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２０１６サポ集議事録(要旨)

齋藤（以下司会）：それでは時間でございますので、一旦、後ろの方、入口閉めて下さい。只今より２
０１６年コンサドーレのサポーターズ集会を開催致します。まず我々スタッフの方、ご紹介させて頂き
ます。会場係として、名前呼ばれたら立って下さいね。松本明美さんが、後ろの方におります。それか
ら渡辺恵子さん、前の方におりますけども記録係として後藤さん、鎌田さん、熊野さん。それと受付
の方で松村さん、齋藤さん、山梨さん。録音その他で中川さん、千葉くん、それと私齋藤でございま
す。その他、後ろの方に川越さんが関東後援会の方で、ネット中継しております。関東後援会の方でも
同じくこのライブの状態をご覧頂いております。今日総会が午前中あって午後からこのサポーターズ集
会を東京の会場でご覧なって頂いております。ここ何年か前からやっておりますので、ご発言は関東の
サポーターにも皆さん届いておりますので、その辺をお含み頂いてお願い致します。それでは野々村社
長宜しくお願い致します。キックオフキャンペーンの時に色々なお話伺いましたので、それと重複しな
いような形で宜しくお願い致します。

野々村社長（以下野々村）：言う事無いですよね、あんまり。（会場笑い）皆さんこんにちは。宜しく
お願いします。僕、熊本に行かなくてはいけないので２時位まで。まあ２時間ありますんで、取り敢え
ず一方的にお話をさせてもらって、その後質疑応答が半分位あればいいかな、半分以上でもいいかな
と思ってます。まず何から話しましょう。じゃ社長として、経営的な事をお話させてもらいます。今期
２０１５年、昨シーズンですね。まだ完全に決算も固まった訳ではないんですが見込みとして。全収入
が大体１５億６，０００万位で、純利益としては５００万円弱というところ。いつも心配な赤字になっ
て債務超過になってクラブライセンスどうなるんだっていうところは、まず大丈夫だというところです。
まだまだクラブとして力を付けたという訳ではないとは思ってますけど、何とかＪリーグの中でそれ
なりに上を目指せるようなクラブの土台はある程度出来つつあるかなという風に思ってます。数字の所
で細かい事を言うと、興行収入が大体４億２，５００万円位ですかね。人数でいうと２５万人を久々
に突破出来た。逆に人数はいったけれども一人当たりの単価が落ちているみたいな所もあるので、ど
う改善していくかっていう事は一つの課題。客単価落ちたのは色んな要因が考えられるんですけど、平
日開催がいくつかあって、例えば仕事人ナイトみたいな単価の安いチケットで多くの人が来場されたと
いうところもあったのかなと分析されております。広告収入は約６億１，０００万位です。コンサドー
レの２０年の歴史の中では最も多くの広告を頂けるようになったので、僕はクラブのスタッフ、良く頑
張ったなと言う風に思って頂けたらなと。これで終わりかと言うとそうではないんですけれどもまずま
ずの数字。あとグッズの収入は大体１億３００万位ですかね。それが多いのか少ないのか中々わからな
いと思いますけど、単純に２０１３年と比較すると３，０００万位は増えて来ていると。その他の収
入のところでは移籍金とか。奈良の部分が大きかったりするんですけどそこも例年よりは多くの収入を
得る事が出来たと。只自力だけでなんとかするっていう所まではまだいってないので、多くのスポン
サーとか、皆さんも含めてご協力頂いた事で何とか黒字で終える事が出来そうですという所です。じゃ
あ来年どうしようかっていう話ですけど、これも同じ話するなって言われてもするしかないんですけど、
ちょっとずつ力はつけつつあるので、今のメンバー今迄のやり方でやっても少しずつは良くはなると思
うんですけど、もう少し加速させたいとずっと思ってまして、博報堂さんと契約というか提携を結んだ
と。金額言うとまた怒られるかもしれないんで言わないですけど、大体想像通りだと思いますけど。ま
ず大きく加速する為のエンジンとして幾らかを使って、選手とかプロモーションに使いましょう。１年
ですぐに結果を出すっていうのは中々難しい所もあるでしょうから２年間位かけて、彼らが用意してく
れたエンジンで、色々な事にチャレンジしてみます。３年目からは上手く色んな収入に繋がっていって、
スピードを上げながらもう少し売上が上がるようにしていきましょうという事です。じゃあ博報堂さん
が何をするかですけど、代理店がやっているような仕事は普通にやってくれるんでしょうけど、例えば
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集客する為にどうしたらいいかとか、その為に幾つかの山を作らなきゃいけないとか、どういうプロ
モーションしなきゃいけないっていう様な事を、一緒になって考えて行くと。で、僕がずっと望んでい
た事ですけどメディア、特にテレビの所でどうやって露出をしていくか。今迄は何とかお金をかけずに
話題とお願いで出して貰おうとしてたんですけど、それにも限界を感じていたので実際に話題も提供し
ながらビジネスとしてある程度成り立って行くっていう様な絵をメディアの方々にもしっかり見せて、
露出を増やしていく。プロとして知ってる博報堂さん達がいてくれる事で上手く進むという様な事に
なってます。新聞も同じです。後は街の中で赤と黒、コンサドーレがしっかりと認知される様な展開も、
費用を使いながらやっていきたいというのもあると。２０周年なんでイベントとかグッズなんかも彼ら
と一緒にやっていくと。自分達で出来なかったのっていう所はあると思うんですけど、たぶん難しいと
思います。今いるスタッフが良いとか悪いとかではなくて、ある程度そういう事を良く解ってる人達と
組むっていう事がすごく大事だと思うので。二人か２．５人か、コンサドーレに常駐させるような形
で来てくれます。先日向こうの本社に行って挨拶した時も全役員が出て来てくれて、一緒に頑張って行
こうっていうような事を言ってくれたり。それなりにおっきな会社なので、そんな沢山の役員が揃う事
も中々無いですね。この間は役員の方々三人と向こうの関係者全部で七人位で、北海道のテレビ局の社
長さん以下、編成の偉い人達にわざわざ出向いて挨拶に来てくれる様な事もしてくれている。通常だと
そんな事はあり得ないし今迄も無いんですけど、その位博報堂さんもうちのクラブと一緒に。日本の
サッカー界で、彼らもきっと生き残っていく為に良い結果を出して行こうという事を考えてくれている
んだと思います。そういう人達がいるから大丈夫だっていう事でもないんですけど、可能性としてはす
ごく上がったんじゃないかなと思ってます。どこを目指すかっていう所ですけど、さっき言いました今
年１５億６，０００万位の売上でしたが、常々言ってますけどまず２０、２５って所位を現実的な目
標としてやっていかなきゃいけない。これは双方でしっかり確認しあってると。何回も聞いてると思い
ますけど、去年１５億円ちょい位で、チームに使えたお金って大体５億円位なんですね。大体三分の一。
本来半分くらい使えるようにならなきゃいけないんですけど、コンサドーレの場合は色んなコスト、
固定費が大体１０億円あるので、それを削るって言っても中々削れないような状況ではありますから、
２０億いくと半分位１０億円位が強化に使えると。去年僕来た時、１．９億円でやってくれとかなんか
もうそんな感じだったのを考えると５億円まで来て、何とか上を目指せる様な所まで来たのはそれでい
いんですけど、去年のＪ２で言うと昇格したクラブ、どこだっけ、大宮１５億円位、それも多分１５億
以上ですよ。強化の所ですよ。ジュビロもそれに近い。福岡も以前だったらうちと同じかそれ以下だと
思うんですけど、この間聞いたら、まだ正確な数字じゃないですけど６億数千万円でやっていたようで
す。それで上がって、彼らは今期１０億円近く使ってＪ１にトライするみたい。１０億円近くの強化費
を僕等のやる仕事としてはしっかりと用意を出来る様なクラブにすると。５億円でじゃあ上がれない
かというと上がれない事もないんですよ、これも繰り返し言ってますけど。今迄のコンサドーレって、
まあ、僕、２０００年の時に上がった時以外は、その前の時はもっとお金使ってますけど、その後何
回上がったの？　まあ２、３回上がってますよね。５億円位で多分上がってるんですね。上がったけど、
２０００何年でしたっけ　一番最近上がったの。

司会：２０１１年。

野々村：２０１１年でコンサドーレ上がった時の強化費って４億６，０００かな。４億６，３００万
円とかで上がってはいるんですけど、Ｊ１に上がって４億５，０００万円しか使えなかったっていう。
上がる事だけが目的のクラブになっちゃったら、面白くもなんともないじゃないですか。今回の福岡
さんみたいに６億数千万円で上がって１０億円位使える様な体制をしっかり作っていかなきゃいけな
いねっていう所ですかね。早く終わっちゃいそうだな、俺の話。後何を話しましょうか。経営の事は
後でまた何でも質問して下さい。
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司会：社長、監督とか今回のキャンプの。

野々村：それはいいですよ、今しゃべります。あ、サッカーの事話しましょうか。

司会：いいです、サッカーの事で。

野々村：監督とかっていうのは？　四方田の状況ですか？

司会：去年の最終戦の時に、言った時にはまだ正式に了解してなかったんですよね？

野々村：いえいえそんな事ないですよ。

司会：そうなんですか？

野々村：俺、あの後四方田を怒りましたけど。お前大体、その変な聞いてないよ的な、新聞さんの書
き方もおかしいと思うんですけど。大体その前にしっかり話してますから。多分細かく決まってないと
いうのは金がいくらかとかっていうのが決まってなかったのかもしれないですけど。心的にはしっか
り伝えてありますから。その事に関して言うと四方にも正直な事って言うか、僕は何人かの人にアプ
ローチはしてるよって言う事も伝えていて、誰かは言わないですけどかなりキャリアもあって、もしそ
の人が受けてくれた場合、四方には将来監督になる事を念頭にヘッドコーチみたいな事もあるかもし
れないよって話はずっとしていたんですね。だけどそっちの交渉も中々すぐに決まる様な事も無さそう
だったので一定の日時を決めて、ここまでに決まらなかったら、本人もまだまだだと思ってる所もあ
るんで、一緒に強く成長していく様にやって行こうよっていう話はしたと。で、決まったらクラブとし
ても四方田監督を徹底的にサポート出来る体制をどう取るか。一人の監督のカリスマで全部を掌握出
来ればいいですけどそんな簡単にいかないので。まず現場のコーチ達をどういうメンバーでやるかって
いう事を三上とか四方田も含めて色々考えていたと。只何人も新しいコーチを置けないので、どういう
タイプの人が欲しいか。現場の意見としては結構ピリッとするちょっと怖い様なイメージの人を置いた
方がいいんじゃないか。それは多分若い選手のヌルさ、コーチ達は分かっていても劇的に変えられる
事がたぶん出来ていない。それは僕も思っていた事なんですけど、そういうコーチ当たったのも事実。
こういう世界なんで、当たった人が契約まで行かなかったっていう所もあって、じゃあどうしようかっ
ていう事を考えた時に、全くもって僕の思い付きでブルーノを思い出して、ブルーノどうって言ったら、
四方も三上もおもしろいんじゃねえみたいな事になり、三上がブルーノの代理人に、夜だったんですけ
どすぐ電話したんですね。したら５分後位にはブルーノには伝わっていたみたいで、絶対に行きたいみ
たいな事になって、そこで決まっちゃったって。どこで決まったかって言うと元ルネッサンス、椿で決
めました。そんな情報はいらないですね。そんな感じでした。何でブルーノがいいのかなって思ったか
と言うと、ブラジル人で元選手でＪリーグを知っていて、日本語のコミュニケーションが取れる。今期
うちのチーム、選手の所でいくと新しいブラジル人がどの位フィットするかがすごく大事だと思うんで
すね。そう考えた時にやっぱりブラジル人選手に対して的確な。ウリセスっていう通訳がいますけど、
ウリがダメじゃないですよ。ウリはウリですごくいいんですけど、ピッチ上で的確なコメント伝えられ
て尚且つ日本人とブラジル人を繋ぐコミュニケーションが取れるっていう所。キャンプ見ててもブルー
ノは今期のうちのメンバーからするとすごくいい仕事をしてくれていると思います。日本語もちょっと
忘れている所もありますけど、大体何とか。勉強熱心みたいなんで大丈夫だと思いますよ。最近だとマ
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セードが早めに合流してたんで、マセードに対しては練習中からすごく色んな事を言ってくれていて、
ブラジル人全員がそうじゃないけどブラジル人のディフェンダー、例えば３－５－２のサイドの選手と
かって言っても、守備の所のいい加減さとかヌルさみたいなのは、日本人とブラジル人の違いだと思う
んですけど、相当いい加減だったりする。それをブルーノが常に言って伝えていると。だからマセード
どうだったっていうのを聞くと、すごく一所懸命守備してたって色んな人が言う。それが出来る様にな
ると、元々持ってる力はあるけれども日本のサッカーにフィットするかどうか。守備の所の感覚が当
たり前になるかどうかっていう所がすごく大事なので、案外早くフィット出来るかなと思ってます。
コーチであと変わったのはいませんよね。その位ですよね。選手は今言った通りブラジル人の３人です
ね。パウロンをどうしようかっていう所は当然あったんですけど、さっきも言った通り四方田に勝た
せてあげる為に、一定の予算の中でどういう選手をどこに獲るかって事を考えた時、後ろよりもサイ
ドと前だろうって現場も思った事だったんで、パウロン５月位までサッカー出来なかったりすると思う
のでレンタルに出して３人獲るっていう風にしました。ブラジル人選手の力がどうなのかっていう所で
すけど、まあ難しい。数年前よりもそこに掛けてるお金が少し多いので、その分それなりの選手だと
思います。そう言うしかないですよね。Ｊ２でもそうですけど強化費に１０億円以上使える様な所は
ネットで１億、グロスで税金含めると２億円近い様な外国人を連れて来ますけど、まだそこまでのク
ラブになってないので今迄の実績のある選手ではないです。これはブルーノが言ってた事なんだけど、
３人とも若い頃から評価されて、例えばブラジルの１部に移籍してブレイクするかどうかっていう所で
上手くいかないで、２部とか下のクラブでプレーしてまた良い所を見せていくんだけど、また上手くい
かなくてみたいな事を２回３回繰り返したような選手ですね。誰とは言わないけど数年前からいる様
な選手はもっと下でやってた選手なので、それよりはブラジルのトップでやってる事のある選手達なん
で能力は高いと思います。ブルーノは彼らに対してもお前らほんとラストチャンスだよと。最近のブラ
ジル人の感覚からすると日本でずっとやるっていうのも選択肢の一つ。中国とか中東にＪリーグから行
くっていうのもサッカー選手としてのキャリアを考えると、狙っている一つの目標だと思うので。その
位目指してやんないとダメだよね。でもそれが出来る可能性のある選手達と思って貰えれば良いかなと
思います。あとは何ですか？

司会：質問タイムにしますか。

野々村：そっちの方がなんかいいかなと思うんですよね。

司会：じゃあ質問タイムで。社長にこれは聞いてみたいというものがありましたら。

野々村：サッカーの事でもクラブの事でも経営の事でも何でもいいので。どういう事が聞きたいかも、
僕もわからなかったりするので。

司会：はい、じゃあ質問タイムという事で。聞きたい方いらっしゃいますか？　挙手。はい。

挙手者：ミヤモトと申します。

野々村：はい、お願いします。

挙手者：今日はありがとうございます。増川選手の移籍、獲得の経緯、公表出来る範囲で教えて頂けれ
ばと思います。
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野々村：増川が何で来たかみたいな事ですか。

挙手者：非常に期待しています。

野々村：パウロンが移籍するっていう前提でディフェンダー。現場としてはしっかり計算できる選手が
欲しいっていう事で、何人かに強化スタッフが当たっていたと思います。現場の意見です。僕は獲りた
いって言われたらどうやってお金を集めるか位しかやる事無いんですけど。若いユース上がりがセン
ターバックで３人いるんで、その内の一人でもしっかりモノになるなっていう様な感覚が分かる様な
シーズンになったらいいなっていう思いもあったりもするんですけど。でも現場としては今どうやって
勝つかみたいな事を考えると一人欲しかったんだと思います。増川が他にどうオファーがあったかとか
全然分からないですけど、やっぱりキャンプでは全然良いみたいですよ。コンディションも含めて安定
感を見せてくれてるみたいなので。監督の評価としては結構いいんじゃないですかね。

挙手者：分かりました、ありがとうございます。脹脛の太さを見ると、期待せざるを得ないんで。

野々村：あんな太くて上手い奴は見た事無いんで、まあ上手さは期待しないで下さい。（会場笑い）強
い事は強いと思います。

司会：じゃあ次。お名前を言ってからお願いします。

挙手者：セリカワと申します。宜しくお願いします。２点ありまして、今お話あった若手センターバッ
クを育てたいみたいな、三上ＧＭがおっしゃってたんですが、それ含めて去年ゴメスがレギュラーにな
りましたけど、社長が確かこの間スカパーでおっしゃってて、１年前にゴメスがレギュラー獲るとは正
直誰も予想してなかったけどもガーンと伸びる時期でもあると。今年こいつ出てきそうだなっていう選
手はいらっしゃいますか？

野々村：今年ですよね。出て来て欲しいヤツ？　荒野でしょ。ちょっと休んだみたいですけど、キャン
プでは良かったですね。あいつオリンピック何やってんだと思うんですけど。だからもう一回オリン
ピックに引っかかるかもしれない位の活躍を前半戦で見せて欲しいし、本人もそういう気持ちが強く
プレーには出てるんで、荒野には頑張って欲しいなあと思います。深井も最近だいぶコンディション上
がってきて良くなってきたみたいですね。ボランチ良いみたいなんですよ。前の弟もここにきて評価上
げてるみたいなので、イナがいて裕樹がいてみたいな所があるから、レギュラー獲れるかどうかは
ちょっと分かんないですけど頑張って。能力はありますからね。膝の事なんか気にしないでやって欲し
いなと。その位かな。あと誰だ？　ゴメス。ゴメスはレギュラーかどうかって言うと、レギュラーでは
ないかな。だけどジュリーニョがさっきの話した時と同じで左のワイドに置くと日本人的な発想からす
ると、ちょっと守備が恐いなっていう事をスタッフが思ってると思うんですよね。そこを出来る様にな
ると多分ジュリーニョだと思いますけど。でも今の時点ではやっぱりゴメスも良いよねみたいな感じに
はなってると思うので、そこは競争してくれれば良いかなと思ってます。あと誰かいたっけ？

挙手者：中原あたり。
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野々村：あー彰吾ね。（会場苦笑）彰吾は、や、勿論期待はするんですよ。何年期待してると思いま
す？（会場笑い）結構ほら、僕も３年前位からずっと言ってるじゃないですか。彰吾もそれなりにはプ
レッシャーだと思ってはいるんですけど、中々本気で今年やるぞっていう風に見えないんですよね。
ニューイヤーカップ、もし見た人がいたらどう思ったか、僕は全くダメだなと思ったんですけど。それ
は夢実も同じで、うんうんって感じですよね。只ずっと一緒にいる訳じゃないんで何とも言えないんで
すけど、この間ベテランに聞いてもやっぱり頭に来る位ヤル気を感じない事あるみたいなんですよね。
今の子って言ったらもうそれで終わっちゃうんですけど、でもそれじゃダメなんだっていう事を相当強
く言ってるつもりです、僕からも。多分ニューイヤーカップの１試合目でほんとに腹が立ったんで、僕
その時向こうにいたんで、四方達スタッフと飯食いながら、次の試合にもし使うならラストチャンス
だっていう事を監督も言うみたいな事は言ってたんですよね。ラストチャンスっていうのは今シーズン
のラストチャンス、そこで出来なかったらもうお前ダメだよっていう事を多分言われてゲームに出てる
はずなんですよ。だから２試合目の方がちょっと頑張ろうとしてるなっていう感じはしたんですけど。
根本的に変わらないと生き残ってくのは相当難しいと気付いて欲しいなと思ってます。今日時間が一杯
あるんで話しすると。これ何かで言ったかなあ、ラジオか何かで言ったのかもしれないんですけど、こ
の間ジュビロにいた高原が沖縄でクラブ作るとかって言ってるじゃないですか。沖縄に行った時に高原
が挨拶に来てくれたんですね。高原ってそんなヤツじゃなかったんですけど。（会場笑い）高原も大人
になったなあと思って。僕の部屋に来て、伸二も同級生だから呼んで話してて、じゃイナ呼ぼうかみた
いになってイナも呼んで話してたんですけど、そこに夢実も呼ばれたんですよね、何故か。何でかって
言うと高原と夢実は相模原で一緒にやってるから。で夢実が来て、稲本と高原がソファーに座って、
こっちに伸二がストレッチしながら地べたに座って、ここに一つだけ椅子があったそこに夢実がずっと
背筋伸ばして座ってる感じですかね。僕がソファーにいて。で１時間位ずーっと説教されてましたから
ね、夢実。（会場笑い）でも何かね、夢実すごいみんなに可愛がられるんだなと思ったのは、高原も
稲本も伸二も本気でユメに言ってあげてるんですよ。お前ほんとにやらないと絶対ダメだっていうよう
な事。だからこんな幸せな選手いないなと思って僕も見てたんですけど。僕はもういいんじゃないユ
メって言って、お前みたいにちょっと上手いヤツに子供教えて欲しいから、アカデミーだったらいつで
もいいぞみたいな事を茶化しながら。でもあれできっと、先輩方に言われて変わったらやれると思う
し。変わったらずっと日本を代表するような選手でやれるかっていうのとはまた別の問題ではあるけれ
ども、気持ちの部分で変わって生き残っていくんだっていう事を上手く表現出来たとしたら、多分見
てる皆さんにも応援したくなるなっていう風に思われると思うんで、期待して下さいっていう事は言え
ないですけど僕は期待をしてると、彰吾とユメは。彰吾はこの間１点取ったんですよね。でも、あれは
公式戦じゃないですからね。まあ、ラストチャンスだと思います。すごいね、皆さんもそうかもしれな
いですけど複雑ですよね。クラブはちょっとずつ何とか成長して、３年前の３億円のチームの時にはユ
メとか彰吾に頑張ってもらってゲームで勝つためにやってくれてはいたと思うんですけど、それが６億
円になって、例えば２年後に１０億円になっていった時に残れるかどうかは別の問題なので。だからそ
こに残って行ける様に今一所懸命頑張ってもらいたいなっていうのが僕の気持ちで、多分皆さんも同じ
だと思いますけど。まあ応援してあげて下さい、ほんとに。

挙手者：ありがとうございます。あと１個よろしいでしょうか。シーズン移行問題なんですけど、今回
など日本サッカー協会の会長選の争点の一つみたいな報道もされてて、今後どうなっていくかみたいな
話で、何か立ち消えては出てまた話が出ての繰り返しで、Ｊリーグ理事でも常時議論はされてるとは思
うんですけども、今後どうなるかというか予想というか、社長が思うシーズン移行こうなって行くん
じゃないかっていうお考えがあればお願い致します。
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野々村：シーズン移行は無くなった訳じゃないですよ。多分シーズンの移行、ちょっとずらしてシーズ
ンを考えた方がいいんじゃないかっていうのが実行委員も含めた全体の意見で、それはそれで纏まって
ると思います。どうなって行くか、今スケジュールがほんとに入らないんですよ。ＡＣＬがどこに入る
かとかっていう事を考えたり、代表のゲーム日程がどこに入るかっていう事を考えたりすると、当然そ
こはリーグ戦が出来なくなります。そうすると、今のままのスケジュールに入れるのは相当難しい。今
期１１月３日でＪ１のリーグ戦が終わっちゃったりするチームもあれば、天皇杯残ってると１２月末
までやらなきゃいけなかったりするチームもあったり、すごくスケジュールが難しい。日本のサッカー
の盛り上げを考えた時にはクライマックスのところでしっかり毎週ゲームがある様にならないと。例え
ば１２月に１試合しか無くて、最終節の前節が１１月の頭の方で１ヶ月空いちゃったりすると全くもっ
て間延びするみたいな事が考えられると思うんですけど、色んな事を考えていくと今のままでは絶対埋
まらない。今のままが良いって前提で話すとですよ。一方で今のままってほんとに良いのかなっていう
のもあったり。ずらす事でＡＣＬとか代表戦のスケジュールに関係なく、ヨーロッパに近い様なスケ
ジュールにすると、すんなり天王山になる様な月を設定出来たりする所もあったりする。雪国のデメ
リット以外のメリットはそっちの方が大きいという風に思います。これはまあ事実だと思うんですよね。
どうなるかは正直分からないけれども、日本で雪国のチームがどう活動出来るか。場所があれば出来
るのか、キャンプに行く費用があれば出来るのか、シーズン中ウインターブレイクがあったりしても雪
国のサポーターは３ヶ月位ゲームが見れなくなってしまう様な事があるのか無いのかとか。出来ない前
提じゃなくて出来る様にするにはどうするかをしっかり考えていけば、メリットがデメリットを上回る
様出来るんじゃないかなとは思ってるので、変わったとしても全く不思議は無いっていうような感覚で
す。色んな条件が揃えばまあ変わっても良いっていう風に僕は思ってる。

挙手者：ありがとうございます。はい、問題が解決出来るなら。只それがクラブだけにしわ寄せが。

野々村：それは絶対ダメですね。変えるなら変えて良いよ、只うちのクラブ、２ヶ月、１ヶ月、キャン
プにまた行く費用かかるよね、誰が補填してくれるのっていう事とか、サポーターは１ヶ月２ヶ月サッ
カー見れないけどそれをどうするのみたいな事とか。少なくともうちの場合は雪で外を歩けないみた
いな事は当然考えられるけれども、屋根が付いた所があったりもするんで、２月の末とか１２月の末と
かは見れたりやれたりする訳ですよね。だけど札幌よりも山形とかあっちの方が色んな問題があると
は思ってたりする。クラブが損する事を、はい、分かりましたとは絶対言わないです、僕は。

挙手者：ありがとうございます。宜しくお願い致します。

司会：はい、ありがとうございます。はい。

挙手者：ヤマモトです。宜しくお願いします。今の話の続きで、結局私が日本サッカー協会まで乗り込
んで直談判した方が移行推進派という事で、会長になってしまったのを残念に思っている所なんですけ
ども。その時丁度田嶋さんがテーブル向かい合わせで直談判を聞いて頂けたんですけども、そこでメ
リットは欧州とシーズンを合わせるっていう事があって、実は欧州もドイツなんかは結構雪が降る中で
やって、ケガ人が出るんじゃないかという事で、欧州自体が春秋制を検討するという話もチラッとあっ
たかと思うんですよね。それでコンサドーレが北海道から世界へと打って出ているんであれば、野々村
社長の行動力を活かして頂いて、むしろ欧州に春秋制を売り込むような、何か博報堂さんと手を組んで
根回しとか大きい事は考えられないもんでしょうか。
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野々村：全然考えられなくはないと思いますよ。だけど欧州が例えば今の日本のシーズンとまったく同
じにしたら、向こうのスケジュールも絶対埋まらなくなるので、いい日程みたいなのを、それぞれ考え
ればいいかなと思うんですよね。シーズンを変える事が絶対的に悪だって考えない方がいいと思います。
どうやったら一番いいシーズンになるか、どうやったら出来るかを考えた上でシーズンの始まりとあと
を決めていく作業するのがいいのかなと。サッカー的な事以外にも、例えば日本の中でサッカーをど
う定着させるかっていうのは、これはこれで大きな問題だと思うので、少しスケジュールずらす事で
シーズンの山が野球とかなりずれるという事もありますよね。日本のサッカーのレベルをもっとあげる
為に、真夏のゲームをやらなきゃいけないような、それも疲れているシーズンの途中で、そんな事があ
るとパフォーマンスが上がらないよね、観ている人はつまんないよねとか、いろんな要素があるので、
これが絶対正解だっていうのがないとしても、一番多くの人にすんなり来て、結果日本のサッカーが強
くなる、日本国内でサッカーがしっかり認められるみたいな事を考えていけばいいかなと僕は思ってい
る。ヨーロッパがどっちのシーズンにしようが、しまいがね。只でっかい事を考えて、いろいろやりた
いと思います。今度、ヨーロッパ、誰かに言ってみます。プラティニは今大変そうなんで、誰のとこに
行けばいいかわからないですけど。

挙手者：すいません。もうひとつ追加でいいですか？　新会長がおっしゃってるのは２０１９年なんで
すよね。もう目の前。

野々村：全然、わかんないっす。

挙手者：という事で、今回会長選に出まして、そうなるとひとつの案として２０１８年は２シーズン制
じゃなくて、Ｊ１は３シーズン制でやると、２０１７年にＪ２に降格したチームは、１年半Ｊ２で戦わ
なければならないという案で、もう間近に迫ってる事なんでと思います。

野々村：でも、そういう案が議論されているかっていうと、全くそれはないですよ。メディアを信用し
すぎない方がいいと思います。もし本当に１９年からそうしようという事が、その方がいいよねって流
れになった時は、３シーズン？１年半やるっていうような事が、あってもおかしくはないですよね。本
当にシーズンを変えるならそういうタイミングは絶対来る訳で、その時に好きだ嫌いだっていうのは全
然いいんですけど、例えばスポンサーに対して、僕ら１年間でセールスしているのをその１年分で１年
半やらなきゃいけないみたいな事とか、いろんな問題が出てくるので、そんなすんなりは絶対決まらな
いと思います。１年分の売上で、１年半分の選手の給料をみなきゃいけないとかっていう事も起こった
りする。その分、試合数が増えるから何とかなるでしょみたいな事もきっと議論の中から出てくるかも
しれないですけど、簡単ではないけれども移行した方が良くて、こんな費用負担が出るんだっていう事
が分かって、それをどっかが補填してくれて、各クラブ潰れずに経営が出来るようなら、もしかしたら
変わるかもしれないですね。でも、別に議論はされてないです、リーグの中では。そんなにあれです
か？　何か意固地になってないですか、シーズン移行に関して。

挙手者：なってます。

野々村：もうちょっとやわらかく考えて頂いた方が。僕もどっちが良いって訳じゃないですけど、こっ
ちの方が良いんじゃないかという物があれば、そっちの方が良いんじゃないかなと思っているという。
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司会：はい、ありがとうございます。では他のご質問。はい、どうぞ。お名前を名乗ってからお願い致
します。

挙手者：シバタと申します。宜しくお願いします。就任してから東南アジアの３クラブと提携を結んで、
選手を派遣して修行に行ってると思うですけども、何回かドイツのシュツットガルトと提携を結ぶとか
の話があって。ホームページ上では何の発表もなかったと思うんですけども、本当にしているのかどう
かと、東南アジアだったりアメリカのクラブなどと提携を結ぶ予定があるのかどうか、構想があれば
聞きたいと思うんですけども。

野々村：ドイツに関して言うと三上がやり取りしていますけど、ドイツからも人が僕の所に来たのも事
実あるし、提携する方向できっと動いていると思います。移籍のヨーロッパの市場が閉るまではバタバ
タしてるんで、その後みたいな事を代理人は言ってました。僕が丁度沖縄で１試合目解説やって、放送
始まってた時に言ったので、聞き間違いかもしれないけどなくなる事はないんじゃないかと思います
けどね。実際にアカデミーの子達も向こうへ行って面倒みてもらったりもするので、ドイツ人なんで結
構信用している所はあるんですけどね。それから他とどうかっていうのは、どっかあればどんどん提携
して行けば良いとは思っているので、具体的にあるって訳じゃないですけど、自然に増えて行けば。
さっきの夢実達の話じゃないですけど、若い奴を東南アジアのクラブで１年間やらせてどうかってい
うような疑問は多少あってもああいう環境に１年間放り込むっていうのは絶対に必要かなと僕は思っ
たりもしているので、これからまた若い選手が上がって来たりした時にはそこで修行させるような事は
あるかもしれないですね。純貴も結局あっちの方行ってるんですよね。あれはあれでやっぱり良かった
なとは思っています。全員を一生面倒見ますみたいな世界じゃないんで。上げた時に如何に自分で食っ
ていける為の力を付けさせるかはクラブがそれなりに責任持ってやらなきゃいけないって事を考えると、
逞しさを身に付けさせるのと同時に行った国で自身が評価を上げる為にも、いろんな国と提携する事
で場所が増えるのは僕も良い事だと思うのでどんどんやって行きたいと思います。

挙手者：あと２つあるんですけど。まずコンサドーレのホームページ。リニューアルした後に一時期サ
イトが開かないというケースが非常に多かったという事と、有料サイト登録しているんですけど、どれ
が有料かどれが無料かが分かりづらいので、是非改善して頂きたいと思います。

野々村：はい、今日スタッフもいるので、たぶんメモってると思いますから、すぐ伝わると思います。

挙手者：あと、もうひとつですけど。

野々村：はい、３つですね、じゃあ。

挙手者：３つ、そうです。他のＪ２チームだと、東京ヴェルディや水戸さんだとアニメとコラボして、
いろいろとＰＲをしていると思うんですけどコンサドーレでも。例えば初音ミクが雪まつりでも雪ミク
電車に乗ったりなど、非常に雪まつりとコラボしてグッズ売上を上げていると思うんですけども、コン
サドーレでも初音ミクとコラボしたりとか、札幌、北海道を舞台としたアニメとコラボして関係等増
やしたりとか、新しいグッズを作ってみたりするというのは、今の所何か構想。

野々村：全く考えていないかっていうと、全く考えていると思いますよ。それが良いか。良いかってい
うのは、うまく行くかどうかっていう所。今の所上手く多分いかないと思うからやってないと思うんで
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すよ。上手くいなかいのは、自分達クラブスタッフにもう少し発想力があると上手くいくかもしれない
ねと。その足りなかった所を博報堂さんみたいな人達と一緒にやる事で、こうやったら上手くいくかも
しれないね、じゃあ初音ミクに限らずこうやっていこうよという事がやれるならやっていくと思います。
考えていると思います。良く出てくる名前ですしね、会社にいても。

挙手者：どうも、ありがとうございます。

司会：その他ご質問ございませんか？　はい、真ん中にいっらっしゃる方、お名前を名乗ってからお
願い致します。

挙手者：はい、タジマと申します。宜しくお願いします。今年函館開催、どうもありがとうございます。
地方開催の事でお聞きしたいんですが、今年函館という事で次に考えるのは室蘭、そしてまた次、次と
いうふうに考えていきたいと思うんですが、会社としてどのように考えているかお聞きかせください。

野々村：そうですね。考えています、僕は。いろんな所でやりたいと思ってますが。が、ですよ。ご存
じだと思いますけど、北海道こんな人いっぱいいるのにＪリーグ基準を満たしている所は、ドームしか
ないんですよ。厚別も駄目。サッカーをやっている人達とかこれから頑張ってやろうと思っている少年
達にとって、いい施設は北海道にはほぼないって事なんですよね。将来日本サッカーにとって良くない
から、Ｊリーグとしてはこういう基準のスタジアムを作ってくれないと、試合はやれませんよっていう
スタンスでここまで来てる。何が言いたいかっていうと、もうちょっといろんな地域で施設をしっか
り整備して。別に僕らの為じゃないですよ。その地域の人達の為にいい施設いい環境を整えるような動
きになるよう、いろんな所でやっていきたいと思ってます。来年は全くこれからですけど、出来れば１
試合か２試合は北海道の札幌以外の所でやっていきたい。クラブの事を考えると、どっかでやった時
に、施設使用料はおそらく札幌よりも高くはないと思うんだけども何人くらいのお客さんが来て経営
的にどうかっていう所もいろいろ考えていかなかったりすると思うので、しっかり慎重に考えながら。
でも、いっぱいいろんな所でやっていきたいなと思います。

司会：先程、はい。

挙手者：マツムラと申します。宜しくお願いします。経営について２点お聞きしたいんですけれども、
１点目がメディアの方の博報堂さんの件で、中長期的な考えだと思うんですけども、まず２年経ったあ
と３年目、博報堂さんから頂けるお金がなくなって、その時が分岐点になると思うんですけれども、そ
の段階でどれぐらいの売上増をしている考えでやってられるのか、もしくはどこまで上げなきゃいけな
いと考えられているのか。

野々村：最低でも、例えばプロモーションに２年間使って、３年目は全くしないっていう事は考えてな
いので、最低でも２億から３億ぐらいは、売上は伸ばしておかないといけないと思った方がいいんじゃ
ないですかね、３年目で。あくまで最低でもですよ。イメージとしては、それまでにしっかり２０億い
くようなクラブにしたいなとは思いますけど。

挙手者：あとですね、エゾデンに関してなんですけれども、これから動く会社という事で、この製品に
関して経営に影響与える事っていうのがどの程度あるのかと。
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野々村：うちのクラブにとってですか？ ５００万円くらい出資しているので、もしうまく行かなかっ
たら５００万円損したみたいな感じですけど。クラブのスタッフが常駐して何かするとかっていう事は
ないので、クラブの営業をする中で１個、商品が増えたみたいなイメージなので全く負担にはならない。
あとは、どのくらい北海道の人に認知されて加入者を取れるかっていう所が大事なんですけど、５万、
１０万くらいは、すぐ何とかしたいなっていうイメージでやっています。

挙手者：赤字になった時に、それを補填するとか何とかっていう話にはなって来ないんですか？

野々村：そこは僕らだけでやってるものでもないし、サツドラさんと一緒にやっているので。最初は借
入なんかもあるんでしょうけど、その保証人をコンサドーレにする程、銀行も馬鹿ではないと思うの
で大丈夫だと思います。

挙手者：はい、分かりました。ありがとうございます。

司会：その他ご質問ございませんか。なければ関東後援会の会場の方、ご質問、メール等で届いてお
りますでしょうか。

挙手者：関東地区後援会の総会の方から質問が届いてますので、宜しくお願いします。まず、直球な質
問なんですがＪ１に昇格出来そうですか？

野々村：チャンスはあるでしょう。ずっと言いますけど、３年前より遥かにチャンスはあると思います。
僕らがある程度準備できるいい材料っていうか、戦力としては去年よりもベースは上がってる。去年Ｊ
２の中でライバルだったクラブ、ビッククラブっぽいのが上に行ったりしているので、去年よりは１つ
か２つぐらいは。強化費だけで言うと充分差を埋める事は出来るかなとは思ってはいますけどね。こ
ればっかりは現場力に期待するしかなくて、来年になってみないと分かんないけど、たぶん７番目、
８番目、９番目くらいじゃ。強化費ですよ。強化に使えているお金はそのぐらいだと思うんですよね。
プロの世界なんで、圧倒的にお金持ってていい戦力揃えたチームがいいパフォーマンスしたら、ひっく
り返すのは相当難しいと思います。だけど上手くいかないだろうと思うチームも、何チームかあるじゃ
ないですか。１００％に近いパフォーマンスをしてくれて、若い奴がうまくやれるならひっくり返す力
はあると思います。只、難しいっていう事は皆さんも分かっていると思いますけど。僕の立場からする
と、そういう風に言います。選手は死ぬ気でこのメンバーだろうがあのメンバーだろうが勝つっていう
事をやらないといけないと思いますけど。昇格できますかっていう質問に対して、出来ますなんて言え
る人いるんですかね。

挙手者：次、ホームゲーム全試合生中継というような話が流れてたと思うんですがどういった仕組みと
か契約とか見込みが立っているか、内容が分かれば教えて頂きたいとの事です。

野々村：はい。まだ日程が全部出てないしはっきりは言えないですけど、感触としては全部やってもら
えそうな感じはあります。いろんなやり方があるので、只僕達がやって欲しいと言って、はい分かりま
したっていう事ではなくてテレビさんもビジネスが関わってくるので、どうやったらテレビ局にとって
損なく出来るか。要は代理店さんが一緒にやっている中で上手いやり方を考えてやってもらうっていう
のと、プロモーションに使うお金も例年よりかなり多く用意出来ているので、それを効果的に使って
やっていくと。テレビ局も損をせず、将来の優良なコンテンツに育てて行こうよというスタンスでやっ
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て頂けそうな感じはあります。あと、うちと博報堂だけじゃなくて、例えばＪリーグの放映権はスカ
パーが相当大きな部分を担ってくれているんですね。当然、地上波でやるとスカパー見ないんじゃない
かみたいな所も元々懸念されている。今もそうなんですけど、ルールでホームゲームは１０試合しか
やっちゃいけないみたいな、地上波で。それはスカパーを保護する為に。でも今回はそのルールを。ま
あ僕スカパーと仲良しなので、スカパーさんにとっても僕らがこうやってプロモーションをして、地上
波で流れるって事はたいした興味のない人も見る可能性高い訳ですよね。５００万人いて５％でも取れ
ば２５万人の人が見る訳なので、コンサドーレの試合にちょっと行ってみようかなっていうお客さんが
増えましたと。スカパーの加入者は、コンサドーレ１万２０００人ぐらい平均ですけど、大体その６
０％ぐらいが加入者なんですね。それが２万人になれば当然スカパーの加入者も増えるでしょう。じゃ
あ一緒にプロモーションしてみませんかという事で、スカパーさんとも一緒になっていろんな所に露出
してお客さん、加入者増やしてみたいなイメージでトライアルとして少しやらせてもらうっていうよう
な仕組みでやっていこうと、そんな感じなんですね。どこがどのぐらいやってくれるかは、もうちょっ
とこっちの方で調整しますけど、たぶんそれなりには出来ると思いますよ、全試合。僕がこの間言っ
ちゃったのもあるじゃないですか。言っちゃったって言っても、やろうと思ってますって言っただけで
すよね。でも、一緒に頑張って行こうと言ってくれる博報堂さんは、もし出来なかったら、なんだよ博
報堂が、みたいな事を言われるのがたぶん嫌なので一生懸命やってくれると思います。

挙手者：今も出ましたが、博報堂さんの契約がかなり美味しい話のように聞こえますけれども、コン
サドーレ側にリスクはないのでしょうかと。

野々村：コンサドーレ側にリスクは、なくはないですよね。これから細かい事はつめたりしますけど、
殆どないと思います。コンサドーレが潰れたらお金返しますってような事はあるかもしれないですけど、
現実的にはそんなにリスクはないと。むしろ向こうの方がしっかりリスクを取ってくれて一緒に頑張っ
てやろうよっていう風に思えるような事が殆どかなと思います。細かい事はこれからどんどんつめて行
かなきゃいけない段階なんで、何ともはっきりは言えないですけど。

挙手者：次はサッカー専用スタジアムの話、何か具体的な話は出てますでしょうか。

野々村：具体的には僕は持ってますよ、僕らは。持ってるけれども自分達で土地を買って好きな所に建
ててやっていいっていうような事じゃ当然ないんで、行政含めて一緒にやってやりませんかっていう提
案はしっかり作って、それなりの所に投げてあったりもする。あとはどうやってそういう流れに持って
行くかみたいな所かなと思います。だって１７試合やらなきゃいけないのに、土日に入れてもらえない
のが現実ですからね。どうなってんのって昨日も話たんですけど、うちのスタッフも苦笑いしてました。
いやでも何とかしなきゃ行けない事だと思ってるんで。最低でも１７試合やらなきゃいけないってルー
ルがあるの分かっているのにも関わらず、土日じゃない所にしかはめてもらえない事が続くんであれば、
しっかり出来るようなスタジアムなかったらこの先ずっとやって行けないと思います。是非スタジアム
を何とか形にしたいとは思いますよね。

司会：あと、いいですか？　今の所はいいですか？

挙手者：ちょっと回線が調子悪いんで。

司会：はい、そうですか。分かりました。
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野々村：今の伝わってなかったって事ですか？

挙手者：もしかして、伝わってないです。

司会：分かりました。一旦こっち受け取ります。こちらの会場にいっらっしゃるサポーターで聞きたい
事が。はい、後ろの方。

挙手者：オザキといいます。単純な質問なんですけど、今年からニューイヤーカップに出るようになっ
た経緯というか、スカパーさんの方から話があったのかとか、参加するようになったのは何故か教えて
頂ければと思うんですけども。

野々村：去年もうちは出るよって言ってたんですけど、沖縄でその大会が開けなかったんで。これは
言ってもいいかな。まあいいか。例えばスカパーと加入者、皆さんもそうかもしれないですけど、１
１月でシーズン終わると。１２月、１月、解約しますよね。だけど、もしそこに見たいなっていうゲー
ムがあれば解約しないみたいな所もあるでしょう。それでうちみたいな所は、結構な加入者がいる。
たぶんスカパー的にも、是非コンサドーレ出てほしいみたいな事はあると思います。そういう考え方も
あれば、１年間通して好きなチームを見れるような大会を作ってくれたという所は有難いという考え方
も有り。もっと増やさないといけないんですけどね。今期スカパーと一緒にいろんな事をやっていくっ
ていう中で、より多くの加入者を北海道エリアで獲得出来たっていうような実績が作れると何らかの形
でクラブにも跳ね返って来るし、お互いに良くなるような仕組みでいろんな事やって行けばいいなっ
ていう中で、是非コンサドーレさん、こういうの出て下さいよっていうようなのが、スタートだと思い
ます。

挙手者：スカパーで見れるようになって、だいぶ今年はいけるんじゃないかとか、若手はちょっとまず
いんじゃないかとか、いろいろ考える機会出来たのは良かったと思います。ありがとうございます。

野々村：そうですよね。それで、いいと思いますよ。

司会：そうですよね。今日も私、朝スカパー見てたんですけどもジェフ千葉とのホームゲームの試合、
今朝やってましてね。３対２で９０分＋４で勝った時の決定的のシュートシーンをはずした彰吾の所だ
とか、そういうのをうーんって思いながら見てましたけども。あれを決めていれば９０分＋４まで行
かなかくても勝てたのになとか。

野々村：あいつも文句言われなくて、ちょっとは済んだのにね。１点でも取ってりゃ。

司会：１点目は本当にＰＫだったのかなとか見ながら。あとはシーズンオフの時には社長が出ている番
組楽しみに見ていますよね。

野々村：ありがとうございます。
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司会：そうですよね。そういう風に皆さん見てらっしゃると思います。ですから社長、よりスカパーさ
んの方にプレッシャーを掛けて頂いて。

野々村：いやいや、仲良くやりますから。

司会：はい。では次、アワジさんお願いします。

挙手者：ドイです。宜しくお願いします。日程の事で２つお伺いします。札幌市内で行われる試合のう
ちの３試合、全天候が体験できるスタジアムで行われる３試合の事ですけれども。私も北海道在住では
ないんですけど、北海道の方に聞いても３試合程度であれば５月、７月、８月ぐらいが適当でないかと。
あれはリーグの方から当てはめられた。

野々村：あれは、さっきも言いましたけどドームが使えないという事前提ですから。

挙手者：それで結果的にあのような日程になったと。

野々村：そうです。１７試合ドームでやらなきゃいけないんですよ。１７を何とか入れてもらって、
余った所がそこに行くみたいな感じです。１１月に厚別でやりたくないですよね？寒いし。そこをドー
ムさんにして下さいよって言う事を聞いてもらえないんですよ。

挙手者：その１１月ですけれども、昨年もこの会場で社長が変える予定ですとおっしゃられたんですけ
ども、１１月３日、いろんなサポーターさんに聞きますと嵐の公演が入っておるからプロ野球と関係
なしに開催されるのでないかとかいう風な噂があるんですけど。

野々村：そうなんじゃないですか、だって嵐の公演、中止にならないですもんね。

挙手者：１１月３日、プロ野球とは関係ないという。

野々村：ちょっと、わかんないです。そうなの？そうみたいです。

コンサドーレスタッフ（以下スタッフ）：野球の日程がまだ早いっていう所と、あとは僕らにも情報は
流れないコンサートとかは、クローズになっているという所もあったりして予定を入れられないってい
うのが現状です。

野々村：僕はそれが納得いかないんですよ。分かるでしょう。何の為に出来たか分かってますかってい
う。サッカー始まりで出来た物ですよね。その地元のサッカークラブを、何でそんなに排除するんです
かっていつも言ってるんで、もう言わないです。本当申し訳ないですけどちょっと寒いとか、寒いだけ
ならまだいいですけど雨降ったらどうすんのよと思いますが、まあしょうがないです。

司会：私も昔札幌ドームの方と話する機会あって、ワールドカップのサッカーきっかけで出来たスタジ
アムなので、何故サッカーを中心に予定組んでくれないんだという話はした事があるんですけど。あと、
例えばお店。アウェイのサポーターが来たら、札幌ラーメンの美味しい店を味わいたいと思いますよね。
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でも札幌ラーメンの美味しい店、１軒も入ってないんですよね。兎に角金儲け主義中心で、所謂テナン
ト料がたくさん払える店しか出さないみたいな感じがある。そうじゃなくて自分達のスタジアムに来て
頂いたお客さんを歓迎する為に、どういうおもてなしが出来るかっていう発想していないっていう事は
常日頃から感じてますよね。社長も如何ですか？（会場笑い）

野々村：また言わせるんですか？（会場笑い）いやまあ、何がそこで売れようが僕等は全く関係ないで
すね。みなさん知っていると思いますけど、僕らはあそこでサッカーを見にきてくれた方からいただ
くチケット収入だけで、そこでみなさんが飲み食いするものとかは一切関係ないですよ。ただおっしゃ
るように、地方から来た人がいたとしたら地元の、今言ったラーメンとかなんかもうちょっといいも
のがあったらいいんじゃないかなと思いますけど。僕はそれよりもさっきの話ですよ。サッカーチーム
をどうしたいんだっていう。コンサドーレも安くしてくればっかり言ってるのもあるんでしょうけど、
儲かんないんだと思うんですよね。それは分かります。分からないではないです。だけど本来の意味を
考えたら、コンサドーレがここで試合やらせてもらえないっておかしくないですかっていうことは強
く言っています。それが受け入れられないんであれば、自分らでほかの事を考えなくちゃいけないです
よねというのがさっきの話ですけど。もうちょっとなんとかしてほしいですね。

司会：具体的に例えば、サポーターみんなが立ち上がって専用スタジアム作るとか作んないとか話でた
ら、ちょっと待ってくださいという話になるんですかね。

野々村：ならないと思いますね。

司会：どうぞ出てってくださいですか？

野々村：と思います。だって、そうでなければそういう感じにならないじゃないですか。と思いますよ、
僕は。

司会：札幌ドームの考え方はそういう考え方だということですね。

野々村：僕は分からないけれど、そういうふうに感じられてもおかしくないですよねって思います。っ
ていうことは伝えてますよ。ここでだけで言ってるんじゃなく、昨日も丁度その話しましたから。今以
上のテンションでしっかり伝えてはいるんですけど。大丈夫かな？（会場笑い）

司会：大丈夫だそうです。ありがとうございます。他にご質問。はいどうぞ、お名前を名乗ってから。
今後ろからマイク行きます。

挙手者：サトウと申します。よろしくお願いします。日程のついでみたいな感じですけれど。私まだ小
学生の子供がいるんですけど、２年にいっぺんくらいの確率で、札幌の小学校の運動会って５月の最終
土曜日にあるんですが。この時期に、２年に一回ですけどホームの時に２時からスタートとなってて、
運動会が被って行けない。運動会の時って少年団に入ってる子供達も試合とか練習って組まないと思う
んですよ。終わったあとであれば親子でゆっくりと時間が遅ければいけるチャンスなのですが、そうい
う機会が失われてもったいないなと。今年土曜日のナイトゲームが前後に入ってるんです。確か熊本戦
と千葉戦。なのに何故運動会の日だけデーゲームなのかなとちょっと疑問だったんです。ピンポイント
で。
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野々村：時間に関しては、まず最初の段階ではコントロールできないんですよ。要はスカパーさんの枠、
中継の時間とかがあるんで。今おっしゃられたように夜にしたらいいんじゃないかというのはこの後交
渉をして変えることはできるかなと思ってますし、多分変えると思います。で、その理由がなるほどな
というものじゃないと多分Jリーグも認めなかったりするんで、今のがそうだよなと思ってもらえると
ころもあると思いますけれども、例えば夜だったら、土曜日ですよね？ある局だったら、７時からの
キックオフなら生放送でゴールデンタイムでやってくれます。これって日本のサッカーにとってすごく
大きなメリットですよね、変えてください！、じゃあそれならＯＫだというような感じはあると思いま
すんで、変えたい。（スタッフに向かって）今言うと怒られる？大丈夫？変えられる？その日。

挙手者：是非御検討下さい。

野々村：検討は全然しますし、変えられるなら絶対変えますけど。でも２時じゃないとＴＶで出来な
いよという局がそこでやりたいといった時には、もしかしたら変えられないかもしれないですよね。ス
カパーとは別に。そういう日も本当は選びたくないんですよ。うちが、こことこことここはホームゲー
ムでうまくやりたいなというのを例えば出したとしても、ほぼ受け入れられない。

スタッフ：今、５・２８の事ですか？

挙手者：そうです、５・２８です。たぶんここで小学校の運動会が札幌市内だったら。

野々村：ああ、変えられないっす。

挙手者：何かあるんですか？

野々村：それこそ地上波の関係なんですよね。

挙手者：サッカー少年団の子って土日試合練習って多いじゃないですか？

野々村：いや勿論、おっしゃることは全部うちのスタッフも当然分かってますよ。だけど、そこのその
日にしかはめてもらえないんですよ。

挙手者：今年はホームゲームを全試合地上波でやるってことがあるんで。

野々村：それはＴＶの話ですよね。そもそもホームゲームをそこは外して翌週にしてほしいって言った
としても、そんな要求が受けいられるような状況では今ないんですよ。

挙手者：いや、それは分かります、日程の関係で。ただ時間ぐらいは変えられるのかなと。

野々村：それはさっき言ったとおり、中継的なことも含めてみんなが来れる夜をとると、こっちが立
たないみたいなのがあったりもするってのが事実。

16



挙手者：理由が分かればいいのですが。理由が特にないのにそういうチャンス、逃してるんではもった
いないなと。

野々村：そんなバカじゃないですよ、さすがに、コンサドーレも。

挙手者：ありがとうございます。

司会：はい、ありがとうございます。他、ご質問ありませんか。はい、前の方。名前を名乗ってからお
願いいたします。

挙手者：ニシオと申します。よろしくお願いします。今年はコンサドーレ２０周年ということで、以前
にも１０周年、１５周年と記念のイベントみたいなことをやってたと思うのですけど、今回は特に企画
とかそういったものはもう決まっているんでしょうか？

野々村：（スタッフに向かって）決まってますか？　いろんなのは多分やっていくと思います。これま
た言えないのがあったりするので。さすがになんかやるでしょうてことぐらい。インパクトがすごいか、
そんなもんかっていうのはなんともわからないですけど、いろんな準備、チャレンジはしています。と
んでもないものからそれなりのものまで。とんでもないは本当にうまくいくかどうか分からなかったり。
相手もあったりするんで。（スタッフに向かって）今、何か言えるようなことありますか？　言ってい
いことも今あまりない感じ？ないっぽいですね。（会場笑い）ごめんなさいね。なんか期待にこたえ
られず。

挙手者：ありがとうございました。

野々村：はい、すみません。

司会：はい、先ほど後ろで手をあげられてた。はい。

挙手者：オカモトと申します。よろしくお願いします。

野々村：お願いします。

挙手者：これはコンサドーレに限ったことではないかもしれないのですが。審判のジャッジのことに
ついて、Ｊリーグの理事でもあらせられる社長ですので、ＪＦＡとの話もあろうと思うのですが、やは
り昨年、前シーズンのソンユンが巻に押し込まれたああいう得点だとか荒野のシュートだとか。ほとん
どゴールに入ってるのが写真でもうネット上に出された。

野々村：ああ、ありましたね。あの写真撮った人すごいですね。

挙手者：すごいですよね。（会場笑）含めてジャッジの精度を上げていくっていうことに対して、J
リーグサイドでなにか進展があるのかどうかというのをお聞きしたいと思います。
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野々村：多分、いろんなミスジャッジなのかって疑われるようなジャッジがいっぱいあると思うんです
けど、それちょっと審判に言ってもかわいそうだよというものも多分あったりすると思う。審判の全
体的なゲームのマネージメント力を上げてもらいたいっていうことは強く言ってるし、審判の方々も
もっとしっかりやらなきゃいけないねというところでより努力はしてくれていると思うんですよ。で、
ゴールに入ったか入んないかというあの辺のエリアの判定が試合の勝ち負けに直結するというか、印
象として非常に強く残るので、Ｊリーグとしては追加副審みたいなゴールライン上にいるような審判を
置くとかということは検討されてます。去年はやってませんでしたっけ？ 今年は決勝戦とかある程度
の大事な試合では追加副審がそこに立つようなことを始めるんじゃないかと思いますけど、あとは費
用がかかったりということは当然あるので、そういうのをどうするかですね。ゴールライン上に人を立
てても、ミスジャッジは絶対に起こりますからね。荒野のシュートは追加副審がいれば大丈夫だった
かもしれないですけれど、副審が見えなかったのは都倉が目の前を通ったからボールが見えなかったわ
けで。同じようなことがもしかしたらあるかもしれないですね。追加副審がこうやってみようと思って
も都倉が通った時でボールがどこにあったか分からない。先週セリエＡでも同じようなのがあって、多
分マイクロチップを入れてるんだと思いますけど、追加副審が見えなかったけどテクノロジーでゴール
が認められたのがネット見てたらやってたので。入ったか入らないかは両方でやらなければいけない
かもしれないですね。あとはチップ入れてどのスタジアムでできるかっていうとできなかったりするん
ですよ、スタジアムの構造上の問題とか。ドームみたいなところはできるかもしれないけれど、多分厚
別じゃできないみたいな。あとは巻に押し込まれたのは反則でしょうって思うしかないですね、もう。
でもあれは反則じゃないって言ったらしいですね、審判も。明確な線引きがなかなかないんで、文句言
うのも楽しみさのひとつだと思って言うしかないっすよ。はい、そんな感じです。

司会：よろしいですか？

挙手者：ありがとうございました。

司会：ちょっと今の件に関して。例えば他のスポーツなんかで、「チャレンジ」とかいってビデオ判定
みたいなのありますよね。ああいうのはサッカーでは導入できないですかね？スタジアムによってはカ
メラの台数だとかも違うとは思うのですが。

野々村：カメラで見てどうするかということですか。

司会：ええ。バレーボールなんかは異議申し立てみたいなの。チャレンジしてもし正解だったら認めら
れるとか。逆に審判が間違えた判定をしてたら罰金を取るとか。そういうのって出来ないですかね？

野々村：出来なくはないでしょうけど、それがサッカーかってみたいな感じのところもあるんだと思
うんです。
人間だからミスするのもしょうがないねっていうような、凄くある意味人間的なスポーツだったりす
るのをテクノロジーで全部白か黒かはっきりさせることが正しいかどうかというところがある。これ
言ったかな、去年言ってないすかね、例えば荒野のようなシュートのリプレイをスタジアムのビジョン
で出しちゃだめなんですよ。何言ってるんだって言ってるんですけれど、その怪しいシーンは流しちゃ
ダメですよと。ＦＩＦＡの通達らしいですけど、明らかに入ってるようなシーンとかオフサイドなのに
点取られちゃったみたいなシーンを出すと試合が荒れてどうにもならなくなってと。審判のメンタル、
その後のジャッジに影響するとか理解できないことが理由でいろいろあるんですけど、そういう感じ
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なんですよね。でもＪリーグに対して言いましたけれども、見に来ているお客さんに一番いいものを提
供したいと思ったら、今どうだったんだろうとリプレイを流すとか。それで喧々諤々するのもお客さ
んとしては楽しいと思うんで、どんどん怪しいシーンは出せってうちのスタッフに言ってるんですよね。
それなりには出てるほうだと思います。Ｊリーグから怒られる事もあるかもしれないですけど。そんな
感じなんですよ、サッカー界としては。ただ海外で本当戦争になっちゃうみたいなことを経験している
人達の感覚と、日本人みたいに常識的な人達がゲーム見ているから、そんなの出しても大丈夫でしょと
いう感覚のずれは多分あると思います。僕は日本だったら大丈夫でしょう、出しましょうと。

司会：はい。他にございませんか。最後の質問とさせていただきます。

挙手者：最後はキタといいます。よろしくお願いします。２つお願いします。質問です。アウエーに観
戦に行った時に、会場へ行く駅からの通りにコンサの旗がかかってるケースがあるんですよね。歓迎な
んて書いてある。歓迎コンサドーレ。おお、きたぞーって感じで、すごく盛り上がるんですよね。うち
は最寄り駅から行くときにうちの旗はあるけれど、よその旗はないなと。わざわざ遠いところから飛
行機乗ってアウエー観戦にいらっしゃるので、そういう働きかけができないのかなと。

野々村：それに関して言うと、僕は全然アウエーのチームの旗を出してくれるような人がいればいいと
は思いますけど、その前にまずコンサドーレの旗を出すような働きかけから始めさせてもらいたいな
と思いますけど。

挙手者：是非お願いします。２点目、スケジュールの関係でどうなるかわからないですけれども、夏の
間に１週間空いたりする日程があるときがあります。ミニキャンプなんかを張るなりして、北海道と付
いたので選手がいろんな町にいってサッカー教室をやったり農園やったりとかするのもいいと思うの
ですが、生のサッカーを地方の町で見せてあげたい、札幌だけじゃなくて。例えば選手がちょっと
行って紅白戦をやってみるとか帯広に、その間にそこでキャンプして、子供も集めて見せてあげるって
いう機会だとか、あったらいいのかな。小樽で、Ｊ１が来たときのチームと練習試合やったりとか、
一昨年入り江でやったりとか、ああいう感じのコンサだけでどっかに行って、プロの試合、選手の技
術を見せたらすごく。

野々村：練習とかでもね。

挙手者：はい、はい。そういうのができないかなと思ったりしたので、今後そういう予定とかないの
かなと質問しました。

野々村：はい、考え方としたら全然ありだと思いますよね。今のスケジュールの中でそれをやろうとし
た時に、セコイことを言うと費用の問題と遠くまで行くということを敢えてすることでの選手への負担
とデメリットはそのくらいかなと思います。日程的に用意できるかどうかってのもありますけど。多分
シーズン変わったときには自然とキャンプは北海道になるんで、今みたいことはいろんな北海道の地域
でできるのがいいなと。コンサドーレだけじゃなくて、他チームも多分北海道でキャンプすると思うん
です。シーズン変わるということは６月くらいがキャンプの時期になるので。夏の暑い本州で雨が降る
なら、北海道でしょ！っていうことになると思うので、シーズンが変わるとそういうことはスムーズに
できるかなと。今のシーズンのままで今おっしゃられたことを実現させるのは無理ではないですけど、
しっかり頭には入れたいと思いますけど、そういうのはあったほうがいいだろうなっていうのはなん
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となく分かります。もっと言うと練習でもいいから見に行きたいって思わせたいくらいなものの価値を
見せるということも僕らは大事だと思っているんで。今でも宮の沢の練習場に１００人２００人３００
人って来ていただけますけど、ちょっと見に行きたいなって遠くの北海道の人が来てくれるっていうよ
うなこともしっかり考えながら、両方やっていけたらいいなと思います。ありがとうございました。

司会：はい、ありがとうございました。一回ここで休憩で。社長はこのあとお帰りになります。どうも
ありがとうございました。

野々村：本当、勝ちたいと当然思ってますけれど、しんどいことはしんどいと思います。でもチャンス
はあるってことはみなさんわかっていただけてると思うので、チャンスをうまく広げていけるように一
緒になってまたひとつよろしくお願いします。ありがとうございました。（会場拍手）

司会：どうもありがとうございました。これから後ろの時計で５０分まで休憩といたします。そのあ
とリラ・コンサドーレの宗像監督からお話を伺ったり、みなさんからのご質問をうけたまわるような
形になると思います。では、一旦解散といたします。

－休憩－

司会：それではお時間になりましたので、後ろ閉めて下さい。このあとは北海道リラ・コンサドーレの
監督、宗像訓子監督にきていだだいておりますので、いろいろなお話を聞いていきたいと思います。
じゃあ監督お願いいたします。

宗像監督（以下宗像）：はい。みなさん、こんにちは。北海道リラ・コンサドーレ監督の宗像です。
今日はよろしくお願いいたします。（会場拍手）

司会：みなさん、日ごろトップチームのほうはよく応援されていると思いますが、女子チームができて
まだなじみが薄いという状況と、それからサポーターの中でいろいろな声があって、女子チームもっと
応援したいんだけれども具体的にどうやったら応援できるんだろうかっていう質問も結構あったもん
ですから、今日は直接監督にお話を聞いたほうがいいなぁと思ってきていただきました。今はリラの
監督をやられてますけれども、最初コンサドーレとどういうかかわりを持ったのかというところをお
聞かせいただけませんでしょうか、一番最初の頃。

宗像：はい。私は小さい頃からサッカーが大好き少女だったんですけれども、短大から本当にサッ
カー始めまして、そのくらいに北海道にプロサッカーチームが出来るよっていう情報が入ってきたんで
すね。卒業したら何をしようかなと考えたときに、絶対サッカーに関わる仕事をしたいというところ
からコンサドーレとの出会いがあったんですけれども、フェルナンデス監督のときに入って最初はサ
ブマネージャーという形で斎藤としさんと一緒に用具係りを二人三脚でやらせていただきました。５
年間ずっと柱谷監督の時までピッチの周りを走り回ってたというのが最初です。

司会：いわばホペイロみたいな形で？
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宗像：そうですね。ほぼホペイロみたいな感じでやってました。

司会：ああ、そうですか。
新しいサポーターの方々はその時代の監督の状況は見たこともないという方もいらっしゃると思いま
すが、僕らはこんなこと言っていいのかどうかわかりませんが「くんちゃん」と。そのくらいから一
生懸命トップチームに関わっていただいたというのがイメージとしてあるもんですから。それからどう
いうきっかけでリラの監督が要請をうけたんでしょうか、その後。

宗像：そうですね、その後もずっと現役選手を続けながらいろいろ働いていたんですけれども、やはり
北海道にコンサドーレがある中で女子チームがないのはおかしいなというのは現役の頃から正直思っ
てました。で、いつの日か作りたいなという思いはずっとあったんですけれども、チームをひとつ作
るって言うのは本当にお金もかかりますし、そう簡単にできるもんじゃないなと。ずーっとできなかっ
たんですけれども、一般社団法人コンサドーレ北海道スポーツクラブが立ち上がってそれと同時に女子
チームができるよと。本当に夢が実現したんですよね。その中で女子チームを作るイコール私が監督と
いう話に自然になってしまって、最初はすごくやりたいってよりも、どっちかっていうと選手でやりた
いなって気持ちがあったんですけれども、そんなこと言ってる年でもなかったので、じゃあやらせてく
ださいということでやることになりました。

司会：小さいときは地域のクラブチームで男子と一緒にやってても、その後の女子チームがないという
ことで、途中でサッカーを断念して違うスポーツに移っていくっていうような。でもやっぱり合わなく
てそれもやめてしまっていうような女の子をたくさん知ってるんですけども、そういった中でサッカー
を続けられる受け皿ができたというのは非常に。全道でサッカーやられている女の子には希望の星の
ように見えてると思うのですけれども、その中で今は札幌の方が中心で北広島ですとか近隣出身の選手
もいるんですが、１３歳くらいですか？選手の年齢。

宗像：そうです。まだ１２歳もいますけども、主に中学１年生２年生で２２名で活動しています。

司会：今年からは年齢的にどうなんですか？受け入れ枠は。

宗像：高校生以上は受け入れ態勢は整っているんですけれども、来年度はオール中学生でスタートする
ことになりました。

司会：今のチームの抱えている悩みとか、あったら教えていただけますでしょうか。

宗像：はい。中学生になったばかりの状態でスタートしまして、「なでしこジャパンに入りたいです」
とか、「なでしこリーグに入りたい」という思いがすごく強い子達が入ってきました。ただ北海道内
のレベルでしか昨年１年戦えなかったので全国のレベルと比較するとどのくらいなのかなというのが
選手達に伝えられなく、自分達は頑張ってるのにと言っているんですけれど、指導者から見たらまだま
だ足りない部分がいっぱいあり、早く全国大会出場、道外遠征とかたくさんして、今のままじゃダメだ
よっていう厳しい世界も教えていけるよう、そんなことを今思っています。
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司会：男子チームの応援してるサポーターの中には、トップチームの試合とＵ－１８だとかＵ－１５の
試合が重なったら、アンダーのほうを応援しに行くというコアなサポーターもいらっしゃるわけで。そ
ういった意味でリラの選手をダイレクトに応援したいというサポーターも実際はある。松山プロジェク
トもそうですけれども、アンダーの選手を育てるために資金を集めても実際に渡ってる部分が果たして
どれだけあるのかというのがみなさんちょっと疑問に感じてるサポーターもいらっしゃるみたいで。コ
ンサドーレではなくリラにダイレクトにお金を出したり、例えばスポーツドリンクを差し入れしたいと
かいうサポーターが現実にいるんですが、そういった場合にはどのようにしたらよろしいんでしょう。

宗像：はい。今はリラコンサドーレへのみの支援金というのはまだ特になにも決まってないのですが、
いずれチャレンジリーグ参入ですとか道リーグ上位に入ってきましたら、ファンクラブですとかリラへ
の支援金窓口は作りたいなと考え中です。あとはコンサドーレのほうに支援していただけるとリラのほ
うにも僅かですが入ってますので、松山プロジェクトからも入ってますので、是非コンサドーレファミ
リーでコンサドーレに入れていただいたら同時にリラのほうに入ってるという風に考えていただければ
いいと思います。

司会：専務にお力添えをいただきながら、リラの窓口を出来るだけ早めに作っていただいて。やはりサ
ポーターが一番応援したいところにダイレクトに資金ですとかそういうものが供給できるような仕掛け
を作っていただけるとおのおののサポーターのお金の使い道、選択肢が増えてくるのかなと思いますの
で、その辺よろしくお願いいたします。あと例えばチーム練習しているところにスポーツドリンク１箱
持ってきたよとかいうのは受けていただけるんですか。

宗像：はい、是非。選手達もすごい単純な子達なので、(会場笑い)すごい喜んで頑張っちゃうんですよ。

司会：でも、手作りおにぎりとか困りますよね。衛生上の部分とかで。

宗像：そうですね。子供達食べちゃいそうですけれども、できればまぁ。

司会：あくまでお店で売ってるようなものの、封を開封してないものの差し入れということですね。

宗像：ええ。スポーツ選手というところを考えていただければ。

司会：その辺をご理解いただいて、スポーツドリンク開封してない箱に入ったもの大歓迎ということで。
練習場に差し入れをするというサポーターがいらっしゃいましたら、そういう形で監督のほうにお渡
しいただきたいと思います。ここからは宗像監督になにかご質問とかこれ聞いてみたいって方がいらっ
しゃいましたら挙手で。いらっしゃいません？　はい、真ん中の方。

挙手者：チバと申します。よろしくお願いします。先日のラジオ放送で聞いてリラコンサの試合を見よ
うかなと思ったら、ＨＰからなかなかどこ探していいか分からないというのが実情だったんで、今年か
なり改善していただけるってことで、そこはすごく望むところですので、そうすれば一人一人がどんど
んみなさんの試合いけると思いますのでよろしくお願いします。土の上で一生懸命やってるっていうの
をこの間見に行ってすごく感動しましたので。
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宗像：はい、またよろしくお願いします。リラの情報なんですけれども、みなさんが見ているＨＰのほ
かに、一般社団のコンサドーレ北海道スポーツクラブのほうに飛べますので、そちらで随時アップする
ようにしますので見てください。ちなみに２月１３,１４日北海きたえーるで全道女子フットサル全道
大会がありますので、お時間がある方は是非お越しください。

司会：他になにかご質問ある方いらっしゃいますか？　はい、関東後援会お願いします。

挙手者：関東からの質問ですが、リラができて１年になりますが、女子サッカーの環境に変化があっ
たということは感じてますでしょうか？

宗像：そうですね。リラができたことによってかは分からないですけれども、私コンサドーレのスクー
ルもずーっとやってまして。そこに妹達がお兄ちゃんと一緒に来たりしてる中で、私に会うとリラに入
りたいとサッカーをやってない子供達がまず言ってくれるっていうこともありますし、親からは目標が
できたので嬉しいですというお声をいただいたりしています。ただ全くサッカーをやってない人の数を
増やせてるかどうかというところは、まだなんとも言えないんですけれども、実際に今ある道内の女
子チームは、コンサドーレには負けたくないですとか。そういった意味で北海道内のレベルが上がって
いくといいなと思ってます。

司会：よろしいですか？　あとは特にご質問ございませんか？　はい、壁際の。

挙手者：シミズと申します。以前は別なチームで選手として活躍されてましたけれども、選手のときと
今監督となって感じ方ってどう違うのか教えていただけますか。

宗像：そうですね。選手のほうが楽だなというのが率直な意見ですね。やはり将来性のある選手を抱
えているっていう凄いプレッシャーもありますし、目先の結果だけではなく、この人達の５年後１０年
後っていう一番大事な時期を預かっているので常にプレッシャーとは戦ってますね。選手であれば勝
つためだけにやるってところがありますけれど、監督となると選手全員に目を向けたり。まだ１年経っ
てないのですが、本当に難しさは感じてます。でもサポートしているコーチがたくさんいるので、コー
チに助けてもらいながらチーム作りはしていきたいと思っています。今は監督業を楽しくやらさせてい
ただいてるので本当によかったなと思います。

挙手者：ありがとうございます。

司会：はい、そのほか聞いてみたい方。女性の方から何かありませんか？　はい、どうぞ。

挙手者：女性じゃなくて申し訳ございません。ホウジョウと申しますが、地下鉄で通勤してまして、一
度だけリラの選手が隣り合って乗ったことがあるのですけれども、そのときふと思ったのが人間教育
というか社会人としてのマナーをどう教えてるのかなと。そのときは悪くなかったけど、よくはなかっ
たかなと思いまして。どうでしょうか。

宗像：はい。本当にそうですね。このエンブレムをつける意味というのを勿論加入の時には説明してい
ます。中学生の女の子達、これから教えられなきゃできない子達ではあると思うんですよね。何がダメ
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で何がいいことなのかをまだ自分で決断できていない部分があったり、あの子やってるのにどうして
私達はダメなの？って、多分この１年間思ったことたくさんあると思うんですよね。彼女達に伝えてい
るのは勿論サッカー、リラコンサの選手。でも中学生ということでまずは勉強はしっかりしなくちゃ
ダメだよということは伝えています。それ以外になでしこジャパンを目指す選手、他のチームの子とは
違ってしっかりとエンブレムをつけて戦う選手、そういったところでこと細かくは伝えてないです。こ
れはいいよこれはダメだよ、でも実際に起きてしまったときにそこで本当に選手達に考えさせて、こう
いうことはいいことなのか悪いことなのか、そういったところでやはり一回一回。この一年いろんな
ことありました。でもそれを二度と起こさないようにマナーのこと、注意は選手どうしでなるべくさ
せるように、見てみるフリではなく。ちょっと気が抜けちゃったりとかそういった子には注意できる
ような選手の育成などを心掛けています。ちなみに、どんなマナー悪かったですか？

挙手者：悪いって言うか、席は空いてはいたんですけれど広く取りすぎてるかなというのが。

宗像：すみません。気づいたらガツンと言って大丈夫です。監督が言ってたって言えば大丈夫です。

挙手者：はい。あと一個だけよろしいでしょうか。将来的に古巣との対決というのはありますかね、
何年後かに。ちょっと楽しみにしてるんですけど。

宗像：古巣との？

挙手者：宗像監督の。くしくもあちらのほうには曽田さんが行ってますし。直接対決、将来的にチーム
が成長してって、曽田さん率いるあちらのチームと対戦するということになれば。それに関しての意気
込みなんかも教えていただければ幸いかと。

宗像：そうですね。北海道でなでしこリーグを目指すというのはノルディーア北海道さんとリラ・コン
サドーレだけなんですよね。その中で実際に対戦するっていう日は来るかもしれないです。ノルディー
アさんには今チャレンジリーグですけれども、早くなでしこ２部１部に行っていただいて、私達が追っ
かけるっていうような、できれば本当になでしこ１部で戦うことができればいいなと思ってます。北海
道リーグにチャレンジリーグから落ちる場合もあるんですね。落ちてこないでね、下のレベルで戦うの
はイヤだよということは曽田君にはちゃんと伝えてます。(会場笑い)

挙手者：どうもありがとうございます。

司会：今サポーターの方からご指摘もありましたけど、社会の中でリラの選手、トップチーム選手もそ
うですけれども、社会人としておかしな行動をしているときにはやっぱりサポーターは自分達の娘や息
子を諭すように、怒りつけるのではなく、それはやっちゃいけないよということをみんなで暖かく指導
してあげたらいかがでしょうかね。そういう気持ちで接してあげていただければ助かると思います。あ
と何かご質問ありますか？　なければ監督から何かみなさんにお願いがあれば一言いっていただいて
終わりとしますけども。

宗像：はい。北海道リラ・コンサドーレはまだまだ、まだまだのチームですので、みなさまのひとつ
ひとつのお言葉が凄いチームにとってプラスになると思います。いいことも悪いことも。私達だけで作
り上げるものではなくて、北海道民でコンサドーレサポーターの人もトップ同様に一緒に応援してもら
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えるようなそんなチームを。結果だけではなく頑張ってる選手の姿を魅せれる。さっき社長も言ってま
したけれども、応援したくなるそういうチームを作っていきたいと思います。これから先、長い長い戦
いになると思いますけども、よろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。
（会場拍手）

司会：今日スタッフの方３名いらっしゃってますけれども、何かこの場でしゃべっていただくことあり
ませんか？　普段あまり表に出ない黒子だと思うんで。(会場拍手）どうぞお三方前に出てどういうお
仕事されているのかとか、またサポーターにはこういうことを望みますというようなお話があれば、ど
うぞこちらのほうで。

スタッフ：すみません。運営担当をしています斉藤といいます。よろしくお願いします。いつも応援を
いただきましてありがとうございます。日程のこととかを調整させていただいてる仕事だったり、ホー
ムゲームの時は第４審判の横で立ってるのが僕です。あそこに立ってるのは競技が平等にちゃんと運営
できるかという立場で、ホームのときはあそこに立ってるので、得点入ったときもすごい喜びたいので
すがちょっと抑えてインカムで得点者の連絡だけしてるという形になってます。ボールパーソンって言
うんですけど、しっかりやってもらわないとダメなので注意したり指導させていただいたりっていうの
がホームゲームの主な仕事で、あとはレフリーとマッチコミッショナーが来るんですけど、その方との
連絡等を行ってます。アウエーのときは、みなさんはじめビジター席に応援に来てくれているサポー
ターの担当というか、あまりやんちゃしないで問題が起きないようにという意味合いでそこにいるよ
うな立場です。あんまり問題が起きない様に願ってますんで宜しくお願いします。（会場拍手）

スタッフ：みなさんこんにちは。初めましてになります。この１月から株式会社コンサドーレに名前が
変わったのと同時に入社したイワサキリョウスケと申します。生まれは静岡県の清水市。野々村社長と
中学、高校と同級生で、同じサッカー部で過ごしておりました。昨年の１２月までで静岡市役所に勤務
しておりまして、今回公務員を辞めて北海道コンサドーレ札幌に勝負しに来ました。ぜひ皆さんと一緒
に戦ってチームを強くして、社員の皆さんと野々村社長バックアップできるように頑張っていきたいと
思います。まだまだ１ヶ月ちょっとで戦力にはなってないんですけれども、早くチームの裏方として戦
力になるため頑張っていきますので、皆様やさしい目で最初は見ていただければと思います。是非よろ
しくお願いします。（会場拍手）

スタッフ：皆さんこんにちは。自分は札幌でずっと生まれ育って、小学校２年生ぐらいからずっとサッ
カーを続けていて、３年前に入社をしまして。それまで２０年同じ会社にいて、そこを円満に退社をし
まして。今後は僕の人生の中でサッカーに恩返しをしたいって思いで今コンサドーレに籍をおいてます。
話は変わるんですけど、社長にこの場で言って下さいって言った事、実は忘れて熊本の方に行ってしま
いまして。皆さん試合前にバックスタンド側に横断幕搬入、皆さん応援して頂く文化を創って頂いてる
と思うんですけど、Ｊリーグの方と我々で今セールスをかけております。クラブが大きくならなきゃい
けないってこともあって、我々セールスチームで新規の会社の方に是非ここに広告を掲げてくださいっ
ていう事をお願いをしていて。皆さんご覧いただいたと思うんですけど朝日新聞さんとかｔｏｔｏとか
スカパーがついてるバックスタンドの所の丁度横、たぶん１５ｍぐらいを広告スペースとして販売をし
ておりますので。観る限りでは選手の名前の横断幕が。例えば上里とか上原とか。詳しい事は広告ス
ペースとして我々販売して行くのでご協力お願いしますという文章を込めてホームページに掲載したい
と思いますので、皆さんのご協力を是非よろしくお願いしたいと思います。大きいクラブなるために営
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業活動続けてますので、皆さんのご協力なしでは我々ないと思ってるので、よろしくお願いします。す
いません、こんな短い話ですけどよろしくお願いします。

司会：すいません、お名前をお聞かせ頂き…。

スタッフ：大変失礼しました、イトウヒロシって言いまして、よくヒロシ、ヒロシって言われていて、
まあ名波さんもですね社長ヒロシ、ヒロシって言うので、すぐ振り向いてしまうんですけど、あのヒロ
シってみんなは言って頂いてます。よろしくお願いします。

司会：はい、ありがとうございます。コンサドーレが静岡市役所より魅力的だというのは初めて、そう
とは絶対思えないんですけど。社長が熊本に行かれる関係で時間をかなり圧縮していきましたので予定
より３０分位早くなりましたが、あと何かこの場で話し合っておきたいとか提案したいと言う事が
あったら承りますが、特になければ山本さんお願いします。はい、では恒例のコンサドーレコール三唱
で締めたいと思いますので、ご起立のほどを。

山本さん：今年は頭に北海道がついたんで、でっかいどう北海道、博報堂と言う事で、博報堂とともに
北海道新幹線に乗ってＪ１へ行きましょう。それではコンサドーレコール行きます。せーの、コーンサ
ドーレ！！コーンサドーレ！！コーンサドーレ！！もう一丁、コーンサドーレ！！ありがとうございま
した、頑張りましょう。ありがとうございました、ありがとうございました。（会場拍手）

司会：どうもありがとうございました。これでサポーターズ集会を終わらせて頂きます。来年は、こち
らの会場が冬季アジア大会のプレスセンターになってる関係で、こちらでは開催できません。日にちは、
同じ２月１１日にいたします。ちえりあにするのか教育文化会館にするのか、これから交渉いたします。
６ヶ月前の予約になりますので８月から９月ぐらいに会場が決まりましたらネット上その他で告知さ
せて頂きます。会場は来年はここではございませんので口コミ等で広げてください。日にちは変わりま
せん。ここにも書いてますけどもサポーターズ集会やってるスタッフが高齢化によりだんだん年とって
きましたんで、新しいスタッフを公募しております。是非お声がけをお願い致します。今日はどうも足
元の悪い中集まっていただいてありがとうございました。気をつけてお帰り下さい。
じゃあこれで終わります。（会場拍手） 

－　１４時４５分　終了　－
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