
2019第 1回サポーターズミーティング議事録 
 

開催日：2019年 2月 23日(土) 

 

１．堀江 代表取締役会長兼社長より 

 本日は大変お忙しい中お越しいただきましてありがとうございます。また、常日頃はパルセイロに対しまして熱いご

声援をいただいておりますことに、この場をお借りして感謝申し上げます。 

 皆様と共に歩んできたこのクラブですが、おかげさまで 30 周年を迎えます。これを機になお一層気を引き締めて、

また原点に返って皆様と共に歩んでいきたいと思っております。本日私の方からは、クラブの考え方、2021 年までの

ビジョンについてお話しさせていただきます。 

 

【クラブ理念・スピリットについて】 

 「ともに歩み、夢を実現するために」という理念が我々のスタートです。クラブ創設 30 周年ということで、改めてこの

原点に戻って、我々がいかに地域の皆様とパートナーシップを強くするという点をもう一度見直していきたいと思って

おります。その中で我々のスピリットを共有していきたいと思います。常日頃言っておりましたが、改めて新年のスタ

ートに全スタッフがそろった場で話を致しました。また、トップ・レディースチームが始動する際にも選手たちに対して

話を致しました。 

 我々のスピリットとしては、①姿勢。「常に全力を出し切る」ということ。②育成。皆様と共にという意味も込められて

おりますが「共に成長する」ということ。③郷土愛。それから我々は地域の皆様に支えられているクラブだということを

認識し、地域の皆さんに常に笑顔と元気を提供していくこと。これを常にクラブスタッフ、選手みんなが心に刻んで活

動していこうと確認しました。この理念・スピリットについてはクラブハウスの至るところに掲示し毎日意識できるよう

にしております。 

 それと共に、次の 3 つのことを徹底したいとお願いしました。「ガバナンス」組織を規律すること。「コンプライアンス」

常識のルールを守ること。「アカウンタビリティ」常に説明責任を果たすこと。これは当然サポーターの皆様に対しても

です。皆様から様々なご意見をいただいてきた中でしっかりとした説明ができていない中で、こうしたサポーターミー

ティングを開催しますが、なかなか実行できなかったりしてきました。今後はできるだけフィードバックしていこうと考え

ているところです。 

 

【スローガン「一体感～for Dream～」について】 

 「一体感は自然に発生するものでスローガン適切か」というご意見もありました。このスローガンを決めた際に 5 つ

の一体感を醸成していこうとクラブとして統一を図りましたが、まだまだ、この 5 つの一体感がしっかりとできていない

ということで今シーズンも一体感をメインに掲げました。～for Dream～に関しては、もう一度原点に戻り、我々は夢の

実現を目指しているクラブであるということ。常に夢を追いかけよう、皆様と夢を共有しよう、ということを込めて掲げ

ました。新体制発表会ではしっかりと説明ができておらず、お叱りをいただきました。そのあとホームページの方で説

明の追記をしましたが、この件についてはお詫び申し上げます。 

 

【2021年までのビジョンについて】 

 ホームタウンの皆様との連携を強化していこうと、今年は「ホームタウンパートナープレーヤー」と称しそれぞれのホ

ームタウンに担当選手を配置いたしました。これからの活動がしっかりとできていくのか、しっかりと検証していく必要

がありますが、出来るだけ選手を表に出して活動をしていきたいと思っております。 

 「総合型スポーツクラブとしての地位の確立」「ブランドの浸透・定着」「組織の充実」を図っていきたいと思います。

組織体制の充実に関しては、クラブの経営規模だとか様々な問題があるのですが、できる限り専任の人間を置ける

ような体制を少しずつ取っていきたい。それから「経営人材の配備」については、やはり将来のことも考え若いフロン

トスタッフ・若い経営陣に切り替えていかなければならないと思っております。 

 売り上げ規模については、今年は大変厳しい成績になってしまいました。この責任は私に全てある訳ですが、大き

なマイナスとなってしまいました。様々な原因がありますが、検証して立て直さなければならない現状です。一昨年は

7億円を超える規模になりましたが、昨年は 6億 7千万、約 96％の規模になってしまいました。これをもう一度 J3 の

間は 7 億円以上、また J2 に昇格時すれば 10 億円以上の売り上げ規模を目指して行きたいと思います。J リーグを

通じて公表されている通り、どのクラブにも累積の損失はあるものですが、我々も累損を何とか早く解消していけるよ

うに利益を積み上げていきたいと思っております。 

 環境整備の問題につきましては、我々だけでは解決が難しい問題です。現状、行政の皆様に練習場などについて

協力をしていただいておりますが、近い将来、専用の練習場とクラブハウスを是非整備したいということで様々な動

きを始めました。ただ簡単なことではなく、様々な条件や困難があります。我々が地域に還元するということはこうい



った点をしっかりと整備することだと思っております。 

 2012 年に作成した成長概念図からは修正をしておりますが、2021 年までは以上の流れで活動していきたいと思っ

ております。 

 具体的には後ほどお話しいたしますが、トップチームに関しては、とにかく J2 昇格という目標を持っております。こ

の 3年の間に J2に昇格し、定着をする。そして J1昇格争いに加わり、J1を目指す力をつけていきたい。体制は、育

成型クラブということで、若手選手を積極的に登用して少しずつ平均年齢を下げていきたいと思っております。昨年

の平均年齢は 27.8歳で、今年は平均 24.3歳くらいです。3歳ほど平均年齢は若くなりました。ただ、若い選手ばかり

で良いかというとそうではなく、いかにベテランと融合してチーム力を上げていくかと考え、今年はスタートしておりま

す。また、J リーグも育成に力を入れております。「ホームグローン制度」は、2022 年より J2/J3 で導入されます。J1

は 2019 年から導入されます。やはり我々もアカデミーの選手が育成部門でただトレーニングをすればよいということ

ではなくて、いかに地元の選手たちをトップチーム、レディースチームに上げるかを考えていきたいと思っておりま

す。 

 観客動員については、ここ数年、大きな減少傾向にあります。この原因については、しっかりと分析しながら、今年

はもう一度平均 4000人の壁を越えたい。J2昇格後には 8,000人以上の集客をしたい。またファンの獲得のためにも

地域貢献、ホームタウンとの連携、練習会場の充実ということをトップチームでは上げています。 

 レディースも同じように若手選手が多く加入しております。各種年代の日本代表に選出される選手もおります。こう

いった選手を輩出し、息の長いチームにしていきたいと考えております。次のステージとしては日テレ・I 神戸の大き

な壁があるかと思いますが、割り込んでいけるような成績を残していけるようになりたい。また、まだ決定したわけで

はございませんが、なでしこリーグ選手のプロ化についても動きが出てきております。クラブとしても、プロ化の動きに

合わせた準備をしている状況です。観客動員については平均 3,000 人を目指します。レディースも減少傾向にありま

すが、何とか増やして日本一奪還を目指していきます。地域貢献や環境整備についてはトップと同じですが、レディ

ースの場合はアマチュアで活動しております。様々な地元の企業様にご支援をいただいておりますが、プロ化に向け

てこの 3年間で条件整備をしていきたいと思っております。 

 アカデミーについても頑張っておりますが、まだまだ北信越で戦えるレベルのカテゴリーはございません。今年より

U-15が北信越 2部リーグに復帰を果たしましたが、北信越で戦えるような状況ではございません。これを何とか 3年

の間にレベルアップしていきたい。やはり、長野スタイルという育成のスタイルをしっかりと作り、コーチ陣の育成も併

せて行っていきます。また、地域チームとの連携・指導者の派遣、夜間は現状投光車を使用し練習していますが夜

間設備のしっかりとしたグラウンドについても考えていきたいと思っております。 

 普及については、スクール・巡回指導の充実等、我々の活動を理解していただけるような活動をしていきたいと思

います。問題点については、地域浸透、観客動員、地元のサッカーファミリーとの連携などのいわゆるつながりの強

化とかですけども、真摯に受け止めて考えていきたいと思っております。過去 30年の間にも様々な試練がありました

が、その状況を乗り越えてきました。乗り越えていく中で、皆様にいろんな場面で支えていただきました。そういった

意味では我々も頑張りますが、皆様にもいろんなご支援を頂き支えていただければと思います。 

昨年の最終戦で、私は「クラブは変わらなければいけない」と申し上げました。小さな変化かもしれないですが、ク

ラブが少しずつ変わる姿を皆さんと共に共有していきたいと思っております。そういった意味では今日のような、皆さ

んとの対話の機会を大事に考えたいと思いますし、今後いただく皆さんからの意見を真摯に受け止めていきます。た

だ、どうしてもスタッフの人数には限りがあり、やりたいこともうまくいかないことも多々あります。そうしたことも十分ご

理解いただいた中で、我々を支えていただければと思います。 

 

２．東海林 強化本部長より 

 本日はたくさんの方々にお集まりいただきましてありがとうございます。 

 まずは自己紹介をさせてください。東海林秀明と申します。生まれは神戸です。小中高校生と神奈川県の藤沢で育

ち、サッカーをしていました。大学は東京農業大学に進学し、卒業後はスポーツメーカーのミズノに就職しました。そ

の後基本的にはずっとサッカーに携わった仕事を続けてきました。そして、実は長野にも 2012年 5月より 3年半、真

田町の菅平に住んでいました。 

 

【トップチームについて】 

 今シーズンのチーム編成についてです。まずは去年の 12月 4日信濃毎日新聞のスポーツ欄に、10位という成績を

踏まえてという内容が記事に出ました。この記事の内容についてはいろいろと総括してまとめられてはおりますが、

実際に中に入ってみないとわからないことが多々あります。表向きは、なかなかメンバーが固定できずリーグ戦を戦

った結果、このような成績になったということです。それと同時に、2014 年に J3 がスタートして、2015 年にはスタジア

ムが完成し、今年はスタジアム 5 年目を迎える年になり、お客様の来場の推移も年々減っていると記事には書かれ

ています。 



過去 5年間の J3から J2に昇格したクラブのデータについて資料を作りますと、まず 2014年にパルセイロは素晴

らしい成績を収めています。美濃部監督のもと 2位。そして得点の平均が 1.76点、平均失点が 0.7点。これは素晴ら

しい成績です。今のレギュレーションだったら絶対に昇格しています。残念ながら当時は入れ替え戦があり、勝てま

せんでした。宇野沢選手 16点、勝又選手 9点。2 トップの選手が非常に活躍していた。スタイルとしては堅守、そして

攻撃力もあったチームでした。他の昇格したシーズン・チームを見てみますと、まずレノファ山口の得点は平均 2.67

点。得点した選手は岸田選手で 32点と、これはすごい数字です。そして他にも二ケタ得点の選手が 2名おり、これは

理想的な形ですね。失点は 1 点台でしたので決して良い数字ではなかったのですが、それを上回る攻撃力があった

ということです。あとは町田ゼルビアですが、ここは明らかに堅守速攻。軸となったのは、現在は引退しましたが GK

の高原選手が 36 全試合出ていました。昇格したチームというのはやはり根拠があるものです。そして、横山監督が

率いた栃木 SC は 2016 年に 2 位で、残念ながら昇格できませんでした。得点は少なかったですが、低い失点率でし

た。大分は片野坂氏が 2016 年に監督に就任し、今では J1 です。やはり指導者の継続性というのも大事ではないか

と思います。そして 2017年、横山監督率いる栃木 SCは昇格しました。秋田は残念ながらライセンスが無かったため

昇格は出来ませんでしたが、この時も得点率は低かったのですが堅守でした。 

昨年 2018年は FC琉球。圧倒的な攻撃力で昇格したイメージがあるかと思いますが、やはりここにも 2ケタ得点の

選手が 3名いました。そしてもう一つ琉球のトピックスだと思うのは、ほぼレギュラーが固定していた点です。8割以上

リーグ戦に出場していた選手がレギュラー選手のうち 7～8名います。琉球にはそういった特徴がありました。 

以上のことを振り返ってみた中で、今年長野はどういった編成にするのかという話です。初めからネガティブな話し

をします。人件費の削減です。私が就任して最初に委ねられたのは「人件費を含めて 3,000 万削減してください」と言

われました。これは非常に厳しいことで、約 7 億円の運営規模のクラブが 3,000 万円の削減というのは、正直チーム

が成り立ちません。ですが、戦えるだけの選手をそろえなければいけない。当然、契約更新でそうした話をしなけれ

ばならない。12 月に契約更新のヒアリングをした中で、残念ながら他のチームに移籍した選手がいます。レギュラー

だった河合選手、寺岡選手、田中選手。上のカテゴリーに移籍したのでしょうがないとは思います。監督については、

経験値があり育成年代の指導経験もある監督をリストアップしました。新聞にも報道されましたが、当初は別の候補

者でした。ただ監督の実績・経験、そして年齢も若い、また湘南でヘッドコーチをしていたということで厳しさも持ち合

わせている。若返りをしなければならないチームにはそうした指導力のある監督が必要ということで、横山監督にオ

ファーをしたということです。 

そして若い選手の獲得。皆さんもご存知かと思いますが、私が 2年間過ごしたガンバ大阪から妹尾選手、J1・J2 ト

ータルで約 80 試合出場しています。J2 で 10 得点を挙げている木村選手、そして、神戸で左 SB として頑張っていた

アンダー世代の日本代表でも経験のある山口選手。育成型の期限付き移籍になりますが池田選手、そうした若い選

手を獲得しました。経験値という意味では、どうしてもベテランに頼らざるを得ないですが、若手でも十分経験してい

る選手はいます。アカデミー出身だったり、アンダー世代日本代表だったり。こうした選手を獲得しました。昨年も竹

下選手、堂安選手と非常に良い大卒選手が加入して活躍しました。今年も G 大阪のユース、そして同志社大学を出

た吉村選手。大学の全国大会で活躍した大城選手、地元出身でもあるリュウ選手、そして立川選手。立川選手は関

西 No1の GKですが、非常に高いポテンシャルを持った選手だと思います。 

 そしてチームコンセプトですが、横山監督も新体制発表会にてお話をしました。まずはメンタル面です。①ポジティ

ブ・アクティブ②レスポンシビリティ③パッション・アンビション。これが大きな 3つのテーマです。①ポジティブ・アクティ

ブは、試合も当然ですが常にトレーニングから積極的な姿勢を出さなければならない。でないと試合で相手を上回れ

ない、というのを強く言っています。一次キャンプ、二次キャンプに私も行きましたが、ピッチには非常に良い緊張感

が漂っていました。そしてオフザピッチではチームの活動、ファンサービス、私生活、先ほど堀江社長からもありまし

たが、やはり地域に密着したクラブとして長野の為に何ができるかという点を選手一人一人に考えさせたいなという

所です。②レスポンシビリティ。これは「責任」です。チームの一員としてそして長野の為に責任感を持ってしっかりプ

レーする。それと同時にそのためには日頃の自己管理が大事ですよと。そして③パッション・アンビション。これは勝

ちたい気持ちが伝わる試合。これだけ素晴らしいスタジアムがあるのですから、選手が躍動しないとおかしいですよ

ね。常にスタジアムが沸く。そういうシーンを多くする。その為の情熱・野心・野望。下のカテゴリーから上に上がるた

めには、ひたむきさ・野望がないとやはり無理だと思います。ですから今年の目標は「J3優勝・J2昇格」を目指します。

もしこれが果たせなかったとしても、それを目指す上で過程というものをしっかりと身につけなければいけないと思い

ます。それが無ければ将来的にも絶対に上がることはできないと思っています。だからこういった目標をもって日々を

過ごしていくということ。先程お話ししたメンタリティのところ、それを持ち続けていることが「J3優勝・J2昇格」に近づく

と考えています。 

 過去を振り返りますと、失点は非常に少なくて良い成績です。改善すべき点は得点。だからこそ昨年・一昨年といろ

んなストライカーが多く在籍したと思います。横山監督はチームの伝統である堅守を維持しながらも、もっとチャンス

を作ろうと、だから多攻という言葉を使っています。そして全員守備、全員攻撃、全員切替。堅守とは何か。いいチー

ムは基本的に失点が平均 1点以下と少ない。そしてパルセイロの色でもあります。多攻とは、攻撃の回数を増やすこ



と。シュートの数、相手の陣地に侵入する数、そしてペナルティエリアの中にいかに多く侵入するか。相手の守備を上

回ること。そして攻撃のバリエーション。横山監督がピッチの中でよく声を挙げているのが、いわゆる起点を多くしろと

いうことです。例えばボランチ起点、ワイド起点、サイド起点、スリーバックジョイン、ペナルティエリア内の人数を増や

せ、それとセットプレー。そういったところをキャンプの中で日々行っています。 

今シーズンの目標を具体的な数字に落としたいと思います。まず得点は 58 点。1 試合平均 1.7 点。そして失点は

30点。1試合平均 1点以下にしたい。そして勝ち点は、1試合で 2点取るということで 68点。これを目標としたいと思

います。こうすれば何とか 2 位以内には入れるかと思っています。これを目指してやっていくことで、もし今年が無理

でも来年、再来年以降絶対につながってくると思います。 

そして何よりも私が一番大切だと思っているのは、このスタジアムにたくさんのお客さんに来ていただくこと。ファン

サポーターの皆さんが一緒になって楽しんでくれること。私は南長野運動公園が今のスタジアムになる前に、ホーム

ゲームとして使わせていただいたことがあります。その時はまだ高麗芝で、コンクリートの観覧席しかなかった場所で

す。素晴らしいスタジアムがその場所にできて、日本中に誇れるスタジアムだと思います。皆さんは何度も足を運ん

でいただいているかと思いますが、ホーム開幕戦は私にとって初めてとなりますので、今からすごくワクワクしていま

す。やはり選手が 90分間走り続けるためには、皆さんの歓声が絶対必要になります。 

私の話は以上になりますが、先ほど堀江社長からありましたように、皆様のお力で一人でも多くの方に、素晴らし

いこのスタジアムに足を運んでいただくようにお声がけいただき、ホームゲームにおいてはこういったスピリッツを 1

試合でも多く、最後までしっかりお見せできるようなチームを作っていきたいと思います。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

３．堀江社長より（レディースについて） 

 昨年まで強化本部長をしておりました小笠原唯志が、今シーズンはコーチに就き、同時にレディースの強化も担当

することになります。本日はトレーニングを行っていますので欠席しております。代わって私よりお話しさせていただき

ます。新体制発表会の際に本田監督がプレゼンを行いましたが、7年目のシーズンになります。今シーズンは大幅に

選手が入れ替わったことも事実ではございますが、6 年間積み上げた長野らしさを貫き通したいと。長野県出身選手

3 名を含む高校生年代 5 名の若い選手が加入し現状 20 名体制のチームとなっております。とにかくこの選手たちを

育てて、なでしこ 1 部で活躍できるステージを作りたいというのが今年の戦い方です。個では各年代で日本女子代表

に選出されたり、高校年代では全国大会でもトップレベルの選手がいます。ただ、なでしこ 1 部に入れば当然体力面

や試合勘の面で劣っている部分があります。それを何とか本田監督は育てたい、とにかくここで若手に切り替えて、

ここ数年後にプロ化となった時にパルセイロを背負って立つ選手を育てていきたい。また長野らしさを貫き通しながら

育成をしていこうという事が今年のポイントでございます。 

それから観客動員についても、長野は全国的に見ても関心度が高いと感じています。昨年はリーグ戦では I 神戸

に平均観客数を抜かれてしましましたが、カップ戦を含む全試合を見ると、長野は依然リーグ 1 位となっております。

このことを本田監督も非常に大事にしております。とにかく長野から女子サッカーを発信していきたい。これを常に考

えながら今年も戦っていきたい。昨年の主力選手がほとんど抜けた中でも、若い選手が伸びることで、絶対になでし

こリーグで活躍できる選手が育てながら今年は戦っていきたい。従って、今年は正直な話、降格争いをするかもしれ

ません。ですがとにかく先を見た戦い方をしたいというのが今の本田監督の考えです。ですからそれには、皆さんの

後押しが本当に必要になります。ポテンシャルを持っている選手が本当にいます。先日の千葉での交流戦では、シュ

ヴェスター在籍の中学生 2名の選手を含めて試合をしています。中学生がなでしこ 1部のチームと対戦することは他

のチームではあまりありません。そのくらい、今のシュヴェスターという下部組織の選手を含めた選手を何とか育てた

いという表れです。勝敗もあるかと思いますが、そういった意味でのクラブの考え方を是非理解していただき、後押し

いただきたいです。今年は W 杯イヤーです。成績によっては女子サッカーがまたブームになるかもしれません。その

際に、長野で育った若い選手たちが次のW杯等に出る選手ことが、地元にとっても大切なことだと思いますし、そうい

った育成をするチームにしたいと思っておりますのでご理解いただき応援いただければと思います。 

 

４．丸山 育成普及本部長より（育成について） 

 みなさまこんにちは。30 年前にできた長野エルザというチームが今はこういったクラブになったということに驚いて

おります。初めてこのサポーターミーティングに参加させていただきました。2001 年に最初のサポーターが一人生ま

れ、それが少しずつ増え、今ではゴール裏がオレンジ色に染まっている姿を見ると本当に感無量でございます。私は

教員を長くやっておりましたがこの度育成本部長としてクラブに戻ってまいりました。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

ジュニアユースを 2005年に立ち上げて、今年入る選手が 15期生となります。それからシュヴェスターを 2014年に

立ち上げ、当時中学 1 年生だった選手が今年高校 3 年生になります。ユースですが、市立長野高校との関係があり

ましたが、完全に独立して昨年初めて高校 3 年生までそろいました。こういった状況で今年の育成年代は進んでおり



ます。 

それぞれのカテゴリーの今年の戦いですが、まずユースは一昨年 3部リーグから 2部リーグに昇格し、昨年 2部リ

ーグで優勝し今年は長野県 1 部リーグで戦います。U15 は昨年長野県の 1 部リーグで見事優勝し、北信越リーグと

の入れ替え戦にも勝ち、北信越リーグ 2部に昇格いたしました。今年はさらにその上の北信越 1部リーグを目指して

戦います。U14 は昨年長野県北信リーグ 1 部 3 位です。残念ながら長野県リーグの 2 部には昇格できませんでした

が、U14では何を目指しているかというと、U13の時に主に我々は個を成長させようということをやっており、勝敗はも

ちろんですがまず個の育成を目指しております。それを U14 ではピッチを広く使う。個からグループへ。グループから

チームへ。という戦い方を広げていきたいと考えています。U14 ですから中学 2 年生です。しかし戦っているリーグは

全員中学 3 年生のチームです。前期のうちはなかなか難しいですが、後期になるとピッチいっぱい幅を使って相手を

広げてプレーすることができるようになっています。それがU15に繋がっていっています。続いてU13です。昨年北信

越リーグでしたが 7 位という成績で降格してしまいました。今年は長野県のリーグになります。ただし先程言いました

通り、個の育成、1対 1での勝負という面に一番主眼を置いています。足の速い選手をトップに置いて、守ってポーン

と蹴って点を取って勝つという方式もあるにはあるのですが、我々はそれをしたくありません。まず 1年生の時に 1対

1 で勝って、そして中学 2 年生の今度はグループに繋げていきたいと考えています。ですから、我々は降格について

は、残念なことではありますが、それほど大したことだと思っておりません。申し訳ないですが。この年代は勝負より

も個人の成長を一番に考えています。 

次にシュヴェスターです。長野県で唯一女子の育成一貫組織として存在しています。他にもクラブチームはありま

すが、こうしてアカデミーの中で活動しているのは我々だけです。主な戦いの場は北信越女子サッカーリーグです。

このリーグには、中学生から高校生まで全員出ます。相手は大学生や大人で、非常に厳しい戦いですが何とか残留

しております。U15、U18 でも選手権大会があるのですが、長野県では優勝できるのですが北信越には大きな壁があ

りまが、そこを何とか乗り越えていければと思っております。 

育成ということですが、昨年は高校 3 年生だった GK の牛越選手が 2 種登録でトップチームに在籍しました。残念

ながら試合には出られませんでしたが、彼は大学に進学が決まり、現在大学のトレーニングに参加しております。将

来的にはまた戻ってきてくれればと思っております。ユースからはこうした選手を今年も出していきたいです。ユース

とトップとは、ユースの選手が昨年も何人か練習に参加したりしましたので、今年も継続していきたいと思っておりま

す。それからシュヴェスター出身の中村選手です。シュヴェスターから高校は常盤木学園に進学し、今年レディース

に入団しました。彼女はシュヴェスターができた頃に入ってきた選手で、その頃も 10 番を背負いエースとして活躍し

ていました。常盤木学園高校ではインターハイで優勝、選手権で準優勝。いずれもチームの中心選手でした。そうし

た選手が地元に戻ってきて今年は活躍してくれるだろうと思います。また、もう一人紹介したいと思います。ジュニア

ユースの 4 期生で、柳沢翔人という選手がおりました。とてもいい選手で、4 期生の時に初めて長野県クラブユース

選手権で優勝した際に中心選手で、その後柏ユースに進みました。城西国際大学に進みサッカーをして、今年から

アカデミーのスタッフとして戻ってきてくれました。我々としては、育成の中で育った子たちが選手として、あるいはス

タッフとして戻ってきてくれることに非常に嬉しく思っております。 

最後になりますが、先ほど社長の話にもありました通り、育成の方も本当に地域の方々と地域のスポーツ関係者、

サッカー関係者と一緒になってこの地域のサッカーの向上を一番の目標に頑張っていきたいと思います。もちろん

我々の中からトップの選手を出す、レディースの選手を出す、というのも最終目標にしますが、やはり長野エルザか

らパルセイロに続く理念は、この地域全体のサッカー・スポーツに対する熱を上げていきたいということだと思います

ので、その為にアカデミーも存在すると思っています。先日も長野市、北信全体の指導者の方々とパルセイロと、指

導者交流会をやりました。これからも地域の方々と連携しながら地域のサッカー熱を高めていきたいなと思っており

ます。以上です。ありがとうございました。 

 

５．井原 営業事業本部長より（営業について） 

 私からは、営業事業本部としてスポンサー様関連につきましてお話しをさせていただきます。なんといってもスポン

サー様からの協賛料・広告収入がクラブ運営、会社の経営の根幹を成しているところです。今年も必死になって活動

しているところであります。成績にも伴いまして、2016 シーズンは約 3 億 4 千万円強で、2017 シーズンが上回り 3 億

5 千万円でした。昨シーズンにつきましてはまだ決算状況が確定しておりませんが、若干の増収見込みとなる予定で

す。今盛んに 2019 シーズンのスポンサー様に対してセールスをしておるところですが、今の状況としては順調にそし

て様々な方面からご紹介いただきまして新規のスポンサー様も確定してきております。皆様方におきましては「ここへ

訪問してみてほしい」等のお話しがございましたら是非お寄せいただきましたらすぐに動いて参りますので、よろしく

お願いいたします。先程もありました通り、地元選手が多く入りましたのでそうした意味でも、広告・スポンサー収入、

入場者収入も上げていければと思っております。今年も皆様方のご支援をいただけますよう、どうぞよろしくお願い申

し上げます。 

 



６．旗手 運営担当より（トップチーム試合運営について） 

 冒頭に堀江社長よりご説明がありましたが、今年の入場者目標は 1 試合平均 4,000 人とし運営をしていきます。基

本的な考え方、ねらいとしては 3,500～4,000 人をベースとした人数を目指すことになるかと思います。その為には街

に出て PR したり、選手がサポーターと触れ合う機会を増やしたり、試合の日の前座を活用し団体を呼び、ダンスや

マーチングバンド、保育園のお遊戯など発表の場としてスタジアムを提供できればと思っております。大きな集客の

ポイントとなる試合としては、開幕戦、富山戦、群馬戦、讃岐戦、最終戦の 5 つの試合かと思います。この試合で

5,000 人を集客することで、平均 4,000 人を達成できるかなと思っています。明日にリリース予定となりますが、富山・

群馬・長野で共に集客増、またお客様に楽しいものを提供できるように一緒に企画していく予定です（※バトルオブ上

信越）。その他、ホームタウンデーを年 2 回計画しております。ホームタウンとの連携を強化し、ホームゲームでのホ

ームタウンPRだとか、16市町村が一体となってやるイベントを企画している最中ですので、これを年 2回出来ればと

思っています。また、30周年事業として記念試合を秋口に企画する予定です。今年は 1万人チャレンジと銘打って試

合をすることは今のところ考えておりませんが、この 30 周年記念事業という所でいろんなイベントを考えて集客につ

なげられればと思っております。 

 また、今シーズンの運営についてですがゲートの配置や会場の作りに大きな変更はございません。ただ、出店につ

いては皆様においしいグルメをたくさん楽しんでいただきたいと思っておりますので少し改善した部分があります。低

価格出店エリアの追加をしております。ホーム入場ゲートからアウェイゲートへの方向にスペースがあるのですが、

そのエリアを低価格で出店できるように設定いたしました。これをすることにより、出店料の部分でネックに感じてい

た出店者さんが、出店しやすくなるのではないかと思います。それから、行政さんが持っている出店者リストを共有さ

せていただき、新規の出店としてアタックしております。また、過去に出店した方々に再度お願いをしたり、交渉して

いきたいと思います。広報の部分でも出店者さんと連動しておいしいグルメを伝える工夫をしていきたいと思います。 

 ここからは、Jリーグの運営管理規定の変更点についてご説明いたします。Jリーグと日本サッカー協会が連動して

運営管理規定を設けようということになりました。運営管理規定に記載されている違反行為をした人に対して、施設

からの退場を命じたり、物品等の没収措置をとることができる。これが Jリーグだけではなく、協会主催の試合を含む

ことがあると記載されることとなりました。どういうことかと言いますと「クラブからの無期限入場禁止を通達された人」

「協会が主催する日本代表戦や天皇杯で無期限入場禁止を通達された人」は J リーグも代表戦も天皇杯もすべての

公式戦において無期限入場禁止となります。仮に、パルセイロから無期限入場禁止を命じられてしまうと、どの試合

であっても入場できなくなるということです。こうした人の情報は、日本サッカー協会や J リーグ、全クラブで共有され

ます。写真などでのゲートでの照合は現実的に不可能になりますので実施はされません。処分の解除については、

通達を出したクラブからのみとなります。 

 また、クラブとしての観戦ルールでは大旗の使用について変更点があります。いわゆる L フラッグ以上の大きな旗

ですが、今までは「ゴール裏 1 階席最前列のみ」の使用可能でしたが、ゴール裏 1 階席全体で使用できるようになり

ます。ただし、金属製ポールを使用する大旗は今まで通り最前列のみになります。それ以外の通称「ぐにゃ旗」と呼

ばれるようなものについてはゴール裏全体で使用 OKです。 

 入場者数が落ち込む中、ここが踏ん張り時だと思いますし、皆さんのご協力を頂きながら一緒に盛り上げていけた

らなと思います。 

 

７．河端 運営担当より（レディース試合運営について） 

 今シーズンよりレディースの運営担当をいたします河端と申します。昨シーズンは普及部のコーチをしており、今年

で長野 2年目となります。よろしくお願いいたします。 

運営としての目標について大きく二つ、お話しします。一つ目は『リーグ年間入場者数 1 位の奪還』です。これは、

レディースがなでしこリーグ 1 部に昇格して以来ずっとリーグ 1 位を走ってきましたが、昨年は I神戸さんに抜かれて

2位となりました。今年は日本 1に戻したく、目標としました。具体的には 1試合平均 3,000人という数字になります。

なぜかというと、過去 2016年からの数字ですが、I神戸さんと上位を争ってきた例年の入場者数をみると、3,000人と

いう数字を目指すことでリーグ1位という目標はおのずと達成できると考えています。カップ戦を含めると、昨年もリー

グ内 1位ではあり、サポーターの皆様に多くご来場いただいていています。リーグ戦としての 1位も目指せるポテンシ

ャルは持っていると思います。達成するためには、地域の方に応援してもらえるチームを目指します。今年は昨年か

ら大幅にメンバーが入れ替わっており、若いチームになりました。運営側としては試合のコントロールは出来ません

が、安定した運営をして安心してスタジアムに足を運んでいただくためには、地域に愛されるようにならなければと思

います。具体的には、「選手の情報及び試合情報の露出を向上する」「選手との距離感を縮められるイベントを行う」

「スタジアムイベントの充実」の 3つです。 

選手情報や選手との触れ合いの距離を近くすることで選手個人も愛され応援してもらうきっかけになればと思いま

す。また、スタジアムでのイベントを充実させることで、スタジアム全体で試合も盛り上げられると考えています。そこ

でまずはスタジアム外での出店が今までなかったレディースですが、新たに提案することができるようにしました。 



二つ目は『女子サッカーの普及』です。なでしこリーグに所属する長野のチームとして、我々が先頭に立って女子

サッカーの普及を担っていくという点について責任があるのかなと感じております。 

具体的には、レディースのホームゲームの前座で 50～100名規模のガールズサッカー教室の開催を予定しており

ます。また、スタジアム以外での県内イベント（様々な団体が主催するイベント含む）にレディース選手やコーチを派

遣して、普及を向上することができればと思います。サッカーイベント以外にも、地域のイベントにも積極的に参加し

ていければと思います。 

レディースの運営目標についてのお話しは以上となります。どの目標も、地域の皆様の協力と一体感で、共に目

指したいと感じています。よろしくお願いいたします。 

 

８．坂本 管理本部長より（ホームタウンについて） 

 時間が押しておりますので簡単にお話しいたします。ホームタウンについては、今年からホームタウンパートナープ

レーヤーを設置しました。ホームタウンについて多く知ってもらう為に重点的に活動していければと考えております。

現在ホームタウンでも広報していただいており、各庁舎へ担当選手のバナーを今後掲出いただく段取りをしておりま

す。ホーム開幕戦では、各市町村の旗を、子ども達が持ってピッチに入場するような企画をし、各ホームタウンと共に

協力していくという想いをアピールできればと思っております。ホームタウン全体で 50万人います。一体感でホームタ

ウン活動の方も行っていきたいと思います。 

 

９．満田 事業部長より 

 新しい取り組みについて 2点お話しいたします。1点目はグッズに関わる点です。時代の様々な流れに対応し、キャ

ッスレス化について調整しております。これまでもクレジットカードの使用について要望をいただいておりましたが、手

数料等について折り合いがつかず実施できずにいました。まず今年は開幕より「PayPay」を使用できるようにいたし

ます。現金が無くてもスタジアムでグッズを購入いただけることが可能になります。PayPay については恐らく J リーグ

初のクラブになりますので我々が先頭を切って活用していきたいと思います。2 点目は今年の一体感のスローガンに

あるように、サポーターの皆様と一緒に、今後のクラブの発展についてディスカッションできる機会を作りたいと考え

ています。仮に「ドリームサロン」という名前で、月に 1 回程度開催し、様々なテーマを設けてざっくばらんに会話でき

ればと思います。これについては 4 月より定期的に実施していきますので、実施日等決まりましたらホームページで

告知していきますのでご確認ください。 

 これからのよりよいクラブづくりを是非皆様と一緒に目指すことができればと思っておりますのでどうぞご参加くださ

い。 

 

１０．質疑応答 

 

■質問１ 

―拠点整備のお話しがありましたが、選手にストレスを与えない練習環境についてクラブとしての考えを教えてくださ

い。リバーフロントから拠点を移動することも考えているのか等簡単に教えてください。 

―回答：堀江 

 現在長野市内には天然芝で常に使用できるグラウンドはリバーフロントしか無く、人工芝のグラウンドもございませ

ん。そのような環境の中で、サッカー人口も増えてきており飽和しておりますのが現状です。我々は行政サイドに改

善を求め、リバーフロントには昨年 2面のサッカーコートを増やしていただきました。ただ平日は良いのですが土日の

練習では使用できない状況にあるのは変わりません。また、レディースとアカデミーは夕方から夜にかけての練習で

すが、河川敷なので照明を常設できず、投光機を使用しております。やはりグラウンドが他にあればこの現状は変わ

ると考えています。簡単にはいきませんが、クラブとして専用の練習場を確保できるよう少しずつ動いています。その

為の資金等問題はございますので、この 2～3 年にかけて調整していきたいと思います。もう 1 点難しいのは長野市

内にグラウンドが作れるような用地がないということです。農地転換がなかなかきかないのが現状です。行政や外部

団体を通じて情報入手をしておりますが、そういった現実も理解していただければと思います。ただ、選手にストレス

を与えたくないという想いがあります。昨年は東和田の陸上競技場の芝を養生していただきましたので、リバーフロ

ントと東和田の両方を活用して練習していきます。また、使用費用頻度が多く芝の傷みの問題もありますので、ハイ

ブリッド芝を導入いただけないかとお願いもしております。少しずつ現状が動いているのは事実です。私は長野県サ

ッカー協会の副会長もしておりますが、長野県の中でも松本にグランドが集中的しており、周辺は少ないという現状

です。今後長野市や他の市町村にも現状の環境改善要求する活動しております。そんな中飯綱町においては廃校

利用として、パルセイロのみだけではなく地域の子どもたちへの良い環境を提供するため、来年度グラウンドを作っ

て頂くことになりました。 

 



■質問２ 

―集客の為にターゲットとする年齢層はありますか？また新規の方を増やすことも具体的に考えたほうが良いかと

思いますが、いかがでしょうか。 

―回答：旗手 

 まずターゲット層ですが、お子さんと付随する家族をメインにとらえたいと考えています。例えば前座のサッカーイベ

ントに参加するお子様につきそう両親や、孫の姿を見るおじいちゃん・おばあちゃんなど。サッカーだけではなく、お

遊戯やダンスパフォーマンスなども同じだと思います。これまでスタジアムに来るきっかけがなかった方でも、子ども

がきっかけでスタジアムに来て、サッカー観戦をしてもらえればと思います。そういった意味で、いろんな団体を呼び

込みたいと考えております。 

 また、SNSについては新たに Instagramを取り入れることも含め積極的に考え、活用していきます。今シーズンのホ

ームページの選手紹介ページには、選手個人のアカウントもリンクしております。選手も含めて SNS の活用をしてい

くつもりです。地道なことではありますがしっかりとできればと思います。 

―回答：堀江 

 現在、J リーグの活動の中でも、他クラブの新規獲得施策について共有をしております。その中でやはりどのクラブ

も子どもを増やすことに重点を置いています。特に地方のクラブはどのように子どもの来場を増やすべきかを考えて

おり、同様に弊クラブも活動していく予定です。また、サッカーファミリーが観戦に来るのが少ないというのが現状で

す。各種別の大会、クラブの予定が J リーグの試合日が多く重なっています。これについては協会にも、出来るだけ

J リーグの観戦に行けるように日程を考慮できないかとお願いをしております。プロのサッカーを見ることが、子ども

たちの良い教育にもなります。そういった細かいことの積み重ね、ライト層の獲得にも繋げて生きたいと思います。皆

様の方からも、もし良い提案などあればお聞かせいただければと思います。 

 

■質問３ 

―2 年前のサポーターミーティングにて、堀江社長から話があったことを記憶しておりますが、パルセイロを立て直す

ためには美濃部 GM が必要であったと。先程東海林さんからも継続性が大事だとありましたが、果たして美濃部さん

の 2 年で何が成果だったか失敗だったのか、など踏まえて、また強化担当が変わった今回の人事について聞きたい

です。 

―回答：堀江 

 これまでの美濃部さんの経歴やクラブの考え方などからして彼をGMに任命しました。全てのチーム編成からクラブ

の運営に至るまで社長の次に権限を任せている立場の GM としてご苦労頂きました。この 2年間確かに成績が悪か

ったこともありその点がクローズアップされますが、クラブに良い変化を与えて頂いたりした部分と中々変えられない

部分とがありました。今シーズンに向けて何度も話し合いを持つ中で少しずつクラブとの考えに相違が出てきたこと

もあり、ご本人との話し合いの中で 3 年目に向けて合意に至らなかったのが今回の決定理由です。強化担当につい

ても同様に、何度か話し合いを持ち強化担当それぞれの考えや意向、そしてクラブの考え方とのすり合わせもしまし

た。理想と現実のギャップ、J1・J2 とは違う J3 の特殊性等、お互いに話し合いを進める中で考え方の食い違いが生

まれました。そのような経緯での交代であり当然継続性の重要性は理解しておることも理解して頂きたく思います。 

 今回の監督の人選については初めて私も東海林と一緒に行い、監督へ直接交渉も致しました。東海林からもあり

ましたが、彼も長野に骨をうずめるつもりで来ています。継続性を持った指導を期待しています。 

 

■質問４ 

―アカデミーについてのお話しが先程ありましたが、知り合いの方のお子様がアカデミーに所属しており、聞いた話

なのですが、クラブに魅力が感じられないことや指導者が変わることに混乱があるとのことです。保護者の方に伝わ

っていないのではないでしょうか。 

―回答：丸山 

 ユースの方は、昨年ようやく 3学年揃った年です。そういった中で、各年に 1年ずつ昇格してきましたので簡単に言

うと、昨年が本当のスタートだったのではと思っています。当然子どもたちの中には、高校選手権に出たいと考える

子が多いです。松本山雅のダイレクターは私の友人なので彼にも聞いたのですが、ようやく今年初めて、ユースに誘

った選手が全員ユースに上がってくれたそうです。それまではやはりユースへ誘っても高校でサッカーをやりたいと

いう選手が多かったそうで、それは他の J リーグクラブでも同じだそうです。もっと言うと、2 年生とか途中で全国を狙

える強い高校の方に転じてしまう子もいます。確かに、我々のユースは実績がありません。一番は、ユースからプロ

の選手が出ることや、強豪の大学に進学することだと思いますが、それをまず目指したいと思います。先程出た話で

はありますが、大学に進学した子もいますし、ユースの価値を少しずつ高めていければと思っています。それから、

指導者が変わることについては、コーチもプロの世界ですので、彼らもステップアップしたいという気持ちもあります。

ただ先程お話ししたとおり我々は一貫性をもってアカデミーの指針を持っています。毎年反省をしながら修正もして、



ただ勝てばいいのではなく、将来的に各方面で活躍できる選手を育てていく方針で活動していきたいと考えています。

ユースは今年強豪と多く戦わなければならないので厳しいとは思いますが、頑張ってくれると信じています。保護者

の方に対しては、この 3 月 16 日に選手・保護者全員に対して合同説明会を実施しており、これは毎年行っているも

のでこういった話をしているのですが、今回このようなご質問をいただいたということは、機会を持ってもう一度話をし

た方が良いなと思いました。 

 

■質問 5 

―お子さんの年齢層と家族を狙う集客をするとお話がありましたが、今圧倒的に高校生や大学生、20 代前半の層が

少なかったりするので、その年代を増やすことについてはどのように考えていますか？ 

―回答：満田 

 実際、リーグ全体を見てもその層は一番低い水準にあります。部活、バイトなど、他の娯楽がある中、自らのスポ

ーツ観戦の優先順位が低いことが要因だと思います。集客についてアプローチする際に、考え方として同じ PR 費等

を使う中で、可能性の低いその年齢層を狙うより、ファミリー層やシニア層を狙うことを優先してきたので、果たして考

え方を変えたほうが良いのか、というのは今後の再検討事項だと考えています。 

 


