
と き ２００５年２月１１日（金） １２：００～１７：００

ところ 札幌市生涯学習センター「ちえりあ」６Ｆ講堂



＜開催概要＞

：２００５年２月１１日（金）祝日日 時

１２：００～１７：００（１１：３０会場、１７：００閉会）

：札幌市生涯学習センター“ちえりあ”６Ｆ講堂場 所

（札幌市西区宮の沢１条１丁目１－１０）

：２１０名参加者数

：ＨＦＣ代表取締役社長 佐々木利幸 様来 賓

同 代表取締役副社長 石水 勲 様

同 常務取締役 門脇徹 様

同 総務部部長 柳沼聡 様

：例年通りの報道各社に連絡報 道

： コンサドーレ札幌サポーターズ集会２００５」運営有志主 催 「

（齋藤孝、本間英忠、山崎徹、千葉一博、中川雅裕、平松一弘）

：＜会場係＞運営協力

平松一弘、渡辺恵子、濱内雄司、久保雅計

＜記録係＞

石田泰子、熊野亜希、鎌田貴子、千葉一博、田中郁美

＜受付係＞

山崎由里子、本間陽子、松村眞由美、齋藤恭子、

＜進行＞

本間英忠、山崎徹、中川雅裕、高森静佳

：齋藤孝司会進行

：別紙議事録（要約 、プログラム参照内 容 ）

：サポーターズ集会２００５入出金報告参照費 用
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：それではご静粛にお願いいたします。お時間でございますので、これより齋藤（以下司会）

サポーターズ集会を始めさせていただきます。来賓で、北海道フットボールクラブ役員の方

にいらっしゃっていただいております。最初に、株式会社北海道フットボールクラブ代表取

。締役福社長・石水勲様よりご挨拶を頂戴いたしたいと思います。よろしくお願いいたします

：どうもみなさん、おはようございます。今来て、大変びっくりいた石水副社長（以下石水）

しました。たくさんの方がこられています。期待の大きさが、ひしひしと伝わってきます。

今年は間違いなく良い成績になると思いますけれども。おとつい、北朝鮮の試合がございま

して、実は行ってきました （会場笑い）思った以上に苦戦だったんですけれども、まぁー本。

当に勝ててよかったなぁと。思う反面、ここにコンサドーレの選手がいてくれればなあと、

実感としてもっているものでして。まぁ、近い将来必ずなるということを信じておりますけ

れども。交代枠の中の大黒選手が決勝ゴールと、非常にいい活躍をしまして。私もコンサド

ーレ時代、彼としょっちゅう食事をしたり、いろんな面で励ましたり、もっと頑張れば選手

になれるということを一生懸命言っておりまして。たまたまたちょっと縁がなくて、ガンバ

へ行くと。非常に残念だったんだけれども、ぜひ活躍してほしいなと思ったら、コンサドー

レの例の 虎の穴方式 と言いますか、出すと活躍するというところがありまして。向こうで" "
活躍して、なんでこっちで頑張らなかった！と。そんな事はさておき、コンサドーレで飯食

。った選手が、ああやって強くなっていくというのは非常に嬉しいと見ながら思っていました

あの頃と事情は大きく違いまして今、アンダーの組織が非常に充実し、いい選手がたくさん

でてきております。当初から言っておりました自前の選手を育てていくんだと、佐々木社長

。以下我々も頑張ってきました。五段階計画のまず一段階終了、今年から２段階に入っていく

そういう中で、きっといい選手がどんどん出てくる。これから社長の方からお話があろうか

と思いますけれども、旭川の方も非常に充実しておりまして。旭川のあたりは町おこしの一

環としても非常に力が入って。先ほど佐々木社長とお話しているときも、この話が出て非常

に面白い状態になっているなと思っております。それはさておき、今年どうやって闘ってい

くんだということは具体的に（これから）お話の中で出てくるとは思いますけれども、こう

いう集会でございますので忌憚のないご意見を皆様からお聞きし、更にセットアップしてい

きたいと思いますので、どうぞよろしくお願いしたい。今年も頑張っていきましょう。それ

と私の会社の関係といいますか、サッカーグランドの件でちょっとお話したいと思います。

あと１週間か２週間経つと（改修か否か）返事がはっきりします。どちらにしましても私は

改修しなくちゃいかんと。グランドの上層部がちょっと硬くなってきています。これはいろ

んな原因があります。ひとつひとつ細かく分析して、二度と改修等をしないで、ずっと使っ

ていけるグランドにしていけるかと今研究しておりまして。メンテナンス自体、メンテナン

スの人達によってやり方が違うし、育て方が違う。その中で我々なりに一番いい方法を見つ

けまして、二度と改修のないようないいグランドにしてきたいと、会社の方としては考えて

います。石屋製菓のグランドの件に関してはそういうことでした。ＨＦＣの観客につきまし

ては、これから社長からいろいろお話があろうかと思いますけれども、我々も社長のもと一

致団結して、いいチームにしていきたいと思っておりますのでご協力のほどよろしくお願い

したい。今日はこんなにたくさん集まっていただきまして、ありがとうございます。頑張っ

ていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございま

した （会場拍手）。

：ありがとうございます。続きまして、同じく株式会社北海道フットボールクラブ代表司会

。取締役社長、佐々木利幸社長からお話を頂戴したいと思います。よろしくお願いいたします
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：みなさんこんにちは。後にいらっしゃる方どうぞ前に詰めて、空佐々木社長（以下佐々木）

いているようですよ。それじゃあ、今お話ありましたように、私の方から去年の総括、それ

から今年のあり方含め会社全体について少しお時間をいただいて説明、報告させていただき

ます。まずみなさんご存知とおり五段階の強化計画を策定して、何とか強いコンサドーレを

作り上げていこうとスタート。ちょうど第一段階の１年目を過ぎたというところでございま

す。ステップ１、あるいはステップ２を含めて、去年一年間の総括、結果は一体どうであっ

たのかということをお話しなければならないと思います。まず強化計画の評価でございます

が、みなさん方にもお伝えしていますように、ステップ１の２００４年、経営の方はコスト

。の最小化、チームについては若返らせるという二つの課題をテーマとして掲げておりました

で、まず経営の面についてでございますが、コストの削減を、ある意味では徹底してやって

まいりました。今日の質問の中にも何点かございましたが、もう少しいろんな意味で工夫し

て今後とも削減していきたいと思っていますが、まずその第一歩としては、それなりの成果

をあげたと思っております （具体的には）全体の平均３２．７％のコスト削減を達成いたし。

ました。約３３％、もっと分かりやすくいえば１／３カットしたということになります。こ

れは選手の若返りとも関連してくることですが、選手の強化費も含めて相当の削減率になっ

ているとご理解いただいてよろしいんではないかと。最初に申し上げましたように、まだま

だ見直すべき点は少なくありませんので、これからもなお一層経費の縮減に努めていきたい

と思っております。一方で新たに取り組んだ一つの大きな事業、コンサドーレの将来のサポ

ーターである子供達、小中学生をどう引き付けていくかという新たな取り組みとして夢プラ

ンをやりました。分かりやすく言いますと、小中学生を無料で招待しようということでござ

います。石水社長のところ（石屋製菓）からも協賛をいただいて（おりました 。これは往復）

はがきで応募していただいて、往復はがきの半分（返信はがき）を入場券代わりにして、小

中学生を無料招待するというもの。初めての取り組みでしたから一体どのくらい来るのかな

と心配しておりました。我々としては少しでも大きくと、目標としては４万人。２０試合で

割れば１試合５千人くらい。正直申しましてＰＲ不足もあったでしょうし、不手際もあった

かなという反省すべき点はありますが、結果は２万２千人の招待。４万人の目標からは半分

ちょっとの達成率ということになろうかと思います。４万人と考えたことがちょっと計画と

しては大きすぎたのか、あるいは小中学生の人数のつかみ方に甘いところがあったのか、反

省すべきところはあると思っています。それから育成対策。去年約３千万のお金をかけ旭川

にＵ １５を設立いたしました。初期投資として３千万が必要だったということでこれはだん-
だん収支改善されてきます。これが大変な応募者がございまして、最初で４倍～５倍の競争

率。２０名を目標に、今現在１９名。地元にもいろんなクラブチームがありますから、地元

との競合を避けつつ、コンサドーレ旭川を育てていくという意味で、小学校６年生の子供達

を対象に募集いたしました。その子供達が中学１年生になって１年間やったわけですから、

今年４月以降は中学２年生ということになります。元からある中学３年生のチームとやるわ

けですから初年度の成績は全敗。１年生と３年生で依然としてハンデはあるんですが、秋に

はその１年生の子供達が旭川地区ではもう３位になっている。全敗どころか今や１年生の子

供達が優勝候補と目されるチームに育っている。監督・コーチの力もあるんでしょうけど、

監督・コーチ自身が旭川の子供達の伸びしろの大きさに驚いている。監督はその前年までト

ップチームのコーチをやっていた三浦君なんですが、彼に言わせると既にその中に将来の日

本代表間違いなしという子供がいると、これはもう間違いなくなると。あとは取られないよ

うに何とかガードしていかなきゃならない(会場笑い)。これも非常に楽しみ。ですから去年

一年間我々がやってきた中で、新しい事業として取り組んだのはやはり子供達。チームを若
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返らせただけではなく、もっといろんな意味で積極的に子供達に対する働きかけを強めて行

こうとやってまいりました。経営面で申し上げますと、やっと３億円を超える黒字を出せる

見込みです。おそらく３億５～６千万円の黒字になるであろうと思っています。ただ残念な

がら債務超過を４．５億近くかかえ、不良債務全体では３０億近い２５億数千万円抱えてい

るわけですから、何とかこれを早く解消し、一人前の会社になるための基礎作り、土台作り

をしっかりやっていきたいなと。少なくとも経営ということで１年を振り返ってみれば、こ

れはサポーターの皆さん方の熱い思いがあって達成できたことであろうと思いますけれど、

それなりの達成はできたと評価しています。次にチームの総括。最下位という中で入場人員

が仙台についで（ ２）２位。今度から昇格基準は人員の順位もいれてもらいたいと（会場笑J
い）思っているくらいなんですが、残念ながら成績は最下位ということでございました。チ

ームの現状、反省点について申し上げますが、去年チームは大幅に入れ替わっております。

去年も確かサポーターズ集会で申し上げたと記憶していますが、一昨年チームの在籍選手数

は３７名。このうち解雇あるいは出ていった選手は１９名で、残ったのは１８名。出ていっ

た選手の方が１名多かったというほどの大移動でした。で、若返らせたということになりま

す。しかも取った選手はご存知の通り、沖縄から上里、鹿児島（宮崎）から上田、福岡から

桑原、札幌から斉川、鈴木智樹、ユースから同じく蛯沢。この６人は全部高校生です。加え

て札幌大学の河端、道都大学の鎌田、権東。権東はまだ学生だったですけれども、そういう

選手を取った。１９人解雇して、高校を卒業したばかりの子供達を主力に入れたと。そうい

う意味では、河端君にしても、鎌田君にしても、権東君にしても、当時プロとしての実績は

０で評価は全くない選手でありました。それで、チーム全体として平均年齢は２２歳を切っ

ていました。２１．９６歳だったと思いますが、当時としては日本一若いチームで外国人抜

き。下から出発するのはやむを得ないと覚悟はしていましたけれども、その結果最下位にな

。るとはちょっと思っていなかった。プロの世界というのは甘いものではなく大変厳しい世界

高校卒業したての、プロしての実績のない選手ばかり集めて闘っているチームにそう勝たし

てはくれなかった。ホームではわずか３勝。３回しかホームで勝ちを見た人がいないわけで

すけれども、ある意味非常に残念な結果に終わってしまいました。上位進出という夢は残念

ながらできませんでしたが、その結果我々がやれたこと。逆にマイナスのことばかりではな

く、やれたことがたくさんあります。みなさん方ご存知の通り、柳下監督が我慢してでも若

手に実戦経験を踏ませてくれたということが第一。若い経験のないチームを作って、本意の

指導者に育ててもらおうと考えたわけです。ですから何としても柳下さんに来てもらいたか

った。幸い、日本一だと思っている柳下さんに来ていただけた。監督もおそらく残念な思い

をしながら耐えてきただろうと思います。その前年、監督は日本一の監督なっているわけで

すから。その監督が無残な成績で負け続ける。プロとして本当になさけない思いだったんで

はないかと。柳下監督には申し訳ないことをしたなと思っていますけれども、その経験の中

から何かを掴み取って、強いチームを作り上げていってくれる人だと思っています。話は戻

りますが、若手に実戦経験を与えつつ、しかも１日２回の練習。これをもう徹底的に繰り返

してやってきた。その前の年の練習、我がコンサドーレは９０分以上やったことのないチー

ムだった。１日９０分以上やるとかえって逆効果だという意見もあり、これはもう指導者の

いろんな考え方もあるから一概に批判はできないし、するつもりもありません。ただそうい

うチームを１日２回の猛練習。それから監督自身、食事の面まで気を使って選手管理を徹底

させた。今の子供達にいろんなことを教えて徹底させるのは大変難しいことで、人を育てる

のは時間のかかること。しかし根気よくあきらめずに繰り返した結果、かなりの変化が見ら

れるようになった。残念ながら昨年も不祥事を起こしましたけれども、その中でも若手選手

を中心に選手自体も変化が見られるようになったと思っております。試合においてもアクシ
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ョンサッカーをテーマに唱えてやってきた。安定感とか継続性を常に再現できる、そういう

面では去年は足りなかったと思います。９０分の中でも１５分、２０分はできたとか、後半

ではできたとか、それは見られるようになってきた。ただ、監督の唱えるアクションサッカ

ーの真髄を９０分皆さんにお見せする実力はまだついていなかった。しかし選手自身も変わ

ってきましたし、やれるかやれないかは別にしてそれに挑戦しようという姿勢、そういう変

化は見られるようになったと評価いたしております。皆さんご存知の通り成果の現れ、その

片鱗を天皇杯でお見せすることができたのでは。非常に簡単ですけれども、そのように評価

しております。それではステップ２として、２００５年をどういう方針で臨むのか。テーマ

として掲げていますのは、経営基盤の更なる強化とチームの底上げ。経営としては２００４

年で何とか黒字を出せる体質といいますか、そういうものを作ってきた。それを安定的に経

営基盤の強固なものにしていくため取り組もうと。チームについては、今申し上げたように

若手中心に作り上げてきた２００４年のチームをベースにして足りない部分、実績を持って

いる選手を補強。単に技術だけではなく、我がコンサドーレに監督が足りないと考えている

精神的なものを含めてです。日常生活も含め精神的なもの、あるいは闘う気持ち、コーチン

グ、スタミナ、そういったいろんなものを含めて２００４年にいた選手とは全くタイプの違

う、コンサドーレにないものを持っている選手を、実績を中心に補強いたしました。ですか

ら新人はユースから上がった石井君と野田君だけ。あとは全て実績を評価できる、何らかの

成績を持っている選手。ゴールキーパー、ＤＦ、ＭＦ、ＦＷと、各ポジションできちんと２

人づつ補強してきた。監督といろいろ話し合った中で、監督の考え方をきちんと実践してい

こうということで、２００５年の補強を進めました。その補強の評価、結果は１００点満点

というわけにはいきません。実は取りたいと思っている選手を２人取れませんでした。皆さ

ん方の方がお分かりなると思いますけれども、二人は残念ながらもっと金のあるチームに取

られてしまいました。しかし、その二人を除けば、それなりの補強はできたと考えておりま

す。８０～９０点くらいの評価になるのかと。甘く見れば９０点でしょうし、厳しく言えば

８０点になるのかな？ ただし、これからどう組み合わせて力を発揮していくかが非常に大

事。我々が思っていた以上によかったり、思っているほどでも、ということは現実にありま

す。いい面としては広島から取った中山。予想外にいいと。あんないい選手だとは思わなか

ったと最近強化部の評価では出ているようです。おそらく期待以上の、嬉しい誤算というこ

とになるかもしれません。彼に頑張ってもらうことによって、相当得点力もＵＰしてくる可

能性もあるのではと。今年は各ポジション全てに２人ずつの補強で、どの選手も非常に競争

が激しくなっています。生え抜きの曽田君も今や必死で（会場ざわめく）宮崎で青くなって

やっていると。彼も出れるか出れないか。彼と池内君と足して、ちょうどお互いいいところ

を足しあってくれればいいのにと話をしているくらい。ですから去年いた選手の底上げにも

役立ってくると考えております。今年の練習はまず心構えも違ってきました。去年グアムで

合宿をやったときは風邪をひいたとかあっちが痛いこっちが痛いとか選手が続出して、満足

なトレーニングもできないような状態でスタート。今年は全くそういうことがない。オフの

期間のトレーニングもきちんと選手が積んできて、監督としてはだいぶよくなったなという

評価をしているようです。たた、今年も勝負の世界ですから分かりません。私がここでいか

に強くなったといっても、強いものが勝つという世界ではない訳です。どんなに強くても負

けることはある。勝ち負けということになればまた別の世界、別な判断をしなければならな

いと思っていますけれど、チーム全体としての実力は間違いなく去年とは雲泥の差。それだ

けレベルアップしてきているとお考えいただいていいと。それから経営の面。まず入場者人

員２５万人を目標にしています。昨年２０万人で２５万人というのは無理じゃないのかとい

う評価もあるかもしれません。ただ去年との違いはドームの試合数、去年よりも実質３試合
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増やしている。最初の計画（予算）で比較いたしますと４試合増。その分を計算いたします

と２万人の増で、去年の２０万人は２２万人に当たります。それから一昨年９位の時は２３

万８千人で、８千人を切ったとしても２３万人ほどの入場人員を集めました。２３万人から

２０万人に落ちたわけですから、やっぱり我々努力して２３万人にまた戻したい、一昨年の

数字を確保したいと。そうすると３万人はやはり経営努力として上乗せしていかなきゃなら

んと考えております。ですから２２万人にプラス３万人の目標を掲げて、目標２５万人とい

うことにいたしました。それからスポンサー収入も成績が最下位ですから非常に厳しく査定

されています。いろいろありますが前年より多少の落ち込みがあったとしても、何とか努力

。して前年並みに近いところ。ただ残念ながら、前年より落ち込むであろうと想定いたします

フロント体制も改めて見直していこうと考えております。育成・広報・ホームタウン推進を

改めて見直しますし、役員の体制自体も見直していくべきだろうと今いろいろ検討致してお

ります。チームはコスト面で言えば、２８人体制を想定いたしました。一昨年は２６人体制

を想定してスタート、それを２人増やしてチーム体制を考えております。ただ、斉川君が学

業に専念するということで退団いたしましたので現有２７名になっておりますが、２８名体

制を一応の枠と考えています。これは決して多い数とは言えないと思っています。Ｊ２でも

。Ｊ１昇格を狙うチームであれば、だいたい３０名を超えるチーム編成をやっているのが通常

柳下監督に練習試合も満足にできない人数でないかと怒られるかもしれませんが、その中で

徐々に増やしていきながらチームの強化を図っていきたい。以上でステップ１、つまり去年

の総括、それからステップ２として我々が今年取り組むべき方向、具体的な内容について、

雑駁ですが説明させていただきました。それから最後に弁解がましい話になって申し訳あり

ませんが、ユニフォームのことをこの機会にお話させていただきたいと（会場少しざわめ

く 。ユニフォームではいろいろお叱りやご批判をいただきました。この場ではっきり申し上）

げます。赤黒の縦縞を断固守ってくれという皆さん方の声を受けて、厚別の競技場で「私は

それを守ります」と断言いたしました。私は決してその約束を反故にしたつもりはなく、実

は赤黒の縦縞を守っているつもりでいたわけです。表と裏とでは、物事を裏から見るのと表

から見るのとでは大違いだと言われれば、私の考えにもちょっと甘いところがあったのかな

と反省はいたしております。ただ、裏に守ると。愚痴だと思ってちょっと聞いていただきた

いですが、赤黒を守って縦縞を守るというとデザインにも絶対限りがでてくる。１０年やっ

てきた。基本的にスポンサーとのいろんな関係がありまして、２年に１回変わるということ

であれば、これで５回目になるわけです。そういう意味では限界にきていると。どんなに知

恵をしぼって、縦縞で赤黒でそれを表に持っていったり裏に持っていったり、細くしたり太

くしたりしても、５回やればだいたい振り出しに戻ってくる。そういう意味ではかなり苦し

い中で知恵を絞って考えて、それで皆さん方に知恵が足りないといって怒られたということ

になります。ひとつよろしくご理解の程をいただき、勘弁していただきたい。それから今申

し上げたように、振出しに戻る時があってもいいと思うのです。原点にまた帰るということ

、はあっていいと。常に別なものにならなくちゃならんという制約は決してございませんので

そろそろちょうど１０年を境にまた最初の原点に帰るということもありかなと思っています

ので、これからも皆さん方の意見をよく聞きます。決して皆さん方の意向、意見を無視して

やっているつもりは毛頭ございません。聞かせてもらい方にも工夫がいるかも知れません。

そういうことも含めて努力していきたいと思っています。最後にお詫びなのか弁解なのか説

明なのかわからないような話をしましたけれども、そのところをどうぞご理解下さるようよ

ろしくお願いして、私の報告を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。

（会場拍手）
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：社長、有難うございました。ここで５分くらい休憩を。後ろにお座りの方、前の方に司会

席空いております。会場の係りの人、誘導して前の方に。後ろがいっぱいになっちゃてるみ

たいで、どうそ前の方におこしください。この後も他のサポーターがいっらしゃった時、後

ろがいっぱいですと入れませんので。最前列２席、ここも４席空いています。

[休憩]

：会場係の方、ドアを閉めてください。それでは、始めさせて頂きます。ここだけと言司会

っても２００名もいらっしゃるんで、ここだけの話にはならないのですが、佐々木社長は体

調があまり思わしくないので、今控え室に下がって頂いております。またお顔を見せて頂け

ると思いますが、あまり無理をして頂ただかないためにもお休み頂いております。これから

後は門脇常務と柳沼部長から、前もってファンクラブ事務局に設置しました受付箱に出され

たＨＦＣに関する質問表・提案表、そのお答えを頂戴する形になります。堅苦しい雰囲気で

はなく、お二方にも座ってお答えを頂くような形をとらせて頂きます。会場の皆様もおトイ

レですとか、随時お出になって頂いて結構でございますので、お願いいたします。この時間

を使いまして、私共、今回同じサポーターの中で１８名の者が記録したり、受付したり、会

場係というふうに分担しておりますが、一応メンバーの紹介をしようと思ったら、もういな

くなってる…。後ろにおりますのが山崎さん、うちのメンバーです。宜しくお願いします。

中川さん、それと本間さん。会場係で、ここにいらっしゃったのが平松さん。私が斉藤でご

ざいます。宜しくお願いします。その他にもご紹介したいんですが、皆さんここで記録を取

っていたり、今テープですべてのマイクの声を拾っております。これは毎年なんですが、そ

れを一字一句、テープ起こしという作業をメンバーの方々が２ヶ月程掛けてして、その中か

ら私が言う「え～」ですとか「あ～」といったものを削除して、正式な議事録を作るのに大

体６ヶ月ぐらい掛かります。それがファンクラブ事務局に置かれるようになりますが、そう

いう作業に従事する仲間もいます。みんな同じ、皆さんと同じサポーターでございます。そ

れでは門脇常務、柳沼部長、お願いいたします。

：皆さん、こんちは。私も会を重ねる事に段々慣れてきまして、このサ門脇常務（以下門脇）

ポーターズ集会が次第に楽しくなって来ました。最初の頃は怖くて、何を言われるか非常に

不安だったんですけれども。私はもう４年近くやりました。そろそろ首になるかもしれませ

んが、皆さんと一緒にお互いに問題点をぶつけ合って、皆さんの疑問に答えると。我が会社

っていうかチームの方針ですけれど、余す事なく隠さず、私の知る限りの事はお答えしよう

と思っております。ただ、メディアとか、いろいろな面でまずいのも幾分あるかもしれませ

ん。その辺はご容赦願いまして、皆さん方に少しでもご理解頂けるように、これから説明を

させて頂きたい。私の口足らずの所は隣に総務部長がいますので、後でフォローしてくれる

と思います。質問頂いた中で、特に経営とチームの問題についてお答えしたい。その中でま

た質問があれば後々書いて頂いて、さらに補充するという事になるかと思います。それでは

ちょっと座らせて頂きます。ここでいいですか？ 順番通りにはいっていませんが、経営に

関する質問を集中して、それからチームについてお答えしたいと思います。質問される名前

は省かせて頂いて、どういう質問かで俺が質問したなという事がわかるかと思います。まず

ざっくばらんに経営について 『債務超過が解消されるのは何時頃を考えているのか。また赤。

字の穴埋めのために選手の移籍金を当てる必要があると思いますが、どう考えますか 。それ』

から『ＨＦＣでは債務超過が問題視されているが、２００３年末現在の債務超過額はいくら

か。また２００４年末現在の債務超過見込み額はいくらか』という質問がございました。今

週いっぱいまでトーマツという世界でも有名な監査法人が、一週間以上朝から晩まで私達の
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帳簿を一枚づつ調べて、これは何に使ったか何のためか、検査を受けており、間もなく終わ

ると思います。その決算が出来上がるのが来週から再来週。２月末の取締役会の承認を受け

て、３月末の株主総会で株主様にご報告するという手順になっております。したがって正確

な数字は、まだわかりません。ただ先程社長が言いましたように、２００４年度の決算見込

みとしては３億６０００万強の黒字が出ると思います。創立以来初めてですね、営業収入が

費用を上回った。いわゆる営業外収入、つまり補助金・寄付金を含めなくても費用と収入の

バランスが取れたという、創立以来始めての単年度黒字が出ました。正直言いまして今野選

手の移籍金が２億円近くあったっていうのは、非常に大きいかと思います。それ以外に多く

の経費を切り詰めました。約８億円近い選手の人権費を３億４千～５千円まで下げた。運営

の費用も相見積もりを取ったり、特に札幌ドームの入場ゲートを絞ったり、いろんな工夫を

重ねました。今、１試合あたり１千４００～５００万円くらいまで、費用を抑えられるよう

になってきました。その分、皆さん方にも入場する際あるいはその他の面でご不便を掛けた

こともあったかとは思いますが、できるだけいいサービスを目指しながら経費削減をしてい

きたいと思っております。一方、旭川（ユース）の立ち上げ、東雁来の練習場の移転、札幌

ドームの新事務所の経費も掛かってはおります。それ以上に社員の給料、役員の給料を全部

カット。その結果、債務超過が約１億を切り、９千万円台の今期債務超過が残って来ると思

います。ご存知だと思いますが、Ｊ１昇格の条件には、債務超過のチームは昇格させないと

いう内規がございます。Ｊ１に昇格にするためにも、どうしても今期中に債務超過を消さな

いと。柳下監督がいくら頑張ってもそっちの方でダメだと言われたら元も子もないので、今

期もしくは来期までに債務超過は解消していきたいと思っています。従って今年、２００５

年度がチームにとっても我が社にとっても非常に大変な時期だと考えております。そういう

事で選手の移籍金、もらえるような選手はもういませんので。監督だったらいい値段で売れ

るかなと思うのですけど、係数も何もないですから。これだけはちょっと無理ですから、何

とか自助努力で２５万人以上の入場者数と昨年以上のスポンサーを取って頑張らなくちゃい

けない。皆さんの協力を是非お願いしたいと思います。債務超過については以上です。それ

から『個人スポンサー、ファンクラブ、後援会、それぞれ会費を徴収。効率が悪くないか。

結合してもいいと思うがどう考えますか』と。これは毎年よく言われています。ファンクラ

ブに入ってお金を払い、後援会に入ってお金を払って、またパーソナルスポンサーとは一体

何ぞやと。何でもかんでも名前を変えて、お前達なんでも金取るのかとよく言われますが、

実はそうなんです。名目を変えてでも何とか取ろうと。最後はお賽銭箱も期待しております

から （会場笑い）ただ、皆さんにサービスを提供し、会費を頂いて選手を応援して頂くって。

いうのがファンクラブです。後援会っていうのは谷町的なもので、どういう選手がいるかわ

。かんないけどコンサドーレ札幌を応援してやろうという、そういう性格のものだと思います

パーソナルスポンサーは去年からやりましたけれども、これは個人で１万円ならスポンサー

になってもいいよと。企業であれ個人であれ（個人を対象にして）スポンサーになって頂く

と。これも１年間（の期限）で （それぞれ）分けて使っております。この他にサポートシッ、

プスポンサー、またフラッグスポンサーとかどんどん１００万円単位で、最後はユニホーム

スポンサーまで、石屋製菓の白い恋人まで無限大にありますので、是非皆さん参画して頂け

ればと思います。また、何か別の形でいいアイディアで（スポンサードを）取る方法があり

ましたら、ひとつ教えて頂きたいと思います。それから『自己資本増のため、株の追加発行

をする考えがあるか回答願います 。今、２５億５千６２５万円という資本金です。Ｊリーグ』

のチームの中でトップ５に入るくらい規模の大きい資本金でございます。普通は３０００万

から５億円。２５億円以上の資本金の会社っていうのは北海道内の大手企業、地場産業でも

なかなかない。本来ですと商工会議所 （石水副会頭が）控えていっらしゃいますが、そうい、

う経済会の中でも名を連ねるくらい資本金だけは一人前です。従って、現在はこれ以上資本

金を増やす事は考えておりません。外形標準課税という分からない税金が、また降りかかっ

て参ります。赤字でも税金を払いなさいというような時代が、まもなくやってきます。そう

いう意味でも資本金を増やすという事は、あまり得策ではないと考えています。ご理解を願
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いたいと思います。それから『コンサドーレユースの旭川、素晴らしいと思います。先程社

長が説明したように費用が掛かるでしょうが、是非旭川以外で、例えば帯広、函館、室蘭、

釧路など、全道に展開していって欲しいと思います 『ユースの室内練習場は良いのですが、』

トップチームにも欲しい。冬季の遠征費も浮くし 。その通りだと思います。コンサドーレユ』

ースは旭川が展開して１年になりました。３０００万円の費用が掛かっていますが、おそら

くこれから、またどんどん費用も掛かります。父兄の方から少し会費を頂いていますので、

どの程度膨らむかわかりませんが、現在のところ旭川をまず成功させようと考えています。

ゆくゆくは帯広、函館、室蘭、釧路、いずれかに視野を広げる事にはなるかと思いますが、

ここ１年以内では考えておりません。それからユースの室内練習場。室内練習場は我々の悲

。願。トップチームを含め２ヶ月近く道外に遠征する訳ですが、相当費用が掛かっております

フルピッチの屋内練習場ができれば、人口芝ででもできればと。コスト的にも相当初期投下

は掛かるんですけれども、ゆくゆくは楽になるであろうと。将来を見据えて考えたいと。一

部の方はご存知かと思うんですが、２００６年のワールドカップが終わった以降、おそらく

秋冬シーズンが、Ｊリーグその物が変わる可能性が強いです。反対しているのは札幌と山形

と新潟ぐらいのものですから多数決でやると必ず負ける。そういう事も視野に入れた北海道

における練習あるいは試合も考えて行かなきゃいけないとは思っています。東雁来に計画の

新しいサッカーパーク。これはまた後で説明したいと思います。それから『漠然と寄付を募

っても限りがあると考える。過去、エメルソンのパスを買って完全保有すると言ったら短期

間で多額の寄付が集まった。現在チーム事情で選手の年俸が低く抑えられているが、将来性

や実力からいえばより高い年俸を与えるべき選手もいると考える。また、年俸が低いと移籍

の際の収入にも影響する。そこで、特定の選手に用途を限った寄付を受け付けて頂けないで

、あろうか』と。１１人で戦ってやるスポーツですので、特定の選手だけに寄付っていうのは

会社とかチームでは考えておりません。どうしてもやりたければ、自分でこそっと本人に渡

せば…。私は知りません （場内笑い）うちの選手は全員大事ですから、そういう形でやるつ。

もりは（ありません 。年俸交渉で選手とやり合ってやりたいと思っています。それから『含）

み損について 。グッズの問題ですけども、２年ぐらい前は大量の在庫を抱えていました。東』

区の旧事務所から移転するのに引越し荷物を出そうとしたら、奥の倉庫から出るわ出るわ。

随分古いのが出まして、だいぶ処理しました。不良在庫は２００３年度決算時点、２００４

年度においても殆どありません。現在は非常に有効に（機能していて）売れる物は売る、売

れない物は少ししか注文しない。平均２～３千万くらいの在庫を抱える程度で転がしており

ます。それから『今年キャラクターグッズ販売を再開する予定はあるか』っていうのがあり

まして、これについてはシーズンの途中で、もしかしたらＪ１昇格が見えてくるぞとか、機

が熟せばその都度考えて検討したいと思います。後は『現在の役員報酬はどのくらいか』と

いう事ですが、非常に少ない給料でやっておりまして。常勤役員は４名で全部合わせて約２

、５００万円、役員賞与はありません。去年はカットもされましたし、罰金も取られましたし

あまりいい事はありません、はい。黒字が出れば別でしょうけど、現在のところはできるだ

け抑えようと考えております。次に『貸借対照表の公開について 。決算の時に公表をしたい』

と思っております。これは分かりにくい点があるかと思いますが、質問頂ければその都度ご

説明します。それからチームの関係にはなりますが、宮の沢白い恋人サッカー練習場につい

て。石屋製菓様には絶大なるご援助を頂きながら運営させて頂いておりますが『練習場の年

間賃借料はいくらか。賃貸範囲はグランド、観客席、クラブハウス、周辺駐車場までか。レ

ストランやレストランのトイレは含まれるのか 。細かい事は石水社長に聞かないと何ですが、』

賃借料は年間２千万円強。２千２００～３００万円払っております。数十億円投資がかかっ

ていますから、我々が払って少しでも掛かった費用は負担すると。借りたものは返すという

のは当然だと思うんです。それ以外のレストランは石屋さんの利益になるし、オウルズとか

、自販機とか。石屋パークとして、相乗効果では十分また利益を出されてはいると思いますが

クラブハウス、練習場、駐車場、あるいは高熱費は全部我々が払っております。一方ＨＦＣ

の本社について 『年間賃借料はいくらか』という事ですが、札幌ドームに約８５０万円払っ。
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ております。今年３月末に完成します選手寮について『年間賃借料はどのくらい？』と。ま

だ決まってはおりませんが、おそらく１０００万円くらいは掛かると。相当コストが掛かる

かんじゃないかとお思いでしょうが、今各選手はマンションを借り切っています。一般の方

と一緒にマンションを借りて、選手がそれぞれ住んでいる訳ですけれども、その賃借料が結

構バカになりません。もちろん選手が３年とか４年いればいいんですけれども、だいたい１

年で首になったり変わったりしますので、その度に敷金礼金が掛かる。そうなればいっその

事、寮を作った方が全然いいじゃないかと。根本の発想です。一方、選手の管理。高校を卒

業したばかりで、まだ社会生活も慣れてないのがいきなりマンション一人暮らしになると、

いろんな問題が起きます。ゴミの収集ひとつでも。私も迷うんですけど、これはプラスチッ

クなのか燃えるゴミなのか分別がつかない。一まとめで全部済んでいたものが、何でこんな

、に分けないといけないのかと悩む選手もいまして。これから、その寮で皆一緒に教育すれば

。別の社会で復帰した時には十分に皆さんと同じ生活ができるかと思い寮を考えておる訳です

それから、村野管理部長が管理人となって、奥様の手料理でしっかり食べるようになります

から一挙両得ではと思います 『東雁来の練習場の年間賃借料はどのくらいですか 。これは。 』

６００万円弱、払っております 『ドームの練習場は金払っていますか』という事ですが、一。

般の賃貸料と同じく払っております。コンサドーレだからといって何ら差別はされておりま

せん。きちんと経費として払っております。それから先程言いましたＮＰＯ法人、道サッカ

ー協会と札幌市と北海道フットボールクラブが中心となって北海道スポーツクラブができま

した。ワールドカップの余剰金を利用した２００５年度助成事業、サッカーを中心としたス

ポーツクラブ設備助成金。これはランクＡで内定。３億２０００万円、ワールドカップの余

剰金を頂く事が決定しました。これから事業を進める訳ですが、それについての質問が来て

おります。まず『ＮＰＯの構成団体は？ 。説明しますと、北海道サッカー協会、札幌地区サ』

ッカー協会、札幌社会人サッカー連盟、北海道社会人サッカー連盟、北海道フットサル連盟

の６団体で、ＨＦＣのＮＰＯに対する出資金は約５３００万円を予定しております 『事業概。

要と完成後の管理運営体制は？ 。事業概要はすでに新聞等で報道されていると思いますが、』

人工芝が一面、天然芝が一面、クラブハウス一連、屋内のグランドが一連一棟。これは屋内

グランド、フットサルが２面程度作れる練習場で、そういう中身を事業概要として考えてお

ります。管理運営はＮＰＯにして頂くという事になり、我が方も何人かお手伝いをするとい

う事も考えられます。施設使用料はＮＰＯに払うという事になると思います。これは広く一

般市民の、道民の方にもお貸しするという事ですから、我々も使用料を払うという事になる

かと思います。クラブハウスは作りますが、今でも人工芝の練習場は使っております。これ

も使用料は市に払っております。いろんな意味で、東雁来がユースあるいは市民の中心のパ

ークになると考えております 『コンサユースの寮建設の時期は？ 。先程説明しました宮の。 』

沢に作る寮、全選手が入るとは限りませんので空きがあればユースの選手も一緒に入るとい

う事も考えられなくはないと 『毎年契約の際に揉めている選手がいるように思う 。いや、。 』

。 』 。そうですかね 『１００％にせよ、出場するなり… 。あの～、ちゃんと査定基準があります

『公表してはどうか』というのは、選手には公表しますが、皆さんに公表してもあまり意味

がないというか、ちゃんとした査定基準に基づいて（やっています 。そんなに揉めていませ）

ん。あれは一種のゼスチャーで、一回目はみんなちゃんと保留するんです。しゃんしゃんと

できると。でなければ首だよと言えば済む事ですからご心配ないと思います 『昨年８月、元。

選手が起こした事件に対してリーグから社会奉仕活動を行うよう命じられましたが、どのよ

うな内容か』と。これは本当に頭が痛い事件でしたが、リーグの方からは約５００万円相当

。の何か（社会貢献活動）をやれと言われておりまして、今年度雪が融けたら考えております

雪が降っていますので何もできません、ごめんなさいと言っております。活動としては子供

達を対象にしたサッカー大会あるいは選手を連れて巡回のサッカースクール、二通りの方法

があるかと思いますが、１回で済むには大会を考えた方がいいかなと。１月にはコンサドー

レカップという８０００人くらい集まるフットサル大会がありますけど、我が方の負担でサ

ッカー大会を進められれば皆さんにもご理解頂けるかなと考えております 『今年から若手は。
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寮に住む事になるが、第二、第三の新居、中尾を出さないためにどういう体制をとるか 。寮』

に住めば解決するという訳じゃありませんので、手段のひとつとして寮に住まわせる事が大

事と思います。今でもそうですが、規則を必ず選手には渡しております。酒は飲むなとか、

すすきのには行くなとか。ただ、いくら寮長さんでも２４時間見張っている訳にいかないの

で、どうしても自己管理が必要になってくる。できるだけ大きい問題は起こさせないように

管理監督をしていきたいと考えております。次に強化計画について 『選手の移籍によってチ。

ーム力が低下したり、チーム戦術が期待しているレベルに達しない場合、最初の段階からや

り直す事を考えていますか 。これについては先程社長が説明した通り、昨年度が一番の若返』

りで、最低だったんじゃないかと思っております。今年、チームはかなりレベルアップしま

すので、一層の練習・戦術を徹底的にやればご期待にそうと思います 『柳下監督との契約は。

今期限りとなっていますが、チームの強化が進んだ場合、またはうまくいかなかった場合、

どのような方針で次の監督を選ぼうとしているのでしょうか 。いろんな契約の仕方があるん』

ですが、監督契約はやっぱり２年が限度です。最初から３年、４年は、ほとんどどのチーム

でもないですね。２年間で、その後をどうするかはオプションになると思います。もちろん

。１年で辞任や解任もありますけれども、柳下監督も２年というのが彼自身のモチベーション

（それを）最高に持っていくためにも３年ではなく２年に置いたと思います。従って、今期

１年で最高のパーフォーマンスをコンサドーレに与えるというつもりでやってくれておりま

す。今期後半、来期に向けての相談が。もう１年続けてくださいとか、あるいは引っこ抜か

れたり、日本代表の監督に選ばれるかもしれませんし （いずれにせよ）今期は期待したいな。

と思っております。選手のプレーについて『反則が多すぎる。反則ポイントを 『フェアプレ』

ーについて、どのような教育を行っていますか 『反則金は、選手に支払わせているでしょう』

か 。反則金は選手から取っています。中尾が一番多かったんですけど、全部給料をカットし』

てしっかり取っております。今後も取られた分は取ります。ただ会社も取られる。これが痛

い。できるだけ反則はしないようにお願いするしかないと思います 『徐暁飛選手は中国籍で。

大卒なので 歳以上なのですが入団時の契約は通常の外国人選手のＡ契約なのでしょうか』20
という質問ですが、実はＣ契約にしてあります。今季トップチームでずっと出て権東選手の

ようになれば、途中からＡ契約になる可能性がありますが。まだ知らないと思いますがフィ

ジカルはナンバーワンで、 ｍを 秒で走る。そのぐらい速い選手だそうで。ただ結構カッ50 6
となるらしいんですが、話を聞くと頭のいい選手だそうで日本語がぺらぺらはもちろん、以

前練習会で来て翌日選手の顔と名前も全部覚えたというくらい非常にまじめで優秀。外国人

籍ではありますけれども、ほとんど言葉には不自由はない。お父様も中国のチベットの高官

だそうで、出のいい方ですから、将来この選手がダイヤモンドに化けてくれれば移籍金が考

えられるでしょうけど、今はそういうことは考えないようにしましょう 『今シーズンは勝ち。

にこだわると柳下監督は明言していますが、そうなると対戦チームのスカウティングが重要

になるはずです。一番の適任は岡田監督時代担当した四方田氏ですが、できないなら他に選

任の担当者を考えていますか。考えていないなら、マリノスやＪ のいくつかのチーム（が採2
用している 、データスタジアム、フルキャスト関連会社に外注してはどうですか 。すごい） 』

ですね。今スカウティングは非常にうまくいっています。城福さんと三上大勝があちこち回

って、非常にいい選手をいただいています。四方田さんは今 － の監督をしていただいてU 18
いますんで （スカウティングには）就いてはおりません。それから外部業者のデータ活用は、

使って使えなくはないですが、何せ金のかかる事。金さえあれば何とかできると思いますけ

ど、今は人間の勘と手作業で、いい選手を目利きで選んでいただいてもらうと。現状通りで

やっていきたいと思っております 『吉原、山瀬、今野、藤ヶ谷。せっかく生え抜きで成長し。

てサポーターの期待した選手がＪ 降格すると完全移籍でＪ チームに出て行ってしまいま2 1
す 。まあそうですね 『現在サポーターが期待している上里、岡田、曽田。Ｊ に長くいれば』 。 2
Ｊ チームに移籍する可能性が高いでしょう。現在のコンサドーレは若手を成長させてＪ 昇1 1
格・定着は無理なんでしょうか』と。今はＪ に上がる事が先決でして、選手を送り出す事じ1
ゃない。何としてでもＪ に上げて、上げたら残ってくれるでしょうし。Ｊ でも前期山形で1 2
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大島選手とか大宮盛田選手とか、得点をあげた優秀な選手がやっぱりＪ に引き抜かれて行っ1
ています。そういう宿命でしょうか。そのためにも何とかＪ ではなくＪ に上がるだけの力2 1
をつけて、出て行かなくてもいい雰囲気作りをしたいと考えております。それから『柳下監

督を招聘して、若手選手をチームの戦術確立を図っていますが、いずれ監督がチームを離れ

交代してもチームに基本となる戦術を継続させるために、ジュビロ磐田に習ってトップチー

ムコーチに 級ライセンスを取得させ、コーチから監督へ昇格させるシステムを作るべきでS
はないか。あるいは 級ライセンスを取得した人をコーチとして招き、現行の戦術を把握さS
せるべきではないか。 も財政的に厳しい状況だが、コーチの 級ライセンス取得に際しHFC S
て援助すべきではないか 。ご指摘はごもっともでございまして、いろんなコーチの資格は経』

費の中から（出しています 。今のユースコーチも何度か関東方面に行って、少しずつグレー）

ドアップしたライセンスを取ってもらっているようにしております。 級ライセンスが取れS
るようになるまでには相当時間もかかりますし、また本人の努力もかなり必要。ゆくゆくは

自前の 級ライセンスの取れる監督、これも視野に入れておかざるを得ないと考えて、費用S
負担については会社として補助したいと思っております。大体私の方でいただいたのは以上

、でございます。これについて何かご質問があればお答えしたい。最初に言いましたけれども

去年最下位ですから柳下監督も今年 を狙うとはとても自分では言えないと （でも）本当J1 。

は狙っていますから、それを信じて 年間期待したいと思っています。長い間ありがとうござ1
いました （会場拍手）。

：では引き続きまして私柳沼の方から、チケットやファンサービスその柳沼部長（以下柳沼）

他、日ハムさん関係のご質問についてお答えします。ちょっと後ろのほうの方、おそらく顔

が見えないで声だけでしょうから、私立ちますね。門脇常務の説明の補足ともれた分を説明

します。もれている分で『選手の保有権について含み損計上をしたか』という質問が来てい

るんですが、選手の保有権というのは商法や企業会計原則で資産価値は認められませんので

計上したら粉飾決算。そんな事はしません。それとチームを離れ手続きをした後は、移籍金

という話はありません。それと、先ほどの 級ライセンスの支援をという意見で、実は昨年S
から資格取得の支援制度を作りました。これについて業務命令として例えば 級ライセンスB

3 4を今年受けなさいとした場合 ほぼ全額出す ただ 落ちたら返せという事で 去年は、 。（ ） 、 、

B B A人 級ライセンスを取って 今おそらく育成普及のほとんどの人が 級以上を持っています、 。

級も何人か持っています。クラブとして育成普及は根幹ですから、これからも続けて行きま

す。ゆくゆくはトップチームのコーチ、またはコンサドーレを巣立って他のクラブチームの

育成者、または北海道に戻ってきて、地元のいろんなクラブチームや学校体育、まあサッカ

ー部の指導者になって頂ければと考えています。それと、スカウティングの話で質問された

方はおそらく対戦チームの次節のスカウティングに四方田さんがいいんじゃないかという事

だと思いますけれども、強化部に今年佐藤尽さんが入りまして３名体制になっています。お

そらくそちらで人のやりくりをしてスカウティングもしていく事と思います。また昨年から

管理部でプロやユースの選手含めてのデータベース集積をやっております。過去のデータ含

めて個人の選手のデータを今パソコンで管理できるようにやっていますので、これがうまく

、稼動していけば立派なシステム管理ができるようになると思います。私の時間が少ないので

まず最初に、門脇常務が自分はちょと答えられないという質問がありましたので代わりにい

きます 『ユニフォームスポンサーが固定化されていることで競合性が働かず、 の広告。 HFC
料収入が低迷する結果になっている。 役員の中にスポンサー企業出向者がいることが弊HFC
害になっているのじゃないか 。それは門脇さん、自分で答えられないですね。そもそも、も』

う市民クラブですから。要するに経営のバックボーン、親企業がいる訳じゃない。ですから

いろんな株主、大株主さん、例えば一株主の持株会からも社外取締役で来て頂いています。
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石水さんもそうです。そして、大口のスポンサーさんからも。本当はプロパーの社員で役員

になる人材が育っていればいいんですけど、まだやっと 年目ということで、そこまで行っ10
ていません。であるならば、いろんな業界でビジネス経験を積まれた方がそのポストに来て

いただくということがまあ当然の話だと思います。今、出向で役員に来ていただいています

けれども、ゆくゆくは、もちろん人材が育ってプロパーの道産子がこのクラブを経営するん

だというようにしていきたいと思います。弊害になっているかどうかよりも、その前にその

人を受け入れていることでスポンサーさんとの信頼関係、強い絆を作っていると思っていま

す。もしなかったら、はいさよならと。門脇さん、人質ですので。確かにそのスポンサー料

は親会社のないクラブにとっては大変な収入源です。例えば去年大分トリニータさんが途中

でペントハウスさんがドーンと降りた。それで億単位の金がなくなるわけですね。代わりの

企業が付いてこない。クラブの経営にとっては大変な事です。ですからずっとそのスポンサ

ーさん、できれば長期契約して頂くのがいいですし、その中で金額もある程度維持できれば

それは一番ハッピーです。ただ企業も我々クラブと同じように栄枯盛衰いろんな状況もある

でしょうから、過去の リーグのクラブがそうであるように、スポンサーが代わると言うことJ
がありえると思います。その時はクラブとして最善の選択を常に考えていきたいと思ってい

ます。信頼関係やメリットついて最善の道を、その時の経営陣がいろんな関係者の方と相談

しながら決めていきたいと思います。はい、ではちょっと走っていきますね 『日ハムは法人。

向けシーズンチケット案内文書に税制上の優遇があることを明記しているけどもコンサドー

レはどう？ 。税制上の優遇とは販売促進費や社員の福利厚生費という事だと思いますが、う』

ちも営業マンはちゃんと口頭でセールスしています。次ぎ『ドームの駐車場とチケット 枚で4
いくらというチケットを出して欲しい 。おそらく去年日ハムさんが（出した）カルテットチ』

ケット。 、 月に確か全然お客さんが来ない平日ナイターの客集め用に（出したのを）調べ7 8
ました。定価 円を駐車場つきで 円。期間限定で、平日しかやんなかったというチ18500 10000
ケットでした。ご存知な方いると思いますが、駐車場は実は日ハムもコンサドーレも自分と

ころにお金が入ってこないんですね。札幌ドームさんが管理しているので、どういうふうに

されたのかいろいろ検証するとちょっと手間かかるようで、ドームさんの話を聞いても。こ

れは今後チケットと運営の方とで考えていきたいと思います 『大阪ではガンバ大阪と阪神の。

タイアップチケットがあって、大変好評を得ております。コンサと日本ハムはどうなんです

か』と。先月 講座というのが リーグであって、私 日間缶詰で行っていた時に、ガンバGM J 2
大阪の事業部長さんに聞いてきました。 年星野阪神の、あの優勝の時、 月ぐらいに夏2003 8
共通チケットというのを 枚限定でやり、 時間で完売だったそうです。でも去年岡田監3000 1
督になって全然売れなかった、 枚ちょっとだったと。でも好評でどうでした？といった1000
ら、やっ好評でしたよ。実は阪神のチケットが手に入らないので、これを取っていったそう

です。ですから、ガンバの万博スタジアムに阪神ファンが来ているという光景が、どうもあ

まりなかったなとおっしゃっていました。 年の時に 枚限定が 時間で売れたのは事2003 3000 1
実ですが、これはチケットだけじゃなく、阪神のチケットを買うと阪神の場合は限定 シャT
ツ、ガンバの場合は限定の帽子というのを無料で配った。要するにセット商品でやってその

意味では人気があったのかなという話でした。日ハムさんとの話については、どっかのネッ

ト上で、日ハムさんが一生懸命なのにうちが全然消極的という書き込み等があったんですけ

れども、事実関係だけ言います。以前日本ハムさんにスポンサーになってくれませんかと言

った時にコンサドーレはダメですと断られおります。それから、日ハム球団さんから正式に

うちに何かやりましょうと、お話が来た事は一度もありません。日ハムのファンの方が来た

事はあります。応援会議とかいう方がどうですかと。これ実は困っちゃうんですね。クラブ

、が、例えば浦和レッズのサポーターがうちに来て、一緒になんかやりましょうと言われても
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それはちょっと待ってよと。クラブ同士、球団同士の話だと思います。去年は日ハムさんも

新庄効果で、確か 人位のファンを集めて大変な状況だったはずです。私どもは私ども38000
で、強化計画で経費削減を大前提に運営をしてきました。お互い、正直言って自分のことが

大変でしたという年だったんですけれども、今後についてはいろんなやり方があると思って

いますし、日ハムさんと折を見ていろんな話が出来ればと思っています。チケット関係でも

う一つ 『 の キップチェアチケットシャトルバスセットができないか 。地方の割引をや。 』JR S
ってくれと。 さんの対応になるので、うちだけで「はい」というわけにはいかないんですJR
けれども、おそらくある程度の枚数が揃わないと、無理な話になると思います。地方の、例

えば のコンサドーレ号のように交通費を安くというのは さんとお話できると思うんですJR JR
けども、例えば札幌の人は正規料金、地方の方が割引料金というチケットで差別するってゆ

うのはクラブの方では考えてはいないです。その点ご了承ください。それと『学生割引や後

半からのハーフ割引などどうだろうか』と。この３年間スチューデントディなどいろんな趣

向を凝らしたチケットの販売方法をトライしてきました。残念ながら入場者数に殆んど繋が

らない。何百人かは来るんですけれども、単価がかなり下がる。入場収入には寄与してない

っていうのが、これまでの分析結果でした。例えば特定なスポンサーさんのサンクスマッチ

だとか、そういう形で何かの試合にあてるとかいう方法はいいと思いますけれど、現状では

今すぐ新たな割引というのはありません 『各スポンサーサンクスマッチの事前情報を告知し。

て欲しい 。通常プレス発表で記事にしていただくようにお願いをしております。オフィシャ』

ルのホームページでも掲載していますので、そちらの方でご確認頂ければと思います。後は

座席関係で『 自由席をもっと多くしてください』という話ですが、これはちょっと悩ましB
いところ。全体の入場収入をシュミレーションする際にどの席を何席増やして何席減らすか

は、うちのチケットの担当の方で毎年やっております。それで、入場収入がある程度確保で

Bきる席種という事で今の席種になっております。その点ご了承いただければと思います 『。

自由席を一番高価に、 を一番安価にしたらどうですか 。無理です、無理です。おそらくSS 』

サポーターから私刺されますね 『シーズンチケット 枚に付き、同じエリアのチケットを通。 1
常前売り料金の半額で販売しませんか 。これも先ほどの全体シミュレーションと同じです。』

今年来年と、ある意味クラブにとってこの 、 年が勝負の期間になります。この期間、減収2 3
の可能性のある方法について、チケットとしては難しいという判断をしております 『日本ハ。

ムの試合開始時間は全て 時からなので、デーゲームだとコンサドーレの試合と重なる。コ13
ンサドーレの試合をナイトゲームにできなかったか』と。やる気ないです。日ハムさんのた

めにうちがナイトゲームにするつもりは全くないです。ナイトゲームにすると、まずテレビ

はつきません。 時からのゴールデンタイムに、コンサドーレはまずつけてはくれないです。7
仮にナイトゲームで厚別でやったとして、札幌ドームで日ハムさんを見たコンサドーレファ

ン以外の方が、アクセスの悪い夜の厚別に来るとは思われない。お客さんの入場者数増にも

おそらく繋がらないはず。両方見たいというコンサドーレのファンの方が一番喜ぶとは思い

ますけれども、放映権料のなくなる土曜日ナイターを積極的に選択するってゆう事は現状で

はありえないと思います。一番いいのは日ハムさんがナイターをやってくれればいいんです

けどね 『ファンの集いなど選手が一人も来ない。ファイターズの選手は来るのに。コンサの。

選手を参加させるようにして欲しい 。去年は非常に若返ったチームで、柳下監督もいろんな』

意味で選手に気を使っていらっしゃいました。例えば若い選手だけにあまりちやほやすると

すぐ天狗になっちゃうと。現場のマネージャーにも、練習に集中させるようにして欲しいと

いう要請もあったように聞いております。プロの選手として当然ファンの皆さんとの交流は

大切ですので、練習場でサインをするとか、チーム状況が許せば選手を皆さんの場にお見せ

できるようなふれあいの場は考えていきたいと思います 『日本ハムの要望で札幌市の公園法。
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を改正して、競技場内で出店できるようにした』という話の提案が来ていますけれども、札

幌市スポーツ部に聞きましたら正式な要請はありませんという事でした。厚別の出店につい

ては、基本的にクラブスポンサー。皆さんご存知の通りサザエ食品さん、丸井今井さんなど

にスタジアム内で出店していただいおります。札幌ドームは株式会社札幌ドームが全部押さ

10えていますので、コンサドーレとか日ハムさんもそうですけど入る余地がない 『今年は。

周年ですが、記念行事として何か行う予定はありますか。例えばコンサドーレ選手対 戦のOB
ような試合はどうでしょうか 。何かやりたかったんです。やりたいんですけど…ちょっと前』

の人しか見えないですね。これは リーグの実行委員会、佐々木社長が月に 回出る実行委員J 1
会で配られるシーズン始めの資料です。何が書いてあるかというと、プレシーズンマッチ開

催可能期間を リーグから決められます。これを見るとシーズン中できるのは だけ。 はJ J1 J2
できないです。基本的にリーグ戦の前後 週間はプレシーズンマッチをやってはいけない事に1
なります。よく チームが夏休み期間に、だいたい中断期間が ヶ月とか ヶ月半ありますけJ1 1 1
れども、そこで海外のチームを呼んだり、プレシーズンマッチをやっております。 のチーJ2
ムはこれができない。暮れは天皇杯がありますので、やれるとしたら開幕前。キャンプの間

のプレシーズンマッチだけとなります。悔しいですけれどそれが実態です 『 リーグ戦の。 J2
コンサドーレの日程発表が遅い。他のクラブはもっと早いうちに出しているんだから、もっ

と早くしてください』と。実際担当のところにお電話を何本かサポーターの皆さんからいた

だいております。 リーグから 月 日の午後 時発表しますのでそれまで発表しないでくだJ 1 28 4
さいと各クラブへはっきりと言われております。ルールです。 日夕方 リーグから が28 J FAX
来て、それに従って広報が初めてホームページ掲載などの手続きをします。一部のクラブ、

例えば今年で言えば湘南さんがフライングを犯してやっております。確かにそれもまた一つ

のお客さんへのサービスなのかもしれないんですが、 リーグや対戦相手のチームとか、土壇J
場で変わってくる事もある。事実これまでそういうのもありました。試合時間が変わるのが

あります。コンサドーレとしてはリーグのルールは守るというのが基本スタンス。そのルー

ルを破りなさいと、そこまではおっしゃらないでください。航空券の早割りなどを買うとい

うのもわかるんですが、とりあえずは今、クラブとしてルールを守るということで臨みたい

と考えております 『観客増の為に 選手の前座試合をやってはどうか 。先ほどの 周年。 』OB 10
記念試合と繋がると思いますが、在籍した選手を前座でやるっていうのはどうかなとは思い

ます。コンサに在籍した選手に敬意を考えると、やるならちゃんとした試合をやって、そこ

で選手もサポーターの皆さんも楽しんでもらう試合をやりたいと思います。今のところ前座

でコンサ の試合は考えておりません 『スポンサーに対するアピール、露出が足りない。OB 。

もっとやってください』と。これはおっしゃる通りです。去年 月 日に道新でコンサドー12 1
レではなくスポンサーの皆様への感謝の気持ちということで、全面広告をクラブで初めて出

しました。そういう事が今まであまりなかったっていうのは、反省しなくちゃいけない。こ

れからは機会がある度にスポンサーになっていただける企業の 、もちろんクラブだけじゃPR
なくサポーターの皆さんのご協力も得ながらやっていきたいと考えております 『去年のサポ。

ーター集会で、スポンサー企業への御礼一筆運動の提案がなされたのにサポートシップスポ

ンサーのオフィシャルページの更新が遅かった』と、何やっとるのかというご質問が来てお

ります。サポートシップススポンサーは、実は今も募集をしております。去年実績が 件170
のサポートシップススポンサー登録をしていただいた。ただ、この時期まだ半分かちょっと

多い位、大体 とか いくかどうか位の状況です。オフィシャルホームページの掲載につい80 90
ては、ある程度まとまってからいろんな業種ごと、飲食店だとか新聞販売所だとかをまとめ

て掲載するように考えています。おそらく時期的に開幕はちょっと過ぎると思いますけれど

も、ある程度まとまった段階で掲載したいと思っていますのでご了承ください。後はいろん
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な運営関係 『厚別の 自由席ゴール裏の後ろにあるトイレ。外に出なければならないのでコ。 B
ーンを設置して欲しい。いちいちチケットの提示が必要なのは面倒くさい』と。運営部が検

討した事があります。コーンもレンタル料かかるとか、まあいろんな経費も実はかかるとい

う事で現状のままとなっています。ご考慮ください。それと後は『相手を著しくおとしめる

様な横断幕の掲示やそういう禁止行為については禁止するように徹底してください』という

ご提案があります。昨年もいくつかあったと思いますが、 リーグの共通禁止事項に触れるもJ
のについてはその都度当日現場にスタッフが行って、横断幕を取り下げるとか、のけていた

だく様なお話をさせていただいております 『新しいコールを早く周知してもらうために、試。

合前に札幌ドームのスクリーンに歌詞を表示して練習はできないか 。これはゴール裏のサポ』

ーターの皆さんともまたお話ししなくちゃいけないかもしれませんが、実はスクリーンは リJ
ーグスポンサーやクラブスポンサーの告知や注意事項、社会的な例えば麻薬に手を出しちゃ

ダメですよというのを リーグから必ず出しなさいとか。そういう時間で現状でもあまり余裕J
がないというのが実情です。今後の運営の中でまた考えていきたいと思います。有料サービ

スの について『情報量が少ない 『遅すぎる 『動画にして欲しい 。人の問題で、実は12net 』 』 』

現状専属で 時間という形にはなっておりません。時間がかかるのは改善していきたいと思24
。いますけれども、ご理解ください。携帯では確かボーダフォン、翌日になってから配信とか

私もボーダフォンで、去年ですと忘れた頃に失点、負けと来る。あれはボーダフォンだけみ

たいですね。ほかは割りと早く来るのにボーダフォンだけが遅いという。これについては理

由は良くわからないと、担当は申しておりました 『スーパービックドーレくんのユニフォー。

ム、 年バージョンを作ってください』と。 年間発売しないという事で前回お作りして2005 2
いますので今年は未定です。作るとしたら来年になるかもしれません。最後 『現在のコンサ、

』 。ドーレの地域密着に関してどのように考えているのか教えて欲しい 。話すとおそらく 時間2
この間ちえりあで、市民カレッジで私が話した内容がまさにこれ。地域密着って簡単に言い

ますと リーグ百年構想っていうのがあって、三つあります。一つはスポーツを見る、二つ目J
がスポーツをする、そしてかかわる。スポーツを通じて人の輪を作る。それが リーグの百年J
構想です。当然コンサドーレもそれを目指していろんな事をしています。スポーツをする、

、それは例えばユースやサッカー教室やいろんな場を作っています。サッカーだけじゃなくて

去年からコンサドーレスポーツスクール で登山やリュージュや乗馬。小中学生対象のスFu's
ポーツスクールも去年から始めました。ある意味コンサドールズもピラミッド上の育成シス

テムを作っていますから、そことコンサドーレは業務委託契約を結んでいます。そういう形

で女の子が楽しめる、そしてトップ目指す。目標は札幌ドームでコンサドーレの試合で踊る

事、男の子の夢はコンサドーレのユースに入って将来はトップになってコンサドーレの選手

として誇りを持って戦う。サッカー以外の子どもたちも、いろんな種目のスポーツを楽しん

でもらう。それをコンサドーレは今、実施しています。スポーツを観るのは当然コンサドー

。レの試合、参加は札幌の場合ボランティアさん。去年３６０人に登録していただいています

単に経費を軽減させるだけじゃなく、いろんな人の輪ができています。それもまたクラブの

ひとつの使命だと思っています。選手は親善活動、交流活動をやっております。スタッフは

もう８年くらい経つのかな。クリスマス時期にコンササンタ隊で、施設の子供や病院で寝た

きりの小学生を、ドーレくんがお見舞いに行きプレゼントを渡す。当然サッカー教室スクー

ル、２１２市町村の巡回も。市民クラブとして少ない予算、限られたマンパワーのなかで、

あれもこれもやるのは難しいですけれども、ひとつひとつ地道にやっております。コンサド

ーレはＪリーグ百年構想の名の下、これからも実行していきます。これからも地域の皆さん

と一緒に関わっていきたいと思っていますので、皆さんのご協力、そして「こういうことど

うだい」というご意見があれば、サポーターズ集会や別の機会でも結構ですので、遠慮なく
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クラブの方に言っていただければと思います。できる限り皆さんに応えていくような会社に

していきたいと思います （会場拍手）。

：営業部長、門脇さん、ありがとうございました。プログラムよりも１０分ぐらい押し司会

ていますが、ハーフタイムということで、半まで休憩といたします。

[休憩]

：いま前の方から順番に、ビッグフラッグ運営についてのお知らせ文書が回っておりま司会

す。これから１５分ぐらい、サポーターのお知らせの時間になります。成田さん、前出て。

：壇上から失礼させていただきます。ＯＳＣシエスタ、ビッグフラッグの世話人をやっ成田

ております成田と申します。よろしくお願いいたします。２００５年ビッグフラッグ運営に

ついてという紙を回させていただいております。まだ届いていないという方もいらっしゃる

と思いますが、説明させていただくことはこの内容とほとんど同じなので、先に読ませてい

ただきます。１番、いつものとおりですがビッグフラッグのクルーを募集したいということ

で。２００５年シーズン開幕に先立ちまして、ビッグフラッグの運用者、以下ＢＦクルーと

表記しますが、募集いたします。クルーの登録は専用メールアドレスに必要事項記入の上、

メールしてください。詳しくはホームページ、エイチ・ティ・ティ・ピー・コロン・ダブル

スラッシュのビッグフラッグインフォを。今、工事中なので開いていただいても何もありま

せん。ドーム開幕に合わせて開きたいと思っていますので、そちらの方から登録していただ

くかたちになると思います。これまでのビッグフラッグの経緯と今後。これまでビッグフラ

ッグのクルー募集は１９９７年にビッグフラッグを制作して以来、製作の代表者は小西さん

とそこにいる柳沼さんが中心になって募金を始めて、私たちの前ＯＳＣでありますＭＬクラ

ブの中の代表西田という者が担当していたんですが、その後ドームに移行し、世話人という

かたちで運営させていただいたんですけれども、惰性で開くというようなかたちになってお

りまして。今後特定ＯＳＣじゃなくて、いろんなＯＳＣ。またＯＳＣという枠にとらわれず

やってみたいという方、是非とも参加してみたいという方を募集し、ホームスタジアムでは

いつでもビッグフラッグが綺麗に広がるような体制を整えたいと思い、このような場をいた

だいた訳です。２００１年ドームで運用するにあたって、ビッグフラッグクルーというかた

ちで登録をお願いしたんですけれども、内輪の色々な体制不備等ありまして、今は全然稼働

していない状況になっております。それを改めまして、もう一度最初からやり直そうと。特

定のＯＳＣから分離した任意組織として、恒久的にクラブとともに歩むビッグフラッグ運営

を行いたいと思っております。またインターネットドメイン、ビッグフラッグインフォとい

うのを用いて、ＢＦクルーの募集、種々の連絡、メーリングリスト、できれば他のクラブチ

ームさんでビッグフラッグを持っているところとの交流なんかも、将来的にはやって行けた

らいいなと思っております。三番目、運営資金の健全化。９７年にＢＦ作成の着手以降、運

用経費は、ありていにいえば私たち運用しているＯＳＣでお金を出して、種々の備品などを

取りそろえていたんですけれども、作成から８年経って７５ｍＢＦがあちこち破けている。

無理矢理補修しているところもあるんですけれど、どうしても修理しなきゃいけない状況に

なってきております。ミシンで縫える程度ならいいんですけれども、さすがにあれだけ大き

いと、すぐさまミシンを持ってきて縫える場所も機械も。そこら辺に売っている３万円位の

。ミシンでは到底歯が立たないような物なので、多分業者さんにお願いしなければならないと

これはＨＦＣさんからお金をいただいた訳じゃなくて、すべてサポーターの皆さんの募金で
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賄ったビッグフラッグですので、補修についてまた申し訳ないんですけれども皆さんのお力

を頂いてやっていきたいと思います。会計管理についても募金等の報告、修理したら修理し

ましたという報告をホームページでやっていきたいと思いますので、準備でき次第、もしよ

ろしければ募金よろしくお願いいたします。それから、何でＢＦって突然開いているんだろ

うとか、今日は何でやっていないんだろうと思った方も結構おられるかと思うんです。ビッ

グフラッグの基本的な方針は、厚別では雨の影響がない限りＢＦ７５ｍを使用する。７５ｍ

は３分割されるんですけど、真ん中だけの時は雨の確率が割合高いけれども今晴れていると

いった場合で、撤収してすぐしまえるようなかたち。９８年の柏戦、台風の翌日でとても風

が強く７５ｍを広げると、かなりの確率で危ない時があって、そういう時には真ん中のエン

ブレム部分だけを開くといった場合があります。その他はほとんど７５ｍで運用してるんで

すけども、厚別で雨の影響がない限りＢＦをしようと。ただし平日ナイトゲーム、ドームの

方もそうなんですけれども基本的には運用しないということにしております。それは人が集

まらないからということになっていますが、厚別の場合は足下が暗いので階段を駆け上がる

のに非常に危ない。厚別はそんなに（階段）差がないけれども臨時照明ですから暗いのでご

理解を頂きたいと思います。札幌ドームについては石屋製菓さん、サッポロビールさんから

頂いたユニフォーム型のフラッグがありますので、そちらを中心に展開させていただきたい

と思っております。今のところはホーム側Ｂ自由席の左側、ＳＢに近い方で広げさせて頂い

ておりますけれども、今後優勝争いに絡んできて人がたくさん入ればビッグフラッグ３枚。

いま手持ちであるのがアウェイ・ホーム用のユニ型と７５メーター３枚を同時に開く （そん。

な）ことがあったですね、もう２００１年以降やっておりませんので。特に７５ｍの方は人

がいっぱい入っていないとドームの座席の関係上すごく引っかかるんですよ。無理矢理上げ

れば当然破れることが考えられますのでできない。人がいっぱい入っていれば広げるのは非

常に楽になりますので、ぜひともチームには躍進していただいて。ビッグフラッグが広げら

れるように願っております。これらの内容については今後ビッグフラッグインフォというホ

ームページで随時お伝えしていきますので、開くまでお待ちいただくとともに、できればビ

ッグフラッグクルーの参加、募金の参加をよろしくお願いいたします。どうもありがとうご

ざいました （会場拍手）。

：ありがとうございました。司会

：ビッグフラッグのことで、何か質問等ありませんでしょうか。すいません。よろしく成田

お願いいたします （会場拍手）。

：ちなみにビッグフラッグは、当時３２０万円以上かかったんですね。それをサポータ司会

ーのご寄付で、浄財でできたということだそうです。今回作り直すのか修理するのか相当ク

ルーの方々は悩まれたと思うんですけど、修理ということで決定したそうなのでご協力よろ

しくお願いします。次に北海専門店会さん、いらっしゃっていますか。北専サポーターズカ

ード寄付金額の中間報告を頂戴いたします。

：皆さんこんにちは、北専の斉藤です。本日は今年度のサポーターズカードの寄付北専斉藤

前年度の寄付金額合計が１６０５６５金額の中間報告をさせていただきたいと思います。

５円。こちらは去年のホーム最終戦、大宮戦の前にサポカードのメンバーの方からＨ

今期は９月から１２月まで３ヶ月分の合計がＦＣの方に直接お渡していただきました。

何と６３０９３５円となっておりまして、前年度比２０％アップ。大変好調な滑り出しとな



- 18 -

っていまして。ただ、このままでいきますと私どもの目標の２００万円をちょっと割る計算

になります。ＨＦＣさんも心から待っていると思いますので、何とか今年こそ２００万円を

突破したいと思っています。チームの方でも監督が仰っている今年のテーマがアクション＆

ムービング。サポカードメンバーの皆さまもアクション・ムービングでご協力をお願いした

いなと思っております。カードの利用につきましては、サポカードをお持ちのメンバーの皆

さまは色々工夫されていると思うんですけれども今、北専ではケータイの支払を口座振替か

らカード払いにしていただいたお客様にＪＣＢ商品券１０００円をもれなくプレゼントさせ

ていただいているキャンペーンをしています。北専カードでの支払をケータイ会社さんに申

し込んでいただければ、こちらに仰っていただければ、プレゼントというキャンペーン。カ

ードをお持ちの方もチームにもＷ嬉しいという感じで寄付もできます。また、道新販売店で

の定期購読。月刊コンサドーレですとか道新、道新スポーツなど、道新さんで取り扱ってい

る購読料のお支払いができる販売店が増えていますので是非サポカードでお支払いいただけ

ればと思っております。今年も３月３１日までご紹介キャンペーンを始めております。ご存

じの方多いと思いますが、紹介者には必ず貰えるプレゼント。ショルダーバッグとブランケ

ットなんですけど、プレゼントさせていただいています。ご入会いただいた方には抽選で１

００名様に応援グッズ。何種類かありましてプレゼントさせていただいておりますので、是

非皆さんご紹介いただき、メンバーを増やしていただいて。くどいようですけど門脇常務も

再三仰っていただきました寄付というかチームへの資金を増やすために、目指せ２００万円

達成に向けて頑張りたいと思います。ご紹介キャンペーンのハガキは受付にも置かせていた

だいておりますので、よろしければ皆さんお帰りの際に是非お持ちいただければと思ってい

ます。ちょっと話が逸れるんですけれども、サポーターズカードの明細書に毎月サポーター

の皆さまに向けてちょっとしたメッセージを載せさせて頂いています。先日サポーターの方

からそのメッセージに対して温かいお言葉を頂きました。短い言葉なんですけれども、そう

いったリアクションをいただくのがすごく嬉しいんですよね。出していただいた方、こちら

にいらっしゃるかわかりませんけれども、どうもありがとうございました。ご意見、お問い

合わせなどありましたら、店の方に是非お申し出ください。以上で報告を終わらせていただ

きます。どうもありがとうございました （会場拍手）。

：ありがとうございます。今もお話ありましたけど、入口受付のところにご紹介キャン司会

ペーンのパンフレットがございます。そのほかＣＶＳのものですとか、ＨＦＣさんが持ち込

んでくれたいろんなパンフレット、チラシ等もございますので、お帰りの節にはちょっと目

を通していただければと思います。お知らせの最後になりますが、長島さん。恒例のビラ配

りの件で、長島さんの方からお話を。

：みなさんこんにちは。春が来た来たコンサドーレじゃないんですけども３月５日、今長島

年も恒例のチラシ配りをしたいと思います。皆さまご賛同いかがでしょうか （会場拍手）何。

か拍手が小さいような気がするんですが…。あの、よろしいということでいいですよね （拍。

、手あり）佐々木社長以下、クラブの皆さまもお願いできますよね。予定としまして３月５日

甲府戦開幕の前、チラシを配って力を入れようということで、甲府の方に行かれる方もいら

っしゃるかと思いますが、残って何か悶々とする前にさくっとチラシを配って、それぞれの

お家ですとかパブリックビューですとか、色々なところでみんなで応援しようとする前の一

仕事をしていただきたいと思います。場所は多分丸井今井前。１１時前くらいから一時間程

度とりおこなって流れ解散でいきたいと思います。後ほどプレスですとかメジャーといわれ

るホームページ開設されている方にもご協力いただいて発信したいと思います。こちらに来
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られてる方ですとか、それ以外のご家族、お友達の方、コンサドーレ知らないよっていう方

も巻き込んで、春はコンサのチラシ配りからっていう感じでとりおこないたいと思います。

よろしくお願いします （場内拍手）。

：ありがとうございました。では主催者側の方からも。このプログラムにもありますよ司会

うに、昨年のサポ集の会計報告をここでさせていただいております。繰越金５４６８７円。

これはもうこちらの会場を予約する段階で使わせていただいております。ただ事情を申し上

げますと、こちらの会場はたまたま取れたということで。２月の開催ですので、昨年のあの

大きな１階ホール以外の会場は全て１１月１日朝９時から、それこそ並びじゃないんですが

並んで順番にカードをもらって抽選をして、その順番に選んでいける。今日のこの会場の希

望者が、私の抽選カードよりも先にいらっしゃらなかったということです。その時にすぐお

金を払わないとダメだというので、予約金に充当させていただいております。それと、今日

使っている照明、音響、マイク、マイクスタンド、これら全て何百円、何千円とお金がかか

る。その精算とさせていただいております。ちなみに只今の現在で皆さまからのご寄付は９

０８９３円頂戴いたしておりまして、充分運営が成り立って、また来年の予約金も繰り越し

できるのではないかと思っております。ありがとうございます （会場拍手）それでは連絡の。

時間を終わりまして、これからサポーター同士の提案を。ＨＦＣさんにも聞いていただきた

い部分がございます。ファンクラブに（設置した箱へ）頂いているものを私どもの方で分類

と仕分けいたしました。応援に関する内容、応援歌に関する内容等ありますが、その中で一

番多かったのが厚別並びに札幌ドームでの列並びの件。この列並びの件に関して全然意味が

分からないというサポーターの方、ここにいらっしゃいますでしょうか。ちょっと手を挙げ

ていただけますでしょうか （挙手あり）はい。では分かっている方にとってみれば、まどろ。

っこしいかもわかりませんが、その内容をまず順番にひもといていきたいと思います。昔々

からのサポーターの自主ルールの積み上げの中で、厚別の 番ゲート、５番ゲート、それから1
４番ゲート。それと札幌ドームの北３、北２ゲートに関して。今現在のルールは前日の夜１

０時に各々のゲートに来ていただいて、厚別の場合にはガムテープを貼ったり、札幌ドーム

の場合には用意されたプラスチック板の上に貼ったガムテープに名前を書いて、いったんお

帰りを頂くと。それで翌日の朝、公共交通機関の一便でご参集頂いて、ガムテープを貼った

とかまたは名前を書いた順番のところに陣取っていただく。その順番に入場していってはど

うかというサポーター同士のルールでございます。これは今現在、ＨＦＣさんは黙認という

状態で公式に認められたものではありませんが、そういうルールの中で（やっております 。）

岡田監督の時代とか１９９９年とか、あの辺に 週間前から厚別に泊まったり、テントを張っ1
てそこから会社に通ったりとか。その中に私も居たことは居たんです。今の日本代表の北朝

鮮戦のような状態だと思っていただければいいんですが。厚別のそういう状態があまりにも

酷かったので。当時はドームがなかった。あそこ（厚別）は札幌市の公園管理課が管理して

いますので、焚き火をしたり宿泊をするのは禁止されてることなんです。それも札幌市の方

で目をつぶっては頂いていたんですが、だんだん酷くなるに従ってＨＦＣさんにも苦情が入

り、近隣とのトラブルにもなるということで、サポーターの中で自主ルールができたという

かたちで現在に至っております。ただ、そのルールが全てのサポーターを網羅したものかと

いうことに関しては、非常に現場の人達も疑問を持っている部分ではあります。例えば公共

交通機関の一番といっても札幌市の簾舞から来られる方、例えば日高の富川、例えば芦別、

遠くは今いらっしゃる中川さんみたいに毎ホームゲーム、網走から来る方も。そういういろ

いろなサポーターがいらっしゃいますので、公共交通機関の一番で家から出ても果たして何

時に集まれるかというところはあります。基本的に今の自主ルールの中ではチーム名という
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か自分の実名を書いていただいてもいいですしハンドルネームでもいいですが書いていただ

いて、例えば１０名って人数も書いていただくと。そして（翌日）大体６時半から７時半の

、間にその８割の方がいなきゃいけないと。サポーターの中の有志が点呼をしていきますので

点呼をした時点で８割いるかどうかという確認をしていきます。そういうのが自主ルールで

成り立ってはいるんですが、それに関しては賛否両論あります。ガムテを張りにくるという

んですが、そういったことに参加できないで当日朝一番に来られる方も当然いらっしゃいま

すし、その方達にしてみれば、お前達が勝手に決めて前に貼っているじゃないかと。俺は当

日という概念でいけば一番最初に来ていたよと。その辺はお互いサポーター同士で話し合い

をして、ご理解いただいているというのが現状です。今の列並びに関しては、何かご質問ご

ざいませんか。なければ今回のご提案内容に入っていきたいんですが、よろしいですか （会。

場挙手）はい。

：大分前に列並びの際、特に厚別の時に車で来た方がいて、警察のパトカーが巡回を質問者

してて、それで一斉にバーッと散らばったり。そういう違法駐車みたいなことがあったんで

すが、その対策というのは現在どういうふうに考えておいででしょうか。

：はい、それに関しましては、厚別も１番ゲート、５番ゲート、４番ゲートといろいろ司会

分散しておりまして。話はするんですが、これまた、あまり横のつながりがないと。各々の

独自のルールで運営されている。たまたま私は厚別の５番ゲートには関わっていますが、５

番ゲートに関してはその都度違法駐車のないようにという呼びかけをいておる程度ですね。

あまり勧められないんですが、駐車禁止になっていないような場所を秘密裏に教えて、そこ

に置けば近隣の方には迷惑にはならないよという程度。現状ではそういうところです。それ

を含めましてご提案が来ていますので、読ませていただきます 『試合当日朝の点呼の時には。

４、５人であったものが、入場直前になって２０人や３０人になっている団体を見かけるな

ど、事前のガムテで記入する人数がデタラメなものになっている。点呼で４、５人であった

なら入場時に多くても７、８人くらいの人数で入場。それ以外の方々は列の後ろに並び直し

てもいいのではないか』と。モラルだとか、自覚というような問題ですね。それから特に厚

別の問題ですが『前日の２２時の集合なんですが、厚別の公園は一般の方がご利用になる駐

車場が２１時閉門なので、時間を２０時にしてはどうか。そうすると駐車場が使えるので違

法駐車がなくなる。公園の管理時間内に作業を終えて出ることができるのでいいのではない

か。時間が早ければ公共交通機関の利用がしやすくなるのではないか。駐車がなくなり、近

隣からも苦情も回避できる。若年のサポーターは早い帰宅で安全も守れる。遠方より車で来

ても、公園の駐車場が利用できる』と。たまたま今、一人の人の提案を立て続けに読みまし

たが、こういった内容のものが複数ご提案としてあります。ただ、ここでひとつ問題になる

のは、列並びですとかガムテ張りと呼ばれている作業はＨＦＣさんに公認されているもので

はないので、サポーターが完全に自主的に動かざるを得ない状況です。この２０時という問

題に関しても、ネット上でのやりとりは一切しませんので現場で皆さんにお集まりいただい

てお話をし、ご了解が出た場合、例えばサポーターの代表が市の公園管理課に直接掛け合い

に行かなきゃいけない。皆さんにしてみれば一人一人が勝手に公園を利用するんだから断ら

なくてもいいじゃないかというお考えもあるかとは思いますが、ある程度同じ目的で集まら

れた個人個人というのは団体と見なされますので、予め公園管理課に対してご了解をいただ

くというのが筋かと思います。ただサポーターからそういう提案をし、それがＨＦＣさんに

公認していただかなくてもダンマクの搬入・搬出や列並びに関してのサポーターの 担当HFC
をご選任いただいて、例えば市の公園管理課と さんに掛け合っていただく。そういうパHFC
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イプを作ってはどうかというご意見が多ございました。これに関しまして柳沼部長、如何な

ものでしょうか。

：パイプ…。柳沼

：パイプ役をお作りいただけないでしょうか。司会

：厚別に限って言うと、クラブが知らない話だよと、勝手にやっていますとは市の公園柳沼

管理課へもおそらく言えない問題だと思うんですね。コンサドーレの試合に来ていただくお

客さん、サポーターのみなさんが前日からその目的のために集まっていただいている。そう

いう意味ではクラブの一つの問題として、我々も認識しなくちゃいけない。もし要望があれ

ば、事前に公園管理課さんとの橋渡しを。あってはならないんですけど何か問題があったと

いうときに、クラブも今後問題が発生しないように何か対処をしなくちゃいけないという立

場になりますから。サポーターさんとの間でどういう話があるとか、どういう要望があるの

でそれをどう改善したいとか、そういうときに我々もクラブとして関与とか相談にのるとい

うことはできると思います。

：継続的に公園管理課との折衝窓口というだけではなくて、恒常的にという意味でサポ司会

ーターへの窓口の専任者を置いていただけるということは無理なんでしょうか。例えばサポ

ーターが列並びの件や何かに関して、過去にもありましたけども現地でみなさんにお声がけ

をして集まっていただいて相談会をするときに、オブザーバーとしてそこにご参集いただく

とか。

：ＨＦＣの中では運営部が試合興行の統括責任をしています。石井部長、斗沢次長とい柳沼

う二人がおりますので、その件については実際現場でそういうお話や意向を承る。運営部が

窓口となってお話をうけるという形、それはできると思います。

：はい、わかりました。じゃあ、運営部の方が中心となってサポーターとの窓口を開設司会

していただくということで。一歩大きな前進だと思います。ありがとうございます。ただ、

このご質問の中にもありましたが『列並びに関してＨＦＣのホームページで、何時からとい

うのを出して欲しい』とありますけれども、それは公認されているわけじゃないので、現実

的にはまったく不可能な状態です。ですからもっと違う方法で、全部のサポーターというか

数多くのサポーターに周知できる方法を今後、列並びに参加しているサポーターを中心に発

信していかなきゃいけないとは思います。

ちなみに、もしよろしければ厚別でいつもガムテ貼り、列並び（の取りまとめ）を１番ゲー

トでやられている方は、今ここにいらっしゃいます？ いらっしゃいません？（会場挙手）

１番ゲート、はい。あと５番ゲート （会場挙手）５番ゲート、はい。４番ゲートの方 （会。 。

場挙手）４番ゲート。はい、ありがとうございます。どのタイミングになるか、厚別開幕の

試合になるか２戦目になるかは別にしまして、今そういうお話を頂戴しましたので１番ゲー

ト、５番ゲート、４番ゲートの横の連絡をとって、駐車違反を少なくしたり近隣住民との摩

擦を避けるという意味でサポーターの考え方をひとつにまとめると。２０時という数多くの

ご提案がございますので、ガムテ貼りの時間を変更して可能かどうかを実際の現場でお話し

合いいただきたいと、サポーターズ集会の方からお願いを申し上げます。同じくドームに関

しても２０時というアイディアのご提案もありますが、それもドームで集まられている方を
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中心に、１回現場でお話し合いをしていただきたいとお願いをいたします （会場挙手）。

：今の柳沼総務部長のご発言に対してです。去年あたりはけっこう静かだったんです質問者

けれど、時間よりもすごく早く並ぶとかそういう時にイレギュラーでサポーター同士が集ま

って非公開で話し合いをする。そういう時にもオブザーバーとして運営担当の石井部長以下

斗沢さんが入る可能性もあるんですか？ 非常に申し訳ないんですけど、今の発言でしたら

いろんな取り方ができると思うんですよ。おっしゃったように、あっちゃいけないんですけ

れど、何かがあった時に興行主の立場として運営の責任者なり担当者を出しますよというの

か、それとも非公認非公開でありながらもある部分サポーターの中で公認されている列並び

に対して、大きい小さい別にしてそういう時にすべてオブザーバー、アドバイザーという形

で関与するのか。ご存じの方多いようにコンサドーレの試合は、公園っていう札幌市からの

借り物で興行を行っているわけですよね。その中において、クラブの立場として、齋藤さん

がおっしゃったような個人が集まってひとつの集団になるのではなく、公の北海道フットボ

ールクラブがどこまで関与できるかの線引きをある程度明確にしなければ。個々人の気持ち

の中で、ここならＯＫだろうとか、これは無理だろうとか。私なんか特にそうですが人間っ

て勝手なもので、自分の都合のいいようにものを考えると思うんですよ。そのへんを踏まえ

た上での発言であるか、すごい疑問に感じるんですよね。いかがでしょうか。

：まず、うちの運営は札幌ドームは前日から設営。ただ厚別は経費削減のために当日か柳沼

ら借りているので、朝早くから働いています。いろんな出入り業者、テレビ局その他中継業

者、バイト、警備員、ボランティアのみなさん。少ない人数での設営なので、時間帯によっ

ては、たとえばキックオフ時間が迫れば迫るほどサポーターのみなさんからの要望があった

時間に出られるかどうかは、今この場では私ははっきり分からない。即答はできないです。

ただ何かあった時だけというつもりもないです。サポーターのみなさんの問題意識から、こ

ういう問題を相談したいんだけども聞いてくれないかという話があれば。Ｊリーグの試合を

やるときは警察や消防などからの指導や、当然守らなければいけないルール、その他市の公

園管理課からもそういうのが来ています。サポーターのみなさんが集まった場で、運営担当

者がそれはこういう理由でここまでならできますよ、これ以上はできませんよという発言を

おそらくその場でできるケースもあると思うんですね。みなさんがいろいろ時間かけて相談

してくる、まとまってからこっちにもってくる、というのもいいでしょうけど、ある程度ク

ラブとしてみなさんに状況説明するということをその場でできればそれに越したことはない

と思います。ですから当日試合設営の時に来てくれと言われた場合でも、できるだけスタッ

フが行けるようにしたいとは思います。ただ全く無理な時間帯も実はあります。ですからで

きれば事前に、次の試合の時にこういう話をするというもの、問題点とか話の内容をサポー

ターの窓口の方がこちらの方に事前に教えていただければ運営スタッフがそれに対して考え

たりある程度のお返事をできる答えを用意して、試合開催日の当日の朝、５ゲートの近くと

かどこかへ行ってご説明したり、お話を受けることはできるかと思います。突然来てくれと

そこで言われても、おそらくうちの方でも一旦持ち帰ってとなると。何を言ってるんだ、も

う今日の話だぞとなると、なかなか難しいこともあるかもしれません。そこはお互い事前に

分かっている問題があれば早めに情報交換して、問題が起きないように協力したコミュニケ

ーションをとっていった方がいいかと思います。時間が許せばできる限り、クラブとしての

対応をやりたいとは思います。

：はい、ありがとうございました。よろしいですか。私もコンサドーレを応援して約９司会
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年くらいになるんですが、今の柳沼部長の発言というのは非常に画期的な発言だったと思い

ます。今まではサポーターがいろいろ動いても、あくまでもそれは認められませんが黙認し

ます、分かっていますが見て見ぬふりをしますというのはたくさんあったんですね。それに

対して既成事実が９年も１０年も積み上がってきたので、そういうスタンスはもうとれない

状態になってきている。だから、もっと積極的にＨＦＣも関わって、事故が起きないように

門戸を開いていこうというご発言です。今まではサポーターの中でいろんなことを決めてＨ

ＦＣさんにお願いをしたくても、よっぽどサポーター歴が長い方ですとかＨＦＣさんと面識

があるサポーターでないと交渉窓口になれなかったんですが、今度からきちっと窓口を選定

していただければ、私どもみたいなオーバーエイジのような人間が出てこなくても、若い２

０歳代のサポーターでも、みなさんから選任されたサポーターの代表が行ってお願いをして

交渉できると。非常に画期的なことじゃないかなと思います。今のガムテ貼りがお話の話題

でしたが、同じくダンマクに関してのご提案も来ております。多いんで、読み始めますと長

くなりますんで、かいつまんで言います。ドームの方では今、ダンマク支援隊というのが搬

入のコントロールをさせていただいています。走って転んで怪我をしないようにということ

と、変な隙間を作らないために一回仮止めで開いていただいて、ちょっと詰めていただいた

りずらしていただいたりして無駄な空間を作らないよう一斉に貼ると。それが『厚別の場合

にはない。早い者順、弱肉強食の状態になっている。ドームに習い、厚別でも事前搬入がで

きないのか』というご提案が７、８件ございました。ここにダンマクを掲出されているサポ

ーターの方、いらっしゃいましたら、差し支えなければ手を挙げていただければ （少し沈黙。

ののち挙手者に対して）厚別でトラブルというのは、よく耳にされるんですか？脚早いとい

い場所がとれるということですね？ ああ、そうですか。そのへんの話し合いというのは。

たとえば厚別の時だけ貼っているという方もいらっしゃるんですか？ よく事情は分からな

いんですけど、ほとんどみなさん貼られているということですね。これがダンマク貼られて

いるみなさんに受け容れられるかどうかは別にして、ダンマクの方の間でも自主ルールをお

作りいただければと。これはサポーターズ集会からのダンマクを貼られている方へのお願い

というふうに受け取っていただいてもいいかと思いますが。選手のダンマクであったりチー

ムの応援だったりありますが。選手の応援ダンマクを出されている方は、たとえば相川選手

のであれば相川選手のことを応援しているサポーターすべての代表という気持ちで出してい

ただきたいんですよね。いろんな選手の応援しているサポーターの代表と代表が集まってい

るわけで、トラブルが起きるはずがないんですが、これが起きるんです。そのへんをちょっ

と調整をしていただいて。フラッグに関しては今、横の連絡網ができていますよね。フラッ

グの方、いらっしゃっていますか？（会場挙手）はい。フラッグの横の連絡網について、み

。なさんにちょっとお話をお聞かせいただけませんか。どういうふうにできあがったのかとか

：フラッグの横のつながり？発言者

：ええ。フラッグは非常に統制がとれているというか新しい方を受け容れるような素地司会

もありますし。誰かひとりに言うとフラッグの全員にすぐ話が伝わるような連絡網ができて

いますよね。

：ええ、そうですね。発言者

：そういったものについて、ちょっとお話していただけません？司会
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：立ち上げのきっかけとなったのは、今お話にあったとおりダンマクと同じで、場所発言者

取りが最大のネックだった。このままじゃよくないよね、応援の見た目もよくしたいし、横

のつながり作ろうよとひとりひとりに。ドームの事前搬入のときに一回全員集まるんですけ

ど、そこでみんなに声をかけて、こっちにいる何人かで結成しました。管理の仕方としては

メーリングリストとか、試合前にミーティングを行うとか、話をしています。フラッグも場

所が狭い、広いなど問題があるんで、そのへんをうまく話し合いでまとめるようにはしてい

ます。

：はい、ありがとうございます。というような非常にいい形で進んでいる。フラッグを司会

新しく作ってきたので振りたいんだけれどもと言うと、フラッグを持っている誰かに声をか

けていただくと、仲間にすぐ入って「今日はじゃあここで振って」という形で場所割りが全

部できる。たまたま、ドームのダンマク搬入のお手伝いをさせていただいているんですが。

ここにいるメンバーもほとんどそうなんですけども、フラッグはほとんど手がかからない。

というと大変失礼ですけれども、好きにやってよと言っても非常に安全に規律よく、ゴミな

どは出さずにやっていただいています。ダンマクのほうも、今ダンマクで来てらっしゃる方

々が中心になっていただければ。貼る場所のいろんなテリトリーもあるとは思いますが、そ

れを超越した形でお仲間の会を立ち上げていただければと思います。まず現地で、現場で話

し合っていただくということでお願いをいたします。あと、サポーター同士で応援に関しま

して『同じ応援がダラダラ続く』とかＵＳ（ウルトラサッポロ）に対する批判のような投書

が相次いでおりますが。先日ＵＳ幹部の方々が中心になりまして、応援に関していろいろと

意見交換する場がありました。私も招ばれましたけれども、ビッグフラッグのメンバー、そ

れからダンマクを出されている方、ＣＶＳの方、すいか隊の方もいらっしゃいました。それ

からみなさんご存じの、もうＵＳを引退され昔コールをされていた方や太鼓を叩いていた方

とか。石屋さんの社長のご厚意により梟巣を貸し切らせていただきまして。今までおのおの

縦の流れはあったんですが、横の連絡網は一切なかった。でもＵＳを中心として和気藹々と

、話はできた。ここにいろいろと書いてきている内容のひとつにお答えできるかと思いまして

その中の話をさせていただきます。昔は厚別の真っ正面だったＵＳの応援の位置がドームで

中段にあがってしまったり、昔は斉藤さんというカリスマ的なコールリーダーがいらっしゃ

ったりで、みなさんがコンサドーレって言いたいなと思うときにコンサドーレの一声がトラ

メガで言われ、声がひとつにまとまったとか。そういう昔のいい思い出をいろいろとお持ち

のサポーターもいらっしゃるかと思います。ただＵＳ自体も少しずつ人数が減っていってい

るという問題と、ＵＳ内部でも高齢化が取り沙汰されておりまして若手を育成しなければい

けない。その中で誰かひとりカリスマ的リーダーを立てることはいかがなものか。ひとりの

カリスマ的なリーダーを作り上げるよりも、みんなどこからでも声が出てくるようなＵＳを

作りたい。そういうお考えがＵＳ自体にありまして今の形態になっていると。みなさん、応

援のことに非常に真摯に悩んでらっしゃいます。そんなお話を聞かせていただきました。そ

れから長いコールをダラダラ続けるというお話がその席上も出た。ただ、相手からボールを

獲ったタイミングを狙ってコールを変えようと思っているんだけど、なかなかボール獲れな

いのでダラダラとなってしまうんだと （会場笑い）弁解じゃないんですけども、話を聞いて。

いきますとＵＳなりの（悩みが）あるんです。確かにそうかと、ボール取り返すの時間かか

るから長くなっちゃうんだよねと。ＵＳ自体は中心部で思いっきりサルトして、喉がつぶれ

るくらい声が出せるようなメンバーを集めたい。しかしそれ以外のコンササポは３０代以上

が非常に多い。ＵＳが目指す理想像との間にギャップがあり、それでは一般のサポがついて

いけない。それに配慮した応援も今後考えていかなきゃいけない。コールを長く続けるんじ
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ゃなく短く切って、またちょっと置いてから同じコールをもう一度かけてもいい。その方が

みんな大きな声を出せるんじゃないか。そういう具体的な提案が出されていました。ＵＳも

いろいろと工夫してみましょうという話でした。ＵＳ内部でもいろいろな考え方が錯綜して

いますので、今年の開幕戦から「おお、ＵＳ変わった」とはならないとは思いますが。ＵＳ

も悩んでいます。ですから批判するのではなくＵＳに提案するという形、アドバイスをして

あげたらいかがかなと思います。ＵＳ自身も言っていました。お金やスタッフの問題で、昔

ゴール裏で配っていた「ＵＳ ＴＯＤＡＹ」をここ２年くらい出していない。それによって

一般のサポーターとＵＳの間にちょっと溝ができてしまったのかなと。そういったご指摘も

。その席上ありました。周りから金髪で怖いなどという見方をされる。決して怖くないですよ

話してみたら非常に頭のいい方たちです。そしてコンサのことを真剣に考えています。私な

んかより遙かに真剣に深く考えていますから。冷静にしゃべればコンサ談義に花が咲くよう

な、そんな方々ばかりです。まあ、今後「ＵＳ ＴＯＤＡＹ」のようなもので発信するか、

または入場前のみなさん並んでいるところにお邪魔して、口頭で新しい応援歌のご説明など

させていただくとか、何らかの方法で一般サポーターとの接点を見つけ、自分たちの考えを

伝える場を作っていかなきゃいけないなということは言っておりました。ですからＵＳに対

して水撒いたり飛び跳ねたりしてうるさいおねえちゃんおにいちゃんたちの集まりだという

目で見ないで、ある意味ではサポートして、リードという部分では温かい目で提案をしてい

ただければと思います。ちなみにＵＳ、今日きています？ 手、挙げづらい？（会場挙手）

ああ、来ていますね。上村君とか、他の方々は今日仕事で来られなくて残念だと言っていま

したけど、ＵＳの若い人たちが来ています。先ほど言いましたように、ダラダラコールがど

うしただとか、サブリーダーがとか、見苦しいとかいろんなことがたくさん来ています。た

だ、個人批判になりますので割愛させていただきます。サポーターに関しては、今の３つが

大きなところです。今シーズン入りましたら、まず列並びに関しては現場でお話し合いをし

ていただく。それはドームも厚別も同じ。ダンマクに関しては厚別、ドームにまたがるよう

な形でお話し合いをしていただくということで議事録に残させていただきます。来年はもっ

といい形になればと思っております。それ以外でこの場で言っておきたいということがあり

、ましたら手を挙げていただければ。ございませんか。じゃあサポーター同士の方は終わって

ＨＦＣさんに対する当日寄せられた質問に入っていきます。お仕事の関係で石水社長が４時

で中座されます。その前にどうしても石水社長へというのがひとつ来ています 『石水社長へ。。

練習場近くにマンションを建設する予定はありませんか （会場笑い）練習場を作るときにそ。

のような話を聞いたような気がするのですが。練習場近くにできるなら他のマンションを買

わずに待っています （会場爆笑・拍手）』。

：確かに言いました （会場爆笑・拍手）サッカー場を作るときに、マンションを作って石水 。

みたい。選手も一緒に入るような。入居条件はコンサドーレが好きなことと。まず一番上に

つけたいと考えていたんですが、正月のスポーツ新聞にちょっと出たと思うんですけれどサ

ッカー競技場を作ってみたい。私、あれもやりたいこれもやりたいとたくさんありまして、

その中でどうしようかなと。お正月に初夢らしいことを話してくれと言われたんで思わず思

っていたことをパッと言っちゃったんですけれども、そういうこともありますし、マンショ

ンもいずれやりたいと。何年先かは確約できないんですが、ただやりたいと思っています。

競技場は２万５０００から３万くらいのサッカー専用をつくってみたい （会場拍手）初夢ら。

しい話で非常におもしろいということで話をしました。そうしたら記事になってやるという

ことになりました。あくまで初夢だと言ったつもりだったんですけどもそういう話になって

しまいました。マンションの方はそれよりまだまだ遅れると思いますし、競技場が先かなあ
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と思っていますんで。やることはたくさんありまして、サッカー場は順番的に５番目くらい

なんですね。だけど、ぜひやってみたい。サッカー場の後にマンションですから、今住まわ

れているところで我慢していただいて、将来ぜひ入ってもらいたいなと思います。

：はい、ありがとうございます （拍手）それでは柳沼部長に私がみなさんの質問を読み司会 。

上げてお答えいただくという形式でいいですか？

：考える時間は？柳沼

：いや、ないっすよ。それともこれお渡しして考えていただきます？（柳沼頷く）５分司会

だけ？ ではちょっと待ってくださいね。

：運営の件で窓口というお話がありましたけれども、やっぱり市民クラブ。面倒を最後柳沼

、まで見てくれる親のいないクラブです。そのコンサドーレがこれからも生き続けるためには

みなさんの力が本当に必要なんですよね。みなさんひとりひとりの力に支えられて。今まで

クラブで努力不足のことも多々あると思います。それは少しずつ今の現体制の中で変えてい

こうと思っています。それで、さきほどの話の中でも大切なのはやっぱりコミュニケーショ

ン。サポーターとクラブ、サポーター同士。これがまず一番大事だと思います。そこで誤解

をなくしたり、普段思っている疑問だとか不満だとかも、クラブがちゃんと理解をする。優

先順位をつけて対応できるとこは対処するし、サポーターのみなさんへもクラブとしてお願

いをしていく。黙っているんじゃなくて、ちゃんと伝えていく。みなさんもみなさん方の中

でいろんなコミュニケーションをとっていただければと思います。最初の９６年、９７年の

ころ、本当にサポーターっていませんでした。９６年はホームでも２００人いるかいないか

くらい。あのころ私はとにかく周りに声かけていました。こういうことやろうよ、ああいう

ことやろうよ。それで少しずつ輪が広がって、たとえば９７年はあのビッグフラッグが出来

上がったんですよね。みんなひとりひとりが、誰かが動いて誰かが声をかければ。誰かが動

くのを待つんじゃなくて自分で動けば絶対力になるはずです。コンサドーレはみなさんのそ

ういう力で支えられているので、ぜひこれからも支えてください。時には出来の悪い子ども

みたいな思いもするかもしれませんけれどそれは長い人の人生と同じだということで。受験

の辛さもあれば合格した喜びがあるように。コンサドーレも今辛い。この２、３年が実は本

当に勝負なんです。道から北海道サッカー協会の基金として入っているお金が３年後に、年

間１億円がなくなる予定になっています。それまでにＪ１に上がって、その補助金に見合う

何らかの収益基盤を作らなくちゃならない。ということで今がんばっています。それが去年

始めたドーレＢＯＸであり、時間はかかるけど小中学生をとにかく招待してサポーターにな

ってもらおうという夢プラン事業であったり、そういうことをやっています。ぜひみなさん

のお力をお貸しください。クラブもがんばっていきたいと思っています。じゃあ５分くらい

時間を、ちょっとこれ読んで。

：はい、お願いします 「俺、書いたんだけどな」って方がいらっしゃるかもしれません司会 。

、が、重複するのも一部混じっておりますのでもうお答えいただいたものに関しては柳沼部長

飛ばしていただいてけっこうです。

：斎藤さん、これすごい（笑い 。３０枚くらいあるじゃない。柳沼 ）
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：いや、重複しているのもありますから。その間私ちょっとしゃべっています。という司会

。ことで、サポーターからサポーターへの提案もございます。議事録に残す意味で発表します

『宮の沢の練習場ですいか隊もしない、梟巣で食事もしないのに３時間も前から駐車場に車

を駐めるのは石屋さんの営業妨害になるのでルールを決めた方がいい 。それからまたダンマ』

ク貼りですね 『ダンマクを貼るため、いつもドームでは前日夜から、厚別では朝早く順番待。

ちをしていますが、遠くから来る人はどうしても前日や朝早くは並べない。ダンマクを貼っ

。て選手を応援したいという気持ちは同じですので、こういう方のためにもひとつ提案したい

ゲーム当日、開場１時間か２時間前にダンマクを貼る方が集合して整理券を渡して貼っては

どうか、ヨドバシやビックカメラのように。朝早くからとか、前夜並ばなくてもいいと思う

のですが、ダンマクの方も検討してみてください』と。抽選とかくじ引きとか、列並びでも

毎回そういうアイディア出てくるんですが、じゃあ誰がそれを準備してやるんだと。俺がや

るって人がなかなかいないんですよね。ですからそのへんのところを（当事者同士、現場で

考えてください 、難しい部分かとは思いますが。次…個人のサポーターを特定されてしまう）

ようなご意見もございますので、これはちょっと避けます。次 『アウェイ川崎戦で６ ０で。 -
惨敗した時、ひとりのサポがピッチに乱入しました。ごく一部の人たちですが、その人を煽

っていました。あなたたちはピッチ乱入によって周囲にどれくらい迷惑をかけたか考えたこ

とがありますか。相手チームにも迷惑がかかります。ホームサポにも迷惑をかけています。

以前と比べて選手との距離感を遠くさせられているようです。負けて悔しいのはみな同じで

す。自分の気持ちを一時的に満足させるための行動は慎んでください。また、周囲の人も無

責任に煽り立てたりせず、止めてください』というご意見。ご存じの、例の川崎のことです

よね。この時現地に行かれていた方います？ まあ別に状況証拠とは言わないですけど。私

の全く個人的な感想ですが、昔から、東芝時代からの対川崎というのは、やっぱりライバル

という意識が強いんだと思うんですよね。その前であんなぶざまな試合をというのは、飛び

降りたサポにもあったんじゃないのかなと。これ、私の個人的な推測ですよ。しかし、降り

たことは絶対に許されることではない。これはまずいことです。ただその気持ちの中を同じ

サポーターとして汲むとすれば相手が川崎。川崎ダービーと呼ばれるくらい東芝時代からの

いろいろな思いがあるチームで、あそこには負けたくないんだと。古くからのサポーターが

思っている相手に６ ０という失態だったということで（ああ）なったのではないかなと思う-
んですが。どうなんでしょう、現地に行かれた方、雰囲気は。

：えー、当日ゴール裏におりました。今お話があったように、煽っていたという状況発言者

は私の場所からは一切感じられておりません。ですから何か報道があったのか、どっかのネ

ットで読んだのかもしれませんが、当日現地のサポの一人としては、そういう状況はござい

ませんでした。こんなとこでよろしいでしょうか。

：ありがとうございます。私なんかもそうなんですけど、あまりインターネットのホー司会

ムページでのやりあいというのが嫌いなのは。現地に行った方の生の意見を私は信用します

。ので。だからすべてお話し合いも現地で、相手の目を見て話をしていただくのが一番かなと

ネット上や聞き伝てですと、どうしても話がどんどんねじ曲がって伝わっていきますので。

まあ煽った方はいらっしゃらなかったようですね、現地の報告によりますと。ただ、ペット

ボトルを投げ込んだりピッチ上に降りるのは、フラッグやダンマクを片づけるために試合が

終わって降りるのとは違いますんでね。飛び込んで降りてくということは禁止されておりま

すので、それだけは守っていただきたいと思います。あと、何かサポーター同士で話し合い

たいという方いらっしゃいます？ ＵＳ、なんかしゃべりたいことある？ 突然言わないで
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くださいよーって？ すいませんね、根回しも打ち合わせもなしに突然振ったりして。どう

ぞ。

：別にこれと言ってしゃべることはないんですけど、チームも今年Ｊ１昇格っＵＳメンバー

ていう目標を掲げている中で、ホームでそういう雰囲気がないというのはやっぱりまずいと

思うんで。みなさんの中ではどう思っているか分かんないですけれど、ホームでは絶対負け

てはいけないという雰囲気を作っていきたいと、俺らは思っているんで、みなさんもぜひそ

ういうお気持ちでスタジアムに来てくれればと思います （会場拍手）。

：あと何か、提案とかありますか。丸井今井さんのファンクラブ事務局に置かせていた司会

だいた受付箱の中にも５２名。１名で何枚か出された方もいらっしゃいますが、確実に数字

を押さえていませんけども５２名で約７０から８０件入っていました。その中の半分以上が

あれはダメだこれはダメだという、人がやったことに対する批判といってよいか分からない

ですけれども俺は気に入らないという話のものが多かったです。残りの半分くらいは、こう

してはどうなんだという具体案の提案が多かったです。それで、基本的には他人がやったこ

とを批判する前に新しいアイディア、それが面白いかつまらないか別にしても、自分はこう

いうアイディアでやったらいいと思うよという提案の仕方がよろしいんじゃないかと思いま

すよね。例えば先ほども出ていましたけどビッグフラッグの方、それからダンマク出してい

る方、実際にフラッグ振っている方、いろんな方がみんなひとりひとり、大なり小なりチー

ムのため、フォア・ザ・チームという意味で一歩踏み出してアクションを起こされている。

出る釘は打たれるじゃないですけれども、アクションを起こすとそれに対していいとか悪い

とか色んな批判が出てきます。この前のオウルズでの打ち合わせも一歩、二歩踏み出した人

たちだけの集まりみたいになっていましたから、みんな批判されたり中傷されたり嫌がらせ

されたり。結構みなさん経験されている方ばかりで、一歩踏み出して動くっていうのは勇気

がいることだけども、みんなが一人ずつやる必要あるよねと共通認識が出来ていました。そ

ういった意味ではどうしても目立ったり批判されたりしますけど、それよりも自分で一歩踏

み出すと。先程長島さんもおっしゃっていましたけども、自分が一歩踏み出す一番身近なも

のがビラ配りなのかも。一歩踏み出しやすいんじゃないかと思いますけどもね。そういう意

味で、何か一歩踏み出すご提案があれば承りますが （会場挙手）。

：フラッグの代表の宇野です。試合終わった後、選手のみなさん挨拶しに来ますよね。宇野

札幌ドームだと席が前３列ローピングされていて立ち入り禁止になっているんですよ。我々

フラッグが旗１本に対し一人だけ入ることを許されている場所で去年はそうでもなかったん

ですけれども、試合終わった後にそのローピングの中に入ってきて、それもすごい勢いで駆

け込んできて。一番前の方で選手に手を振りたい、写真撮りたいと。もちろんその気持ちは

わかるんですけれども、厚別だと我々旗持って柵の前に立っているところに後ろからどーっ

と押し付けられると。正直な話僕一回落ちそうになった事あるんですよ。そういうの、出来

れば止めて頂きたい。僕がそんな偉いこと言える立場じゃないんですけれども危険なんです

よ、兎に角。それと厚別競技場の一番前の所は柵だけで、あそこ席じゃないんですよね。僕

らも旗出しているからそこに立っているじゃないかって言われればそれまでですけれども我

が物顔にゴザやシートを張って、座ってかぶり付き観戦をしてらっしゃる方とか。さっきＵ

Ｓの方も言いましたけど特に中央は応援する場所なんですよね。場にそぐわないから排除し

たいっていう訳じゃないんですけれども旗なんで。長いもの振っていますんで周りの人にケ

ガさせちゃヤバイって言うのが僕ら旗の横のつながりでの共通意識で、統一したルールなん
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ですよ。アウェイで旗が人にぶつかってケガした話もありますし、最前列で観戦される方い

らっしゃいましたらちょっと気を使ってもらえればというご提案したいんですけども、よろ

しいでしょうか。

：はい、わかりました。司会

：すいません、よろしくお願い致します。宇野

、司会：安全上のお願いと受け取ります。アルミポールですとか長物を振り回していますんで

非常に危ない。その辺はみなさんも分かって頂けると思います。という事で、柳沼あ、あ、

はい。

：熱い話しで、ずっと聞いていたかったんですけれども４時に出なきゃいけませんので石水

最後に。白い恋人のコマーシャルがまた出来上がりますんで、協力するところは協力して頂

きたいなと。目立ちたい人は是非出演して頂きたいと思います。ストーリーは今内緒にした

いんで、出来上がってのお楽しみということでお願いしたいと思います。今日はどうもあり

がとうございます （会場拍手）。

：柳沼部長、よろしゅうございますか？司会

：はい、すいません、お待たせしました。いくつかペンディングになるものもあるかも柳沼

しれませんけど、ごめんなさい。お許し下さい。ではいきます。去年アウェイ川崎フロンタ

ーレ戦で関東サポの方が試合後飛び込んじゃったことがありましたけども、それに係るご質

問で『ＨＦＣはその人に対して観戦禁止という厳しい処分を下さなかったのですか？』と書

いていますが。アウェイでしたので主管が川崎フロンターレさん。そちらの方でＪリーグへ

の報告その他をされております。ここで試合観戦２試合自粛のみと書いていますけどもそう

じゃないです。もう少し重い形になっています。実際の試合は私覚えていませんけども。そ

れを踏まえて『ＨＦＣは一部サポと、なあなあの関係になっていませんか？ 毅然とした態

度をお願いします』と。これはないです。ご承知の方も多いと思いますけども私は以前ゴー

ル裏で太鼓を叩いていたコアなサポーターで２００２年の６月、Ｗ杯終了後にＨＦＣに入り

ました。その時個人的に心配事が一つありました。皆さんにお願いや声掛けやこのサポータ

ー集会をやったりとかしていた関係で、会社に入ったら私を当てにして色んなサポーターが

ああしてくれこうしてくれ、選手のサインをくれと言うのではないのかなと。そうなったら

困るなと。お答えします。無いです。一度も無い。私の周りのサポーターみんなはきちっと

私と距離を置いて、しかし時に私を励ましてくれ、そして時に問題が起きればその問題解決

に対して努力をしてくれたり相談に乗ってくれたりしています。そういう意味で、この私で

すらそういうあなあの関係にないんです。クラブとして、他のサポーターと（そういうこと

が）あるというのはありません。私は言い切れます。それと『高卒や大卒を使う方が資金が

掛からない。ユース出身だからと言って他チームへ移籍しないという保証はどこにもない』

と。まずユースにいると、優先権は当然コンサドーレにあります。だから他チームに先に取

られるという事はありません。逆に高卒や大卒の場合は他のクラブも虎視眈々と狙っていま

す。ですから必ず取れるとは限りません。お金も掛かるかもしれません。原則一番いいのは

ユースでセレクションで。Ｕ １２、Ｕ １５、１８とセレクションで入れて、その中から本- -
当にいい人材を育てるというのがお金の掛からない、確実な方法だと思っています 『旭川ユ。
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ース専用グラウンドが出来るが、見学用ベンチや設備もやるのですか 。旭川の進藤病院さん』

のご好意でグラウンドが出来ていますけれども、未定だと思います。将来的には作る形にな

totoると思いますけども 進藤病院さんにやって頂けるかどうかという事だと思います 去年、 。『

コンサドーレカード登場がしましたが、今年も（ が）売上の一部を寄付するのでしょうtoto
か 。確か今年もそうだと思います。次 『ファン感祭が中止になって大変寂しいです。プレ』 、

ミア会員の方だけあるそうですね。一般会員はやらないんですか 。プレミア会員は会員募集』

の時に初めからそういう集まりというか、やりますよという形で募集をしております。今年

ファン感謝デーというのはチームの状況で出来なかったんですけれども、２月下旬にチーム

が一旦キャンプを終わって札幌へ帰って来て北海道神宮で必勝祈願をやる。そのタイミング

で今、広報販売部の方が（検討しています 。選手と一緒に遊びましょうという形は出来ない）

んですけど、何かしらみなさんに今年戦う監督・スタッフ・選手の顔見せ会をやろうと今準

備をしております。施設、その他と打ち合わせをしているところです。今暫くその発表まで

お待ちください。それと『練習場のファンスペース以外で選手の待ち伏せ、試合前日でさえ

何十分も選手を引き止めるファンが何人もいます。何か対策はあるんでしょうか。またサテ

ライトリーグはあるのですか 。あります。今担当が調整をしています。確かＦＣ東京かどっ』

かがまだ決まってないのか。それと石屋さんの練習場が改修に入るので、どこでやれるんだ

ろうと色々苦戦しているところです。でもサテライトリーグはやります。ファンサービスの

方は、私の個人的な考えですけども本当はあまり規制したくない。選手とサポーターのみな

さんが触れ合う機会は多いに越した事はないですし、確保したいと思っています。後はサポ

ーターの皆さん一人一人の節度ある応対をお願いするしかないと思っています。練習場の国

道に出る所は渋滞していますし、車の出入りがあるので危ない。重々分かっていますし、そ

こにガードマンを置く事も出来るとは思いますけれど、出来ればしたくない。みなさんと選

手が笑顔で、サインをもらったり写真を撮ったり、次の試合頑張ってねと言って貰える機会

を継続していきたいと思います。これについては切にサポーターのみなさんの御協力をお願

いしたい 『去年のサポ集会で収入増加の新取り組みとして夢プラン、パーソナルスポンサー、。

ドーレＢＯＸとありましたが、進捗状況を教えて下さい』と。夢プランは去年２０００万円

と言ったんですが、先程社長からお話があった（ように）始め４０，０００人を想定して結

果２２０００人でした。よって約半分の１０００万円位です。パーソナルスポンサーは目標

１０００万円に対して１０１１万円。目標を達成致しました。ありがとうございました。そ

れとドーレＢＯＸ１００台設置で２０００万円。実はこれが一番苦戦しています。去年一年

間、実際雪解けの春先からスタートで動いたんですが完了したのが２２、２３台です （飲料。

水は）やっぱり夏場が売れる。秋口、冬、暮れになると売れなくなる。という事で目標の一

割の２００万円程度に終わっています。ドーレＢＯＸは今年以降も続けますので、何とか増

やしていきたいと思います。北海道コカコーラボトリング（およびサッポロ飲料）さんとの

協力で、１缶２０円がクラブに入ることになります。１缶買うと２０円です。去年設置した

２２、２３台が今年１月からフルに稼動すると年間３００万円ぐらいになるはずです。スポ

ンサー１社分。ですから自動販売機（ドーレ ）を市内だけじゃなくて恵庭（にもお願いBOX
しています 。伊達市役所さんのご協力で何台か設置しておりますし、札幌以外の地方の自治）

体の方に働きかけをお願いして設置頂いていたりしております。みなさんの周りでいい場所

があるという情報がありましたらお知らせ頂ければと思います 『市や道からの支援金が継続。

される目処は立っていますか。一部報道では０５年は若干減額されると聞いています 。はい、』

、市役所の補助金が１０％カット。これは決定事項となっております。１億円が９０００万円

１０００万円減額となります。ユニフォームデザインについて『色はチームの顔なのでサポ

ーターの意見を取り入れるべきだと思います 。具体的な図案も頂いております。これも最初』
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に佐々木社長から皆様にご説明いたしましたとおり、今回色々な御意見が。なにやってんだ

とか、かっこいいんじゃないのとか、色々ありました。コンサドーレ、１０年です。１０年

たってユニフォームを変えた。記者会見とテレビニュースの後、若いサポーターの方とかい

くつかの団体の方が事務所まで来ました 「どうしてこうなっちゃったの？ 教えて」と。電。

話でも何本かお問い合わせも頂きました。その度に、ちゃんとご説明をするようにいたしま

した。私の個人的な気持ちです。個人的には嬉しかったんですね。自分達のチームのユニフ

ォームデザインが、どうしてこうなるんだという反応をしてくれた。間髪入れず、すぐ。こ

れは本当に嬉しかったです。自分達のもの、自分達のクラブなんだ。自分達のこれは伝統、

アイデンティティなんだ。そう思って頂けるサポーターがこんなにもいてくれたのかと。で

すから今度、通常でいけば２年サイクルでホームとアウェイが変わって行きますけども、ホ

ームのユニフォームを作る時には佐々木社長が申しましたように、サポーターの皆さんの色

んな意見を聞かせて頂きながらサプライヤーのメーカーさんとも相談して、コンサドーレら

しさ・伝統・アイデンティティを考えてデザインを作って行きたいと思っています 『Ｊリー。

グの秋スタートに反対しているようだが、デンマークリーグのように１、２月を中断期間に

するなら賛成してもよいと思うのですが如何でしょうか 。そうですね、１、２月中断期間で』

も札幌ドームは厳しいんですよね。３月の頭は使えない。今回３月１３日、日曜日にドーム

を使いますけれど、それもかなりのリスクがあります。例えば一週間前に皆さんと除雪して

も、入れる前に一発大雪が降ったらぐちゃぐちゃになっちゃう。雪の下で冬眠していた芝が

一旦目を覚ました時にまた雪が降ると、結構芝が大変だと聞いております。色んな環境を考

えると、おそらく山形さんはドームみたいな屋内がないですからもっと厳しい状況だと思い

ます。我々雪国のクラブとしては周辺環境、うちだけじゃなく山形さん新潟さんの問題もあ

るのでもう一度考えてくださいよというふうにしています。この秋春の問題というのは表に

あまり出てきていない。Ｊ１のクラブチームの経営に携わっている皆さんの中では、収入増

を図るには試合数を増やしたい。それでＪ１を２チーム増やしました。一旦これで落ち着い

ている状態だと思います。ドイツＷ杯以降またどういう状況になるかは個々のクラブの経営

状態を見ながら、これから先、また色んな議論が出てくるかと思います。はい、選手の個人

情報流出の件 『先日リリースされた選手の個人情報流出の件について、発表出来る範囲で教、

えて頂ければ幸いです』と。これはあるインターネットの特殊なというか、ある掲示板に選

手の携帯電話番号や何かが流れた事をもって、クラブとしてこういう事は止めてくださいと

オフィシャルＨＰでリリースをー流させて頂きました。発表出来る範囲は、そこまでという

事にしてください、すいません。次は『スポンサーＣＭに選手を使ってみては？ 昔は吉原

宏太や村田さんが出てた。日ハムの新庄さんなんかに人気を盗られてばかりでなく、コンサ

の顔となる選手を作って欲しいです』と。去年は高卒選手、新人が中心で、コンサドーレの

顔って一体誰なんだろう。ヨン様という話もあった曽田君なのかな？とか。今年のチームは

ユースの石井謙伍君と野田君以外は誰がスタメンに出てもおかしくない様な。上田君はちょ

っとわかんないけど、誰が出てもおかしくないようなラッキーボーイとか実力を発揮してく

れるという、私は実は個人的に楽しみな年なんですけれど。前半戦活躍しただとか、今シー

ズンこの選手がっていうのが何人か出て来て自然に支持を集めてコンサドーレの顔になって

くれないかなと期待しています。その時は当然クラブも最初質問にあった様な、キャラクタ

ーグッズはじめ色んな企画も同時平行的に進めていくようになると思います 『Ｊ２最下位で。

入場者数が２位の成績は、サポーターの思いが込められたものです。現場で働く人達は、ち

ゃんと汲み取ってくれてるんですか。シーズンチケット購入時は事務的で、何かしら距離を

感じてしまいました』と。申し訳ございません。ありがとうございますという一声が無かっ

、たり、そういう事が恐らくあったんだと思います。この点についてはれからも朝礼の時とか
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場を通じてスタッフに注意するようにしていきたいと思います。すいませんでした 『昨年広。

島でベット選手が活躍していましたが、それに関してどう考えてらっしゃいますか。外国人

の受け入れ態勢こそ問題があったのではないでしょうか』と。ベット選手については受け入

れ態勢以前の５月でしたね、ゴールデンウィークに突如いなくなっちゃったと。確かブラジ

ルにいる奥さんにまたお子さんが生まれたか何かで急に帰りたくなったという事で帰っちゃ

ったんですね。ですから必ずしもコンサドーレの外国人の受け入れ態勢に問題があったとは

思っていません。ただ、今年助っ人としての外国人はいませんけど今後成績が良くなれば話

も出て来るかもしれませんし、来年勝負かける年という事で外国人選手を取る場合には、色

んな意味で受け入れについては注意していきたいと思います。結構お金かかるんですよね、

外国人 『今野選手はＦＣ東京へ移籍の際１年レンタルルでの移籍を希望していたという風評。

があるがそれは事実か 。これは違います、はい。次 『去年サッカー以外のスポーツスクー』 、

ル 、先程私がご説明した小学生対象のスポーツスクール・フッツですね。これを『今年もや』

るのですか 。はい、やります 『大人対象のスポーツスクールもやって欲しいのですが 。こ』 。 』

れは検討させてください。まずは小中学生から始めて、それも半年経っていない状況ですの

で、何が良くて何が悪いかを検証しながら。常にデータを集めたり反省会をしたりしていま

すので、それを踏まえて少しずつ裾野を広げて行きたいと思います 『累積債務はどういう扱。

いになっているんでしょうか 。これは恐らく累積赤字ですね。どういう扱いかって困るんで』

すけど、累積赤字は赤字のままです。要するに資本金としてみなさんや色んな会社から２５

億円お金を預かりました。道と市から合計１０億円借りました。合わせて３５億円のお金を

集めて、現金預金や練習場や色んな資産として今残っているのが１０億円ですと。そういう

事なんです。３５億円お金を集めて、手元に残っているお金に換算すると価値は１０億円し

かない。だから２５億円赤字なんですっていう状況です。先程、貸借対照表も発表して欲し

いというご提案がありました。予定では３月２５日に定期株主総会がありますんで４月に入

ってお知らせ出来ると思います 『練習試合を１２ｎｅｔで速報して欲しい、可能でしょう。 .
。か』っていうのはちょっと、練習試合はどうかな？ これはペンディングにさせてください

担当が出来るかどうか、女性が一人でやっていますんで検討してみたいと思います。出来る

かどうかちょっとわかりませんけど 『１０周年記念として北海道にゆかりのあるタレントや。

コンサＯＢのトークショーを行うのはどうだろうか 。そうですね、出来ればいいと思います。』

具体的な計画もまだ無い状態でいますんで、今後時期を見て考えてみたいと思います 『今シ。

ーズンの日程が既に発表されていますが、地下鉄その他でポスターをまだ見かけません。何

時頃になるの？』と。２月の２６かな？ 高杉さん？（会場の高杉応対）今、広報販売部長

の高杉が言いましたように、２月２６日に一般前売りが始まります。その日には新しいポス

ターが間に合うはずですので、お楽しみにしていてください 『毎試合発表される有料入場者。

の数え方について、他クラブのサポーターや野球ファンと時々議論になります 。もっと議論』

やってくださいよ。野球の主催者発表っっていうのを是非議論して欲しいですね。で『どう

数えていますか』と。色々誤解されているかと思いますけど有料入場者数では発表していま

せん。あくまでも来場者です。その中には夢プランの無料招待券を持った小中学生も入って

います。いわゆるゲートを通過した人をボランティアとかアルバイトの方が手でカウント、

各ゲートの集計を後半開始１５分時点で集計をして、本日の来場者と発表しています。です

から後半１５分を過ぎた人は入っていません 『道協会と相談して、高円宮杯とインターハイ。

参加チームを壮行試合として前座で出来ないでしょうか。あるいはホーム最終戦でコンサユ

ース対選手権出場校など 。まさに道協会さんとの話しになりますし、実際その時期に出来る』

かどうかという問題もあります。更には高校生だと４０分、高円宮に出るクラブチームだと

４５分ハーフ。そうすると設営を含めて時間が作れるかというと今までの経験からちょっと
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難しいような気がします。今、幼稚園児とか小学生の短いハーフタイムの試合を、前座試合

でやっております。ただこういうご意見があった旨、担当には伝えておきます 『シーズンパ。

スの入場者を漢字の正の字でカウントしているようだが果たして全てを数えているのか 。そ』

うですね。お金を掛けて厳密にやる事でもないので、手でカウンターを押す形でやっており

ます 『ファンサービスについて、インパクトが足りない。日ハムの方が積極的だと感じてし。

まう。握手も求められるのではなく、自ら列に飛び込んで求めるくらいの心構えが欲しい』

というご意見。その通りだと思います。日ハムさんは今までのプロ野球と違って、大リーグ

的なファンサービスファーストを打ち出して本当に取り組んでらっしゃいます。今年巨人も

影響されて、合宿所でファンサービスに取り組んでらっしゃいますけども。何やってもマス

コミが食らい付く状態で、うちがやってもあまり取り上げてくれない。悔しい話で。ですけ

ど、先程練習場での事もお話しましたけども、やはりプロの選手として是非やって欲しいと

思っていますし、この件については少しずつ選手達にお願いしてくようにします。選手寮が

出来て村野管理部長が寮長になります。村野さんは去年一昨年、契約更改の際にファンサー

ビスの無い選手はいらないと言うぐらいの方ですので、期待しているところです 『将来女子。

チームを作る構想は？ 。今のところありません。ジェフ市原さんのジェフレディース、新潟』

さんもありますけど、今のところは無いです。旭川ユースを立ち上げて２年目、まずそれを

成功させるのが先決だと思っています 『職員募集はしていますか 。ごめんなさい、してい。 』

ません。私のところに毎月、履歴書が何通かくる。メールや海外からも来ます。去年１２月

だったかな、保守系国会議員の秘書も来ました。すごい経歴なんですけども。今年強化計画

２年目で経費を削減して、とにかく潰れないクラブ。しっかりと経営してチームが強くなる

事を、まず最大限最優先の問題として取り組んでいます。ですから現在職員の募集は考えて

はいません。将来Ｊ１に上がって経営基盤もしっかりして、色んなことが出来る見通しが立

てば考えて行きたいと思います 『一部コアサポの意見だけじゃなく、広く意見を募る機会を。

増やしては如何でしょうか。特に年に数回しか来ないライトなファンの意見を上手く増やす

ようにするといいと思います 。仰るとおりだと思います。コアサポがどれくらいかというと、』

実際辛い３年間を過ごしたサポーターのみなさん。降格、Ｊ２残留、最下位にも拘らず。す

いません、なんか追い討ちをかけるようで。ファンクラブは殆ど減ってない。１万１０００,
人で横這い状態です。ですからシーズンチケットもファンクラブ経由での申し込みは去年と

殆ど変わらない進捗状況で、みなさんの下支えがあってクラブが運営されていると私は感じ

ています。コアサポーターのみなさんの周辺の、ライトなファンのみなさんが来やすい様に

感心を持って頂けるようにという形でやりたいと思っています。去年のスタジアムでのアン

、ケート調査、どの辺からどのくらい時間をかけて来てもらっているか、どういう家族構成か

そういうデータなんかも参考にしながら対策を練って行きたいと考えています。私は最後。

これはサポーターの皆さんへの話だと思います。ＣＶＳをやっていらっしゃる方から『大き

なゴミについては各自持ち帰ってください。ホーム最終戦の終了後、横断幕がドームのゴミ

箱に捨てられていました』という事です。そうですね、その通りです、はい。事務所がドー

ムの横にありますから実は去年平日、日ハムの試合を９試合、仕事終わってから見ました。

色んな場所で見ていると、やっぱりゴミの数が全然違いますよね。コンサドーレの皆さんの

方が圧倒的に少ないです、終わったあとは。恐らくこれはコンサドーレの文化になっている

と思う。市民の皆さんの気持ちが、私達のクラブだから、スタジアムが私達の家だから汚さ

ないんだよと。ゴミ拾いとかして頂いているボランティアの皆さんに限らず一般の観戦に来

たサポーターの皆さんも一緒になって手伝ってくれている。嬉しかったとボランティアの皆

さんも後で話しています。そういう意味ではスタジアムでの皆さん、ゴミを拾ってくれる、

ちゃんとゴミ箱に捨ててくれる。個人的には野球ファンに対しては胸を張って誇りに思って
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いるところです。本当にありがとうございます （会場拍手）残り、門脇常務。。

：４枚だけですのですぐ終わります。これ重複しましたね 『外国人は徐選手のみだが成門脇 。

績如何では外国人獲得を考えているのでしょうか』と。これはもう考えております。今期も

し例えば上位にいって、どうしてももう一つ得点力が欠けるとなれば外国人を獲るかとか、

そういう検討には入ると思います。スカウティングにもその準備はしとけというふうには言

ってありますので。ステップ１、２、３を踏み外さない程度に考えてはあります。予算的に

も考慮していると思います。それからキャンプの件で『鹿児島実業とか国見、築陽、鵬翔と

か、高校サッカーともっとやってみたらどうか』と。練習試合に関しては監督とマネージャ

ーが去年暮れから相手チームと交渉して、チームの完成度に合わせて練習相手を決めている

と思います。従って我々があそことやれとか言うのはなかなか言えませんので。川崎フロン

ターレとか、今度京都とやりますね。それからプレシーズンマッチでジュビロ磐田。磐田が

よっぽど悔しかったらしく（会場爆笑＆拍手 、どうしてもやりたいという事で。鹿児島にい）

るんですよと言ったら旅費も宿泊代も全部持つという事で、沼津でやる事になりました。練

習試合でありながら４０００円の入場料は高いですけど、皆さんも機会があれば行って頂き

たいと思います。その後、ロッソ熊本ですか。韓国のチームともやるという事になっていま

す。まあ計画をキチッと組んだ上でやっていますのでご期待願いたいと思います。それから

入場人数について１試合あたり１００００人と。我々も年々入場者数が減ってきているのは

非常に残念で、新潟や仙台と比較して少ない。最近の事情はちょっと分からないんですが、

２年前新潟が６２、６３万人入ったとき入場料収入が４億８０００万円位だったと思うんで

す。その頃うちが２３万８０００人で４億６０００万円ですから一人当たりの単価は押して

知るべし、新潟は殆どタダ券が一杯だった。あそこは非常に招待が得意なところで、町内で

。１００枚、１０００枚と配るんですね。それがスタジアムの各ブロックに割り当てる訳です

そこで９割以上来ていなければ次回は切符を渡しませんというような事までして、無料者数

の管理がすごく徹底している。いやいやながら来ているのか、楽しんで来ているのか分から

ないんですけれども、そういう動員力は新潟さんは素晴らしい。収入がどの程度入っている

かは、今後の発表を見れば分かるかとは思います。我々も何とか２万人近いのを出したいな

と思っておりまして。特に今年は仙台さんあたりがうちと環境が似ていますから、どういう

結果になるか楽しみだなと思っています。それから最後 『今週発表された週刊サッカーダイ、

ジェストでプロ野球と比較され、２００３年度は１億９０００万円の赤字で２００４年度は

３億円の赤字見込みとなっている』と。取材受けた訳じゃないし、ホームページとか既にも

うマスコミさんにも半期の決算報告で１億８０００万円の黒が出ていると。数字もあるし、

我々も赤字の話はしてはない。勘違いじゃないかなと。まあ抗議すべきほどのエネルギーも

ないので（会場笑い 、このまま放っときます。日本ハムさんとよく比較され同じプロ球団で）

はありますが、先程柳沼が何度も言った（ようにコンサは）市民球団でして、小笠原一人で

うちの監督以下全員の人件費が賄える、そういう規模でございますから、比較されても本当

にどうしようもないんですね。例えば北海道日本ハムファイターズは毎年約４０億円の赤字

が出て、我々は累積３０億円でひいひい言っている。だけど日本ハムのハム・ソーセージは

全国で約１３００億円以上の売り上げを上げてる訳です。その中の１００億円ぐらいの広告

費なんていうのは屁でもない訳なんですね。北海道日本ハムファイターズは１００億円の広

告費に４０億の赤字補填をする。それで毎年どうにかちゃんとやっていける訳です。ハムが

売れなければダメなんですけど日本ハムを切ったら、例えば北海道ファイターズでやったら

日本ハムとしては宣伝費として落ちないんです。ファイターズに対してはね。これは譲渡に

なる訳です。日本ハムっていうのを残さないと、日本ハムの宣伝にならない。そういう仕組
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みがあって、我々がいくらハムとやったって、所詮金には勝てないという所は、まず認識し

て頂きたい。浦和が去年までは大体１０億円ずつ、三菱自動車グループが補填していて、あ

れだけの人気が出て、今やっと自力でできるようになったと。過去１０年間ずっと補填して

たんです、三菱が。マリノスもそうですけどそういうビッククラブ、これからはそういう所

と戦う訳で、我々も市民球団としての理想的なあり方はどうすべきかという事を遡及しなが

ら徐々に。黒字体質でＪ から落ちていかない安定的なチームを作らなきゃいけないなと思っ1
ています。柳沼さんの明快な答えみたいな、１０年後には必ず社長になれると思うんですけ

ども、是非１０年後まで持つ、持てるように皆さんご声援をお願いしたいと思います。

：それでは最後の一枚、私がお答えいたします 『公式ホームページに社長のコーナー佐々木 。

を設けて、定期的に社長の声をサポーターに発信してはどうか （会場拍手）いや、ちょっ』。

と、書く方の立場にもなって。実はマリノスの左伴さんが「社長の作文」というコーナーを

持って好評を博しております。この話、私も聞いていました。私がもう少し力を付けて、文

章をすらすらと書けるようになってからやらしてもらいたいなと。社長として、顔の見える

事をきちんとやれという趣旨は十分承りますし、左伴さんの向こうを張って「社長の作文」

を私が書けるかどうか。まだまだ、いろいろ勉強させて頂きたいと思っておりますので、ち

ょっと時間を貸してください。それから『副社長、取締役の皆さんにも、社長に限らず声を

お聞かせ頂けると、サポーターは喜びも… 。ここのところは、私（から）よく言いますから』

宜しくお願いします。それから２点目。Ｕ １５旭川について『同じ金を使うなら、指導者養-
成の方にお金を使ったらどうかという批判があるという 。私もこの記事を読ませて頂きまし』

た。一面ではその通りだろうと思います。ただ、誤解といいますか、よく我々の考えを理解

されてないなと思う事があります。Ｕ １５旭川を作る時、目的を２つ挙げました。ひとつは-
旭川という地域に密着した若い子供達の育成、もうひとつは指導者の育成をやれと（現場に

は）言っているんです。私は何回も言っていますから皆さん方も既にご存知で、北海道はサ

ッカー人口日本一。東京都はちょっと別格ですから、東京都を除きますと道府県の中では日

本一なんです。その中で何が北海道で不足しているか。実は指導者なんです。特に学校の場

合、サッカーの指導をされる先生が非常に少ない。２１２（サッカー教室）でいろんな教育

委員会や市町村を回りますけども、どこの市町村に行っても、教育長さんが「最近はサッカ

ーをやりたいっていう子供達が増えている 。野球はいらっしゃるんだそうです 「サッカー」 。

の場合教える先生がなかなかいない。人事異動のたびに必ずサッカーの指導ができる先生を

欲しいと、教育長の所に言ってくる」と。各教育委員会でも大変困ってるんだという話をよ

く聞きます。正に事実だろうと思います。そういう北海道の中で目指すコンサドーレとして

は、決して子供達のサッカーを強いチームを作り上げる事だけが目的ではなく、遠回りのよ

うではありますが各地域に指導者、先生方をたくさん作るのがどうしても大事だというふう

に思います。これは本当にあった話ですから実名を挙げてもいいと思うんですけど、東川町

に行きまして教育長さんとお話ししたんです 「サッカーできる先生を何とか増やしたい。コ。

ンサドーレでもバックアップしてください 。分かりましたと。そもそも旭川に進出してきた」

目的は、旭川の地域にいい指導者をたくさん作りたいからだと。それが目的だからという話

をしてきました。先生がいないから、中学、高校のサッカー部の生徒は非常に不良が多いと

言われるんだと。野球の場合は先生が付いているけども、サッカー部は指導者がいないもん

ですから部室で生徒だけ離しっぱなし。誰も指導者する人がいないまま投げっぱなしにされ

ていると。そのうち部室でタバコを飲んだり変な本を読んだり。サッカーの評判が非常に悪

くて困るという話を悩みのひとつとしてされていました。我々は決してコンサドーレのチー

ムだけの事を考えているのではなくて、やっぱり北海道という中で、サッカーの文化コンサ
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ドーレの文化をどう広げていくか。この事からいけば指導者の養成に我々が寄与するという

事をなおざりにしているのでは決してありません。それから指導者が少ないもんですから、

地方の先生の中でコンサドーレの育成で使っているマニュアルをくれっていう方が結構いら

っしゃいます。一切、無料で差し上げています。そういう事も合わせて、コンサドーレは旭

川にＵ－１５チームを作ったことだけが目的ではなく、指導者育成ももうひとつの柱にして

るんだという事を皆様方にもお分かり頂きたい。ただ、シバタ先生の記事では別な観点から

書かれていたように、このようなお考えもいろいろあると思いますから、いろんな意見も聞

きながらやっていきたいと思っています。サッカーダイジェストの話は門脇常務が話しまし

たから省略します。それから、ユニフォーム 『同じアディダス社の赤黒縦縞であるＡＣミラ。

ンやレバークーセンと同じになる事は契約上無理ですか 。ご質問のとおり多分無理だろうと』

思います。ただ、同じにする方法があるのかどうかいう事については考えた事がなかったも

のですから、この辺は後から調べさせて頂きたい。気持ちはわかりますけど、おそらく無理

だろうと思っております。以上です。

：ありがとうございます。今、会場から寄せられたご意見に殆どお答え頂いた形になり司会

ましたが、中には重複する部分で自分が書いたのが言われなかったぞというのがあるかもわ

かりませんけども、ご容赦頂きたいと思います。あと何かご連絡は （会場挙手）はい。質問。

の追加です。

：先程柳沼部長からドーレ についてお話がありましたが、オフィシャルホームペ挙手者 BOX
ージにも１ページさいている部分があると思うんですけど、できればそこに設置場所も表示

して頂けると非常に使いやすくて良いと思うのですが、是非ご一考頂けますでしょうか。

：はい分かりました。ドーレ がどこにあるかという事ですね。ホームページのどの柳沼 BOX
辺になるか、作業的に担当者と相談してみます。どうもありがとうございます。

：もう一点ありまして。これは本来ＨＦＣさんにおっしゃるべきなのか、かなり迷っ挙手者

たんですけれども、ファンクラブ更新の時にトートバックを記念品として頂きまして。柳下

監督のイラストが非常に可愛いくてとても大事にしようと思っているんですけれども、多分

「今頑張らずに何時頑張る」の英訳だと思うんですが、これおかしいんじゃないかという話

がありまして。せっかく貴重な物で大事に使おうと思っているだけに、そういう細かいとこ

ろが気になるって人が多かったので、こういうところをチェックされた方がいいんじゃない

かと。その点ご報告いたします。

：はい、わかりました。作った担当部にその旨話しておきます。柳沼

：ありがとうございました。挙手者

：はい、ありがとうございます。その他。なければ本日の予定はすべて終了いたしまし司会

た。今回、ファンクラブ事務局の方に前もって質問箱をご用意させて頂き、頂いた質問を約

１週間前の３１日に回収、２月１日にＨＦＣに持っていきました。そこで考えて頂く時間が

ありましたので、最初の質問に回答して頂く時間が例年よりぐっと短縮できた分、早く終わ

れた。というのと今回お昼をまたいで皆さんにご参集頂いたんで、地方からお越しのサポー

ターもかなり楽に帰れるのかなと。前は７時だとか８時ぐらいに終わって帰れの世界でした
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、から。家着いたら次の日になっていたっていうサポーターも。それでは恒例になりましたが

最後にお願いいたします。今年はＵＳにやって頂きます 「コンサドーレ！」のコール、３回。

にしましょう。じゃあ、お願いします。

[ が前へ出て、今年も応援頑張ろうという趣旨説明の後、コール]US

。司会：それではお気を付けてお帰りください。また来年もやりますので宜しくお願いします

日にちは、来年の今日です。お願いします。ありがとうございました （会場拍手）。

＝＝＝＝＝１６時４３分終了＝＝＝＝＝

※本記録は、発言者のニュアンスが極力伝わる形でその内容を要約したものです。
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