを防ぐことができま

す。今はこの意識を強く持って練習しています。練習試合の結果を見ても、ディフェンス

は良い状況になっていると思います。   

元日本代表の永井雄一郎選手ですが、昨年末に氏家氏（現ヘッドコーチ）から「ぜひ見

て欲しい」と相談がありました。「厳しい練習をしっかりこなすことができれば考えてみよ

う」と話をし、1 月に本人と会い、本当に良い目をしていて、「俺を使って欲しい」という
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気持ちを強く感じました。こうした本人の強い意志に加えて、熊本合宿へ出発する前、服

部監督と面談をし「若い FW 陣をまとめるベテランの存在が絶対に必要である」という観

点から、永井選手の獲得方針が決まり、社長に提案しました。経験の豊富な選手なので、

ぜひ若い選手に色々なことを伝えて欲しいと思います。本当に良い補強ができました。 

3 月 8 日の開幕戦は、服部監督のスローガンと選手全員の名前が記載された T シャツ 1

万枚を来場者の皆様にプレゼントします。1万人のお客様が来場すると、スタジアムの雰囲

気は全然違います。7年ぶりにホームで開幕戦が開催でき、相手は横浜 FCです。開幕戦で

多くのサポーターの皆様にお越しいただき、選手も奮い立って良いゲームをすれば、今シ

ーズンの勢いにもつながります。友人、知人、仲間にお声掛けをしていただき、たくさん

の方へＴシャツをお渡ししたいと思います。Ｔシャツは先着順なので、できるだけ早くご

来場いただき、スタジアムを盛り上げて欲しいと思います。 

社長が話した総収入 6 億円の計画についてですが、皆様のご協力があれば、必ず実現で

きる数字だと思っています。チームが結果を出し、サポーター、ファンの皆様がたくさん

スタジアムに来ていただければ、新たなスポンサーも生まれると思います。 

また、「ザスパ強化基金」は現在、円滑なお申し込みができるよう手続き中です。昨年の

法人・団体様向けアシストパートナーに加え、今シーズンは個人パートナーも始めました

が、このアシストパートナー協賛の半分を基金に入れます。皆様の応援が、そのままチー

ムに反映されるという明確な形を作ることができました。 

最後に、都丸社長が言った通り、群馬にサッカー専用スタジアムを作りたいという夢が

あります。群馬の中で、毎試合 5 千人ものお客様を集められるイベントはサッカーしかあ

りません。サッカーを通じて、県民のたくさんの方に喜んでいただくことが恩返しですの

で、スタッフ一丸となって色々なことをやっていきたいと思います。この夢をかなえる事

ができると、未来の子供たちの新たな夢につながるのです。 

今シーズンも、ザスパクサツ群馬をよろしくお願いします。 

 

■監督挨拶・服部浩紀 

こんばんは。群馬で皆様にお会いできたことを本当に嬉しく思います。昨シーズンは債

務超過という厳しい状況の中、皆様のご支援、ご協力により、またＪリーグで戦えるとい

うことに非常に感謝しております。ありがとうございました。私は前橋出身で、群馬県に

帰ってきたのは 25 年ぶりです。1 年に数回は群馬に来ていましたが、久しぶりにこちらに

住んで、車で市内を走ってみると、前にあった店舗がなくなるなど、町並みがかなり変わ

りました。昔と比較すると、少し寂しくなったという印象です。 

しかし、サッカーを通して、皆様とともにひとつになって群馬を盛り上げることで、地

元に恩返しをしたいと考えております。サッカーを始めて 30年以上が経過しました。この

30 年で様々な方と出会い、色々な方に指導していただきました。勝って学んだこと、負け

て学んだことがたくさんあります。これまでの経験をすべて活かして、皆が熱くなるよう

な、皆に愛していただけるようなチーム作りをしていきたいと思います。 

1 月 15 日に選手、コーチ陣を集めてミーティングを行いました。まず選手に言ったこと
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は、「苦しいことや辛いことがあっても、自分のことはもちろん、サポーターや仲間、家族

のために言い訳をしないでやっていこう」、「本気でやれば何かみんなに伝えられる」とい

う 2点です。このことを念頭において、「90分走り続ける」、「他のチームに走り負けない」

ということをテーマにして、静岡キャンプ、熊本キャンプを行ってきました。 

このキャンプによって、着々とチーム作りができています。皆様が不安に思う点もある

かもしれませんが、この 1カ月間で J１を目指す、戦えるチームに変わってきました。手ご

たえはありますが、この意識を継続していかなければ何も意味もありません。チーム状況

が厳しい時には、皆様の声援が選手の背中を押してくれます。 

7年ぶりのホーム開幕戦の試合を良いきっかけにして、チームを上昇気流に乗せたいと思

います。ぜひ、皆様にも 3 月 8 日の試合にお越しいただきたいと思います。また今は、都

丸社長、菅原 GM をはじめ、チームのためにフロントが走り回ってくれていることを選手

に伝えています。開幕戦にはサポーターの皆様とともに一丸となって盛り上げたいと思い

ます。 

私が今年の目標に掲げていることは、勝っても、負けても皆様に愛していただけるよう

なチームにしていくことですので、今年 1年間よろしくお願いいたします。 

 

■質疑応答 

質問①：昨年、菅原 GM がスタメンの半分は群馬出身選手にしたいと話をしていました

が、その気持ちは変わりませんか？ 

また、チャレンジャーズやアカデミーからのトップ起用は考えていますか？ 

回答（菅原）：群馬出身で良い選手はたくさんいますので、実現したいです。昨シーズン

はホーム戦やアウェイ戦でも、群馬出身選手に対して「いつかは地元に帰ってきたらどう

か」と話をしました。出身地には太田、渋川、藤岡とさまざまな地域がありますので、そ

の選手がザスパに徐々に加入すれば、群馬がひとつになると思います。 

昨シーズンから在籍している県外出身の選手の中には、私のこのコメントによって不安

を感じた選手もいたようですが、県外出身の選手でも頑張っている姿をサポーターの皆様

に見せることができれば、群馬県民からも愛していただけます。 

アカデミーについては、鳥居塚が引き続きダイレクターを務め、佐藤（正）がU-18の監

督をし、U-15は新規加入の吉澤が監督をします。吉澤はガイナーレ鳥取に在籍をしていた

ころ、私に「群馬で育成がやりたい」と話をしてきましたし、ユース世代を指導し、Jリー

グで戦える選手を作りたいという熱い気持ちが強くありますので、期待したいと思います。 

チャレンジャーズからは今シーズン 1 人をトップに昇格させました。木村監督ともさま

ざまな話をしていますが、昨年は 16 人だったチャレンジャーズが、今年は 22 人になりま

すので、今後 1人でも多くの選手にトップチームへ昇格して欲しいと思います。 

 

質問②：昨年は募金活動をしていましたが、ザスパクサツ群馬のサポーターが多く協力

している中、他のチームのサポーターが募金をしている場面を見ました。他チームのホー

ム戦を見ると、他県から来たアウェイのサポーターへおもてなしをするという意識が強い



5 

 

ですが、ザスパクサツ群馬のホーム戦ではおもてなしの意識を感じません。例えば、足湯

を実施するとか、アウェイのチームへのおもてなしを何か検討していますか？ 

 回答（都丸）：貴重なご意見ありがとうございます。おもてなしという観点を含めて、ま

ずスタジアム全体の会場レイアウトを再検討中です。また、高崎駅、前橋駅などからのア

クセスやスタジアム内外でのホーム戦の雰囲気作りについても、見直せる部分について検

討しています。そして、クラブとしては、スタッフの意識を変えることがまず重要だと考

えています。足湯イベントについては以前実施していると思いますが、もし可能であれば、

具体的に検討したいと思います。 

 

質問③：今回は明るいニュースがたくさん聞けて、嬉しいです。3本の柱や専用スタジア

ム、練習場などもそうですが、必要なものを具体的にホームページなどでアピールした方

が良いと思いますが、ご意見を伺いたいと思います。 

 回答（都丸）：まず 3本の柱ですが、さまざまな所で話をしていますし、公開もしていま

す。練習場、スタジアム等の問題について、行政の方にもご協力いただければなりません。

とにかく何かの形で動き出さないと、実現につながりませんので、引き続き交渉を続けて

いきたいと思います。 

 

質問④：試合のイベントについて要望があります。他の J2のチームに比べ、試合に出て

いない選手のファンサービスが少ないと感じています。試合後に選手とかかわれる時間は

ほとんどないので、できれば試合前に選手とコミュニケーションが取れる機会を設けてい

ただけると嬉しいです。 

 回答（服部）：貴重なご意見ありがとうございます。選手には、ファンサービスをしっか

り行うことは当たり前のことだと話をしています。私は現役のころから、このことを常に

意識していましたし、選手がプレーできるのもサポーターの皆様が応援してくれているか

らです。選手は 1 人 2 役をこなし、ファンへのサービスについては、これまで以上に行っ

ていきたいと思いますので、ご要望をたくさんお寄せいただければと思います。 

 

質問⑤：1万人を動員したいという説明がありましたが、運営体制についてはどのように

お考えですか？最近はお客様が入場開始ギリギリにスタジアムに来る方も多いので、早め

に来場いただけるような対応を検討していただきたいと思います。また、昨年、募金に対

する感謝のチケットがあったと思いますが、満席の場合はご来場いただけないと記載して

ありました。実際にそういったケースが発生した場合は、運営をサポートしている私たち

が対応することになります。ぜひ、クラブとして対策をお願いします。 

 回答（菅原）：運営面においては、毎日会議を重ね、どうしたら良い試合運営ができるか

を日々検討しています。今まで 1 万人を超える来場者はいないので、どういった影響が出

るかはわかりません。ですが、できるだけ安全に、そしてスムーズにスタジアムにご入場

いただけるように心掛けていきます。ホームページや新聞紙上等で、告知をしっかりと行

い、皆様に理解をしていただけるような努力をしていきます。何か気になる点があれば、
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私でもスタッフにでも何でもご相談ください。よろしくお願いします。 

 

質問⑥：ホーム戦のスタジアムグルメは豊富ですし、これから多くのお客様にスタジア

ムへ足を運んでもらうためには、もっと告知した方が良いと思います。ホームページなど

で出店情報などをわかりやすく表示することも必要だと感じています。 

次にスマイルキッズパスによる、子供たちの動員を考えているようですが、スタジアム

の雰囲気作りやまた応援に来たいと思ってもらうことは大切です。サポーターがどんな応

援をしているか、どんなチャントがあるのか、タオルマフラーの使い方などを発信すると

良いと思います。大型ビジョンも設置されましたので、これも活用できると思います。 

最後にザスパクサツ群馬というクラブを地域に根付いた存在にしていかなくてはなりま

せんので、今後もプランがあれば教えてください。 

 回答（都丸）：スタジアムグルメについては、私も同感です。私自身もスタジアムグルメ

のページにたどり着くまでに多少手間が掛かっていますが、以前から改善が必要だと感じ

ています。 

次に会場の雰囲気づくりですが、サッカースタジアムの雰囲気をもっと出したいと考え

ています。昨年はスポンサー様にご協力いただき、選手ののぼり旗を設置しましたが、非

常に好評でした。キャンプに 2 回行きましたが、他チームでは、キャンプ地の練習グラン

ドの周りにクラブのエンブレム入りの旗が設置されていて、チームがキャンプをしている

という雰囲気作りができています。我々のチームではそこまでできていませんが、地元の

自治体の方が宿泊しているホテルの入り口や空港などに旗や横断幕を設置してくれていて、

本当に嬉しかったです。 

アクションプランについては、環境が整い次第、情報を公開していきますので、ご協力

をお願いいたします。 

 

質問⑦：席替えサービスについての要望ですが、席種の料金がアップする場合は別途チ

ケットの購入が必要なのはわかりますが、料金がダウンする場合はそのまま入場できると

助かります。昨年はゴール裏の人がメイン席やバック席に移動してしまい、ゴール裏の人

数が少なく、良い応援ができませんでした。そこで、今シーズンについては、シーズンチ

ケットやメイン席、招待席で入場した方について、ゴール裏のみ自由に移動ができるとた

くさんの方がゴール裏に集まり、応援が盛り上げると思います。また、邑楽町へのアピー

ルをお願いします。 

 回答（都丸）：席替えサービスについて、今シーズンからは料金がダウンする席種に変更

する場合、追加料金なしで変更できます。ただ、高い席種に変更する場合は差額分をお支

払いいただくことになります。ご要望にあった自由にゴール裏に入れるようにするために

は、いろいろと解決しなければならない問題がございます。クラブ内で議論を重ねたいと

思います。 

次に東毛対策は、スポンサーの問題を含めてクラブにとって課題です。邑楽町へのアピ

ールについては、東毛エリアを中心にザスパクサツ群馬への営業などをサポートしてくれ
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る方がおりますので、その方とも相談しながら東毛対策をしていきたいと思います。 

また、スマイルキッズキャラバンを県内の小学生、幼稚園児を中心に実施していますが、

この 2 年間で参加者が 2 万人を超えました。キャラバンカーはこれまで 1 台しかありませ

んでしたが、スポンサー様にご協力していただき、今シーズンは更に 1 台が追加され 2 台

体制となります。この 2台で県内を回りますので、徐々に東毛方面への PRもできると思い

ます。 

キッズキャラバンは、教育的な観点で見ても良い効果が出ていると評価もいただいてい

るので、今後は充実をしていきたいと思います。邑楽町へお知り合いの方がいればご紹介

いただければと思いますので、よろしくお願いします。 

 

質問⑧：北海道日本ハムファイターズは、各地域に選手をグループ化して「○○応援大

使」と名付けいるようですが、ザスパクサツ群馬も同様に、選手をグループ分けして、中

毛・西毛・東毛大使と名付け、各地域の祭りなどのイベントに参加させると良いと思いま

す。プロの選手が地域に来れば皆が喜びますし、東毛であれば、ブラジル選手や横山選手

の活用が効果的だと思います。 

 回答（都丸）：「○○大使」というお話ですが、非常にわかりやすいですし、私も参考に

なりました。GMや監督からも話がありましたが、選手のファンサービスは非常に重要だと

考えています。 

ただ、シーズン中、地域の方と向き合えるイベントは 7月～9月に集中しています。この

期間はチームも中 3 日間の試合がありますので、九州など遠方のチームと対戦する場合、

群馬に戻らずにそのまま次の試合に臨むという過密なスケジュールも想定できます。イベ

ントに選手が出ることは、監督も協力したいという気持ちを持っていますが、まず試合を

優先した上で、そうしたことができるかどうかも考えていきたいと思います。選手が地元

訪問するということは大切なことですし、チームへの親近感、愛着を醸成するという点で

も重要なことだと思います。 

回答（菅原）：8 月 8 日に前橋花火大会が開催されますが、その日の午前中にザスパの選

手によるサッカー教室を開催して欲しいと前橋青年会議所から依頼が来ています。これは

前橋青年会議所の 65 周年を記念したイベントで、5 年後の 70 周年に向けて、毎年実施し

ていきたいということです。5年後は東京オリンピックも開催されますので、その点で考え

ても協力したいと考えています。 

 

質問⑨：オンラインショップが「近日オープン」になったままとなっているので改善し

てください。また、市民デーという企画がありましたが、チケットの申込み方法が面倒で

す。事前にメールを送って、当日にそのメール画面と身分証を提示するという方法でした

が、もっと簡素化して欲しいと思います。 

 回答（都丸）：オンラインショップについては私も改善したいと考えています。経営会議

などでもグッズ販売についての議論をしていますが、よりよい改善を行えば収入も増加す

ると思います。また、市民デーのチケット購入については簡素化を考えています。メール
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のやりとりがなくても特設ブースで身分証を見せていただければ対応できるようにしたい

と、現在検討しております。正式に決定しましたら、ホームページなどでご案内します。 

 

■菅原挨拶 

我々の夢は膨らんできていますが、やらなくてはならないことは決まっています。皆で

鼓舞しながら前に進んで行きたいと思います。チームには良いパフォーマンスを出しても

らい、「今日の試合は良かった。また応援に来よう！次のアウェイにも行こう！」と言って

いただけるようなチームを目指していきたいと思います。 

昨年から都丸社長も言っていますが、ピンチはチャンスです。いつでもピンチは訪れま

すので、アクシデントに強い、チーム、会社になっていきたいと思います。アクシデント

を乗り越えられれば、それが成長につながり、力になります。アグレッシブに前を向いて

進んでいきたいと思います。 

最後に下増田町のグランドについては前橋市に引き続きお願いしたいと思いますし、県

内にスタジアムを作りたいと考えています。夢で終わったら何もできません。夢を現実に

するために、皆の力で群馬にスタジアムを造り、子供たちもザスパクサツ群馬もサッカー

ができる場所、ご年配の方がグランドゴルフやゲートボールができる場所、みんなが使え

るスタジアムをぜひ建設したいと思いますので、時間を掛けながらも、一緒に前へ進んで

いきましょう。 

1年間、服部監督のチームを応援してください。そして、3月 8日はみんなの力で来場者

1万人を目指したいと思います。本日は大変ありがとうございました。 

 

以 上 


