
2022サポーターミーティング議事録 

 

開催日時：2022年 2月 27日(日)16:00～18:15 

開催形式：オンライン会議アプリ「ZOOM」を利用したオンライン形式 

参加者(クラブ)： 

クラブ代表 徳重剛 

ゼネラルマネージャー 登尾顕徳 

運営部部長(司会担当) 湯脇健一郎 

CRM推進部部長 吉留広大 

企画事業部部長 杉本和樹 

ほかクラブ職員 

一般参加者：約 80名 

 

＜司会(湯脇)より＞ 

ただ今より、2022 シーズン、鹿児島ユナイテッド FC サポーターミーティングを開催しま

す。この会は今シーズンを迎えるにあたりサポーターの皆様とクラブが一体となってシー

ズンを戦い抜き、チームの目標を達成するために、絆をより強固にするためのミーティング

とさせていただきたいと思います。 

 

私は司会進行を務めさせていただきます運営部の湯脇でございます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

本日のサポーターミーティングは、まずクラブ代表の徳重剛より、事業関連の報告と今後の

方針について、またゼネラルマネージャーの登尾顕徳より強化関連の報告と今後の方針に

ついて説明させていただきます。 

その後、皆様から事前に頂いておりますご質問やご意見に対して代表の徳重から回答しま

す。 

その後、クラブ職員からの補足や連絡事項をお話しさせて頂きます。 

 

また開始に先立ちまして、いくつかお願いがございます。 

今回は新型コロナウイルス感染防止対策によりZOOMでのリモート開催とさせていただき

ました。サポーターの皆様には事前申し込みで約 80名のご参加を頂いております。 

これも初めての試みで不慣れな点があり、ご迷惑をおかけするかと思いますがよろしくお

願いいたします。 

クラブ職員はほぼ全員参加しております。 



今年は、このような形でやってみて、来年以降もグレードアップできるように調整していき

たいと思います。 

 

本日の内容については携帯やパソコンでの録音録画、SNS やインターネット等での発言は

おやめ下さい。 

本日の内容につきましては後日、議事録としてホームページ上で公開します。 

なるべく忠実に再現しますが、3つのルールで割愛、加筆する場合がございます。 

１．発言された言葉をすべて文章にした場合、誤解を受けたり、逸脱したりする可能性があ

る場合 

２．特定の個人、団体にかかる内容で、先方にご迷惑になる可能性 

３．理解しづらい部分、注釈が必要な場合は、加筆したことが分かる内容で、お示しいたし

ます。 

 

事前にご質問を頂いておりますが、これからの徳重と登尾のご報告の中で説明した内容と

重なる質問に関しましては、後ほどの事前質問に対する回答のところでは割愛させていた

だきます。 

また、お伝えしておりますが全てのご質問、ご意見を取り扱うことができませんので、ご理

解頂けますと幸いでございます。頂いたご質問、ご意見は参考にさせていただきます。 

会の最後に質疑応答の時間を設けさせていただきますが、会を通してなるべく多くの皆様

にご質問頂けるようにお一人様、1回とさせていただけたらと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 

それではまず初めにクラブ代表徳重剛より、ご挨拶と 2021シーズンの事業関連の報告と今

後の方針について説明いたします。 

 

＜クラブ代表徳重：ご挨拶と 2021シーズンの事業関連の報告と今後の方針＞ 

今日はお忙しいなか、2022 シーズン、ファン・サポーターミーティングに参加してくださ

り、ありがとうございます。 

また、日頃より鹿児島ユナイテッド FC を熱く応援してくださり、ありがとうございます。

いよいよ 2022シーズンがはじまります。トップチームも新体制となり 1月の中旬より活動

しております。3月 13日に向けてクラブ職員も準備を進めております。 

また、熱い戦いが始まりますので、皆様と一緒に戦っていければと思います。 

 

さて、新型コロナの感染拡大は厄介でして、本来であればファンサポーターの皆様と直接会

ってお話することが、我々の思いや熱さ、真意を伝えることが出来たり、皆様もオンライン

だと言いづらかったり、本当の趣旨が伝えづらい、あるいは、みんなの前だと言いづらいこ



と、個別だったら話しやすいこと等あると思います。 

事前にご質問も頂いておりますが、どうしても文章で書くときつくなったり、回答するのも

文章だと強くなったりして、我々も運営する中で不便さを感じています。 

この 2年間、皆様もクラブとの距離を感じている方もいらっしゃると思います。 

近々コロナが明けるのか、この状況が続くのかまだわかりませんが、何とかここを乗り切っ

て、スポーツの文化を鹿児島でしっかり発展させていければと思いますので、今シーズンも

よろしくお願いします。 

 

今日は今シーズン、どう皆様とクラブが一緒に盛り上げていくか、戦っていくか、建設的な

議論するような時間が作れればと思っています。 

私と登尾から昨シーズンの振り返りと今シーズンに向けての取り組みをひと通りお話させ

ていただきます。 

その後に皆様から事前に頂いた質問にある程度自分から回答して、クラブ職員から補足し

てもらい、また皆様からご意見を頂くなど、より良くしていくためにはどうすればいいか、

そういったことを皆様と一緒に作り上げる良い時間だと考えておりますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

＜昨シーズンの振り返り(事業面)＞ 

まず大前提でとなるクラブの理念です。 

【鹿児島をスポーツで盛り上げること】を、一貫して活動しております。 

これはコロナ禍だろうが、JFL だろうが J3 だろうが J2 だろうが、どのカテゴリーにいよ

うと全うするべく活動しているのが大前提です。 

 

では、鹿児島をスポーツで盛り上げるとは、どういうことかと申しますと、我々が普段から

考えていることは 2つです。 

１．強いトップチームを作ること（強化） 

２．鹿児島を盛り上げること（普及） 

この 2点のポイントで考えています。 

 

１は強化と言われます。 

これは強化費の増大・最大化、いわゆるチームの人件費をいかに大きくするかが、大きなポ

イントです。 

強いトップチームについては単年だけではなく、次のシーズン、3 年後 5 年後を考えると、

アカデミーへの投資や活動の充実をどう考えるかも重要です。 

そして環境の整備です。練習場やスタジアムの整備といったハード面に加え、スタジアムを

満員にすることも重要だと考えて活動しております。 



ただ、我々が認識しなければいけないのは、もちろん全試合勝点３を目指し、毎シーズン優

勝を目指していますが、スポーツビジネスの特性として不確実性はあります。 

相手がいることですし、全勝というのは、なかなか有り得ないのが現実です。 

勝負は時に運に左右され、相対性に左右されることは認識しなければなりません。 

そのような中でも勝つチーム、強いチームを作ることを目標にしています。 

 

２は鹿児島を盛り上げること、普及と言われるところです。 

地域のプロスポーツとして県民市民にとってこのクラブが日常生活の一部になる、地域に

なくてはならない存在になる。 

このことが普及だと思っております。 

 

皆様には、この強化と普及の２つの観点でクラブは動いていることを大前提として、これか

らの説明を聞いて頂くと理解がしやすいと考えております。 

 

＜経営成績について＞ 

（注意：文中の数値は最終確定値でない場合がありますので、変動する場合がございますが、

ご了承ください） 

2020シーズンと 2021シーズンはコロナの影響を大きく受けました。 

20 シーズンから 21 シーズンにかけて、チケット収入は、約 3200万円が約 3700万円と増

加し、スポンサー数は 338社から 396社へと 58社増えて、スポンサー収入は入金ベースで

約 3億 5600万円から約 3億 6500万円へと 900万円増えました。 

 

特筆すべきは物販収入です。 

20シーズンから 21シーズンにかけて約 4100万円が約 7500万円の売上高になりました。 

これは新しいユニフォームのプロジェクトが始まったことによる増加です。 

今日参加されている方々の中にも 22シーズンのユニフォームを着られている方も見えてい

ますが、このユニフォームのプロジェクトが 21シーズンに始まって、収入面にも非常に大

きな影響を与えています。 

 

Jリーグ配分金は 20シーズンから 21シーズンにかけて、1億 2000万円だったものが 3000

万円になり、9000 万円下がりました。20 シーズンが J2 から J3 への降格 1 年目で降格救

済金 9000 万円があったのですが、21 シーズンは無くなりました。これは非常に大きいイ

ンパクトとしてありました。 

 

これらの影響により、総予算は 20シーズンが約 6億 9800万円だったのが、21シーズンは

約 6億 6000万円となりました。 



 

SNS 等についてですが、皆様の関心の高まり、ご協力もあり、フォロワー数や登録者数も

増えました。 

コロナでなかなか皆様とお会いして接する機会が減った分、SNS の発信にはクラブとして

力を入れたシーズンでした。 

 

＜新ユニフォームプロジェクト始動について＞ 

収入を大きく増やした新しいユニフォームのプロジェクトですが、知っている方も多いと

思いますが、昨シーズンから開始しております。 

21シーズンは「KIRIKO DIAMOND」、今シーズンは「KIZUNA TSUMUGI」をテーマに

しています。大島紬を世界に発信していこうと 2年目を迎えています。「秋名バラ柄」と「龍

郷柄」で発表して、色々な反響がありました。私たちは世界から何と言われようと鹿児島の

大事な伝統文化、伝統工芸なので、しっかりと発信していく、丁寧に説明していくという姿

勢を貫いていきます。 

 

＜1ゴール！夢をお届けプロジェクトについて＞ 

これも昨シーズンから始まった企画です。田上応援リーダーが中心となるプロジェクトで、

J3の公式戦で 1ゴール決まるごとにサッカーボール 5球を、県内の小学校にお届けするプ

ロジェクトです。昨シーズンは 34ゴール決まりましたので、170球を県内の小学校にお届

けしました。今シーズンも実施予定です。 

昨シーズンは選手が投げるダーツの地図が離島とかに不利というご意見があったので、ダ

ーツの地図も工夫してもっと均等に当たるように考えております。本当はコロナ禍でなけ

れば選手自身が届けたいのですが、今は田上応援リーダーが届けていることをご理解いた

だけたらと思います。 

 

＜ユニータについて＞ 

昨年 10月から鹿児島市喜入に専用のトレーニングセンターが整備され、利用が開始されて

います。今シーズンはシーズン初めから、この練習場を使ってトレーニングをしております。 

私も時間が合えば練習を見に行くようにしていますが、練習場が安定してあることは凄く

良いことだと当然のことですが感じています。ヴォルカ鹿児島と FC KAGOSHIMA の時代

は土のグラウンドで、サポーターが車のライトをつけてトレーニングすることもありまし

た。 

JFL、J3、J2 になっても転々と練習場を移動しながら、確保に苦労しながらトレーニング

をしていました。 

練習場があることで開幕までのトレーニングスケジュールが計画的にでき、リカバリーの

時にも練習場が確保できます。怪我をした選手がしっかりと別メニューができたり、全体練



習後に個別のトレーニングが思い切り利用時間を気にすることなくできたりします。サッ

カークラブとしては当たり前といえば当たり前のことですが、整いつつあることに感慨深

いものがあります。 

本当にコロナさえなければ多くの方に自由に見て頂き、ここでファンサポーターと一緒に

集う家だと思って整備しているのが本音です。 

ただ、こういう状況なので皆様にご理解をいただいて、できるだけ練習の風景は SNSで発

信するように務めていますが、コロナが収束したら、ファンサポーターがユニータに集まっ

てコーヒー飲みながらサッカー談義をしたり、選手とふれ合ったりして頂くことが夢です。 

そういうことができるクラブハウスの整備についても考えています。 

もともとは鹿児島市の土地だったものを、私たちが整備させていただきました。 

地域の皆様を中心に市民県民の皆様のご理解とご協力があって活用させていただいており

ます。改めて感謝申し上げます。 

 

本当はファンサポーターの皆様とこの喜入という拠点で色々な活動をしたいと思っており

ますが、できることを少しずつ始めております。 

喜入地区に練習場への案内板ができたり、地域の方々と海岸清掃をしたり、色々なことをし

ていますが、ただ思い切って出来ないもどかしさも感じています。 

ぜひコロナが落ち着いたら、皆様と一緒にユニータという拠点を使って、取り組みをしてい

きたいです。 

 

＜入場者数について＞ 

21 シーズンの平均入場者数は 3,738 名、J3 で 1 位、J1J2J3全て合わせて 57 クラブ中 32

位ということで、本当に多くの方にご来場いただき有難うございました。4,000名を超える

試合が 14試合中 7試合ありました。 



 

 

7 月 10 日は県内北部を中心に大雨が降った状況のなかでも、前半戦最後の試合ということ

で、4,443名と多くの方にご来場いただきました。 

3月 28日と 5月 15日、9月 11日は雨が降ったり落雷があったりしましたが、雨天になる

とどうしてもスタジアムに屋根がなく、来場者数が大きく減る現実はあります。 

また 10月 23日は 2,885名でしたが、これは土曜日の 15時キックオフで、土曜お昼のキッ

クオフは傾向として入場者数は減ります。土曜日は仕事や学校の影響で、どうしても集客面

でも難しいということが毎シーズンあります。 

では「全部土曜ナイターあるいは日曜日にキックオフを持っていけば良いのでは？」と考え

られるでしょうが、ホームの白波スタジアム(鹿児島県立鴨池陸上競技場)は決してサッカー

だけのための施設ではなく、陸上やラグビーなどの他の競技関係者とも調整をして日程を

決めています。 

我々の集客だけを考えれば土曜日の 19時で開催したいのが本音ですが、他の競技大会との

兼ね合いで、私たちの希望だけの調整はできない現状があります。 

 

我々は J リーグ ID という形で、皆様の来場履歴のデータを集計させていただいておりま

す。どこから皆様がいらしているかのデータを見ると、鹿児島市内からが約 7割、平均年齢

は 40.4歳、男女比率は男性が 7割、女性が 3割です。 

Jリーグ全体の傾向と近いですが、私たちはどの年代の方にどのようにアプローチするかを

考えて対応しております。この鹿児島市内の方が約７割とありますが、決して鹿児島市だけ

を特別に対応するつもりはなく、この数字を把握して、鹿児島市以外の地域の方々に向けた

活動をどう展開するかを考えています。 



 

 

平均観客数の推移として 2014 シーズンからの推移を見ると、19 シーズンまでカテゴリー

のこともあり順調に伸びていましたが、20 シーズンと 21 シーズンはコロナの影響でどう

しても観客数が一回下がったというところです。 

 

ただ、我々クラブが認識していることは、順調に伸びているかもしれないが、鹿児島県の人

口 160万人、鹿児島市 60万人に対してまだまだこの数字は足りない、マイノリティーだと

認識しています。 

まだ 100人に 1人くらいしか観に来ていないのだというイメージです。 

ここをもっともっと増やすことが、新しいスタジアムを議論する上で非常に重要です。 

1サッカークラブ、マイノリティーのクラブにスタジアムが本当に必要なのかということを、

観に来ていない人でも、サッカーの盛り上がりを実感し、サッカークラブが地域にある意義

を認識して頂くことが非常に重要だと考えています。 

 

2022シーズンは平均 4,000人を目標設定しております。 

本当は 10,000人と言いたいのですが、さすがに一気に伸びることは現実的にありえないの

で、まず 4,000人を目指していきます。 

 

また「ユナイテッドバル」という、試合の前日と当日、ユニフォームを来て飲みましょうと

いう企画を先日リリースしました。 

これはコロナで打撃を受けた地域の飲食店や街を盛り上げたいこともありますし、サッカ



ーの試合があることで街中にユニフォームを着ている人が溢れることを、街の人に感じて

もらいたいという意味もあります。 

もちろんコロナの感染状況によって大々的に出来ず、苦しいところもありますが、地元にプ

ロスポーツがある意味、どう街が盛り上がっていくかを、外に広げていく必要がそろそろあ

ると思い先日リリースしました。 

本当は 2 年前からやりたかったのですが、コロナが深刻な状況で、始められませんでした

が、今年からはじめます。 

去年、ユナイテッドフライデーという企画をはじめましたが、これも目的は同じです。 

皆様が金曜日にユニフォームやマスクを着用して SNSで発信して頂くことで、週末に向け

ての盛り上がりや賑わいというのを、ユナイテッドのファンサポーターのさらに外の方々

にまで感じて頂くことにご協力いただきました。改めてお礼を申し上げます。 

 

＜最後に＞ 

まだまだ我々のサッカークラブは県民市民から見ると、マイノリティーという危機感があ

ります。 

コロナで大変な業界や会社があり、皆様も大変な生活状況を強いられたり、最近はウクライ

ナの状況もあったり、サッカーができることは当たり前ではないと改めて感じています。 

ただこういう環境をしっかり楽しむことも重要なことで、今を一生懸命やっていくことの

積み重ねだと思います。 

 

今シーズンは 3月 13日に開幕します。 

熱い激しい戦いがはじまりますので、皆様と一緒に楽しく盛り上がって、戦っていけたらと

思います。 

今シーズンもよろしくお願いします。 

 

 

＜司会(湯脇)より＞ 

続きまして、登尾 GMより、強化関連の報告と今後の方針について、説明いたします。 

この流れで、説明の後に皆様より頂いたご質問への回答を行います。 

 

＜登尾顕徳ゼネラルマネージャーより強化面での報告＞ 

今回、ファン・サポーターミーティングにご参加いただきありがとうございます。 

私はフットボール本部の強化とアカデミーの責任者として取り仕切っております。 

なかなかコロナ禍もあり、ファンサポーターと接する機会がなく、クラブの考えや想いをお

伝えする機会が開けたことを嬉しく思いますし、少しでも伝わればと思い、お話します。 

湯脇からありましたが、昨シーズンの話と今シーズンどう向かっていくのか、戦術面など世



に出せない部分もございますが、できるかぎり質問をいただいておりますので答えていき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

2021シーズンの成績は 7位、勝点 40、11勝 7分 10敗、得点 34、失点 35、得失点はマイ

ナス 1、1試合あたりの平均勝ち点が 1.43、平均得点 1.2、平均失点 1.3でした。 

2016シーズンから Jリーグに参入して、過去最低の 7位でシーズンが終了しました。 

詳細について質問に合わせてお話しますが、単純に点が取れなかったし、守りきれなかった

ことが反省の部分です。 

データ等も加味して、目標として掲げるところに近づいていく必要があります。 

 

今シーズンの最大目標として J3優勝、J2復帰が目標です。 

クラブとして、鹿児島を代表するスポーツのクラブがどういう思考で戦っていくかを、私た

ちは選手スタッフ全員に、1人 1人に共有しています。 

 

＜KUFC SYSTEM＞ 

代表からもありましたが、私たちの理念として下記を掲げております。 

鹿児島ユナイテッド FCはスポーツを通じて地域に貢献し、鹿児島に関わる全ての人の「喜

び」と「元気」を創造します。 

 

 

私たちがビッグクラブにどう追いつき、勝っていくか。 

そこを考えてフットボール部門としては「鹿児島ユナイテッド FCは勇猛果敢なファミリー



を目指す」ということを哲学として掲げています。 

勇猛果敢と聞いたら「鉄砲玉のように飛んでいけ」というイメージをする方もいらっしゃる

かもしれませんが、そういうことではありません。 

目的目標に対して、一度決めたらととことん取り組んでいくという非常に勇ましい様子を、

勇猛果敢と捉えています 

鹿児島やクラブの文化、歴史、背景から哲学を考えています。 

これに則った価値観や過程を、選手スタッフが踏まえて実践します。 

その先に使命や将来像があると思っています。 

 

 

次に使命（ミッション）です。 

今年は選手、スタッフみんなにこの部分を強調しています 

勝利（アカデミーで言えばトップ昇格や選手の成長などの成果）をファンサポーターへ届け

るために、全員が結束、団結することがミッションです。 

 



 

私どもは、バリューを未来に与える行動価値として定義づけています。 

選手の未来、クラブの未来、鹿児島の未来、これを共有しています。 

選手のパフォーマンス＋アルファの評価基準であり、選手を獲得する基準になっています 

Collective＝集団/集合 

Hard work＝よく働く 

Effort＝努力 

Spectacle＝強く印象に残る光景 

Thank＝感謝の気持ち 

この 5つを未来に与える行動価値ととらえています。 

鹿児島で昔から言われている「CHEST（チェスト）」、がんばるぞ、いくぞとなりますが、

この頭文字を取って私たちのバリューを作っています。 

 

今シーズンのスタッフの一覧です。 

2022鹿児島ユナイテッド FCトップチーム選手・スタッフ - 鹿児島ユナイテッド FC オフ

ィシャルサイト (kufc.co.jp) 

 

2022シーズンの新加入選手についてです。 

今シーズンの新体制発表記者会見でも話をさせてもらいましたが、まずセンターラインに

経験値を持った選手をそろえました。 

 

FWの有田光希に期待するのはゴール前での動き、得点に絡むことを期待しています。 

https://kufc.co.jp/2022/01/17/top_player_staff/
https://kufc.co.jp/2022/01/17/top_player_staff/
https://kufc.co.jp/2022/01/17/top_player_staff/
https://kufc.co.jp/2022/01/17/top_player_staff/


MFロメロフランクには、突破や攻撃の起点になる強さ、パワーを持っていますので、そこ

を期待しています。 

MF 木村祐志には技術と戦術眼、ゲームコントロールする力が高いところに期待していま

す。 

DF井原伸太郎はゴール前の守備と闘争心に期待しています。また神村学園中等部と高等部

の出身で、鹿児島にゆかりがあります。 

DF広瀬健太は献身性と統率力に期待しています。父が鹿児島県徳之島出身です。 

DF岡本將成は 20シーズンの鹿児島所属でしたが、スピートと高さに期待しています。 

 

次にサイドの選手には機動力を期待しています。 

SB/MF の星広太はフットボール IQ が高く、サッカーを知っているのが魅力です。またポ

リバレント、色々なポジションをこなせるところにも期待しています。 

SB薩川淳貴には推進力、上下動と献身性にも期待しています。 

 

2022シーズンの新卒選手についてです 

MF圓道将良の特徴であるスピードとドリブルに期待しています。 

FW福田望久斗はドリブルとスタミナが特徴であり、発揮して欲しいところです。 

MF渡邉英祐はボール奪取力と展開力が特徴です。 

GK泉森涼太はフィードセンス、俊敏性と人間性が特徴です。また鹿児島城西高校出身です。 

 

トップチームについては以上となります。 

次はアカデミーについてです。 

アカデミーについて - 鹿児島ユナイテッド FC オフィシャルサイト (kufc.co.jp) 

 

アカデミーダイレクター兼ヘッドオブコーチングは田野豪一さんです。 

ダイレクターとはアカデミーの統括することと、ヘッドオブコーチングとして指導者のレ

ベル向上や養成にも携わってもらいます。 

前年まで桐生第一高校サッカー部の監督で、今シーズン就任しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kufc.co.jp/academy/
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＜アカデミー基本理念と方針＞ 

 

・日本を代表するトップレベル選手の育成：毎年、各世代別日本代表選手の輩出を目指しま

す。 

・昇格：アカデミーから 2年に 1人のトップ昇格を目指します。 

・人材育成：クラブの人材育成プログラムを活用し、クラブ・社会に良い影響を与えられる

人材育成を目指します。 

・人間形成：アカデミーに関わる者は、クラブの教育プログラムを理解・活用し、クラブビ

ジョンを達成するよう、人間形成に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜アカデミー組織構造＞ 

 

アカデミーとしては U-18、U-15、U-12の 3カテゴリーが育成として構成されています。 

後ほどお話しますが、ストレッチ&統合を推奨していきたいと思います。 

これは U-12でもレベル的にU-15でも通用する、厳しい環境に置いたほうが成長すると思

えることがあります。 

その場合に U-12 から U-15 へ、U-15 から U-18 へ、U-18 からトップへというように上の

カテゴリーで練習や試合に積極的に参加させることをクラブとして導入しています。 

 

ここからは事前に頂いた質問へお答えします。 

 

＜強化に関する Q&A＞ 

Q：ここ 2年でボールを支配するサッカーで昇格という目標を掲げながら苦しい結果が続い

ていますが、この現状を打破するために今年考えていることはあるでしょうか。 

A：ボールを支配するサッカーを目指したことはありません。方法論としてボールを保持す

ることはありますが目的ではありません。目的とは勝利すること、昇格することです。 

ただし攻守ともに主導権を握り、観ている人達を魅了するフットボールを目指しながら勝

利することです。攻守ともに主導権を握るとは、攻撃においては全員が連動してゴールを奪

いに行く。守備においては全員が連動してゴール前ではなく、できるだけ高い位置でボール

を奪いに行く(ゴールを守る)ということです。 

 

Q：クラブの財政規模を大きくするためにも在籍選手を育てて移籍金を得るということも必



要になってくると思います。（主力を 0円移籍で引き抜かれるということがないようにして

ほしいです。） 

A：クラブが、主力と考える過去在籍選手の移籍において移籍金が 0円だった事例はありま

せん。移籍するに当たって色々な仕組みや契約がありますが、ありがたいことに選手にも理

解してもらっていますし、移籍補償金での収入は重要な柱だと考えています。 

 

Q：登尾 GMが考える「鹿児島らしいサッカー」というのはどういうサッカーなのかをお伺

いしたいです。 

A：キックアンドラッシュやポジショナブルサッカーなど色々ありますが、鹿児島らしいサ

ッカーをそういう言葉で表現することではないと思っています。 

鹿児島の人は賢く、優しく、温かく、真面目に目的や目標を達成するために実直に取り組む

姿勢だと考えています。これが前述の「フットボールフィロソフィー」「バリュー（CHEST）」

などで表現していることであり、ここがサッカーに関わってくることだと思っています。 

もちろんサッカーの戦術等については、トレンドや監督の考え、選手の獲得など様々な要素

が関わってきます。しかし、鹿児島の育成システム（アカデミーの取り組み）や、鹿児島が

目指す攻守ともに主導権を握り、観ている人達を魅了するフットボールが確立できれば、鹿

児島からビッグクラブを脅かす存在になりたいですし、鹿児島人だからこそなれると強く

思っている。そういう意味での鹿児島らしいサッカーだと理解してもらいたいです。 

 

Q：大嶽監督を選ぶにあたり、今まで目指してきた「鹿児島らしいサッカー」に変化はあり

ましたでしょうか。 

A：クラブの掲げるサッカーを体現するにふさわしい人材として大嶽監督を招聘しています。 

監督の色があるので、チームビルディング（組織づくり）・戦術等の変化はあります。 

 

Q：昨シーズンは、2年目の選手ふたりほど更新しなかったわけですが、今後は将来のため

若手を我慢強く大事に育成していただきたいです。生え抜きの選手が活躍できるクラブを

目指して欲しいです。 

A：おっしゃるとおりで、当然そういうクラブを目指しています。 

一方で限られた予算で、戦力を確保しなくてはなりません。 

その中で評価はつきものであり、私たちも決断するに当たって、ファンサポーターの想いも

理解はしていますが、総合的な評価で判断していることはご理解いただきたいです。 

 

このご質問以外にも、トップチームの選手人数の少なさ(2/27現在トップチーム選手 26人)

に対するご意見をいただきました。 

ここは考え方が様々あると思いますが、ある意味若手の機会を作っていると思っています。 

これが 29人 30人になると、紅白戦や TRMに出られない選手が出てきます。 



それよりはアカデミーの選手をトップの活動に参加させ、先ほど申し上げたストレッチ&統

合のような機会を作っていく。 

人数が多いと公式戦や TRMに出られない大卒新卒選手が、少ない人数であることでプレー

する機会や時間を確保できるのがプラス要素だと考えています。 

予算的な観点も加味し、できる限り少ない人数で行きたいですし、1人 1人の環境をしっか

り整えることを考えていかなければなりません。 

 

最後に契約についてですが、契約更新・非更新への理解を深めて欲しいということがありま

す。契約には 1年契約、複数年契約と色々ありますが、お互いに同意して契約期間を決めて

いることをご理解下さい。その契約期間内で評価して、選手は結果を出すことが前提だとい

うことをお伝えさせて下さい。 

 

Q：今年の補強は 100点満点中の何点ですか。 

Q：さらなる補強は考えていますか。 

A：予算に対して、現段階では 100点に近い戦力を整えられたと考えています。ですが、ウ

ィンドーも活用し、既存選手を含めて、より目標達成できる戦力を整えていきたいです。 

 

Q：昨シーズンの総括。どういう意図で編成を行い、その結果が伴わなかったことの原因が

具体的にどこにあると分析したか。チームの弱点と強化すべきポイントをどのように捉え

ているか。 

A：昨シーズン監督を決めていくに当たり各国における、ここ数年の結果を出しているクラ

ブはいずれも総得点がリーグトップである傾向を重視しました。 

より組織的に得点を奪いに行くサッカーを体現するためにアーサー・パパス氏を招聘しま

した。編成のところではもちろんクラブの考えもありますが、アーサー氏が考える 4-3-3を

軸に編成を進めました。チームを作っている途中での監督辞任は、結果が伴わなかったこと

に少なからず影響を及ぼしました。こういう状況になったことを申し訳なく思います。 

お詫び申し上げます。 

 

その上で、弱点強化についてです。 

守備については 21シーズンのデータから、被決定機が多く、インターセプトが少なく、デ

ュエル（1対 1）の部分で相手を上回れないことが傾向としてありました。 

そこを重点的に強化する必要があるととらえています。 

しかし、ネガティブなことだけでなく、トランジション（攻守の切り替え）の部分では手ご

たえを掴むことができました。 

攻撃については効果的に前進することとゴールに向かうことが重要です。 

データを見ると、背後を取る動きやボックス内侵入はほかクラブより多いが、決定機、シュ



ートを打つ場面が少なかった。 

シュートチャンスを作り出し、決定機（シュートを打つ）を作りだすことが重要であり、チ

ャンスメイクの回数、ゴールに向かってプレーする回数をより効果的に作り出せるかをも

って克服（強化）したいと考えております。 

 

Q：アカデミーについて。運営方針や取り組みなどを教えて下さい。 

A：人事としてはアカデミーダイレクターを新たに招聘しました。S級ライセンスを持った

指導者（田野 AD）に来てもらったことがひとつの重要なポイントです。 

S級保持者であることが大きいと思っています。田野 ADに期待していることとして人材育

成と人間形成というところはより力を入れていきたいところです。 

また、IDP＝Individual Development Plan、選手 1人 1人の成長に必要とされる要素を考

え、促進するためのプランをコーチと一緒に立てることを特に重要だと考えています。 

 

最後になりますが、鹿児島を愛する者、KUFCを愛する者、すべての人が KUFCファミリ

ーです。嬉しい時、苦しい時、どんな時でも、前向きにクラブ・チームを信じてともに歩ん

でいただければ幸いです。今シーズンも目標達成のために共に戦って頂ければと思います。 

今シーズンもよろしくお願いします。 

 

 

＜事前に頂いた質問へ徳重より回答＞ 

私のほうから皆様より事前に頂いた質問について関連する項目ごとにまとめて回答してい

きます。 

まずUSM関係について色々とご意見いただいております、ありがとうございます。 

練習見学をサポーター、スポンサー枠まで広げて欲しいというご意見がありました。 

おっしゃるとおりだなと思っていますし、ここはコロナ対策のところでいつも悩ましく思

っています。 

できる限り USMやスポンサーの方に、練習見学などを増やしていきたいと思っております

が、コロナ対策でできることできないことを都度検討しています。 

皆様からのこういったご意見があることについては重々承知しております。 

皆様にご不便をおかけしていることを申し訳なく思っていますが、ご理解ご協力をいただ

きながら、できる限りのことをしてまいります。 

また USM のグッズ会員割引についてですが、2022 シーズンは実施できるように担当者と

協議してまいります。 

ランクごとの特典も検討して欲しいということでしたので、検討します。 

 

Q：営業についてもっと多くのスポンサーを獲得するべく活動しているのでしょうか？ そ



こが見えないので不安です。 

A：不安を感じさせて申し訳ありません。我々も毎年頑張っております。今年も少しでも多

くの方にご支援をいただきたいと思っていますので、ぜひ皆様からもご紹介していただけ

ると助かります！ 

営業部が必死に動いておりますが、ご縁やきっかけがないところに行っても、成約率が低い

ことはこれまでの経験で分かっています。 

皆様からのご紹介が一番効果的ですので、よろしくお願いします。 

 

Q：ピッチ内アップ開始時の選手の挨拶をバックスタンド手前（サポーターの顔が見えると

ころ）まで来て欲しい。 

A：ここは強化部、選手も交えて、どういう形で皆様にごあいさつできるか、試合前だけで

なく試合後も含めて、検討しています。 

 

Q：試合終了後の次の試合の案内だが次節アウェイの案内も入れて欲しい。 

A：今まで（ホームゲーム集客の観点から）ホームだけの案内でしたが、このアウェイも欲

しいというご意見も多いようですと検討します。 

 

Q：立ち見エリアの拡張についてです。昨シーズン、本来は立ち見エリアで観戦したい方が、

席数の関係で着席エリアに回ってもらう状況がありました。（新型コロナ対策で座席間隔を

空けている影響もあると思われます。）そこで、立ち見エリアを（メインスタンド側から見

て）右側へ１ブロックほど拡大することはできないでしょうか？ 

A：3 月 13 日の開幕戦から一席空けのルールがなくなる方向で動いています。席数として

はこれまでよりは増える状況です。 

それでも立ち見エリアが足りないということであれば、ご意見いただけたらと思います。 

 

Q：ゴール裏芝生エリアの利用計画についてです。客席として使用する予定等々、利用の計

画や方向性について確認したいです。 

A：ゴール裏は今シーズン使う計画はありません。理由としてはここを開放しても、サッカ

ーが見づらいだろうなという考えと、2次ゲートもあり費用や人手との兼ね合いになります。

また今シーズンから一席空けがなくなるので、スタジアムの収容人数的に余裕があると判

断しています。 

 

Q：勝利後のへべれけ(ラインダンス)再開など、感染対策をしながらも、スタジアムに一体

感を作るためのアイデアはありますか。もっと一体感を持って戦いたいです。 

A：おっしゃるとおりです。早くみんなで勝って騒ぎたいですよね。 

ここがコロナ対策です。選手たちが肩を組んでラインダンスをするのは J リーグのプロト



コルを踏まえると実施が難しいです。 

私たちとしては別の要素を作っていきたいと思っていますので、皆様からもコロナ禍でも

大丈夫なことで、ぜひご意見、アイデアをいただきたいと思います。 

 

Q：県庁駐車場の利用時間の拡大についてです。ホームゲーム時の県庁駐車場につきまして

は、現在最大 6時間無料で利用することができ、大変助かっているところです。しかし、試

合日の状況や駐車場出口の混雑などに寄っては駐車時間が足りなくなるのが現状です。あ

と 1時間 2時間程度拡大を検討できないでしょうか？ 

A：たとえば横断幕の設営や撤収をされる方、スタンドの清掃をお手伝いくださる方など 6

時間では厳しいこともあると思いますが、鹿児島県庁のご厚意とご協力により、6時間無料

でして頂いております。自治体の理解が必要なこと、また駐車場の管理運営を外部の民間業

者に委託していること等から、その収入補填とかまでを考えると 1 時間 2 時間増やすのは

非常に難しい状況だと思っています。 

 

Q：クラブハウスの完成について 

A：まずグラウンド整備についてのご理解と多額の募金に御礼申し上げます。今、御礼の手

配、ご芳名のクラブハウスへの掲出について順次対応しております。まず第一期工事、練習

グラウンドの利用が開始されたことに感謝しております。 

クラブハウス整備完了ですが、できるだけ早くしたいとは考えていますのが、未確定なのが

実情です。 

整備に際して 3億円くらいはかかりますし、維持管理費もお風呂や飲食となると 1000万円

2000万円とかかるので、どこで整備に踏み切るかは慎重にすべき話になります。 

それは世の中の経済状況やクラブの経営体力を加味しながら頃合いが来たら速やかに整備

に取り掛かるつもりです。 

ただ、今の状況で天然芝 2 面、人工芝 1 面があり、トップが練習している横ではアカデミ

ーが練習している。これはかなり良い状況だと思っています。 

まだまだ選手スタッフには苦労をかけていますが、ミーティングルームや倉庫やトレーニ

ング機器は仮のクラブハウスで使い、近隣施設やお弁当屋さんや食事処と連携して体制を

整えています。 

まず練習が安定してできる体制が整いましたので、クラブハウスは今後の課題となってき

ます。 

 

Q：今後における抽選での公開練習・または情勢が落ち着きこれまでのように練習公開が自

由に出来るようになった場合、駐車場に関して今現在どういう考えをお持ちでしょうか？

（前回は駐車場がなく、公共交通機関を使うよう記載されていたため） 

A：敷地の面積から駐車場をご用意できないのは心苦しいところです。ぜひ公共交通機関を



使っていただいて、ぜひ喜入地区に整備していただいているユナイテッドロードを眺めな

がらお越し頂くことをお願いできればと思います。 

私たちも課題だと思っておりますし、検討はしていきたいですが、今はこういう状況です。 

 

その他にも練習見学をさせて欲しいという声がすごく多いです。 

ここもコロナの感染状況との兼ね合いかと思います。できる限り見ていただきたいと思っ

ておりますので、ご理解いただけたらと思います。 

 

Q：離島地域のファン取り込みについて、クラブで取り組んでいることがあれば教えて下さ

い。 

A：まず今年のユニフォームが大島紬の「秋名バラ柄」と「龍郷柄」ですが、こういったこ

とで世界自然遺産登録された地域を世界に発信していくことです。コロナがなければサッ

カー教室などの活動をしたいと思っております。 

 

Q：新スタジアム建設へは、鹿児島ユナイテッド FC としても会議等に入ることができるの

ですか？ 

A：このテーマについては政治的な兼ね合いもありますが、まず地域、県民市民がスポーツ

で盛り上がっている実績が、ファンサポーター以外のところにも伝わっていくことが重要

だと思っています。こういうところも含めて頑張りたいです。 

 

Q：ゆないくーの商品開発の進捗 

A：おそらく有田選手の件かと思います。頂いたご意見をもとに、現在、有田選手を含めク

ラブで情報を共有し作成が可能な商品を絞っている状況です。 

内容については決定し次第ご報告いたします。 

 

Q：2018 年のサポーターカンファレンスで CD を作って欲しいという意見が出ましたが、

今はどうでしょうか？ 

A：CDを新たに作るにしても、結構お金がかかるものでして、どう捉えるかです。 

お金をかけてもやったほうが良いという状況であれば考えますが、今のところ、優先順位は

そこまで高くないと判断しています。 

 

Q：キックオフまでのカウントダウンを電光掲示板に出したらどうでしょう？ 

A：演出については企画事業部で今シーズンも新たな取り組みをしているので、3 月 13 日

の開幕戦を楽しみにしていただけたらと思います。 

 

Q：ユニフォームの背番号プリントに関して、現状では、FP ユニには FP の背番号のみ、



GKユニには GKの背番号のみのプリントとなっています。例えば、FPユニに GKの背番

号をプリントしたい、また逆に GKユニに FPの背番号をプリントしたいという人も一定数

いると思いますが、ご対応いただけないでしょうか？ 

A：クラブとして「オーセンティック」と表現して販売している以上、難しいところです。

誠に恐れ入りますが、現時点ではあくまで「オーセンティックの加工は、完全に各選手に紐

づくもの」として、販売をさせていただいております。 

 

Q：昨年、他県での J1・J2の試合を観戦することがありました。鹿児島より小学生・中学

生・高校生の観戦が多いと感じました。チケットを団体割引のチケットを導入するなど、

様々な取り組みができると思います。ご検討よろしくお願いします。 

A：私たちは鹿児島県サッカー協会と連携して割引チケットを販売したりしています。 

おっしゃるとおり、サッカーをしている人の観戦は少ないと感じています。 

私たちの試合と同時頃に子どもたちも試合をしていることがあります。改善されると良い

ところですが、これもコロナの影響があり、子どもたちの試合もスケジュールが詰まってい

て、この日程でするしかないということもあるようです。 

理想はユナイテッドのホームゲームがある時は鹿児島県内の公式戦がなくて、みんなで見

に行くのが理想ですが、他の皆様との連携が必要です。 

 

Q：ユナマルシェについて、料金に見合わない、少ない量でした。見回り、審査も定期的に

行って欲しい。 

A：我々はご意見があったということを認識して、協力店の皆様と連携しながら、より良い

量と質を提供できればと思います。また新しい店舗も入るので、お楽しみいただけたらと思

います。 

 

Q：「らくらくユナマルシェ」について、昨季の最終戦で、指定の時間に受け取れなかった

事案がありましたが、確認されていますか？ サービスそのものは、すごく良いと思います

ので、同様の事案が起こらないよう改善をお願いできたらと思います。 

A：確認して、そういうことがないようにしていければと思っております。先ほどの量が少

ないということもですが、期待したものと違うとがっかりしますよね。こういうことがない

ように対応していければと思います。 

 

Q：自分は大隅半島出身で東京在住です。質問というか希望したいのは、大隅半島でもチー

ム活動を是非してもらいたい、という一点のみです。とても寂しい思いをしております。大

隅半島も、もっとひとつにしてもらえませんかねえ。 

A：もちろん大隅半島でも、もっともっと活動していきたいと思っています。志布志とかに

も良いグラウンドがありますし、アカデミーはけっこう試合で利用させて頂いていますが、



トップチームが行く機会は確かに少ないです。できる限りのことはしていきたいと思いま

す。これは離島も一緒です。 

もちろん鹿児島市以外も活動領域として、がんばっていきたいです。 

Q：鹿児島レブナイズでも始めている、クラブトークンをユナイテッドでもやる予定はある

のでしょうか？ 

A：今のところありません。NFTやトークンはコロナが始まって以降、数社からご提案があ

り協議検討をしました。 

そこにどれだけの費用や人手を割けるのか、収入がどのくらいになるか、ファンサポーター

がどう広がるか、それは本当に強化につながるのかを見極めながらの判断になります。 

今このタイミングではないと思っていますが、今後、もう少し世の中の理解が広がってから

の方が良いと思っています。 

 

Q：逆にクラブの側から、サポーターへ向けてのお願いや要望事項等はありますか？ 

A：勝ち負けも重要ですが、こういうご時世だからこそ地元のプロスポーツでどう楽しむか、

どうみんなで盛り上がっていくかが重要だと思っています。 

 

Q：アラベスとの提携は今も継続しているか？この提携によりクラブは具体的に何を得られ

たか？ 

A：2018 年に提携をしましたが、ここもコロナの関係で一緒の活動がなかなか出来ていま

せん。本当はチームとしての交流や、選手の移動、指導者の移動をしていきたいと狙ってい

ましたが、コロナでストップしているのが現状です。 

なぜスペインのチーム、なぜアラベスとの提携かと言えば、みんな「世界を目指す」と言い

ますが、日頃から世界を近くに感じていないと、なかなか目指すことはできません。 

去年からアカデミーの選手たちには㈱ECC 様のご協力のもと、英会話のレッスンを U-12

の小学 4 年生から U-18 の高校 3 年生まで、全員週 1 回オンラインでレッスンを受けても

らっています。 

英語が上達するとともに、世界を目指すということを言い続け、体感し続けることが後々に

とって大事です。 

本当は、ユニータで海外のチームと試合をするなど、語学の必要性を実感してもらう機会が

あったほうが効果的だと思っています。 

スペイン語ではなく英語で良いのか？という質問ですが、基本的に海外では英語の利用頻

度が多いので、英語に取り組んでいます。 

 

＜司会(湯脇)より＞ 

ほかに励ましのお言葉としてもともに闘いましょう、J2 に行きましょう、期待しています

というようなメッセージもいただいております。 



ありがとうございます。 

他クラブ職員から補足をいたします。 

 

＜CRM推進部：吉留より＞ 

徳重代表の説明に補足をします。 

まずUSMとシーズンパス会員種別についてです。 

会員の割引や種別を増やしてほしいというご意見をいただいております。 

細かいところまでは申し上げませんが、今でも他のクラブに比べて数多い種別と割引をし

ていると思っております。 

もちろん色々なサポーターさんの状況にあった特典で、もっと喜んでいただきたいとは思

っています。ただ、リスクとして会員種別と割引が増えることと、管理が煩雑になり、費用

と人的負担が予想されます。 

そういったところもバランスを取って、特典も毎年ふるさとサポートやゴールド会員も毎

年考えています。皆様のご意見もいただきながら、もっとクラスを増やすとか、会員数が増

えるような入会しやすいものにしたいと思っております。 

 

もうひとつ体験参加型イベントについてです。もちろん私たちも増やしていきたい思いで

す。19 シーズンまではスタジアム見学ツアーやフラッグベアラー、記念撮影会、サイン会

もしていましたがコロナの状況もあり実施できておりません。 

コロナの状況もありますが、イベントを実施するにあたって、Jリーグのガイドラインがあ

って、ちゃんとしなければならない状況があり、人手と手間が非常にかかる状況になってい

ます。 

あとはスペースの確保や、開催場所が重要になります。 

そのなかでも今シーズンは、新加入選手の記者会見の参加イベントの実施や、昨シーズンは

オンラインの抽選会や会員限定抽選会なども実施していますし、できるだけクラブを身近

に感じてもらえるように模索していきたいと思います。 

ただ一部ルールを守られない方がいらっしゃいますので、ルールを皆様に守って頂くこと

がイベント実施において、非常に大事になっていきます。 

皆様と一緒にいいイベントを作っていきたいと思います。 

 

＜企画事業部：杉本より＞ 

まず演出についてです。 

キックオフのカウントダウンについて、やって欲しいというご意見と認識していますが、一

度検討をしましたが現状として取り入れることはしませんでした。 

今年の開幕戦でも実施をしませんが、もし今後多くのご希望を頂戴して、「このカウントダ

ウンを求めているお客様が多数いらっしゃる」と判断した場合は改めて検討します。 



 

次にグルメに関してですが、大前提として 2つお伝えします。 

まず今シーズン 4 店舗が加わります。詳細は後日ですが、既存店舗との入れ替えも発生し

ます。 

このような形で様々な角度から精査して、入れ替えをすることもあります。 

頂いた意見も参考にして、チェック体制も強化します。 

店舗にも直接ご意見はお伝えします。 

 

らくらくユナマルシェについてですが、今シーズンも継続します。 

チャットの方でこちらを利用する方も同じ列に並んで欲しいというご意見をいただいてお

りますが、今シーズンも列は分けて運用します。 

恐縮ですが待機列における密の緩和も含めてです。 

またご意見をいただければと思います。 

特に昨季の最終戦、例がないほどの売上になったのでご迷惑をおかけした例もありました

ので、事業者と出店者とともに改善に努めてまいります。 

 

＜運営部：湯脇より＞ 

これまでホームとアウェイにおいて、チームへの献身的な応援ありがとうございます。 

アウェイゲームでもたくさんの方に会場に来てスタジアムで選手を後押ししていただき、

他クラブからも鹿児島の熱さを評価いただいております。 

またホームゲームでは終了後のプラ柵撤去やスタンドのゴミ清掃など、我々が運営しやす

い状況をサポーターの皆様が作っていただいているのを感じております。 

今シーズンも色々ご迷惑をおかけすることもありますが、常に議論をしていきながら良い

方向に進めていければと思います。 

またご意見は遠慮なくおっしゃって下さい。 

 

＜以下、参加者からの質疑応答＞ 

Q：ふるさと納税の返礼品として鹿児島ユナイテッドFCのユニフォームを活用して欲しい。 

A(杉本)：ふるさと納税についてはいくつかの例がありました。これはクラブだけで決めら

れることではありませんが、機会があれば検討したいと思っております。 

A(徳重)：これも自治体との連携次第ですが、おっしゃる通り、特に今年は奄美大島からの

返礼として活用してもらえたらうれしいですし、以前徳之島や鹿児島市の事例がありまし

たので、引き続き検討していきたいです。 

 

Q：色々な取り組みをサポーターとしてありがたいと思っています。YouTubeで色々なコン

テンツを出していただいており、ありがたいです。たとえば見学ができない状況のなかで、



会員限定の動画配信などをしていただき、練習風景や TRMを映像として見られる環境を作

れないでしょうか？ スタッフが大変だと思いますが、検討していただけたら嬉しいです。 

A(徳重)：自分もまさにそう思っており、会員限定で配信できないのか？ お金を負担して

いる人だけが見られるようにできないのか？等を担当者とも相談したことがあるのですが、

難しい部分もあります。せっかく練習場があるので動画配信システムをやろうとは思って

います。このご意見も受け止めて、動けるところは動いていこうと思います。 

 

Q：今回非常に詳しいお話をお聞きできて、大変良かったと思います。2点お伺いしたいで

す。以前、鹿児島中央駅からスタジアムまでシャトルバスが走っていましたが、今後実施の

予定はありますか？  

もうひとつですが、地域別の観戦者数の話がありましたが、離島からの観戦がどのくらいあ

るのかを知りたいです。 

A(杉本)：お答えできる範囲ですが、過去無料のシャトルバスを鹿児島中央駅からスタジア

ムまで往復で 6便くらい（3便を 2回往復させる方法で）運行していました。お答えとして

無料でのシャトルバスは、予定検討はしていません。 

理由はいくつかありますが、簡単に言えばコストですが、それ以外にもあります。 

シャトルバスが満車になることもありましたが、6便 7便と運行しても当時の話ですが乗車

率は平均 50%に満たない程度でした。 

もちろん混雑する便もありましたので、「自分が乗った時は 100%に近かった」というお声

もあると思いますし、ありがたいと感じる方はいらっしゃったでしょうが、費用を大きくか

けている中で乗客を多くすることが難しかったので、他の事業を優先しています。 

有料でバスを出すという話もあるでしょうが、乗車賃が高くなってしまうので、そのシャト

ルバスに乗るくらいなら市電を選ばれるかなと思っています。 

A(徳重)：シャトルバスの補足をすると鹿児島中央駅からスタジアムまで、既存の路線バス

があります。そこに無料のシャトルバスを出すことが良いのかという問題もあります。 

我々もシャトルバスを出して特にアウェイの方とか、遠くから JR鹿児島中央駅まで来られ

た方とかに、もっと気軽にスタジアムに移動できる体制を作りたいのですが、色々と状況に

よってできることできないことをご理解下さい。 

離島からの応援ですが、いつも応援に来ていただいているのは存じておりますし、本当にあ

りがとうございます。 

昨シーズンは鹿児島県サッカー協会の割引チケットで、離島からサッカー少年団のご来場

もありました。 

もちろん離島からも多くの方に観戦に来ていただいています。 

数字としての比率は低くなりますが、数字どうこうではなく我々鹿児島を代表するチーム

として一緒に戦っていきたいです。 

 



＜以下、チャット欄にご記入頂いた質問への回答＞ 

Q：昨シーズン同様にレプリカユニフォームの販売予定はありますか？ 

A(企画事業部 杉本)：隠しているわけではないのでお伝えしますが、レプリカユニフォーム

は販売の予定はございます。UNITED FRIDAYの参画企業様に関してはレプリカユニフォ

ームとコンフィット T シャツを先行販売という形で販売しております。いずれも 5 月ない

し 6月からの販売開始となります。 

 

Q：フューチャーズがトップチームの運営お手伝いをすることはありませんか？ 

A(湯脇)：フューチャーズが発足する時、ホームゲームの運営も活動の予定に入っていまし

た。できていない理由としては、日程が合わなかったことと、発足 2年目の 2020年から新

型コロナの感染が拡大してきたことが理由です。 

今は実現できていませが、今後の可能性はありますので、引き続き前向きに検討していきた

いと思っています。 

 

Q：コロナ後になるかもしれませんが、アルビレックス新潟や東京ヴェルディのように他競

技に進出する可能性はありますか？ 

A(徳重)：総合スポーツクラブを目指しているところはあります。ただ、本当にこれが良い

ことなのか、運営する体力があるのかも総合的に判断しないといけないと思っています。 

鹿児島にいながらでも、多種多様な種目のスポーツをプレーできる環境を作ることは良い

ことですし、我々も目指しているところですが、Jクラブが他競技を運営することは要検討

だと思っています。 

 

Q：スタジアムでチャンスを外した時にため息が大きいように思います。ガンバ大阪のよう

に「ウー！」のようなかけ声を推奨できませんか？ 

A(徳重)：これはサポーターの皆様と話をしながら、どういう形で行くか皆様と一緒に決め

ていければと思います。ただ、これは「ウー！」と決めても、チャンスを外した時には「あ

ぁ」って声が出ちゃうような気がしますし、ここは統一できるのか疑問はありますが、皆様

と協議して決めていければ良いかと思います。 

 

Q：今後、勝利後の全員で歌う唄を考えて欲しいです。 

A(徳重)：このことも皆様と一緒に、話していければと思います。 

 

Q：特典にさつま島美人がありますが、お酒を飲めない方や未成年者に向けて代替えの特典

を準備していただきたいです 

A(吉留)：現状、未成年の方に焼酎をお贈りするわけにはいかないので、別の特典をご用意

しています。どういった特典になるかはこちらのほうで決めさせていただいている状況で



すので、ご理解いただけたらと思います。 

 

Q：外国人選手補強の検討はしていますか？ 

A(登尾)：リストはありますが、獲得するかしないかは今のところは未定としかお答えでき

ません。ただ皆様ご存知の通り、コロナ禍で新規の外国人は入国がすごく厳しいので、そこ

も加味して判断していきたいです。 

 

＜司会(湯脇)より＞ 

こちらからの一方的な回答になってしまいましたが、徳重代表が言っているようにこれが

スタートであって、皆様からのご意見はお受けした上で前向きに検討して、皆様と一緒に作

り上げていきたいと思っていますので、引き続き、よろしくお願いいたします。 

当初は 90分を予定しておりまして、もしかすると 2時間を超えるかもと思っておりました

が、それをもかなりオーバーしてしまいましたが、充実したサポーターミーティングができ

たのではないかと思っております。 

 

これをもちまして、2022 シーズン鹿児島ユナイテッド FC サポーターミーティングを終わ

りたいと思います。今シーズンもどうぞよろしくお願いいたします。 

本日はありがとうございました。各自、ご退室ください。 


