
と き ２００６年２月１１日（土） １３：００～１７：４５

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＞

：２００６年２月１１日（土）祝日日 時

１３：００～１７：４５（１２：３０会場、１７：４８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 児玉 芳明 様来 賓

同 常務取締役 門脇 徹 様

同 執行役員 佐藤 邦興 様

同 執行役員 村野 晋 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２００６」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

山崎徹、高森しずか、渡辺恵子、松本明美、久保雅計、濱内雄司

＜記録係＞

後藤泰子、熊野亜希、鎌田貴子、千葉一博、

＜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、中川雅裕、

：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２００６入出金報告参照費 用
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定刻になりましたので、サポーターズ集会２００６を始めさせて頂斎藤（以下司会 ：）

きます。プログラムをお渡ししておりますが、今年は公演を一つはさんでおります。そ

の辺もお楽しみ頂ければと思っております。先に今回のスタッフを紹介させて頂きます。

こちらにおります本間さん（会場拍手 、それと中川さん（会場拍手 、山崎さん（会場） ）

拍手 、千葉さん（会場拍手 。今日はお仕事の関係で出席出来なかった平松さんという） ）

、 、方がいらっしゃいますが （以上のメンバーが）中心になって運営しております。また

手前にいます記録係の後藤さん（会場拍手 、鎌田さん（会場拍手 、熊野さん（会場拍） ）

手 、高森さん（会場拍手 。あと黄色い腕章を付けている会場係ですとか、受付係のサ） ）

ポーターもいらっしゃいますが、全部紹介していると時間が無くなりますので、総勢１

９名がボランティアでやっているという事を覚えていて頂ければと思います。それでは

お手元にプログラムが配布されていると思いますが、それに則って進めて行きたいと思

います。ではまず来賓の株式会社北海道フットボールクラブ代表取締役社長、児玉社長

からご挨拶を頂戴したいと思います。宜しくお願いいたします （会場拍手）。

、児玉社長（以下児玉）：みなさんこんにちは。今日は（日本代表の）アメリカ戦の日で

ちょうど午後１時からテレビ放映される。しかもこんないい天気で、雪祭りもあります。

それにもかかわらず、こんなにたくさんサポーターの皆さんに集まって頂いて、しかも

手作りの集会とお聞きいたしました。先日Ｊリーグのコミッショナー会議で調査結果

（発表）がございまして、それぞれのクラブチームの内容。例えばゲームの進行が遅い

早い遅れるとかですね、そういった事をコミッショナーが全部、Ｊ２のチームを調査し

た結果を数字に表したんです。そんな中で観客の態度というのがございまして、コンサ

ドーレが一番でした （会場拍手）その内容をブログにでも書こうかなと思っておりま。

すけども、本当に各チームからも評価され、コミッショナーの採点でもコンサドーレが

一番だったということは私共大変嬉しく、そして誇らしく思っている次第でございます。

ありがとうございました。その結果が、今日のこのようなサポーター集会に結びついて

いるのかなという思いでございます。そんな気持ちを込めてチームの概況、そしてクラ

ブの現況をお話しして、今年のリーグ戦にまた一層のご支援を賜りたいと思っておりま

す。昨年、２００５年は２００３年に作りました強化計画の第２ステップという事でや

って参りました。このステップは具体的に言いますと経営基盤の強化とチーム力の底上

げ。そして収入増加等の推進、戦うチーム作りとチーム戦術の浸透。この第２ステップ

をほぼクリア出来たんではなかろうかと思っております。今年は第３ステップですけれ

ども、経営基盤の拡大とチーム力の更なる向上、収入増加策の継続、チーム戦術の徹底

と質の向上、これを目指して参ります。更に少しスピードアップいたしましてステップ

４、積極経営とチーム力の確立、経営基盤の強化継続、ポジションの固定化と補強ポジ

ション、選手の絞り込みと、少し手をかけて参りたいと思っております。まあ監督を中

心としたチームは、今年は３位以内、Ｊ１を目指すとはっきりと明言しております。私

共フロントもチームを支えて、この目標の実現に向かって全力を尽くして参りたいと思

っている次第でございます。２００５年は皆様方にお詫びしなければならない様な、様

々な事がございました。昨年５月には役員の不祥事もありまして、つらい思いをした皆

様方かと思いますけども、何とかこれを繰り抜けて今に至っております。これもサポー
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ターの皆様のお力だと思います。経営的には興行収入、広告収入、その他収入、全てを

合わせまして、予算をほぼ全ての面でオーバーする事ができ、経費削減は佐々木社長の

３年前からのお力で進めて参りまして、昨年もいたしました。社員の皆さんには大変辛

い思いをさせたんですけれども、３年連続給与を下げました。そして常勤役員も私と門

脇と水澤と３人にして、２人減にいたしました。そんな人件費の削減を中心にいたしま

して、今年は収支が、まだ正確な数字が出ておりませんけども６，０００万円前後の黒

字になる見込みでございます。予算では７０万円の単年度黒字と読んでおりましたけれ

ども、ほぼその１０倍近い数字になりそうな気配でございます。今、監査法人で数字を

詰めておりますけれども多分その程度にはなるのかなと、２年連続の黒字を達成できる

というふうに思っておりまして、これも皆様方のお力かなと思っております。またチー

ムの状況も、私よりも皆さんの方がよくご存知でしょうけれども、熊本に１２日から合

宿に入ります。宮崎での合宿はＪ１を相手に２勝１分１敗と、大変内容の濃いチーム力

に繋がったと思っています。昨日チームスタッフの一人が報告に来たんですけれど、甲

府に２対３と敗戦でございましたが、中身は非常にいい内容だったと。Ｆマリノスとの

１対１の引き分けも圧倒してたという事で、ほんとかいなと思いながらも、ものすごく

嬉しい思いでこのキャンプを終えたと思っています。マリノスの場合は一人の選手のホ

テル代が３万円強、私共はその３分の１以下どころではありません。４人一部屋でキャ

ンプを行うということで、若干心配はしていたんですけれども、この４人一部屋という

のはブログにも書きましたがコンドミニアム形式で、真ん中に居間があって隣接して２

人部屋がある。始終居間で生活していて、そこでゲームをやったりテレビを観たり話し

合いをしたり、そして眠くなったら自分の部屋に戻ると。今までより非常に居住性は良

かったという報告がありましてホッといたしました。そして食べ物も変化があって非常

に良かったということで、中盤を終えても選手達の疲労がそれほど溜ることなく後半に

まで持ち越せ、それが練習成果に現れているかなと思っている次第です。今回、選手を

大幅に入れ替えました。８人を戦力外通告、そして２人をレンタルいたしましてフッキ

を初めとして９人獲得いたしました。この狙いは、皆さん方良くご存知かもしれません

が、Ｊ２を中心とした実力のある選手を獲ってくる。そして外国人に頼らない布陣を作

り上げるという事でございます。練習試合でフッキが非常に目立っておりますけれども、

フッキに頼らないチーム作りを熊本ではやっていくんだという事を監督スタッフは考え

ておりまして、それが出来上がれば、フッキの力が戦力にプラスして更に更に強くなっ

ていくんではなかろうかなと思っております。これまでの反省に立ちまして、外国人が

辞めるあるいはどっかへ行ってしまうと戦力ダウンしてしまう、そういう事の繰り返し

をしてきた反省の上に立ってやっていきたいと思っています。例えばエメルソンがいた

時のスタッフの表現ですと、エメルソンだけ前に出して９人が徹底的に守る。エメルソ

ン頼むという形で得点をして勝ってきた。だからエメルソンがいなくなったら残念なが

ら得点力が無くなってしまったと。でも今回のキャンプではそういう形ではない。ディ

フェンスを含めてみんな前へ前へという意気込みでいっていると。フッキに当てて、そ

れをうまくみんなでフォローしながら得点の形を作り上げていっている。だからフッキ

が入っても、フッキ頼りにならないできちっとした戦術が取れるんじゃなかろうかとそ

んな事を言っておりました。あ、そうかなと思って楽しみにしているところでございま
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す。経営的に先程言いましたけれども、２００５年度は観客動員が２４万９，０００人。

目標の２５万人は若干切りましたけれども２３％～２４％増。これまでずーっと毎年５

万人から３万人落としてきた興行推移を久しぶりに上げる事が出来ました。レプリカ付

きの４枚チケットとか、学生券。その他無料招待も後半戦から随分行いました。これは

将来のサポーターになって頂きたいという願いを込めてサッカー少年団を、昨年の後半

戦から毎試合３，０００人規模で御招待し、大変喜ばれました。こういった事は今後も

続けて行きたいと思っております。興行収入そのものは４億円をちょっと上回った位で

留まりましたけれども、これがもっともっと大きくなっていけば、経営の安定化に繋が

ると思っておりまして、なんとか今年は目標３０万人を達成したいと思っております。

金額的には２００５年の実績が４億円ちょっとですから、２００６年の予算で見込んで

いる４億９，０００万円。これ非常に厳しい数字なんですけれども、なんとかクリアし

ていきたいなと思っています。広告収入に関しましては、皆様方も御心配なさいました

札幌セミナーさんの後にハウスメイトさんが付きました。また、アディダスさんの後に

は、今日営業本部長の高瀬さんもお見えになっておりますがフェニックス、カッパさん

が私共を力強く支えて頂くという事に決まりまして、スムーズに移行出来たことは大変

有難かったかなと思っております。高瀬さん、おいでになりますでしょうか？ どうぞ

立って一言を （起立した高瀬さんに会場拍手）そんな具合でなんとか広告収入も、昨。

年を若干上回る事が出来ました。今年は２００５年の４億円の収入を４億６，０００万

に増やしたいと思っておりまして、その目途がついたかなと思っています。これから新

規スポンサーさんの開拓に入るんですが、これまでのスポンサーさんの契約状況を見ま

すと皆さん１割から２割程度アップして頂いておりまして、これが大きな力になると思

います。北海道経済の冷え込みという中にも関わらず、昨年を上回る契約料でご支援頂

けるということは本当に有難かったかなと思っております。９，７００万円ありました

債務超過は（２００５年で）おおよそ６，０００万円減り、あと３，７００万程度の債

務超過が残るという段階になりました。３年前までは３億円を超える５億円近い債務超

過がございましたけれども、それが今年度３，７００万円程度まで圧縮出来たというこ

とです。今年、なんとか債務超過を解消していきたいと思っている次第です。チームそ

して経営状態を取り巻く環境というんでしょうか、例えば育成の柱としてのユースも、

Ｕ－１８が昨年高円宮杯で準優勝という輝かしい結果を残しました。また、Ｕ－１５、

Ｕ－１２、その他あらゆるカテゴリーで北海道の大会ではＮｏ．１、Ｎｏ．２と育って

参りまして、トップチームを頂点として三角形の育成型クラブがほぼ完成に近付いてき

てると思っております。ユースから上がる選手達も年々２人から３人きておりまして、

こういう若いすばらしい選手達の結集が将来のコンサドーレを安定的に強めていく。経

営的にも戦力的にも強めていく大きな柱になってくるかなと思っておりまして、今後も

これを更に更に強めていきたい、こんなふうに思っております。また、皆さんから寄せ

られた質問の中にもございましたけども、札幌市あるいは北海道からの補助金が毎年１

億円。昨年札幌市は９，０００万円だったんですが、今年と来年で北海道からのサッカ

ー基金５億円が全部なくなります。そうなった段階で、札幌市が道と同じような形で継

続して補助金を出してもらえるかどうかがクラブの将来の安定化に向けて大きな問題に

なっています。私共はこれを２００８年問題として、昨年からいろんな対策を講じて参
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りました。その柱に北海道後援会の建て直しがございます。設立された当時から財界の

方々あるいは北海道の全てのファンの方々から、色んな形でご支援を頂きました。２０

０１年には９，０００万円を募金頂きまして、その内の８，０００万円をＨＦＣに寄付

して頂いておりまして、非常に大きな財政的な支援だったんですが、毎年毎年後援会の

人も代わる、役員も代わる。そして会長が２年間空席だったということもございまして、

昨年は６００万円の収入。８，０００万円あったものが６００万円に、１割以下に落ち

込んでしまったと。これは大変残念な事で、この建て直しに昨年は相当程度エネルギー

を注ぎました。運営委員会とか様々な方々のご意見を伺いながら、なんとか今年新しい

北海道後援会を結成することが出来ると思っておりまして、その目処もつきました。発

表すると怒られるかもしれませんけども、北海道後援会の会長には前知事の堀達也さん

をお願いすることに決定いたしまして、ご本人からも快く内諾を頂いております。３月

２０日に主なスポンサーさんをお呼びし、スポンサー懇話会を初めて開いて、その席で

堀さんにもご挨拶頂き、クラブ発足当時から疎遠な関係にありました道内大手企業の方

々からのご支援を仰ぐ道筋をつける一歩が踏み出せたかなと思っておりまして。堀さん

もコンサドーレサッカー基金５億円を作って頂いた当事者でございます。コンサドーレ

が発足した当時色んな形でご協力頂いて、例えばスポンサーのＪＡＬさんを獲って頂く

とか、裏から様々な支援をして頂いた方なんですよね。この方の再登場で改めてコンサ

ドーレの支援体制が確立できるかなあと、そんな思いでございます。最初から大きなお

金は期待できませんけれども、２００８年に向かって資金作りをやっていきたいなと思

っています。後援会のあり方については地方からも全体的に反映出来るような場を作っ

て欲しいと。今北海道後援会は札幌中心であるんですけれども、伊達とか室蘭など様々

な地方後援会と北海道後援会との形がなかなか上手く出来ていない。その辺の組織作り

の再編、そして法人企業。その方々の後援会と個人の後援会とどうするのか、パーソナ

ルスポンサーと後援会員との関係、ファンクラブとの関係とか、この１０年間で様々な

組織が重なり合いながらやって参りましたもんですから、もう一度この辺を整理し直し

て、皆様方に応援して頂きやすい形の後援会を作っていきたいと思っています。また、

私共が今年どんな事をやりたいかということを若干お話しして、後は担当者に任せたい

と思います。今年色んなことを考えております。１０周年を迎えますけれども、この間

道民から頂いたコンサドーレに対する様々なご支援を今度はコンサドーレという一つの

ブランドを使って北海道のために何が出来るか考えていきたい。チームの力を借りて、

ブランド力を使って北海道のためにやっていきたい。その一つは、やはり青少年の育成

です。道内で様々なスクールを立ち上げる。そして出前講座。今まで、２１２市町村サ

ッカースクールをやってきました。これも道からの予算がほぼ無くなってきていますの

で自分達で、例えば市町村の業務委託みたいな形で実施する。そんなことも考えていま

す。この中には最近の子供さんたちの栄養問題、食育をカリキュラムの中に入れ、管理

栄養士や、ドーピングの問題も私共専門家ですのでどんな薬を飲んではいけないか、ど

ういうサプリメントは小さい子供にとって害があるのか、地産地消とか、子供達の食の

問題にも取り組んでいきたい。それを展開する一つの方法として、５月から函館でコン

サドーレ札幌函館スポーツキャンパスというのを立ち上げます。教育大学函館校と一緒

に、幼稚園児や小学校１年２年生を中心にしてサッカースクールを作ります。それを中
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心にしながら剣道とかバスケットとか、様々なスポーツも取り込んで総合スポーツクラ

ブの第一歩にしていくファーストステップと位置づけておりまして、成功すれば全道に

広げていく。それがサッカーあるいはスポーツの普及にも大きく貢献できるかなと思っ

ております。それともう一つ大きな柱は環境をテーマにしたいと思っています。昨年は

レジ袋廃止を厚別でやりまして皆様方の協力を得ました。今度は出来ればドームでもレ

ジ袋を廃止、それから完全分別。食物残滓、ゴミをリサイクルするようなところまで持

っていければいいなと。ドーム、厚別からそういった環境問題を発信することによって、

コンサドーレはそういうことまでやっているんだと、全道に広がっていかせたい、こん

なふうに思っております。また小中学生、障害のある子供達のドームへの招待も積極的

にやりますし、昨年行いました津波（地域へ）のボール集め、あるいはパキスタンの募

金、盲導犬協会への募金。そういったことで様々な形の社会貢献をやっていきたい。そ

れがコンサドーレ札幌という一つの運動体として大きく北海道に広がっていく、エネル

ギーになってくるんではなかろうかなと思っております。是非皆様方の力を得ながらや

っていきたい。最近はコンサドーレの森を作ろうという事をブログに書きましたけども、

実際に札幌市のサポーターの方、緑の事業をやっている方ですけども、やろうやろうと。

サポーターに呼びかけて、ＨＦＣと一緒になってコンサの森を東雁来のグラウンドの周

辺だけでなく色んなところに作っていけば、それが環境を良くする為に繋がるし、将来

子供達にすばらしいスポーツ環境を残すことに繋がるんだと賛成の声も頂きました。ト

ップチームのＪ１昇格と一緒に道民を勇気付け、北海道を元気付ける為の事業をやって

いきたい。こんなふうに思っていますんで宜しくお願いいたします。少し長くなってし

まいましたけれども、これから各論に入って、皆様方のご質問にお答えしていきたいと

思っております。ありがとうございました （会場拍手）。

社長どうもありがとうございました。サポーターの方がどんどん増えているんで司会：

すが、少し前のほうに詰めて後ろの座席を空けて頂ければ、後から入られる方が助かり

ます。ご協力下さい。お願いします。今社長のお話の中にも出てきましたが、フェニッ

クスの高瀬様。後で紹介させて頂こうと思ってたんですが、せっかくでございますので、

高瀬様申し訳ございません。前のほうで一言熱い思いを （会場拍手）株式会社フェニ。

ックス高瀬執行役員本部長でございます。すいません突然お願いいたしまして。今日の

サポーターズ集会の為に、わざわざ東京からお越し頂きました （会場拍手）。

そういうつもりで来たんじゃなくて、みなさんのお話を聞きたいと思って来まし高瀬：

た。宮崎も行って参りました。来週は福岡で私達の展示会があるんですけども、その後

熊本に行ってきます。またブログのほうをお楽しみにして下さい （会場笑いと拍手）。

どうもありがとうございました。サポーターの方々は何も言わなくても…。今迄司会：

は自分達の冬のジャンパーですとかそういうのはＡ社の物だったんですが（会場から笑

い 、今度からは当然どこのメーカーに変えるかということは分かってらっしゃいます）

よね （会場から拍手あり）サポーターが出来る事は協力頂いているメーカーの商品を。

買うという事ですので、その辺を肝に銘じて我々もやっていきたいと思います。それで
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は次の題目に移っていきますが、事前に丸井今井のファンクラブ事務局に質問提案票を

受け付ける受付箱を設置させて頂きました。中に入っていたものを、ＨＦＣの経営面、

将来のビジョン、チケット、並び、ファンクラブ、選手、ユース年代、ファンサービス、

グッズ、その他と層別させて頂いて。重複する物もありますが全部で４１件ございまし

た。原本は私共保管しておりますが、コピーをＨＦＣさんの方に前もってお渡ししてお

ります。それに関しまして約１時間位、門脇常務からお話を頂くと。常務宜しくお願い

いたします。そちらの方が宜しいですよね？

ええ。門脇常務（以下門脇 ：）

じゃあ、ここからは座ってお願いをします。司会：

みなさんこんにちは。事実は小説より奇なりと申しまして、昔そういう言葉が流門脇：

行りましたが、１年間経つと思いがけない事が突然参ります。去年の今日、まさか私一

人が今ここにいるとは。去年は佐々木社長に石水副社長、そして私と某取締役（会場笑

い）がおりまして、まさかこの１年後に私だけがここに立つと夢にも思っておりません

でした。そういう反省を込めまして、昨年色々ご迷惑を掛けました。今年もまた新しい

体制でみなさんに十分期待に応えられるように私も精一杯頑張りたいと思いますので宜

しくお願いいたします。皆様方から頂きました質問。４１件もあったんですけれど残念

ながら人数的には非常に少なくて、１人の方からご質問沢山頂きました。返答にも苦慮

するところも多々ありますが出来るだけ皆様方にお答え出来るよう、頑張っていきたい

と思います。それでもまだ不十分であれば本日再度質問して頂いて、後半にお答えをす

ると。まずスタッフを紹介させて頂きたいと思います。児玉社長、私常務門脇、そして

今日は総務部長と管理部長を兼務しております村野執行役員が来ております （会場拍。

手）それからホームタウン推進室という新しい組織を作りまして （担当の）佐藤執行、

役員も来ております （会場拍手）もう一人、取締役水澤が来る予定でしたが所用で来。

られないということで、残念ながら欠席させて頂きます。それでは質問についてお答え

したいと思います。先程児玉の方から年頭というか所信表明演説、挨拶の中で大変詳し

く出していただきましたので、質問の中の大半が実はもう答えが出ているような気がし

ます。また分からないとあれば再度また、社長なり再度分かりやすく補填をしていただ

きながらお答えしたいなと思っておりますのでよろしくお願いいたします。ではちょっ

と座らせていただきます、よろしいでしょうか。それではまず組織の問題がございまし

て「ここ数年ＨＦＣ部署名の変更の等の組織改正が続いているが、組織改正を行った経

緯、各部の業務内容及び各部所属長の氏名を教示していただきたい。また現在のＨＦＣ

会社内部の指揮伝達命令関係についてサポーター集会当日に組織図の形で示して公表し

て欲しい。当日会場でＨＦＣ組織図を模造紙等で大書きして貼り付けていただくなどし

ていただければ幸いである」ということで貼り付け用に。ちょっと小さくてすいません。

もう１枚、今会場の中を回覧しておりますので、回ってまいりましたらご覧いただきた

いと思います。恥ずかしいですけれど、お金がないもんですからこの程度までしか出来

なくて。それを見ていただきながら…。例年組織は大きく変わりません。組織は人で出
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来るもので、人に合わせて組織を作るという、なかなか難しい所がありますが、今現在

はこういう体制が一番いいだろうという事で作っております。年々スタッフも減らして

おります。出向者も少しずつ減らしておりまして、今や出向で来ているのは私とＪＲ北

海道、丸井今井ぐらいですかね。その程度で、しかもほとんど費用負担のかからない人

のみいただいております。今後ともプロパー社員を次第に育てていけば、徐々にこれも

減らしていくことになるかと思います。そういう事であしからずご了解願いたいと思い

ます。またその質問で「役員報酬をもらって、特に門脇常務はＪＡＬからの出向社員で

あるが、総務部長逮捕に対して役員減額処分を受けている。これは実際どうやっている

のか 。こんな所まで聞かれると答えにくいんですけれど、私はＪＡＬから給料をもら」

っておりまして、一定の報酬はコンサドーレからＪＡＬの方に払っている。非常に少な

い額をコンサドーレからＪＡＬに払って、後はＪＡＬが全部もつという形になっていま

す。で、昨年の不祥事が起きた場合は罰金減額２０％３ヶ月。そういうのは、それ相当

分を私が現金でコンサドーレに払っております。非常に辛いです。女房にも内緒で払っ

ておりまして、ばれましたけれども。頭に来るんで現金でバサッと払って領収書よこせ

というふうに払いまして、それが去年も一昨年もあったんですね、毎年毎年。今年は是

非ないようにしたいと思っておりますが、そういうことでこれは会社の方に払っている

という事でご理解願いたい。この収入は雑収入として入っております。それから「アル

ビレックス新潟などは無料招待券発行枚数が減少しているので、一人当たり入場料単価

も上昇しているのではないか」と。アルビレックスは確かに平均４２０００人、年間６

２万人位いっていますが、定かではないんですけれど１人当たりの入場単価は６００円

だそうですね。それが２００円位上がって８００円位になったという事で、総入場料収

入っていうのは我がコンサドーレとさほど変わりません。ちょっと多いぐらいです。コ

ンサドーレは当初１８００円位の単価でしたけど、昨年度は１６００円と、２００円低

下しました。多少無料招待を増やしたところもございますが、何とかこの１６００円を

下げない程度で、先程社長が言いました３０万人を死守していきたいなと考えておりま

す。それから「道と札幌市から融資を受けている１０億円の借入金 。決算期で借り入」

れており、まだ返してないわけですけれどもその金利負担について「１．１％と聞くが、

１１００万円ではなく何で１０８０万円となっているのか 。細かいことを言われてい」

ますけれど、これについては、１．１％は金利通りに払っておりまして、額では間違い

はないと思います。１０８０万円というのはちょっと私も分かりませんが１．１％はき

ちんと払っておりまして、札幌市から借りている５億円については毎年３月３１日に５

億円耳を揃えて現金で返しており、翌日の４月１日に耳を揃えて５億円借りております。

そういう形できちんとやっておりますのでご心配ないようにお願いいたします。道から

は５億円の融資を受けておりまして、ずっと長期借入という事で借りております。これ

は２００７年度まで借りることになっておりまして、２００７年度で補助金がなくなり

ます。さあどうするかという事で、本当は踏み倒したいんですがそういう訳にはいかな

い、皆様方の税金ですから。何とか１年間は猶予してくれという話はしており、２００

８年度までは何とか５億円はそのまま借りる事が出来ると思います。２００９年度から

返済計画を出す事になっております。１億円ずつ５年で返すか、５０００万ずつ１０年

で返すか、１０００万ずつずっと続けて返すか、それについてはこれから道との交渉が
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始まると思います。それまでは忘れる事にしております。あと「児玉社長が就任時に株

式上場を考えていると新聞記事に書いてあったが実際コンサドーレが上場した場合のメ

リットとデメリットは？ 。上場？ 何らかの機会に上場のことも話したかもしれませ」

ん。ただこれはそういう可能性も視野に入れるということを多分申し上げたことで、現

在は上場するということは考えておりません。上場の基準で、私共２５億円の債務超過

があったり、収益構造からもとても上場できるような形ではございません。ただキャッ

シュフローはおよそ８億円。手元に８億円の現金があって、それを運転資金にしている。

ですから会社がまわっているんですけれども、９７００万円の債務超過があってしかも

２６億円近い借金があるとなれば、本当ですと会社そのものは倒産。今でも当然銀行そ

の他はお金は貸してくれない。そういう状態です。ゲームのない時は入場料収入もあり

ません。それをどうやって資金繰りしていくか、キャンプのお金を何時払うかとか。手

元に遊動性がないと会社はばったり倒れますよね。これを何時までも続けて行く訳には

いかないが、債務超過は消したにしても銀行がコンサドーレにお金を貸してくれる時期

が何時になるか分からないのが本音のところです。ヨーロッパのいろんなチームをご覧

になって分かるように、半分近くが上場して株式市場から資金導入を考えてやっていま

す。それが必ずしもいいとは思いませんけれども、資金をどうやって調達するかの可能

性として将来日本のＪ１，Ｊ２の中でも上場するという企業は出てくるのではなかろう

かなというふうに思っておりまして。そのための研究は今からやって行こうというよう

なことが、表現として言葉足らずだったかもしれませんが、出てきたのかなと思います。

真意は、今は上場なんてとても出来ないしまた考えていないというのが本音でございま

すのでよろしくご理解ください。次は将来のビジョンに関してですが「近年コンサドー

レに入団している大卒の選手が物になっていない理由として、コンサドーレは大卒選手

の充分なスカウト網が確立されていないように見えるが、セレクションを実施しないの

であれば関東在住の人を雇ってＪ１，Ｊ２クラブや関東の大学専任のスカウトを置いて

みてはどうか」と。今スタッフは強化部で、スカウティングを城福を中心に三上、そし

て佐藤尽の３人で全国を廻っておりますが、実は関東在住も置いているんです。これは

野々村。少し金払っていますから、ちゃんとその分だけ仕事をしてもらわないかんとい

う事で、野々村を関東に置いておりまして、それなりのスカウティング報告を受けてお

ります。まあ大卒は難しい所がございまして、先般もいろいろ運動はしたんですけども

２０（才）を超えている大卒ですから、即戦力になりうるのを選ぶのには非常に苦労す

るという話は聞いております。それから「セレクションは行ってないけど何故しないの

か」と。確かにやっておりませんが随時練習生を受けておりまして、練習生の中でいい

選手が出ればその選手を使うというふうに考えてやっております。それから「柳下監督

が不測の事態で辞任、解任する事が可能性としてゼロではないが、現時点で柳下監督の

後任について準備しているか 。そんな事を聞かれても今考える（ことではなく 、まあ」 ）

こういうのがありました 「過去のサポーター集会でＨＦＣから将来的に現在いるコー。

チ陣の中から指導者Ｓ級資格を取得してもらいコンサドーレの指導者になるシステムを

確立させていきたいという発言があったと記憶している。現状では何処まで進んでいる

か 。これについては実際にやっております。詳しく村野さんの方で。」
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それでは私の方から現状の説明をさせていただきます。サ村野執行役員（以下村野 ：）

ポーターズ集会でその様なお話がされる前から、自前の選手をクラブで育て、ついては

自前のコーチもクラブで育てようという事で進めております。現実的には今Ｓ級の資格

を取れる一歩手前まで来ているコーチが２人いるんですけれども、それがＵ－１８監督

の四方田君とＵ－１５旭川でやっている三浦監督。この２人がＳ級の一歩手前まで来て

います。但しクラブの育成の事情があって、今のシステム上、Ｓ級を受講するとなると

１年間比較的フリーな立場にしてあげないと受講できないんですね。ただ今のところフ

リーにしてあげられるという状況にないものですから。ただ、四方田君も今年がＵ－１

８の監督になって３年目、三浦監督も３年目。という事で、来年以降Ｓ級のコーチを自

前で実際に出すという事を、現実的に取り組んでいかなきゃいけないのかなと思ってお

ります。現状としてはそんな感じです。

今うちの経験者でＳ級を取っているのは高木琢也。高木とディドが取ったかな。門脇：

やがて来るかもしれませんよ。まあ楽しみにしておきましょう。それから「ジェフ市原

のようにＪＦＬ参入とか、Ｌリーグを目指す考えはありますか」と。これもちょっと村

野さんの方で。

Ｌリーグに関しましては、この度ＮＰＯ法人北海道スポーツクラブが東雁来に新村野：

しい施設をワールドカップの剰余金で作りまして。北海道サッカー協会と我々とサッカ

ー関係団体とでＮＰＯ法人を作りました。先日出来上がった時の集まりがあり、北海道

サッカー協会でも是非そこを拠点にしてＬリーグの立ち上げを検討したい、ついては我

々も可能な限り協力したいと。青写真の段階なんですがそういう話が出ております。こ

れをどうやって現実にして行くかは、まだこれからやらなければいけない事だと思うの

ですが。ＪＦＬにつきましては、これもまだ青写真の段階ですけれど、例えば今うちの

クラブのＵ－１８を。まずトップチームへの選手を供給する場であるというふうに現実

的に位置付けないといけないのですが、ただＵ－１８を出て即トップチームに上がれる

選手はおそらく今のところ２名もしくは３名くらい。毎年２名上げているんですけれど、

それ以外ちょっと。将来的にはトップにはなれるんだけれども、トップチームの編成の

問題とかで今年は上がれないと。だけれども２年後３年後トップチームに来る可能性の

ある選手の活躍する場として、是非ＪＦＬに参加してやれるチームを作れないものかと

検討しております。これも北海道サッカー協会とジョイントしながら進めていきたい。

いろんな方策がこれから出るようになると思うんです。確かにジェフがアマチュアチー

ムを立ち上げてＪＦＬでやると。イングランドのサッカーですと、アプレンティスとい

う組織があると思うんですね。そういったもの（組織）を持って、ユースからすぐトッ

プに上がれないけれど２年後３年後に可能性がある選手を吸収できるというか、引き上

げられるようなシステムを今後考えて行きたいなと思ってやっております。

はい、そういう事でございます。次に総合スポーツクラブへの展望について。門脇：

「この度札幌ポラリスと提携した事はＨＦＣの総合スポーツへの第一歩として非常に喜

ばしい事である。着実に絆を深めより良い方向に向かえるよう頑張って欲しい。可能で
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あればコンサドーレの名を冠したスキーのジャンプ選手とか、さらに多くの札幌らしい

総合スポーツクラブへの道を探っていけば嬉しいです」という事で、そういう方向には

少なからず進めておるつもりです。札幌以外にもいろいろな事を計画し、スポーツホー

ムタウン推進室を作りまして函館あるいは帯広、道東の方に鋭意動いていただいており

ます。この辺は佐藤執行役員に説明を少し願いたいなと。

ポラリスとの提携について評価いただきましてありがとう佐藤執行役員（以下佐藤 ：）

ございます。Ｊリーグ自体が総合スポーツクラブを推奨しておりますので私共もそれに

したがって、これまでいろいろな事をやってきております。その一つがポラリスとの提

携でありまして、お互いにいい点を伸ばしながら提携の効果を上げて、ひょっとしたら

将来赤黒のユニホームがスケートリンクを走り回るというような事があればいいなと思

っております。それから皆さんご承知の通り、スポーツスクールのフッズをやっており

ます。今年も継続してやりますけれども、それに加えて今計画しているのはスキーの短

期キャンプを出来ないか。これはやはりＪリーグの助成を得ながらやってみたい。これ

からＪリーグにお願いをしたいと思っています。ご質問の中にございますけれども、ジ

ャンプの選手をコンサドーレで育ててはどうかというような趣旨のご提案もございます。

社内でもあったらいいねという話が既にありますので、スキーキャンプのようなものを

足がかりにしながら将来的には視野に入れてまいりたいと思っています。それから先程

来、社長が申し上げておりますけれども、今年は新しい動きとして函館にスクールを立

ち上げます。これは４月の函館開催に合わせて立ち上げ、今のところまだ半年になるの

か、通年になるのかは定かではないところもございますけれども、これを総合スポーツ

クラブの足がかりの一つにしたいと思っております。しかしながらＨＦＣ自体が先程来

いろいろ申し上げていますようにまだまだ資金的にも力不足でございますので、総合ス

ポーツクラブといっても中々道は平坦ではないだろうと思っております。しかし少しづ

つでも前へ進んでまいりたい。その様に考えています。

はい、続きましてチケット、ファンクラブに関して「１０周年を迎えるに当たり、門脇：

１０年、５年とか長くに渡ってファンクラブ会員に対して何かないものでしょうか。日

ハムはバッチの色が違ったりするのですが」と。今年１０周年にいろいろ記念のグッズ

等を、これから作っております。できるだけロットに合わせて、在庫がないように売切

れご免のような物ばかりを選んでやるつもりではおりますが、非常に利益率が低いです。

ですから非常に難しいんですけれど何とか頑張って１０周年記念グッズは作りたいと思

います。乞うご期待と思います。レプリカ、新しいＫａｐｐａさんのユニホームには右

袖に１０周年記念のマークが入っております。蛇足ですけれど北海道の絵が描いてあり

まして、北方四島を入れるか入れないかでいろいろもめまして、道に相談した結果是非

入れろという事でちゃんと入っておりますから皆さんよく確認しておいてください。入

ってないのは偽物ですから。次は「シーズンチケットの販売を店頭や出張販売だけでな

くローソンチケットや札幌市のプレイガイドで 。これはできるだけ努力しております」

が、何せ額が大きいのと種類が多いものですから、最初に渡しておくかあるいは注文を

受けてやるという事で、残念ながら申し込みを受けてやるという体制でしばらくやらせ



- 11 -

ていただきたいと思います。今年はすでに報道で出ておりますように日本ハムファイタ

ーズとの共通回数券８５００円５枚つづりを。あの５枚が味噌なんです。１枚どうせ余

るだろうと思って、その余ったので野球に行っていただきたいなと思っております。当

面は生産協定はあるんですけれども、売った方が勝ちですから是非日ハムの野球を見に

行く時もコンサドーレの回数券を買っていただいて日ハムに行っていただくと、そうい

うふうにお願いいたします。それから「ファンクラブ特典がポイント制に変わったがポ

イントの加算方法をコンサグッズの購入やホームゲーム来場だけではなく、おうるずを

利用した際やＪＡＬに搭乗した時にもポイントを 。これもですね、マイレージってい」

うのは実は買わなきゃいけないんですね。確か１マイル３円かな、ＪＡＬから買うんで

すよ。タダでくれればいいんですけれど、そうは行かないんで。今後は考慮に入れては

いかなければと思いますが、カード競争もありますから今後とも皆さんに有利になるよ

うに研究したいなと思っております。それから「シーズンチケットの会員等の住所録統

一管理を。昨年確かにお詫びの葉書も複数受け取った」とか、宛先を更新してご迷惑を

おかけいたしたとか。シーズンチケットの住所とかファンクラブとか、あれは一緒に出

来ないんです。個人情報保護法がありまして非常に厳しくなりました。従って、我々も

一括管理は不可という事できちんと今整理させていただいております。これについては

ご理解願いたいと思います 「株主優待はＢ自由席２枚となっていますが、収益がマイ。

ナスでないならばＳＡ自由に格上げできないでしょうか」と。昨年は持株会の皆様には

機械で操作するＢ自由席２枚と、後半に実券を２枚お渡しいたしました。機械で操作す

るという非常に不便さがあってご非難も受け、またお詫びの印もあって２枚追加させて

頂きました。消化率は結果的には３０％位でした。もっと有効的に来ていただければと

思いますが。確かに私も不便で困っていたんですが、今年度はＳＡ自由席を２枚提供さ

せて頂くつもりでおります。このご希望通りに偶然なっちゃったという事になりますが、

機械操作の方はもうやらないという事でございます。次は細かいのがありましたが選手

に関して。フッキ選手に関する質問ですが、既に社長がお答えになってる事と、契約に

ついて「２００７年１月１日までと１１月３０日で戦力外になるという事の違い 。こ」

れは村野さん、答えられますか。

外国人選手、フッキに限らず恐らくほとんどが２００７年１月１日までの契約に村野：

なっている。というのは非居住者扱いですと１１ヶ月契約になり、２月１日から１月１

日、天皇杯の決勝に行くという事が前提になるんですけれども、外国人の場合１１ヶ月

契約というのが殆んどです。１１ヶ月と１日なんですけれども、実質１１ヶ月であれば

いいという判断になっていますので、それが大きな理由です。日本人に関しましてはプ

ロの統一契約ですので、Ｊリーグ統一契約書の中で２月１日から１月３１日まで、とい

う形の期間が規定されており、それに基づいて契約しているというのが原則になります。

はい、ということだそうです。それから「前座試合にＵ－１８や１５の４５分ハ門脇：

ーフをやってください」という要望があります。できるだけ応えたいんですが、マッチ

コミッショナーのチェックとか、スポンサーのサンクスマッチとか、いろんな諸条件が

入って短時間になっちゃうと。その辺はご理解願いたいと思います。それから「選手契
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約更改をＨＰ上でその都度発表できないか 。できるだけ発表しております。ただいい」

加減な発表をしますと選手並びに皆さんにご迷惑をかけることもございまして、特に戦

力外通告については選手会の要望もあって、選手会の方を尊重して発表したりしなかっ

たり。去年の戦力外は若干公式には出せなかった。再就職とか次の移籍がはっきりしま

したら、その都度分かり次第発表するようにしております 「１２．ＮＥＴで怪我をし。

た選手の経過を載せてほしい 。これも分かり次第報告するようにいたしたいと思いま」

す。あとはユースの今後の展望について「中期的長期的に青写真があれば聞かせてほし

い」と。現在Ｕ－１２、Ｕ－１５、Ｕ－１８は札幌でできました。それから旭川がＵ－

１５、今年からやっと１年生２年生３年生の体制ができあがりました。それが第一段階。

ユースはこれから活動するわけですが、道内はもとより道外遠征が非常に多いです。試

合があるとだいたい優勝か準優勝して道外参加の資格ができる。その遠征費用がばかに

ならない。社長が先ほど言いましたように２００８年度問題もそうなんですけれども、

将来的にはなんとかユースの選手を育て、いい選手に磨きあげて、原石からダイヤモン

ドにして高く売るといういうようなことで移籍金収入も視野にいれないと、今後のクラ

ブ経営は難しい状態になるかなと。そういう意味でもユースは非常に大切なので、長期

的に形がとれるように大事に育てていきたいなと思っております。それから「ユースの

みを専門にサポートするユーススポンサーをおこなってほしい 。これも募集はしてお」

ります。すでに旭川はとっております。背中に進藤病院と入っておりますし、袖に大洋

飲料が入っております。こちらの方も拡大していきたいと思います。次はファンサービ

スに対して 「コンサは競技場に試合を見に来てくださるお客様の年齢が高いそうです。

ね。若い人達にもっと競技場に来てもらうために、なにかしたらいいんじゃないのでし

ょうか」というご提案もいただいております。自分なりにも考えて「高校で応援にきて

もらったり、短大とか専門学校にデモンストレーションに行くとか、合コンはダメ」っ

て書いてありますけども（会場笑い 「７、８月に浴衣を着てきた若い人に特製うちわ）

を渡すとか、料理教室とか」いろいろ。できる限りの努力はするつもりでおります。是

）。非やれる範囲内でやっていきたいと思っております。それから宮の沢の練習場（見学

これも我々の方で反省しなくてはいけないのですが、うちの社員の対応がまだよくない

のかサポータの皆さんに「ダメなものはダメとはっきり言ってくれなかったり、くれた

り。きちんとしてくれ」というご指摘がございました。これについてもダメなものはダ

メをすぎてしまうと、それが反感を買うと言うこともよくないもんですから臨機応変に

やっていくように努力するつもりです。その辺も皆さん方、理解していただきたいと思

います。それからホームページとかメールでクレームや励ましなどきますけど「あまり

返事がこない」と。できるだけ返事できるようにがんばって（いるのですが 。もし、）

あったらごめんなさい。ちゃんと流していただければちゃんと返しますから。漠然と北

海道フットボールクラブ様って言われるとたらいまわしにされて、そのまま終わっちゃ

ったっていうこともあったかも知れません。そういう節は是非、門脇宛に出してくださ

い。私、必ず出します 「１２ネットに監督コメントをもっと詳しく載せてほしい 。そ。 」

うですか。載ってないのか。実は非常に難しい問題がはらんでおりまして、１２ネット

で詳しく出せば出すほど新聞社からクレームがきております。なんで我々の仕事を奪う

んだと。職業の方の仕事を奪っちゃいかんということもあって、これも臨機応変に。そ
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の辺は皆さんに理解していただきたいなと思っております。これは事実とすれば…「黒

いスーツを着たスタッフがすれ違っても一切挨拶もしない」と。僕かナァ～ （会場笑。

い）だとすれば申し訳ないです。できるだけ挨拶するようにします、うちのスタッフに

もちゃんとやらせます 「傲慢な対応が見受けられる」というご非難がありました。申。

し訳ございません。それからホームゲームで「ビールなど容器に入れて販売してるが、

タンブラーあるいはふたをしてくれ」と。容器を買っていただいて何回も使うとそれこ

そ環境のためにもいいじゃないかと検討したことがあるんですが、衛生上洗うことがど

うしても必要だと、若干躊躇しております。洗う機械を市が持っているんですけれど、

かなりコストがかかるということもあって。何とか札幌さん、コカコーラさんなどと相

談しながらできるようにはしたいと思っていますけれども、現状でははっきり踏み切る

ところまでは至っておりません。検討しております。それから「函館や室蘭開催で、あ

まり観客が集まってないので、コンサドーレは地方で根付いていないんじゃないか」と。

動員対策については函館も室蘭もがんばってやりたいと思っております。今年は特に前

半に集中しまして、３月２５日に室蘭、４月に函館。是非皆さん方、電車賃がかかりま

すけど、万難を排して行ってください。それからデザインＴシャツ。昨年やりおかげさ

まで好評で「売上げの一部が入るって言ってましたが、入金したでしょうか？ （会場」

笑い）入金したでしょう。ちょっと確認しませんでしたけれども、入金してます 「ラ。

イブドアではなく、ＨＦＣ独自でできないでしょうか？ 。それも考えていきたいと思」

います 「コンサドーレＧＯＯＤＳでシステム手帳を作ってください 。確かに売れれば。 」

いいんですけれども、売れ残ったら翌年使えません。まあ検討いたしたいと思います。

残りわずかですがサポーターズ集会。我々は４名で来させていただきましたが「強化部

長とか育成部長に出席願えないか」と。残念ながら強化部長はちょうど今頃いつも遠征

しておりまして出席できないんです。普及部もそうですが、できるだけ出てもらうよう

にはしたいと思っております。優先度があるものですから、申し訳ございません。我々

でなんとか責任を果たしたいと思っています。最後にどーんときましたね 「今年度昇。

格できない場合、責任の所在はどのようにするおつもりか」と （会場笑い 「明確に述。 ）

べてほしい」と。これは、どうなりますか。そのときになってから考えましょう。とい

うことでざっとお答えしました。最後に、先ほど社長が説明しました通り２００５年度

の決算が大筋終わり約６千万円の経常利益がでるとおっしゃいましたが、まだ役員会お

よび取締役会の承認が。最終的には３月２５日の株主総会の承認を得ないと公に認めら

れたということになりません。が、ほぼ大筋の数字ではそのくらい、あと税金がどのく

らいかかるかということにかかっております。債務超過を解消するために努力すると僕

もブログで何度も書きましたけれど、最後の入れ替え戦があれば本当は消えたんですけ

れども、残念ながらちょうどそのくらい足りなかったところで終わりました。そういう

意味では２００５年度は我ながらいい決算で終わったのかなと思っております。２００

６年度、今、村野さんと予算を作っております。３０万人の入場者収入を設定しており

ますが、非常に厳しいと思います。費用もいろいろと精査して切り詰めてはおりますけ

れども、いろんな意味で、もう絞るだけ絞てきたんですよ。もう一歩ステップアップす

るために、なんとか今年Ｊ１昇格、３位以内を目指すためにはつけなきゃいけない費用

がどうしてもでてきます。収入と支出が今作れない状態。費用がはるかに収入を上回る
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という状態になっております。予算ですからいくらでもプラスにつけることは簡単です

けれど、実態のない数字は全く意味がないので、できるだけ実態に近い数字を作ろうと

今努力しております。もしかしたら赤字予算で作らざるを得ないのかなと覚悟もしてお

ります。それから、２年連続黒字が出たために外形標準課税等の税金も２００６年度は

多く負荷されるという状況もでてきております。そういう意味で２００６年度はかなり

厳しいですが、ひとえにひとえに皆さん方、ひとつひとつのＧＯＯＤＳの購入とか入場

者を一人でも多く腕づくでも連れてきていただくとか、そういうことの積み重ねが最終

的なプラス効果になります。そうすれば選手もハッスルしますし、いい結果が残る。是

非とも皆さん方のその認識とか意識をこの１年間、我々と一緒に進んできていただけれ

ばありがたいと思います。大変長々と、ほぼ１時間近くかかりましたけれども、初回の

皆さんの質問と今後の展望について終わらせていただきたいと思います。ありがとうご

ざいました （会場拍手）。

どうもありがとうございます。前もって出していただいきました質問に対して、司会：

全てお答えをいただいたと思います。このあとはサポーターへのお知らせということで。

あとに休憩がありますので、それまでにさせていただきます。前もってサポーターへお

知らせしたいと提出されてる方をお呼びいたします。まず一番目、ほくせんさん。前の

方でお願いいたします。ほくせんさんからのお知らせでございます。

みなさん、こんにちは。株式会社ほくせんのサポータズカードの斉ほくせん斉藤さん：

藤です。今日はサポーターズカードの寄付金額の中間報告をさせていただくのにあがり

ました。まず前年度の寄付金額の報告なんですが、１，９５２，６７０円という大変高

額な寄付をいただきました。昨年１２月、厳選なる抽選をさせていただいた（結果）サ

ポカードメンバーの代表の方から、最終戦にＨＦＣさんにお渡しいただきました。あり

がとうございます。メンバー代表の方からお渡しいただくのは去年で２回目だったんで

すけれども、今後も（ホーム）最終戦での寄付を続けていきたいと思っておりますので、

みなさん是非ほくせんサポカードをご利用いただいて、代表に選ばれるように強く願っ

ていただければと思います。今期も９月から新年度の寄付が始まっており、９月から１

２月までの４ヶ月間で何と７１３，０１９円。前年度と比べ１３％ＵＰとなっておりま

す。伸び率は一昨年より高くないのですけれども２００５年１２月に関しましては、２

００２年３月のサポカード開始から見まして、１ヶ月の寄付金額が最高金額の２０万円

を上回る金額になりました。ご存知の方が多いかもしれませんが、サポカードはご利用

金額の１％を寄付金額に当てさせていただいているので、考えていただけるとすごい金

額だと。ちなみにそれまでの最高がその前月の２００５年１１月の１７８，９６０円と

いうことで、大きく記録を伸ばしております。残念ながら昨年度はあとちょっとで２０

０万円突破というところだったんですけれども、今年こそ２００万円を突破した寄付を

したいと思っておりますので、サポの皆様にはサポカードをお持ちいただいてナンバー

１そしてオンリー１のカードとしてご利用いただきたいと思っております。出席されて

いる皆様で、まだサポカードをお持ちでない方がもしかしていらっしゃるかもしれない

ですけれども、ほくせんではただ今サポカードメンバー大募集中です。５月３１日まで
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のご入会で、ご希望選手のサイン入り２号球サッカーボールを必ずプレゼントというキ

ャンペーンを行っております。今人気の選手は池内選手、それから相川選手、石井選手

などなんですけれども、今期ユースから昇格しました藤田選手ですとか西選手のような、

ヤングで生え抜きの活きのいい選手を希望されている方もいらっしゃるんで、そんな彼

らの活躍を楽しみにサインボールをＧＥＴしていただければと思います。更に今回のキ

ャンペーン中ご入会いただいた方の中の方から抽選で３組６名様を東京近郊で行われま

すアウェイ戦にご招待いたします。チケットはつかないんですけれども。こちらは皆さ

んご存知だと思います阪急交通社さんのアウェイ戦ツアーの中から東京近郊ツアーを選

んでいただくことになるんですけれども、なんとＪ１昇格決定の試合（予定）なんかも

観に行くことができます。今シーズンはそういったこともありまして、楽しいシーズン

になりそうですので、チームが活躍するようにサポカードも活躍させて、ちょっとお財

布に忍ばせて、一緒に観に行っていただければと。最後になりますけれども、今季より

私共株式会社ほくせんは、ブロンズスポンサーとして引き続きチームを応援させていた

だくことになりました。今まで以上にチームを盛り上げるために、サポーターズカード

を是非よろしくお願いいたします。以上報告させていただきました。ありがとうござい

ます （会場拍手）。

ありがとうございます。お知らせの１番手がほくせんさんというのはもう恒例に司会：

なってきております。サポーターであれば必ずご家庭にあるほくせんカード、机の上に

は白い恋人。定番ですけれども、来年は何とか２００万円の（寄付）目標をクリアでき

るように、細かなものからほくせんカードを使って買い物をしたいと思います。では次、

赤黒仮面、前へ…。

みなさんこんにちは、赤黒仮面と申します。初めまして。今日のお知ら赤黒仮面さん：

せといいますのはこのソダファンクラブ、じゃなくて（会場笑い 、皆さん見たことな）

いかもしれないですけれども毎試合ゴール裏でのぼりを立てておりますのぼり隊なんで

すが、どうも現メンバーがこのように高齢化しまして（会場笑い）なかなか体の動きが

鈍くなってまいりましたので、運営が大変になってまいりました。そこで今年から新し

くのぼりの運搬ですとか、設営を手伝っていただけるような、なるべく若くて体力のあ

る、できればイケメンであったり美しかったりするサポーターの皆さんに手伝っていた

だけたらなぁと思いまして、新たにメンバー募集いたしております。実際試合の日だけ、

前後各２０分くらいずつの作業なんですが、非常に簡単です。時間に余裕のある方であ

ればどなたでも大丈夫だと思いますので、気軽に参加していただけないでしょうか。と

いうことで、詳しいことは今日休憩時間の間に私、その辺におりますので興味のある方

はとっ捕まえて声をかけてください。連絡先をこっそり教えますので （会場笑い）メ。

アドも教えますので （会場笑い）それではみなさん、よろしくお願いします （会場拍。 。

手）

ありがとございます。ちょっと見た目は怪しそうですけれども、怪しくないマジ司会：

メな方ですので安心して行ってもいいかなと思います。次ですが、ビラまきの件。長島
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さんお願いします。

北海道の春はコンサのちらし配りから。みたいな感じで、例年にならってち長島さん：

らし配布をしたいと思います。サポーターの皆様方のお力添えと、例年お願いしており

ますがクラブさんはいかがでしょうか？（場内児玉から承諾の返答に会場拍手）お願い

しますという力強い代表者のお言葉もいただきましたので、場所時間等はどうしましょ

う？ ホームページをお借りしたり、新聞紙上で道新さん、サッポロタイムスさんもい

らしてますんで、他スポーツ紙さんにも告知をしたいと思います （３月４日開幕戦。

は）多分（午後）１時から試合ですので、１１時前後くらいを予定していますので、い

らっしゃる方、是非ちらしを配って、鳥栖に向かって選手の後押しをお願いいたします。

告知です。よろしくお願いします （会場拍手）。

ありがとうございました。お知らせの最後になりますが、ミリダラ函館の斉藤さ司会：

んいらっしゃいますか？ 前の方でお願いします。

函館のＯＳＣミリオンダラー函館の斉藤と申します。よミリオンダラー函館斉藤さん：

ろしくお願いいたします。函館開催も２０００年よりやっていただいておりまして、本

年度で７回目ですか。残念ながら集客に関しましては２００２年をピークに年々落ちて

いる状況なんですけど、函館も相変わらず毎年のように、毎ゲームホームゲームには参

戦しております。年一回の函館開催をより楽しむものにするために、今年４月２２日ゲ

ーム終了後、数年ぶりに後夜祭を開催したいと思っております。当然夜開催になると思

いますので、観戦後函館にご一泊される予定の方は、こういう企画がありそうだと頭の

方に置いていただければありがたいと思います。詳細につきましては後日ＨＰ等で告知

していきたいと思っておりますので、その折はご協力をよろしくお願いします。以上で

す （会場拍手）。

どうもありがとうございました。あと漏れている方、提出したけれども名前呼ん司会：

でくれないという方、いらっしゃいませんか？ では今日取材に来られているＵＨＢさ

んから一言。

はじめまして、ＵＨＢの川尻と申します。毎週木曜日深夜にＦの炎とＵＨＢ川尻さん：

いうスポーツ番組をやらせていただいております。３月２日放送分なんですけれども、

開幕直前ということもありますので、直近の鹿児島キャンプを中心とした内容でコンサ

ドーレ色の強い３０分番組を放送しようと考えております。ちょっと、アピール足りな

いですか？（会場拍手）ありがとうございます。平川さんもご出演いただいてコンサド

ーレ色の強い内容でやらせていただこうと考えております。そういう番宣をしにきた訳

ではなくて、実は皆さんにご協力をいただきたく、お願いがありましてお邪魔しました。

鹿児島キャンプの取材で、柳下監督及び選手への質問を募集したいなと思いまして。簡

単なもので結構なんですが、開幕直前ですから開幕戦スタメン誰で行くんだというよう

なものから、普段気になっているようなことでも何でも結構なんですけれども。この後
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休憩時間及び会議終了後にカメラを準備させていただきますので、カメラに向かって一

言二言思いのたけをぶつけていただきたいなと思っております。若干数ではございます

が一応ノベルティも用意させていただいていますので。どうしても、カメラじゃあちょ

っと辛いわという方もいらっしゃると思いますので、紙もご用意させていただきました。

この後、会場の皆さんにアンケート取るというのもちょっと難しいので （会場で用紙。

の配布作業が始まる）あ、配っていただけるんで？ 紙ならいいよという方は、ぜひ紙

の方でご協力いただければ。それと、関係者の方々を前にこういうことを言うのも何で

すけれど、メディアの立場から一言申し上げると野球熱に押されて、なかなか一時期の

ような皆さんのニーズに応えるような番組内容でお送り出来ていないなという気はして

おります。私自身もそういう状況を何とかしたいと考えている一人です。そういう現状

はあるんですけれど、こういう状況だからこそ皆さんの声を聞かせていただきたいとい

う気持ちでここに来ました。どうか、ご協力お願い出来ればと思います。宜しくお願い

いたします。

せっかく来ていただいていますので、協力出来るよという方がいらっしゃいまし司会：

たらカメラの前で一言、または書面にお願いしたいと思います。そのほかお知らせ希望

という方いらっしゃいますか？ 無ければこの時計で、午後３時から開始をいたします。

休憩に入らせていただきます。

（途中休憩後、再開）

ＨＦＣさんに対する質問、それからサポーター同士の提案ですとか、会場で今集司会：

めさせていただいた部分はこれで打ち切らせていただきます。先ほどのＵＨＢさんのア

ンケートは集めております。それではプログラムに則って元日本代表、現サッカー解説

者の平川さんのお話を承ることにいたします。では平川さん宜しくお願いいたします。

（平川さんの講演終了後、再開）

すごく楽しい話だったんですが、続きまして議事によりますと会場から集めまし司会：

たＨＦＣさんに対する質問提案票に関して。さっき集まったばっかりですので、まだ３

０分くらいしかご覧になっていないはずなんですが門脇常務、即興でお答えいただくと。

また同じくそちらで。

はい、それでは引き続き大変でしょうがお聞きください。先ほど会場のみなさん門脇：

からアンケートをいただきました。２２通ございました。多少似たような質問がありま

すので分類して、できるだけそれに近いテーマに合わせてお答えをしようと思います。

特に選手、監督について。私も応分の答えはできますけれども、さらに詳しくより精度

を高めるために答えをいただくには村野の方が適任だろうと思って、村野に答えていた

だくところもあります。それから後援会とか幅広い後援活動あるいはホームタウンに関

わることは佐藤取締役にしていただきます。社長自らお答え願うところは特にないと思
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いますが、多分補足として社長にも答えがあればしていただきたいと思います。そうい

う流れでいきます。まずいきなり「不祥事に対する社会貢献活動は、Ｊリーグ処分は終

了したか」というところから入ります。昨年の不祥事に対してみなさんに大変ご迷惑を

おかけしまして、その後Ｊリーグに２回ほど報告をいたしました。社会貢献活動はやり

ました。金額に直しますと１２００万円ぐらいかかる分の貢献活動はやりました。特に

環境に関するイベント、あるいはサッカースクール。そういうものについて報告をして

おります。これについてＪリーグからは、もう十分という評価を受けておりまして、こ

の件については一応終結をしたと考えております。どういうことをしたかということで

すと、ちょっとここに手持ちがないのですが、会社に詳しい報告書がございます。もし

ご覧になりたい方は、いらしていただければ報告いたします。それから「それに伴う費

用については原因者に応分の負担を求めることはしているか」ということですが、原因

者には社会的制裁等、Ｊリーグからクラブへの負担、罰金はすみやかに払いました。一

応これについては終わったと思っております。次は選手と監督に関する問題で３点ばか

りありますので、村野の方から答えていただきます。

それでは私の方から答えさせていただきます。今シーズンの背番号について「石村野：

井選手がいきなり９番を背負ったり、西谷選手の背番号が意外と変わらなかったり（会

場笑い）と、なかなかサプライズなところがありましたが、背番号決定のうえで何か面

白いエピソードがあれば教えてください 。もう１枚、同じような形で「なぜ石井が背」

番号９なのですか？ 中山かフッキにつけるべきじゃないですか？」と。私も分からな

かったので、先程いただいたお時間で、現場のマネージャーに電話して確認をしました。

（会場笑）方針がありまして、まず１番目が昨年度ベース。２番目が、空いたところで

選手本人に聞いて希望があれば入れてあげる。３番目が新入団の選手は強化部で相談し

て決めたと言っております。石井の９番については９番を希望する人間がいなかったら

しくて（会場爆笑 、強化の方と相談して石井を入れたというのが事実でございますの）

で、そのまま報告します。また、答えになるかどうか分からないのですが、監督は基本

的に背番号にこだわらないという考えだそうです。それと「フッキともう一人ＦＷ外国

人を獲得してください」と。私、管理部長と総務部長をやっておりまして、管理部長と

いうのはチームの管理で、お金を使う方の立場。で、総務部長というのはお金を締める

方の立場で（会場笑い 、二重人格じゃないとできない（会場笑い 。かなり二重人格な） ）

ところがあるんですが、管理部長としての立場から言わせていただくと、バンバン獲れ

と。総務部長としての立場で言わせていただくと、どこに金があると思ってるんだと。

（会場笑い）お金があったら獲りたいというのは私個人としても思っております。その

方が間違いなく戦力アップすると思いますので 「新居選手は連れ戻さないんですか」。

（会場笑い）というご質問。これについてははっきり、現時点では考えておりません。

３番目の質問は先ほど門脇からも話があったのですが「ヤンツーさんの後はどう考えて

継続していくかが心配だ」と。もう当然だと思います。明確なお答えは出せないんです

が、我がコンサドーレの監督に求められるスキルを再確認したいと、書いていただいた

内容を読ませていただきます 「１．育成型であること。ユースの組織の充実を目指す。

なら、トップで一流のプロを育てることのできるノウハウと情熱とスキルを持った人材
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が１番で、２番目が地域性から多少の広告塔となりうるカリスマ性の多少ある監督。３

番、長い期間、４、５年耐えられるサッカー史の深い知識と実践力を持った人材、イメ

ージ的にはジェフのオシムさん」だそうです 「４番目として素質、監督に投資するの。

は惜しくないと考える 。これは同感でございます。コンサドーレにふさわしい監督と」

はどんなスキルを持った人材なのかというのは、私の考えを申し上げさせていただいて

も、今ここに書いていただいた育成型でカリスマ性があって長い期間辛抱して育ててく

れる人、本当にそのとおりだと思います。人選の選定については、候補者は具体的に誰

と誰と誰がいますというのはここでは申し上げられないんですけども、当然考えなきゃ

いけないことだと認識しています。ただし、いい監督というのはやっぱりどっかのチー

ムでやっている。今現在その人に声をかけるということはもちろんできない訳で、じゃ

あその人が来年、再来年、いつになるか分からないですけれど、うちの監督が変わると

きにその人がフリーでいられるかいられないかという問題もありますので、その時点で

対応せざるを得ない現実はあります。日本の指導者の中でＳ級ライセンスを持っていな

いとＪリーグの監督はできませんので、うちの考えに沿った候補者が今現在どういう立

場でいるかは別にして、人選というか考えは持ってやっております。最後に赤文字で

「監督の人選に失敗することは、特にコンサドーレにとっては致命傷となる」と。これ

も全く同意見でございます。実際に今の柳下監督が就任するにあたっての流れも、コン

サドーレに神様が味方してくれたと思うんですけれども柳下監督がヤマハ、と言っちゃ

うんですけれどジュビロで癇癪を起こしたと。言っちゃいけないんでしょうけれども喧

嘩して飛び出した。喧嘩ってのも言ってはいけないのかな。天皇杯で優勝して自分で飛

び出されて、ちょうどタイミング的に柳下さんがどっかのチームでやりたいという話が

入ってきまして。とにかくうちはたくさんのお金は出せないから一番最初に声をかけな

きゃダメだということで、聞いた瞬間に今日明日に行ってくれと。やっぱりファースト

オファーを出してくれたっていうのが決定的な要因のひとつ。もう一つはクラブのビジ

ョンに賛同していただいたというのが大きな要素であったと思います。こういうタイミ

ングは非常に大事なもので、どんなにいい監督でもどっかのチームと契約していれば

（ダメ 。まあ何億とか何十億とか出せば引っ剥がせるんですけれど。お答えになった）

かどうか分からないですけれど、こういう形では考えております。以上でございます。

ということで、管理部と総務部はやっぱり兼務というのはいいもんだなと思いま門脇：

した （会場笑い）次に小中学生無料招待の夢プランについて 「昨シーズンも行われた。 。

夢プランは往復ハガキで１００円が必要になるが、そのお金は郵政省に入ってしまうの

で、小中学生はＢ自由席の入場料を１試合分１００円とし、どの試合でも入れるように

するとわずかではあるが入場収入が増えるのではないか」というご指摘がありました。

一瞬、そうかと思いましたが、実は郵政省、正式に言うと日本郵政公社北海道支社さん

がスポンサーになっていただいています。かなりの額でして、これをやっていることに

よって郵政省さんもスポンサーになっていただいている。いってこいのバーターみたい

なもので。そこまで奪うとスポンサーではなくなってしまうこともあるので、これはこ

のまま、少しでもハガキで恩返しをしようと考えております。日本郵政公社北海道支社

の看板が出ておりますから、それを見て確認してください。それから「今回学生シーズ
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ンチケットを発行したが、３月卒業生の扱いについて不明確であり問い合わせを行った

際に、多く問い合わせを受けている、あるいはウェブで公開を検討すると言いながら現

状何も変わっていない。早く対応して欲しい。感謝祭のイベントとか、いろいろ間に合

ってない」というご指摘がありまして。もうすでに知っていると思うんですが、その時

点で学生であれば、学生として受けることになっております。ですから学生証を提示し

ていただいて、今年の４月から社会人になられても今現在学生であれば学生の扱いをし

て１年間そのチケットは有効であるというふうにしておりますので、誤解のないように

していただければと。専門学校等もありますし、学生証明書というんですか、そういう

ものを出していただければ全部認めるような形にしておりますので、ご了解願いたいと

思います。それから入場券 「北海道日本ハムファイターズとの回数チケットが販売で、

きたのは嬉しいのですが、自由席のＳＡ、ＳＢにも拡大してはどうでしょうか 。おっ」

しゃるとおりですが、単価の問題がございますので、とりあえずまずＢ自由席で試験的

にやってみて、非常に好評であればそちらの方も鋭意検討して、また進めていきたいと

思っております 「入れ替え戦の場合、アウェイ戦でのドームのパブリックビューイン。

グを開催してはどうでしょうか」と。当然入れ替え戦だったらやるでしょうね。これは

そのときになって考えてみます。それから「天皇杯について、室蘭開催でいいですが、

ドーム開催はできないんですか」ということですが、札幌ドームのスケジュールは野球、

あるいはイベントと年間で検討しながらやっています。また、天皇杯はＪリーグではな

くて、日本サッカー協会の主催。ですからそれの意向を受けた北海道サッカー協会が全

部管轄しておりまして、借りる費用もかかるものですからサッカー協会がどう判断され

るかで決まる。我々がドームでやりたいと言っても、なかなか受け入れられない事情が

あることをご了解願いたいと思います 「現在のシーズンチケットの売上状況は」と。。

ほぼ前年並みには売れております。個人のシーズンチケットは、前年並みよりちょっと

超えているかなというところ。まとめ買いというか、接待用に買っていただく法人が若

干弱いのかなと。これは景気と連動しておりまして、今年度黒字が出て３月までにもう

ちょっと金を使わないと困るというところを狙っていけば５０万円、１００万円買って

くれるところですが、なかなか思うようには進まない。努力はしております。ほぼ前年

並みに売れていると解釈してください。今日もシーズンチケット（申込書）を入り口で

受け付けておりますので、今この場にいる方でまだお買い求めのない方は、即買ってい

ただきたいと （会場笑い）それからパーソナルスポンサーの１万円も喜んで受けてお。

ります （会場笑い）まだだとおっしゃる方は是非受付の方にお申し出ください。次。

「去年のサポーターズ集会で否定された件ですが、土日、祝日に限ってコンサが厚別、

日ハムがドームの試合を同時開催するに関しては、試合会場をハシゴできるように日ハ

ムの開催を１６時以降にずらしてもらうような相互の働きかけはできないものでしょう

か。せっかく今シーズンより共同チケットを発売される仲になったことですし、来シー

ズン以降考慮できないものでしょうか 。そうですね、今年共同チケットを売ろうとい」

う中で、ぜひそういうことができればやりたいという話は進めております。なにぶんプ

ロ野球のスケジュールが相当早く決まっておりますし、Ｊリーグはどうしても１２月の

入れ替え戦が終わってからのスケジュール確定ということになるものでなかなか。うま

く合えばいいんですけれどもできない場合があって、こういう事態が発生しているとい



- 21 -

うことです。お互い努力し合いましょうということで、厚別でお昼やって夕方ドームで

あればシャトルバスを厚別からドームへ出すとか、そういうことも考えられなくはない

と思います 「以前児玉社長がコンサの試合会場で日ハムのレプリカを着た観戦客がい。

たという話をおっしゃっていましたが、昨年今年の試合スケジュールではハシゴは無理。

このようなファン同士の活発な観戦交流ができることを期待します。余談ですが、自分

も２００３年シーズンにコンサの不甲斐ない成績に抗議の意味を込めて厚別に旧日ハム

のレプリカを着て出かけたことはありますが （そのためにスケジュールを合わせな、

い）そんなことはないですよね」と。いやいや驚きました。また不甲斐ない成績で着ら

れると…。まあいいですわ （会場笑い）はい、そういうことでした。ありがとうござ。

います。次は携帯サイトで「１２ｎｅｔで動画の配信ができるようにしてください」

「月々５００円では、非常に高く感じられる 。そうですか。努力はするつもりです。」

それから「スポンサー各社とタイアップした企画をやってください 。いろいろ契約が」

ございまして、それぞれ費用がかかり、全部スポンサーに持てというような企画が多く

なる。状況に応じてできるだけやりたいと思っております 「選手とファンが触れ合え。

るようにして欲しい。ホームゲームではベンチ外の選手をできるだけ出すべきです 。」

これもできるだけ。新人選手は経験を積むためにファンブースに出ていくことはありま

す。状況に応じて選手に出てもらうようにしています。あくまでも試合を優先としてお

りますので、監督選手との話し合いで、できるだけ効果があるようには努力したいと思

っています。それから「携帯サイトで速報でも有料でもいいですからやったらどうです

か」と。ボーダフォンではサーバーの問題で、非常に遅いということは聞いております。

これについてもできるだけ早くできるようにしたいと思っておりますが。見ているとＪ

’ｓ Ｇｏａｌが一番早いんですかね。同じく「有料サービスにおける内容の充実を図

ってください。壁紙、ダウンロードなど、パソコン用のコンテンツの更新がされていま

せん 「改善されてない 。いろいろ１２ｎｅｔについてご批判を受けているようです。」 」

何とか努力する予定です。それから「スポンサーがスポンサーになってよかったと実感

できるような工夫をして欲しいです」と。例えば当初に社長が説明しましたスポンサー

懇話会、いろんな形でスポンサーになってよかったなという特別な意味合いを持ったイ

ベントとか会合とか、これから少しずつ努力してやっていこうと思っております。ひと

つものを動かすにはすべて金が動くもんですから、できるだけ金がかからない形で、も

ってもらうようなことを考えてやりたいと思っております 「選手にもっとブログを活。

用させてください 。それは伝えておきます 「土曜日の試合のキックオフ時間をもう少」 。

し遅くして欲しいです。１３時だと学校を終えてから会場に急ぐのが辛い 。一番の問」

題は放映時間。少しでもテレビ局（放送）を取りたい。Ｊリーグが全部決めるものです

から、１時だったらこの局でできるよというケースが多く、うちではだいたい決められ

ない。希望として１４時には出しておりますけれども、そういう問題があります。それ

から厚別での駐車場問題について。厚別の駐車場って本当になくてご迷惑をかけている

んですが「創価学会の駐車場を使えないだろうか。協力してもらえたら次の選挙は公明

党に入れます （会場笑い）と。何とも言いようがないですけれど、できるだけ宗教、」

政治には関わらないように努力しておりますので、そのへんはご容赦願いたいと思いま

す 「将来、石水社長が考えている３万人収容スタジアムを作る気があればぜひ」と。。
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確かに出来れば当然駐車場問題は出てきますし、そういうスタジアムができればいいな

と思っております。それから後援会について 「以前の集会で私は門脇常務から、皆様。

から１円でも多くいただくためと言われ、ある程度納得していた。しかし社長ブログに

よると後援会が機能不全になって９分の１しか集金できていない。フォローしなかった

ツケが出たと。門脇は必要な組織と言いながらこのていたらくぶりはいったいどのよう

なことなのか。門脇常務の説明を願いたい。組織の立て直しを図っているのは社長の挨

拶で分かったので、なぜこのようになったのか経緯を教えて欲しい」と、私に手厳しく

言われまして。言い訳は出来ないんですけれども、後援会はその外部団体が主体となっ

てできあがるもので、会社が主体となって動きづらいという経緯がありまして。以前こ

の後援会は札幌市、あるいは札幌や道の職員の方とか、そういう方が中心となって大き

く膨らんできたような経緯がございます。チームの状況とともに次第に薄れてきまして、

事務局あるいは引っ張っていく人、誰が主役なのか曖昧で分からなくなってきた。それ

について我々焦りのジレンマを持ちつつも、ずるずる来ていたところがあったと思いま

す。改めて児玉社長がいらしてからなんとかしようということで、佐藤執行役員も含め

て児玉社長が中心になって動いていただいて、今なんとか外部の方から動いていただく

形を取れるところまできました。ていたらくぶりのところは申し訳ございません。今後

はしっかりとするようにやります。すみません、よろしくお願いします。最後に近づい

てきましたが、ポラリスとの提携に関して「関係をもう少し詳しく。いろいろ情報が欲

しい」と。ポラリスについては佐藤執行役員の方でずいぶん動いていただきました。こ

の辺は佐藤さんにお答えいただくと同時に、もう１件ＣＶＳに関する質問についてもお

答えいただければと思います。

ホームページでポラリスの試合日程等紹介してはいかがか」というようなこと佐藤：「

でございますけれど、例えばポラリスのホームページにアクセスできるようにする。あ

るいはコンサドーレとしてポラリスさんに対してどういうことができるのか、どういう

エールを送れるのかなど考えながら、ホームページ上でもできることをやってまいりた

いと思います。ＣＶＳに関する質問の趣旨は「以前は３、４試合参加ができることとい

うことで募集をしていたのに、最近は６、７試合以上参加できることとなっている。こ

れでは参加しづらくなるんじゃないか 「リーダー格の人達に頼りすぎているんじゃな」

いか 。それから食事について「例えばゴールドシートの方々には差し入れがあるけれ」

ども、ＣＶＳの方々の弁当はおにぎり程度の簡素なものである。少し配慮に欠けている

のではないか」というようなご指摘でございます。これはＣＶＳご本人ではなくて、Ｃ

ＶＳの方からそういう話を聞いたと質問をいただいております。私もこの内容について

は具体的に実は承知していません。なぜ３、４回が６，７回になっているのか。これは

登録していただいている方が減っているからかなというような推測はできますけれども、

残念ながらそこまで詳しく勉強しておりませんので、このあたりは確定的なことは申し

上げられません。いずれにしても、私共はボランティアさん達が、いわば奉仕をしてく

れることについて慣れてしまっていて、それが当たり前だという思いになっていないか

どうか。感謝の気持ちはもちろん大変あるんですけれども、そういう甘えがあっていろ

いろ配慮に欠けている点があるのではないかという気もいたします。このあたりは社内
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でもいろいろ意見があると思いますので、意見交換をしながら対処していくべきところ

は対処していきたいと思います。いずれにしてもご指摘のような内容で、せっかくのＣ

ＶＳの存在が無くなるとか縮小していくとかになりますと、私共にとっても大変残念な

ことでございますから、それだけはないようにしっかりと対応させてもらいたいと思っ

ています。それから先ほど後援会について門脇の方からお話ししましたけれども、地区

後援会については会社として担当者がそれぞれいて、対応して意思の疎通を図ってまい

りました。ただ肝心の北海道後援会では意思の疎通を図れないまま、例えば会長空席だ

とか、そういう事態を招いておりました。これも札幌市の職員の方々、立ち上げの時か

ら関わっていた方々に甘えていた結果だろうと反省をしておりまして、これからは事務

局長業務自体をＨＦＣで受け持って問題が発生しないようにきちんと意思の疎通を図り

ながらやってもらいたい。地区後援会についても今まさに完全な状態でできているとこ

ろはそう多くはありませんけれども、最近の話題としては関東地区後援会を立ち上げた

いという申し出といいましょうか、私共にとっては大変嬉しい話がございました。間も

なく関東後援会ができる手はずになっております。そういうことも力にしながらいい方

向に向かいたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

時間も来ましたが、あと２点ほどございます。２点とも要望に近いですね 「１門脇： 。

０周年記念ということで、過去に在籍していた選手を招待して何とかマッチというよう

な企画はできないでしょうか。引退した選手とか、ビデオメッセージでもいいですし、

サイン入りグッズなども。１０年の歴史を振り返るようなキャンペーンを企画していた

だきたいと思います」と。これは是非やりたいとは思っているんですが、なにぶん相手

と費用と時間といろいろ掛かりまして。上手くいけばできるんですが、なかなか。特に

ドリームマッチみたいなものはいろいろ規定がございまして、上手くできにくいという

ところがございます。それ以外のやり方で何とかできることであればできる限りご要望

に応えてやりたいと思っております。最後に厚別競技場のイメージアップ作戦というご

提案。非常に厚別に対する思い入れが細かく書いてありまして。読むとすごく時間がか

かるんですが、要は「厚別の思い出というテーマで作文を募集してコンテストを行って、

優秀作品をメディアに掲載したらどうだ」というようなご提案でございます。是非、で

きれば検討してやっていきたいとは思っております。改めてこの提案っていうのは、あ

りがたく受けとめたい。できるだけ報道に。今日もせっかくＵＨＢさんが来てらっしゃ

るので、そういうメディアの方が中心となってやっていただくとさらにもっと熱くでき

るかなと感じるところでございます。これも努力させていただきたいと思っています。

だいたい以上で終わりました。充分なお答えができなかったと思いますが、最後に社長

から全体の総括を含めて、私たちの回答で足りない分があればお伝えいただくというこ

とでお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

長時間にわたって大変ありがとうございました。様々なご質問をいただきました。児玉：

私共ＨＦＣがお答えできる、こういうチャンスを作っていただいたことに対して本当に

ありがたく、主催の皆さまに感謝申し上げる次第でございます。若干答弁漏れその他が

あったかと思いますので、少し補足させていただきますと、最初にありました「役員報
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酬はいくら出しているのか」というご質問。これは株主総会できちっと資料を出してい

ますので、数字を出すことはやぶさかでございません。現在の常勤役員３人、私と門脇

と水沢で年額１，５６０万円、ＨＦＣは支払ってもらいます。これが高いか安いかは皆

様方のご判断でございますけども、そういった意味で経費削減には努めているというと

こでございます。ＩＴに関するご質問が随分ございました。１２ｎｅｔ、ブログ、ホー

ムページのあり方、或いは携帯を使っての今後の展開どうするのかと。このことについ

ては一生懸命やっていきたいと思っておりまして。現在考えているのは携帯を使った動

画の送信。間もなく実現できるような時代になってきておりますので、コンテンツ作り

をＮＴＴの関連会社と検討しております。これができれば１２ｎｅｔを含め、いろんな

形で展開できるかなと思っております。ただ、イニシャルコストが結構かかることです

ので何とかかけないで、お互い利益をシェアできるような形でうまくＩＴ関連展開がで

きればいいなと考えているところです。ブログも昨年１１月４日に立ち上げ、月間３０

０万ページビューを達成しておりまして、ＩＴ関係者に言わせますと皆さん驚異的な数

字だと。１月にオフに入って果たしてどうなのかと。１日から４日まではアクセス数は

少ないんですね。これはやむを得なかった。それにしても１１月、１２月、１月、２月

とほとんど変わらないページビューできています。試合が始まったらどうなるのかとい

う心配はございます。実際、ファン感謝デーの翌日はサーバーがパンクしました。なか

なか繋がらなかったって方も多いと思います。ブログの利益シェア型というんでしょう

か、一切ＨＦＣはお金をかけないで作ってもらっています。運営管理はＷＥＢＯＳＳさ

んがやって、広告もＷＥＢＯＳＳさんが全部集める。集まった広告のうちの何割かはＨ

ＦＣに入れる。こういう約束でございまして、スポンサーがどの位付くかによってＨＦ

Ｃへの収入が変わってくると。いずれにしてもお金は一切かかっておりませんので、将

来はこういったＩＴ部門での収入がＨＦＣの固定収入の相当部分を占めていければ、非

常に力強い武器になってくるという思いがいたしております。１２ｎｅｔに関してもご

質問がございました。確かに月５００円というのは高い金額だと私も思います。普通こ

ういった有料サイトの場合は払うのを忘れてても大丈夫なくらいの金額、１５０円とか

２００円とかにするんですが、５００円という金額で相当数の方に入っていただいて、

現在黒字を出しております。このコンテンツ、内容については実際いろいろ問題があり

まして、みなさん方に対して一番関心がある練習レポートが、チーム方にとってみると

相手を利するとたびたびクレームが来て、その調整に苦慮してるのは実際の気持ちです。

どういう面白いコンテンツをそろえて１２ｎｅｔを続けていくか、現在現場で検討させ

ているのが実態です。そのほか、平川さんのご意見でもございましたけれども募金をど

うするのか。後援会のこと、情報公開が若干足りないんじゃないかという話もございま

して。一生懸命情報公開に努めてまいりましたけれども、さらにブログとかホームペー

ジとかあらゆる紙媒体を使って、募金されたものがどういう形で役に立っているかとか、

後援会から集まったお金がどう使われているとか、そんなことは進めていきたいと思っ

ております。あと、マリノスの岡田監督が選手を出すようにというふうな意向を示され

たということをおっしゃっておりましたけれども、私共昨年来柳下監督にはいろいろお

願いをしてございます。監督は前向きに、俺を出さずに和波を出せよとか具体的におっ

しゃっていただいている。ただ監督は、基本的に若い選手をあまりメディアに載せたく
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ないというお考えなんです。まだまだ社会的な経験が少ない人をチヤホヤしてはプレー

に影響する、人間形成の上で問題があるということで、ベテランを出して欲しいという

具体的希望がございます。そういうことで私共も対応していきたいと思います。今年は

Ｊ１昇格への年でもありますし、是非選手を皆様方の前に出てもらって、一層盛り上げ

るような形にしていきたいと思っております。言葉が足りない点多々あると思いますけ

れども、本当にいい機会を与えてくださいましてありがとうございました。お礼を申し

上げます （会場拍手）。

社長どうもありがとうございました。それでは門脇常務、今お持ちになっている司会：

２１枚、原本ですのでいったんお返しお願いします。コピーしてまたお持ちいたします。

ちょっと時間が押しておりますが、このまま続けさせていただいてよろしゅうございま

すか。では、これからサポーター同士の意見交換に入るわけですけれども、その前に昨

年のサポーターズ集会でちょっと積み残していた問題というか、サポーターズ集会で現

場の方に提言をしていた問題がありますので、それに関してのご報告が寄せられていま

すので、それを私の方でご説明いたします。昨年ご出席でなかった方には経過がわから

ないと思いますので、ダンマク搬入ですとか、厚別、ドームでの入場待機列でいろいろ

な不具合や問題があるねというところがまず指摘されました。それと当時はまだ前日２

２時に並んで先行の場所取りをしていたものを、青少年の時間帯とかそういったことを

考えて２０時に変更してはどうかとサポーターからの提案があって、現場でお話し合い

をしていただきたいという提言がサポーターズ集会から現場の方になされました。結論

から申しますと、皆さんのいろいろな現場での話し合いの中で、今は厚別もドームも前

日の２０時に名前を書いて一旦解散。次の日の公共機関の一番で、という列並びに変わ

っております。ですから提言されたサポーターの意見が一年かけて結実したというふう

に思います。それを受けて２００５年３月８日、ＨＦＣさんのオフィシャルホームペー

ジでトピックスナンバー１４３２という文書が発表されました。その文書を正確に読ん

でみます 『クラブからのお知らせ。２月１１日に開催されましたサポーターズ集会に。

おきまして、サポーターの皆様からホームゲーム開催時の入場待機列及び横断幕掲出に

ついてのご意見ご提案がありました。これらを受けまして、今後クラブといたしまして

は、入場待機列及び横断幕掲出を自主ルールで運営されているオフィシャルサポーター

ズクラブ（ＯＳＣ）有志の方々を窓口として、安全な運営を図って行きたいと考えてお

ります。なお、ご意見等につきましては、試合当日、入場待機列の現場で、ＯＳＣ有志

の方が取りまとめをいたしますので、ご理解とご協力をお願いします 。今までは自然』

発生的に有志がやってたんですが、ＨＦＣとしてもきちっとこの文章の中でサポーター

は窓口を作りなさいという意味合いがあるということで、現場で皆さんでお話し合いを

なさいまして、ＨＦＣさんは窓口として運営部の石井部長を出して来られました。それ

に対してサポーターも、早い話が連絡網みたいなもんですけども、受け皿としての組織

を去年一年かかって作られました。ちょっと細かいんですが、こういう組織図が出来上

がっています。今各々からひと言ずつお話しをいただきます。ドームのゴール裏フラッ

グ、ダンマク。フラッグの方は海野さん、ゴール裏の横断幕はＵＳの山本さんがやられ

てるんですが、全体取りまとめてグループリーダーの海野さん。海野さんいらっしゃい
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ますか、立っていただけますか。この方が今、ドームのゴール裏の全ての掲出物に関し

ての窓口。別にあの、偉くも何ともない、皆サポーターで同じですから。皆さんのため

に労を執っていただいているという形です。海野さんです （会場拍手）それからメイ。

ンスタンドとバックスタンドの横断幕。まず何故ゴール裏とメイン・バックとを分けた

のかということですが、いろいろな話し合いの中で、ゴール裏は非常にフォア・ザ・チ

ームのメッセージ性の強いダンマクが集中している、メインとバックは個人の選手を応

援するダンマクが多いと。私個人の感じですが、ゴール裏はどちらかというとチームの

ためにチームが勝てばという内容が多いんですが、正直悲しいかなバックだとかはテレ

ビに映りたいというレベルで出しているダンマクも結構あるんですね。その辺で意見が

統一できない。それで、区切りをつけて組織体も分離している形になっています。ただ

リーダー同士はきちっと連絡が取れています。ではメインとバックの横断幕のグループ

リーダー中村さん。ワナダンいますか？ちょっと立っていただけますか。リーダーの中

村さんです。サブリーダーは中村ハジメさん（会場拍手）です。今立っていただいた中

村ハジメさんは、横断幕の方も入場待機列の方もサブリーダーと、組織横断する役目を

担われてる方ですので後で一言しゃべっていただきたいと思います。ありがとうござい

ます。次はドームの入場待機列。北３（ゲート）と北２（ゲート）とで各々リーダーが

いらっしゃるわけですけれど、それら全体を取りまとめているリーダーが奥谷さん、い

らっしゃいますか？ はい、この方が札幌ドームの入場待機列全てを調整したり、労を

執っていただいてる奥谷さんです （会場拍手）その下にいるのが先ほどの中村ハジメ。

さん。なんか陰のドンのように出てくるね。その下にも今泉さん、佐藤さん、米田さん、

川村さん、高島さん、いろんな方がいらっしゃいます （現場では）腕章付けてやられ。

ていると思います。次に厚別の方ですが、厚別はゲート毎にローカルルールがあります

ようで。１番ゲートのリーダー、今泉さん、いらっしゃいますか？ １ゲートはこの方

が労を執って調整をしていただいて、トラブルがないようにしていただいております。

（会場拍手）アウェイゲートになりますが、２番ゲート中村さん。２ゲーのリーダーで

ございます （会場拍手）それから４番ゲート佐藤さん。佐藤さん、いらっしゃいます。

か。あちらにいらっしゃいます。佐藤さん、４ゲーやられています （会場拍手）５番。

ゲート川村さん。川村さんです （会場拍手）この川村さんが厚別全ゲートのリーダー。

として調整役の労を執っていただいております。小さい女性で優しい顔していますが、

厚別仕切っている人です。こういうような形で、各リーダーがＨＦＣの石井部長と調整

できるような組織体が出来上がりました。これが実現して動き出しております。皆さん

のご努力で約１年間かかってやっておりました。それを報告させていただきます。代表

して両方にまたがっている中村ハジメさん、ちょっとひと言。今マイク持って行きます。

お願いします。

昨シーズンから、札幌ドームの横断幕掲出と入場待機列のお手伝いをさせて中村さん：

いただいておりますＭＯＴの中村と申します。待機列については、いま奥谷さんともお

話ししたんですが、これからもいろんなことをたくさん話し合っていかなきゃと。今日

は横断幕について一言だけ述べさせていただきたいと思います。私たち、横断幕のお手

伝いをさせていただくメンバーは先ほどのワナダンさんと私と清水さん、下川さん、三
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浦さん、トモコさんと、全部で６人で始まったんですが、最初春のうちは慣れなくて、

ずっと以前からやってらっしゃる大将（司会）のダンマク支援隊にほとんどオンブにダ

ッコの状態で始まりまして。それでもやっていく内に少しずつ慣れてきまして、ダンマ

クを張っている方はもうご存じかと思うんですけど秋にはアンケートを実施させていた

だきまして、皆さまのご意見ですとか熱い思いが数多く寄せられました。そしてホーム

最終戦だったと思いますけれども、集計内容を皆さまに報告させていただきました。最

も多かった意見は、先ほど大将の口からも出ましたがフォア・ザ・チーム。ダンマクに

関してはホームアドバンテージツールであるということを書いた方が最も多かったと覚

えております。次に多かったのがアウェイの掲出エリアが多すぎるというご意見と記憶

しております。そこでこの場をお借りいたしましてＨＦＣさんにお願いがあるんですが、

横断幕の掲出スペースの拡大を是非希望したいと思います。確かに現状では、アウェイ

エリアを我々ホームの方にいただいて本当に全部埋まるのかというご指摘もあろうかと

思われますが、今年は再三言われていますように我がチームはＪ１に上がりますので、

横断幕も必然的に増えると。今は１段ですけれども２段、３段にと私たちお手伝いのメ

ンバーもいつもそう思って頑張って行きたいと思いますので、是非スペースの拡大を宜

しくお願いいたしたい。最後になりましたが、横断幕のアンケートにおきましてもっと

も熱いご意見ですとか要望、たくさんの枚数、いろんな意味で一番意見が強かったのは

ＵＳの皆さんです。メッセージ性の多いダンマクで埋めようじゃないかとか、赤と黒で

全部埋めようじゃないかとか。コンサドーレカラーでスタジアム全面を埋めて、相手チ

ームにここすごいな！と思わせたいという思いが、ＵＳの皆さんからものすごく寄せら

れたことを報告して、終わらさせて頂きたいと思います。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。この場でもう一度整理いたしますが、今のお願い事項は司会：

ＨＦＣさんにアウェイチームのダンマク提出エリアをもっと狭くして欲しいということ

ですね。我々コンサドーレのサポーターがアウェイに行った時には、ものすごい狭い所

に押し込められてダンマク張るスペースもないくらいな訳ですが、今の札幌ドームはア

ウェイエリアをぐるっと可動席の切れ目から切れ目まで全部張れる訳ですが、何とかア

ウェイの洗礼を彼らに味わわせてやりたいと。自分達の赤黒でスタジアムを埋め尽くし

たいと。いろいろなサポーターからのご意見もあるようですので、何とか今年実現でき

ないかをこの場を借りてお願いしたい。お持ち帰り頂いてご検討頂きたいんですが、お

願いいたします。それと今ダンマクの方からも出ていましたがアンケートを取られて、

今現在は前日夜８時に来て名前を書いた順に張る順番が決まると。札幌アドバンテージ

があって、近郊のサポーターや地方から来るサポーターは弾幕が張りづらく、不平等が

あるという提案もされていまして。当日の朝に抽選とかいろいろなアイデアを今、皆さ

んでお話し合いをして揉んでいる最中ですね？ そういう形でも動いて頂いています。

去年一年掛けて組織ができ、ＨＦＣさんとの話し合いのパイプが完全に出来上がったと

いう事が今回ご報告できた事だと思います。今の件に関して、何か質問ご意見ありませ

んか？ないですか？ ちょっと押しておりますので、どんどん読んで行きます。昨年の

アディダスに対するアピールの方法に付いて 「アピール自身は賛成ですが、方法に問。
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題があったと思います。オフィシャルパートナーは、サポーターにとってもパートナー

なのですから、書面できちっとアピールしていっても良かったんじゃないか」と。それ

から試合開始前の選手名のコールについて。何故リザーブの選手を呼ぶのを止めてしま

ったのか。是非復活させて欲しい」というご意見。それからドラム係の方へ 「とても。

大変なのはわかりますが、リズムはしっかりとってください 。辛いっすよね、ずっと」

叩き続けるのはね。じゃああんた、やりなさいって事になるんですが、なかなか。まあ

たまにズレる事もあるでしょう。リザーブの選手名を呼ぶのを辞めてしまったのですか

って、私の記憶が間違っているのかもわかんないですけれど、９７年、９８年とかはリ

ザーブの選手は基本的に試合開始前には呼ばない。スタメンだけをコールしていたと。

まれにリザーブの選手を呼んでいたのが、なんか定着してしまって、それが何故辞めて

しまったのかという話に置き換わっちゃっていますけども、基本スタンスとしては、ス

タメンの選手を呼ぶ事になっていましたね。コンサドーレサポーターの伝統なんでしょ

うか 「サポーターズ集会を年１回から、シーズン前とシーズン中の年２回に開催して。

欲しい 。ワールドカップの２００２年、２００１年でしたっけ？過去に２回開催した」

事はあるんですが。アウェイのサポーターからも、何故チケットの高い雪祭りの時期に

狙ってやるんだと。俺達に出るなって事か、みたいなメールも来てるんですけども。そ

うですよね。確かにそうなんですが、ＨＦＣさんの日程とかいろいろな絡みを考えて

（この時期に）決まってきた。例えば年明けてからの各スポンサーへのご挨拶周り、フ

ァン感（感謝イベント 、選手がキャンプに入る。これ以上後になるとＨＦＣ幹部の方）

はキャンプ地に訪れるようになって、入れ替わり立ち代り不在するとか。いろいろと調

整した結果、今の時期になっている。年２回っていうのは、やる方にとってみればかな

り辛い部分はあります。ご意見としては承っておきます。次「客席で水を掛けないで欲

しい、携帯電話が故障する 。表向きの話としてはドームでも厚別でも水を撒くという」

事は迷惑行為ですので、禁止となっていると思います。特にドームは蒸発しづらいです

から、床が濡れると転びやすくなって怪我をする。ただ、言っていいのかどうか、私個

人としてはあれは力水だと思っているのである程度濡れてもいいのかなと。間違えた考

えかもわかりませんけど、厚別においては暑い時に力水は嬉しい限りみたいな感じがあ

るので、携帯電話が故障するっていうのは違うかなって気はするんですが。いろいろな

お考えがあると思いますので、皆さん一人一人の中でお考え頂きたいなと思います。

「最近ＵＳが作られている応援歌は、初めてゴール裏に来る人とっては若干馴染みづら

く、音も取りづらいのではないでしょうか。もっと分かりやすい、歌いやすい応援歌の

作詞、作曲をよろしくお願いします 。うーん。ドームも厚別も南郷とおるさんが歌詞」

カードを配ってらっしゃって、かなり定着していますよね？ 現場に来られていれば馴

染みづらいとかはないと思うんで、その辺は大丈夫だと思います。この問題は去年も出

ていましたけれど、決してＵＳが作詞作曲の専属じゃないので自分で作られたものをテ

ープに録音し、どうだろうかと（現場に）持って来てくださいという話がＵＳからもあ

ったと思います。人に任せるのではなく、応援歌を持って行っては如何でしょうか。先

程ＨＦＣさんの時にも出てましたけれども、宮の沢やドームの練習場で必要以上に選手

に話し掛けたり、写真をねだる一部のサポーターがいるので一線を持って接するべきで

はないでしょうか。思い当たるふしがあるかと思いますが、注意されてはどうか」とい
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う意見です。状況は良く分かりませんがちょっと過激な文章が書いてあります。なおか

つ匿名という事で読みません。基本的にはお名前を書いて頂くというお約束事になって

いますので。次は新居選手の件 「うちでブラジルまで行かせて教育したのに、結局も。

ったいないことをしてしまったのではないか 。それと「新居選手を連れ戻して欲し」

い 。個人的な意見もあるんでしょうが…。あと、試合時の応援に対する意見で 「相手」 、

チームの選手紹介と審判紹介の時は応援を謹んで、紹介の放送が聞こえるようにしては

どうでしょうか」と。アウェイに行った時はうちの選手紹介なんかほとんど聞こえない

ですよね、ブーイングと太鼓の音の中で。別にその仕返しをする訳じゃないんでしょう

が、あえて相手選手や審判の名前を聞こえるように場面設定する必要はないかと思うん

ですけどね。次は福島県在住のサポからですが、メールで届いています 「今年でコン。

サドーレも１０周年を迎え、チームに感謝を伝える何か記念になる事を、サポーターと

して開催できないか考えています。そこで思いついたのはサポーターから選手に向けて

のサンクスマッチ。サポーター間で募金を集め、それをチームに試合運営費として補填

して頂くというものです。目標としては札幌ドームでの試合運営費を全額募金で集め、

その試合を無料開放したいと思っています。集金方法はホーム試合会場に募金箱設置、

金融機関に専用の口座を開設し振込みによる募金を考えています。また、試合会場のビ

ラ配りで宣伝を行い、オフシャルブログにて募金額の集金状況の開示をしてはと思いま

す。もしこの計画が成功した場合、毎年１試合開催できたらと考えています。唐突な提

案で申し訳ないのですが、サポーターの皆さんで可否の意見交換をお願いします 。ま」

あ、ただ可否の意見交換をしてもここで結論出る問題じゃないですから。真剣にやりた

い、連絡取りたいから相手（提案者）を教えろということであれば、お教えしますので。

過去に石屋製菓＆何とかサンクスマッチって、我々サポーターも入ったサンクスマッチ

を１回やりましたよね。サポーター（の名前が入った）サンクスマッチは過去に実績あ

りますが、それを全額、お金を集めてというとことですね。非常に難しい大変な状況で

すが、このご提案の方は誰かがやってくださいじゃなくて、やりたいと思っていますと

おっしゃってますので、この方から発信があるかもしれません。その時には皆さん耳を

傾けて、協力できる範囲はしてあげてください 「応援歌はできるだけ少なくして、ス。

タジアム全体で手拍子で合わせやすいものがいい」というような内容のがあります。そ

れから「ゴール裏中心の所、コンサのチームを応援するならチーム名のダンマクを張っ

てはどうか」と。それから…ＵＨＢさんは、いらっしゃるんですかね？ 帰っちゃっ

た？ いや、帰ってないでしょう。外でメッセージのカメラセッティングをしているの

かも。いないのをいい事に「本日の取材で来場のＵＨＢの方へ。多分お分かりだと思い

ますがファイターズのロゴ丸出しの番組で、コンサドーレの事をいろいろ言われるとコ

ンサドーレがついでの様な、付録のような感じを受けます」と。あと２つ程来ています

が、特定の団体に対する批判でなおかつ匿名希望ですので読みません。以上です。あと、

何かありますか （会場から特定団体とはの質問）え？ 特定の団体って？ 読んでも。

いいんだけれども、俺は内容があまり当たってないような気がするんですよね 「無駄。

なブーイングは絶対に止めましょう。特にＵＳに見受けられます。相手選手がピッチに

出て来た時や、相手サポーターのコールの時など（甲府戦は、酷かった 。また相手選）

手紹介の時も静かにしましょう」というメッセージなんですが。私はあまり賛成できな
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いので、それでなおかつ匿名でＵＳって言葉が入っておりましたので読まなかったんで

すが。あとは「昨年のホームゲームで日本サッカー協会の関係者の不幸があり、試合前

に黙祷を捧げた事がありましたが、ＵＳがいつまでも太鼓を叩き続け、正直閉口しまし

た。事前にきちっと根回しして置くべきではないでしょうか」という話がありましたが、

これも匿名でしたので。両方とも、私個人としてみれば大した事ない話だと思っている

んですけども。今本間さんからもありましたけど、そうゆうものがあれば主催者側から

主要ＯＳＣに、先程の連絡網を通じて、今年はして頂ければ助かるかなという事ですね。

（会場から挙手）手、挙げてる？ はいどうぞ。

ＵＳの上原と言います。多少質問があったんで答えていきたいんですけど。上原さん：

まず大ダンマク。自分達の名前が入っている大ダンマクはちゃんと意味があって、いつ

もこの場所に俺らがいるからっていうメッセージなんですね。この場所にいつも俺らが

いて、いつも同じ熱い応援をしたいっていう意味があるんで。ただ自分らの名前が出し

たいから出してる訳じゃなくて、出している限りは命がけでやるよっていうメッセージ

を込めているつもりなんで、そこら辺を理解して頂けると大変有難いなと思います。

（会場から歓声）あと、黙祷の件は僕ら全然知らなくて、実際中に入っちゃうとアナウ

ンスとか全然聞こえないんですね。何とか寸前で止めたんですけど、それは申し訳なか

ったなと。予め言って頂ければ大変有難いです。ブーイングに関しては去年から結構意

図的にやっている部分がありまして、否定的に思われる方もいると思うんですけど、大

ダンマクにしても歌にしても旗とか幕にしても全てホームっていう雰囲気を作りたいと

思ってて、ブーイングもその一種で。あくまでもホームとアウェイっていうものを強く

出したいなっていう中でやってて。実際少しやりすぎだなって思う事もあるし、タイミ

ング自体もちょっと間違ってるなってとこもあるんですけれど、まだまだこれからだと

思うんで、もし意見があればどんどん言って頂きたい。ただ、ここはホームだよと。ホ

ームチームをやりやすくして、アウェイチームにやりずらくさせるかっていうのは出し

て行きたいんで、止める考えは全くないです。あと、先程並びの話しをされてたんです

けれど、本当に申し訳ないんですが、僕ら今年から前の日の並びには参加しません。そ

れで、当日の朝一番に来て、その時点で取れた場所から始めます。今まで前の日に並ん

でも、とりあえず一番最初に入れさせてもらったんですけど、それをやってしまうと特

別扱いになってしまうのもありますし、前の日に並ぶこと自体に疑問を感じてて、今年

から止めることにしました。朝一番最初に来てどのくらいの場所取りかわからないんで、

もしかしたら今までみたいに真ん中を取れなくなってしまうかもしれない。周りのサポ

ーターに逆に迷惑が掛かるかもしれないんですけれど、入った時点で空いている場所で

始めます。できれば僕らも真ん中にいたいんですけれど、もし空いてなければ多少移動

する。最初の数試合、試行錯誤になると思うですけれども、ご理解頂きたい思っており

ます。宜しくお願いします。以上です。

はい、ありがとうございます。並びに参加しないっていう話。並び自体がいいル司会：

ールなのかっていうのは疑問も残っているんですが、ＵＳとして決めた事ですので誰が

どうこういうようなもんでもない。ただ、ＵＳ自体ひとつの集団としては普通の集団よ
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りも公共性というか周りに対する影響力の大きい集団ですので。極端な話、ＵＳが当日

朝に来た時にものすごく並んでいたと。ドームの下の公園のはずれに行っていたという

ことになったら、ＵＳがドームの天井に手が届くような場所に固まるということも有り

得るかもしれないです。それによって何か弊害が起きるのか。それらも含めてＵＳが今

後考えてやって行くってことですので、あとは現地で皆さんでお話し合いをしながら。

とりあえず今年は普段通りのポジションには入れると思いますけどね。別に優先とか特

権を与えるとかっていう事じゃなくて、大体皆さん先に入る人はほとんど自分の場所は

決まってるわけでしょ？ 例えは朝ＵＳが来て（並び列の）３４番目に入っても、今ま

でのＵＳの場所は多分空いてるんじゃないですかね。甘い考えかも分からないですけれ

ど。ただ、Ｊ１に上がって毎試合３万人とかになった時には保障の限りではないってい

うことですよね。自分でお決めになった事ですので、暖かくＵＳのその動きを見て行っ

てはいかがでしょうか。現場でお話し合いください。今寄せられた意見の他にありまし

たらお願いします。５時に終わる話が延長掛かっていますけど、ありませんか （会場。

挙手）はい、どうぞ。

すいません。コンサドーレのブログで応援についていくつか書宇野さん（以下宇野 ：）

かせてもらった、ハンドルネームホフマンって者です。その中で言いたい事があります

のでお時間頂ければと思います。まず、応援の仕方をいくつか提案してみた時に、メガ

ホンってどうだろうと聞いた時に、非常に否定的な意見があったと。ひとつも賛成がな

いくらいの意見だったんですよね。それで、現在グッツとしてメガホンを売っていると

いうのがあると思うんで、今後のグッツの展開を考えて頂ければと思います。それと、

どこのＯＳＣとかではなくてサポーター皆さんへの呼びかけになるんですが、皆さんご

存知の通り天皇杯の室蘭の時に、運営に怒鳴り掛かっている人が見られました。これは

ちょっと、申し訳ない話ですけれども、納得いかないというか、室蘭の運営の方を通し

てチームに迷惑が掛かるんだよと。こういうことをＪリーグの主催試合でやったら、チ

ームは警備員を増やさなきゃいけません。罰金も払わなきゃいけません。そういう処分

をされることになるんですね。煽るのは結構と思っている方もいますけど、煽るのも出

来るだけ自粛して欲しい。最後にひとつ…。すいません、こういう話の場に慣れてない

もので。特典と言う話ではないんですが、声を出すという事は非常にいい事だ思うんで

すよ。サルトをやるというのも非常にいい事だと。さっき平川さんの話にもあったんで

すけれども、基本的にサルトをやる熱い部分があってもいいと思いますが、他の所は皆

静かにしていていいの？って言われたら、それも寂しいと思うんですよ。サルトやる所

は集まっていますし、その周りの人ももちろん声を出して欲しいってあると思うんです。

応援をするっていう意味で皆ドームへ来ていると思うんですが、ただ、基本的に試合を

観たいよって人もいるし声援を送りたいって人もいる。皆いいよって答えを出すのはな

かなか難しいと思うんです。真ん中の人がサルトやるのは今まで通りにしても、周りの

煽り方が例えば、地蔵出て行け！じゃなくて、今ここに来て頂いている方の声だけでも

ご協力お願いしますとか、そういうちょっと柔らかい呼び掛けに変えたらどうかと。呼

び掛けとしては確かに熱くないんじゃないかと思われるかもしれませんけれども、声を

出すっていうは歳取っても協力できることじゃないかと。そういう人をできるだけ取り
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込むには、少し低姿勢になってでもお願いしますと呼び掛けていった方がいいんじゃな

いかと思います。以上、提案です。

はい、ありがとうございます。私がお答えするのもなんですが、９６年とか９７司会：

年位はみんなメガホンを盛んに持っていましたよね、ゴール裏でも。私も昔メガホン持

ってカンカンやっていたような気がするんです。別にグッズを干して売れなくしようと

いうアイデアでは無いですよね。バックスタンドとかメインスタンドでは今でもメガホ

ンで応援されている方はいらっしゃいますし、それをダメだと言う訳でもない。どこの

試合だったかわかんないですが、ゴール裏に関してはメガホンをやめて応援しよう、し

かも目の高さで手拍子で相手を威圧しようよという呼びかけで、それに賛同した皆さん

が自然とメガホンを置いたという経緯だったと記憶している。あえてまたゴール裏にメ

ガホンを復活というのは、現時点では馴染まないと言ったほうがいいのかなと。

はい。先ほどはそう言ったんですけど、やはりメガホンはみんな…。宇野：

そうですね。ＵＳが強制したとか、今しゃべってくれた宇野君が強制した訳でも司会：

なく、みなさん一人一人がその意見に賛成して自然とゴール裏から無くなっちゃったと

いう事だと思います。それと天皇杯のトラブルは現状を見てなかったのでコメントはで

きないです。あと応援の仕方を強制しないで欲しいと。地蔵さんになるなという話が有

りましたが、手拍子をしないでただ腕組みをしてぼーっと試合を観てしまうということ

ですよね？ 気弱な方なのか、コールリーダーか誰かが叫んだ事がそれを聞いて強制さ

れたと思い込んじゃったのかもしれない。ただこれも自由席ですので、指定されている

…、はいどうぞ。しゃべりたいと言う人が手を上げています。

どこまでいきましたっけ。今誰がしゃべるかでもめていたんで、すいません。山田さん：

ＵＳの山田です。まず室蘭の件の経緯は、結果的に負けゲームで、熱くやっているうち

らのところのブロックを協会の方が何やってんの？みたいな感じで笑ったと。それに対

して若い奴らが単純に馬鹿にされた事に対して怒ったということで、下に降りて掴み合

いになった事に関しては問題に…。そこまでなってない？ すいません。降りたことに

関しては、納得して頂けるんであればこの場で謝ります。ただ僕らも室蘭サッカー協会

の方に軽く笑われるような事をやっているつもりはないので、若い奴らが怒った事に関

しては僕としては何とも言い難いところではあるんですが、降りたことに関してはこの

場で謝ります。ご迷惑をお掛けしました。ちょっと話がずれちゃうんですけど、ブログ

でその写真を載せていらっしゃいましたよね。やってらっしゃる事は別に全然構わない

んですけど、同じ仲間だと思うんですよ、僕達って。トラメガで試合中呼び掛けている

時に口が汚いとか、そういう言い方は無いだろうとか、もうちょっと優しい言葉で言っ

てくれとかっていうのはよく言われるんです。ここにいる奴らは多分皆さんよりも全然

年下で、僕は多分あんまり変わらないくらいかと思うんですよ、実際じじいなんで。僕

個人的な考えで言わしてもらうと、みんな１個の同じ気持ちを持ってあの場に集まって

貰っている。言葉自体間違っていると思うんですけど集まっていると思っているので、
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そこに対して別に僕らがものすごく下から、ほんと恐縮なんですが一緒に手拍子でもお

願いしますというのは全然違うと思っていて。ごめんなさいね、なんか全部言っている

事潰しているみたいな感じになっちゃって。基本的には、もちろん試合じゃない時は年

上だろうと思う方にはちゃんと接してるつもりです。ただ試合に入った状況で、皆さん

よろしければ手拍子をとはさすがにちょっと言えなくて。その時のテンションもあるん

で。ここいらっしゃるのは今ゴール裏にいらっしゃる方ばかりじゃないですよね。試合

始まったらメインだろうがバックだろうが多分ちょっとでも赤黒の物を身に付けていら

っしゃっている方は全て温度差はあると思うんです。ただ基本的には仲間だと思ってい

るんで、そこまで謙る必要もないと。この辺にいる奴らもそうなんですけど、言葉が汚

い事に関しては謝れば済むのであれば謝ります。ただ試合中に関しては僕らもやっぱり

熱くなっちゃってるんで。そこで冷静に僕にトラメガで呼び掛けられたい方がいらっし

ゃれば耳元で囁きますので、ご理解頂けると（ありがたい 。このグループの話と全然）

関係ないんですけど、写真の事に関して個人的な意見を。去年社長とお話させて頂いた

時にブログの事も話させて頂いた。皆さんブログやられてるのはすごくいい事だと思う

んですけど、その場で写真を載せて書き捨てみたいになってしまうのは（どうか 。俺）

の写真が載ってこいつが最悪だと書いても全然構わないです。構わないですけど、基本

的には不特定多数の方が見られるものなので、公開している以上載せる前に考えて頂け

ると。やりとりも読ませて頂きました。それが正しいかどうか、僕の意見が間違ってい

るかどうかわかんないです。ただ、仲間ですよね。書かれる前に写真を載せる前に、１

分でいいんで一度考えて頂けると。こういうことを繰り返していると、この先名前も知

らない人間が突然スタジアムで殴り合いを始めるような事が出て来るかもしれないと、

極端な事を言うと。僕らはみなさん仲間だと思っています。その辺も含めてよろしくお

願いします。長かった？

いや、全然。入場待機列もダンマクそうですけれど、現場でやっているのはそう司会：

いったところですよね。ネットなど文明の利器がある訳ですから将来的にはやるんでし

ょうけれども、実際にその現場に来られることのない方がただ面白おかしく誹謗中傷さ

れたりして話がより複雑になっていく。現場で顔と顔（を会わせて）やっている分には

それ程問題は起きないと思います。それを遠巻きに見ているとどうしてもＵＳの集団は

変な人達に見えるのかもしれないですよね。でも話してみたらすごくいい人達で、むし

ろ我々よりも実に真摯に応援の事を考えてるんだと分かって頂けると思います。私も５

１になって、ＵＳと一緒に一試合サルトしていたら多分次の一週間は立ち上がれなくな

ると思うから、輪の中には入らず一区画二区画と年齢に応じて離れていっている。ただ

気持ちは同じ。自分でどこの場所で応援するかを決めればいいことで、年下の人間に、

おい！お前らちゃんと声出せよ！って言われるのがいやなら離れればいいんじゃないで

すかね （会場挙手者）はいどうぞ。。

南郷です。歌詞カードを配っています。それはいいんで南郷（ハンドルネーム）さん：

すけれど、ここにいる皆さんが普段どこで試合をご覧になっているかは分かりませんが、

何度もスタジアムに足を運んでいらっしゃる方であれば、本来ゴール裏っていうところ
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がどんなところでどんな応援をしているべき場所であるか、心に思い描いている図って

あると思うんです。テレビで映し出されるゴール裏がどんな場所であるのか、どんな場

所だったら、あぁほんとにウチのゴール裏だねって思えるのか、多分みんな思っている

と思うんですけど、いざ自分がゴール裏に居て周りから声出せと口汚く言われたらカチ

ンときてしまう。ましてや、俺だってここに来ている事自体が応援している事なんだか

らいいべやって言って歌わない。もしくはウルトラスがいやだ、ウルトラスの選択する

歌は好きじゃない、歌詞が気に入らない、あの曲がいやだから歌わない。応援が好きで

コンサドーレが好きでスタジアムに来てゴール裏にいるのに、本来の応援の目的とは違

うところでわざわざ変な理由をつけて、自分に納得させて応援しないというかゴール裏

で歌を歌わない方が多くいらっしゃるように思います。で、どうしようか迷ってるんで

すけれど、実は今年お願いして回ろうかと思っています。ゴール裏にいらっしゃる方で

応援歌を歌わないとか歌いたくないとか応援をする意思は無いという方がもしいらっし

ゃったら、ホームゴール裏ではなくアウェイゴール裏のほうに席を移動して頂いて、歌

って応援したいという方に譲って頂くか、もしくは貸して頂くって訳にはいかないでし

ょうか。歌って応援したいが後から来るので席が一杯でホームゴール裏に入れない。そ

ういう者がおそらく沢山いると思うんですね。そういう方々にもっとホームゴール裏で

歌を歌って頂きたい。ホームゴール裏側にいる全ての人がサルトをしろとか手をたたけ

という事ではなくて、少なくともあそこにいる人達が全て声を揃えて応援歌を歌って応

援するゴール裏を作りたいと思っているんです。応援歌がわからなければ歌詞カードも

好きなだけお渡ししますし、どんなお手伝いでも出来るかと思うんです。けれど、応援

歌を歌いたくないけどここにいるぞというのでは、僕達が心の中で願っているゴール裏

はいつまでたっても出来ないと。僕達が思っているゴール裏を作るために、棲み分けを

考えてみませんか。ひとつ宜しくお願いします （会場拍手）。

ありがとうございます。私もゴール裏で応援する時もありますし、体調がすぐれ司会：

ない時は静かにアウェイ側のゴール裏行って座っていてむずむずしている時もあります。

思わずわーっと声を出してしまいたくなる時もある。自分のその時の体力や年齢に合わ

せて応援する場所やスタイルが変わっていくのは仕方ないこと。個人的な考えですが、

いつまでもステータスのようにゴール裏に縛りついてはいけないのかなと。本当に真剣

にフラフラになるまで声を出してサルト出来る人にその場所を譲って、自分は一歩退く

のも一つなのかも。当然、私も７０にも８０にもなって杖突きながらゴール裏は無理で

すわね。最後はメインかどっかでゆっくり座って観ている、ただの訳のわからんじいち

ゃんになっていくんだと思うんです。今棲み分けっていうお話がありましたけれども、

強制して棲み分けるんじゃなく自分自身が判断する。自分の体力と今の応援スタイルか

らいったら俺はＵＳのど真ん中で綱かついでやるんだという人は中に入ればいいですし、

９０分間びっちり声は出しきれないという方は一歩下がるなり、または昨日まで風邪で

熱で辛かったという方はアウェイに行ってもいいんじゃないかなと。いずれにしてもみ

んなお仲間ですよね。立って声を出してないから仲間じゃないという訳じゃない。真剣

にへとへとになるまでサルトして声出して応援出来る人達のゾーンの中心に今ＵＳがい

る訳ですから、体力がある人に（場所を）お譲りするのを考えてみてはと思います。あ
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と他にありませんか。無ければもうお時間が… （会場挙手）はい。。

尾崎といいます。ＣＶＳやっいてます。一点手短に。門脇常務、後援会の件尾崎さん：

で手厳しく批判したのは私でございます。お詫びとして今年一年、グッズを買ってスタ

ジアムに行きますんで、もし言葉至らないところがありましたらお許しください。それ

と役員さんの方で答えられなかった事で、何で今年からＣＶＳ（登録条件が）最低６、

７試合参加という事になったのかと。今年単純に愛媛の分が２試合増えております。こ

れに関係して、ＣＶＳの事務局担当の三浦さんっていう方なんですけれども、１試合に

集まるＣＶＳの平均数を考えますと一人の方に大体それぐらいやってもらうという計算

になるというようなことを以前おっしゃっていたような気がします。ただ、６、７試合

出られなきゃダメというようなことは絶対に言われないはずです。たとえ１試合でも２

試合でも参加出来るという方につきましては、少なくとも私は大歓迎ですし、多分ＣＶ

Ｓの人みんなもそう考えていると思います。一人でも多く集まって頂くことが、ＨＦＣ

さんの経費削減にも直結します。詳しくは、それこそ門脇さんのブログを御覧頂きたい

と思います。ＣＶＳの担当して頂いているＨＦＣの三浦さん、今日はいらしてないです

ね。大変美人な方でいらっしゃいまして。もしＣＶＳに興味ある方は応募期間は過ぎて

るんですけれども、ＨＦＣさんの方に直接連絡して頂ければおそらく話は通じると思い

ますんで、その点宜しくお願いしたいと。以上です （会場拍手）。

ありがとうございます。ＵＳもすごいですけど、ＣＶＳも試合中ピッチに背を向司会：

けてチームをサポートしてるサポーター。私もまだそこまでのレベルには達せないです。

ピッチに顔向けて声張り上げるのも応援ですけれども、背を向けながらの応援は素晴ら

しいことだと思います。本当にありがとうございます （会場拍手）もうお約束の１７。

時を４５分程過ぎておりますがちょっと業務連絡。毎年の議事録が丸井今井シースペー

ス（横）のファンクラブ事務局にもあります。２００５年、２００４年、２００３年と

ずっとありますので御覧になりたい方はそちらの方に。あと、私共の楽援コンサという

ＨＰにも記載しておりますので御覧ください。今回のも全部録音されていましてこれか

らテープ起こしという作業、先程紹介しました女性軍中心にやって頂くんですが、全部

中身をチェックして正式議事録が出来るまでに３、４ヶ月かかります。シースペースの

方（ファンクラブ事務局）に保管用で置きますのでお願いします。それとサポーターズ

集会、ここのところずっと２月１１日に固定化されていますけれども、奇跡的に２月１

１日が続いております。ネットを見ますとサポ集は２月１１日当たり前みたいなやり取

りがありますが、そうじゃない。というのは（ここは）公共機関の施設ですので、大体

１０月末とか１１月上旬に抽選されて上手く当たれば借りられる。取れなければ日にち

の変更も、場所が変わる可能性もありますので。たまたま偶然取れていますが、お友達

から聞かれた時にはそのようにお答えください。それではこれからＵＳに音頭を取って

頂いてコンサコールをやりますけれど、終わりまして出ていく時にはＵＨＢさんのアン

ケート用紙を書かれた方は提出よろしくお願いします。じゃあＵＳ、お願いします。マ

イクいる？
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はい、じゃあ。入っています？ いつもとマイクが違うんで緊張しているんですＵＳ：

けど、準備いいでしょうか？ じゃあいきます。コーンサドーレ （勢いがなく会場か。

らブーイング）コーンサドーレ！（合計４回）

どうもありがとうございました。これで全日程終わりました。閉会とさせて頂き司会：

ます。お帰りは、お足元悪いのでお気をつけください。事故などにあわぬように安全に

お帰りください。

（１７時４８分 サポーターズ集会終了）

※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。

〔文責：齋藤〕

ご意見・ご感想等は、こちらまでお寄せください

mailto:consa-server@freeml.com


