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[ミーティング当日の流れ] 

① 開会のあいさつ 

② 代表取締役 神田康範よりプレゼンテーション 

③ 主にプレゼンテーションに対する質疑応答 

④ 質疑応答・意見交換 

 

[代表取締役 神田康範プレゼンテーション] 

皆さんこんにちは。 

週末の大事な時間を我々のために割いていただきありがとうございます。 

また今日は遠方からも来ていただいている方がいらっしゃるということで本当にありがとうございま

す。 

4 月の頭の方から皆様にご迷惑ご心配をおかけしております件に関してしっかり皆様にご説明を

させていただきます。 

今回のブースターミーティングについては皆様からのご意見もいただき、またクラブの見える化、

ブラックボックス化を防ぐためにも早期に実施すべきと判断しました。 

今後皆様と一緒にクラブを作って行くと言うことも踏まえて今日は今後どうやってクラブが進んでい

くのかというところについて、少し抽象的になるかとは思いますが、大きな絵をまずはご説明させ

ていただいて、その後は皆様からご意見ご要望を頂いて、必要に応じては議論が必要なものにつ

いては中でしっかり今後進めていくという方向に進んで行けばいいのかなと思っております。 

 

またクラブのスタッフも本日来ておりまして会社の方向性についてしっかりと耳に入れておくべきと

判断しましたのでこの場に同席させていただいております。 

 

冒頭でも申し上げました通り、まずは私の方から今回の存続の危機について大枠のご説明を 10

分ほどさせていただきます。 

その後私のプレゼンに対する質問とお受けしてお答えさせていただきます。 

その後少し休み時間を挟みまして 皆様から生のご意見を頂こうと思っております。 

 

それでは内容に入っていかせていただきます。 

 



まず大前提としてここからお話しすべきかと思っております。 

皆様にお伝えできたのは面と向かっては 4 月 10 日の試合の時だったと思いますが、我々クラブ

として 1 億 8000 万円のランニング費用がショートするということでリーグから、それより多くのお金

をゴールデンウィーク前までに入金するように、そうでないとライセンスを剥奪するという厳しい判

定をいただきました。 

結果としては、各企業様の支えであったりクラウドファンディングなど皆様の支えによってクリアは

したものの実際ここに至るまではいろんなことがありました。 

例えば、26 日がゴールデンウィーク前最後の平日だったのでその日までに入金すべく 全て動い

てたんですけれども、実際のところどうだったかと言いますと、5 月 21 日までは確定が 1 社もな

く、ただ皆様になんとなく見えてますよとお伝えしたのは、少し手をあげようとしている企業さんが

いらっしゃった事も事実なので、少しでも皆様にポジティブ要素をお届けできればと思いあの場で

お話をさせていただきました。 

その後本当に最終全てサインができたのは 25 日に完了し 26 日に着金。そして休み中の 30 日に

理事会が行われそこで承認を得て、来季は B 2 のライセンスを頂きリスタートのチャンスをもらっ

たという運びになります。 

これからチームがどういう方針で進んでいくかと言うところで今後はこれまでできていなかった、欠

けていたところをしっかり見直すという段階に入ってくるかと思います。 

 

大前提としまして、まず我々は福岡県のチームとして進んでいきたいと思っております。 

そういった意味もあってライジングゼファーフクオカの福岡という字は漢字で『福岡』と書いてしまう

と福岡市のイメージが強いというご意見もいただき、その辺の色も含めて県内すべてのクラブだぞ

というところで福岡をカタカナにしております。 

県内のすべての憧れになるべく比較対象は大きいですけれどもホークスさんのように福岡県の誇

りになっていけるようなクラブになっていきたいと。 

そして子供達に夢を与えられるようなクラブになっていきたいと思っております。 

 

またこれまでなかなかできてなかった皆様との向き合い方、スポンサー様との向き合い方、福岡

県の皆様との向き合い方、ステークホルダー皆様との向き合い方を見直して様々な意見を真摯に

受け止めみんなで作り上げるクラブを目指して行きたいと思っております。 

 

そこに向けて今後クラブの体制がどうなっていくのかというところで、 これまでの歴史の中でどうし

ても大きなオーナーさんであったり、スポンサーさんが一本脚で支えて頂いていたというところが、

今回起きてしまった危機の原因になっているのかなと思っております。 

 

なので、今後はこういったところをしっかりと見直すことで、二本柱をしっかりと作って行こうと思っ

ています。 



まずは、今回出資を頂いたアカナファミリー様、福岡県の南区にあります。 

やずやさんも明治産業さんも南区にあります。 

現在福岡の素晴らしい企業さんが三社入っていただいておりまして、この 3 社で約 50％ほどの株

を持ちです。 

残りの株については他の株主さん達と相談して福岡県の地場の企業さんに今後割り振って、どこ

かが支配権を持つのではなく、福岡県のできるだけ多くの地場の企業さんから少しずつ支えてい

ただくオーナー体制にしていこうと、今この 3 社のトップの方達と議論を進めているところでござい

ます。 

もう一つの柱としては、これは会社側の話になりますが、まずは取締役会の強化を図っていきま

す。 

ここは今、外部から取締役に入っていただく相談もさせていただいておりますし、オーナー様側か

らの人事交流をしていただき社内のガバナンス体制も整えていくように進めております。 

また社外ではございますが経営向上委員会なるアドバイザリーボードを設置していろんな有識者

の方の意見を集めてしっかりと外のご意見も取り入れていって、クラブのブラックボックス化を防ご

うという狙いもあります。 

時間はかかりますが、今後 100％の株を今 50 社ぐらいで特に福岡県の企業でみんなで持ちあっ

て、崩れにくい体制にしていきたいというオーナー体制を作っていくという話を進めております。 

経営向上委員会については今後色々な有識者の方からの意見をいただくというところでガバナン

スの強化に努めるっていうところを目的に年内目標に設置できるように株主総会の方にもあげて

おります。 

 

これからは長期的なビジョン及び短期的な目標の簡単なご説明をさせていただきたいと思いま

す。 

まず中期的な目標については繰り返しになりますが関わる全てのステークホルダーの皆さんと福

岡の公共財を作っていこうと、 皆様のニーズをしっかりと理解しながらそれに応えるべく、体制を

作っていきます。 

具体的にはまだまだ行政との関わりが弱いところもあります。 

反省点としては我々もこれまでお願いばかりの動きだった一年でしたので、まずはこちらの方から

ライジングゼファーフクオカが福岡県の誇りだなと思って頂けるような取り組みを自分たちから発

信していく。そして県民の皆様市民の皆様のご理解をいただく、そうすることで、少しずつ協力体

制を得ることができるのではないかと思っております。 

具体的には県や市としっかり連携をとってバスケットボールクリニックを実施したり、去年 3 回ほど

実施しましたが、食育とスポーツをかけたイベントといったところで子供たちにはすごく喜んでいた

だいたので、これから 1 年間は月一回くらいのペースで実施したいと思っております。 

その他にも各種スポーツコラボプロジェクトの実施も行政の方から高い評価を得ておりますので、

この辺もしっかり継続的に実施していきたいと思っております。 



 さて、もう一度 B 1 を一目指すのかという話については、正直なところ急ぎすぎないっていうとこ

ろが肝になってくるかなと思っております。まだ具体的に何年というものを断言できませんが 3 年

から 5 年という抽象的な目標にはなってしまっておりますが、今ちょっとずつ伸びてきている自力

の収入を伸ばしながら B 1 の最低のラインであると考える 5 億円を目指して行こうと思っておりま

す。 

その中でスポンサー、チケット、グッズ、スクール、ファンクラブ、という 5 本の柱を一つ一つ見直し

て力を付けて自力で 5 億円を目指せるようになるタイミングがまた B 1 を目指すタイミングになる

のかなと思い、 まずは自力の収入でまかなえるようになってから目指していく、そういう絵を描い

ています。 

 

ここから直近の生々しい数字なのですが、 B 2 を優勝した 2017-18 シーズンについては、 チケッ

ト収入が 4000 万、スポンサー収入が 4200 万、グッズが 380 万、スクールが 140 万、ファンクラブ

が 440 万、分配金が 1000 万、その他が 120 万円ということで、合計が 1 億円ぐらいの収入でし

た。 

これに対して実際いくら使ったのかと言いますと、3 億 8000 万円使っています。残りの 2 億 8000

万円はオーナー様が補填をしているということになります。 

今年に関しては、初めに私が申し上げた通り、オーナー様の一本柱の脱却というところで目指して

いましたが、そこまでは正直到達しなかったものの、チケット売り上げが 1 億円、個々の要因とし

ましては有償での入場者数が昨年の倍ぐらいになっているというところと、入場者数も B リーグ

全体で伸び率では一番になっており 25％増えているというところが起因して約 1 億円。 

スポンサー売り上げに関しては、 4200 万円だったものが 3 倍の 1 億 2500 万円まで来ていま

す。今シーズンに関しては支えていただく企業数を増やしていこうというところで少額でもありがた

いと少しずつ崩れにくい体制を作っていこうということを掲げた結果、1 億 2500 万円まで、もちろん

これはオーナースポンサー料を抜いた金額です。 

それからグッズに関しては、400 万円弱だったのが、1600 万円まで来ているのは、17-18 シーズ

ンの時は全て外注をしてロイヤリティをいただくような体制でしたが、内製化をして増えたという所

になります。 

スクールに関しても 140 万円が 1000 万まで来ておりまして、ここに関してはスクール数を 2 校か

ら 5 校に増やして、OB 選手にコーチとして入って頂いたり、チアスクールを新設してここも 5 校稼

働しているという点が起因しましてジャンプアップをしています。 

今後はさらにスクールについては伸びしろがあるかと思っております 

ファンクラブに関しては皆様のおかげで約 2 倍。それから分配金については受動的なものになり

ますので割愛します。 

その他の売上についてはイベントなどの出演を増やしたり、自前でビールやお弁当を売ったりす

るというところで伸ばしております。 

自力の売り上げとして 3 億円まで到達しております。 



ただこういった事が起きていますので、楽観的には捉えずに、まずは自力で稼げる 3 億円から少

しずつ丁寧にブラッシュアップして 5 億円が見えるところまでやっていきたいと思っています。 

 

さらに予算に関しては、まずはボードミーティングを 2 週間に 1 回ほど実施しておりまして、その中

で、全員でコミットする数字を作っていこうという最終段階になっています。 

基本的には今、自力で作れるところをベースに支出を考えていこうというところです。 

また、二つ目にあります通りこれまでは支出先行型の予算組になっていたところを、収入ベースで

考えていこうという計算で予算を考えて参ります。 

またチーム人件費なども足が出ないように仲西 GM と手を組んで進めていっております。 

 

3 番目ですが来季は 3 億円ベースで試算をしており、 来期以降も自力で経営をしていくための選

手の人選なども含め、自力ベースで経営を考えていこうと思っております。 

 

最後になりますが、 それぞれ来期の予算を策定するにあたって五つの柱の考え方について共有

させていただきます。 

まずは現スポンサー、1 億 2500 万円をなんとか継続で契約に至るべくこの 5 月 6 月で弊社の営

業マンが 100 社 200 社回り続けています 

加えて外部役員や株主さんが積極的に横のつながりを使って動いていただいておりまして、ここも

ある程度これぐらい取ってくるよという金額もコミットいただいておりますので、そこの部分について

昨年よりもアップできるところかなと見込んでおります。 

チケット収入に関しては、正直なところ昨年と同じ額ぐらいを目指しますがなかなか難しいところも

あると思っております。 

約 3 割から、良くても 15％の件を見込んでおりまして、これはこれまで B 1 から B 2 に落ちたク

ラブが通ってきた結果を踏まえた予測になります。  

その中で 20％減くらいまでには抑えて、収入ベースでいうと 8000 万円程度を見込んでおります。 

グッズに関しても、動員数と結びつきが強いので、去年より若干下回るようなくらいを見積もってお

ります。 

ここに関しては、 現場での販売に加えて、オフシーズン中の EC サイトを整理しているところで

す。 

オフシーズンでも物を売れるというところを整えて行こうと思っております。 

ユースチームに関しては、コーチのスケジュールの関係等もありましてこれ以上校数を増やすの

はなかなか難しいですが、生徒数の伸びしろについてはまだまだ伸びると思っておりますので、バ

スケットスクール、 チアスクール共々現在 80 名ぐらいのものを 120 名ぐらいまで上げていきたい

と思っており、収入としては 2 千万円弱を想定しています。 

ファンクラブに関しては去年大幅に伸びてはおりますが、今後また価値を向上させて、1200 万円

にまで上げたいと思ってみんなで今知恵を絞っているところです。(了) 



[質疑応答] 

 

質問者 

1．明治産業様の立ち位置は? 

2．中長期的に福岡市との関係性はどうするのか？ 

 

回答 

1．明治産業さんは従来からの株主様です。 

株主様として入られてちょうど今 1 年ぐらいが経過しています。 

 

今の株主構成として、アカナファミリー様、やずや様、 明治産業様に加え、個人がお二人、その

他二つの企業様となっています。 

 

2．市との関係性について。市と県、両方と向き合わなければいけないという理解の中で、福岡市

様だけではなく、福岡県全体どこの市どこの様ともお付き合いをしていくというような意味合いでプ

レゼンの中では全体、福岡県全体として考えています。 

 

質疑 

市とのつながりの改善は？照葉の使用条件も厳しいようだったが？ 

 

回答 

照葉アリーナの使用条件については、 指定管理団体様との関係になります。 

指定管理は、市から業務を委託されて『しっかり会社として運営していてください』という形態。 

減免を依頼したときに何が起こるかというと、福岡市が指定管理団体に対してお金を払って下さい

という話にもなってきます。 

指定管理側は市から安定運営をするように言われている以上簡単に減免することができないし、 

双方との調整が今後必要。今後は減免を訴え続けるのではなく、我々の方から市や県に対してで

きることをご提供していき、その中で少しずつ協力体制を築いていきたいです。 

 

質疑 

支出の面はどのような感じか？ 

 

回答 

全体の収入に対して、 選手にかけることができる割合は 30％から 35％程度の見込み。 

リーグ全体としても選手の価値が高騰しているため、3 年後 5 億円でもう一度 B 1 を目指せるか

というところについてもまた議論していきます。 



その他昨年大きく見込みと違っていたところについて 2 点。1 点目がエージェント費用。年々エー

ジェントが付く選手が増えており、 そこのエージェント費用が予定とずれていました。 

2 点目が、B1 の舞台について遠征費の高騰が挙げられます。 

 

質疑 

来季の試合会場は照葉以外の飯塚、久留米、北九州なども増えてくるのか？ 

 

回答 

ギリギリまで B 1 のライセンスの申請をしていたところから、1 シーズン分の照葉積水ハウスアリ

ーナ抑えている。つまり 30 試合のうちの 8 割を抑えており、残りの 2 割が他の会場となります。

現状の予定では、変更できる点があれば変えていきたい。照葉会場は 6 割、その他なんとか福岡

市民体育館でもやりたいというところで動いているところと、飯塚・久留米・北九州というイメージ

で、 照葉会場を最大 20 試合、最低 18 試合(B 2 の規定) をイメージしています。 

 

質疑 

今後 B 1 を目指す、ということですが、今の状態で B 1 を目指す、というのはありえないのかなと

思っています。 

まず球団として地域に密着して、今年のような財政の危機に陥らないような体制をもって初めて 

B 1 を目指しましょうという風にしたほうがいいのかなと思います。 

また、 今後 3 年から 5 年かけて B 1 を目指すと言うところで、 間違いなく B1 の予算としては大

きく膨らんでいくはずなので、間違いなく 5 億円という予算でまた今後戦えるとは思っていません。 

 

回答 

B 1 を目指す上でまずは地力をつける、そして自力をつけた上で B1 を目指していくという考え方

です。 

その地力をつけるためには地域に根付いていかないと、その地力さえもつかないという考え方を

持ってアクションをして参ります。 

 

質疑 

存続の危機を経て、 社長としての責任はどのようにとっていくのか？ 

 

回答 

個人的な判断として、一番わかりやすい制裁としては、辞めること。ただ、やめるのはずるいと考

えています。辞めると私(神田)も楽になるのかもしれないが、 B 1 に上がりそうなタイミングで社長

の席を譲り受けたという経緯もあり、自分の責任の取り方としては、もう一度そこに押し上げるまで

が自分の役目かと考える。そこが見えたら、退くのか退かないのかについて今一度考えていくとい



うところで結論したい。また、細かい点について、個人的な減俸もあるが、そこは控えさせていただ

きたいです。  

 

質疑 

福岡県・市とのバスケットボール協会とのつながりは？ 

 

回答 

現在は県の協会の方が、ゲームディレクターとして来て頂いています。 

引き続きこの協力体制というのは来季試合を行う上でも大切にしていきたい。 

ただ、こういう事件が起きてしまった事で、協会の方にご説明をし、 関係の回復に向けて株主様

を含めて動いて参ります。 

市については、今回の一件で色々とご協力を頂き、 今後も引き続き関係性を向上させられるよう

努めます。 

 

質疑 

ブースターのニーズをどのように把握されているのか？ 

また、今後ブースターのニーズを抽出するにあたってどのような取り組みになっていくのか？ 

 

回答 

１．このような場を定期的に設ける 

２．試合会場で目安箱を設置する 

というところで考えています。 

 

質疑 

行政との具体的な取り組みについては？ 

また、提携を組んだとしても、それ以降の活動が目に入ってこないのはもったいないのではないか 

 

回答 

飯塚市さんと、フレンドリータウン協定を結んでいます。 

この中には我々の広報活動も含めて、子供達との交流イベント等をやっている。また、協定の中

で体育館の大幅な減免もして頂いています。 

今回のアーリーカップもそういった背景があり、飯塚での開催。 

飯塚市さんについては全面的に協力をいただいてご支援頂いています。 

 

その他については、 久留米市さんとも何か提携が結べないかというところで動いている。 

 



質疑 

ライジングに公式のチアがあること、そしてスクールがあることの認知度としてやはり低いと思って

おります。 

もっともっと子供達に踊る機会を与えていただき、宣伝させていただくことで、子供達も喜びます

し、 ライジングのことを広めることにも繋がると思います。 

RsunZ ということも、踊ることによってジュニアスクールもどんどん生徒が増えていくんじゃないか

なと思います。 

 

回答 

来季の演出について現在調整しているところです。RZ・RsunZ ともに根付いてきている、そういう

実感があり、来季も両方の体制でやろうと考えているが、割合を少し変えていく予定です。RsunZ

の子供さんたちの出番を増やしていくことも含め、今年以上にご要望にお答えできるのかなと考え

ています。 

 

質疑 

B リーグ全体として、自前で運転できているクラブはそもそもあるのか？ 

 

回答 

大手企業が補填をしているというチームも多い中で、一方で地域に根付いてしっかりと経営されて

いるクラブさんもあります。 

成功例としてもたくさんあるので、そういったところをしっかりベンチマークして、そこを追いかけて

いくことが必要とも考えています。 

 

質疑 

メディア対応的役職は？ 

露出が少なすぎたのではないか？ 

 

回答 

広報部門があります。 

メディアリレーションシップというだけあって、 新聞局やテレビ局、などつながりを大事にし、メディ

アさんにも良い情報を提供するような関係性を作っていきたい。 

 

質疑 

1．堀江さんはどうなったか？ 

2．チケット収入の収入減に関してどうお考えか？ 

3．試合の運営体制に関してはどうしていくのか？ 



 

回答 

1．今回の存続の危機の時もいろんな横のつながりをご紹介して頂いた。 

2．チケットの収入減については、平均入場者数も実際の収入としてもどちらも減る想定です。 

3．昨年から企業さんにもボランティアに入って頂き、円滑とは言えないが助かった部分が大きい。 

今後も人材派遣会社さんにもしっかりアプローチをして、関係性を構築して固定の人材を確保でき

るように今動く予定です。 

 

質疑 

チケット収入減に対する改善策は？ 

 

回答 

中長期的に、1 席あたりの価値を高める、というところで考えているが、実際に具体的なところまで

落とし込めていません。 

 

質疑 

1 億 8000 万円資金がショートしたと言われましたが、資金がショートするまで気付かなかったので

すか？  

 

回答 

足りない分を補っていただくというやり方でオーナー頼みになっていたため、このようなことが起き

たと考えています。 

今年は完全に補填形を止め、約 2 億 6 千万円程度で予算を組み、補填を受けないような予算組

みを今オーナー様と組み立てています。 

 

質疑 

経理は委託して行っていますか？またそれをみられていますか？ 

 

回答 

月締めで大きな会社に委託しています。 

毎月会計会社にプレゼンをしてもらい一ヶ月毎に締めています。 

 

質疑 

ブースターの意見を取り入れていただいているが、計画性をもって回答をしたほうがいいのではな

いか？ 

 



回答 

頂くご意見の中で、小さい会社のメリットとしては、良いと思った事をすぐに実行に移せる所だと思

っています。お客さんがいて楽しんでもらえる興行を行っている会社なので、採算が合わなくても

実行しないといけないことがあるのは事実です。色んなご意見がある中で、精査して決断は早くし

ている。小さい会社のメリットとしてやろうと思って実行できるコンパクトさは残して行きたい。 

 

質疑 

どのように地域に根付いていきますか？（東区にはアビスパのポスターやのぼりをよく見かける一

方でライジングは見ない。その為、知り合いにライジングの試合の感想を伝えても行きたい、目に

する機会があればもっとライジングに興味をもって貰える。地域のイベントもアビスパは参加して

います。 

 

回答 

初めてバスケットを観戦するとハードルが高いのは認識しています。その上で接点を作らないとい

けない中、大量に刷っていたポスターもそこに労力をかけてられていなかった。これはこの一年の

反省。 

今後は選手と触れる事やチームと触れるということを積極的に増やしていこうと思っています。 

また、ポスター貼付やのぼりの設置はローカル作戦だが、もう一度改めて自分達でできる事なの

で、地上戦もしっかり行いメディアの空中戦も含め自分たちで目先のお金だけ追い過ぎずに来期

はしっかり組み立てないといけないと社内では話しがあがり、検討しております。 

 

質疑 

ボランティアの活動を増やしてもらえないか？ 

 

回答 

色々な学校との関わりは増やしていきたい。インターンの受け入れで職業体験や成功事例をあげ

たい大学と議論している。 

運営面でボランティアの皆さんに頼っている部分があるのでチームから色んな機関にアプローチ

しボランティア体制も強化していかないといけない。 

 

質疑 

B リーグの理念で育成があるが福岡の U18 の計画（予定）はありますか？ 

 

回答 

社内でやりたいというクラブの中での議論はあるが、人員の確保も含め U18 の具体的な計画は進

んでいない状況。 



U15 で手放してしまうとチームから離れてしまうので、U18 まで育てる事ができれば育った選手が

トップチームを目指せるピラミッド式を作っていける。 

現在クラブは、スクール・U15・トップチームとピラミッドを作っているが間の大事な部分が抜けてい

るので U18 の保管ができれば今以上のピラミッドが出来る。 

 

質疑 

スポンサー営業に関して政策は？（現在のスポンサー数は？） 

 

回答 

現在サプライヤーも含めると 240 後半まできており、昨対比でいくと約 100 社増えている。ゼットフ

ァミリー（5 万円）の入りやすさを作れているが、効率的かという部分では疑問があるが、沢山の企

業から支えて頂ければという思いは変わらない。 

営業が 4 人しかいない中で、アポイントをとり走り回っても限界があるので応援してくれているスポ

ンサーさんの横の繋がりを大事にしていきたい。 

オーナー会社含めアビスパさんにもアドバイスを頂いているので、沢山の協力体制の下、単価を

上げるのではなく数を増やす所に注力したい。 

 

質疑 

地域密着について、課題はクラブの認知がされていないしスタッフだけでは限界があるのでブー

スターも協力したい。 

選手派遣が難しければ神くん（マスコット）の派遣を行えば子どもたちも喜んでくれると思います。 

 

回答 

ポスター貼付やのぼり設置はスタッフだけでは限りがあるので、是非厚かましいながら協力してい

ただけると幸いです。 

地域のイベントですが、行けるところへは積極的に参加したいです。また、病院の慰問の計画など

もしており、顔を出して観てもらうイベントには参加していきたいです。 

皆さまからのイベントのご紹介もお待ちしております。 

 

質疑 

集客に伴い席のステイタスを上げるのも大事だが、幅広くファンサービスを行ったがいいのでは？ 

 

回答 

１席の価値を上げるという意味は、値段をあげる事ではなくファンサービスや楽しみを提供できる

ように選手との距離を近づける事は必要だと考えます。 

 



質疑 

アビスパ福岡さんとスポンサーの関係で協力があるといいのでは？ 

アビスパ福岡も集客に苦労しているので提携してチケットの面や試合告知で協力できれば相乗効

果が生まれるのでは？ 

 

回答 

9 日の発表があった際に一番に連絡をくれたのがアビスパの川森社長。 

募金活動や選手派遣など協力できないかと連絡を頂きました。 

福岡にプロスポーツが沢山あるので分散しているのでは？と言われますが、ホークスさんを筆頭

にお金を払ってスポーツを楽しむという文化が根付いていますし、バスケットは裏シーズンなので

そこもあり昨年スポーツコラボプロジェクトの実施があった。 

ライト層を入れ、送り込む部分にホークスさんも課題をもたれていたのであそこまで協力していた

だいています。サッカーのシーズン中もライジング見に行こうと企画しています。 

来季以降も他スポーツクラブとコラボし協力体制は築いて行き地域密着の１つだと思っているの

で、強みとして活かして行きたい。 

 

質疑 

試合の運営について、当日のボランティア稼動が必須になっている状況で指導層を内部で確保し

ないと今までと変わらないですし、今協力しているボランティアの方がいないと終わりだと思います。 

その部分の体制を整えるべきでは？ 

 

回答 

ボランティアさん頼みになっています。 

当日の運営に関してもボランティア契約を結んでいる所から来ていただいても手数が足りていな

いのは事実です。 

確実に改善しないといけないポイントですが、現状詳細は決まっていないので、課題意識を持って

来季に向け改善します。 

有償でアルバイトの方もいて、運営する面ではお金が掛かってくるのでどのように組みなおすか

は財布と相談して改善を図れるように検討します。 

 

質疑 

千葉はボランティアスタッフがシルバー人材の方で、秋田や栃木と違った仕組みをもたれていた。

世代的にもコストを抑えることができるのでは？ 

 

回答 

スポーツ団体を運営しているので若者に還元できないかと議論しています。大学等と組みカリキュ



ラムに入れて運営まで入るなど調整している。 

若者が職業体験としてチーム運営に入ることも中々作ってあげられるメリットではないですし、助

けになるので若者を巻き込みたいと思います。 

 

質疑 

他の大学がチームに絡んでいるという話ですが、その他の教育機関でもホークスさんやアビスパ

さんも授業の一環で観戦があるがライジングでもしてもらえないですか？ 

 

回答 

関係値が構築できているので話をさせていただきます。 

 

質疑 

来季のチケットは細かく分けますか？ファンクラブ会員について T シャツを無くした理由は？ビー

ムプレイトの導入に伴いペンライトは販売しない？ 

 

回答 

チケットについてはシンプル化（自由席を二つ・指定席を増席）しています。一階のコート周りは細

分化しており、ホームベンチ裏は指定にしております。 

 

ファンクラブに関しては、T シャツ導入された経緯は把握できていなかった部分もありますが、ファ

ンクラブに T シャツが付いているからには、昨シーズン試合会場で着用していただけたら、という

思いでやってきたものの、定着率が低かったと分析をしていて、今回は会場を別の方法で青に染

めたいという思いでグッズに T シャツは完全移行し代替という形でビームプレイトを導入しておりま

す。 

 

特典については毎年色々な意見を頂きかなり時間をかけ構成しています。 

4 月末に存続の問題がでる前に来季のファンクラブ募集をかけたいと話はでていたが、クラブ存続

が分からなかったので止めていました。 

今回のブースターMTG を開いた上で意見を聞き特典を決めるなどの方法はあったが、その前か

ら検証をしており特典を決めていたという経緯がある。 

ビームプレイトの導入で暗転演出時に幻想的な空間を皆さんと共に作りたいとおもい設定をして

いる。一方で会員に入らない方向けにもペンライトの販売も同時に考えております。 

 

 


