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2021 年 3 月 21 日(日)実施 

 

2021 ファン・サポーターとの意見交換会 

 

➀石川代表冒頭の挨拶  

石川：本日は、お忙しい中 2021 ファン・

サポーターとの意見交換会に集まりいた

だきありがとうございます。 

オンラインでの開催となりましたが、本

来であれば参加できなかった方も参加が

できるので、今回の開催は良いチャレン

ジになったのかなと考えています。 

2020 年シーズン振り返ってのお話と、

2021シーズン我々がどのように取り組ん

でいくか、少し中期的な計画も話に入ってきますが、それも踏まえて私たちの考えをお

聞きいただき、逆に皆様からのご意見、ご感想、ご要望をお伺いできればと思っていま

すので、よろしくお願いします。 

 

➁クラブスタッフ自己紹介 

石川：それでは、本日の参加スタッフ紹

介をします。私、クラブの理事長の石川

です。改めまして、よろしくお願いしま

す。 

続いて、試合でオンライン参加の強化部

の副島です、今聞こえますか。 

副島：はい、大丈夫です。強化部長の副

島です。今シーズンも男子女子の強化部

長として、よろしくお願いいたします。 

石川：続いてホームタウン営業部から順に紹介します。まずは関澤です。 

関澤：ホームタウン営業部の関澤と申します。ホームゲームで会えるのを楽しみにし

ています。はじめての方、よろしくお願いいたします。 

石川：続いて三嶋お願いします。 

三嶋：ホームタウン営業部の三嶋圭太と申します。男子の運営担当をしています。ま

だお会いしたことのない、初めての方もいらっしゃると思うのでよろしくお願いします。 

石川：続いて松崎お願いします。 

松崎：ホームタウン営業部の松崎と申します。ホームゲームでは主に観客席の入場口を

担当しておりますので、皆様と顔を合わせることも多いと思います。よろしくお願いし
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ます。 

石川：続いて新入社員の服部です。 

服部：今年から入社しました服部圭悟と申します。未熟な部分もありますが、より良い

ホームゲームを運営できるように努めてまいります。よろしくお願いします。 

石川：それでは以上のメンバーで進めます。 

 

 

➂2020 シーズン新型コロナウイルスの影響 

石川：最初に 2020 年度の報告です。クラ

ブの運営状況と観客動員の実績などを報

告します。コロナの影響で男子の試合が

観客動員できませんでした。リーグ戦後

半の女子の試合は入場人数制限下で、観

客動員することができました。2020 シー

ズンからオンラインで試合映像の配信を

していますので、そういった取り組みに

ついても併せて紹介します。 

それでは、ホームタウン営業部の関澤部長、よろしくお願いします。 

関澤：改めましてこんにちは。ホームタウン営業部の関澤です。クラブの運営状況、

観客動員の実績ということでスライドをご覧ください。 

「2020 シーズンの新型コロナウイルスの影響」コロナウイルスの影響について。（中

略、スライドの説明） 

 

➃チームだけではなく所属選手への影響も 

関澤：（中略、スライドの説明） 

1つ大きな事例としては、新聞掲載をき

っかけにつくば FCのジュニアユースの保

護者様からお声掛けいただき、選手の働

く場が見つかったというものです。 

報道のおかげでつくば FC 選手のサッカー

ができる環境が整ったという事例でし

た。 
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➄観客数の推移 

（中略、スライドの説明） 

2019シーズンの女子の観客数の説明：毎

年入れ替え戦で集客が見込める試合があ

り、2019シーズンはそれがなかったとい

うことで前年と比べて減少している状況

があります。 

2020 シーズンは無観客試合あるいは有

観客試合でも最大 120 人に制限いたしま

した。事前申し込みをしていただいた方

のみが観戦できるということになり、4試合で 411 人という結果でした。実際に観客と

して観戦される方は、事前申し込みよりも若干減少していました。 

 

➅YouTube 配信結果 

一方でファン・サポーターの皆様はよく

お使いかと思いますが、2020 シーズンは

YouTube でのライブ配信にチャレンジし

ました。配信により今まで試合会場に来

られなかった方々も、観戦できる環境整

備ができました。内容に関しては、もっ

と質を高め、コンテンツを充実させる努

力をしていきます。 

 

➆2020 年度広告収入目標達成状況及び 2021 年度の目標 

広告収入の報告です。2019年度は 30,000,000円の目標に対して 35,000,000円で 116%

の達成でした。 

一方 2020 シーズンは 5,000,000円の増額目標を目指し、35,000,000円を目標にしまし

たが実際は、32,0000,000円ということ達成率 91.4%、目標未達でした。 

 

2021 シーズン目標を 42,000,000円としております。こちらは女子がなでしこリーグ 2

部に参入しているということで遠征費や登録費等が増額したのでそれに合わせて目標

も高く設定しています。 
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（中略、スライドの説明）コロナ禍でス

ポンサー営業は難しいと予想を立ててい

ましたが、地域の企業様から本当に暖か

い支援を受けています。一部の企業様に

は、増額していただき、更なるご支援、

ご協力をいただいています。 

 

今年は営業活動を通じ、地域の温かさを

より感じた 1 年となりました。更にクラ

ブが地域になくてはならない存在になるべきだという気持ちを新たにしました。 

 

 

⑧つくばの生活関連サービス応援プロジェクト 

（中略、スライドの説明）その中でつく

ば FC分は、約 7,600,000円で全体の収入

のうち約 10％とのことです。つくば市役

所の担当者に確認させていただいたので

すが、圧倒的な割合でつくば FCが支援さ

れていましたとお聞しました。 

 

この取り組み自体にも感謝しております

し、またクラウドファンドを通じ、多く

の方々との結びつきを感じました。感謝の念に絶えません。本当にありがとうございま

した。 

 

 

スポーツの持つ力、クラブの価値を再発見

と言うことでこのポスターをどなたでも

ダウンロードできるようにしています。 

 

コロナに負けない、地域を元気にする力が

クラブにあると思い、現在営業活動に注力

しているところです。 
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⑨2021 男女ホームゲーム運営について 

2021シーズンホームゲーム運営について

ご案内します。ホームゲーム会場ですが

ジョイフル本田つくば FC は、「セキショ

ウチャレンジスタジアム」で実施します。

スケジュールの中には一部未定なものも

ございます。決まり次第ホームページ上

に掲載します。 

 

つくば FC レディースは、「ひたちなか市総合運動公園陸上競技場」になっております。

この理由に関しましては、昨年もご報告しましたが、セキショウチャレンジスタジアム

が JFA 公認のロングパイル人工芝では現在ないため、工事終了後の来年 4月までリーグ

の基準に満たないということです。遠い中ですが、こちらもぜひ足を運んで応援してい

ただけましたら幸いです。 

 

次に有観客試合の有無です。ジョイフル本田つくば FC、つくば FCレディース共に有観

客試合を実施いたしますが、ご存知の通り各種の制限がございます。入場するに当たっ

ては個人情報を提出していただくため、皆さんにはご不便をおかけしますが、ぜひご協

力をよろしくお願いいたします。最大の観客数についてですがセキショウチャレンジス

タジアムでは、120 人から 150 人を想定しています。 

 

一方で、ひたちなか市総合運動公園陸上競技場は、メインスタンド(固定席)最大約

3000 席ですので、メインスタンド 50％制限で 1500 人。メインスタンドが混雑した場

合に、バックスタンド芝生席(スタジアム発表の目安観戦可能数、約 1万人のところ)

に 1000 人をご案内し、合計 2500 人を観戦可能人数として設定しています。 

男子に関しては事前申込制です。女子に関しては当日申込で観戦することが可能です。 
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➉2021 男女ホームゲーム運営体制 

（中略、スライドの説明）引き続きホー

ムゲームボランティアの皆様、アカデミ

ーの下部組織、あるいは地域クラブと連

携して運営をしていきます。 

 

⑪勝利の歓喜・クラブの魅力を全国へ！

SNSの活用。 

現在つくば FCは、SNSの拡散に力を入れ

ております。特に YouTubeでの男女ホームゲームのライブ配信はメインコンテンツだと

思っています。具体的にはさらに魅力を多くの人に届けようということで「+800 プロ

ジェクト」を実施しています。 

 

これは YouTubeの登録者数を 1500名まで増

やす試みです。2020 年 7月 4日時点で 187人

の登録でした。最近の情報 2021 年 3 月 4日

では、789人まで増えています。それを今年

11 月に 1500 人を目指すプロジェクトです。 

 

こちらは、選手にも協力をお願いしていま

す。ここにいらっしゃる皆様もこの活動に参

加していただいて、登録者数を増やすとこ

と、情報を拡散していただくことにご協力いただければ幸いです。 

 

具体的な集客アップのイメージは、現在つくば FCで活用している Facebook、 Twitter、

Instagramのフォロワー数と、いいね数を

増やし続けることによって YouTube やホ

ームページへの流入を増やしていくよう

なイメージを持っています。 

 

例えば Facebookで藤井選手のことをハイ

ライトしたものを掲載します。そこをク

リックすると藤井選手のページ（つくば FC 

公式ホームページ）に移行し、そこから試合配信の URLに移行する、というようなイメ

ージです。 

最終的には YouTubeの登録者数を増やすということになりますが、実際そこにたどり着
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くまでの Facebook、Twitter、Instagram をさらに強化していくこともこのクラブ内で

のミッションです。 

 

⑫2021 グッズ情報 

最後にグッズの情報です。 

2018年からの売り上げの推移と 2021 年の物販の目標はご覧の数字の通りです。2020 年

の実績売り上げ約 1,000,000円でした。ホームゲームの実施が少なく販売機会が減少し

てしまい売り上げの減少につながりました。しかしながらオンラインショップでは前年

比 360％達成ということで今までにない

ような販売の実績が残っています。こち

らも皆様のおかげです。ありがとうござ

います。 

 

（中略、スライド説明） 

 

以上クラブの運営状況とホームゲーム

の運営についての報告・説明でした。あ

りがとうございました。 
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副島：２０２１シーズントップチーム強化について説明します。 

 

①強化部の紹介 

男女トップチームの強化部長を兼任する副

島秀治です。強化部の担当スタッフとして

は、昨年から引き続き飯塚真悟と２人で担

っていきます。 

 

 

 

 

②トップチームの目標 

全体の目標として、「子どもたちが憧れる

存在になる」、観ている人が応援したくなる

サッカーをして、「応援してもらえる選手・

チームになる」ということです。そして、上

位カテゴリーへの昇格」を常に目指してお

ります。 

その中で「より魅力あるチームへと成長し

ていきたい」と考えています。 

 

 

 

 

③強化部の役割 

長期的な視点に立って継続的なチームの

強化を図っていくことが強化部の役割で

す。短期的な目標は、男子は JFL 昇格・定

着すること。女子は、なでしこ１部リーグ

への昇格と、定着していくこと。中長期的

目標は男女ともに JFL となでしこ1部を経

て、その先にある Jリーグや、今年の 9月

から開幕する WEリーグという、最上位リー

グを目指していきたいと思っています。 
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具体的には、監督とチームの方向性を

決めていく、チームスタッフが活動して

いく中で、それを下から支えてサポート

しチームがより目指すべき方向へ進ん

でいけるように、そこを手助けする役割

です。 

右の図は、そういうイメージを監督・選

手・チームスタッフが 1つのチームを作

る中でそこを強化部が下支えするとい

うようなイメージの図になっています。 

 

④チームの方向性 

クラブの理念は、「すべての人が生涯素

晴らしい環境でスポーツを楽しめるよ

うにする」「世界一幸せなクラブを作り

たい」です。つくば FCは、もともと育成

年代からスタートしました。育成から積

み上げられて目標とするトップチーム

が男女共にできましたので、育成の選手

たちがまず目指す場所として「夢の舞台

を子どもたちに」という目標がここにあ

ります。トップチームは、子どもたちが

しっかりと夢を見て憧れていく存在になっていくということが、大きな僕らの方向性で

す。 

 

その中でも常に継続していることです

が、「育成」と言う観点から、我々トップチ

ームも成長するチームであり、地域の子供

たちの憧れとなる存在であり、地域の原動

力となっていく必要があります。それを達

成することで魅力あるチームへと成長し

ていくことを目指します。「チームも選手

も成長していく・育成する」というところ

がキーワードです。 
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⑤魅力あるチームになるために 

当たり前ですが、チームで勝利を目

指します。１戦１戦の勝利も含めてリ

ーグ戦の中で勝利と優勝を目指すこ

と。選手１人１人が勝利のために、何

ができるのかを考え、勝利を経験する

ことで、個人が成長しチーム力が高ま

ります。その良い循環を１年通じて実

施できるように目指し成長します。そ

の中で、根本的にあるのはまず「勝利

を目指せる」チームになるということです。どういうサッカーをするかは、監督が決定

する部分ですが、常に勝利を目指せるというチームを作り上げていくことで、魅力ある

チームを作り上げていきたいと考えています。 

 

⑥2020 シーズンを振り返って 

新型コロナウィルスによって活動が制限

され、良い成績は収めらませんでした。結果

は出なかったのですが、男子は関東リーグ

１部残留。女子はリーグの再編成もあり、な

でしこリーグ 2 部に参入する結果となりま

した。 

 

実際に上がジョイフルの成績。下がレディ

ースの成績ですが、良い成績とは言えない

状況です。これを改善していくのには、当然

得点が必要です。もっともっと皆さんにゴ

ールをお届けする機会を増やさなくてはな

らない。そして同時に、失点も減らさなくて

はならない。それをバランスよく高いレベ

ルで行うことができれば必然と勝利が増え

ます。 
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課題としては、1年間通じて継続する難し

さが挙げられます。なかなか結果が出ずに、

途中で失敗することもあります。しかし、

その中でも新しいチャレンジをしなければ

ならないという、課題が自分の中でも選手

の中でも出てきました。 

 

⑦2021 スローガン「タフネス」 

課題を克服していかないことには、目標達

成にたどり着けないというとことで、2021

シーズンは男女ともに「タフネス」という

スローガンにしました。メンバー全員で強

くたくましく粘り強く目標に向かって戦い

ます。 

 

 

⑧チームの在り方 

観ている人が応援したくなるサッカーを

するために、2021 シーズンはスタッフを刷

新し、監督・コーチ陣全て変わりました。

選手も増員しております。レディースは 23

名の選手が継続をして 10名が新加入。ジョ

イフルは 15名が継続し 13名が加入しまし

た。ジョイフルが 28 名、レディースは 33

名で 2021 シーズンを戦います。このうち試

合先発が 11名とベンチが７名の計 18 名が

試合に登録できます。これだけの人数がいるという事は、試合に出られない選手が出て

きますが、そういった環境とスタッフの刷新は、新しい監督からの評価になりますので、

競争による切磋琢磨が生まれます。それと同時に、それぞれがライバル関係の中で競争

意識を持つだけでなく、助け合って仲間として支えていく気持ちも大切にして欲しいと

いう事を、選手たちにも選手研修会で伝えました。選手・スタッフ含めた全員が、切磋

琢磨できるチームになれば必然的に、お互いが成長できると考えています。昨年の結果

も踏まえ、スタッフの刷新それから選手の増員により競争してたくましく成長していく

チームということを考え強化しました。2021 シーズンの選手はホームページで、公開

しておりますので、ぜひご確認ください。新しい選手も男女総勢で 23 名加わっていま

すので、ぜひチェック願います。 
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⑨2021 シーズンチームスタッフ 

スタッフは、水戸ホーリーホックとの

連携協定の中で派遣いただく形で、今シ

ーズン冨田大介氏が就任しました。アシ

スタントコーチはつくば FCのジュニア

ユースより福本琢也がジュニアユース

のコーチを兼任でアシスタントコーチ

として新しく TOP チームに加わりまし

た。またストレングスコーチとして週 1

回宮脇コーチが入ります。こちらもクラ

ブのアカデミーOB で、クラブのアカデ

ミー担当コーチを経て、今回はトップチームに関わります。トレーナーに三村トレーナ

ーが新規スタッフとして入ります。テクニカルスタッフとして、試合分析を小柳コーチ

が担当します。彼は、つくば FCのジュニアユース 2020 のコーチと兼任しております。

新キャプテンとして、深澤裕輝を任命しております。 

 

レディースですが、監督が新しく橋野威

監督が就任しました。昨年まで鹿島アント

ラーズの育成の監督・コーチを歴任してお

りました。アシスタントコーチとコンディ

ショニングコーチを兼任で古田敦寛が入

りました。新しく GKコーチとして、高橋

茂幸が、レディースユースの GKコーチを

兼任しながら活動します。レディースは主

将が 4人体制となり、藤井志保、菊地さや

か、肥留川海生、原嶋祐芽の４人が主将と

して、チームを支えます。 

 

チームスタッフ紹介は以上です。今シーズンもよろしくお願いいたします。 
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ここからは、事前にいただいていた質問のご回答いたします。 

質問が重複するもの等ございましたので一部質問をまとめた上で、回答します。また、

現時点では一部回答を控えなければならないようなものもありましたので、事務局側で

質問内容を選び、回答します。予めご了承ください。 

 

【質問】 

感染症対策の影響によるファンサービスの制限があるが、どのようなものを実施する

予定でしょうか。また、ファン・サポーターに顔と名前を知ってもらう機会をもっと

増やすことができないでしょうか。 

【回答】 

コロナ禍で従前の通りのハイタッチ等のファンサービスは実施できません。しかし、

今年は選手にフォーカスした施策を検討しています。具体的には選手カードのプレゼ

ントや Web・SNSを活用した選手からのメッセージ配信を実施予定です。また、サポー

ターから選手にメッセージを届けやすい環境作りにも取り組んでいきます。その他、

各種フォトスポットを準備し、サポーターの皆さまにも情報発信していただきやすい

環境を作りたいと考えています。 

 

【質問】 

地域への知名度向上と集客強化のための具体的な施策について、集客が伸びない原因

と対策、今年の具体的な施策などをご説明ください。 

【回答】 

つくば FCレディースについて 

集客については 2015年シーズンと比べ総観客数で４割減少しているので、課題を感じ

ています。まず、ホームゲームの試合そのものにフォーカスした広報が多かったと認

識していますので、新たに選手にフォーカスした取り組みを行っていく予定です。 

男子は育成年代（小学校から大学等まで）から選手として注目されていることが多い

のですが、女子は選手 PRに繋がるような過去の積み重ねが、少ないと考えています。

時間はかかりますが、女子選手の認知活動を強化してみてはどうか、と考えていま

す。今シーズンは、その取り組みへのチャレンジを開始します。 

 

女子のホームゲームは対戦相手の都合もあり、ナイターの提案ができません。お客様

にとって都合の良い時間に試合を実施できていない状況も集客の低下の一因と考えて

います。 

今年はひたちなか市での開催となり、さらに集客の難易度はあがると考えています。

つくば FCがより多くの方々に認知され、愛されるクラブを目指して、今年一年間、ひ

たちなか市で頑張ります。 
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最後に成績です。2015年にチャレンジリーグ参入以来低調な成績が続いています。チ

ームの強化と繋がる部分ですが、2019年から強化部を新たに設置し、その体制が徐々

に整ってきております。限られた予算の中で強豪相手と戦うにはまだまだ厳しい状況

ですが、クラブの特徴を生かしたチームづくりから勝利を目指すということを大前提

に強化し、ファン・サポーターに応援していただける魅力あるチームづくりを目指し

ています。 

 

【質問】 

過去に実際に行われた SNS等の施策と、効果の検証結果、今後に向けての課題と、今

シーズン実施される具体的な施策をご説明ください。 

【回答】 

Google アナ リティク ス 上 の数値で す が 、 2018年から 3年経過し、「新規」

のサイトへの訪問者は、2020 年度は約 10万人／年になっています。 

 

2018年シーズン、集客の取り組みとして注力したのは「SNSを通じたサポーターとの

接点づくり」です。この活動を通じて、サポーターにダイレクトにクラブの情報を通

知できる体制の基礎ができました。 

 

2019 年シーズンには、ピックアップゲーム（ホームゲームのイベント等を充実させる

試合）を設定し、2018 年シーズンに取得した情報を活用して潜在顧客へのアプローチ

を行いました。取得したデータから、試合告知に関するランディングページの閲覧数と

スタジアムへの来場数に高い相関関係があることが分かり、試合告知の SNS配信におい

て、注目されやすい情報提供を心がけました。 

 

2020 年シーズンは、コロナ禍のため、ライブ配信に取り組みました。今までのスタジ

アムへの集客とは方針が変わってしまいましたが、ファン・関係者の生の声として、

「遠方にいても試合の観戦ができているので助かる。」「今までサッカーの試合をみ

たことがなかったけど、初めてつくば FCの試合を見た」等、新たなファン層に情報が

届けられていることを実感しました。 

 

今シーズンは、YouTubeライブ配信を継続します。コロナ禍で「映像で試合を見ても

らう」ことの障壁は低くなったとは思いますが、実際に観客が会場で見たいと思って

もらうことは別だと思っています。 

制限を加えることなくホームゲームが開催される日まで、SNSの活用は最重要と認識

しており、より濃く、広くトップチーム活動とクラブが目指している事を届けていき

ます。 
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【質問】 

CATVや YouTube、各種 SNSなど様々なメディアの活用をさらに充実させることができ

ないでしょうか。 

【回答】 

SNS発信の質・量とも、課題意識はあります。特に配信を担当する人的資源が足りて

いないことが原因であると認識しています。動画配信については、地域のスポーツ配

信や関東リーグ等のサッカーの試合配信に力を入れていた業者に映像配信（録画配

信）を依頼してきた経緯があります。 

 

SNS発信については、他の業務と兼務にはなりますが、担当者を増やしました。担当

者には外部の研修会等への参加を促し、知識を高め、実際に社内で運用できるように

社員教育を進めています。 

 

動画配信については、繰り返しになりますが、2020 年シーズンからは YouTubeでのラ

イブを始め、今年も男女ともにライブ配信を実施します。今シーズンは、トップチー

ムの選手の素顔によりフォーカスした企画を考えています。 

 

SNS・動画配信のどちらも、効果的かどうかはまだ検証中ですが、ただ配信して満足す

ることなく、その振り返りを業務の一貫として位置付けて取り組んでおります。仮説

に基づき、配信を行い、検証を繰り返ししているところです。 

 

【質問】 

都道府県リーグでも元 Jリーガーが活躍する中で、男子トップチームの戦力補強につ

いて方針を教えてください。 

【回答】 

過去を振り返れば、ジョイフル本田つくば FCにおいて元 Jリーガーの所属はありまし

た。現在においても元 Jリーガーを採用しない方針でもありません。元 Jリーガーへ

のアプローチが皆無というわけではありませんので、クラブと本人の希望条件が合え

ば、実現の可能性もあります。 

現在はまだ選手から一定程度の会費をいただいている状況です。そうしたチームが置

かれた立場を考えると、若く力のある選手を発掘するのがチーム強化の柱にはなって

きます。 
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【質問】 

百年構想クラブへのロードマップについて、申請の予定はあるのか、それに向けてど

う活動し体制強化していくのか、具体的に教えてください。 

【回答】 

百年構想クラブへの申請は Jリーグに入るための手段だと考えています。 

現時点では適切なホームスタジアムがないこと、強化費の不足、百年構想クラブに毎

年の費用がかかることを考慮して申請を行っていません。 

スタジアムの準備を進め、強化費の捻出のためにパートナー企業様との関係性を充実

させていくことを重視し、関係各所と話し合いを進めています。諸々の条件が整い次

第、申請を行う予定です。 

 

【質問】 

水戸ホーリーホックとの提携について、主に男女トップチームの強化や選手・指導者

交流(水戸からのレンタル受け入れの可能性など)、水戸のホームゲームでのプロモー

ション、事業連携など、今後の具体的な見通しを教えてください。 

【回答】 

強化・運営両面で水戸ホーリーホック様と話し合いながら進めていきます。 

内容としては、関係のある選手の情報共有、エリートリーグへの参戦、ホームゲーム

運営、施設管理等になります。今後のさらなるアクションについては、具体的に決ま

り次第リリースいたします。 

 

【質問】 

女子トップチームのなでしこリーグ 2部参入について、強化への影響、今後数年間の

活動の見通し、なでしこリーグ 1部や WEリーグを見据えたビジョンなど、ご説明くだ

さい。 

【回答】 

まずは、なでしこ１部参入にむけたチーム作りをしています。WEリーグの開幕を控

え、上位リーグ参戦チームに加入できない選手が、２部に集まってきています。 

 

サッカーだけに限ったことではないですが、地元出身の選手は地元のファンから愛さ

れます。地元で育成していくという根本的な解決も本クラブでは大切にしていますの

で、現時点でトップチームに所属する育成チームの出身選手が１名のみになっている

状況を変えたいと思っています。それには、中学生から高校生に上がる選手数の増加

が鍵となります。 
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１部への昇格には、スタジアムの問題が生じます。チーム強化と並行してクラブとし

てその問題解決に取り組んでいます。 

 

【質問】 

トップチームの成績向上のための施策について、男女ともここ 6年間カテゴリーの昇

格がありません。これまでの実績についてどう考えているか、今後どうしていくの

か、お聞かせください。 

【回答】 

ファン・サポーターの皆様と上位リーグ昇格を目指して努力して参ります。クラブと

しては財政面での課題が大きいことを強く認識しています。 

営業部は、近年、年間最低 500万円以上、できれば 1000万円以上の増額を目標にして

います。強化部は、関係者とのネットワークを密にし、選手獲得を目指しながら、ク

ラブの育成チームの選手に注視しています。 

 

【質問】 

スタジアムでの応援の他に、サポーター、ファンにできることはありますか。 

【回答】 

SNSでの情報の拡散と YouTubeのチャンネルの登録をぜひお願いいたします。 

集客活動が難しい状況がありますので、特に今年は、YouTubeの登録者数を「1500

人」にするという目標を立てています。 

お願いばかりになりますが、つくば FCの関連グッズをご購入いただけるとありがたい

です。 

 

【質問】 

ひたちなか市で試合をやることについて、つくば週辺のファンが見に行けない状況を

どう考えていますか。 

【回答】 

本当に申し訳ないと思っています。セキショウチャレンジスタジアムの改修工事の延

期で人工芝の公認が取れない状況が続いています。来春には改修工事が完了する予定

ですが、上記で説明しました通り、根本的な解決とはなっておりませんので、引き続

きスタジアム問題については、取り組んで参ります。 

 

【質問】 

ひたちなか市へのバスツアーの検討については実施されるのでしょうか。 

【回答】 
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バス車内でのコロナウィルス感染リスクを考慮し、現時点では考えていません。状況

が変われば再度検討します。 

 

以上となります。 

 

長時間に渡り意見交換会ご参加いただき誠にありがとうございます。「素晴らしいシー

ズンだった」と言っていただけるよう取り組んで参ります。今シーズンも、どうぞ宜し

くお願いいたします。 

 

＿＿ 


