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２００９サポ集議事録

齊藤（以下司会）：お時間なりましたので、後ろ閉めて頂いて始めさせて頂きます。例年ではござい

ますが、雪祭り期間中、これだけたくさんお集まり頂きましてありがとうございます。昨年も申し上げま

したが、サポーターと運営会社である北海道フットボールクラブさんは決して敵対する関係ではござ

いません。共に色々なお立場で、コンサドーレ札幌というチームを支えるという、広い意味でのお仲

間という捉え方は、我々スタッフ全員の共通認識としてありますので、その辺の所をご理解頂きまし

て、強い口調で批判、詰問をするというスタンスではなく、我々サポーターとして、直接携わるＨＦＣ

さんでなければ分からないような事に対して教えて頂くというスタンスを取りながら、共にチームにより

良い方法を考えて行くという場にしたいと考えておりますので、ご理解を頂きたい。後で、質疑応答

の時間がございますが、ご発言の前には必ずお名前を名乗って頂いて、ご発言をお願いしたい。そ

のお名前が本当かどうか確認する方法は無いんですが、礼儀として名乗って頂ければと思いますの

で宜しく宜しくお願い致します。それでは、サポーターズ集会を運営しておりますスタッフを紹介させ

て頂きます。名前を呼びますのでスタッフはその場で立って、一礼をお願い致します。まず会場係の

平松さん。

平松さん：宜しくお願いします。（会場拍手）

司会：同じく会場係、久保さん。

久保さん：宜しくお願いします。（会場拍手）

司会：松本明美さん。後ろの方です。（会場拍手）松本雅幸さん。（会場拍手）渡辺恵子さん。（会場

拍手）記録係、後藤さん。（会場拍手）鎌田さん。（会場拍手）熊野さん。（会場拍手）受付係、千葉さ

ん。（会場拍手）高森さん。（会場拍手）松村さん。（会場拍手）齋藤さん。（会場拍手）録音の中川さ

ん。（会場拍手）本間さん。（会場拍手）それと私齋藤でございます。宜しくお願い致します。（会場拍

手）この他にも、今日はお越しでないですが山崎さんご夫婦もいろいろと下準備のお手伝いを頂戴

しております。早速ですが、ご存じの通り今晩代表戦がありますので、サッカーという大きな括りで見

ればピラミッドの頂点にある代表チームが頑張る訳で、テレビ見たいから早く切り上げてくれというメ

ールも数多く頂きましたので、コンパクトにやっていきたいと思います。楽しみにされていた方もいら

っしゃると思いますが、例年お願いしておりました平川さんの講演は、そういった意味合いで今年は

割愛させて頂くと。申し訳ございません。ただ、ちらっとお話をさせて頂いたところキリノはいいぞと。

スタートしてからトップスピードまでが、かなり早い時間で達するみたいな話を聞けましたので、お伝

えしておきます。それでは議事に入って参ります。株式会社北海道フットボールクラブ代表取締役社

長、矢萩社長よりご挨拶を頂戴致します。どうぞ宜しくお願い致します。（会場拍手）

矢萩社長（以下矢萩）：北海道フットボールクラブの矢萩でございます。改めて宜しくお願い致します。

こういう集会があるのは存じ上げてはいたんですが、出席するのは初めてでございまして。勿論こう

いう立場で出席するのは初めてでございますので、どうぞお手柔らかに。基本的には隠す事は一切

ございませんので、質問が出た事に付きましてはほぼ完璧に、何でもお答えしたいと思いますので

宜しくお願いします。まずは今日こういう形で、サポーターの皆さんと私共ＨＦＣの意見交換の場を

設けて頂きました主催者の皆さんに感謝を申し上げます。有難うございました。お手元に中期経営

計画２００９－２０１１というのがあると思います。これに従ってお話は進めて参りますが、最初に昨年



から今年にかけて北海道フットボールクラブ、コンサドーレがどのような状態にあるかと言う事につい

て、概略をご説明させて頂きたいと思います。まずご承知の通り昨年は６年ぶりのＪ１で、非常に皆さ

んのご期待を頂いたんですが、結果としてはホームで１勝、（アウェイをあわせて）トータル４勝と、非

常に残念な結果に終わり、１年でＪ２に降格という形になりました。これに付きましては、もろもろ要因

はあったかと。チームの方もそうですが、我々ＨＦＣの方も努力不足の部分が出たと言う事で、改め

てお詫び申し上げたいと思います。

それからもう一つ、昨年は減資増資と、経営としては非常に大きな政策を行いました。特に減資に

付きましては皆様に、この中にも沢山いらっしゃると思うんですが、サポーターズ持ち株会さん始め

株主の皆様に多大なるご迷惑をお掛けしました。これも改めてこの場をお借りしてお詫びしたいと思

います。後ほど担当の佐藤の方から詳しく減増資の経過、その上での昨年の収支についてご説明

致しますけれども、減資その後の増資を踏まえまして、形としては債務が大幅に圧縮されました。具

体的に言いますと、その時点で２５億円程あった債務が５億円程度に圧縮。約２０億円の赤字が解

消したと。これは全て株主の皆さんの８割減資という事ですから、８割の資産価値を失う代償として、

クラブとしての債務を圧縮する事が出来たと。その後増資を行い、これもサポーターズ持ち株会さん

を含めた増資の結果ですね。何故減増資をやったかという事についてはご承知だと思いますけれど

も、昨年Ｊ１昇格時のＪリーグから要請されたクリアすべき一つの要件として債務超過を解消する。こ

れを約束させられた経過があって、そういう政策を行った訳です。お約束であった債務超過に付い

ては綺麗に解消出来たという事ですから、これもまた後程ご説明しますけれども、今年度につきまし

ては債務超過を解消出来たという所から新しい年がスタートしていると、ご理解頂きたいと思います。

その後、昨年から今年にかけて短い期間ですがどういう事が起きているか。やはりここでお話して

おかなければならないのは全国的な、もしくは世界的な景気の状況でございます。ご承知の通り当

クラブを創設当初から支えて頂いた丸井さんが民事再生法を申請したという事に象徴されます様に、

北海道におきましては１９９７年の拓銀の破綻以降、景気は相当低い所で推移。底を打つどころか更

に低い水準に陥りつつあるという状況でございます。全国的には東京ヴェルディの例ですとか、最近

新聞を賑わしておりますけれども大手企業の決算状況も軒並み赤字に転落しておりまして、当然Ｊリ

ーグ（クラブ）の親会社であるトヨタ・日産始め車関係それから電機メーカー。日立ですとかパナソニ

ックとかですね。そういったところも数千億円単位の赤字に陥っているところが殆どでございまして、Ｊ

リーグを取り巻く環境は昨年に比べて更に厳しい状況にあるという事が言えるかと思っております。

当然北海道も更に輪をかけて厳しい状況に有りますので、これからクラブを運営して行くに当たって、

そうした周辺の経済環境をどう克服しながらビジョンを作っていくかという辺りが、相当重要になって

くる１年だと思っております。最初ですから詳しくはお話しませんけれども、ＨＦＣとしては昨年１年か

け減資増資を行って債務超過を解消し、一定程度財政再建という事に付きましては児玉前社長のご

尽力も有り、道筋はつけることが出来たと考えております。それをベースに今年Ｊ２からの再スタートと

いう事ではありますけれども、経営計画の最後の方に有ります様に、やはり北海道フットボールクラ

ブの最大の課題は財政の健全化という所にあると思います。昨年行った減資という経営政策を財政

再建に向けての確かな一歩とする為に、きちっと目配りしながら片方では１年でＪ１復帰を目指すチ

ーム編成をすると同時に、今年は確実に単年度黒字を出せる会社としての体質にすると。この二つ

の大きなテーマを、バランスを取りながらやって行きたいと思っております。

経済状況に一番影響を受けるのは広告料収入。ここに頼りすぎる所から脱却して、やはり興行収

入、入場者増加に力点を置いたクラブとしての政策を、今年１年じっくりやって行きたい。強いチー

ムを作るという事は当然有りますけれども、やはりこうした経済環境を背景にして確実に利益を出せ

ると。利益を出せると言いましてもまだまだ借金が残っておりますので、利益を出した分を確実に返

済に充てるという事に軸足を置いた１年にして行きたいと思います。詳しくはこの後また色々ご説明



させて頂きます。本日はとりあえず冒頭のご挨拶という事で、今迄のお話をさせて頂きました。３月８

日の開幕戦以降、今年は５１試合という事で、相当厳しいシーズンになると思いますが、それを覚悟

の上で昨年１２月、最終戦以降２ヶ月かけまして諸準備を行ってきました。こういう状況に負けないで

力強いクラブを作っていきたいと思います。サポーターさんと一緒に今年も１年頑張って行きたいと

思いますので宜しくお願いしたいと思います。有難うございました。（会場拍手）

司会：有難うございます。この後はお話が長くなりますので着席したままで、して頂きます。プログラ

ムの方、何ヶ所か誤字脱字ございますがお許し下さい。１２時１０分から４０分迄チーム体制について

のお話を頂戴しますが、４０分ぴったりお話ならなくても、早めに終われば質疑応答の時間を長く取

れますので。それではまずチームの体制、コンセプトについてのお話を承りたいと思います。宜しく

お願い致します。

矢萩：それでは引き続きご説明させて頂きます。お手元に中期経営計画２００９－２０１１がありまして、

骨子の部分は昨年１１月に発表させて頂き、１月末に具体的な内容を盛り込んでこういう形で発表さ

せて頂いた物でございます。これから３年間クラブとして力を入れていきたい、具体的に行っていき

たい部分については殆ど網羅されております。大きくは３つありまして、１つ目のテーマが「コンサド

ーレ・スピリットを有するチームの基盤構築強化」、２つ目が「誰もが参加可能な場と空間の形成」、３

つ目が「財務内容の改善と事業組織の再編」と、この３つに集約致しました。これからの時間はチー

ムのことなんですが、冒頭ご挨拶で申し上げた経営全般に関する部分で、もう少し説明したい部分

が有りますので、チーム状況の部分と合わせて簡単にご説明したいと思います。まず「コンサドーレ・

スピリットを有するチームの基盤構築強化」。これはチームの体制に直接関わることなんですが、ここ

に何点か項目を挙げております。基本的には、当然チームそのものをどういう戦術で、どういう選手

を集めて編成し、どういうコーチングスタッフで、どうチームを作っていくかということに合わせ、それ

に向けてその基礎となる部分をどういう風に作って行くかを何点か挙げております。例えばメンタルと

フィジカルの強化と書いてございますけれども、言ってみれば当たり前の話なんですが、次の「コン

サドーレ・スピリットの醸成教育の徹底」という辺りも含めまして、３年かけてと言うよりは、なるべく今

年出来る所は殆どやりたいという意味で、具体的にプログラムを作って実行して行きたいという事で

ございます。

言葉で色々言うのは、もしくは文章で書くっていうのはある程度抽象的な表現も含めて、ある意味

誰でも出来るという部分もあるんですが、今年はここの部分で具体的なものをきちっとやって行きた

いと。例えばフィジカルの強化。ご承知の通り今年から石栗というフィジカル専任コーチを置きました。

石栗コーチを中心に、年間５１試合という非常に厳しいシーズンを乗りきる為のフィジカルプログラム

を、グアムキャンプの冒頭から実践しております。今の所、怪我人と言いますと中山元気が２～３週

間ぐらいかかるという形になっておりますけれども。昨年最初から怪我人が多かったという反省も踏ま

えてプログラムを立てましたので、今の所怪我人は最小限度に留まっているという形になっています。

それからメンタルの部分ですとか諸々のプログラムに付いては、例えば３つ目に「栄養や休息を含め

た生活習慣指導の徹底」と書いてございますけれども、明日出発する第２次キャンプの熊本の冒頭

からこのプログラムを新しく取り入れます。外部の講師をお招きして、プロの選手にとって食事管理、

栄養管理が何故重要なのか、資料を基に最初の１週間ぐらい毎日一定時間全選手に徹底していく

プログラムを初めて導入致します。今年から、相当若い人間が半分ぐらいを占めるクラブになりまし

た。高校卒の選手は３年、大学卒の選手は１年、しまふく寮に入ります。食生活については栄養バラ

ンスも含めた管理を今迄も徹底していたんですが、出てから一人暮らしを始める選手もいる。それか

ら外国から来て日本の食習慣に慣れない外国人選手もいるという様な事も有りますので、しまふく寮



で管理する以外の選手について栄養バランス、例えば日本で手に入る食材を具体的に盛り込んだ

プログラムを教え込んでいくと。通常２部練習を行いますので、朝食を取って練習をして、昼休みを

取って午後練習をして夕食と、基本的にはこういうサイクルなんですけれども、その中でどういった所

に気をつけて栄養バランスを確保して行くかという辺りを、特に一人暮らしの選手についてはきちっ

と教え込んで行く新たなプログラムを設定致しました。

それから次のページに有りますコンサドーレ・スピリット。解りそうで解り辛いと言う声もお聞きして

おるんですけれども。コンサドーレは今年で１４年目を迎えます。去年までの１３年間、どういうチーム

の歴史があって、どういう方々に支えられて現在のコンサドーレがあるのか、改めて最初から教え込

むという事をプログラムとして具体的にやって行きたいと思います。それにより、自分はどういう人達

の中のどういう環境で今存在している。マナーを守らなければならないし、人前に出た時にどういう

物の言い方をしなきゃなんない、という様な所に繋げていきたいというのが具体的な考え方でござい

ます。

２番目の最後の方に「情報発信教育を行います」と書いてございます。専門用語でメディアトレー

ニングと言う言葉が有るんですが、解り易く言いますと色んな方々から話を聞かれた場合（の応対）。

マスコミからインタビューを受けた場合の言葉の使い方、自分の意欲を前面に出す方法、使っては

いけない言葉等々、基本的なマナーも含めた教育をプログラムとして実際行っていきたいと。外部に

指導する専門家がおりますので、プログラムに基づいて、シーズンを通して実施して行きたい。最初

にコンサドーレの市民クラブとしての背景教育。これに付きましては私を始めフロントの人間が、若手

を中心にきちっと教え込んでいきたいと思っております。色々有りますけれども、新しい試みとしては

ユース世代。育成はコンサドーレにとって非常に重要なテーマだと思っておりまして、ここ何年間育

成強化と言う事で色んな政策を行って参りましたけれども、初めて育成担当スカウトを置きました。Ｕ

－１８、１５は札幌と旭川、Ｕ－１２と４つのユース世代のチームが有るんですけれども、年間相当の

試合をこなしており、各監督コーチは自分が直接対戦するチームの状況に付いてはある程度わかっ

てはいる。けれどもこの広い北海道の中にどういう資質を持った人間がどこにどれだけいて、その人

達をコンサドーレの各ユース世代に招く為にはどうしたらいいかという部分に付きましては、今迄系

統的にあまり出来ていなかったという反省が有ります。育成担当スカウトと言うのは、北海道各地域

の指導者の方々とコミュニケーションを今迄以上に密にしながら、最終的にはコンサドーレのトップに

昇格出来る様な選手を、小学生世代、中学生世代、高校生世代、各世代からきちっと目配りして行

く。鈴木智樹君がこの役割を担う訳ですけれども、既に色々な動きを始めていますし、年間通じ道内

を駆けずり回る事によってＵ－１８の世代を更に強化して行くと。そしてそこからトップチームに昇格

する人間がもう少し短いピッチで沢山出るような方向に持って行きたい。その為の育成担当スカウト

と言う事でございます。

育成についてはこの他にも色々なテーマが有るんですが、中々一遍に出来ない事情もございま

す。東雁来にユースの寮を作ろうという構想も有りました。お金の問題等々があって時期尚早と言う

事で、今の所見送りになっていますがいつかは実現したいという風に思っておりますし、東雁来の練

習ピッチは人工芝なんですが、そろそろ耐用年数に近づいてきてるという問題があったり、照明機材

もかなり古くなってるという様な問題が有ります。一つのことをやって行くのに何千万円かの予算が

必要だという事も有りますので、中長期的な計画の中で優先順位をつけながら一つずつ実施して行

きたい。その他にも、小学校低学年からＵ－１２にかけてのスクールをどう強化して行くかですとか、

女子のＵ－１５のチームをどう作っていくかですとか、育成に関しても相当沢山のテーマが有ります

ので、今お話しました様に、優先順位をきっちり考慮しながら、ひとつずつ確実に進化させて行きた

いと思っております。

今年のトップチームの選手編成、強化方針に付いては最後にしまして、もうちょっと経営計画につ



いてご説明をさせて頂きたいと思います。続きまして「誰もが参加可能な場と空間の形成」。過去皆

さんから、散々という言葉を使うとちょっと語弊が有るかもしれませんけれども、色んな形でご指摘さ

れて来た事が全てです。ＨＦＣとしては当然改善しなければならないと言う考え方は持っておりまし

たけれども、具体的に問題点を洗い出しする事で優先順位を付けながらはっきり分かる形で変えて

行きたい。ここのところで５項目、具体的なものに触れながら記載してございます。これについては後

程担当の方から説明致しますが、分かり易く言えば今迄やろうと思って出来なかった事を今年集中

してやって行こうと。書いただけではなくて具体的にやって、皆さんにちょっとは変わったなと、良い

方向に動いているなと希望を抱いて頂く様に、目に見える形できちっと変えて行こうと。昨年の１０月

位からフロントスタッフ全社員が参加し、３つの分科会に分かれて色々テーマを洗い出し、一つずつ

潰しながら集約したものを、ここに記してございます。今年、石崎監督というコンサドーレに縁のある

人を迎えて、率先してクラブ、チームのイメージを変えようとしてくれていますし、監督本人も出来る

事は何でもやるとおっしゃって頂いている。私としましては、コンサドーレが出来た時の熱気の様な

物を、改めて打ち出して行きたいと。赤黒ユニフォームの発案者である石崎監督を迎えていますの

で、コンサドーレの赤黒のイメージをもう少し色んな所に打ち出せる様な諸々の政策をどんどんやっ

て行きたい。３月８日が開幕でございますので、これからひと月かけて皆さんに期待感を持って頂け

る様な状況で開幕戦を是非迎えたい。その為に、ここに書いている事の最終の詰めを今、社内で毎

日の様に繰り返しているという事でございます。経営としては、如何に観客数を増やして行けるかを

最重点課題として、持って行きたいと思います。

コンサドーレのピークは２００１年、年間３３万人のお客さんを集めた時代が有りました。ご承知の

通りドームが完成した年であり、Ｗ杯の前年であり、Ｊ１だった年。日本のサッカー界もピークに近い

時代だったと思いますし、コンサドーレもその時代が（観客）数としてはピークでございました。直ぐに

３３万人に持って行くと言うのは結構難しいと思います。昨年は２６万人台に留まっておりますので、

今年は去年と試合数が違い簡単に比較は出来ませんけれども、なるべく早めに３０万人に到達して、

３３万人というピークを如何にして目指して行くかに重点を置いて行きたいと。先ほど申し上げました

コンサドーレのイメージを改めて街中に、試合会場に溢れさせる事によって、昔サポーターであって

今コンサドーレの試合から離れている方々に。勿論前提としては魅力あるチームを作るという所が大

前提ですが、そういったトータルの部分を改めて打ち出す事によって、試合から足を離れられてる

方々をもう一度スタジアムに呼び戻す。それから今年からファミリーシートという新しい座席を設定致

しました。座席で言いますとＳＡアウェイ側なんですけれども、保護者の方がいらっしゃれば小中学

生全員無料。中長期的に新しいサポーター、ファン層を開拓して行くという意味で、そういう席も作り

ました。昔来られた方々を戻すという事が短期的な課題であれば、新しいサポーター層を開拓すると

いう事が中長期的という事で、両面セットで今年やって行きたいと思います。見に来て頂いた方が満

足して頂ける様なスタジアム環境の整備、ファンサービスの徹底。そういった所と合わせて、その項

目で触れました。

それから３つ目の「財務内容の改善と事業組織の再編」。冒頭ご挨拶の中で一部触れましたけれ

ども、一つは事業組織の再編と書いてございますが、既に今年の１月から組織を変えスタートさせて

おります。今迄フロント組織が６つのグループからなっていたのを４つに再編し、部の壁を取り払って

一人が多様な業務に対応出来る様な組織を作った。この間石崎監督もインタビューに答えて言って

いましたけれども、１プラス１が２であれば誰でも出来る。１プラス１が３とか４になるようなチームを作

って行きたいと。当然我々フロントの方も１プラス１が３もしくは４になる様な組織にして行きたい。一

人の人間が一つの仕事だけでは無く、複数の仕事に的確に対応出来る様な組織を作りたいという事

で、１月から新しい組織をスタートさせております。

チームの方も、今迄チーム統括本部、これは村野ＧＭが兼務していたんですが去年で退任されま



したのでＧＭは置いておりません。新しい組織では、私がチーム統括本部長を兼務して３つあったも

のを強化部と育成部の２つの部に、私が責任者になっております。これも一人の人間が複数の業務

を出来る様な方向性に従って変えました。

それから予算的な部分で言いますと、興行収入の強化。観客増を最重点にするという事と、２番目

の項目の二つ目に書いてございます会員料収入を拡大する。広告料収入は景気に影響されやすい

部分があるという事で、第３の収入源としてですね。これは今年下準備をして、来年に向けて新しい

会員組織を改編して行く事を考えております。まとまり次第当然発表して行きますが、今は１年をか

けてそういう方向に持って行く為の準備をしているという事でございます。事業予算の選択と集中に

付きましては、今お話しました興行収入と会員料収入に力を入れ、その収入が増える為にきちっとお

金を使う。積極投資というのはそういう意味でございます。ＨＦＣの場合にはお金が無いというところ

で、あれも出来ないこれも出来ないという時代があったと思うんですが、ある程度の支出は必要。知

恵だけで対応出来る事には限界がありますので、収入を増やす為には収入を増やす為の具体的な

戦略を練って、その為の予算は必要に応じて積極的に投下して行く。そういう意味でございます。当

然、全ての費目でお金を増やして行くという訳にはいきませんので、全体的には圧縮していく支出も

有りますし、バランスを上手く見ながら使う所は使う、削る所は削る。それによって経営のバランスを

取って行くという事が、大雑把な説明でございます。

最後になりましたが、本年度のチーム体制、コンセプトについて簡単にご説明させて頂きます。チ

ームが９日にグアムから帰って来て、明日熊本に向けて出発という事で、強化本部長はここに出席

出来なかったんですが、一応私そこも束ねるチーム統括本部長という立場でございますので、私が

ご説明したいと思います。

去年から今年に掛けて監督問題それからチームの再編成と、当然私も全部加わって今日まで色

んな事をやって来ました。その中で、１２月のある時期に石崎新監督が正式に決まりました。当然監

督も入れながら今年のチームについて色々やり取りをして来たという事でございます。監督の言葉を

借りますと、やはり戦うチームにして行きたい、一体感を持ったチームにして行きたいと。言葉で言う

と当たり前ですけれども、徹底してやって行きたいと言うのが石崎監督のまず基本的な考え方です。

戦うチームとは言うのは簡単なんですが、どういう風に見せればいいかについては非常に微妙な

部分も有ります。私も３日間ほどグアムキャンプに行ってたんですが、監督が繰り返し話してたのは、

失敗は恐れずチャレンジする、徹底してやって行きたいと。そこを毎日の練習の中で繰り返しお話し

ていました。個人の名前を上げながらですね。既に監督は選手のフルネームが頭に入っています。

どちらかと言うと上の名前よりは下の名前。征也だったり大伍だったり慎吾だったり、ちょっと紛らわし

い名前も沢山有るんですが、私以上に相当完璧に把握していました。練習を一旦止めて、今の笛は

こうこうこういう事で、こういうリスクがあるからこうしなきゃならないと、戦うという部分を前面に出す様

な指導を相当繰り返し、グアムキャンプの中で行っていました。練習マッチでもそれなりの効果は出

て来たのかなという風に思っています。

日程は先日発表致しましたけれども、９か月で５１試合を戦うという事で水曜日のゲームが相当数

あって、遠征の負担を含めますと思っていた以上に厳しいシーズンだなという風に感じたんですが、

監督も当然その事は頭に有ります。長く厳しいシーズンを戦う為の２７人の選手。一人が複数のポジ

ションを出来るという事に、相当意識を置いた練習を繰り返しておりました。中山元気がセンターバッ

クをやったり、色んなテストをしながらキャンプを行っていました。ケガ人も、それからカードで出られ

ない選手もいるかもしれない。フィールドプレーヤーは２３人になるんですけれども、２３人が昨年以

上にどういうポジションでもすぐカバー出来る様な体制を如何に作って行くかという所が、最大のポイ

ントかなと思っています。クライトンも加わってフルメンバー揃いましたので、熊本からは更に個々の

ポジションも含め戦術的な所に入って行く。コンサドーレでプロ選手をスタートさせた若手が約半分



います。それに中堅、ベテラン、外国人４人。今お話したテーマを組み合わせバランスの中で、年間

を通して如何に徹底して行けるかという辺りが熊本キャンプの仕上げ方で影響してくると思います。

今年はレンタル移籍の選手は一人もおりません。外国人も含めて、コンサドーレに所属するという

か、保有している選手でございますので、クラブとしてはこのメンバーを核に来年以降も見据えた長

期的な視野での編成を心がけて来たつもりでございます。今のメンバーで長いシーズンを戦った上

で、更に来年以降も中核になるようなチームを作って行けるか。今年は非常に重要な年になるという

風に考えております。４バックなのか３バックなのかという事を含めた戦術的な事に付きましては、ま

だ決めきっておりませんし、そういう意味での練習も十分行っておりませんので、クライトンのポジショ

ンも含め開幕直前迄の熊本キャンプで方向性が決まって行くものと考えております。チームについ

てはそんな所で、ご質問があれば何でも。

司会：はい有難うございます。会場のワイヤレスどこにありますか。平松さんその辺り、向こうに１本お

願い致します。それでは、今のお話に関して、チームの体制、コンセプトに関してのご質問、ご意見、

ご提案有りましたら挙手をお願いして、（会場挙手）はい、ワイヤレスすぐお届け致しますから。そち

らの水色の服着られていた方、一番早かったみたい。そこの眼鏡をかけて青い服を着られていた方、

手挙げられましたですね。すいません、立ってお名前を名乗ってからお願い致します。

ノサカさん：ノサカと申します。先ほど組織再編を１月にされたとお話されてたんですが、組織図とし

てオフィシャルホームページの方に、３月の株主総会終わった後なんかでもいいと思うんですが明示

して頂きたいんですが。例えば仙台とか広島は非常に分かり易い形で誰でも見れるようになってま

すんで、その辺お願いします。

矢萩：はい、分かりました。実はチーム統括本部のコーチングスタッフの位置に最後まで決まってな

いメンバーがいるという部分があります。間もなく発表出来ると思いますけれども、今のところ更に育

成で一人二人、ある目的のためにスタッフを増やすという計画があります。具体的な名前も含めて決

まりますと組織図としては完成でございますのでその時点で、株主総会でも報告した上で発表させ

て頂きたいと思います。これはオフィシャルの方できちっと発表致します。

司会：はい、よろしゅうございますか。じゃ、その前の方、お名前を名乗ってお願い致します。

ナリタさん：ナリタと申します。選手と監督はとにかくＪ１昇格を、最終点目指すとは思うんですけども、

フロント側としては今シーズン石に噛り付いてでもＪ１上がる体制のつもりなのか、それとも成績の状

態によって狙うのか、どっちの方向でチーム運営するのか、ちょっと確認したいと思います。

矢萩：非常に難しい質問なんですけれども、これは当然予算のところをご説明しなければ分かりずら

い話になるかもしれません。クラブの予算のうち、一番大きな費目はトップチームの人件費。これに

幾らの予算を費やせるかが一番大きなポイントになってくるんですが、ご承知の通り、今のＪ１とＪ２全

チームを比較しますと、やはりＪ１の１２、３チームはうちから見れば数倍から５、６倍の予算を使って

いる。それからＪ１の下の方とＪ２の上の方、これはコンサドーレも入るんですが、ここに付きましては年

によって違うんですが大体５憶円から７億円ぐらいの強化費が普通になっています。但しＪ２の下の

方、ここ１、２年参入してきたクラブですと強化費自体が１億円とか２憶円っていうクラブも沢山ござい

ます。その中でコンサドーレは過去色んな事がありまして、無理して選手を集め、結果それが債務を

増やす一因になったという反省は十分有りますので、私共としてはチームを強くするという事と経営



の健全化を図るという事が常にセットだと考えていますので、今お答え出来るとすれば、予算状況の

中でも如何にチーム人件費にお金をシフト出来るかというところに重きを置きたいと。但し分不相応

にお金をかけ過ぎるという事については慎重でありたいという事でございます。

まだ予算自体もご説明してないのですが、簡単に言いますと、去年トップチームにかけた人件費

は７億５千万円位の予算で結果的には７億２千万円位で終了しそうですけれども、今年は当然下回

ると。Ｊ２になって全体予算が圧縮されるから下回りますけれども、大幅には下回らない。今の所６億

円前後の予算はかけるつもりでいますので、今年度の予算規模から言いますと、当初考えていたよ

りは相当トップチームにお金をかける。先ほどご説明した２７人の選手という事でご理解頂きたいと思

います。もう少しかければ、例えば国内国外から更に複数の選手をスカウトするとか、かけられれば

万全だったんですが、そこまではいけなかった。けれども外国人の獲得も含めてそれなりの予算は、

今年度についてはかけています。ここの部分は常にバランスをどう取りながら強いチームを作ってい

けるかという事に尽きるかと思います。そんな答えでよろしいでしょうか。分かりづらいですか？

司会：よろしゅうございますか。はい、では前の方。

イシヤマさん：イシヤマと申します。宜しくお願いします。中期経営計画のユース世代の発掘、育成

についてお尋ねします。鈴木智樹さん、ご活躍の上で沢山の選手を見つけられる事を期待しており

ますが、全ての優秀な選手をコンサドーレの下部組織のみで抱え込む事には自ずと限界もあろうか

と思います。そうなると地域のクラブチームあるいは更にもっと裾野の広い少年団、そういった所で選

手を預けて。預けては変ですけれども、育っていくのを見守るというケースも当然あろうかと思います

が、そうした中で地域の指導者の方々が自分の指導法をもっと伸ばしたい、指導スキルを伸ばした

いという要望は相当強いものがあるのかと思います。例えばコンサの下部組織の指導者が、指導ス

キルについて講習する、そういう動きの必要性について今どう考えておられるのかという事が１点。あ

とそのような事を湘南ベルマーレさんがやっておられて、非常に優れたプログラムであるように見えま

したので研究されたら、来年以降活かして頂けたらいいかなと。ご提案、要望という形でお伝えさせ

て頂きます。以上です。

矢萩：北海道、やっぱり相当広い。それから皆さんが感じておられるより相当の頻度で大会、試合が。

オンシーズン、４月以降になるとほぼ毎週、そういう状況があります。コンサドーレはＵ－１８、１５は

札幌と旭川、それから１２と優秀な監督・コーチを置いております。人材っていうのはコンサドーレの

中だけではなくて、外に向けてもその力を発揮する事が最終的にはコンサドーレに返って来ると思っ

ていますので、今迄も時間的な余裕があればっていう条件付きなんですが、そういう要望があった場

合には当然の事ながら、それに応える様なコミュニケーションは世代ごとにやらせて頂いています。

その発想は非常に重要だと思いますし、その辺についてはこれからもやっていきたいと。ですが

何せコンサドーレのユース世代の試合ですら毎週遠征、それから全国大会等々も入れますと相当年

間のスケジュールが入っておりまして、中々そこの所が十分に役割を負いきれていないという現状は

あります。但し今ご指摘頂いた事はその通りだと思いますので、育成ミーティングの中でも今迄も色

んな形で報告も受けていますけれども、コンサドーレがそういう役割をどんどん負っていくという事に

ついては、今後とも出来る限り徹底していきたいと思っております。

司会：よろしゅうございますか。はい。今社長から地域的にも広いというお話が出ておりましたが、ち

なみにプチ情報的なお話ですが、北海道がみなさんどの位の大きさか漠然としたものだと思います

が、大体８万平方キロ位ございます。都道府県で言いますと、四国４県と九州７県、山口県、広島県、



沖縄県を入れた位の面積が北海道の面積でございます。ちなみに人口で言いますと、１平方キロメ

ートルあたり北海道は７１人、東京で大体５，６９５人、大阪ですと４，５６７人、これ位の人工密度の土

地でございます。そこを網羅するのは、やはり本州のクラブチームとは違った戦略を取らなきゃいけ

ないという事も、サポーターの基礎知識の中に、片隅に置いて頂ければ助かるかと思います。では、

次のご質問承ります。はい、そちらの方。

タカハシさん：タカハシと申します。漠然としたご質問になるかと思うんですけれども、テレビに何度

か地方のＪクラブという事で、新潟とか大分といったチーム・社長が登場なさって。大分については去

年の活躍もありまして何度かマスコミにも社長ご自身が登場され、県全体で人口１２０万人の地方で

ありながらスタジアムに３万人のサポーターを呼ぶという事で、自ら町に出てスポンサー獲得に走り

回ったり、テレビで非常に熱心にやられてる様子が伝わってきたんですけれども。新潟なんかも相当

数のスポンサーを小さい所から発掘してやっているという、そういった地元、地方チームの活躍の状

況、当然テレビでご覧になっていると思うんですけれども、同じ地方チームでこれからＪ１に向かって

行かれる中で、ご覧になっての感想等ありましたらお聞かせ願いたいんですけども。

矢萩：札幌を中心とする北海道、エリアパワーで言うとこちらの方がずっとあると思っています。その

中で新潟、大分がチーム成績もそうですけれども、クラブの運営に付きましても色んな先行事例を出

して頑張っておられる事については敬意を表したいと思います。我々もそれを参考にしながら、当然

ながら色んな事をもう既にやっております。一つ例を申し上げますと、昨年９月の時点で１１月にレッ

ズ戦、１２月最終戦にアントラーズ戦があるということは当然分かっておりましたので、フロントスタッフ

全員でまずチケットを売ろうという作業を二月かけて行いました。結果としてレッズ戦が約２万９千人、

アントラーズ戦が２万６千人。私の単純な発想としては例えばレッズ戦にレッズサポーターがガッと来

ちゃって、アウェイサポーターとコンサドーレサポーターの数が同じという場面は見たくないと。私先

頭になりましてチケットを売りまくりました。浦和と鹿島は、そこの効果もあったと思います。レッズ戦

については、ビジター自由席が即日完売になるなどアウェイサポーターもたくさん来て頂いたという

こともありますけれども、我々としてはやはり自らがチケットをいかに売るかという所を年間通してやっ

ていくと。今のマンパワーでは出来きれない部分はあるんですけれども、やはり年に何回か山場を作

ってやっていこうと呼びかけて、クラブ全体で作業をしました。両方の試合で約１万枚のチケットを直

接売った。今迄全くやってなかった訳ではないとは思うんですが、今回リストを数百社作り、会社回り

中心だったんですが色んなところをやった。成果は、確実にレッズ戦とアントラーズ戦の動員数に表

れているのかなと思っています。今年も何回か山場を作り、最初は３月８日の開幕戦に向け今何をや

っているかと言いますと、開幕戦にいかに沢山人を集められるかと。目標数字最低２万５千人。これ

は昨年ホーム開幕戦のマリノス戦と同じ数字なんですけれども、ここを最低目標にする為に色んな売

り込み作戦を行っている。当然まだシーズンチケットの発売をしております。年間の安定的な動員対

策の為にシーズンチケットをいかに売り込むかという事に重点を置いて作業をしています。

それからスポンサー関係も当然の事ながら色々やっておりますが、札幌以外のエリアに関しては

札幌に会社があってそこで限られたマンパワーの中でやっているものですから中々十分に成果を上

げきれてないという実態があります。それで先ほどフロント組織を４つの部に改編したというお話を申

し上げましたけれども、今年のテーマとしてはもう部関係なしに総務部も含めて全道エリアを１４支庁

に分け、各地区担当というのをつけました。当然地区には後援会組織も有りますし、サッカー協会の

組織もある。その辺を足がかりに各地区を定期的に訪れて、一つはサポートシップスポンサーも含め

たスポンサーの開発、それからチケットの売り込み、こういった事プラス地域とのコミュニケーション作

りというようなテーマで１年かけて、札幌以外の地域対策も徹底してやっていきたいと。その中で今ご



指摘がありましたクラブとしての営業力を少しずつ高めて行きたいと思っております。

先ほどもちょっとお話ししました様に、例えば日産自動車が野球部ですとか卓球部ですとか、所謂

アマチュア系の部を廃部するという動きがあったり厳しい状況がありまして、広告料に頼るという事に

ついての限界みたいのも色んな面で他のクラブは出てきております。我々の方としては動員をいか

に増やすかというところに重きを置きながらも、それでも広告料収入につきましてもサポートシップス

ポンサーの５万円も含めてさらに拡大していくような努力は今後ともやっていきたいと思っています。

新潟や大分に札幌、北海道が負けている訳にはいかないと思っておりますので、そこに負けないよう

な営業活動をこれからもやっていきたいと思っています。

司会：よろしゅうございますか。

質問者：是非負けないで、やって頂きたいと思います。

司会：はい、そうですね。では、この件に関して最後のご質問、あと１件承ります。はいどうぞ。

シバタさん：シバタです。よろしくお願い致します。質問が２点あるんですけど、まず１点目は今回トッ

プチームの編成に関して石崎監督の意見などは反映されているのか、あともう１点はユースの件で、

旭川にＵ－１５のみの組織ですけどもＵ－１２の設立予定などは考えていないのか。その辺を聞きた

いのですけど。

矢萩：まずトップチームの編成について。新聞紙面等々でも色々書かれている部分もありますが、水

面下のやり取りもありますので正確にお話し出来ない部分も若干あるんですが、その経過だけご説

明しておきます。１０月に柏戦、石崎さんが監督をやっていた柏戦でＪ２降格が決まりまして以降、も

しくはその前からといっても良いかもしれませんけれども、監督問題につきましては当時私と村野Ｇ

Ｍと強化部の三上部長と３人で、色んなことを想定しながら作業はしておりました。ご承知の通り、そ

の時点でのクラブの判断としては三浦監督に続投をお願いする結果になったということです。これに

つきまして色々なご意見があるというのは十分承知しておりますけれども、当時クラブの総合的な判

断として三浦監督に続投オファーを出したという事です。オファーを出してから、そうですね、２週間

から３週間くらい返事が来るまで時間がかかったという事です。これは三浦さんなりに色々考えられ

ることがあったと。我々としてはオファーを出して十分受けて頂けると想定していました。勿論色々考

えた結果、断られるという事も想定。当然の事ながら強化部は年間通して色んな選手のリストアップ

はしております。

まずは監督をどうするかと。時系列的に言いますと三浦さんにオファーを出して、それと並行して

来年のチーム編成をどうするかという作業も行っておりました。ご承知の通り１１月末時点で、来期の

契約についての結論を選手本人に伝えなきゃならないというルールがありますので、その辺を見据

えながら監督、それから来期構想。今の３人を中心にそういう構想を練っていたという事でございま

す。その後に三浦さんから来年は諸般の事情で続ける事が出来ないというご返事を頂きまして。こち

らもその２～３週間の間、三浦監督と何のコンタクトも取ってなかったという訳ではなく進捗状況、本

人の判断の経過がどうであるかというのは常に情報として持っておりました。受けて頂ける場合、受

けて頂けない場合、両方を勘案しながら、もし受けて頂けない場合には違う監督をどうしたら良いか

という作業は当然していたという事でございます。監督候補は複数リストアップしておりました。その

候補の今置かれている状況、お金の問題、個人的な考え方等々、リサーチは並行してやっていたと

いう事です。



ご質問にお答えするとすれば、１１月末までに選手に対するオファーを決めなきゃならない訳です

から、その中で三浦監督なり、次の監督の意向が入って行く時間的余地が殆ど無いというのが現実

でございます。ですからほとんどの部分、石崎監督の意向は反映されないで、去年の途中から私と

三上強化部長の２人で人選を進めて行ったという事でございます。監督発表したのは去年１２月末

ぎりぎりだったんですが、内々にご了解いただいていたのはもっと早い時期ですから、内諾を得た時

点で石崎監督としての個人的希望、それからこういう考え方、メンバーで編成しようと思っているけれ

どもということで、問題点それから追加希望等々を聞き今の２７人の戦力になった。

それからユースの旭川について。Ｕ－１２をどういう風に拡大していくかは非常に難しい問題があ

りまして。札幌にＵ－１２があるんですけれども、更に下にと言ったらおかしいんですが、スクールが

有りまして専任コーチを置き業務を行っていると。旭川でも、一部新得にもコーチを派遣している。ま

た年々小学校低学年のサッカー人口は減り気味。クラブとしてはまず今年１年かけて、スクール自体

コーチも増やしスクール生も増やすような方向で持っていったらいいのか、更にスクールからＵ－１２

へのつなぎという事を考えた場合、Ｕ－１２のカテゴリーをどう強化していったらいいのか、この辺を１

つのテーマに掲げています。札幌ですらそういう状況が有りますので、現時点で旭川にＵ－１２を作

るっていう事は考えておりません。スクールがあってＵ－１２、１５、１８があって、しかも各カテゴリー

が札幌だけではなく他の地域にもあってというのが理想としては分かるんですが、費用的な問題、コ

ーチを抱え込みながら５年、１０年後も含めて成算があるかどうかという問題を総合的に考えながら

やっていきます。よろしいでしょうか。

質問者：分かりました。ありがとうございます。

司会：はい、ありがとうございます。まだご質問あるかと思いますが、この内容に関しましては一旦打

ち切りさせて頂きまして、次の会社運営、昨年の減資その後の増資を踏まえて今年の収支目標関係

に関するご説明を頂戴したいと思います。宜しくお願い致します。

佐藤専務（以下佐藤）：佐藤でございます。皆さんには、去年の減資でご迷惑をおかけし、増資でご

協力いただきました。改めてお詫びとお礼を申し上げます。座ってご説明させていただきますけれど

も、減資増資について最初にお話をさせていただきます。減資につきましては先ほど社長の話しに

もありましたけれども、２００７年度末で資本金が２５億円超、累積赤字が２７億円超ということで、１億

９千万円ほどの債務超過がございました。債務超過と申しますのは、累積赤字が資本金を上回って

いる状態であるということでございますので、１億９千万円の債務超過があったということです。

Ｊ１昇格の要件として、Ｊリーグの経営諮問委員会からこれを解消しなさいという指導がございました

ので、その手段として減資増資を行いました。減資を最初にしたのは、２７億円ほども累積赤字があ

る会社に投資をしようというところはまずないだろうという判断がございまして、８０％の無償減資をさ

せていただきました。それによって資本金の約２０億円を累積赤字の解消、補填に回させていただき、

その時点で累積赤字は７億円超に減りました。その上で増資を募った訳でございます。

こちらにもたくさんの方がご協力していただいたと思いますけれども、サポーターズ持株会の皆様

から１億２，６２１万円のお金を頂戴し、それから石水勲氏、ニトリ、北海道新聞社、須田製版の各社

さん、サッカー協会さん等から出資をいただきまして合計２億８，４２１万円のお金を新たに頂戴を致

しました。その結果、その時点で１億９千万円あまりの債務超過を上回っておりますので、債務超過

は解消の目処が立ちました。で、これからお話しする決算との関係がございます。決算は、結論を言

うと恐らく２００８年度の状態は３千万円ほどの赤字であろうと見込んでおります。従って累積赤字が

その分増える訳ですけれども、２億８千万円の増資があったおかげで、資本金と累積赤字の差は２０



０８年度末で６千万円程。その分脱しているという状況がございます。皆様方に改めてこの増資につ

いてのご報告をし、感謝を申し上げます。

次に決算について申し上げます。素人にも分かるようにというような注釈がございまして、私自身

素人でございますので自分が分かるように説明したいと思います。数字は今詰めているところで若干

といいますか、恐らくそれほど大きな動きはないと思いますが、いずれにしても動きがあるというふう

に思っておりますので、少し数字が変わることがあるかもしれませんけれども、ご承知おきいただきた

いと思います。また、少しくどくなるかもしれませんけれども、我慢してお聞き頂きたいと思います。

２００８年度の決算、私共の会計年度は１月から１２月でございますから、去年１年間の収支状態と

いうことになります。先ほど申し上げましたように、結論から先に申し上げますと経常収支ベースで最

終的な純利益はマイナス３千万円。言い換えれば３千万円前後の純損失、赤字が出る見込みでござ

います。経常収支はサッカーチームの運営という本業に関わる営業収支、本業に関わらない営業外

収支、この二つから成り立っておりますので、それぞれについて簡単にご説明をさせて頂きます。

まず営業収支のうちの営業収入。中身は入場料収入である興行収入、スポンサーさんからの広告

料収入、皆さんにグッズをお買い求め頂く販売収入、ファンクラブですとかスクールの会費ですとか

を総称してその他収入。テレビ放映権料等の再配分と言いましょうか、Ｊリーグからの配分金。そうい

うものから成り立っております。これらを合わせた営業収入の合計は２００８年度、約１６億２千万円に

なる見込みでございます。そしてこの収入を得るための支出、営業費用と私共言っておりますけれど

も、これはトップチームの人件費・遠征費、ユースチームに関わる費用、試合運営費をはじめとする

興業費、宣伝費、フロントスタッフの人件費、こういうものでございますけれども、この合計は１７億７

千万円になる見込みでございます。今お話ししたように営業収入が１６億２千万円、これに対して営

業費用は１７億７千万円ということでございますので、営業費用が収入を１億５千万円上回っておりま

す。従って本来業務、本業では残念ながら１億５千万円台の赤字を見込まなければならないという

状況でございます。

一方営業外収入は札幌市からの補助金、ニトリさんや後援会の皆様方からの寄付金がございまし

たので、この合計が約１億７千万円ございました。これに対して営業外費用。これは例えば借入金の

利息ですとか、昨年実施した減増資に関わる費用ですとか、そういったものでございますけれども、

この合計は約３千万円。したがって営業外収支では１億４千万円程の黒字が見込まれます。本業の

営業収支が１億５千万円の赤字、本業以外の営業外収支では１億４千万円の黒字でございますから、

これを重ね合わせた経常収支は、約１千万円の赤字となります。これに税金と他の要素を加味致し

まして、最終的に３千万円ほどの赤字になるということでございます。大変残念なことでありますけれ

ども、本来業務では大きな赤字を出したけれども補助金・寄付金があったおかげで何とか最終的に

は赤字の幅が３千万円に落ち着きそうだというのが実態でございます。もちろん３千万円に赤字が減

ったっていうことを声を大きくして胸を張って申し上げている訳ではございませんで、元々は本業に

関わる営業収支の黒字を目指すのが企業として当然の姿勢でございますから、結果がこういう状態

であるということについては残念でありますし、申し訳ないと思っております。

営業収支、先ほど相当な赤字が出る、１億５千万円の赤字が出るというふうにお話を申し上げまし

た。この理由について申し上げます。原因は一にも二にも興行収入、即ち入場料収入が予算に全く

届かなかったということでございます。私共、この予算では６億８千万円を収入として見込んでおりま

した。ところが決算をしてみますと５億２千万円に留まっておりまして、この差の約１億６千万円、これ

が全体の足を大きく引っ張ってしまったという形でございます。先ほど営業収支の赤字は約１億５千

万円と申し上げましたけれども、まさにこの大部分が興業収入の誤算による赤字ということでございま

す。２００８年度の予算編成に当たりましては、ナビスコカップ戦３試合を含むホームゲーム２０試合

で３５万５千人の観客動員を予想した上で、興行収入を６億８千万円と見込みました。しかしながら観



客数は結果として２６万８，２８５人に留まりまして、大幅に、目標に届かなかったということでございま

す。予算編成時、その観客動員数と興行収入の見込みは少し過大じゃないかという見方もございま

した。そういう指摘もございましたけれども、先ほど社長も申し上げましたように、Ｊ１リーグに所属して

いた２００１年、このときはリーグ戦１５試合とナビスコカップ１試合の合わせて１６試合で３３万人台の

入場者があったということ。それから２００２年もリーグ戦１５試合とカップ戦３試合、合わせますと１８

試合で３１万人強の入場者があって、両年とも７億１千万円の興行収入がございました。そういうこと

もありまして到達不可能な数字ではなかろうと、何とか頑張ってそれだけのお金を稼ぎたいというふう

に考えた訳でございます。

しかし結果としてはその見方は甘かったということでございまして、大変残念なことであります。私

共としてはＪ１効果というものを過大評価していたんじゃないかと、集客の努力不足もあっただろう、あ

るいは２００１年、２００２年はドーム人気というものがあったし、その後他のプロスポーツチームも札幌

に来ておりますからスポーツ観戦の環境も変わっているということ等が響いているところもあるだろう

と思っておりますけれども、何もやってこなかった訳でもございません。もちろん当たり前のことです

けどもポスターやチラシなどによる告知、企画チケットの発売、スタジアムイベントの展開等も行って

まいりました。先ほど、これも社長が詳しくお話をしましたけれども１１月の浦和戦、１２月の鹿島戦に

向けては社員自らがチケットを売るというような体制で臨み、合わせて５万５千人のお客さんを集め、

収入面でも相当大きな効果がございました。これをしなければ赤字はまだまだ膨らんでいたのでは

ないかという意味では、こういうことをこれからもやっていくべきことであろうと考えております。今年の

シーズンについては、先ほどご説明申した経営方針に基づく２０１１年までの中期経営計画に肉付

けをする中で、選手のスタジアムでのお出迎えですとかサイン会ですとか、これまで以上に選手の露

出アップを図り、あるいはスタジアム環境整備等を図り、イベントも充実させながら興行収入の確保

に努めて参りたいと考えております。

冒頭に申し上げた決算については大体そんなところでございますけれども、債務超過との関係に

ついて言いますと…減増資ですね、ごめんなさい。減増資の関係について申し上げますと、２００８

年度の収支について特別関係しているという部分は、減資増資のＰＲにかかった費用ですとか事務

費用ですとか、それが２千万円ぐらいになった。支出が増えたという一方では資本金が減ることによ

って、所謂外形標準課税が減った。もちろん一番大きな要素としては２億８千万円の現金が入ってき

た訳ですから、キャッシュフローがきわめて良くなったという点、財務内容が悪いながらも改善された

というところが一番大きな結果であります。２００８年の赤字３千万円が累積赤字に加わるもんですか

ら、最終的には資本金と累積赤字の差は６千万円程度ということはお話したとおりでございますけれ

ども、この６千万円というのはちょっと間違えれば、ちょっと狂えばたちまち吹っ飛んで、また債務超

過になりかねないというリスクも孕んでおります。非常に脆弱な財務状態であることには変わりござい

ませんので、今後とも厳しい経営が求められるのではと考えているところでございます。雑駁でありま

すけれども、以上で私から減増資並びに２００８年決算についてご説明を致しました。何かご質問が

あればお受け致します。宜しくお願い致します。

司会：はい、ありがとうございます。じゃ、この会社運営の資金的なものに関するご質問。（会場挙

手）はい、マイクをお願い致します。お名前をお願い致します。それからご質問どうぞ。

アラキさん：アラキと申します、よろしくお願いします。２件、お伺いしたいことがありますので、よろし

くお願いします。まずは北海道と札幌市から借りてる借金の関係なんですけども、昨年度どれくらい

返済されたのか、その結果どれぐらい残高が減ったのか、そして今年どれくらい返済予定かについ

て教えてください。それに関係しますけども、昨年ダヴィが移籍したことで移籍金収入があったかと



思いますが、これを一部なりとも充てる予定があるのかどうか、差し支えない範囲で構いませんので

教えてください。２件目なんですけども、昨年の減増資の結果、株主構成が変わったかと思いますが、

その結果法人税の算定にあたってちょっと不利になる、同族関係になる恐れはないのかどうか、そ

れについて教えてください。以上です。

佐藤：まず北海道と札幌市からそれぞれ５億円を借りている件について申し上げます。私共でいえ

ば２００８年度、北海道、札幌市の会計年度で言うと２００７年度になりますけれども、去年３月に道に

５千万円、札幌市に１千万円返済をいたしました。従って５億円からそれを引いて頂ければ残高は

おわかりだと思います。で、今年３月にも道庁さん、札幌市さんとお話をした中では、道庁さんには５

千万円、札幌市さんには１千万円返すというお約束になっておりますので、このお約束は果たしたい

と思っています。ダヴィの移籍金については今年の予算に反映される訳でございますけれども、３月

時点でどれだけお返しするか。５千万円と１千万円は返すと決めておりますが、プラスどれだけ返せ

るかについては、まだはっきり決めている訳ではございません。５千万円と１千万円になるかもしれま

せん。その辺はこれからもう少し、決算状況あるいは予算を確定する中で決めてゆくことになろうかと

思います。それから、同族云々というお話については私、はっきり言って分かりません。その話題は

今のところ出ておりませんでした。今せっかくそういうご質問がありましたので、危険性があるのかな

いのか、監査法人なり税理士なり、総務部を経て聞いてみたいと思います。すいません、こちらにい

るメンバー、初めてお聞きすることですのでこの程度のご説明で申し訳ありませんが、ご了承頂きた

いと思います。

司会：はい、よろしゅうございますか、ご質問。

質問者：はい、ありがとうございます。

司会：では他のご質問承ります。はい、どうぞ。お名前をお願いいたします。

ナンゴウさん：ナンゴウです、よろしくお願いします。シーズンチケットを購入された方の入場時間を

１５分早めるというような政策を今年からやられるということで、去年サポーターズ集会でいろんなこと

が言われたことについて色々動いてるんだなという意志が見られましたし、それから先ほどの矢萩社

長の中期経営計画についてのご説明で非常に具体的に今年はちょっと、やるよ、っていう意志がと

ても感じられたので、その点とっても嬉しいというか見守っていたいなという思いで聞いておりました。

で、何点かあるんですけど、一つは去年と一昨年、非常に試合を見ていてつまらなかったです。な

ぜかというと、試合残り１５分、２対１で負けてます。その状況で守ってというか、守りから入る試合の

スタイル。試合にというかサッカーにあまり詳しくない人が圧倒的に多い札幌の地域性の中で見てて

正直おもしろくない。そういう監督は今後選んでほしくないなっていうのが正直なところです。個人差

がいろいろあるかと思いますけれども、観客を多くするんなら面白い試合をやって欲しい。昨年とそ

の前の年、サポーターズ集会出てきたんですけれども、社長さん以下役員さん方が試合を見ている

とは思えないような発言をされる。例えば私達はスタジアムに行って試合を見て応援して、その後家

に帰ってＣＳ放送を録画してあるのをまた見る訳ですね。そうすると年間に５０試合以上見る訳です。

その中で素直なところで、こういう方がいいな、ああいう方がいいな、こういう攻撃して欲しいな、こう

いう守りやって欲しいなと思う訳ですよ。ところが役員さんの話を聞いていると結果として勝っている

からいいんじゃない、っていうような反応しか出てこないので、どうも僕たちが試合を見ている率直な

感想と違うんじゃないかと。それから、これはいずれも聞いた話ですので本当かどうかはわかりませ



んが、５万円のサポートシップスポンサーという制度があるそうですが、その更新の際に一度も営業

さんが来たことがないと複数の方から聞きました。小さな店舗や商売をやられている方がなけなしの

５万円を出してサポートシップスポンサーになって頂いてるんだと思うんですが、最初の年こそ営業

さんなり何なりＨＦＣの方が来るんだと思うんですが、２年目以降更新の時に説明にも来たことがない。

そうおっしゃっていました。これも別の人から聞いたんですけど、日ハムでも同じような制度があって、

毎年日ハムの人が来られるんだそうです、更新の際に。今こういう状況ですよとか、選手たちこんな

ことやっていますよっていうような話をされて帰って行かれる。今まで出来なかったことが今年出来る

ようになるとか、出来ないとかっていうのは分かりませんけれども、もし、よりお金を集めたいと考えて

らっしゃるのだったら、その点も今後考えて頂ければなと思います。それからもうひとつ。ある大きな

スーパーさんの営業部長さんから直接私聞きしましたお話なんですけれども。スーパーの本部さん

のところにＨＦＣの営業さんが来まして、ちょうどＪ２からＪ１に上がる時期だったそうですけれども、今

この時期にスポンサーになって頂くと、Ｊ２に落ちた時にスポンサーから降りられるとサポーターがそ

っぽを向いてしまう。Ｊ１に上がってスポンサーになることで、サポーターが注目してお店に来てくれる

かもしれないけれども、将来Ｊ２に落ちた時にスポンサーを降りたくなったときに困りますよね。だから

今年やめましょう。そういってスポンサーを断ったんだそうです。あらかじめ断っておきますけど、内

容も違うのかもしれませんしニュアンスも違うのかもしれませんし、本当の事かどうかも分かりません。

ただ、そういう営業をして、せっかくスポンサーになってくれるかもしれない機会をわざわざぶっ潰し

てしまうような営業は今後やめて、頑張って１件でも多くのスポンサーをつかむように努力して頂こう

と思います。以上でございます。どうもありがとうございました。

矢萩：今のご質問については私の方からお答えいたします。まず、つまらない試合というご指摘。こ

れは非常に難しいご質問で、ちょっと答えに迷うとこなんですが。私も昨年７月にＨＦＣの社長になる

までは皆さんと同じサポーターの一人だった人間で、当然相当数試合を見ていますし、試合内容に

も関心を持っていた人間ですが。例えば昨年、Ｊ１残留は最大の課題だったということがありますので、

基本的には、三浦さんのサッカー自体も守りから入っていってというところでスタートしなきゃなんな

かった。監督が望むような陣容をなかなか組めなかったということがあって、ああいうスタイルの試合

になったと。面白い試合をやって負けてもいいのか、守りが中心だけども勝った方が良いのかにつ

いては、プロスポーツの場合には永遠の課題ということだと思います。私としては冒頭お話ししました

今年の石崎監督のチームコンセプト、どういう状況でも闘争心を前面に出していく、戦うチームを皆

さんにお見せ出来れば、それが答えなのかなと思っています。つまらないサッカーをやりたいとは監

督も選手も思っていませんし、当然我々も思っていません。ただし去年、一昨年、先ほど佐藤専務か

らお話ありましたように、ややこちらが思っていたほど人が集まんなかったということにも一部絡んでく

ることかもしれませんけれども、今ご指摘あったことが全てだというふうに私は個人的には思っており

ません。少なくとも戦う姿勢が見えるチームをきちっと作っていけば、今のご質問にはある程度答え

ることが出来るのかなと思っています。今の指導の中では早めのところからプレスをかけてボールを

奪って再展開していくと、そういうチーム作りを石崎監督は目指していますので、去年とはまた違う試

合内容になると思います。そこのところにご期待頂きたいと思います。それからサポートシップスポン

サーの件。毎年更新させて頂いているんですが、その後一切何のコミュニケーションもないということ

ではありません。例えばポスターを切り替える時期ですとか、そういった時期を含めてなるべく直接

各お店なり事務所に寄り、コミュニケーションをとらせて頂くようには去年からしております。ただし札

幌以外のところでサポートシップスポンサーになって頂いているところもあるもんですから、今ご指摘

頂いたようなところが全くないかといわれれば、ひょっとしたらあるかもしれない。出来れば今年、サ

ポートシップスポンサーさんの横の繋がり、例えば会合みたいのを開きまして、サポートシップスポン



サーさんとクラブとのコミュニケーションを今までよりは強化して、貴重なお金を出して頂いて意味が

あると思われるようなことをしっかりやっていきたいなと思っています。去年は２００件を超えておりま

すので、金額でいいますと１千万円以上の予算ということになりますから、サポートシップスポンサー

を軽視していることは全然ありません。逆にこれから先ほどもお話ししたような経済状況の中では、こ

うしたところを積み上げていくのが一つのポイントかなと思っておりますので、その件につきましては

引き続きしっかりした目配りをしながらやっていきたいと思っております。

それから最後の件については常識では考えられない。我々営業のやり方の中でＪ１だからＪ２だか

らと、若しくはスポンサーやらない方がいいですよっていう言い方をするってことは、ちょっと考えられ

ません。ただ色々営業の仕方としては、例えば新しくスポンサーになって頂くところに対して、出来れ

ば１年ではなくて２年３年と長期的に継続して頂きたいというお話はその都度させて頂いています。

その辺の言葉の行き違いをどういうふうに受け止められたかという部分はあったのかも知れませんけ

れども、今のご質問については営業の基本的なやり方としてそういうことはありえないと思っています。

そんなところでよろしいでしょうか。

司会：よろしゅうございますか。ほかにご質問ございませんか。はい、真ん中で。

タケダさん：タケダと申します。昨年のサポーターズ集会で、私の方でＨＦＣが北海道に提出した経

営改善計画についてホームページ上で公開して欲しいと。あと、これ、こんがらかりそうなんですけど、

２００６年にも中期経営計画というのを作ってるんですが、これをホームページ上で公開して欲しいと

いうことを要望しました。これに対して、佐藤専務だったと記憶してますが、経営改善計画等のホー

ムページへの公開については道庁さんとの話し合いが全部終わった段階で、なるべく早く公開をい

たします。中期経営計画についても同じですと回答されたと記憶されてるんですが、まだ私の見たと

ころホームページ上には掲載されてないようなんですが。出来れば早くよろしくお願いしたいと思い

ます。次の質問いきます。昨年、持ち株会で増資した際に、ホームゲームの試合会場の札幌ドーム

内で、このぐらいのチラシがありまして、Ｊ１であり続けるためにという振り込み付きのチラシを配られて、

私も受け取りました。その結果１億２千万円以上のお金が集まりました。この時持ち株会では減増資

は債務超過解消のためにやるけども、持ち株会の増資については強化費に充てると。この旨その紙

にも明記されてますし、オフィシャルのホームページで、８月２９日付だったと思いますけども持株会

が『この出資金をコンサドーレ札幌の選手強化資金として利用されることを改めて要請いたしました』

と報告もあるんです。で、ＨＦＣでは昨年の強化費に、当初予算から１億２千万円以上増額になって

るんでしょうか。もし、ちょっと先ほど経営状態の話も聞きまして、なかなか厳しいと思うという理由で１

億２千万円以上も強化費が増額出来なかったというんであれば、持ち株会の会員募集のチラシもホ

ームゲームのドーム内で配ってますし、しかもオフィシャルホームページでこういう要請もされてる訳

ですから、ＨＦＣ側から会社の経営状態も危ないんで全額強化資金に向けることは出来なかったよと

か、持株会ではこういうふうな要請をしてるけどもＨＦＣとして受けられるかどうかは分からないよと、こ

ういう情報の発信をして欲しかったと思うんです。本来ならば持株会の方でこういうことを言うべきだと

思うんですが、ホームゲーム会場でこういう要請もしてるし、ホームページ上でもしてるもんですから、

その辺のところをちょっとお聞きしたいと思います。

佐藤：私から申し上げたいと思います。最初のご質問。確かにおっしゃるとおりでございまして、道庁

に文書を出したものと中期の財務改善計画、これについて公開しますというふうに私申し上げました。

で、大変申し訳ございませんけれども、道庁に出したものは経営責任に関わる問題、５億円の借入

金についての債務保証等個人にかかってくる問題もあるという判断。道庁さんとしては平たく言うと、



経営責任を道が問うたために経営者が代わったというような印象を持たれるのは好ましくないというよ

うなやりとり等もございまして。もうひとつ、正式に道庁にお出しした公文書のようなものでございます

ので、その辺を含めて公開はやめさせて頂きました。財務内容についても、道庁さんに５億円を返済

するためのやりとりの中で、道庁さんとしては営業収支で黒字を出さなければ返済はおぼつかない

んじゃないか、補助金はいつまでも当てになるものでもないし、寄付金も前もって分かることでもない。

要するに営業収支で黒字を出していかなければ、５千万円返せと言ったって信用出来ないし、議会

にも説明出来ないと。このような話のやりとりの中で、精一杯頭を捻り知恵を絞りながら道庁さんと話

した結果でございます。何と言いましょうか、２００８年度についても営業収支では相当大きな赤字を

出したということもございましたけれども、一般に公開すると誤解を招く恐れがあるし如何なものかな

というような判断で、ホームページに公開することをいたしませんでした。私がお約束したこと自体が

大変軽率だったと思っております。これはお詫び申し上げます。是非ご理解を頂きたい、このように

思います。

それから、持株会さんが強化費ということを銘打ちながら皆さんに会員の募集をしたこと自体は私

も承知しております。１億円超のお金をどうするかということについて、もちろん会社の中でも考えた

経過もありますし、選手を強化しようという考え方もございました。しかし、最終的に２億８千万円とい

うお金、これは持株会さんのお金も含めてですけれども、それが確定したのはシーズンが半ばを過

ぎた状態。もちろん選手を補強して白星街道をばく進してＪ１に残留をして、その効果で観客も増え

て選手への投資を上回る入場料収入があって債務超過も免れるという絵は描けたんでございますけ

れども、一方ではその時点で興行収入が大変落ち込みが大きいと。それを持株会さんの１億２，６４

１万円だったと思いますが選手強化に充てた結果、最悪と言いましょうか、それでも相当程度の勝率

を上げていかなければＪ１に残留出来ない。例えば１６位前後であればそういう選択も或いは出来た

かも知れませんけれど、かなり大きなリスク。しかもその後債務超過になってしまう可能性も大きいと。

そういうリスクを負ってまでかけることは出来なかったということで、選手強化には使わなかったという

ことでございます。先ほども何度か申し上げましたけれども結果として債務超過との差は６千万円あり

ますけれども、もし６千万円以上のお金を使っていれば、再びひょっとしたら債務超過になっている

かもしれなかったという状況ですし、当時としてみれば持株会さんからのお金を含めてもまだ債務超

過になる可能性を睨みながらのことでございましたので、強化費としての利用ということにはしなかっ

た。持株会さんがそういうような募集をしている或いは強化資金に使ってくれというふうにＨＦＣに申

し入れをしている、その返事をホームページ上でしたら良かったんじゃないかというご指摘について

は理解をいたしますけれども、強化費を使わなかったという点については今の事情がございまして、

ぜひともご理解を頂戴したいと思っております。説明、以上でございます。

質問者：申し訳ありません。最初の質問で、結局道に出した経営改善計画について経営責任が

色々あからさまになっているから道庁さんの方で公開を避けて欲しいというような回答があったと今

聞こえたんですけども、要するに情報公開条例とか多数出ておりまして、公文書で出したという形で

あればかなり公開されることになっておりまして、プライバシーに関わる分だけ墨書なり何なり出るか

も知れませんけども、かなりの部分が公開されると思います。情報開示手続きをとるとすると、道庁の

方からそういう書類が出る可能性が高いと僕は思うんですよ。そういうふうな形を取るんであれば、道

庁さんがそういうことを本当に言ったのかどうか僕わかりませんけども、むしろＨＦＣのほうから直接経

営改善計画、出された方が後々いいんじゃないかなと思うんですけど。あと、もうひとつ。２００６年に

作成した中期経営計画、こちらの方も公開というのをお願いしたいと思います。後もう１点だけ、宜し

くお願いします。どこで話すかちょっと迷ったんですけども、先ほど矢萩社長の方から「北海道フット

ボールクラブ中期経営計画２００９－２０１１」というのを説明して頂いた。それの２枚目にコンサドーレ



札幌強化計画ステップ５に達成可能な選手強化という項目がございます。で、結局この中の※印の

中で、２００９年当初のチーム現状はステップ３、同年末の目標ステップ４と捉えるうんぬんと書いてあ

るんです。で、実は昨年のサポ集会で当時の児玉社長は、２００８年は５段階計画の５段階目だと明

言していました。あと、エピネットとかで有価証券報告書の半期報告書上でも９月２６日にコンサドー

レ札幌は２００７年シーズンでＪ１昇格を決め、２００８年はＪ１リーグで戦っています。５段階計画との関

係では最終ステップ５に到達したと認識し、というふうに書いてあるんですよ。私は５段階計画ってい

うのは５つのステップを段々上がっていくものであって、一度上がった階段をまた下がるとは思ってな

かったんですよね。いつのまにかステップ５だったはずがまた下がってしまうと。これがどうしてこんな

ふうな話になるのかと。Ｊ１上がったらステップ５でＪ２落ちたらステップ３とか４とかになるんであれば、

いつまでたっても５段階計画っていうのは終わらないと思うんです。こういう形がちょっといびつで、

元になった５段階計画だけが生き残ってるっていうのもおかしな話なので、新しい計画なり方針なり

を示すことが必要だと思います。以上要望としてお伝えいたします。

佐藤：最初のご質問。道庁が経営責任うんぬんというようなお話をいたしましたけれども、これは文書

の公開をめぐってそういう話が出た訳ではございません。正直に申し上げまして、道庁と私共が５億

円の返済についていろいろ取り決め話をしている中で、そういったような話が出たということでござい

ます。で、タケダさんがおっしゃった事について公開をしなかったというのは私が決めた訳であります

けれども、先ほど申し上げましたような他の理由もございまして公開をしなかったという点については

大変申し訳なく、お詫びを申し上げます。それから５段階計画は社長。

矢萩：今５段階計画についてのご指摘がありました。今回の中期経営計画の中でも※印で触れてい

ます。この５段階計画そのものを今後どうするかについて、実は今検討中でございまして。ただし今

回の中期経営計画を作るにあたっては、５段階計画自体がひとつはチームの強化方針。どういう方

向を目指すかという事と、もう一つは経営改善的な部分も含めて予算的な数値目標も入れた計画に

なっている。２００３年からもう６年経過してまして、特にお金の問題、チーム強化の現況から見ますと

現状にそぐわない部分も出てきていると思われますので、今年１年掛けて、出来ましたら年内にはこ

れを継続して行くのかどうか、もしくは新しいものを作って行くのかどうかを含めて検討はして行きた

いと思っております。ただしこの５段階計画自体は、一番最後に表現としてありますけれども、ステッ

プ５をもって完了ではなく、ステップ５を維持継続するものであると書いてありますように基本的には

ステップ５の完成度を高めていくという所を到達目標にしております。具体的に言いますと、Ｊ１で中

位から上位に行って何年かに１回かは優勝を狙えるという所までを記したものでございますので、当

然の事ながらＪ１からＪ２に落ちたということであればステップ５からステップ４なりステップ３に下方修

正し、それからさらに上を目指して目標を措いて行くこと自体については、矛盾はないと思っており

ます。ただし２００３年策定のこの年Ｊ２に降格し、経営が相当危機的な状況にあった事を踏まえて予

算も大幅圧縮、それに見合った選手編成を行い、再出発の年だった。という所を踏まえて考えますと、

ここ５年の間に予算状況、チームの強化状況もステップ５の内、１と２の部分についてはすでにクリア

は出来てると判断している部分もございますので、この計画自体がやや整合性を持てなくなってきて

いる側面もありますので、今お話しましたように年内には何らかの形で見直していきたいと考えており

ます。

司会：ご質問者よろしゅうございますか。

質問者：わかりました。



司会：はい、ありがとうございます。予定よりも３０分程遅れておりますが、後ろの時計で１４時３０分ま

で、２時半までの休憩といたします。出られまして左手に曲がったところにも、また右側行って右左に

分かれた所にもおトイレもございます。２０分間の休憩に入らせていただきます。

－休憩－

司会：有志からのお知らせ、恒例となっております。その辺から始めたいと思います。ほくせんさん、

どうぞ前の方へ。

斎藤：皆さん、こんにちは。ほくせんサポーターズカードの斎藤と申します。今年も寄付金額の中間

報告をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。まず、前年度の寄付金額なんで

すけれども２，７１２，６６２円、昨年の最終戦当日にＨＦＣの矢萩社長にお渡しいたしました。ありがと

うございます。今回はサポカードメンバーのマツザカ様に代表となっていただきまして、社長に直接

目録をお渡しいただきました。昨年勝てない事が多い中でもメンバーの皆様のご利用金額が増える

ばかりで、私たちも毎月計算をしましてちょっと驚いている所です。今まで何度もサポカードメンバー

の皆さんのすばらしさ分かってましたけど、サポカードも浸透し愛されてると思ったことは去年ほどな

かったなと。ありがとうございました。

そして９月から新年度が始まり、１２月までの４ヶ月で合計９５１，６９５円。４ヶ月でほぼ１００万円に

近い金額になっており、昨年に比べましても１ヶ月平均が約１３％もアップ。だいたい２５万円とか２２

万円とか寄付金額、出ております。昨年もそれまでに対しては結構多い金額だったんですけど、今

年のこの４ヶ月、さらに凄い事になっております。新年度が始まった時に目標を立てたんですが、こ

ちらが３００万円。目標は高い方がいいという事で立てましたが、メンバー皆様のご利用のおかげで

もしかしたら達成というのが現実となるかもしれません。こういった報告、毎年させていただいており

まして、皆様にはご存知いただいてるかと思いますが、まだお持ちじゃない方もいらっしゃるかもしれ

ませんのでご紹介させていただきます。このサポカード、ご利用いただくとご利用金額の１％がチー

ムの方に、年間合計しまして寄付させていただくカードとなっております。本日も少しですけれどもご

紹介のリーフレット、申し込み葉書を受付に置かせていただきましたので、もしよろしければご記入の

上ご郵送ください。ご成約の方にはもれなくプレゼント等もございます。リーフに記載しておりますん

でご覧いただければと。この機会にお申込み、お待ちしています。お時間ない中で申し訳ないんで

すけれども、この場をお借りしてほくせんの紹介、させていただければと思います。公共料金のお支

払いなど出来るようになっておりまして、今回の一押しはほくでんさん、チームスポンサーにもなって

いらっしゃるかと思うんですけれども（※注 なってはいない）、こちらのお支払いも昨年から出来るよ

うになりました。今までの北ガスさん、新聞それから携帯電話のお支払い、灯油のデリバリーもご利

用いただけます。全てほくせんサポーターズカードでご利用いただけますと寄付となります。あと、１

月末から始まってます市営交通さんのサピカというＩＣのカードがあるんですけど、オートチャージと

いうクレジットカード機能を利用したものをサポカード登録していただきますと、サピカのポイントも貯

まり、ほくせんのポイントも貯まるという、二重でお得な形になります。

もう一つご紹介させていただきます。毎月ほくせんからお送りしてます明細をＷＥＢで確認出来る

サービスがございます。登録していただくだけで、請求書が出る月毎に２０ポイントプレゼントします。

通常１００円で１ポイントですけれども、請求があればさらに２０ポイントありますので、ちょっとお得だ

と思います。ホームページから登録をしていただきましてお申込みＯＫです。何もしなくてもご利用い

ただくだけで寄付のプラスになります。後もう一つだけご紹介させていただきますが「ほくせんポイン



トアップコム」。アフリエイト、ご存知かもしれないんですけどほくせんのホームページからショッピング

いただくとポイントが、そこから経由しますと最大８．５倍ポイントになる魅力的でお得なサイトとなっ

てます。いろいろお店があります。ほくせんホームページからご覧いただき、クリックしていただけまし

たらご説明などありますので。こういったサービスもございますのでサポカードをお持ちの皆様、これ

からお作りいただく皆様、ちょっとでもご利用金額より多いポイント貯めていただいて寄付に繋げて

いただければと思います。是非是非ご利用いただければと。最後になりましたけどほくせんカード、

今年度も微力ながら、何とか引き続き応援させていただく事となりました。これからもサポカード、そ

れからほくせんカード、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。

司会：次に恒例のビラ配り、長島さん。ワイヤレスありますか。長島さんにお願いします。

長島さん：長島です。とりあえず本名です。偽名を使っちゃいけないと言われたもので、本名で。昨

年度なんですけれども、開幕１週間前チラシは諸般の事情でしませんでした。ただ今年はＪ２で試合

数も多いので、１週間じゃない８日前、今月２８日にチラシ配りをしたいと思いますけれども皆様いか

がでしょうか。やりませんか。やらないんですか。やりませんか、５１試合もありますし。（会場拍手）賛

成多数という事で可決されました。それでは今月２８日、ちょっと急ですけれども、場所は丸井今井

の前で１１時半くらい集まりで１２時くらいからのチラシ配布、解散は流れ解散という事でお願いした

いと思います。クラブさんの方からのご協力も得られますよね。（ＨＦＣ賛同）よろしくお願いします。２

８日、開幕１週間じゃない８日前チラシはこれでお願い出来るという事で。もう１点、厚別開幕前。５月

２４日ヴェルディ戦ですがその前にも、何でもやると言う監督さんがいますので、選手スタッフを交え

て再度厚別にもお越しくださいという事でチラシ配りをしたいと思いますけども、それに関してもご賛

同いただけますでしょうか。（会場拍手）ありがとうございます。そこで去年の教訓なんですけれども、

２点ほど注意いただきたい所がございまして。一つ目は行進しながら歌を歌うのはちょっと、警察の

方に引っかかるようなので。歌いたい気持ちは分かるんですけれども、ぐっと堪えて一般市民の方に

チラシを１枚でも多く配っていただきたいと思います。もう１点、ここにいらっしゃる方にはそういう方

いないと思うんですが、選手が来るとやっぱりうれしくなっちゃうと思うんですよ、サポーターとして。

でもチラシを配るまで、選手とツーショットで写メを映したり、そういう行為は止めていただきたいと。

ご褒美として最後に、チラシを配り終わった後選手とのツーショットはありかと思うんですけれども、一

般の方から見るとあまり良いイメージじゃないみたいなんですよね。ですからその辺、２点ほど留意し

ていただきたいと思います。昨年度はブラックマンディみたいに、ほんとに凹むような週明けでしたけ

ども、今年は多分ハッピーマンディになると思いますので、日曜日開催多くなると思いますけど一人

でも多く一般の方がファンになりサポーターになり、我々と一緒に大きな声でコンサドーレを応援して

欲しいと思いますのでご協力お願いします。以上です。

司会：はい、ありがとうございます。ちょっと確認しますけども、まず今月２８日、土曜日１１時３０分、

丸井今井さんの所に集合ということですね。で、その後の５月は。

長島：ありがとうございます。２０日がアウェイ水戸、ナイターですから選手の戻りが翌日になると思う

んですよ。ですからその前の週になるか当週になるかはチームのお休み状況等あると思うので、そ

れに関してはクラブのホームページ、あと新聞社さんの短信等で。新聞取ってない方も５月になった

ら、１０日前後位からコンビニ辺りで新聞見ながらこの日やるんだなみたいな格好でよろしくお願いし

たいかと思います。



司会：はい、分かりました。５月の方は追ってまた日にち等が決定したら告知があるという事で考えて

おきます。よろしくお願いします。じゃあ皆さんもふるってご参加ください。その他、お知らせございま

せんか。はい、どうぞ。

ヨシカワさん：ヨシカワと申します、よろしくお願いします。今、長島さんの方からチラシ配りの話あっ

たんですが、私共も昨シーズン終了後からゴール裏近辺に集まってる人たち数名に声を掛け合い、

こういうクラブの厳しい現状を打破するためにもサポーターが自らなんか考えて行動出来ることはな

いだろうかっていうような事を話し合いを進めてまして、入場料収入を上げるというか入場者数をどん

どん増やしていきたいなと。まずそこからやらなくちゃいけないんじゃないかという事で、それで私た

ちもビラ配りっていうのをまずやって行こうと考えています。サンプル、これまだ作ってる途中のもの、

遠くの方見えないと思うんですが、こういうＡ４版の物に表裏、両面使うような形でチラシみたいのを

作ってビラ配り、ポスティングっていう方法をまずやって行きたいなと。単発で終わらせるのではなく

シーズン通してやっていきたいなって考えてるんです。やり方としては月１回こういうものを作成しま

して、ホームゲームの試合会場に持ち込もうかなというふうに考えてます。そしてその試合を見に来

てくれたサポーターの皆さんにチラシを持ち帰ってもらって、自分でそのチラシを見るだけではなく

自分の家の近辺、近くの家のポストにポスティングをしていって欲しいんです。もちろんその家に限

らず会社ですとか学校ですとかいろんなお店ですとか、許可いただけるような所があればそういう所

に、チラシをどんどん露出させていって欲しいと考えてます。最初の頃は皆さん出来る範囲、一人２

枚でも３枚でも構いませんし、慣れてきたら５枚１０枚増やしていただいて。自分の家の近くにはマン

ションとか沢山ありますよっていう方いらしたら５０枚でも１００枚でもいいですから持ち帰ってもらって、

どんどんどんどんポスティングを入れてってもらいたいなと。そういう活動続けていけば、何ちゅうん

でしょう、会場近辺だけに限らず札幌市内全域ですとか、行く行くは道内全域に告知を広げてゆく事

が出来るんじゃないかっていうふうに考えます。

あとちょっと言っておきたいのが、このチラシはあくまでもサポーターが独自に作ってやってるもの

ですんで、クラブ自体はこの活動に関してはもちろん関与はしていません。クラブにはこういうチラシ

を使ってこういう活動しますよっていう報告だけはしていますが、基本的には（アン）オフィシャルなも

のという事でやって行こうと考えてます。当然特定の個人ですとかメーカーですとかそういう所宣伝

するものでは決してありませんので。目的としては入場者数をどんどん上げていきたいよというそれ

だけを目指してるものです。その辺わかっていただいて、考え方に賛同してくれる方がいれば、ホー

ムゲームの会場でこういうの見かけた場合一人でも多くの方にご協力して（いただいて）、どんどん広

い範囲に配っていただきたいなと思いますんでご協力の程よろしくお願いします。

司会：はい、ありがとうございました。ちょっと聞きたいんですけども、札幌ドームとか厚別でそのチラ

シを手に入れたいと思った方は何処に行けば手に入りますか。

挙手者：実はまだ動き出してまもなくて、どういう場所で配るかですとか、あるいは将来に向けてＰＤ

Ｆとかでダウンロードとか含めて、今どうゆう方法がいいか検討してる段階です。開幕用のチラシは今

作ってるんですけども、最初のホームゲームに関しては何処かで配るっていう事は今日の段階では

まだ発表出来てなくって。皆さん方にご協力をお願いするのは第２弾のチラシを作ったあたりからゲ

ームでこう配るというような形、そっからになるかなと。そのような状況です。

司会：はい、わかりました。そういう活動を地道に一歩前に出て始めようとされてるサポーターがいら

っしゃるという事を頭の片隅に留めといていただいて。お手に取っていただいて、もしやってみようか



なと思ったら、賛同出来るんであれば協力してその輪を広げていっていただけるといいかなと思いま

す。あと、お知らせございませんか。はい、じゃなければ。ございますか、あっ、すいません。

山本さん：どうもこんにちは、山本と申します。本名はヨーデル山本といいます。あっ、反対でした。

昨シーズンの最終戦で皆様に、リーグ冬開催反対署名にご協力いただきまして大変ありがとうござ

いました。お礼とご報告なんですけども、署名数は新潟のサポーター中心になって集約していただ

きまして５３，９６４筆。集まったものを２７日、私と新潟サポーターの代表とで日本サッカー協会に届

けるという事で進めてますが、如何せん日本サッカー協会は郵送以外の方法では受け取らないと言

っておるので、多分記者会見した後にサッカー協会の玄関へ行って門前払いを食らうと、そういう絵

を皆さんに届けられるように今計画しております。（会場拍手）ありがとうございます。日本サッカー協

会は日本のサッカー協会なんです。欧州のサッカー協会ではありません。日本には積雪地が沢山あ

るので、札幌で冬開催となると小さい子供、障害のある方、お年寄の観戦に大変だと思うので、もう

少し頑張っていきたいと思います。また何かお願いすることもあるかと思いますのでよろしくお願いし

ます。（会場拍手）

司会：はい、お手数を掛けますがよろしくお願いします。その他、お知らせございませんか。なけれ

ばお知らせの方はこれで終わりとさせていただきます。続いて、最後の方の試合会場での新しい試

みですとか、社会貢献に関してのお話を承りたいと思いますが、その前に社長の方から新しい役員

さんのご紹介と、どういった部署をご担当なさってるのかご説明を頂戴したいと思います。

矢萩：ご紹介が遅れて申し訳ありません。それでは現在の役員、今日出席してる役員を改めてご紹

介させていただきます。私は社長の矢萩でございます。１月からチーム統括本部長を兼務しておりま

す。それから、１月からフロント組織が総務部、広報事業部、営業部、プロモーション業務部と、四つ

の部に再編いたしました。その前まではホームタウン推進部ですとか戦略プロジェクトチームとか、そ

ういうのもあったんですが今の四つの部に再編したということです。それで総括担当の佐藤専務です。

（会場拍手）総務部と広報事業部担当、総務広報ホームタウン担当という事で岡田常務です。（会場

拍手）営業部、プロモーション業務部担当、営業運営チケットファンサービス担当という事で渡辺常

務です。（会場拍手）この体制で今年１年頑張って行きますんでよろしくお願いいたします。

司会：それでは引き続きまして、新しい試みですとか社会貢献に関して、集客に関する企画などをお

聞かせいただければと思います。

渡辺常務（以下渡辺）：今のお話について少しご説明申し上げたいと思います。皆様方のお手元に

弊社の中期経営計画という資料があるかと思いますけれども。これから概略をご説明申し上げます

が、２ページ目の真ん中から３ページ目にかけて、今年度どんな風に取り組んでいくんだということを

書いてございます。それから冒頭社長が申しあげておりましたようなことの繰り返しになろうかと思い

ますけれども、概略を申し上げたいと思います。それで、もっと詳しい具体的なことになったときに少

し説明が必要かと思いますので、今説明がありましたプロモーション業務部の部長になっております

三谷もこの場におりますので、詳しいご説明等があれば三谷の方から補足をさせていただきたいと

思っております。話があっちいったりこっちいったりするかも知れませんけれども、冒頭社長の方から

ありましたように皆様方からいたしますと、これはもう当たり前のことだと言うことかもしれないんですけ

れども改めて今回、その事業組織をどんな風に再編してくんだというようなことからスタート。それに

加えて所謂分科会というものを作って立ちあげ、今まで出来なかったことをこんなふうにしてみたらど



うなんだとかいうような議論を延々とやった結果がこのペーパーに載っている。そう言うことだというふ

うにご理解願いたいと思います。

今回組織編制してく中で改めて再認せざるを得なかったことにつきましては、まずファンの皆様方

との距離感を何とか縮めていきたい。当たり前のことなんですけれども、なかなかその距離感が縮ま

らないまま、フットボールクラブのフロントとしてやってることと皆様方のお考えの中に少し距離感が

あったというふうに認識せざるを得ないとこともあって、組織を変えたりすることもありました。それから

昨年来からずーっと皆様にお願いしてきておりましたけれども、北海道の中での公共財でありたいと

いう気持ちがどういう風にあらわしてアピールしていったらいいんだということを含めて、地方との人

達との距離感も北海道の中にあって縮めて参りたいと。そういうことがベースになって、今般１月１５

日付で新しい組織が立ち上がっているということでございます。まずそのファンの皆様方との距離感

をどうやって縮めるんだということになった時に、従来、試合の運営だとか所謂チケット関係の仕事を

つかさどって参りました運営部、それからファンクラブの皆様方の窓口だとかそういう意味でのホーム

タウン推進部、それとチケットを皆様方に売り歩くという立場での営業部、それから後援会だとか持ち

株会様の事務局という立場でありました総務部。こういったものを全部ひとまとめにしてプロモーショ

ン業務部というものを作っております。所謂顧客第一主義と言いますか、お客様にどうやって満足度

を高めていただくのかということを一元的にひとつの部でまわせるように、そういったことを念頭にお

いて組織を作ったということでございます。その中にありまして興行収入層をどうやってやるんだと。

これが私共の今年度の最重要課題、最重要点目標でありますけれども、今までですとどういったチ

ケットを作るんだという企画はまた違う部署があって、それを発券する部署も違っていて、それを売り

歩く部署もまた違っているということがあった。今般チケットの関係につきましては一元化して、企画

から運営から販売まで全てやるぞというようなところも含めてプロモーション業務部に全部一括してよ

せております。

それからファンクラブだとか後援会様、サポートシップスポンサー、パーソナルスポンサー様みん

なひっくるめて会員組織をいくつか持って収入を得るようなことをやっていたんですけれども、会員

料を何とか拡大していくためにも違う形での組織作りというのも含めて、今年一年ではそう簡単に参

るほどではございませんけれども、２年３年かけて足場を作ってしっかり固めて行きたい。ということで

の第３の収入源を何とか確保するということの担務をこの部は抱えております。それでまずファンサ

ービスのところでございますけれども、社長自らが歴代サポーターだったということもあって、サポー

ターの方々の目でみてこういうふうにしたい、社長の目で見てこういうふうにすべきだということも含め、

今一番注目しておりましたのはここに書いてある何点か。まず、スタジアムに来ていただくために、皆

様方に足を運んでいただくために何を一番すればいいのかという仕掛け。そういったことをしっかり

やっていこうということで、スタジアム環境の整備をやってみたいということでございます。これにつき

ましては、まず札幌ドーム様と協力関係を持っておりまして、今年度は昨年やれなかったことについ

てお互いにどうやったらお客様に来ていただけるのかということを、きっちりミーティングを重ねて今

やっている最中でございます。ここにもありますように、ひとつは総合案内所をまず設けて、スタジア

ムに来ていただいた方に足を運んでいただければ、基本的にほとんどのことを分かっていただけると

いうようなことをご案内出来ることをやりたい。今までですと当日券売り場だとか、はたまたＣＶＳの

方々にご苦労いただいていろんなご案内をしていただいたんですけれども、それに加えて今回は総

合案内所に問い合わせをしていただければ基本的にお答え出来るというような形でやってみたいと

思っております。

それから開場前、皆様方に待機列を作っていただきまして、暑い日寒い日本当にありがたく列を

作っていただいてるんですけれども、開場前に並んでいる方々に対しても何か飲食物を事前に販売

出来ないかと。端的に申すあげますと、寒い日には暖かいもの、暖かい飲み物なのか食べ物なのか、



暑い時には冷たいもの。そういったものを中に入ってからではなく外のある一定の場所を設けて、そ

れがスタジアム名物になるのかどうかというところまで何とか頑張って。いろんな規制だとかルールは

あるんですけれども、今までですとそういったことで若干行き詰っていたところに対し、もう一歩二歩

踏み込んでやってみたい。ということで、かなり現実化出来るところまで今動き始めております。是非

やってみたいというふうに思っております。それから、北海道における公共財。もちろん札幌は当たり

前なんですけれども、札幌のコンサドーレから北海道のコンサドーレという形。少しでも認知をしてい

ただけるためにも北海道色を前面に打ち出した試合当日のイベントだとか、そういった企画を是非や

ってみたい。去年までもいくつかはやってきたんですけれどももっと深く、地元の各地域の自治体だ

とか行政、後援会の方々にもご協力ご賛同をいただきながら一緒に入り込んでいって、例えば地産

地消も含めた一村一品、地元のお祭り、そういったことも踏まえて何とか試合の始まる前だとかそうい

う場を作っていきたい。

もう一つ、後援会の方々にもお声をかけたり、地方の方々にもお声をかけておりということも実際に

やり始めております。それからチケットの種類と価格の見直しということがひとつございます。皆様方

もすでにシーズンシート等をお求めにいただいておりまして、どういったチケットになるんだということ

もお分かりだと思うのですけれども、今回私共が非常にこだわったのは、不本意ながらＪ２になったと

いうことも踏まえ、いっぺん２００７年度レベルまでの価格に直したということに加え、例えば今までで

すと夢プランという形で小学生のお子様を対象に招待事業をやっていたことに対してもう少し拡大を

して将来に渡ってコンサドーレのファン、サポーターになり若しくはもしかするとユースにあがってコ

ンサドーレの選手になっていただけるような子供達のために、こういった方達に何とか関心を持って

もらって。そしてコンサドーレを愛してもらえるようになってもらえることが一番いいんですけれども、

そういうようなことを強く意識しながら信念をもってファミリー層の拡大とファミリー層を大切にするとい

うコンセプトを、今年１年しっかり徹底してやっていきたいということでございます。そのために夢プラ

ンという言葉はそのまま残し、夢プランファミリーシートというものを改めて新設。皆様方よくお分かり

のＳＡ席アウェイ側、ドームであれば約５０００席くらい。当面軌道に乗るまで多少空席が目立つかも

知れませんけれども、ファミリー層を大切にしていくというコンセプトをしっかり持ちながら何とか軌道

に乗せて、ここだけはいつも人がいっぱいいるというようなところまで会社をあげてもってまいりたいと

思っています。それから新規軸と申しますか、新規顧客獲得の目玉にしたいと思っているのがＳＳの

アッパーです。今までＳＳ指定席ということでアッパーの方には選手だとか家族だとかもいたんです

けれども、価格的な見直しも含めて新設。何とかまた違う客層といいますか、新しい顧客の獲得を狙

うための目玉としてのこのシートをうまく利用して参りたいと思っています。加えて今年度は、もちろん

特別招待といった形で従来やっておりますけれども、体にハンディキャップ障害をお持ちの方に対し

ても全券種一定の割引をさせていただいて、チャンスを広げていただくことに決定しております。

やることはたくさんあると思うんですけれども、まず私共の方でこれだけはどうしてもやってみようと

いうところからのスタートということで、ここに書いてあることをいくつか優先的にやってきたいというふ

うに思っています。それから地方の人達との距離感。ホームアイランド北海道とここには書いてありま

すけれども、前面に打ち出しながら、今私が申し上げましたように地方に積極的に出て行きたい。た

だ、何せ広い。それから人口によっては行ってもあまり影響力といいますか、効果が少ないという場

所もあってなかなか難しい問題はあるんですけれども。今までも社会貢献といいますか地域貢献とい

うことでは、福祉施設だとか幼稚園だとかを訪問してみたり、はたまた食育セミナーをＪＡさんだとか

北海道教育大の方々と一緒にやってみたり、それからサッカー教室についても昨年は利尻礼文から

釧路まで全部行っております。そういったこともそのまま継続するんですけれども、昨年よりもっと積

極的に行政に働きかけながら、そこそこの行政自治体でコンサドーレは役に立つことが何かあるのか

ということを踏まえてやってまいりたいと思っております。



ちなみに福祉施設の訪問等々につきましてはドーレくんだとかドールズの人達も一緒に動く。昨

年１２月だけでも約１９施設、芳賀・西嶋・柴田・石井・藤田・西・岩沼・横野・宮澤とトップチームもサ

テライトも含め選手の人達と一緒になって訪問してサンタクロースという形のプレゼント、イベントをや

っております。今年度もより計画性をもって、しっかりやってまいりたい。幼稚園訪問等についても「ド

ーレくんが行く」というような名前で従来からやっております。札幌、函館、伊達、滝川、上砂川、芽

室、石狩、さむらい士別を昨年度もやって、７年度から８年度にかけ延べ１１７～１２０、幼稚園訪問を

して子供さん達に楽しんでいただいた。今年はもう少し広報という立場でも。従来から皆様方からご

指摘いただいてることもあるんですけれども、広報事業部は今までの広報企画部とホームタウン推進

部。今申し上げました社会貢献、地域貢献と言われるようなことについて協力させていただいてきた

のはホームタウン推進部というところが掌ってやってきたことであるのですが、今般その部をふたつ

一緒にして広報事業部という形にもう一辺再編し直しました。そういった意味ではコンサドーレ、選手

達それからフロントの人間が北海道内でどういったことをやっていけるんだということをもう少し工夫し

て、所謂広報としてしっかり北海道の皆様方に嫌味にならない程度でアピールをしていきたいと思っ

ています。

非常に悔しい思いをしながらいることもあるんですけれども、野球のプロモーションの仕方とサッカ

ーのやり方とは違うんだろうと思いつつ、やっぱり日本ハムさんに習うところがいくつもあって。全部

がマネ出来るというもんではないと思いますし、当然人・物・金、全て原資が必要になるんですけれ

ども、やり方では素直に見習いたいと思うこともたくさんあります。実働部隊とともに広報が一緒にな

って北海道の皆様方にアピールを重ねて行くというような形で、今年１年はしっかりやっていきたいと

いうふうに思っています。当然のごとく食育セミナーについても今年も引き続きやりますし、サッカー

教室だとかＦｕ’ｓも含めた道内でのスポーツ振興についてもしっかりやってまいりたいと。いずれにし

てもスケジューリングをしっかり立てながら、地元行政地方自治体等に積極的に働きかけるということ

を、より重ねて参りたいと思っております。概略を言葉で表してしまいますと、今話をしてきたことで終

わってしまうんですけれども、チームとフロント表裏一体。今年は更にその強い意志を持って、信念

を持って今申し上げたことを１年間徹底してまいりたいというふうに思っておりますので、皆様方から

もご指導だとかいろんなことでお教えをいただきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと

いうふうに思います。三谷さん、補足は何か。

三谷部長（以下三谷）：プロモーション業務部の三谷です。よろしくお願いいたします。

先ほどお話がありましたけれども３つの柱が業務としてありまして、プロモーション運営、これがひと

つ。それからチケット。これは企画から売り、回収まで。それと会員。これ、さまざまな会員がございま

す。会員と正式に呼べるもの、それから呼べないもの、まだ会員化してないもの。例えばシーズンシ

ート会員といういい方は実はしていないんですけれども、将来的に大事なお客様ですのでこちらの

部分。それから正式には外廓団体なんですけれども後援会、持ち株会の方の事務局も務めていま

す。皆様方のお声の中でいろいろありまして、なんていうんでしょう、煩雑すぎてよく分からないという

声も多々聞こえてきます。今お配りしております（申込書）ここにあるだけでも３つ。パーソナルスポン

サー、それからシーズンシート、それとベースとなるファンクラブの会員。皆さん当然入っていただい

ているお客様だとは思いますけれども、入っている方々にこれお配りしたということよりも、私の気持

ち的にはお客様の、皆様の友人知人の方々に是非勧めていただければという意味合いを込めまし

て、これをお配りしています。ただ、これに例えば先ほど申し上げた外廓団体の後援会の募集もして

おりまして、その辺どう違うんだと話もありますので、将来を見据えてなんらかの形で、よりよい会員

組織にしていきたいと。今年すぐは無理ですけれども、今年から調査調整をして何とか分かり易い、

そしてそれぞれの会員に入れば入るほど特典が得られるようなシステムを作ってまいりたいと思いま



す。出来あがりまして走れれば一番よかったんですけれども、人・物・金の問題がございますのでま

だそういう形でこうなりますというのは申し上げられないんですが、分かりづらいかもしれないですが、

徐々に優遇ですとかその辺も考えております。まずご存知のとおりシーズンシートをお買い求めいた

だいた方には先行入場ということで通常の発表の開場よりも１５分早く入れる権利、今回特典として

つけさせていただいています。

で、何よりもファンクラブ会員価格。もうみなさんお買いになられた時に気づかれたとは思うんです

けれど割引の率。これもファンクラブの会員と、申し訳ないんですけれどそうじゃない方々に差を付

けております。この差、今までもあったんですけれども、かなり大きな差としてつけたつもりです。ファ

ンクラブ会員のフルシーズン、ドームシーズンがあるんですけれどもそれぞれ３７％、２７％。一般の

方ですと２５と１６の割引ということで、まずベースとなるファンクラブの会員の方々に優遇をしようとい

うことで設定をしたものです。あと、さきほど申し上げましたファミリーシート。夢プランをファミリーシ

ートでということで、出来れば親子３世代でおじいちゃんから子供まで、みなさんでここのゾーンで楽

しんでいただくように敢えてＳＡのアウェイを全て。これだけのところが果たして集まるのかとかなり論

議の的になったんですけれども逆に集めようよと。何とか趣向を凝らしてファミリーで楽しんでいただ

けるシートにしたい、ゾーンにしたいなと検討しております。

それと、会場での総合案内所。イメージとしてはよろず相談所です。何かあってここは分からない

というところがありましたら、そこへ行ったらとりあえず問題は解決する、理解していただけるというよう

なところを作りましょうということで、これは開幕の時から作らせていただきます。販売権利の問題も若

干あり最初から出来るかどうか今調整中ですが、次の試合のチケットとかアップグレードとか、こちら

も併せてここで対応させていただこうと検討しております。中期経営計画の中に入っております２ペ

ージ目の途中から３ページの途中まで、こちらをどちらかというと私共の部で網羅させていただきま

すので、みなさんご協力のほどよろしくお願いいたします。

司会：ありがとうございます。今の話について、ご質問ご提案ありましたら。はい、後ろの方どうぞ。

カマダさん：どうもすみません。カマダカズヤと申します。シート割の変更で、今回Ｕ自由席が新設さ

れたというのはすばらしいことだと思うんですが、個人的にはもっとこの席の料金って安くてもいんじ

ゃないかなという思いもあります。というのは、今一番料金が安いＢ自由席の特にホーム側が大変混

雑してて、その中には一番安い席だからそこに行ってるという人もいると思うんですけれども。やっぱ

りそういう人達に他の場所を提供出来るという選択肢があってもいいんじゃないかと思ってます。この

辺は経営戦略的なものもありますし、今回Ｕ自由席がどのくらい売れるかってことにもあるんですが、

是非検討課題として加えていただきたいなと思います。

渡辺：はい、ご意見そのとおりだと思いますけども、ここにつきましては端的に申し上げますと価格帯

を下げながらどうやって人を集めて収入に持ち上げるっていうんだという議論を相当重ねて参ったん

ですけれど、今回についてはとりあえずこれでやってみたいということで納めました。次回っていいま

すか、来年度に向けてこういった課題がまた残るようであれば再検討させていただくということでお答

えしたいと思います。ありがとうございます。

司会：ご質問者の方、よろしゅうございますか。はい、ありがとうございます。じゃあ他のご質問。はい、

どうぞ。

マルオカさん：マルオカと申します。よろしくお願いします。思いつき２つありまして、それをお尋ねし



てみたいと思います。ひとつは札幌ドームで試合をする時。あそこは非常に劇場のような空間で、そ

れはそれで魅力あるんですけれども、いつもスタンドの裏とか回った時、少し蔵っぽい感じで息が詰

まるなというような感じがするときがあります。あそこは外側ぐるっとブラインドかなんかなっているん

ですね。で、去年京都の試合の時にあそこを一部開けて、外に出てビアガーデンをやって、それが

すごく光がさして開放的でよかったなと思うんですね。空調とかいろいろ都合もあって難しいのかもし

んないんですけれど、あそこを開けて一度見ると、また新しい空間が出来るんじゃないかなと思って。

そういうことが出来ないかなっていうのがひとつです。

それから地域に密着というイメージですけれども、ユースからトップチームまでいって現役引退で

区切りってことなんですけれど、サッカー楽しむ人って３０になってからはじめたり、４０なってコンサ

の試合を見て芝生の上でボールを蹴ってみたいとか、そういう人もいっぱいいると思ったんですね。

それでその年代でもチームに入って試合に出たり、サッカー続けたりしてる人はいると思うんですけ

れど、それは幼い頃とか学生時代に経験したとかっていう人達が多いんじゃないかな。私、昔ちょっ

とやってましたけれども今はやってないし、試合にもかかわってないので事情は分からないとこ多い

ですけど。ですから、たとえば３０になってからコンサの試合見て始めたいとか、４０から始めてみた

いとか、そういう人達を取り込んで。シニアでも勝ちを意識して、強いチームってのも目指してるとこ

沢山あると思います。例えば初めてやる初心者レベルの人で、コンサドーレシニアビギナーズとかな

んか、そんなような意味合いのものを作って。サッカースクールのようなもんですかね。４０過ぎたら

確かシニア登録とかいうことだったと思いますけど、そういう人達をコンサドーレのグランドでどんどん

増やして、うちの父ちゃん、実はコンサドーレの選手なんだよとか、じーちゃんもコンサドーレのシニ

アの選手なんだよとか言って、地域の人達に広がったらいいのかなと思うんですけれども、その可能

性はいかがでしょうか。お願いします。

渡辺：はい、まず一つ目。二つ目は社長の方からお答えさせていただきたいと思いますが、ドームに

関して。確かにおっしゃるとおりだと思います。ただ、昨年京都戦でああいう形のことをやったときに、

実は空調の問題等もさることながら光がピッチに入る、もれるとみんなで考えて。絶対に光がピッチ

に差し込むようなことはあってはいけないと、かなり苦労したということがございました。今年も先程来

から私も三谷も申し上げましたけれども、いろんな食べ物のことに関して京都戦と同じようなことにつ

いては何回かドームでやってみたいと思ってるんですが、そういうことを非常に慎重にやらざるを得

ないということもあるもんですから、ドームさんと話し合いはしてみたいと思いますけれども、この場で

はお話をしてみますとしかいいようがないので、それでちょっとご勘弁いただきたいと思います。申し

訳ありません。

矢萩：はい。そうですね。ドームはドームなりの空間としての面白さがありますんで、映像を使えると

かプラス面がある。ですが、確かに暗い部分もありますから、これはドームさんの方なんでしょうけど、

演出としては光がさーっと入ってきた方が。ワンタッチブラインドで自由に開閉が操作出来るとか、そ

ういう感じで明と暗がもう少しはっきりするような空間になった方がドームとしても非常にいいと思いま

す。今のところ真っ暗にしたり明るくするのに相当時間がかかったりするってこともありますので、これ

はドームさんと定期的にいろんなアイデア会議をやっていますから、その中で一度出してみて、そう

いったことにもチャレンジしたいと思います。それから二点目の件。子供のチームを維持するだけで

も結構苦労しているところに、お父さんおじいさんまでとなると難しいとは思う。ただ、サッカーをやっ

てる人達の常に身近な目標の頂点にコンサドーレがあるという部分はきちんと作っていきたいと思い

ますので、トップも含めたコーチ・選手が、もう少しそういった人達のところに近づいていけるかどうか。

例えば練習に参加したり、みなさんと一緒に厚別、ドーム問わずサッカー出来るような企画が出来る



かどうか。去年ドームで子供同士で１００人対１００人のサッカーを企画してやったんですが、あれが

お父さんおじいちゃんでもいいのかなと。見る側から見れば、ちょっとかわいくないかもしれませんけ

れど。（場内笑い）そういう感じでサッカーをやってる人達のひとつの夢として、Ｗ杯をやったあのピッ

チに立ちたい、あそこでボールを蹴りたいという希望は相当あると思いますので、世代を問わずサッ

カーのユニフォームを着て、コンサドーレの試合を見に来るというようなあの感じも是非作ってみたい

と思います。チームどうこうについては今の時点ではご勘弁いただきたいということで、よろしいでしょ

うか。

質問者：ありがとうございました。

司会：はい。じゃあ真ん中の方どうぞ。

タカハシさん：先ほども質問させていただいたタカハシと申します。よろしくお願いします。私はフル

シーズンシートを買って、単に観戦応援するだけのサポーターではあるんですけれども、以前から感

じてたことでまずは一点。ホームの開幕戦、近づいてきてる訳ですけれど、例えばホーム戦、選手が

出迎えるといったようなことをやってもいいんではないかと。去年とか児玉社長がお一人で出迎えて

握手させていただいたんですけれども、試合前の緊張感を高めるということでなかなか難しいところ

はあるかもしれないんですけれど、今年の初めの試合に盛り上がるために。あと選手自身、開幕戦を

楽しみに集まってきているサポーターの待ち焦がれている様子を間近に見てもらうということで、そう

いった企画が可能かどうなのか。

次にイベント、ファンサービスということのイベント。キックオフイベントに私も毎年参加してるんで

すけれども、アイデアが乏しいんじゃないかと。今年については監督、選手のパフォーマンスもありま

して、一部盛り上がったところもあったんですけれども、内容的には例年と変わりないような内容であ

ったと。特に事前にお年玉付きの年賀はがきですか、出されて景品が当たるよといったようなことが

あったんですけれども、いざ入ってみると非常に大勢の人が並んでて、並んだ結果相当３０分も１時

間も並んだ人がいると思うのですよ。そういった人が子供を含めて期待していながら、いざ蓋を開け

てみると１０人くらいの人にしか当たらなかったと。しかも延々と時間を使ってイベントの一部を占領し

てしまったと。これはもう失敗じゃないかというふうに感じました。いろんなアイデアはあると思うんで

すけど、毎年代わり映えしない内容についてもう少し多様なアイデアを出せないかといったところで

すね。私なんか思ったのは、例えば選手の体力測定なんかあると思うんですけれども、曽田選手が

ジャンプ力があるとか、藤田が非常に足が速いとか、会場のそういったイベントを利用して観客の人

と一緒に走らせてみるとか面白いアイデアがあってもいいんじゃないかなと思いました。

そういったアイデアをどう出していくか。当然いろんな知恵を出されているかとは思うんですけれど、

もうちょっとサポーターの力を活用出来ないものかと考えているんですけれども。私自身は札幌近郊

の都市から来てるんですけれども数年前、単に観客として足を運んでるだけじゃなくて後援会に参

加して活動してみたいということで、そこの後援会の会長さんに電話して聞いてみたことがあるんで

すね。そこの後援会は確かコンサドーレがＪ１昇格するか、した頃に、市の広報で後援会のメンバー

を集められて。たまたま機会を逃したもんですから、そのあと後援会にまた入ってみたいと実は思っ

てたんですね。それで思い切って電話して聞いてみたところ、そこの後援会長さんが、いやーあのー

入られても特に何もやることないですしねと、そういうふうにおっしゃったんですよ。現実として何も活

動してないと。活動されてる後援会もあるかとは思うのですが、そういう現状もあるんですね。で、サ

ポーターの中には応援を主体にやる人もいるでしょうし、例えばそういったイベントとかを企画あるい

は運営したりする中で、無償でもいいからサポートしたいと。自分がコンサですね、そういった輪の中



に加わって一緒にやりたいという人もいると思うんですよね。そういう人のアイデアなり知恵を生かせ

ないものかと。例えばＨＰ上で今度こういうイベントをやるんだけど、参加してみたい人はいませんか

と、何人かのグループを作って、その中で例えば来年のキックオフイベントはどういった内容にしよう

かと、今度の開幕戦、集客に対して応援する方法を考えようとか。単にサポーターが掲示板上で無

駄に議論してるという場じゃなくて、ＨＦＣとして積極的にサポーターの力をもっと活用出来るような

環境を作っていると、その辺についてお伺いします。

矢萩：ありがとうございました。最初のご質問、選手の試合での活用といいますか、これについてはこ

の経営計画の中にもあるんですが、「コンサドーレブランドを有効活用した親近感の醸成」というとこ

ろに一部触れています。我々からすれば選手・監督っていうのはクラブとしての最大の財産という風

に考えてますので、当然いろんな形で。クラブのもろもろの活動それからサポーターさんとの親近感

の醸成への活動。やってもらうのは当たり前だと考えてます。ただ、練習・試合とのスケジューリング

の合間を縫ってということが基本になりますので、その枠の中ではいろんなことをやっていきたいと。

去年は後半から、その日の試合に出ない選手は全員、開場前に召集をかけました。各ゲートでお客

様を迎えするというのを基本モードにしました。今年はそれを最初から徹底してやっていきたい。当

日試合に出る選手、今年はＪ２ですから１６人なんですが、残り１１人をどう活用するかと。当日試合に

出る選手を使うことについては制限があるというのか難しい部分がありますので、少なくとも出ない選

手についてはお客様の出迎えそれから握手会、サイン会、撮影会。そういった形で試合開始前にフ

ァンサービスにきちんとした働きをするということについて、もう少しきちんとした形で徹底していきた

いと思っています。それからサポーターさんのいろんな力をお借りするということについては、そのと

おりだと思います。実は今日ここにお渡ししました中期経営計画の中での、特に今ご説明した部分

につきましては去年１１月から１２月にかけて、ＨＦＣのオフィシャルブログ等でもアイデア募集がされ

ていまして、それをまとめた形で私の方に相当数、十ページのこういう声が集まりましたという部分を

お寄せいただきました。１００％ではないんですが、かなり取り入れた形で中期経営計画にも反映す

る形になっておりますので、これからもみなさんの声についてはいろんな形で活用させていただきた

いと思っています。もちろん我々自身も知恵を出さなきゃいけないっていうことはそのとおりですが、

引き続き皆さんからいただいた声については、我々が思っててもなかなか出来なかったことも含め沢

山あると思いますので、引き続きいろんな声をお寄せいただきたいと思います。それからキックオフイ

ベントについては今年新しい企画もいろいろやったんですが、全くご指摘のとおりだと思います。あ

る意味企画倒れに終わったという部分、却って会場の混雑を促進してしまった部分、それからなかな

かインフォメーションが徹底してなくて、どこで今の時間帯誰が何をやってるかが徹底しなかった部

分。私が見ても不十分な点が沢山ありましたので、新しいアイデアも含めて来年皆さんによりご満足

いただける形できちっと変えていきたいと思っております。あと、先ほどから皆さんからお話があった

開幕戦もしくは厚別開幕戦に向けてチラシをお配りいただくとか、すでにいろいろご提案いただいて

ますし、それからポスターサポーターという形で皆さんに人が集まるところにポスターを張っていただ

くような応援のしていただき方等々がございますので、これからもいろんな声を寄せていただきたいと

思います。そんなところでよろしいでしょうか。

挙手者：地方の後援会が名前だけになってるようなところがあると思うんですけれども、そこはどうで

しょうか。

矢萩：後援会につきましては、ご指摘の部分は確かにあると思います。後援会によって積極的にい

ろんなことをやっていただいてるところと、出来てから相当年数が経って徐々に会員数が減って今ご



指摘をいただいたような部分と、両方あると思います。先ほどご説明しましたファンの組織を再編す

るという中に、後援会も一部対象にした新しいファン・サポーター組織というのを作っていきながら実

態的にクラブのために機能していただけるような組織構成は来年初めからスタートするという方向で、

今年１年かけてもろもろ手を入れていきたいと思っております。ただし後援会には今までもご協力い

ただいておりますし、年に１回は後援会の責任者の皆さんに集まっていただいて、いろんな声を聞く

場を設けさせていただいてる。確かに後援会として十分機能してない部分もございますのでその辺

を踏まえ、来年に向けて全体の後援会も含めたファンクラブ組織の改編という形で、きちんとした体

制に持って行きたいと思っております。後援会によっては年間何試合か各地域からバスを仕立てて

ツアーを組んで頂いている後援会もありますし、今ご指摘頂いたようなところもあります。ただし後援

会については、クラブが主体的に役員の人選をどうこうするというのはややちょっと組織の性格が違

うと思いますので。クラブ側からもう少し積極的に、具体的なこういう活動をお願いしたいというような

事をお願いする機会を増やしていく中で、当面今年についてはご指摘頂いた部分を解消していくし

かないのかなと。それを全体的に見直していくという事でいえばファンクラブの組織再編も踏まえて、

後援会組織をどういう形にするかも合わせて考えていきたいと。これに付いては今年いっぱいお時

間を頂きたいという事なんですが、宜しいでしょうか？

司会：はい、分りました。有難うございます。では最後のご質問。はいどうぞ。

シバタさん：先ほども質問させてもらったシバタです。幾つかの疑問点や質問、提案とかあったんで

すけど、まず１点目は今年からＵ自由席っていうのが新設されたのですが、これ、何故指定席にしな

かったのか少し疑問に残ります。何故かというとやはり料金。コンサドーレの指定席はやはり料金が

高いので、ここを安い指定席として設定すればもっと入リやすくなるんじゃないのかなと思っています。

あと、集客やコンサドーレを知ってもらうという事で、サンピアザとかファクトリーなどでパブリックビュ

ーイングのイベントを積極的に行って欲しい。あとはグッズの数がファイターズに比べると非常に少な

すぎるので、グッズの開発などをサポーターやスポンサーなどと協力して行って欲しいっていう事が

あります。最後に、フロントとサポーターとで話し合う集会を、このサポーターズ集会以外でも積極的

に開催して欲しいと思います。

矢萩：まずＵ自由はアッパー自由なんですけれども、これも今ご指摘頂いたとおりで、元々ＳＳ指定

席で皆様方にお求め頂いていた。実際にあそこに登って座って試合をご覧になった方にはよくお分

かり頂けると思うんですけども、距離感があり見えづらい、急こうばい。そういう事もあって実際にそれ

だけの価値観があるのかどうか。ただメインスタンド側のど真ん中だねっていうところもあって。その

分科会のメンバーだけでも７、８人いて、どうするこうするっていう議論はした。指定席にして安く売っ

たらどうだっていう意見も確かにありました。ただ、そうした場合他の指定席との整合性の問題等々も

あり、今年については思い切って自由席としてやってみるかと、こういう価格帯を作ったっていう事で

ございます。先ほど同じようなご質問頂戴しましたけども、今年一年新機軸といいますか、新しい顧

客がそこに来るかどうかを踏まえてやるだけの事を一生懸命やって、それでまた料金的なもののつ

け方が間違っていたっていう事が反省で出てくるのであれば、来年についての課題としてしっかりみ

ていきたいと思います。それからパブリックビューイングの数に付きましてはご賛同頂ける施設、ホテ

ルだとかそういう所いっぱいありますけれども、諸条件が合う所と合わない所があって。私共の方から

積極的にスポンサー様にお願いしながら、今年も数は増やしていきたいと。昨年途中まであった規

制は今年なくなっておりますので、出来る限り広げていきたいとは思っております。貴重なご意見とし

て承っておきたいと思います。それとグッズ。いろんな方々から非常に厳しい、有難いご意見頂戴し



ております。皆様方にとって本当に役に立つ物なのかどうかという事を踏まえ、興味がある物ない物

多々あるんですけれども、なかなか申し上げづらい所もあって。ロット数によって仕入料金が大幅に

違ってしまうとか、流通形態としての値付けもあり、Ｊリーグ側、Ｊリーグエンタープライズって所ござい

ますけども、そことのいろんな仕掛けといいますか仕入上の問題があって、なかなか思うような物が

作れないでいるっていうのが実態ではあります。ただ私共のグッズ担当も今年はサブとして１人増す

事もやっており、皆様方からご意見を頂きながら少ないロットである程度廉価で手に入るような物に

ついて、どういう物が出来るんだっていう事を踏まえながら。今年は監督がああいうキャラクターの持

ち主であるという事もありますので、いろんな物を多方面から考え、皆様方から珍しいこんな物を作っ

てくれたんだねって言って頂けるような物を、期中でも開発しながらやっていきたいと思います。何と

か頑張って１つでも２つでも。そんなんじゃダメだっていうご意見があれば、また皆様方からご意見を

窺い、とにかく前進して参りたいと思いますので宜しくお願い致します。有難うございます。

質問者：はい、納得しました。有難うございました。

司会：では３番目のこの問題に関しましては、これで質問を打ち切らせて頂きます。それでは、ここか

らはサポーター間の問題、サポーターからサポーターに対するご意見。その相手になる方が今日い

らっしゃるのかいらっしゃらないのか、また漠然とした要望として議事録に残したいというご発言でも

結構ですので、対ＨＦＣさんではなくてサポーター同士の話し合いっていうのをしてみたいと思いま

すが、何かご意見、ご提案ありましたら、挙手をお願いします。ない。あ、ありますか。

海野さん：海野と申します。宜しくお願いします。事前搬入とか、そういうところでサポーターとＨＦＣ

の間に入っていろいろ活動させて頂いてます。そういう立場上ですけれども、まずお願いという形で

紹介したいと思います。多分良識のあると思われる女性サポーターの方から宮の沢の練習場につい

ての話が来てるんですけれども、箇条書きでこういう紙で。宮の沢の練習場でのサポーターのマナ

ーに関する事です。プレス席との境目の場所、フラッグのポールが立ってる所の下辺り。あそこはフ

ァンサービスをする場所じゃないんですけれども、そこでの写真撮影やプレゼント、手紙の差し入れ

などを行っている方がいる。車で帰るコーチをチョコレートファクトリー脇の公道で待ち構えていて、

車を止めさせて写真を撮影している人がいる。これは、ちょっとどうなんでしょう、娘さんを学校に通

わせずに宮の沢の練習場に連れてくる。平日ですね。大通公園で行われたトークショーにおいて、

席取りのためテーブルに、ここは予約席と書いた紙を勝手に貼っていたんで、係員に剥がされると逆

ギレして、係員に文句を言っていたと。選手同士バーべキューをしている最中に、あるコーチをパシ

リに使って、他のコーチを呼び出し写真撮影、ファンサービスをしてもらうような人がいると。練習場

で、サテライトの試合中に、公園側に掲出されていた本人の所有物ではない横断幕を勝手に剥がし

て持ち帰ろうとしていた人がいる。練習場の梟巣の下にゴミ置場の入口があり、僕、勉強不足で分か

んないんですけど、この扉の前に自転車を置かないようにと注意書きが貼られているにも関わらず自

転車を置き、ゴミ収集に来た業者の方が自転車をどかすと逆ギレして文句を言っていたと、同じ奴な

のかな。宮の沢練習場で、チームの練習中に常軌を逸した大声でおしゃべりをする。ご報告を頂い

た方々が言うには、ほぼ毎日のように、こういうのが見られるよと。で、宮の沢は確かにファンサービ

スをして頂ける場所でもあるんですけれども、選手達は試合に勝つために一生懸命練習に取り組ん

でいると思うんですよ。実は昨年もＨＦＣの、その時は広報の方だったと思うんですけど、そういう話

をして、どうにか防げないかってお願いもしたんですけれども、もう一度こういう場を借りて、こういうア

ホな事はしないようにしませんかっていう呼びかけをしたいと思って、今ここでマイクを取らせて頂き

ました。そんな訳で、皆で宮の沢の練習場。問題が起きたらファンサービスやれなくなっちゃうんで、



そういう事のないように皆で生ぬるく見守っていきたいなと考えてます。どうか宜しくお願いします。

司会：はい、有難うございます。もう、一般社会人の常識の範囲ですよね。コンサドーレのサポーター

であると同時に、良識のある社会人でいましょう。それがサポーターとしての最低限の条件だと思い

ますので。見かけたからと言って、注意出来るような勇気のある方がせっかく注意してもまた逆ギレさ

れても困りますし、そこで喧嘩になったり掴み合いになっても困りますので、その辺はやんわりと、も

し注意出来るサポーターがいれば、してあげて頂きたいなと。口下手だったり、内向的で声が出ない

方は係りの方に言って頂くなりして、少しずつサポーター全体の雰囲気を良くしていきたいと思いま

す。次に、何かございませんか。はい、後ろの。

タカハシさん：タカハシと申します。今年からシーズンシートの方が１５分早く入場出来るという事なん

で、待機列はどういうような扱いになるのか、ちょっと気になったんですが。すいません、気になった

もので。

司会：はい。ＨＦＣさんの方では、どのようにお考えになってるんでしょうか。通常サポーターは入場

待機列を形成しますが、並ばれているサポーターの中には今おっしゃったように年間パスを買われ

ているサポーター、買われてないサポーターがいらっしゃいます。そこで優先入場を実施すると待機

列が一斉に崩れて、別の優先入場口に集中する可能性もありますが、どのように動線を確保される

のか。

三谷：まず各ゲートに優先入場の口を作ります。で、こちらの方で入る直前で確認もするんですけれ

ども、それだけでは当然スムーズに入れないっていう状況があるので、可能な限り我々スタッフがお

声掛けして、優先入場の列はこちらの方ですという形で、対応を考えております。

司会：よろしいですか。

質問者：前日の並びに関しては、待機列ごとの調整って事でよろしい・・・。（会場拍手）

司会：はい、何かありましたか。ちょっと、待って下さい。今、こちらの方しゃべってますので。はい、

どうぞ。

質問者：前日の並びされてる方も結構いらっしゃるかと思うんですけど、その場合はその列ごとの調

整って事になるんでしょうか。

司会：どうでしょうか、ＨＦＣさん。

三谷：この問題も、実は非常に微妙な問題でして。今、前日の並びっていう形でサポーターの有志

の方達に取り仕切りをして頂いているんですが、並びの並びになっているという声も聞いております。

これ、ここだけでは多分決めらないと思うんですけれども、広く皆さんのご意見をお伺いしたいという

思いはあります。例えば、もう前日並びをやめる。これもひとつのアイディアだと思います。ただそうな

った場合に、当日何時から来るんだというような話になると近隣に迷惑を掛ける、イコール我々は警

備で全部付いていかなきゃならない、経費増という形で、今微妙なバランスで実は前日並びっていう

のが行われているんです。我々原則論を申し上げますと当日ドームもしくは厚別、厚別の場合は公



園なんですけれども、施設内に入るのはこの時間ですよと切らざるを得ない状況になってきます。そ

うなると、当然数の内ですので無断駐車の可能性も出てきたり、小さな子供が夜中から集まってそこ

にいるっていうのもまた問題。地域住民からのクレームも当然予想されます。その辺の様々な問題が

はらんでいるっていう所が、実はあります。そういう状況下で皆さんどうお考えなのか、参考意見とし

てお聞かせ頂ければと考えております。

司会：質問者の方は、今のどうでしょうか。

質問者：はい、ちょっと気になってたというだけで、どうするのかまで考えていませんでした。

司会：では、それに関して継続するか、それとも先ほど拍手された方は何か違う、この件に関してで

すか。はい、じゃあ、お願いします。

ナリカワさん：ナリカワと申します。前日並びなんですけど、実際のところ基本的には禁止だと思うん

ですが、サポーター有志がやってるという事で、まあ仕切ってる方いらっしゃると思うんですが、多分

前日、例えば土曜日試合の日は金曜日、ドームで言えば朝８時くらいから集まってるんだと思うんで

すが、個人的な意見としてはとても無駄な労力かなと思います。それでしたら前日並びはＨＦＣがダ

メだよという事を決めてしまえば、まあ当日分かんないですけど地下鉄の始発に合わせて皆が公平

に抽選でとか、そういう事でもいいんじゃないかとは思います。まあそこの部分でいうと、またサポー

ター有志に預ける事になるかもしれないんですが、前日並びは必要がないと思います。以上です。

司会：はい、有難うございます。たまたま、昔々ドームが出来た頃から列並びには私もちょっと関与し

ていましたので。今は前日の朝８時から列並びはＯＫなんですか？ 列並びやられている方、来て

ますよね。どうなんですかね。キョウコ先生、個人名出すなって話ですけど、来てます？隠れた？ち

ょっとお聞かせ頂けますか？今はどうなんすかね、朝８時。

キョウコさん：いや、それくらいからいらしてるとは思います。私は、その時間には全然行けないので

分かんないんですけど。

司会：はい、有難うございます。昔は前日並び、８時だったり１０時だったり、いろいろ時間はその都

度変わってますけども、世代によって夕方５時６時ぐらいに三々五々お集り頂いて。今ですと８時か

な、名前書きをして即解散という所謂紳士協定みたいなものがあったんですが、一部の方がずっとフ

ライングして２時だ１時だ１２時だ。それで朝の８時というのが現状みたいです。本当に限られた一握

りの方だと思いますが、先ほどご発言あったように、私個人も無駄な労力だというふうには思っており

ます。ですから、その辺がサポーター皆さんの総意で逆にフライングを防止する何かがあったり、ま

たはＨＦＣさんの方で強制的に止める。興行主としてダメと言えばそれで決まっちゃう話だと思いま

すけれども、基本的には当日応援に労力を使うべきだと私はそういう考えを持っていますので、列並

びの並びみたいなもんに労力を使いすぎるのは如何なものかなと。ただ、入場待機列として例えば

午後２時の試合に朝６時から来て待ってるとかっていうのはまたちょっと違った意味で、井戸端会議

的にいろんな話があって楽しいよっていうのがあるんだと思うんで、それまでも禁止するのは如何な

ものかなとは思いますが。１週間に１回とか２週間に１回、コンサドーレの仲間とそこでいろんな話を

して楽しい時間を過ごすというのもひとつなのかも分からないんで。ただ前日からそこまで過熱すると

いうのは。昔厚別で１週間前からテント張って泊まったというのもありますけども、それはもう出来なく



なって来てますので、どっかでＨＦＣさんが線引きをされる事の方がいいのかも分からないですね。

ひとつの意見としてどうでしょうか、ＨＦＣさんとしては。

矢萩：この問題に付いては昔から。今齊藤さんからお話があった経過もあり、それから当然ドーム側、

厚別側とのすり合わせっていう事もあります。１５分優先入場、そういうシステムを今年から導入する

事で、それも含めた入場問題だと思いますので、今のお話参考に早めに方向決めて早めに発表す

るようにします。今こういうふうにしたいという所までは言いきれないかなと。過去の経過も含めて十

分知っている人間もＨＦＣの中にもおりますので、その辺の声も聞いた上で早めに決め事をして、早

めに発表するという事で、今日の所はご理解頂きたいと思います。

司会：はい、有難うございます。それで私個人的な事ですけども、先ほども言いましたように皆さん観

戦のお仲間がいらっしゃって、待機列で並んでいる時にお仲間同士のグループでお話を、コンサド

ーレの話題があれば日々の生活の話題もあったり。それが１週間２週間ぶりに会って、ストレス解消

になっている。ちょっとしたコミュニティが出来上がってるんですが、それを優先入場で別に待機列を

作ると強制的にそのグループを分離してしまう事になってコミュニティの崩壊に繋がると。優先入場

の特権を与える事によって、そのグループが二つに分かれてしまう。朝６時から北１の優先入場列、

北１の通常入場列と沢山列が分かれてしまって、動線が複数出来ますと私としては如何なものかなと

思いますので、その辺も考慮して頂ければと思います。

挙手者：先ほども発言致しました、ヒシヤマです。今の話題に関連致しましてＨＦＣさんにお尋ねした

いのですが、シーズンチケットを購入致しますと必ず年に何回かの招待券を頂きまして非常に有難く

思っております。また持ち株の会員でもありますので、そちらの方でも無料、使わせて頂いています。

その時にシーズンチケットを持っている私個人だけが優先入場口に並ばされてしまうのかっていう問

題も生じると思います。そのような時は多分、普段一緒に来ない人と来るという場合が多くなるんで

すが、そのような場合も分けざるを得ないとお考えになっておられますか。

三谷：そうです。優先入場、あくまでもシーズンシートをご購入頂いた方の特典。あと一部プレミアム

会員の方も入っております。原則そういう事です。先ほど斎藤さんの方からコミュニティの崩壊と、あ

んまり宜しくないんじゃないかというのもありました。で、そのために優先入場券を５枚お付けしており

ます。お仲間でこの日は入りたいという事であれば、それを使って頂く。それなくしてお仲間とご入場

したいという事あれば一般の入場口で並んで頂く。使う使わないは特典ですので各個の判断にお任

せ致します。

質問者：有難うございました。

司会：はい、どうぞ。後ろの方に、マイクをお渡し頂けますか。

シバタさん：何度か質問させて頂いたシバタなんですけども、先ほど並びの件でやはり前日からちょ

っと問題があったという事で、昨年からいろいろと議論になっていたんですが、個人的な提案として。

朝一番に並ぶというのが一番いいとは思うんですけど、ただ朝一という基準ではなく、違法駐車など

も考えられるので例えば朝７時から、ドームであるならその敷地に入るようにする、厚別であれば公

園内に入るようにするというふうに努力する方向で向かっていけばいいと思うんです。地方の方で、

車で行く方であれば、最近地下鉄沿線２４時間で有料駐車場なども幾つかありますので、そこに停



めて頂いて向かって頂いた方がいいと思うのですがどうでしょうか。

司会：理想的な事だと思いますが、現実問題はそういう単純な問題では済まない、何年も繰り返えさ

れてますので。入場待機列に関しては、今ＨＦＣさんも一歩踏み込まれたようなご発言をされてます。

今まではサポーター有志の本当の犠牲とご努力の上に何とか支えてきた仕掛け、システムだったん

ですが、ここらで一部のサポーターには逆に不便が発生するかもわかりませんけれども何かの線引

きを打ち出して戴くというのもひとつの方法かなと。そういう時期に来のたかな、機が熟したのかなと

も考えていますので、ご検討頂いて開幕前に示唆頂ければ。それに対してサポーター動けると思い

ますので。

矢萩：過去の歴史の中でいろんなやり取りがあったテーマだと思いますが、新しい決め事をやる時に

はトラブル発生するのはある意味当たり前ですから。大多数の皆さんにご納得頂けるような新しい決

め事をした上で、それにご不満の方に付いては粘り強く説得してルールに従って頂く努力をＨＦＣと

してはしていくと。その事に尽きるんじゃないかと思ってます。

司会：はい、入場待機列に関しましては基本的に今ＨＦＣさんも新しい特典ですとか、新しい企画に

チャレンジされていますので、サポーターもいろんな意味で協力はしていきたいと思います。今まで

の流れとはまた違ったルールが出来上がってくるとは思います。その中で試行錯誤しながら。先ほど

もご発言がありましたように並びの、並びに労力を使わずに当日の応援に集中して、ひとつでも大き

な声を出して応援をするという部分にエネルギーを振り替えるという前向きな発想に切り替えて頂け

たら宜しいのかなと思います。（会場拍手）それでは、その他の話題に関して何か、サポーター間の

ご提案ございませんか。はい、どうぞ。

ワタナベさん：はい、ワタナベと申します。横浜から参りました。わざわざ参りました。今夜横浜にいる

と、夜９時すぎあたり暴動が起こるんじゃないかと思っておりまして、心配で逃げて参りました。通称ヒ

グマと言われております。声をお聞き頂きお気づきの方いらっしゃるかもしれませんけれども、昨年ま

での４年間、西区にありますコミュニティＦＭ局、三角山放送局でアウェイ戦の実況放送やらせて頂

きました。今年も何となくやるんじゃないかなみたいな空気になっておりますので、是非お聞き頂け

ればと思います。具体的な話に行く前に、皆さんのお手元にあります北海道フットボールクラブの中

期経営計画。この枠の中に書いてあります経営理念。「共有体感」非常にいいキーワードだと思いま

す。これは北海道フットボールクラブの、言ってみれば憲法第一条であると同時に、我々コンサドー

レ札幌で繋がっているファミリーにとっても「共有体感」、この言葉、非常に大事にして頂ければと思

っております。いろいろな問題、先ほどの並び列の話もありますけれども、何か起った時に物事を考

える基準、行動する基準、そのひとつの物差、解決するための物差がこの「共有体感」にあるのでは

ないかと思います。これをなくして自分の、それぞれのグループのエゴなどを通して、力尽くで解決

などしないで頂きたいと是非思っております。で、具体的な話なんですけれども、実際に我々、この

実社会の空間、目に見える空間だけではなく、ひとつの大きなコミュニティとして今、インターネットを

ツールとして利用しております。ブログなどを開設されていらっしゃる方も沢山いらっしゃるかと思い

ますけれども、昨今結構いろいろ。習慣、人の姿、実際の声、見えないのをいい事に、あまりいい雰

囲気で推移してるとはちょっと思えないような事象も起こっておりまして、皆さん身に覚えが多々ある

のではないかと。中には攻撃を受けてしまった、萎れてしまったっていう方もいらっしゃるんじゃない

かと思いますけれども。もちろん効用の方も多々ございまして、実はあの内々に矢萩社長にはちょこ

っとだけお話した事があると思うんですけれども。今までクラブの歴史、歩んできた歴史、今年で１４



年目になりますけれども、これまでのいろいろな歩み、ここを見れば全部分かるというようなサイトを

我々サポーター主導で作れないかなと考えております。

具体的にいいますと、皆さんご覧になった方、特に古くからのサポーターの皆さんは老舗のサイト

で「コンサ・デ・コンサ」ご覧頂いたことがあると思います。あそこのニュース欄は非常に充実してます

よね。で、実は二上ひできさんという方が、このサポーターの議事録も毎年アップして頂いております

けれども、個人でずっとコンサドーレの誕生から運営されてきたんですよ。ただ二上さん、本職、確か

大学の先生。お医者さんでして、非常に多忙な方で、一時期日本離れられてて確かスウェーデンの

方に行ってらして、今戻ってきて岐阜でしたっけね、確か。岐阜ですよね、はい。僕もここ２年程お目

にかかってないんですけれども、非常に便利なサイトが確か２００４年からだったと思うんですが、ニ

ュース欄、更新がかなりしんどくてストップしています。それを何とかああいったスタイルで受け継げる

形で、我々の手で出来ないかなと。皆さん個人レベルで、各ブログで今日の報道されたニュースを

アップして頂いたりとか、こういう事があったああいう事があったという事を日記的に綴ってらっしゃる

方がいっらしゃると思うんですけれども、第三者的に見た事実を綴る形でのニュースファイル的な、

アーカイブ的な所を整備出来ればなと思っております。今イメージしてますのがどうせ、どうせって言

って申し訳ないんですけども、折角コンサドーレオフシャルブログありますので、そこの中で出来れ

ばなと。しまふく寮通信がなくなってしまいまして、アクセス数もちょっと減ってると思うんですけれど

も、新しい目玉のサイトにしていきたいと。そのために協力して頂ける方を、今日終わった後募りたい

と。私の所に申し出てくれれば、あくまで個人的な感情を抜きにして具体的な事例を綴れる方で、多

少古い何年か前からのちゃんとした資料を持ってらっしゃる方。たとえば新聞記事のスクラップブック

ですとか月刊コンサドーレですとか、その前のコンサドーレマガジンですとかそういったのを持ってい

る、そういった方にご協力頂きまして、ある程度体制を整えた上でクラブの方にも是非これはご協力

頂きたい。公認とか公式とかそういう事ではなく、監修っていいますか。例えばクラブでなければない

資料も当然あると思います。試合の公式記録或いは財務指標の細かい所まで見せろとは申しません

ので、報道されている数字の部分で誤差があってはいけませんので、きちんと後世に残していく。コ

ンサドーレの我々が歩んできた記録という物を我々の手で残していこうではないかと。私の提案する

「共有体感」のひとつの方策としてご提案したい。

これから先どうなっていくかわかりませんけども、ひとつだけ分かる事があります。誰も否定出来ま

せん。我々、全員死にます。いつか送られ人になっちゃいます。でも、コンサドーレ札幌は未来永劫、

残して置きたいですよね。この時代にどんな事があって、今コンサドーレがあるのかという事を、後の

人達にも知ってもらいたい。ヨーロッパでは１００年以上続いてるクラブあります。何故百年続いたの

か。１０年目とか２０年目とか３０年目とか、クラブを支えてきた人達がいるからですよ。その記録を

我々が自主的に、我々が積極的に残して行こうと思っております。是非たくさんの皆様のご協力頂け

ればと思っております。ひとつの条件として、自分の責任で物を言える方、行動出来る方、ちゃんと

姿形を人前に出せる方に限らせて頂きます。そうじゃないと後が怖いんで。ひとつ宜しくお願い致し

ます。まだ思いつきの段階ですので、皆さんとの話し合いの中で詰めていきたいと思っております。

宜しいでしょうか。

司会：はい。何でも一歩前に出て動くっていうのはすごい力のいる事なんで、頑張ってやって下さい。

何か応援出来る事があればお手伝いさせて頂きます。他に。はいどうぞ。

ヤマザキさん：すいません。ヤマザキと申します。どうぞ宜しくお願い致します。熱烈サポーターゾー

ンに付いての話ですけども、現在厚別ではホーム側Ｂ自由席の前方が指定されているんですが、正

直真ん中辺りと端の方では温度差があるような感じがしまして。それともうひとつ。特に真ん中辺りの



話なんですけども、旗を振っているとその後ろの方でたまに見えないとかって言われることがあるん

ですよね。この先を話すと宗教放送になるんで辞めておきますが、範囲指定、変えるって事は出来

ますでしょうか。例えば横長じゃなく縦長にして、後ろ抜いてしまうっていうか縦長にするって事出来

ますでしょうか。あ、わかりませんか。

司会：いや、わかりますよ。その件でいいですか。

挙手者：出来るかどうかって。

司会：ちょっと聞き取りづらかった部分もあるかと思うんですが、今厚別は熱列サポーターゾーンを

（中段）手すりから前を横に切ってますけども、それだと真ん中と両サイドで温度差があるので、それ

だったら縦に切ったらどうだと、上まで。そういう事ですよね。

挙手者：はい、そうです。

司会：そういうご意見なんですが、その辺の所はどのようにお考えになっているのかしら。

矢萩：熱列サポーターゾーンですね。非常にデリケートな問題ですから断定的なお話はなかなかし

づらいと思うんですが、取りあえず今年急にと言われてもすでに座席、カテゴリー発表して、それに

基づいてチケットも販売していますので、まず今年は出来ないと。ただし今後、未来永劫するかどう

かに付いては、結構微妙な問題なのかなと思っています。確かに熱列サポーターゾーンに、もちろ

ん厚別とドームでは座席数も違うんですが、温度差があるっていうのはその通りだと思います。コン

サドーレ過去１３年、いろんな経過を経て１４年を迎えてまして、その中でＢ自由席のゴール裏が自

然発生的に熱列サポーターゾーンに変わってきたという経過もあるんですが。これは残念ながらって

いうか何ていうか、それではゲーム中に立って応援する人達のみで熱列サポーターゾーンが埋めら

れてないという事も事実でございますし。それからＢ自由席、ホーム側ゴール裏で座って観たいと思

っている人達もかなり昔から存在するという事も事実でございます。今の所そういう人達が混在しな

がら熱列サポーターゾーンが存在しているという所が現状でございますから、それを持っていきなり

縦に割って、言ってみれば真ん中と左右を分けると。いきなりそういうスタイルに導入するには、私は

時期尚早かなと思っています。ただし、今年も含めてこれからゴール裏の状況がどうなるかに付いて

は、私個人としても非常に関心を持っておりますし、その流れの中で例えば今お話に出てたような事

も含めて今後の検討課題にはなると思います。当面は今の形の中で、一部立っている方と座ってい

る方の間の中で、その都度トラブルもあるのかもしれませんけれども、そういった事がある事が現状

だという事に付いては是非両方の立場の人に認めて頂いた上で、ゴール裏はその都度トラブルを解

消する対処療法でやっていくしかないのかなと思っています。そんなところで如何ですか。

司会：はい、有難うございます。その他何か、よろしいですか。はいどうぞ。

シバタさん：最後に提案というか全体的なお願いなんですけど、シバタと申します。昨年厚別でピッ

チ降りたり物投げた奴が、誰とは言いませんが結構多かったと思うんですけども、まず最低限Ｊリーグ

観戦ルール、それだけはやはり皆さんで守っていきたいと思うんですよ。某福岡のチームは物を投

げたことでスポンサーが降りたという、ほんとに緊急事態となって、今年もユニフォームのスポンサー

が上半身がなしという事態となっています。特に勝ち負け問わず物投げたりピッチ降りるという事は、



ほんと止めてもらいたいと思いますので、皆さんご協力お願いいたします。

司会：はい、ありがとうございます。大体意見も出尽くしたという事でもう終わりにさせていただきたい

んですが、海野君、準備の方よろしくお願いします。業務連絡です。最後に主催者というか私の個

人的な意見が強いとは思いますが、皆さんに一言。コンサドーレ札幌、私も９７年ぐらいから応援をさ

せていただいておりますが、９７年９８年９９年ぐらいですか、Ｂ自由のコンサドーレサポーターの応援

に憧れてコンサドーレを応援するようになったというのが正直なところなのかもわかりません。確かに

サッカーが好きだったとか、バルデスがいた時代、最初にＪで昇格した時だとかそういうのもうれしか

ったですけども、やっぱり当時のコールリーダーの元で応援が一緒に出来ると、そのステータスみた

いなものが味わいたくて。最初は怖くてゴール裏になかなか近づけなかったですけども、じわじわと

一試合ごとにじり寄るようにしてゴール裏に紛れ込んで、一時期は綱しょって飛んでたり。今は体力

的に無理なので一歩離れていますけども、そういうサポーターの応援風景に憧れて集まってくるサポ

ーターも多数あると思います。だからといって軍隊のように応援を統制する必要もなければ、各々の

応援スタイルというのがあっていいと思います。自然に湧き上がる応援がピタッと合った時に美しさが

醸し出されるものであって、強制的に統制すべきものではないと思います。ほんとにここ一番の試合

の時に同点に追いついたり逆転のゴールが決まった時っていうのは、コールリーダーが必死になっ

て声出せーって言わなくても皆さんものすごい声出てる訳ですよね。ものすごい応援、声援がピタッ

と合ってる訳ですよ。それはその瞬間皆さんの気持ちが一つになったからそういう事が起きる訳で、

そういう状況を常に作れればそれはすばらしいことですが、如何せん我がチームはそんなに強いチ

ームじゃないので常に皆さんに勝利を味あわせる、勝利を担保出来るほどのチームでもない。そん

な中で昨年も応援自粛があったり、応援拒否するというようなお考えのサポーターがいたり。第三者

的に見る方はバラバラだとか烏合の衆のような集団だとかというご批判もあったみたいですが、それ

もまたコンサドーレのサポーターかな。変にどこかのチームのように軍隊のように統制をしてやるのは、

我がコンサドーレにはそぐわないのかなと。皆さん一人一人のお考えがたまたまその試合にピタッと

波長が合った時にすばらしい応援が出来ればいいのかな。で、やはり若い熱烈サポーターの中には

常に声を出してシャウトしてっていうのが応援の理想形だと思われている方もいらっしゃる。これもま

た正しい応援だと思います。ただコンサドーレは悲しいかなＪで一番平均年齢の高いサポーターを抱

えるチームですので、２０代のように９０分ずっとシャウトし続けると次の日倒れて病院行かんきゃダメ

だというような年齢の方も多いと思います。ですから今応援を引っ張っていってる方々も、平均年齢

が高いサポーターを束ねて応援を組み立ててるんだという事も頭に入れていただいて。ずーっとコ

ールを続けるのではなくて短く瞬発力のあるコールをして、ちょっと休んでまたコールさせるというな

事にも気を配っていただければより一体感は出るのかなというふうにも思ってます。浦和レッズのよう

な、また鹿島アントラーズのような、ああいう応援も確かにすばらしいですけども、４０代５０代が多い

年寄りのサポーターを抱えたチームの応援スタイルというのもまたあっていいのかなと思います。そ

の辺少しずつ皆が模索しながら、一人一人が各々の考える応援を自由にして、それがたまたま試合

会場で一つに融合した時にすばらしい応援がかもし出されていいのではないかと思っております。

ですからみなさん、一人一人が今自分のお仲間や周りにいる方々と応援スタイルをひとつお話会い

いただいて、今年の開幕戦にぶつけていただければと感じております。そのように考えましたので述

べさせていただきました。失礼しました。それでは、ちょっと逃げないで海野君。では恒例のコンサド

ーレコールをフラッグのリーダーの海野君に。前でしょ、当然。それで締めさせて頂きます。

海野さん：２００７年に僕がやった時に昇格しました。調子こいて２００８年やっちゃったら降格しちゃ

いました。僕がやるのは今回が最後という事でいいですよね。今年昇格すれば、俺Ｊ１でやったら落



ちちゃうから。Ｊ１に上がったらもうやらないから。今年が最後。僕Ｊ２担当、だからＪ２はもうこれで最後

だから。コーンサドーレ！ コーンサドーレ！ コーンサドーレ！ コーンサドーレ！（会場コール）

ありがとうございました。

司会：どうもありがとうございました。これで全ての議事を終了させていただきます。ありがとうござい

ました。お帰りの際は、車の運転その他気をつけてお帰りください。７時から代表の応援に専念しま

しょう。

（ 16:20 終了。以上、敬称略）

※漢字標記が不明な方のお名前は、カタカナ標記とさせていただきました。また、お名前自体が判別出

来ない方などは「質問者」「挙手者」等の標記にさせていただいております。ご了承ください。


