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ホームタウンを
好きになってもらうために

～ クラブづくりとまちづくり ～

◆好調なチーム成績にも後押しされ、8年連続で入場者数を伸ばし続ける川崎フロンターレ。
　しかし、2001年のＪ2リーグ降格時には入場者数が半減した苦い経験もある。
◆降格を機にクラブ内改革を推し進め、社長をはじめ各スタッフ、選手が
　地域密着を意識した活動を実践し、今では組織・チームともに元気なクラブとなった。
◆かつては「プロスポーツ不毛の地」ともいわれた川崎市に根づくために、
　フロンターレはどのようにホームタウン活動を推し進めていったのか。
　キーワードは「まちづくり」であった。
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　武田信平・現代表取締役社長が就
任したのは、J2リーグへの降格が決まっ
た2000年の暮れのこと。より地域に密
着した市民クラブを目指すべく、武田
社長は川崎の人々の声に耳を傾けよう
と積極的に地域の住民との対話を重
ねていった。そうした活動の中で一つ
の結論にたどり着く。それは、多くの川
崎市民が「“富士通フロンターレ”では
応援しづらい」と感じていることだった。

「川崎市には富士通の同業他社が多

数、本社や工場を構える。彼らにしてみ
れば『なぜライバル企業のサッカー部を
応援しなければならないのか？』という
心情になるのもやむを得ない」（武田社
長）。住民や行政も、富士通100％出資
のクラブを市民クラブと呼ぶことに違和
感を覚えているようだった。
　そこで武田社長は富士通本社の経
営陣に対して、フロンターレから企業色
を薄めるよう提案する。具体的には、運
営会社の名称を「富士通川崎スポーツ

マネジメント」から、チーム名と同じ「川
崎フロンターレ」に変更すること、富士
通100％出資の子会社ではなく、市や
地元企業にも幅広く出資を募り、名実
ともに市民クラブになることだった。武
田社長の粘り強い説得が経営陣の首
を縦に振らせた。「フロンターレが川崎
市で生き残るには、それしか方法がな
かった。企業色を薄めるという考えを受
け入れてくれた富士通にとても感謝し
ている」（武田社長）。

ホームタウンを
好きになってもらうために
～クラブづくりとまちづくり～

　2009年4月29日、晴れ渡った青空の

下、たくさんのサポーターが川崎フロン

ターレのホームゲームへと向かってい

た。武蔵小杉駅前から等々力陸上競技

場行きのシャトルバスに乗ると、サックス

ブルーのレプリカユニフォームを着た運

転手が出迎えてくれる。バスの発車とと

もに流れてきた車内アナウンスの声は、

なんとあの中村憲剛選手だ。「あ！ これ

憲剛の声だね」と早速お父さんに話す

子供の姿も。10分ほどで等々力陸上競

技場前に到着すると、フロンターレカラー

にあしらわれたバス停が出迎えてくれた。

　バス停から競技場へ向かう道のりは、

試合開始2時間前だというのに水色の

人波であふれかえっている。「フロンパー

ク」と書かれたアーチをくぐると、そこに

は珍しいブースがずらりと並んでいた。

大相撲の春日山部屋による秘伝塩ちゃ

んこ鍋、川崎市名産とんとこ飴の実演

販売、ブラジルキッチンでは川崎市在

住のブラジル人がシュラスコやパステ

ルを本場の味で提供する。さらに、ゴー

ルデンウイーク限定イベント「フロンター

レ牧場」では、乳牛の乳搾り体験やヒヨ

コ＆子牛ふれあいコーナー、バター作り

体験、子ブタレースが開催され、たくさん

の子供たちから歓声が沸き、笑顔がこぼ

れた。一方、スタジアム内のバックスタン

ド裏、コンコースの一角にある「エンタの

広場」と名付けられたスペースでは、お

笑い芸人や大道芸人、地元の学生グ

ループなどがさまざまなパフォー

マンスを披露し、集まっ

た人々から大きな拍手を浴びている。家

族連れもカップルも、皆が試合前のひと

ときを思い思いに楽しんでいた。

　同年7月11日、ところ変わってJR新潟

駅──。東京発の貸し切り新幹線が到

着し、ドアがゆっくり開かれると、サック

スブルーのパジャマを身にまとった人た

ちが次々と降りてくる。最初は不思議そ

うに見ていた周囲の人々の表情は、そ

の数に圧倒され、驚きへと変わっていっ

た。彼らはフロンターレのサポーター集

団。約300名がおそろいの特製パジャマ

を着てアウェイのアルビレックス新潟戦

に訪れたのだ。フロンターレのスタッフと

サポーターが考え出した「パジャマでお

じゃま」という企画の一こまである。

　こうした趣向を凝らしたさまざまな企画

は今やフロンターレでは当たり前のように

なっているが、これらの取り組みはただ単

に思いつきや勢いだけで実践されている

わけではない。その背景には、クラブとして

川崎のまちづくりに貢献するという揺るぎ

ない信念が込められていた。今号ではそう

したフロンターレの歩みを探ってみたい。

第 一 章 川崎に根づく「市民クラブ」への挑戦
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　武田社長は阿部孝夫・川崎市長に
も直接会い、クラブへの出資を要請し
た。そのとき市長は、「市が一番に出資
することはできない。ただし、市内の複
数の地元企業が出資し、市民クラブと
いう位置づけになれば協力できる」と答
え、市の経済局へ話をつないでくれた。

「経済局から紹介された地元の経済
団体、企業などに何度も足を運び、出
資や支援のお願いをして回った」（武
田社長）。そして02年、ついに川崎市か
らの出資も得ることができ、市民クラブ
への第一歩を踏み出したのだ。

　武田社長が富士通の企業色を薄め
ることに尽力していたころ、フロンター
レの入場者数は目に見えて減ってい
た。Jリーグ入会を目標に掲げた1997
年から、J1リーグへ昇格した2000年ま
では右肩上がりに増加したが、01年の
平均入場者数は前年の約半数に激減

（7,439人→3,784人）。J2に降格したこ
とを差し引いても、大幅な減少である。
現実を目の当たりにしたクラブは、観客
の観戦動機が一部の人気選手目当て
や、カテゴリーがJFL→J2→J1リーグへ
と上がっていった成績面によるところが
大きかったのだと痛感した。
　クラブ創成期にホームタウン推進室
で地域密着活動に奔走し、現在はマー
ケティンググループ課長を務める天野
春果氏は、「クラブ運営にはチーム強化
と地域密着活動の両輪が必要」と語
る。集客に関してどちらの車輪の影響
が大きいかといえば、一見、前者のよう
に感じる。チーム成績が良く、全国区の
有名選手がいれば一時的に観客は増
えるかもしれない。しかし、そうしたチー
ム事情は時間とともに必ず変動する

上、良いときと悪いときの波が必ずあり、
不確定な要素も多い。一方、地域密着
活動については「すぐには多くの集客
に結びつかないが、少しずつでも確実
に大きな実を結ぶ、中長期のクラブ運
営に欠かせない大切な車輪」（天野課
長）と位置づけている。

　チーム強化に関しては、福家三男Ｇ

Ｍを中心に抜本的な改革に取り組ん
だ。無理な補強をして1年でのJ1復帰を
目指すのではなく、再びJ1に昇格した
後は二度と降格しない安定したチーム
づくりを進めるよう、3年でのJ1復帰を目
標とした。
　地域密着活動に関しては、部署を横
断したプロジェクトチームをつくり、クラ
ブスタッフたちが連日頭をひねって意見
を出し合った。天野課長は、「まず、自分
たちのホームタウンである『川崎』という
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上：神奈川県と東京都にはＪリーグ6クラブ、プロ野球3球団があり、他のエンターテインメントも含めて競争の
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4

まちをもっと知る必要があると考えた」
と、当時を振り返る。
　等々力陸上競技場のある中原区、
クラブ事務所のある高津区、その近隣
の宮前区を含めた3区の住民は、フロ
ンターレの試合を観戦したことがなくて
も競技場そのものの場所は知っている
人が多く、クラブの認知度も比較的高
かった。しかし、他区には競技場の場
所を知らない人も多く、フロンターレ自体
の認知度が低い地域もあった。クラブ
内で検討した結果、限られたスタッフ数
でフロンターレになじみの少ないエリア
での地域活動をゼロからスタートするよ
りも、まず競技場周辺3区を対象として
重点的に活動していくことを選択した。
川崎市の場合、その3区だけでも約60
万人の人口があり、マーケットとしても
十分だった。
　クラブスタッフは3区内の商店街など
に積極的に足を運び、住民たちの実
際の声を拾っていった。「3区にはファミ
リー層が多く住むため、彼らが楽しめ
るようなスタジアムづくりを目指すように
なった」（天野課長）。時には公園に集

まっているお母さん方の輪に加わり、フ
ロンターレをどう思っているか、どういっ
たイベントなら家族で楽しめるか、チケッ
トの価格設定をどう思うかなど、具体
的な意見を直接ぶつけてもらった。「お
母さん方の話は本当に細かい。そうい
うところに大切なヒントが隠されている」
と天野課長は語る。

　川崎市は3ページの地図のように細
長い形をしている。北西部は新興住宅
地が広がるベッドタウンだ。「昼間は隣
接する東京で働くいわゆる“川崎都民”
と呼ばれる人が多く、地域への帰属意
識は薄い」（天野課長）。転入率、転出
率が高いこともその傾向に拍車をかけ
ている（07年の転入率は全国1位、転
出率は福岡市に次ぐ全国2位）。
　一方、南東部の川崎駅周辺の幸区、
川崎区は古くから東海道の宿場町とし
て栄え、多くの商店が軒を連ねる昔な
がらの下町エリア。高度経済成長期に
は多くの工場労働者が流入し、競馬場

や競輪場も活況を呈する。しかし、海側
の京浜工業地帯でかつて起きた公害
という負の歴史も背負い、「暗いイメー
ジが残っているのは事実」（天野課
長）。帰属意識の薄い北西部と、公害
イメージの残る南東部。さらにそこを分
断するかのように複数の鉄道網が東
西に走っている。北西部、中部、南東部
とエリアごとにカラーが異なるため、「川
崎市」としての地域性は薄く、まとまって
スポーツを応援しようという機運も醸成
され難い。過去に幾つかのプロチーム
が川崎を去った歴史から、「プロスポー
ツ不毛の地」と呼ばれたこともある。
　そこでクラブは、地域性が薄いならフ
ロンターレが川崎の“特性の一つ”にな
ろうと考えた。とことん川崎色を前面に
押し出すことで、住民が本来持っている
はずの郷土愛を呼び起こそうとしたの
だ。フロンターレが川崎のまちを好きに
なってもらえるような企画を展開するの
は、すべてその考え方に帰属する。「川
崎には洗練された東京や横浜にはな
い、いい意味での田舎臭さや人情味が
ある。ノリが良くて、楽しいことが好きだ

ホームタウンを好きになってもらうために
～クラブづくりとまちづくり～
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という人も多い」（天野課長）。そういう
地域だからこそ、冒頭で紹介したような
企画にサポーターは呼応し、一緒になっ
て楽しむ。フロンターレの企画に、「アット
ホームな雰囲気や遊び心があふれて
いる」といわれるのは、「ファミリー」、「川
崎のまち」、「みんなで楽しめる」というポ
イントを押さえているからである。
　「2008 Jリーグスタジアム観戦者調
査 」で、観戦理由の１位に「レジャーの
ため」を挙げた人が全クラブ中、最も多
かったのがフロンターレであった。その
ことからも、上記を踏まえた集客戦略
が奏功していることが分かる。

　08年からは、ホームゲームの試合前
に必ず「川崎市民の歌」が歌われる
ようになった。市内のゴミ収集車が昔
から流している曲で、川崎市民なら誰
もが口ずさめる歌だが、それまで胸を
張って大声で歌うような機会もなかっ
た。それが今では等々力陸上競技場で

「俺たちは川崎市民なんだ！」と誇り高
く宣言するかのように、大きな歌声がこ
だまする。
　09年6月20日の川崎市制記念試合
では、さらに川崎色を前面に押し出し
た。試合前のマスコット大集合祭には、
市役所の協力で、水道局、市民・こども
局など川崎市各局のマスコットが勢ぞ
ろいし、クラブマスコットの「ふろん太」
と一緒に、多くの親子との記念撮影に
追われていた。始球式のゲストには地
元出身の若手人気俳優、市原隼人氏
が招かれ、ハーフタイムには川崎市在
住の歌手、西城秀樹氏が「YOUNG 
MAN（Y.M.C.A）」を披露し、等々力陸
上競技場を盛り上げた。この日の試合
に訪れた観客は、「川崎市民」をさらに
意識する機会となったはずだ。

　08年から、市内にある春日山部屋と
の提携も始めた。天野課長が川崎のま
ちの魅力を掘り起こす活動をしている
ときに、相撲部屋があることを知ったの
がきっかけだった。08年、09年に開催さ
れた「イッツァ スモウ ワールド」では、子
供たちと力士が相撲を取るイベントが
和やかに開催され、秘伝のちゃんこ鍋
も大盛況で、用意した1,000食があっと
いう間に完売した。09年9月13日には、
フロンターレサポーター約70名による春
日山部屋応援ツアーが実施され、両国
国技館の一角にサックスブルーのユニ
フォームを着た集団が陣取り、幕内力
士の春日王らに声援を送った。「自分た
ちと同じ川崎のまちの力士だと知れば、
テレビで大相撲中継を見たときに自然
と応援したくなる。日常の中で“川崎”を
意識する機会をどれだけつくっていけ
るかがポイント」（天野課長）。
　09年2月には川崎市を舞台にした人
気アニメ「天体戦士サンレッド」とのコラ
ボレーション作品も放送された。企画の
きっかけは溝の口駅前のチラシ配り。
同じ時間帯に「天体戦士サンレッド」の
スタッフたちもチラシをまいていたのが
きっかけだ。地元・川崎を舞台とするア
ニメの存在を知ったフロンターレスタッ

フは早速、連携企画の交渉を開始。地
域密着の理念が合致し、実現の運び
となった。出演は中村憲剛、井川祐輔、
谷口博之の3選手と、武田社長を含む4
名。全員が本人役で登場し、アフレコも
すべて本人が行った。ここにも、地元に
あるさまざまな財産とクラブが融合する
ことで、川崎の魅力を一緒に高めてい
きたいというフロンターレの強い想いが
ある。

＊　　　　　　＊　　　　　　＊

　近所の仲間や家族みんなで、楽しい
時間を一緒に過ごせる場所。フロンター
レを通して地元・川崎を感じることがで
きる場所。そうしたスタジアムづくりを進
めたことで、01年に3,784人まで落ち込
んだ入場者数は年を追うごとに再び増
加に転じ、今年まで8年連続での入場
者数増へとつながっている（4ページの

「平均入場者数などの推移」参照）。
　フロンターレは、具体的にどのよう
な手法で地域密着活動に取り組んで
いったのか。第2章では「クラブの組織
力」、「選手の参加意識」、「行政との連
携」という三つの側面からさらに検証を
進めていきたい。

とことん川崎にこだわりぬく

「フロンターレ牧場」で子牛と触れ合う親子。
子供たちにとっては貴重な体験だ。

ちゃんこやかき氷を振る舞う春日
山部屋の力士たち。このサックス
ブルーの特製浴衣はクラブ側が
春日山部屋に贈呈したもの。
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　「彼らと同じようなアイデアを思いつく
ことはある。でもそれを企画段階で終わ
らせず、実現へと移すことが一番難し
い」と、あるＪクラブのスタッフが話してく
れたことがある。ではフロンターレはな
ぜ、多くの企画を実現していくことがで
きるのか。そこにはクラブ全体の組織
力の強さが起因している。
　社内改革が行われたのも、J2からの
スタートとなった01年のことだった。クラ
ブ全体での意識改革を進めるべく、武
田社長の指示の下、若手社員が中心
となって、集客、広報、営業、商品企画
などの各分野で部署を横断したプロ
ジェクトチームが結成された。1グルー
プ4～5人で構成され、毎週のように集
まっては、けんけんがくがく意見を出し
合った。「部署内だけでなく、みんなで
話し合った方がよいアイデアが出るも
の」（武田社長）。時には激しくぶつかり

合うこともあったが、そうした時期を経
たことで横の連携がスムーズになり、セ
クション主義といった弊害が起こらず、
「各案件や課題に社員がそれぞれの
ポジションで自分にできることを考え、部
署を超えて協力している」（熊谷直人・
広報副グループ長）という社内風土が
築かれていった。

　現在のフロンターレは会議が非常に
多く行われている。一般的に「会議の
多い会社は良くない」といわれるが、そ
れは“会議のための会議”を指してのこ
と。フロンターレの会議には黙って座っ
ている出席者はいない。皆が企画実現
のための情報共有と推進の場として有
効活用しているのだ。
　今やフロンターレ名物といっていい斬
新な企画が次 と々アウトプットされてい
く背景には、横のつながりがスムーズと
いう組織力による部分が大きい。一人
ではなくチームで進めることでアウトプッ
ト力はどんどん増していく。算数ドリル
はその一例である（『Ｊリーグニュースプ
ラス』第9号参照）。天野課長の発案を
受けた各部署が即座に反応したため、
クラブが一丸となってつくり上げていく
ことができたといえる。小学校へのアプ
ローチ方法を模索中だと相談すれば、
育成普及部のコーチが「スクール活動
で付き合いのある小学校の校長先生
を紹介しよう」と言って突破口が開け
た。広報部の熊谷氏は「テレビ局に密
着取材を頼んでみよう」と提案し、フジテ
レビの7カ月に及ぶ取材により、特集を

組んでもらうことに成功した。強化部は
「選手には積極的に参加するよう伝え
てあるから」と援護射撃を惜しまない。
　企画を受けてのトップの決断も非常
に迅速だ。天野課長が「社長を喫煙所
でつかまえて、立ち話中に案件の決裁
をもらうこともある」と話すように、日常的
に社長とコミュニケーションを取って案
件を前に進めることができる環境にあ
る。だからこそフロンターレの企画には
スピード感があり、実際にアウトプットさ
れていくものも多い。武田社長は「集客
に関しては、若い人の感性でアイデア
を出した方が良いに決まっている。それ
をむやみにわたしが止めるようなことは
しない」と話す。それはフロンターレの
客層は30～40代が多く、彼らと同世代
のクラブスタッフのアイデアを尊重した
方が的を得ているという考えからだ。

　クラブ主導で行う企画は、必ずしも
すべて楽しんでもらえるとは限らない。
企画成功のためには、何よりもサポー
ターの理解が欠かせない。月に一度サ
ポーター定例会を開催し、企画につい
ての意見を聞いている。その場で出さ
れるサポーターのアイデアが反映され
ることも多い。例えば冒頭で紹介した
新潟への新幹線ツアー「パジャマでお
じゃま」を提案したのはサポーターであ
る。「復路は夜行列車だからパジャマ
がいいのではと。彼らの発想は本当に
柔軟。クラブスタッフが机の前で頭をひ
ねっていても出てこないアイデアがポン
ポン浮かんでくる」（天野課長）。サポー
ターも自分たちがかかわる企画には、よ

ホームタウンを好きになってもらうために
～クラブづくりとまちづくり～

❶ クラブの組織力

一つのアイデアに
各部署が反応

サポーターとの一体感

第 ニ 章 「地域密着」を支える三つのポイント

サッカー事業部
マーケティンググループ課長

天野 春果 氏

日々 思いついたアイディアはすぐにノートに書き
とめ、新たな企画の実現につなげているという。
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り積極的に取り組む。それゆえ、クラブ
との間により強い一体感を生んでいる。
　「サポーター自身も川崎市在住の人
が多い。彼らもフロンターレを通して地
元・川崎のまちを元気にしたいという想
いがある」（天野課長）。その根幹的な
部分をクラブと共有しているからこそ、
03年に勝点1差でJ１昇格を逃したとき
も、チームを批判することなく、彼らはす
ぐに選手たちへ声援を送った。武田社
長も「あのときのサポーターの気持ちに
は今でも感謝している」と語る。また元
来、等々力陸上競技場はブーイングが
少ない。それも、家族で観戦に来たお
母さんや子供たちを考えてのこと。ブー
イングによって彼らに「フロンターレは怖
い、もうスタジアムに行きたくない」と思
われたら競技場への足が遠のいてしま
う。等々力を満員にするために、川崎の
まちを盛り上げるためにという想いを、ク
ラブとサポーターが共有しているのだ。

　フロンターレの地域密着活動の特徴
の一つとして、選手の参加意識の高さ
が挙げられる。現場を取り仕切る庄子
春男強化部長は「ホームタウン活動へ
の参加が選手自身のプロ意識を高め、
チームの強化にもつながっている」と話
す。選手が試合日にピッチからスタンド
を眺めているだけでは、自分たちを応援
してくれる人の顔やそれぞれの想いを
知ることは難しい。ホームタウン活動を
通じて地域の人 と々直接触れ合い、生
の声を聞くことで、彼らのクラブに対す
る想いを身近に感じ、そのことによって
責任感が増し、日々の練習への意識も
自然と高まるという。「中村憲剛や谷口
博之も新人時代はもちろん、中心選手

となった今でも積極的にホームタウン活
動に参加する。彼らは決してサッカーエ
リートではなかったが、地域の人 と々触
れ合い、皆さんの期待を肌で感じること
で、必死に練習を重ねて成長していっ
たのだと思う」（庄子部長）。
　このような変化は、特にJ2に降格し
た01年頃から見られるようになった。当
時入場者数が半減したことを受け、選
手たち自身もサッカーだけに集中して
いればいいのではなく、ホームタウンの
人たちと触れ合うことの大切さを感じ
始めていた。スタジアムに閑古鳥が鳴
いていた時代を知る寺田周平（1999年
加入）や伊藤宏樹（2001年加入）といっ
たベテラン選手も、その経験を伝える
貴重な存在となっている。また「アウグ
スト（03～05年）のサポーターをとことん
大切にするプロ意識の高さは、他の選
手に大きな影響を与えた」（庄子部長）
し、「岡山（一成。02～04年）の、自分が
先頭に立ってサポーターとの距離を縮
めようとする姿勢には、スタッフも本当に
頭が下がった」（天野課長）という。彼ら
は試合後、必ずメガホンを持ってサポー
ターの待つスタンド前に行き、時には雄
叫びをあげて盛り上げ、時には頭から
水をかぶって笑いを誘い、常にサポー
ターと共に喜びも悲しみも分かち合っ
てきた。試合日だけでなく、練習場でも
最後の一人になるまでサインや写真撮
影に笑顔で応じた。そうした先輩たち
の姿を見て、新人選手はファンサービ
スの大切さを身近に感じながら育ち、フ
ロンターレの良き伝統として脈 と々受け
継がれている。
　たとえ負けた試合の後であっても、
選手たちは移動バスの出発前にサ
ポーターへのサインを欠かさない。ま
た、ファン感謝デーでも選手がクラブス

タッフと一緒にアイデアを出し、水着な
どの衣装も自ら選び、出し物の練習も
夜遅くまで行う。移籍してきた選手の中
には「なぜ僕たちがそこまでやるの？」
と驚く者もいるが、武田社長や庄子部
長がクラブの理念・考え方を説明し、他
の選手と共に実践していく中で、彼らも
その活動の意義を少しずつ理解してい
くという。
　庄子部長は普段の練習時もジャー
ジーに着替え、ピッチに下りて選手たち
の近くでコミュニケーションを図ってい
る。そうした場でも折に触れ、地域密着
活動の大切さを説くという。サッカー選
手はピッチの中で結果を出せばいいと
いう考え方もあるが、それは今やアマ
チュア的発想だと退け、「応援してくれ
る人、支えてくれる人あってのプロであ
ること」を選手たちに日常的に伝え続け
ている。最初は選手たちもやらされるよ
うな感覚であったとしても、地域の人と
触れ合うことでその活動の意義を自ら
理解し、高い意識を持って参加するか
らこそ、地域の人たちやサポーターにも
その想いがしっかりと伝わるのである。

　「多摩川クラシコ（FC東京とのダー
ビーマッチ）で、市民プールに本物のイ
ルカを泳がせたい！」──。クラブからこ
の話を聞いたとき、川崎市職員の蛭田
淳哉課長補佐は突拍子もない提案に
面食らった。等々力陸上競技場に隣接
する「等々力プール」で、フロンターレの
マスコットであるイルカを泳がせたいと
いうのだから無理もない。さすがにそれ
は「衛生上難しい」と断ったが、その話
し合いの中で川崎港のコミュニティー
施設「川崎マリエン」に展示されている

❷ 選手の参加意識

❸ 行政との連携
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ホオジロザメのはく製を等々力陸上競
技場で展示するという企画が挙がっ
た。ホオジロザメは映画「ジョーズ」のモ
デルにもなった巨大ザメ。「ジョーズは、
対戦相手であるFC東京・城福監督の
名前と『ジョー』でつながっており、いい
企画になると思った」（蛭田氏）。
　これは市にとっても嬉しい相談だっ
た。07年10月に川崎港千鳥運河で発
見されたホオジロザメは、全長約4.8m
で世界最大級の大きさを誇る貴重なも
のだが、川崎市民の認知度は低い。フ
ロンターレの申し出は、その存在を多く
の市民に知ってもらうチャンスだった。し
かしはく製を移送して展示することも簡
単なことではない。蛭田氏は早速、サメ
のはく製輸送プロジェクトを抱え、管轄
の港湾局に駆け込んだ。

　08年度から川崎市のシティセール

ス・広報室にはフロンターレ専任のポジ
ションが設置されており、蛭田氏がそ
の任に就いている。「わたしの仕事は
行政とクラブの橋渡しで、いわば市役
所内における“フロンターレの営業マ
ン”」と話す。
　フロンターレは行政関連の新規案件
がある際、まず蛭田氏に相談する。そ
れを受けて蛭田氏は市役所内の各部
署に企画案件を持って交渉するという
流れだ。例えばサメのはく製運搬の話
であれば管轄の港湾局に打診する。し
かし、港湾局職員にしてみると“無理に
やらなくていい仕事”である。そこで蛭
田氏は交渉を重ねる。「大きなサメのは
く製は川崎市の財産の一つ。より多く
の市民に知ってもらうべき」と説得し、
運搬費用が100万円以上かかると聞け
ば「サメの認知度を高めるための広報
費用として予算を割けないか」と提案
する。
　蛭田氏の交渉によって、“やらなくて

いい仕事”が次第に“やるべき仕事”に
転換されていく。各部署の職員にしてみ
れば、見ず知らずのフロンターレスタッフ
から突然、さまざまな企画を持ち込まれ
るよりも、まず最初は同じ市役所職員で
ある蛭田氏からの相談の方が話を聞き
入れやすいというメリットもある。
　蛭田氏が率先して動くことも多い。あ
る日、市内に張ってある献血啓発ポス
ターを見た蛭田氏は、そのポスターに
起用されているのが横浜 Ｆ・マリノスの
選手であることに気がついた。それは、
神奈川県が制作したポスターだったの
だ。蛭田氏は早速市役所に戻り健康
福祉局の担当者に連絡、「川崎市内に
張るポスターは、フロンターレの選手で
あるべきではないか」と説得した。その
かいあって、現在川崎市内には谷口選
手が登場する献血啓発ポスターが張
られている。
　市役所内にフロンターレ専任担当の
ポジションがなかった時代は、毎回クラ

ホームタウンを好きになってもらうために
～クラブづくりとまちづくり～

総務局
● 市長や副市長のスケジュールなどを管理。
●  ホームゲームには市長が来場。副市長も必ず観
戦。加えて関係局長級も来場。

●  市長の定例記者会見にも年 2～ 3 回ほど武田
社長も同席。企画などを発表。

総合企画局
●  市政全体の総合企画、事業の調整などを行う。

市民・こども局
●  この局の中にシティセールス・広報室がある。こ
こがフロンターレの所管窓口。

経済労働局
●   「Buy かわさき」キャンペーンを展開している局。
市民が市外で消費している年間約 2000 億円を
川崎市で使ってもらおうというもの。フロンター
レはこのキャンペーンに協力。

●  フロンターレを応援してくれる「サポートショップ」
をサイトで紹介。

健康福祉局
●   フロンターレと川崎市というスキームで介護予防
事業ができないか検討中。

まちづくり局
●   武蔵小杉駅の再開発事業に関係して、まちづく
りにフロンターレがかかわれるよう建設局などと
調整中。

建設局
●  ポスターなどを掲出する駅の公共スペースはこの
局の路政課が管理。

●   溝の口駅のバス停や登戸駅の案内板などの調整
を依頼。

7区の区役所
●  ７区すべての賀詞交換会に武田社長が参加。

消防局
●  宮前区と高津区の消防出初め式に武田社長が参
加。

●  ファン感謝デーに地震体験車やはしご車を派遣。
●  防災を呼び掛けるポスターにフロンターレの選手
を起用。

水道局
●  水道局の貯水場の上に「フロンタウンさぎぬま」
を整備。

交通局
●  フロンターレのラッピングバスを運行。
●  競技場周辺のバス停やベンチ、植え込みなどを
フロンターレカラーに装飾。

●  ホームゲームのシャトルバスに、できるだけフロ
ンターレカラーのバスがそろうよう調整。

●  武蔵小杉駅から競技場へ向かうシャトルバス内
の音声案内を中村憲剛選手が担当。

教育委員会
●  これまで市内 102 校、延べ 2 万 7000人の生
徒にサッカー教室を実施。

●  市内の全小学校に「こどもサッカーニュース」と
称したフロンターレの情報紙を定期的に配布。

議会事務局
●   市議会議員 63人のうち 58人が「フロンターレ
を応援する議員の会」に加入。

川崎市の各部署とのかかわり

川崎の魅力を
市民に伝えるために
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　フロンターレは川崎という一市をホー
ムタウンとしている。しかし政令指定都
市である川崎市の人口は140万人を超
え、「地域密着活動」といえども数十人
のスタッフではどうしても“広く薄い”活
動になってしまう。そこでフロンターレは

「区」という単位に目を向けた。前述の
ように、等々力陸上競技場のある中原
区、周辺の高津区、宮前区の3区を中
心に、地域に根ざした濃密な活動を推
し進めていった。もちろん川崎市以外
から足を運んでくれるファン・サポーター
もいるが、フロンターレの入場者、後
援会員の7割以上をこのスタジアム周
辺3区の住民が占めていることや、ス
タジアムまでの平均アクセス時間が
39.7分（2008 Ｊリーグスタジアム観戦者
調査）でJ1最短であることからも、周辺
住民の来場の多さがうかがい知れる。

「市」ではなく「区」というより小さい
単位を基盤に活動を行った効果とも

いえるだろう。
　そして、「チームの成績が良いときこ
そ、地域密着活動を推進する大きな
チャンス。このタイミングを逃してはいけ
ない」（天野氏）と、クラブは上記3区を
軸足に、他区への活動も推し進めてい
る。東急田園都市線の鷺沼駅から徒
歩3分という好立地にあり、人工芝の
コート6面を備えるフットサル施設『フロ
ンタウンさぎぬま』を拠点として、普及活
動や介護予防事業を積極的に行って
いる宮前区もその一つである。
　一方、川崎市の最北に位置する麻
生区は、新百合ヶ丘を中心とする新興
住宅地で、比較的富裕層の多い地域
といわれる。この区にはクラブの練習
場があるが、そのことを知る区民はまだ
まだ少ない。等々力陸上競技場へのア
クセスが良くないこのエリアへの地域
密着活動は、クラブとしても大きな課題
の一つであった。

　自らも麻生区民のひとりであり、クラ
ブでホームタウンを担当する星見洋介
氏は、なんとかこのまちにクラブを根づ
かせたいと、07年度に麻生区で展開
されていた「しんゆり・芸術のまちPR
委員会」の委員に名を連ねるところか
ら活動を始めた。「芸術振興の会なの
で、サッカーの話題なんて一つもなかっ
た」（星見氏）というが、クラブの想いを
知ってもらうために通い続けた。その委
員会には麻生区内の各種団体で幹部
を務める人も多く名を連ねており、星見
氏は彼らに顔を売りながらもフロンター
レの存在をPRしていった。08年4月に
は「しんゆり・芸術のまちづくりフォーラ
ム」がPR委員会の活動を引き継ぐこと
になり、星見氏は肩書きを委員から幹
事に変え、武田社長も理事への就任依

ブスタッフが企画案件にかかわる市の
関係部署を回って調整を図り、さらに異
動があるたびに新任職員にフロンター
レの活動について一から説明して回っ
ていた。そうした過去からの努力と蛭
田氏の尽力により、現在、クラブは市の
多くの部署と共にさまざまな活動に取り
組んでいる（8ページの「川崎市の各部
署とのかかわり」参照）。
　こうした体制を川崎市が敷いたのに
は、行政とクラブが共通の目的を持って
いることが大きい。市役所のシティセー
ルス・広報室の役割は川崎市の魅力を
広く市民に知ってもらい、自分たちの住

むまちに誇りを持ってもらうことである。
フロンターレのベクトルもまったく同じ。
市民が川崎のまちを好きになり誇りを
持つようになれば、そのまちにあるＪクラ
ブのことも好きになってくれるという考え
方が根底にある。市とクラブは「もっと川
崎のまちを好きになってもらいたい」とい
う同じ理念を持つパートナーなのであ
る。その理念をさらに市役所内で理解
してもらい、フロンターレを川崎市として
さらに活用していくためにシティセール
スという部署が設置された。
　行政と連携を取り合うことはフロン
ターレにとっても大きなメリットである。

ホームゲームを開催する等々力陸上
競技場は市が運営している。また、サッ
カーの普及活動には学校や教育委員
会とのパイプが不可欠だ。その点、行
政は市民への各種の告知手段を持っ
ており、事業内容によっては、助成金や
補助金を活用できることもある。さらに、
行政組織には住民事情、公式行事、交
通問題、福祉関係についての専門部
署があり、これらの部署が保有する地
域情報を活用させてもらうこともできる。
行政とクラブがお互いを信頼し、いい
意味で活用し合える関係になることが、
Ｊクラブにとっての理想の姿である。

芸術の振興活動にも
積極的に参加

第 三 章 まちを好きになり、クラブを好きになる
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頼を快く引き受けた。
　サッカーとは直接関係のない芸術
の振興活動にもクラブマスコットの「ふ
ろん太」を派遣するなど積極的に協
力し、麻生区に溶け込もうと努力した。

「麻生区は芸術をキーワードにまちづ
くりを進めている地域。その活動にクラ
ブも参加し、芸術という分野でも川崎市
の魅力が高まれば、それは必ずクラブ
にもプラスになる」（星見氏）。
　エリア開拓といってチケット営業を行
うのではなく、直接的には売り上げに
つながらないこうした活動を積み重ね
る中で、地域の人々からの信頼を得て
いった。「こちらの都合だけを話すので
はなく、相手の状況もしっかり聞いて、
もしクラブにお手伝いできることであれ
ば、ぜひ協力させていただきたいという
スタンス」（星見氏）。
　そうした活動の中で、フォーラムの一
員である昭和音楽大学とも関係を築
き、09年の新体制発表会は同大学の
音楽ホールにファン・サポーターを迎え
て開催することができた。当日は同大を
卒業したプロの歌手によるミニコンサー
トも開催され、サッカーと音楽が融合
するスポーツと芸術のまちならではの
空間が演出された。当初、大学の理事
長は神聖なる音楽ホールに多くのサッ
カーファンが入るとどうなることかと危
惧していたそうだが、終わってみれば
ファン・サポーターのマナーの良さや、新
シーズンにかける選手たちの強い想い
に感銘を受け、「ぜひ来年も来てくださ
い」と話してくれたという。

　麻生区でこうした地道な地域活動を
推し進める中、地元の住民たちの間に
クラブを支援する団体の設立を望む声

が高まってきた。そして、09年8月に「川
崎新都心街づくり財団」、「しんゆり・芸
術のまちづくりフォーラム」、麻生区役所
などの地域団体が中心となって、自主
的にクラブのサポート組織「川崎フロン
ターレ麻生アシストクラブ」を発足させ
た。アシストクラブはフロンターレを“地
域の共有財産”と位置づけ、麻生区
内における一層の認知向上や新規サ
ポーター獲得に向けた事業を実施す
るほか、フロンターレが行う社会貢献活
動を活用したまちづくり事業を推進して
いく。すでに「発足記念パブリックビュー
イング」を開催、告知期間が短かったに
もかかわらず予想を上回る552人が来
場し、関係者を驚かせた。事務所内で
のフロンターレグッズの販売もスタートし
ており、今後は新百合ヶ丘の駅前掲示
板を使用したPRや、区内に街頭タペス
トリーを掲出することなどの広報宣伝
活動も行っていく。
　麻生区在住で、アシストクラブ副会
長を務める中山茂氏は「わたしたちは
生まれ育ったこのまちを愛している。フ
ロンターレを通じてさらに区民の郷土
愛が深まればうれしい」と、設立に際し
ての熱い想いを語ってくれた。「クラブ
側がつくるのではなく、地域の人々が自
ら主体となって応援組織を立ち上げて
くれたことに、とても大きな意味がある」
と、星見氏もその存在意義を実感して
いる。麻生アシストクラブは、歳月をかけ
てクラブがまちに認めてもらったからこ
そ誕生した組織といえる。麻生区の板
橋洋一副区長も「地域の人々からの声
があって、区も積極的に協力すること
ができた。地域の声が行政を動かす最
大の原動力になる」との認識を示した。
　このように住民の要望がダイレクトに
届くのが区の特徴である。政令指定都
市の川崎市では、市民への行政サービ

スは区役所の仕事。そのため日常的に
住民と向き合っている区役所の職員は
住民との関係も深く、その声に耳を傾け
やすい。区単位での活動を進めるクラ
ブの方針が、ここでも奏功したといえる。
　アシストクラブは個人で入会する既
存のフロンターレ後援会と明確に区別
するため、当面は法人・団体・組織単位
のみでの入会となっている。今後、イベ
ントの開催や区民の観戦ツアーの企画
などで、クラブを側面から支援していく。

「今年の新体制発表会で関塚監督は
タイトルを取ると宣言してくれた。その
際には、ぜひ麻生区内での優勝パレー
ドも企画したい。クラブの想いに地域も
応えていきたい」（中山氏）。
　こうした区単位での応援組織の発
足を市職員の蛭田淳也課長補佐も「ア
シストクラブのような組織が他の6区に
も増え、お互いが区の独自性を発揮し
てクラブを支えていければ、自然と川崎
市全体が活性化していく」と好意的に
とらえている。
　140万人都市全体に大きな網をかけ
てもすり抜けてしまうが、区ごとに腰を
落ち着けてきめ細かい網を張れば、より
地域の人 と々の接点が増え、クラブの
活動に触れてもらえる機会が増す。複
数の市町村や都県全域をホームタウン
とするＪクラブも多い中、単一市をホー
ムタウンとするフロンターレがさらに小さ
な「区」という単位にまで目を向け、地
域密着活動を展開していることは非常
に興味深い。

　チーム強化と地域密着活動という両
輪がゆっくりと、しかし着実に回り始め
たフロンターレが、次なるステージへと
進んでいくためには達成すべきことが

ホームタウンを好きになってもらうために
～クラブづくりとまちづくり～

次なるステージへの
二つの願い区民に芽生えた

自発的なクラブ支援
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二つある。一つはあと一歩にまで迫りな
がらもいまだ達成されていないタイトル
の獲得。そして、もう一つは22万人を超
える署名を集めた等々力陸上競技場
の全面改修である。
　地道な地域密着活動を続け、毎年
確実に入場者数を積み上げてきている
ものの、現在のフロンターレの平均入
場者数はJ1平均値を下回っている（4
ページの「平均入場者数などの推移」
参照）。等々力陸上競技場のフルキャ
パシティは2万3239人であるため、収容
率は約8割である。キックオフ前に新撰
組に扮した「席ツメ隊」を出動させ、一
人でも多くの観客の座席を確保するた
めの努力もしているが、運営上は収容
率が8割を超えると実質的に満員状態
になってしまう。前年比120～140％が
続いていた入場者の増加率も、ここ数
年は頭打ちの感が否めない。収容数
の拡大や座席、コンコースの改修、屋
根の設置、トイレの増設といった設備面
の改良が行われれば、さらなる入場者
増が期待できる。良質なスタジアムの存
在は、クラブが次のステージへと進むた
めに必要不可欠なものだろう。
　阿部市長も今年の新体制発表会で

「優勝したらぜひ前向きに改修を考え
ていきたい」とあいさつした。悲願の初
タイトルと念願のスタジアム改修は一蓮
托生、クラブの頑張りにより、この二つ
の願いが達成される日も遠くはないかも
しれない。
　今年8月に株式会社日本経済研究
所が発表した「Jクラブの存在が地域に
もたらす効果に関する調査」では、フロ
ンターレがもたらす経済効果が年間約
33億円と算出されている。定性的な効
果としても、毎年市民が選ぶ川崎市10
大ニュースに必ずフロンターレの話題
が3位以内に入ることや、公害という負

のイメージが強かった川崎市のイメー
ジをフロンターレが払拭してくれたこと
により、川崎市出身と堂 と々名乗れるよ
うになったことなどが挙げられている。
武田社長も「33億円といった定量的な
数字よりも、定性的な効果が評価され
たことがありがたい」と感想を述べた。
同調査書は「Jクラブは『地域の重要無
形文化財』になりうる」と総括している。

　オリンピックで日本代表を応援すると
きに、「なぜ日本を応援するの？」と聞く
人はいない。理由は自分も日本人だか
らだ。甲子園で、地元代表の高校を地
域を挙げて応援することも、自分たちの
まちを背負って戦う球児たちに身近な
ものを感じるからだろう。「このまちでフ
ロンターレもそういう存在にしていきた
い。川崎に住んでいるのだから、そのま
ちに根づくクラブを応援することが当た
り前と思われるように。いつか、『川崎＝
フロンターレ』とまで感じてもらえるよう
に。そのためにも、まずは自分たちが住
む川崎というまちへの愛着を、もっとみ

んなに感じてもらうことが大切」と、天野
課長は話す。
　「チケットを買ってください」「スポン
サーになってください」「クラブを応援し
てください」と、一方的にお願いをして
も、地域からの信頼はすぐには得られ
ない。こちらから頼むばかりではなく、
地域の一員としてクラブがホームタウン
に貢献できることは何か。彼らと共にま
ちを盛り上げていけることは何か。その
ことを常に考えた活動を行っていくこと
で、地域から本当の信頼を得ることが
できる。フロンターレは強化担当も、広報
担当も、運営担当も、後援会担当も、皆
がホームタウンを意識する気持ちが強
い。かつて天野課長がいた「ホームタウ
ン推進室」といった専任部署は今や存
在しない。スタッフ全員がホームタウン担
当者であり、武田社長もその一人だ。
　遠回りのようにも見えるが、日々の地
道な地域密着活動こそ、スタジアムを
満員にするための一番の近道なのか
もしれない。だからこそ、クラブづくりとは
「まちづくり」なのである。
　これからも、川崎フロンターレの地域
密着活動に注目していきたい。

『川崎＝フロンターレ』と
なる日まで

チームの活躍と地域密着活動が両輪となり、ホームタウンに住む人々にとっての「誇り」となる
よう、川崎フロンターレの「市民クラブ」への挑戦は続く。
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　2000年当時、富士通ソフトウェア事
業本部で統括部長だった武田信平氏は、
川崎フロンターレの社長就任を打診され
ると受諾を即答した。富士通サッカー部
のＯＢである武田氏は、後輩たちがフロン
ターレを立ち上げ、頑張っている様子をい
つも気にかけていた。すでに翌シーズンの
Ｊ2リーグ降格が決定した厳しい状況の中
での指名だったが、武田氏は「よし、やっ
てやるぞ！」という強い気持ちであった。

　武田氏がフロンターレの社長に就任し
て、今年で9年目になる。親会社からの出
向で就任するJクラブの社長は数年で代

わるケースが多いが、武田社長は就任当
初から富士通本社に戻るつもりはなかっ
た。「数年でトップが代わると、本当の意
味でクラブが地域に浸透していくことはで
きない。地域との信頼関係は時間をかけ
て、ゆっくりと醸成されていくもの」（武田
社長）。就任当初は、すぐ富士通に戻るの
ではと、なかなか信用してもらえなかった。
それが実際に4年、５年…とクラブの社長
を務め、地道に地域に根づくための活動
を続けたことで、地域の人々から信用して
もらえるようになっていった。武田社長は
地域のさまざまな会合へ積極的に参加し
ている。新年会が重なる年初は特に忙し
いが、代役を立てるのではなく可能な限り
自らが足を運ぶ。09年も川崎市や商工
会議所の賀詞交歓会をはじめ、消防署の
出初め式や警察署の武道始め、自動車
整備組合の新年会まで、43件もの新年
の集いに招待された。そして出席した会合
では必ずフロンターレの社長としてあいさ
つをさせてもらうという。そうすることで、直
接サッカーとは関係のない集まりであって
も、地域の人々にクラブの考えや想いを
知ってもらう大きなチャンスとなるからだ。

　地域との関係を築く上で大切なことは
「信用」であり、信頼関係だ。武田社長は
「お願いされたことは断らない、言ったこ
とは守る」ということを大切にしている。そ
れは、かつて富士通にいたころからの信
条である。大会社の看板だけを背負った
商売の進め方では、取引先と本当の信頼
関係を築くことはできない。看板を外して
も人と人として付き合っていけるかどうか
が大切であり、相手から頼られれば力を貸
すべきだということをそこで学んだ。フロン
ターレでも、地域の人々から協力を頼まれ
た際には可能な限り引き受けるようにして

いるという。
　実際に武田社長は、川崎北ロータリー
クラブ会長、川崎温暖化対策推進会議
理事など、地域のさまざまな組織の要職
に就いている（左の「地域の主な役職」
参照）。こうして、社長がホームタウンのた
めに活動していくことは、「地域密着」を掲
げるクラブにとって非常に大きな意味を
持つ。

　武田社長は、就任時に10年以内に優
勝するという目標を掲げていた。今年で9年
目。J1リーグでもJリーグヤマザキナビスコ
カップでも準優勝を経験し、周囲からも今
年こそ優勝してほしいとの期待が高まって
おり、なんとか応えたいとの想いが強い。
　もう一つの目標は現在2万人の後援会
員数を5倍の10万人にすること。川崎市
の人口は140万人を超えることから、決し
て不可能な数字ではないと考えている。し
かし、「地域のファンづくりはまだまだ道半
ば」（武田社長）。それは街頭でチラシ配り
をしているとよく分かるという。今はまだチ
ラシを受け取ってくれない人の方が圧倒
的に多い。後援会の会員数が10万人規
模になれば、等々力陸上競技場が常に満
員になり、川崎ももっと活気のあるまちに
なるのではないかと。
　「地域の人々も行政も、みんな川崎市
を活性化しようという想いは同じ。これから
もフロンターレをもっと活用してもらい、子
供たちが健全に育つ、明るいまちづくりに
貢献していきたい」（武田社長）

等々力陸上競技場でサポーターが着ているサックス
ブルーのレプリカシャツ。意中の選手にサインをもらっ
ている人は多い。選手たちのしゃれたサインに混じっ
て「武田信平」の名前がちらほら。小さく書かれていて
も、漢字のサインは他にないためよく目立つ。きっと、
試合会場やホームタウン内をよく歩いているのだろ
う。サポーターにサインをせがまれる武田社長の、照
れながらも笑顔で応じる姿が容易に想像できる。

地域の主な役職

● 川崎北ロータリークラブ　会長
● 川崎市サッカー協会　理事
● 川崎温暖化対策推進会議　理事
● 等々力緑地再整備検討委員会　委員
● 丸子・小杉桜まつり実行委員会　顧問
● しんゆり・芸術のまちづくりフォーラム　理事
● 日本ユニセフ協会神奈川県支部　評議員　

新年会・総会等への招待があった主な諸団体

川崎商工会議所
川崎市商店街連合会
川崎青年会議所
川崎市体育協会
川崎市技能職団体連絡協議会
川崎市美容連絡協議会
川崎北法人会
川崎北間税会
川崎市子ども会連盟
川崎地区建設組合協議会
神奈川県自動車整備振興会
神奈川県宅地建物取引業協会
川崎中原工場協会
中原地区警察官友の会
高津工友会
高津防火管理協議会
高津防火協会
新城鈴虫愛好会
麻生観光協会
川崎稲生蕎麦商組合

「Jリーグニュースプラス」は100%
再生紙を使用しています。

株式会社川崎フロンターレ
代表取締役社長

武田 信平 氏

地域との信頼は
時間をかけて育むもの

二つの大きな目標

「地域の人々に
クラブを活用してほしい」

信用、信頼を積み重ねて
地域の名士に
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