
■事前質問への回答とそれに対する質疑応答 

 

① 百年構想クラブ申請への道筋(申請に伴う課題、いつ J３へ参入する目標か) 

【回答】 

クラブのロードマップ 

2021 年 11 月末までに百年構想クラブを申請 

2022 年シーズン 4 位以内、J3 ライセンス基準クリア 

2023 年 J3 参入 

 

・申請に伴う最大の原因 

債務超過の解消、または債務超過解消の目途を立てることが最大の問題。 

前身のアイゴッソ高知設立時から赤字決算が続いている。 

(原因としては JFL 昇格、Ｊリーグ参入したいという気持ちで財政上無理をしてきた) 

百年構想クラブの認可においては債務超過解消、もしくは解消の目途を立てるということ

が必須のため黒字化や増資により解消する。 

現在、増資を含めて各所に依頼中の段階。 

 

・ホームタウンの首長から応援の承認 

高知県からの協力について最終承認得られていない状態。 

Ｊ3 ライセンス基準を満たす県内のスタジアムは春野陸上競技場。 

ホーム戦のうち 80％以上春の陸上競技場を確保しなければならないが、高知県では陸上関

係者との調整がついていない(ただし確認したのは 2018 年時点) 

JFL に上がった現在の状態で再度依頼する。 

 

 

【質問】 

コロナの影響なども経営に影響すると思うが、実際のところ債務超過はなんとかなりそう

か？ 

【回答】 

クラブ単体で黒字化、債務超過解消は時間が必要。 

既存スポンサー、株主、自治体、経済団体へ協力を依頼して乗り越える必要がある。 

行政からの出資を模索している(高知県、高知市には相談している)。 

他の四国三県クラブは自治体が出資していて自治体が筆頭株主ということで、それ自体は

イレギュラーではない。ただし、高い公共性が求められるため県民が望んでいと認められる

が必要。 

皆さんからそのような声を発してもらいたい。 



それと同時に県内経済団体からスポーツクラブを応援してもらうよう働きかけている。 

自治体からの出資については時間を要するため今年 11月の時点で解消している状態でなく

とも解消の目途が立つ状態までは持っていきたい。 

 

【質問】 

J3 入会条件のホーム戦平均観客動員 2000 名以上をクリアするための施策はあるのか 

【回答】 

昨年はホーム戦 8 試合(うち有観客試合７試合)で平均 667 名。 

2000 名をクリアするためには地道に選手が地元との交流を図っていくことが必要と考えて

いる。 

また、地方クラブの強みであるマスコミの力を借りてうまくクラブを PR していく。 

ただし大前提として魅力のあるサッカーや快適なスタジアムづくりが必要なので、そこに

も注力する。 

 

集客につながるようなアイデアがあればぜひ皆様からいただきたい。 

クラブスタッフは人手不足で集客イベントまで手が回らない。 

県庁やスポンサー企業などまとまった数のチケット購入協力の輪を広げていきたい。 

 

 

② 今シーズンの目標・順位・勝ち点 

【回答】 

今シーズンの目標(順位)は 8 位内。 

ロードマップである 2023 年Ｊ参入を果たすことが第一。 

そのための 2022 シーズン 4 位内に入るということを照準に今シーズンのチーム編成を行

い、27 名の選手のうち 14 名が新加入という体制になった。 

勝ち点としては 40 をなるべく早く達成する(10 勝 10 敗 10 分けで勝ち点 40) 

 

【質問】 

昨シーズンも目標 8 位と聞いたが実際は 14 位だった。初めての JFL を戦って厳しいリーグ

だと実感した。 

今シーズンも同じ 8 位を目標にする根拠は？ 

【回答】 

昨年も目標を 8 位に設定、実際は 14 位だったというのはおっしゃる通りで力不足を痛感し

た。 

今年はそこに改めてチャレンジ、昨年できなかったことを乗り越える意味でも 8 位に設定。 

勝ち点 40 についても過去の傾向から勝ち点 40 以上が 8 位に入る目安となる。 



新加入の大卒の選手 10 名は JFL で戦うスキルは持っており、スタメンに新加入選手が多く

入る可能性があるいう現場の声も聞いている。 

したがって競争が激しい状況は作れている。 

開幕までの状態を総じてみると、手応えは感じている。昨シーズンよりも良い結果を期待し

ていただきたい。 

 

 

 

③ 年間パスポートを販売しなかった理由は？ 

【回答】 

昨シーズン、試合数が半減してしまった。年間パスポートお持ちの方への対応は満足するも

のができたかわからない。 

今シーズンに関しても新型コロナウイルス感染症の影響で試合数の減少などの可能性は否

定できないことから年間パスポートの販売を見送った。 

また、年間パスポートの製作費と、売れた枚数との比較をすると採算が取れない見通し。 

ファンクラブ得点で年間パスポートをお持ちの方からも年間パスポートよりチケットをた

くさんもらったほうが知り合いを誘えるためありがたいという声も多かった。 

 

【質問】 

年間パスポートの代わりにチケットを特典にするということは昨年より無料招待を増やす

ことにならないか？チケット買って試合を観てもらうことが本来あるべき姿だと思う。 

【回答】 

ファンクラブ特典でチケットを配ったとしても、全体でみれば多くの試合に来る人はチケ

ットを毎回買ってただくことになるので無料招待が増えることにはならないと考えていま

す。 

 

【質問】 

ホームゲームの LIVE 配信でスーパーチャットでの投げ銭は出来ないか？ 

【回答】 

JFL チャンネルではなく独自配信であれば可能性はある。 

野球の四国 IL は 1 試合 2 万円ほど集まっているチームがあるようなので、リーグへ確認す

るなど検討したい。 

 

【質問】 

YouTube チャンネルよかった現地に行きたくてもいけない人が観戦出来て良いので 

鈴鹿戦のような回線トラブルで観られないという事態はなくしてほしい。 



【回答】 

鈴鹿戦の回線トラブルは誠に申し訳なく思っている。今後はなくすよう努める。 

 

 

④ 昨年はサンクスパーティーが行われず、選手とお別れの場を持つことが出来なかった 

【回答】 

この意見はたくさんの方からいただいた。誠に申し訳なく思っている。 

昨年は天皇杯に勝ち上がってシーズン終了がいつもより長引くということがあったり、選

手との契約の関係でクラブ側の都合で対応してしまった。 

今年以降、このようなことがないようになんらかの機会をつくると約束する。 

昨年も Zoom、YouTube などでの開催を検討していたがタイミングを逸してしまった。 

天皇杯については事前に予測がつくので勝ち残った場合のパターンを用意する。 

 

 

⑤ 官公庁販売はできないか？ 

【回答】 

昨年宿毛市と四万十市ではグッズ販売を実施した(吉本コーチが四万十市出身とうこともあ

り)。 

高知県庁、高知市役所でも今後は実施したい。 

今年は高知県に販売について打診している。 

今後その他の場所へも広げていきたいと考えている。 

 

【質問】 

宿毛市での試合は宿毛市長さんなど来てとても良い雰囲気だった。 

自治体を巻き込むという観点からも高知市開催の際、高知市長や高知県知事に来場いただ

きたい。 

【回答】 

3 月 21 日は濱田 高知県知事が来場予定。 

引き続き多方面と交流をつくれるよう努力したい。 

 

 

⑥ ホームページや SNS への記載に誤りがあった際は速やかに修正 

誤りがあった際は速やかに修正する。 

クラブとしても細心の注意持って発信するが、誤りを見つけた際はご指摘お願いしたい。 

 

 



 

⑦ 今期のユニフォームは赤の部分が多くなったのは？緑とエンジの融合がユナイテッド

だと思っていた。 

【回答】 

チームカラーに変更ありません。ただ、デザイン上、赤が基調になった。来年、緑が基調に

なる可能性もある。 

クラブとしては毎回ユニフォームのデザインはリニューアルして目新しさをつくりたい。 

デザインを変えていくことでユニフォーム販売につなげる効果もある。 

【質問】 

赤が基調になったとしても緑は残してほしい。高知 U トラスターとアイゴッソ高知が一緒

になったという歴史を残したい。 

【回答】 

はい。2 チームが一緒になってできたクラブであるということは今後も忘れることはない。 

 

 

⑧ 天皇杯 4 回戦高知開催の可能性があったと聞いた。チームから働きかけはしたのか？ 

【回答】 

クラブが高知開催の可能性があったと聞いた段階では、すでに会場が決まっており、働きか

けは出来ていない。 

ただ、この時期は J クラブキャンプのための養生期間のため JFL 公式戦でも開催できない

と言われていて難しい。 

高知県としてもスポーツキャンプ誘致に力を入れている事情もあるのでそこは配慮が必要。 

天皇杯については管轄が JFA、KFA のため、今後、同じような状況になった際はぜひ皆さ

んからも希望の声をあげてほしい。 

 

 

 

⑨ レディースのコーチは今年も続投か？ 

【回答】 

今年は、中島氏が新たに就任。 

スタッフについてはクラブから情報を発信出来ていないのでトップスタッフのようにホー

ムページ等でお知らせしたい。 

 

 

⑩ サポーターミーティングの内容はホームページに掲載するか？ 

【回答】 



はい。後日議事録を公開いたします。 

 

 

⑪ ルーカス選手の出身地の州旗をスタンドに掲げても大丈夫か？ 

【回答】 

確認したところ明確な規定はなく、今のところ大丈夫。 

ただし、サポーター間で問題になることなどがあればすぐに撤去を要請する。 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

■質疑応答質問コーナー 

 

① １年間戦った総括 

昨年の結果を踏まえ監督の更迭は選択しなかったのか？ 

 

【回答】 

もちろん選択肢としてはあったが、スタッフ・選手の部分を含めたチーム全体を考えた上で

監督続投をクラブとして決めた。 

今後に関してもスポーツは勝負事なので絶対はない、監督更迭を含めてあらゆる可能性が

ある 

ただ、今シーズンは結果を残すつもりのため、そのような結果になるとは考えていない。 

 

【質問】 

今季 13名の選手という大ナタを振るったことを考えると今季結果が出なかったら監督の責

任という認識でいいのか？ 

【回答】 

結果が出ないことにはいろいろな要因があり、一概に監督の責任とはならない。選手、スタ

ッフ、クラブ全員でその要因を見つめて対処する。 

 

 

 

② サポーターミーティング開催はサポーターから声が上がらなければやらなかったの

か？ 

クラブから発信するのが適切だと思う。 



 

【回答】 

本来はクラブ側から提案すべき、申し訳ない。 

また、シーズン開幕前もっと早い段階で開催すべきであり、今後はもっと早い段階で開催で

きるように準備する。 

 

 

③ 観客動員のイベントはどのようなものがあるのか 

【回答】 

一つは冠試合を増やし、イベントの充実と冠スポンサーから来場者を集めてもらう。 

企業が動員してくれるのは大きなプラスとなる。 

語呂合わせ(10 月 3 日土佐の日)でそれに関連したイベント開催を模索中。 

夏場に 1 試合ナイターを企画、夏祭りのような雰囲気づくりを検討している。 

 

 

④ 春野運動公園まで公共交通を利用出来たらうれしい、車で来られない人への対応をして

ほしい 

【回答】 

公共交通機関に対してピストン輸送や路線を増やす要請は出来ていない。 

お金を払えば路線復活は聞いているが、現状は難しい。 

 

 

⑤ アウェイ戦バスツアー 今年予定はあるのか？ 

【回答】 

開幕戦も検討はしたが、昨年応募 5 名以下という状況を考えると難しい。 

コロナもあり自家用車でいったほうがいいとう意見も多い。 

大阪や松江などの近場で企画はしてみたいが、料金は高くなる見通し。 

 

 

⑥ 春野は交通の便が厳しい 

 将来的に街中にスタジアムをつくる候補はあるのか？動く予定は？ 

【回答】 

スタジアム問題はクラブが出来ること、出来ないことがある。 

夢物語でいいので皆さんも声を発してほしい。 

 

 



⑦ クラブがサポーターに求めることは何ですか？ 

【回答】 

1 番はホーム、アウェイ戦にスタジアムに来て応援いただくこと。 

また、初めて見に来た方にとっては皆さんサポーターを観て楽しんでもらうという側面も

あるのでその輪を大きくしていただきたい。 

自分が応援する楽しさを伝えてもらいたい。 

プレーしている選手はもちろんですが、応援している人の影響も大きい。 

 

サポーターとクラブという垣根はつくらず一体感を作っていきたい。 

アウェイ戦の LIVE 配信を一緒に観戦するサポーター同士の交流を活性化してほしい。 

 

⑧ YouTube 配信の予定は？ 

【回答】 

昨年はクラブが配信をしましたが、 

今年に関しては昨年配信に携わった方々でクラウドファンディングを立ち上げ 

費用を捻出して制作して頂きます。 

3 月 21 日にクラウドファンディング開始予定ですので 

ぜひ皆さんご協力、拡散をお願いします。 

 

 

■テレビ中継予定は？ 

【回答】 

現在、テレビ局と交渉中です。 

 

⑨ アウェイ戦への応援に関して今年も制限があるのか？ 

【回答】 

アウェイサポーターの来場、ユニフォーム着用は可。 

声を出しての応援は不可。 

アルコール販売等詳しくはホーム側のチームホームページに記載 

 

 


