
 

 

 
 

グルージャ盛岡 サポーターズカンファレンス 議事録 

 

日時：2016年 12月 18日（日） 10:00～12:00 

会場：いわぎんスタジアム 会議室 

出席：(株)いわてアスリートクラブ 

 代表取締役社長         菊池賢 

 常務取締役         宮野聡 

 取締役 強化・育成部 部長   中村学 

 取締役 事業・営業部 部長 髙橋理 

    運営・広報部 部長  渡部輝道 

 

アジェンダ 

・開会の挨拶              代表取締役社長   菊池賢 

・グルージャ盛岡 事業計画のご説明 常務取締役     宮野聡 

・事前質問に対する回答 

  ■運営    運営・広報部 部長 渡部輝道 

  ■集客    常務取締役   宮野聡 

  ■強化・アカデミー   強化・育成部 部長 中村学 

  ■事業全般    常務取締役   宮野聡 

・会場内での質疑応答 

・閉会の挨拶    代表取締役社長   菊池賢 

 

【開会の挨拶：代表取締役社長 菊池】 

皆さまおはようございます。寒いなかグルージャ盛岡のサポーターズカンファレンスにお

集まり頂きまして誠にありがとうございます。私は前任の臼井の退任に伴い、代表を務め

させて頂いております、菊池賢と申します。よろしくお願い申し上げます。今季のグルー

ジャ盛岡については皆さんご承知の通り、様々なことがありました。中でもあってはなら

ない前副社長の不祥事がありました。これについては皆さまに非常にご迷惑、ご心配をお

掛けしました。大変申し訳ございませんでした。おかげさまでご心配させてしまっていた

来シーズンの J3クラブライセンスが交付されることが決定し、役員の体制も新たに 6名

の取締役が選任され、私どもは 11月 21日よりリスタートさせて頂いております。12名

いる全ての役員のうち 6名が新任、そのうち 4名を常勤の取締役にすることでこれまで希

薄だったガバナンスの面、コンプライアンスの面を含め、全般的に体制を強化して経営に

あたることで、着実に改善を進めております。本日お集まり頂いた趣旨といたしましては、

リスタートするグルージャ盛岡の事業計画、基本方針等を皆さまに共有させて頂き、ご意

見を頂戴してさらにより良いグルージャ盛岡を作っていくための機会としたいと考えてお



 

 

 
 

ります。本日は忌憚のないご意見を頂きたいと思っております。ただ、全てをこの場でご

回答はできかねる場合もございますし、持ち帰って再度ご検討させて頂く場合もございま

すが、皆さまの前向きな、建設的な意見を頂いて夢のある、希望のあるグルージャ盛岡を

一緒に作って頂きたいと考えておりますので、本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

【事業計画の説明：常務取締役 宮野】 

1. 事業計画の検討にあたって 

・背景 

グルージャ盛岡は、ヴィラノーバ盛岡を前身とする市民クラブとして 2003 年に発足後、

限られた予算の中、地元出身選手を主体としたチームでの戦いが実り、2013 年に東北 1

部から J3への飛び級昇格を果たしました。 

鳴尾・神川元監督の下、Jリーグ初挑戦のクラブは飛躍を目指しましたが、これまでのフロ

ントの運営体制/停滞した予算規模ではサポーターの夢である J2昇格を確実に狙えるチー

ム作りは困難であり、更に今シーズンは不祥事も重なり、クラブ存続はほぼ不可能な状態

に陥りました。 

クラブに関わる皆がグルージャ盛岡のポテンシャルを信じ、J2昇格→J1への夢を実現で

きるよう、抜本的改革を進める必要があります。 

・目的 

まずはグルージャ盛岡の事業側で、プロスポーツクラブとしてのあるべき企業理念を構築

し、新規スポンサー獲得、新たなビジネス施策や新スタジアム構想による収入基盤の持続

的成長プランを企てます。 

また、収入増に伴いチーム強化費を増額し、戦力の充実を図り J2昇格を果たします。 

長期的には売上拡大、チーム強化の好循環を継続し、グルージャ盛岡を、東北を代表する

トップクラブに成長させることが目標となります。 

 

2.グルージャ盛岡の歩み 

振り返ってみますと、東北 1部から J3に昇格した当時、7,500万円程の営業収入を原資

にスタートを切りました。そこから、J 初年度ということもあり地元の方々を中心にご注目

頂き、収入は 1億 6千万円に増額、観客動員数も、J３にしては少ないのですが約 1,500

人、そして鳴尾監督のもと 5位という好成績を収めました。翌シーズンは、戦力的にはそ

こまで落ちていなかったのですが、結果は 11位、収入は前年の好成績のおかげもあり 2

億円まで伸びましたが、観客動員数は微減しました。そして、今シーズンは神川監督の下、

結果は 13位。観客動員数は益々下位に低迷する結果を残してしまいました。来シーズンは、

まずは失地回復に努め、ゆくゆくは J3上位を目指すチーム、観客動員数も大幅に増やすべ

く取り組んで参りたいと思います。 

 



 

 

 
 

3. 理念 

こちらに関しては、これまでのグルージャ、これからのグルージャ像を話し合い、中長期

に亘る礎として作成いたしました。社名が【(株)いわてアスリートクラブ】ということもあ

り、将来的にはサッカーに特化せず、様々なスポーツで地元の貢献につなげていく存在と

なることが目標ですが、まずは、世代と地域をつなぎ、盛岡・岩手に携わる全ての人々の

生活に息づいたプロサッカークラブ、将来的にはプロスポーツクラブというような階段を

登れればと考えています。 

 

競技、アカデミー、事業のそれぞれで一貫して“グルージャスタイル“という軸を作って

いきたいと思います。 

 

まず、競技では、フットボールスタイルのさらなる進化、岩手を代表するトップクラブへ

の成長を目指したいと思います。来季について申し上げますと、髙﨑ヘッドコーチに関し

ては、来シーズン以降もご継続頂く方向で進めております。菊池新監督は、アカデミー世

代の育成にも非常に長けておりますので、そういった部分に関しても、次にご説明します

グルージャファミリーの構築において、フロントとタッグを組んでいきたいと思います。 

さて、グルージャファミリーの構築ですが、サッカーだけ教えていればいいという訳では

なく、青春時代の多くをサッカーに費やす子供たちを預かるという責任もございますし、

将来、サッカー界だけでなく社会に羽ばたいていく青少年を健全に育成ができるようなク

ラブをより目指していきたいと思います。とはいえ、アカデミーも“グルージャスタイル”

を築いていきますので、2020年には、トップチームに 5名のアカデミー出身者の登録を

目標に取り組んで参ります。 

最後に事業側の構想となりますが、“IWATE FOOTBALL PARK”と名付けさせて頂きま

したが、特に大それたことをする訳ではなく、将来的にこのいわぎんスタジアム、または

将来的に県内に建設したい新スタジアムは、一つのエンターテインメントとして認識して

頂けるような空間を創出できればと思います。岩手ビッグブルズさん等とは今後連携して

 



 

 

 
 

いこうと思っているのですが、土日の娯楽としてプロスポーツ観戦が県内で定着していな

いと感じておりまして、日曜 13時にはグルージャを観に行きたいなと思って頂けるよう、

会場を作っていきたいと思います。また、売上に関してもチャレンジングではありますが、

2021年には 10億円を達成したいと考えております。大分トリニータさんが来シーズン

から J2に昇格しますが、収入はおおよそ 8～９億円かと思います。栃木 SC さんも然りで

すが、こうした規模のチームに勝たなければ、J2には昇格できません。つまり、10億円

財政基盤が整えば、J2昇格が狙える底力は醸成できることになります。現実的には非常に

チャレンジングではなりますが、フロント側としては是が非でも達成したいと思います。 

 

【補足】 

斯様な中、一部サポーターの皆様とはお話しさせて頂いたようですが、ユニフォームカラ

ーにつきまして、一つの大きな転換点がございます。2017シーズンのユニフォームデザ

インに関しては、年明けの新体制発表会にてお披露目させて頂きたいので、この場での発

表は控えさせて頂きたいのですが、フィールドプレーヤーの 1stと 2ndの色を入れ替える

ことで決定しました。ただし、赤・白・黒の鶴をイメージしたカラーは特に変更いたしま

せん。これに関しては、カンファレンスの事前質問にてご意見を頂戴しておりました。チ

ーム側の想いといたしましては、このスタジアムを、ファン・サポーターの情熱を持って

赤く染め、スタジアムのより盛り上げたいという位置づけにございます。 

 

4. 盛岡・岩手を取り巻く人口・所得動態 

・人口 

年々岩手県の人口が下がりつつあるなか、盛岡市では、若干の微増が確認でき、県内の約

1/4が盛岡市民となります。今シーズン、グルージャのイベントは年 250回、県内各地で

開催させて頂いておりますが、約 3/4を占める市外の方々が週末は盛岡に来てグルージャ

のサッカーが見たいと思って頂けるよう、施策を考えていかなければなりません。 

・所得 

所得に対する教養娯楽サービスにかける支出の割合ですが、手取りの額面の収入に対する

娯楽費用、つまり映画やスポーツ、コンサートにかける費用を岩手や盛岡の方々は 1か月

あたり 6,000円～8,000 円となっています。この中から、グルージャ盛岡は他の娯楽に

勝る魅力を出さないと来て頂けないところですので、こういった現状を踏まえた上で、よ

り魅力的なスポーツクラブを作るべく取り組む必要がございます。 

 

5. 挑戦に向けたビジネス施策 

以上のような現状を捉え、トップクラブへの挑戦に向けてどのような取り組みをしていく

かという観点をご説明いたします。 

従来のクラブ運営は、有能な選手・監督の招聘によりチームを強化することでチームの価



 

 

 
 

値を向上させ、動員増・スポンサー増のサイクルを回すスタイルでした。例えば、1993

年に Jリーグが開幕してジーコやリトバルスキーといったスター選手を連れてきたのが J

リーグのスタートでした。有能な選手を連れてきてそのチームの成績を向上させ、顧客を

増やしグッズを売る。そうしたところで人気も出て、スポンサーとの大型契約を結ぶ。ス

ポットでは増収が見込まれますが、チームとして中長期的なシナリオを構築せずには、一

過性を孕んだリスクが生じてしまいます。グルージャは、財政的にも厳しいリスタートを

切るわけですが、例えば、資金を投入して地元のスター選手を連れてきたとします。おそ

らく、観客は増えると思います。それを、どうやって維持・継続していき観客動員、グッ

ズ収入を増やしていくかというのは、フロントに確固たる戦略がないと、同じく一過性の

出来事に終わってしまいます。 

以上を踏まえ、今後は、事業側の強化によってもたらした増収分をチーム強化に企て、成

績向上、更なる増収に至る正のサイクルを回せるスタイルを築きたいと思います。サッカ

ーに捉われず、経営面で成功する国内外のクラブを見てみても、フロントがきちんとサポ

ーターからの意見を汲み上げてマーケティング戦略を立てられる点が共通しています。そ

こで得た財政基盤で、可能な限り選手や監督の獲得に費やしチーム成績の向上につなげる

という絵姿は、グルージャ盛岡というブランド力の向上にも寄与できると思います。 

具体例を挙げると、野球でも、近年では横浜DeNA ベイスターズが顕著な結果を出してい

ます。DeNA による買収後も、戦績は下位に低迷していましたが、IT の積極的活用や顧客

分析に基づくコンテンツの拡充等が功を奏し、観客動員数は右肩上がりで伸び、平日も休

日もほぼ大入りの状態が 365日入るような状況になっております。 

 

６．再建に向けた収入増シナリオ 

2015年実績を見ると、グルージャ盛岡の売上に対し J３平均が 1.3倍の 3 億 3千万円で

す。観客数は、ほほ倍の 2,400人です。J クラブの主な収入源は、広告料収入、入場料収

入、Jリーグ分配金、アカデミー関連収入、その他収入の 4つとなります。まず、広告料

収入ですが、平均に対して約 7,300万円低い状態となっております。こちらに関しては、

グルージャの理念 / フットボールスタイルの深堀を実践していきながら、スポンサー様と

のマッチングを充実させ、ご協賛頂ける企業様を増やしていきたいと思っています。入場

料収入に関しましては、今シーズン、明確な意図を伴わない無料デーなどを行ってしまい、

貴重な収入源を自ら減らしてしまった感があります。まずは来客につながる魅力を醸成し

た上で、お金を払ってでも観に行きたいという状況をしっかり作り、入場料収入を増やし

ていきたいと思います。次に Jリーグ分配金ですが、放映権の増額に伴い、我々への分配

金も増額いたします。最後にその他収入ですが、こちらは主にファンクラブやグッズ収入

がメインとなります。ファンクラブに関しては、昨年まではサポート会員、今年 1年間が

後援会として名称は変わりつつも維持・継続していました。しかし、活動としては、入会

して頂いた方に対して満足できるものではなかったのではないかと感じております。来シ



 

 

 
 

ーズン以降に関しては、現在、後援会の方々と協議をさせて頂いているのですが、コスト

を抑えながら入会して頂いた方に満足度の高いものを提供できるよう取り組んで参ります。 

 

７．「岩手を代表するトップクラブ」までの青写真 

 

再建計画を着実に実施するため、現在は、組織体制・施策を早急に構築しております。そ

の上で、来シーズンは新生フロントで収入増に向けた施策、協賛スポンサーの増加を目指

していきたいと思います。もちろんチームも上位を目指して戦っていきます。2018年に

は、おそらく J3の平均観客動員数も伸びていくと思いますので、平均になるべく近いとこ

ろをということで、3,000 人という数字を設定いたしました。2017年に上げた収益をな

るべくチーム強化費に充て、J3上位を狙う戦力を確保していきたいと思います。補足いた

しますと、現状の戦力でも充分に上位は狙えると自負しております。今年、約 30人選手が

所属していましたが、全選手が一岩となって戦えるマネージメントが監督、スタッフ、フ

ロントにきちんと備わっていればより良い結果は生まれたはずです。規模は大きく異なり

ますが、イングランド・プレミアリーグのレスターを見ればお分かりのように、チーム一

丸となって、いかに勝利への機運を高められるかが上位に食い込む切り札ともなりますの

で、来シーズンはしっかり取り組んで参ります。 

2019年には、新スタジアム建設と書かせて頂いたのですが、このタイミングに向かって

スタジアム建設を検討する場というのを今後作っていきたいと思います。一朝一夕にいか

ないところもありますし、県の財政状況を捉えますと、行政からどれだけ新スタジアム建

設に投資できるかという観点もございますが、J2昇格が現実味を帯びる結果を残しながら、

同時並行で検討が進展するよう努めて参りたいと思います。 



 

 

 
 

2020年には、2021 年のスタジアム完成を見込んで、いよいよ J2昇格を射程圏内に捉

える状態まで向上できればと思います。いよいよスタジアムが完成するとなると、最低 1

万人収容のスタジアムで盛り上がりを見せる必要があります。そうなった時に、閑古鳥が

鳴くような雰囲気ではなく、少なくとも 6,000人、7,000人の集客を想定し、また、グ

ッズ売上やスポンサー収益の拡大を見込んで 10億円とさせて頂きました。先ほど 10億円

の収益で J2昇格を目指すとご説明しましたが、正直、現在グルージャを取り巻く環境下で

は、スタジアム抜きでの達成は不可能に近いです。新規ナショナルスポンサー様等から億

単位のご協賛を頂かない限り、観客動員がいわぎんスタジアムの収容人数Maxの約 5,000

人に達しても、7億 5000 万円程が上限となります。8割程度収容しても、6億円台後半

というのがこのスタジアムの限界でもありますので、スタジアムが早く完成するに越した

ことはないのですが、6～7 億円の収益で J2昇格を目指さなけれなならないというのが、

現在の岩手県の実情です。 

 

８．具体的なビジネス施策 

 

最後に具体的なビジネス施策をご説明いたします。この中で、注力施策を 3 点挙げさせて

頂きました。まずは人材基盤であるフロントの強化。時間も限られた中ではありますが、

メンバーの入替を含めて抜本的な改革を行い、足腰を固めるべくしっかりと取り組んでい

きたいと思います。次に、県内に限らず、県外のスポンサー様の獲得にも注力して参りま

す。県内では、現状、大手・中堅を問わず、多くの企業様にご協賛頂いております。こう

した既存のスポンサー企業様により多くのご協賛を頂くことも一つですが、着実に J2クラ

ブを目指す上では、グルージャに親和性を感じて頂いたり、リスタートに向けたチャレン

ジに協賛して頂けるような県外の企業様も積極的に探してくることが重要となります。斯



 

 

 
 

様な中、ユニフォームサプライヤー様は、大手スポーツメーカー様にご協賛頂ける予なっ

ております。3点目として、新スタジアムの建設は、先程申し上げました通り、大きな鍵と

なりますので、なるべく早期に着手したいと思います。 

スタジアムに関しては、簡単に補足させて頂きますと、主に、①民間で作り民間で運営す

る形と、②行政で作って民間で運営する形、③行政で作って行政で運営する形の 3パター

ンがあります。いわぎんスタジアムは③になります。①としては、ヤマハスタジアムや日

立柏サッカー場が挙げられます。 

吹田スタジアムと北九州を例に出しますと、まず、吹田スタジアムは、総工費 140億円で

すが、内訳を見ると、法人寄付 99.5億円、個人寄付 6億円、toto助成金 30 億円、公的

補助金 5.5億円となっています。吹田は、ショッピングモールも併設していることから集

客の相乗効果が図れており、日本における理想形のスタジアムとも言えると思います。北

九州は、ラグビーW 杯・ギラヴァンツ北九州を盛り上げようとすることに関して、おそら

く行政がひじょうに前向きに取り組み、約 70億円を負担して建設に辿り着いた例となりま

す。ウォータープロントで立地も良く、またアクセスも良いので、来シーズンのギラヴァ

ンツの集客には、追い風となるのではないかと思います。 

このようにスタジアムと言っても作り方は様々でして、例えば盛岡市、岩手県でスタジア

ムを作るとなると、果たして民間企業で投資して下さる企業はあるのかどうか、こちらは

私たちも探さなければなりませんが、行政で億単位の投資できるかどうか等、様々な角度

から検討を行い、目指すべき方向を必ず実現したいと思います。 

 

【事前質問に対する回答】 

※事前に頂いた質問の中には、事業計画での説明内容と重複するもの、また、同カンファ

レンスにて、これまでのプレスリリースを超えた回答が難しいご質問もございましたので、

一部割愛をさせて頂きました。本対応につき、ご理解を賜りますようお願いいたします。 

 

■運営（回答者：運営・広報部 部長 渡部輝道） 

Q.地域リーグ時代よりボランティアの人数が減っているように感じるが、現状をどう分析

し、来季以降はどう取り組むのか？ 

渡部：運営・広報部の渡部と申します。1年間ありがとうございました。来年に向けて先

ほど常務の宮野から青写真をお話しさせて頂きましたが、頂いたご質問もそうなので

すが、プラスにすることを大前提としてご回答させて頂きます。 

ご指摘の通りボランティアの人数は減少しております。2月に開催させて頂いたカン

ファレンスでもお話しさせて頂きましたが、今季新しい取り組みとして専門学校と提

携のような形で学生の授業の一環としてボランティアに参加して頂くことをスタート

しました。来季も継続して頂くことで決定しております。現在 3校でこの取り組みを

実施しており、若い学生が実習としてボランティア活動に参加して頂いております。



 

 

 
 

また、今年はいわて国体がありましたけれども、200人のボランティア登録の方がい

らっしゃいます。盛岡市と協力して一人でも多くの方に参加して頂けるようアナウン

スしております。 

 

Q.今季からスタジアム DJ が交代したが声が聞き取りづらいので、今一つ盛り上がりに欠

けていたと考える。来季はどうなるのか？ 

渡部：この件に関しては様々なご意見を頂きました。声が届きにくいという点と音響設備

も含めて費用面を考慮しながら改善に向けて対応いたします。 

 

Q.グルマルを食べる場所、サポーター同士の交流の場の為にテーブルセットを設置して欲

しい。スタンド内で食べるしかない現状が店舗の売上に影響していることはないか？ 

渡部：昨シーズンも同様のご意見を頂きました。申し訳ございません。設置できる日、出

来ない日があり、こちらも費用面も含めて改善に向けて改善をしたいと思います。 

 

Q.グルマルのメニューに女性向け、子供向けのメニューを加えてみてはどうか？ 

渡部：ご意見ありがとうございます。皆さんからもご意見を頂いており各店舗様とはお

話しさせて頂いております。ただ、各店舗様もたくさんのお客様がいることが大

前提となりますので、店舗数やメニューも含めて、すでに来て頂いているお客様

や、新規のお客様に満足して頂けるように改善に取り組んで参ります。 

 

Q.軽トラ市ないしは物産展はできないか？ 

渡部：来季の試合ごとの施策、収入を増やすという点をさらに取り組んで参ります。試

合ごとには変わってきますが、今年滝沢市と連携して実施したものがあったのです

が、それに関わらず岩手県にはまだまだ魅力的なものがたくさんあります。それを

行政、振興局、観光協会を含めて PRできるような場を提供し、スタジアムに来場

されたお客様に楽しんで頂けるような取り組みを行って参ります。 

  

Q.アウェー側のゴール裏看板が、アウェーサポーターの多くがゴール裏中央から見てスタ

ンド側に陣取ることが多いように感じる。現在のような配置ではスポンサー看板が隠れて

しまうので、中央から見てバックスタンド側に集中配置した方がいいのではないか。 

渡部：収入が増えれば必然的に看板の数は増えます。ご指摘頂いた通りでございますの

で、改善に向けて検討して参ります。営業の方も 1社でも多くスポンサーを獲得す

る為に努力しておりますので、スポンサー様にご満足頂けるような広告配置をして

いきたいと思います。  

 

Q.前日準備作業のマニュアル化はどうか。大部分が定型の業務が多かったので、誰でもわ



 

 

 
 

かるようマニュアル化すれば、来シーズン新しい人が増えてもスムーズに作業が進むと思

う。 

渡部：こちらに関してはボランティアさんとのミーティングでも出ておりまして、マニ

ュアルは作成の方向で進めています。今シーズン、ボランティアさんにお手伝い頂

いたのは、前日と当日の準備・撤収作業でした。ボランティアさんに加えて 2014

年からは岩手県サッカー協会のご協力のもと県内の高校生にボールパーソン等で

お手伝い頂いております。それぞれで役割が違いますので、それぞれに則し、わか

りやすいマニュアルの作成をして参ります。  

 

Q.試合後の片付けについて、作業のマニュアル化と作業を指示できる人員の配置を検討し

て欲しい。 

渡部：こちらも先ほどお答えさせて頂いた通りです。ボランティアさんの試合当日、前日

も含めてですが、前半、後半に分けたタイムスケジュール、人数の増員を含めて見

直して参ります。 

 

Q.キックオフの時間は必ず守るべき、フェアプレー賞危なかったのはわかっていると思う。 

渡部：フェアプレー賞はご指摘の通りキックオフ時刻の遅れというのも減点の対象とな

ります。相手クラブにもよりますが、推移としては、グルージャは少ない方です。

きっクオフ時刻が遅れる要因としては、ロッカーアウトが遅れる、進行上の遅れと

いったところが考えられます。運営とチームの方で連携して問題なく進められると

思います。また、アウェーでも同様の事態が考えられます。例えば初めて試合をす

るスタジアムの動線が遠いといったこともありますが、ご指摘の通り今シーズンは

ホームゲームでも遅れることがありますので、より一層チームとの連携を取って、

スムーズな進行に努めて参ります。 

 

 

 

■集客（回答者：常務取締役 宮野聡） 

Q.市民デー、県民デーをホーム残り 2 戦で行った理由は？ハイシーズン中の実施であれば

観戦意欲が冷めずに「次の試合も見たい」となると思うが、何か意図があるのか？ 

宮野：ご指摘の通り、実施に関しては杜撰だったなと言わざるをえません。 来季以降は、

どのイベントも明確に目的をもって行います。 

Q.観客動員に関して他クラブで参考にしているチームはあるか？ある場合はどこのクラブ

か？ 

宮野：事業計画のご説明とも重複しますが、Jクラブだけを見ているわけではなくスポー

ツクラブ全般を見ていかないといけないと思います。かつ、観客動員というのは娯



 

 

 
 

楽産業ですので、エイベックスといった大手企業も参考にし、参考にできる点は一

つでも吸収したいと思います。 

 

Q.イベントの告知が遅すぎる、遅くても 1 週間前には HP で告知の必要がある 

宮野：ご指摘の通り、できる限り周知できるよう努めて参ります。  

 

Q.試合前日の新聞広告の掲載が前日では遅いのでは？この広告の効果をどう受け止めてい

るか。 

宮野：今シーズンは新聞広告でもだいぶ露出していたようなのですが、高額な媒体を活

用できるほど、グルージャに体力がないのが実態です。ですので、クラブの財務

状況に鑑みながら、最大限の効果を得られる露出を検討・実施して参ります。 

 

Q.チラシ配りなどはしないのか？しない理由は？ 

宮野：こちらに関しては比較的費用もかからずに出来るので、いつ、誰が、どのように

行うのが効果的なのかを考えて、取り組んでいきたいと思います。  

 

Q.盛岡駅や市内の大通り、肴町など大々的に試合の告知や試合結果など毎週貼り直す周期

での広報活動を行ってみてはどうか？ 

宮野：試合告知以前に、グルージャ盛岡そのものの認知度がまだまだ足りないのが現状

です。盛岡駅から事務所に向かうまでの間、エンブレムもなければグルージャの

「グ」の字も見ないのが現状ですので、まずは認知度向上の為の露出を増やし、

その中で試合の告知をしていくことにも重点を置いて取り組んで参ります。 

 

Q.同じリーグ内で比較してもグルージャは圧倒的にサポーターが少ない。例えば、もっと

気軽に、楽しくゴール裏で応援したいが、現在のゴール裏は入りづらい雰囲気がある。ス

タジアムを盛り上げる為にも、会場づくりにはチーム側ももっと介入するべきだと思う。 

宮野：ご意見は様々あると思いますが、ゴール裏の応援がなければ Jリーグクラブの

商いとして重要である「スタジアムの雰囲気づくり」ができないので、非常に

感謝しております。ゴール裏の方々のみで、入りづらい雰囲気を入りやすい雰

囲気にしてもらうというのは本末転倒です。ゴール裏での応援の楽しみ方とい

うのはクラブも共に取り組まなければいけませんので、今現在、ゴール裏で応

援して頂いている方々とクラブの連携がまだまだ甘かったと思います。そうい

った背景もございますので、もっと入りやすい雰囲気になるようクラブとして

も取り組んで参りたいと思います。 

 

■強化・アカデミー（回答者：取締役 強化・育成部 部長 中村学） 



 

 

 
 

Q.成績こそ１３位だったが、今まででは考えられないような攻撃的でスペクタクルなサッ

カーを見せてくれたと思う。クラブ側から見た今シーズンのサッカーに対する総括、評価

は？ 

中村：皆さん、こんにちは。今シーズンよりトップチームおよびアカデミーの強化を

担当しております中村でございます。今シーズンはありがとうございました。

2016シーズンは新しく、神川監督、髙﨑ヘッドコーチを招聘し攻撃的なサッ

カーを構築しました。継続してチャレンジ精神を持って取り組ませて頂きまし

た。まずは私どもが掲げるサッカー、「ハードワーク」「チャレンジ精神」「フェ

アプレー」を一つ一つご説明させて頂きます。まず「ハードワーク」ですが、

昨シーズンまでは試合中に足をつる選手、最後まで体力が保てない、その体力

がないことから求めてるサッカーをできない選手が多く見られました。そうい

った根本的な問題を一つ一つ精査していきトレーニングを構築しました。その

成果として試合において選手たちが最後まで躍動する姿を多く見て頂いたと思

います。「チャレンジ精神」ですが、今シーズン掲げた攻撃的なサッカー、ビル

ドアップ能力であったり、縦への推進力を向上させることに特化した日々のト

レーニング、試合での実践を継続して行なってきました。ただそのなかで、ご

存じの通り引き分けの多さですとか、終了間際の自陣でのミスからの失点を多

く重ねてしまいました。攻撃的なサッカーをすることで対戦相手も研究してき

ます。自陣の深い位置からのビルドアップを言われたからやるのではなく、選

手たち自らが考えてプレーするということを今シーズンの積み重ねをベースに

来シーズンさらに向上できるよう取り組んで参ります。「フェアプレー」という

のはご存じの通り、2年連続でフェアプレー賞を受賞いたしました。勝つため

にはルールに則りプレーするということを選手、スタッフ一人一人が肝に命じ

た結果だと思います。こちらに関しては来シーズン以降も継続していきます。

ただ、攻撃的なサッカーということに特化しすぎたという事実もあります。守

備に関しては補強、菊池新監督の求めているサッカーというのが「守備」から

「攻撃」への切り替えのスピードを速くするものなので、守備の改善に向けて

取り組んでいきます。菊池氏を招聘したのも守備の立て直しというのも理由の

一つでございます。 

 

Q.今シーズンはオーバートレーニング症候群を発症した選手がチーム内に複数名出ていた。

筋肉系の怪我人も多かったように思うが、現場の指導に問題は無かったか？そのことに対

するクラブ側の責任は？ 

中村：日々のトレーニングを見直して今シーズンのトレーニングを実施して参りま

したが、ご存じの通り、松田賢太選手がオーバートレーニング症候群となり

ました。安楽健太選手に関してはオーバートレーニング症候群ではございま



 

 

 
 

せん。体調不良ということで本人、トレーナー、ドクターとも話し合いまし

た。 松田賢太に関しても 2016シーズン中に発症したのではなく、昨シー

ズン終盤より本人、スタッフからそういった声が少しではありましたが、挙

がっておりました。トレーナーとも相談し、心のケアであったり、新しい選

手の加入、新しいスタッフの合流という環境の変化に対し、本人とも話しな

がら今シーズンはスタートしましたが、キャンプが終わって盛岡に戻った後、

本人から申し出があり、スタッフ、チームドクター、病院にもご相談させて

頂き、トレーニングを継続することは難しいとの判断を3者で決定しました。

トレーニングの見直しということで先ほども申し上げましたが、選手たちの

想いであったり、フラストレーションといった部分を現場スタッフとフロン

トスタッフ一人一人が選手と密にコミュニケーションを取っていきたいと思

いますので、今後はこういった選手を絶対に出さないよう取り組んで参りま

す。 

 

Q.トップチームが目指すサッカーについては、監督や選手が毎シーズン変わろうとも、継

続性が重要であると考える。しかしクラブとしてグルージャがどんなサッカーを目指して

いくのかが現状ではまだ曖昧なままになっているように感じられる。クラブとして今後目

指していくサッカーはどんなものなのか？ 

中村：先ほども申し上げましたが、グルージャ盛岡は「ハードワーク」「チャレン

ジ精神」「フェアプレー」という 3 つに基づきチームを作っております。こ

れまでグルージャを指揮してきた監督の想い、サッカーに対する戦術、選

手たちに対するアプローチなど、今シーズン続けてきた攻撃的なサッカー

は継続していきたいと思います。そのなかで菊池新監督の求めている守備

をしっかりと構築していく上での攻撃というのを本人とも話しながら確認

しました。攻撃的な姿勢というのはブレずに貫く。守備の徹底を図った上

での攻撃というのを目指していきたいと思います。GK の土井康平がフルタ

イム出場を果たしましたけれども、そこに戦力的な上積みとして中島宏海

（←ブリオベッカ浦安）を獲得いたしました。彼は土井康平、笠原淳と対

等に正 GKの座を競えると思っております。今シーズンはほとんどの試合

で久保海都、畑本時央という二人で CB を形成しましたが、来シーズンは

田中憧（←桐蔭横浜大）が加わり、さらにある J2のクラブから 1名 CB

の選手と契約を締結し、チームに加わる予定です。そういったところで守

備意識を高めて失点を減らし得点は今シーズンより増やしていきたいと思

います。データサービス等でご存じかもしれませんが、攻撃面でのグルー

ジャの数値、パスであったりシュートであったりというのは J3のリーグ内

では 3位以内には入っております。ただし、シュートの決定率、失点数、



 

 

 
 

失点パターンなどのデータをもとに来季にむけて修正・改善を図りながら

さらにパワーアップしたサッカーを皆さまにお見せできればと思います。 

 

Q.誰もが知る客の呼べる選手獲得を検討して欲しい。ただこれらの選手の年俸を考えると

現実的ではないので奈良クラブ岡山一成選手のような J リーグ全体のサポーターからも愛

されているポジティブなイメージのベテラン選手を取りに言ってほしい 

中村：こちらに関しては我々の求めているサッカー、補強ポイントを軸に現場スタ

ッフと打ち合わせを行い補強を進めて参りますので、すぐにご回答はできま

せんが、検討はさせて頂きます。  

 

Q.アカデミーの今後の強化方針を聞きたい。2 年連続で二種登録者を輩出し、下部組織出

身の富士大学鈴木一朗選手を登録したのはアカデミーとしての成果を感じるが、同時期に

ユースを作った秋田は東北プリンスリーグ参入戦に出場するくらい力がついてきている。

そろそろ盛岡のユースも結果が欲しい。 

中村： 今年のジュニアユース所属の選手のほとんどがユースへの昇格が決まってお

ります。今季のユース監督の武藤であったり、アカデミーダイレクターであ

りトップチームのコーチの小川が県内外で精力的に選手を集めて、まずはジ

ュニア、ジュニアユース、ユースの所属選手を増やして強化する。岩手県と

いうのはなかなか面積的に広いので、一関、久慈、県外から通うというのは

ほとんど不可能です。そういった課題をクリアするために盛岡市内の高校等

と提携させて頂いて、そちらの学校に通いながらアカデミーの練習に参加す

るということで、学校側ともお話しさせて頂いておりますので、県外へのス

カウティングといったこともやっていきます。あとは 2015シーズンからユ

ースの選手を2種登録という形でトップチームに試合やトレーニングに参加

させています。また、富士大学から下部組織出身の鈴木一朗を特別指定とい

う制度で TOPチームに登録しました。こういった取り組みも来季以降継続

したいのですが、菊池新監督含めた現場スタッフと話しながら岩手県に還元

できるような成功例を出せるように大学等と綿密に連携を取りながら進めて

参りたいと思います。 

 

 

■事業全般（回答者：常務取締役 宮野） 

Q.ホームゲーム時にコンコース内に掲示していた“フロント３つの約束”の達成状況とそ

の要因を教えて欲しい。 

●１万人の子どもたちと触れ合うことを約束します。 

●Ｊ２クラブライセンス取得に専念した活動を加速していくことを約束します。 



 

 

 
 

●ホームゲーム入場者数１試合平均 2,000 名以上を約束します。 

 

宮野：2つ目と 3つ目に関しては事業計画でもご説明いたしましたが、加速どころ

かストップしているような状況だったので、本当に申し訳ございませんでし

た。動員を含めて来シーズンは向上させられるよう努力して参ります。1つ

目に関しては、今シーズンは約 250 回のイベント参加をしまして、中には

重複して参加した子どももいると思うので累積では達成していないのですが、

約 9000 名の子どもたちとふれあいました。来季以降も実が伴った形で継続

していきたいと思います。 

 

Q.マスコットの製作状況はどうなっているのか？ 

宮野：今シーズンの途中にマスコットの募集をかけさせて頂きましたが、本来は相

当時間がかかるもので、社内での管理が抜けており、Jリーグとの登録の関

係、また、ネーミングも別で募集をかけることになっているので、1年から

1年半はかかります。頂いたデザインはございますので、精査させて頂き、

来シーズンの秋頃になるかと思うのですが、規則に則ったスケジュール管理

のもと、皆さまにとって意義のあるマスコットを製作して参ります。 

 

Q．社内のチェック体制は本当に強化されたのか？二度と同様の事件を起こさないと約束

して欲しい 

宮野：今後については 2度と同様の不祥事は起こしてはならないですし、これ以上

恥を晒さぬよう取り組んで参ります。 

 

Q.2018 シーズンのＪ３ライセンスのためにも、次回の決算時には黒字になる必要がある

と思うが、決算の見込みは？ 

宮野：今回の不祥事から、クラブのマイナスイメージもゼロではなく、なかなか厳

しい状況です。他方、これまでの経営を見てみますと、支出の面において相

当に改善の余地があると思いますので、収支バランスを改善させ、黒字転換

に向けて取り組みます。 

 

Q.ゴール裏の通路と観戦場所が重なり危険なので、改善要望を市に提出して欲しい。観客

増にならないと要望を出しづらいのは理解できるが、訴え続けない限り市は理解してくれ

ないと思う。 

宮野：グルージャに関わらず、高校サッカーやラグビーなど、このスタジアムを使

う団体は全てそうだと思いますので、現状をしっかり確認した上、観客を危

険に晒すことのないよう、行政とも連携するようにいたします。 



 

 

 
 

 

Q.後援会について、来季に向けて会費額の決定や会員募集は、クラブと後援会のどちらが

主体的に行うのか？ 

宮野：このような質問を頂いていること自体がクラブとしてよろしくないことでし

て、現在の後援会はグルージャのファンクラブの位置づけもあり、運営上も

一体のものだと思いますので、どちらが主体的に行うというのではなく、ク

ラブがきちんと管理すべきだと思います。今後は、コスト削減をしつつ現在

後援会に入会して頂いている方々には負担なくスムーズに満足していただけ

るものをご提供できるよう取り組んで参ります。来季の会員募集も早々にし

なくてはならないので、現在後援会を運営して頂いている方々と話し合いの

場を持ち、募集を開始したいと思います。 

 

Q.他のプロスポーツとの協力をしてみては？ 

宮野：同じ盛岡を拠点にしているのは岩手ビッグブルズさんですが、県全体でいう

と釜石シーウェーブスさんも活動されております。これまであまり連携をし

て来なかったようなので、今後はしていきたいと思いますし、ビッグブルズ

さんに関しては同じ盛岡市ですので、日曜日の 13時に我々が試合をして夜に

ビッグブルズさんが試合をするというのが年間で 1試合または 2試合程度あ

るそうなので、様々なところで連携していきたいと思います。  

 

Q.応援マネージャーの採用は良いことだと思うが、人選や活動内容は変えていけるはず 

宮野：採用は良いと思いますし、人選に関して、今シーズンは B-famさんに活動

して頂きましたが、地元でこのような活動をされている存在というのは貴

重だと思いますし、人選や活動内容も含めて、今後、益々実り良いものに

なるよう、検討していきたいと思います。 

 

Q.グッズを充実してほしい（ex. コンフィットシャツの販売をして欲しい。） 

宮野：今シーズンまでサプライヤーをして頂いた SVOLME 様が発売したグッズ

というのは種類で言うと限定的だったと思います。その他グッズもござい

ましたが、より購買意欲が湧くものを販売できるよう努めて参ります。  

 

Q.シーズン前後に県知事・盛岡市長への挨拶はしているか？ 

宮野：こちらに関しては実施しております。他方、行政とタッグを組むという実

になっているかというと決してそうではないと思いますので、挨拶・陳情

だけではなく、しっかりと前向きに捉えて頂けるような提案にしていきた

いと思います。  



 

 

 
 

 

Q.クラブ関係者のネットリテラシーの徹底をするべき。 

宮野：ネットを含めた情報管理については現状はまだまだ甘い部分がございます。

チーム、フロントを含めたメンバー全員の管理の徹底を行って参ります。

内部情報が漏れたり、あらぬ噂が広がるというのはクラブはもちろん、フ

ァン・サポーターもいい思いはしないことでございますので、細心の注意

を図って参ります。 

 

【質疑応答】 

質問者：ホームゲームの際にアウェーのゴール裏の手伝いをしていたのですが、こういっ

た作業をクラブから人員を割いてもらえないか？今シーズンはアウェーのサポー

ターで危険な人物がいなかったので問題なかったが、もし何かあった時に責任が

持てない。 

渡部：いつもお手伝い頂きありがとうございます。大変感謝しております。これまでは

クラブの運営する人数であったり、ボランティアさんの人数が少なく大変ご迷惑を

おかけしました。基本的にアウェーのサポーターの対応というのは相手クラブの運

営担当が行なっております。横断幕については来シーズンクラブの方で責任を持っ

て対応して参ります。 

 

質問者：質問をしても結果は変わらないと思うが、ユニフォームカラーを変更した経緯を

聞きたい。また、集客に関して先ほど来季は見直すとのことだったが、具体的な

施策は？ 

宮野：ユニフォームカラーについて決まった背景ですが、前提として赤、白、黒をチー

ムカラーとし、白を基調としたユニフォームを使用してきました。今回リスタート

を切るなかでスタジアムの雰囲気や集客が足りないこと、スタンドがある程度埋ま

れば白であってもそれなりに雰囲気や圧というのが出るのでしょうが、現状では白

い旗を振っても寂しさがあるという意見もございます。今回赤に変更した背景は、

先程のご説明の通りとなります。2点目の集客に関する具体的な施策ですが、コス

トが掛けられないなかでいくつか検討しているのが、1つは SNSの活用です。今

も運用はしていますが、さらにチームの情報を効果的に発信できるように、HP含

めて具体的に今は申し上げられませんが、順次検討したものを実施していきます。

2つ目が、先ほども申し上げましたがファンクラブの強化です。現状の入会方法は

HPから PDFをダウンロードし印刷・記入して振り込みという形式ですが、ネット

上での決済ですとか入会のしやすさなどを含めてしっかりと拡充したいと思います。 

さらに、のぼりやタペストリー、チラシ配りと言ったコストを抑えた認知度拡大の

活動をしていきたいと思います。来シーズン開幕まで年末年始を除くと残り 80日



 

 

 
 

ほどです。これまでグルージャが行ってきた施策として、新聞広告、テレビへの出

演、テレビに関してはオファーの場合とこちらからアプローチして出演させて頂く

場合がありますが、なるべく試合の日程が伝わるように多角的に取り組んでいきた

いと思います。また、余談ながら、グッズにしても販売場所は主にクラブ事務所に

しかなく、また、買いたくてもサイズがないといった買いづらさがあると思います。

今回、新しくサプライヤーになって頂くメーカー様とは密に連携し、質・量、およ

び販売方法といった観点で改善が図れるよう取り組んで参ります。 

 

質問者：後援会発足時の趣旨と活動実態が伴っていないと思う。常務はクラブと後援会は

表裏一体と話していたと思うが、クラブとしてどう考えているのか？足並み揃えて

しっかりと会員を増やす努力をしないといけないのでは？もう一点は、今シーズン

のスタジアム DJ は個人的にダメだったと思う。音響の問題もあると思うがはっき

り言って何言っているか全くわからない。強く変更を要望します。 

宮野：名誉会員等には錚々たる方がいらっしゃり、現在後援会を運営して頂いている方々

の人脈やネットワークというのは非常にアドバンテージだと思います。一方、仰っ

て頂いたように中身がどうなのかはきちんと精査しなくてはなりません。また、ク

ラブが後援会の活動をアシストしているかというと、正直薄いように思います。現

在、クラブ・後援会で互いにプラスに働く部分を維持・継続するべく話し合いの場

を持っており、近々結論が出ると思います。中身に関しては、ファンクラブとして

のあるべき姿をしっかりと築いていき、1 月中旬の新体制発表前後迄にはしっかり

と体制を整えたいと思います。 

渡部：スタジアムDJは私の方から回答させて頂きます。先ほどもご説明させて頂きまし

たが、頂いたご意見をもとに改善にむけて取り組んで参りますが、2015シーズン

までスタジアムDJをして頂いた方が果たしてベストの選択なのかという点も踏ま

えて検討いたします。岩手県内でトークが上手く、若い方がいるかもしれませんの

で、慎重に進めたいと思います。 

 

質問者：ユニフォームカラーの変更に関して個人的にクラブに対し不信感と失望感がある。

クラブが未来に進むにあたり絶対に変わってはいけないもの、周りの環境の変化に

合わせて変えなくてはいけないもの、様々あると思うが、変えてはいけないものと

して、クラブの理念と同じくらいユニフォームカラーというのは大事だと思う。冒

頭でクラブの理念がなかったという話が出たが、そういったものがないから、変え

るものと変えてはいけないものの見極めが出来ていないと思う。HP に掲載されて

いるチームカラーの由来は本当に素晴らしいと思う。クラブのアイデンティティと

してこの色で 10 数年間戦ってきた。それくらい重要なものなのにサポーターとの

充分な対話がないまま変更が決まってしまった。そういう風な意思決定をしている



 

 

 
 

時点でフロントの体制は変わってないのではないかと個人的に思う。イメージチェ

ンジの意味合いがあるとのことだが、そもそも誰に対して訴えかけたいのか？白自

体に問題があるとは思えないし、そもそもクラブの認知がされていないなか、色を

変えたところで効果は薄いと思う。生まれ変わる手法として色を変えるというのが

ベストだとは思わない。違うなら違うと否定して欲しいのだが、不祥事の件でパル

コホームがすごい金額を出したとのことだが、パルコホームの意向で変更の要望が

あったのか？社長が就任時に話していた「サポーターファースト」「地域に愛され

るクラブを作りたい」という言葉が個人的に嬉しかった。ぜひともこういったサポ

ーターの声に耳を傾けて欲しいし、こういった意思決定が本当に愛されるクラブを

作るということにつながるのかをもう一度よく検討して欲しい。少なくとも今の時

点で赤いユニフォームを着て赤い旗を振って応援しようという気持ちにはならな

い。 

出席者：説明できないのか？それだけ気持ちがないのでは？急に変わると言われても新し

く旗を作るお金はない。それとも新しくグッズを買わせる為に変えるのか？そもそ

もどうやってクラブが出来てから応援するようになったといったことを全く考え

てないのでは？ 

宮野： こちらには 11 月から赴任させていただいたのですが、リーグ側から求められた

期限までにユニフォームカラーの申請を行う必要があり、事前にサポーターの方々

との対話を行なった上で、赤への変更を決めたと伺っております。他方、実際は十

分なコミュニケーションが取れていないことから、こういった状況となってしまい

ました。クラブの理念を来シーズンからしっかりと定めていく旨は先ほど申し上げ

ましたが、ユニフォームカラーの白に対する普遍的な想いは、サポーターの皆さま

にもあると思います。我々の説明が不十分であったことは事実ですので、大変申し

訳なく感じております。今こうして説明に窮しているのは、来シーズンのユニフォ

ームカラーを決定した背景として、想いや理念といった部分で非常に安易だったと

言わざるを得ません。皆さまとの今後の関わり方といったところでマイナスからの

スタートとなってしまいますので、今日のこの場での話の終着点を見出すことはで

きませんが、決まってしまったからしょうがないという訳では全くなく、しっかり

と納得して頂けるようご説明をさせて頂きたいと思います。 

出席者：２０１８シーズンは？ 

宮野：2018シーズンに白に戻すことは、ルール上問題ございません。 

出席者：それでまたコロコロ変えるのはどうなのか。もし仮に変更するとなると、次にど

んな不祥事が起きようとグルージャの色は赤にならなければならなくなる。それ

だけの覚悟や気概というのはあるのか？赤だけでなく青や紫など何でも良かっ

たのではないのか？赤は同じ J3で東北の福島も赤であるし、J クラブの中で唯

一 1stが白というのは少ないながらも我々のプライドでもあった。海外ではレア



 

 

 
 

ルやバレンシアなどいくつかあるが、日本では白を採用しているクラブはない。

確かに我々に説明して頂いた場もあったが、その時点ではすでに決定していたの

か？あの場で我々に意見を求めるのではなく、決定事項を通達される場だったの

か？肌の色は変えられない。それと同じくらいユニフォームカラーというのは重

要なもの。そういう認識はあったか？ 

出席者：変更をすることによる効果を見込んでいると思うが、それが得られなかった場合

は 2018シーズンから戻して欲しい。 

菊池：生まれ変わったつもりで来シーズンはリスタートを切るという強い想いがあって、

その中の一つとして、同じ色でスタジアムを染めたいと考えた時にその想いを表

現するのは赤が良いのではないかと。クラブで持っている白、赤、黒の 3つの鶴

の色のうち、チームとしてもクラブとしてもリスタートを切るにあたり赤が最も

ふさわしいのではないかというのが、1stと 2ndのカラーを入れ替える大きな理

由でした。 

出席者：これまでの成績から生まれ変わたいというのはクラブだけでなく、ファン・サポ

ーターもそうだとは思う。ただ、その手段としてユニフォームの色を変えること

が果たして本当にふさわしいのだろうか？見栄えや好き嫌いはさておき、スタジ

アムを白に染める取り組みは充分だったか？そこの改善が図られない限りはま

ばらに赤がスタンドにいるだけなのでは？赤い鶴はいない。本当に生まれ変わり

たいなら“グルージャ“という名前を捨てても良いのでは？不祥事＝グルージャ

のイメージであり、ユニフォームの色までは岩手県民は知らない。グルージャ＝

白のイメージは浸透していないし、不祥事が起きたら「グルージャが悪いことし

たんだね」としか思わないと思う。今シーズンは観客動員が約 1100 人だった

と思うが、今後 2000人に増えたとして、半分くらいはユニフォームカラーを

知らないと思う。○○盛岡だとか、岩手○○とクラブ名を変更した方がよっぽど

イメージは変わる。不祥事も全て含めてグルージャ盛岡だと思う。ユベントスが

カルチョスキャンダルを起こした時に縦縞のユニフォームを赤黒に変えたか？

カーディフというイングランドのクラブがタイの企業に買収された時にユニフ

ォームカラーを青から赤に変更しようとした時、サポーターがかなり反対して青

のままになった話がある。我々の数では届かないと思うが、会社は我々のことを

そういう風に見ているのではないか？もう変更できないとはわかっているが、も

う少し我々の声を聞いて欲しい。 

出席者：来シーズンはゴール裏に赤いユニフォームと白いユニフォームが混在することに

なると思う。初めて観戦する人に対してその状況を全員に説明できるのか？行政

やスポンサーに変更の経緯をしっかりと説明できるのか？それができないとス

タジアムを建設する、収益を増やすなんていうのは無理。 

出席者：こういった話をこれまでクラブと一緒に戦ってきた我々となぜ一緒に話し合って



 

 

 
 

くれないのか？誰が決定したかはわからないが、社内に反対した人はいなかった

のか？草サッカーのチームではないのだから、「来年からユニフォームを変えよ

う」なんて軽く決められるものではないだろう。社内に反対する人がいないのは

異常だと思う。 

渡部：私が偉そうに言える立場ではないですが、皆様にお聞きしたいのは、グルージャ

のクラブカラーというのは、白だけでしょうか？少し話が逸れますが、他のクラ

ブでいうと赤とは言いつつもブルー、グレーと3色持っているクラブもあります。

皆様の認識の中では白のみでしょうか？僕の勉強不足で大変恐縮ですが、これま

でのクラブの歴史としてユニフォームカラーではなくクラブカラーというのは白

だけでなく黒と赤という認識はございませんか？ 

出席者：白に差し色で赤や黒が入るイメージ。赤と黒はあくまでサブカラーとなっている

はず。以前のHP ではそう明記されていたはず。 

渡部：クラブ内にはそういう認識の者もおりますが、皆さまと赤と黒に関する認識の確

認をさせて頂きました。 

出席者：そもそもこのクラブの白という色が決まった経緯として、クラブ設立にあたりク

ラブからクラブカラーを公募するという通達があった。それで多くの人の意志で決

まったのが白。その当時から長く応援してきた人の想いというのをクラブ側には感

じ取って欲しい。少ないながらもこうしてこの場に出席しているのだから、社長も

就任して間もなく大変なのはわかるが、もう少し我々の声に耳を傾けて欲しい。安

易に決断したとは思わないが、クラブというのは会社だけで動いているのではなく、

我々のような存在もあるのだから、そういった姿勢というのは正して欲しい。 

出席者：来シーズンのユニフォームデザインは出来ているのか？そのなかで赤と白の比率

を半々にしたデザインには出来ないか？ 

出席者：このままでは結論が出ない。クラブは早急にコアなサポーターとの話し合いの場

を設けるべき。客観的に見ていて来シーズンは難しいのではと感じるが、2年後、

3年後の話を我々サポーターに対して納得できる説明が欲しい。ただ、先ほど話

していた方も言っていたように個人的に鶴は白だと思う。 

 ユニフォームカラーの問題はひとまずさておき、私が事前に送った 3点の質問の

うち 2点が割愛されている。ちなみに事前に送った質問は法律にもとづいたもの

であったので、答えにくいだろうとは思っていたが、それならそれで冒頭でその

旨を伝えるべきではないか？どうでもいいと言ったら語弊があるが、そこまで重

要でない質問ばかりを小手先で答えていたように思う。隠蔽体質というのを経営

陣を刷新したのであれば、そういった悪しき習慣というのも払拭して欲しい。社

長と常務には基盤ができるまで長期でやって頂きたい。 

宮野：繰り返し大変申し訳ないことに、ユニフォームカラーに関しては今日この場に来

るまで、皆さまと本当にどのような摺り合わせが行われていたかを完全に把握で



 

 

 
 

きておりませんでした。非常に大事な問題ですし、一サッカーファンとしてグル

ージャを見てきたなかでの認識は、白でした。サポーターの方と変更について話

し合いの場を持ったとは伺っていましたが、ここまで摺り合わせができていない

まま今日を迎えてしまったことについては誠に遺憾ですし、先ほど仰って頂きま

したように、早急に改めてご説明させて頂く場を設けさせて頂きたいと思います。 

 2点目の事前質問についてですが、ご指摘頂いたように冒頭で申し上げるべきで

した。前副社長に関する質問はいくつか頂いておりましたが、一つ一つご質問に

対し、これまでのプレスリリース以上のことをお答えできる状況にはなく、今後

も、弁護士にも相談させて頂きながら、適宜、進捗をご報告していきたいと思い

ます。大変申し訳ございませんでした。この点も含めまして、透明性を持たせら

れるよう今一度徹底し、頂いた質問には密にコミュニケーションを取るよう努め

て参ります。今後とも何卒よろしくお願いいたします。 

菊池：先ほどご指摘頂いたようにサポーターの方々としっかりと話し合いの場を持ち、

どうすべきかの判断を取ることに関して会社として良くなかったと思いますので、

その点についてはお詫び申し上げます。大変申し訳ございませんでした。 

 

【代表取締役社長 菊池賢より挨拶】 

長時間にわたり本日はありがとうございました。今のお話の通り、一番のところはユニフ

ォームカラーのところだとは思いますが、腹を割って膝を突き合わせて、進めていかなけ

ればならないなということを肝に銘じてさせて頂きましたので、しっかりとお話しさせて

頂ければと思います。ご納得頂けないことも多々あったかと思いますが、今後の話し合い

で少しでも前に進められるようにご協力頂きたいと思います。今後ともご声援のほど、よ

ろしくお願い申し上げます。本日はありがとうございました。 

※１２月２１日（水）にクラブＨＰ上にて「ユニフォームカラーに関する追加説明会」開

催のリリースを行い、１２月２３日（金・祝）にいわぎんスタジアム会議室にて実施。 

※次ページより当日の議事録を掲載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ユニフォームカラーに関する追加説明会 議事録 

 

日時：2016年 12月 23日（金・祝） 10:00～11:00 

会場：いわぎんスタジアム 会議室 

出席：(株)いわてアスリートクラブ 

 代表取締役社長         菊池賢 

 取締役 強化・育成部 部長   中村学 

 取締役 事業・営業部 部長 髙橋理 

    運営・広報部 部長  渡部輝道 

 

【代表取締役社長 菊池賢より挨拶】 

おはようございます。株式会社いわてアスリートクラブ 代表取締役社長の菊池でござい

ます。どうぞよろしくお願いいたします。先日 12 月 18日（日）にサポーターズカンフ

ァレンスとしてお集まり頂きました。そこでご意見を頂戴いたしました、ユニフォームカ

ラーに関する追加の説明会ということで、急遽な日程ではございましたが、本日はお集ま

り頂きまして誠にありがとうございます。 

 

【代表取締役社長 菊池賢よりユニフォームカラーに関する追加説明】 

それではユニフォームカラーについて追加説明をさせて頂きます。 

なお、前回は不参加で今回からご参加される方の為に、簡単にではございますが、前回の

振り返りをさせて頂きます。 

前回のカンファレンスにおきまして青写真を元に説明させて頂きました。今後、様々な

方々がこのグルージャ盛岡に関わっていく、あるいは関わって頂く為にも、今日のような

場のように、コミュニティーを増やす事で、今後のグルージャ盛岡に変化が現れる事を信

じて皆様と共に進んで行きたいと考えております。 

やはりクラブカラーそのものに対する想い、これまでの経緯、こういったところをしっか

り見極め共有した上で、行うという段階などを、より着実に踏み、クラブ運営を進めてい

かなければなりません。そういったなかで前回のカンファレンスにおいて来シーズンのユ

ニフォームカラーの 1stを赤、２ndを白にさせて頂きたいとのことをお話しさせて頂き

ました。その件について様々なご意見を頂戴いたしました。その件に関しまして、非常に

急ではございましたが、本日追加説明会という形で皆様にお集まり頂いたという経緯でご

ざいます。 

前回のカンファレンス後にサポーターの皆様から頂いたご意見を踏まえ、即座にクラブ内

での検討を行いました。併せましてＪリーグ、先日リリースさせて頂きました、来シーズ

ンよりサプライヤー様ともそれぞれ協議させて頂きました。 

先程の繰り返しとなりますが、クラブの判断だけでなく、想いやこれまでの経緯をしっか



 

 

 
 

り見極め共有し、聞いた、聞いてないということを避けることを、クラブとして念頭に置

いて本日の開催となりましたことをご理解頂ければと思います。 

並行して、Ｊリーグに問い合わせたところ、全 54 クラブのカラーバリエーションを突合中

であるとのことでした。結論として、タイミングとしてはギリギリではございますが、現

時点であれば、変更は可能との回答を頂き、「グルージャ盛岡が責任をもって対応する事」

を条件に了解を得ました。 

また、アンダーアーマー様からも、カラーバリエーションを変えることなく、1stユニフォ

ーム・2ndユニフォームの入れ替ることでご理解を頂き了承を頂きました。 

その結果を踏まえて、今回のユニフォームカラー決定に関して、ユニフォームカラーをこ

れまで通り 1stをホワイトで継続することで決定いたしましたので、皆様にご報告させて

頂きます。 

この度のカンファレンスにて、11月に一部のサポーターの皆様とユニフォームカラーの変

更についてお話しをさせて頂く機会がございました。変更の是非に関する我々の認識の甘

さを痛感したと同時に色々気づく点も多々ありましたし、改めて、過去の経緯・継承しな

ければならない事も再認識させて頂きました。 

今後、来シーズンを通じて集客等について、サポーターとしてできる事は何かなど、皆様

と定期的に意見交換だけではなく、良きアイデア・実施ができるよう進めて頂ければ大変

ありがたくと思います。 

 

【運営・広報部 部長 渡部輝道より補足説明】 

先ほど社長よりご説明させて頂いたことが基本的には全てとなります。今回の追加説明会

を本日開催した理由ですが、Ｊリーグにも早急に回答しなければならないということもあ

りましたし、クラブ内での共有も急がなければならない。皆様にご心配頂いていることも

ございましたので、本日の開催の運びとなりました。先日のカンファレンスにて頂いた貴

重なご意見に関しましてはクラブ内で改善に向けて努めて参りますので、ご理解頂ければ

と思います。 

 

出席者：今後このようなカンファレンスを来シーズン開幕前に開催予定はあるか？ 

渡部：前回のカンフレンスにおいて今後クラブとしてもこういったミーティングを年間

を通じて行なっていきたいとの認識となりました。時期はまだ未定ですが、内容

として事業、集客、運営、強化に絞ったものなのかわかりませんが、開催予定で

はございます。皆様にはなるべく早くご連絡できればと思っております。 

出席者：その開催告知について前回のカンファレンスの開催告知がおそらく１週間前にさ

れていたと思う。地元の人間のみでやるならそれでも構わないが、関東からもそ

ういった機会があれば参加したいという人はいると思うので、告知から開催まで

の期間をもう少し空けて欲しい。サポーターというのを職業にしている訳ではな



 

 

 
 

く、それぞれ仕事も持っている。それぞれが日程を調整しながら試合であったり

こういった場に参加しているので、会場の都合もあるとは思うがそういった部分

を考慮して頂けると大変ありがたい。 

出席者：質問ではないが、一言言わせて頂きたい。まずは色々あったが今回のクラブの決

断に感謝したい。高い授業料を払うことになったが、これを機にクラブも我々サ

ポーターも成長できればと思う。リクエストとして、今回のようなことを繰り返

さない為にも再発防止策を取って欲しい。今後クラブが続いていくなかで、クラ

ブとして変わってはいけない理念といったものを文書なりに落とし込み、共有す

ることで、二度と同じことは起きないと思うので、そういった部分への取り組み

をして欲しい。 

菊池：ご意見ありがとうございます。今回の件は本当に教訓にしていかなければならな

いですし、二度と同じことを繰り返さないようクラブとして取り組んで参ります。

今回の反省を踏まえて皆で共有して前に進み、サポーターの皆さまと気持ちを一つ

にして一岩となっていきたいと 思っておりますので、今後ともよろしくお願いい

たします。 

本日は急遽ながらお集まり頂きありがとうございました。 

 

以上 


