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（一社）山梨県サッカー協会 4種委員会 議事録

第７回理事会

平成 28 年 3 月 11 日開催

〈会議の名称〉

理事会

〈会議の日時〉

平成 28 年 3 月 11 日（金） 午後 7時～9時 50 分

〈場所〉

押原公園２F 会議室

〈出席者〉

◇石原幸周委員長（甲府）◇小林芳昭副委員長（峡中）◇福田和久副委員長（峡北）

◆志村祐会計（甲府）◆藤田徹会計補佐（郡南）◇風間斉（峡東）◇宮下秀吉（郡南）

◇三澤厚司（郡東）◇末木一幸（峡東）◆小林哲ＶＦ甲府担当（郡東）

◇望月一徳食育担当（峡中）◇内田淳（峡中）◇村松貴志（峡北）

◇三科事業運営部長 ◇矢崎審判部長 ◇神取一弘技術委員長

◇横森潔キッズ部長 ◇野口フットサル部長 ◇鈴木和幸広報部長

「平成 28 年度新役員」

◇西島秀和（郡東 リヴィエール）◇三浦善明（郡南 アミーゴス）

◇溝呂木勉（審判部長 郡東 4種）

〈議事〉

司会：福田副委員長

付議事項

１．委員長挨拶

２．協議事項

（１）報告事項

①各種大会報告

②専門部報告

③その他

３．議題

（１）「関東大会山梨県予選」大会要項の確認・シード確認（別紙）

（２）平成 28 年度定期総会及び総会資料の細部について（別紙）

（３）新規登録チームの自己紹介について（総会時挨拶）

（４）総会について

（５）全日本山梨県予選の日程について（日程変更）

（６）ニッサンサッカー教室について

（７）2016 Ｕ-12 リーグ前期小瀬会場について

（８）ニッサングリーンカップ最終日の運営について

（９）送別会について

（10）その他

①熱中症ガイドライン・日本協会発行（委員長）

②ＶＦ甲府ホームゲーム出労の追加（委員長）
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③出前キッズフェスティバルについて（横森キッズ部長）

④キッズプログラムについて（委員長）

⑤県理事推薦について（委員長）

⑥山中湖スポーツフェスティバル案（委員長）

※新役員による理事会を実施

議事経過

１．委員長挨拶

明日のニッサングリーンカップ最終日が今年度 4種事業最後となる、無事に終了となる

よう協力して運営をお願いする。来年度 4月 2日総会と 3日Ｕ-12 リーグ開幕と予定さ

れている。本日は新・旧役員が同時に集まっていただいた宜しくお願いする。

２．協議事項

（１）報告事項

①各種大会報告

・関東選抜大会、関東ガールズエイトについてすでに結果を送付公開している。

②専門部報告

□事業運営部 なし

□審判部

・オフサイドに関する追加ガイダンスが発信された。依頼があれば総会時に説明する

用意がある。

□技術委員会

・関東選抜と関東ガールズエイトに出場した。インフルエンザがピークを迎え各都県

でも選手の入れ替えや欠場が多く見受けられた。

・3月 13 日（日）今年度最後の県トレセンを実施する。

・3月 19 日（土）ヴァンフォーレ甲府ホームゲームの前座試合に参加、県トレセン対

ヴァンフォーレ甲府Ｕ-12 とチャレンジマッチを行う。（中銀スタジアム）

□広報部

・2016 年登録が始まりすでに 30 チーム位を承認している。問い合わせ等あるがこれ

までおおむね順調に推移している。

□キッズ部 なし

□フットサル部 なし

③その他 なし

３．議題

（１）「関東大会山梨県予選」大会要項の確認・シード確認（別紙）

■大会要項の確認

・後援 （一社）山梨県サッカー協会は外す

・協賛 については確認中

・開会式 5月 8日（日）小瀬補助競技場で実施

・郡東会場責任者の変更 西島秀和（新理事）と携帯番号

・試合順序の確認

・組合せと例をＡパート 4チーム、Ｂパート 5チームで作成する
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・1日目開会式後の第 1試合開始は移動を考慮し 10：30 キックオフとする。

・決勝トーナメント審判については、第 3試合の 2チームが第 1試合を担当し、以

降は前試合チームが担当する順送りとする。

予選リーグ①：平成 28 年 5 月 8 日（日）開会式：小瀬補助競技場・2面

●16 面：甲府 6面・峡中 6面・峡東 4面

※会場確保は 3月 20 日までに三科事業運営部長に報告

予選リーグ②：平成 28 年 5 月 29 日（日）小瀬球技場・2面

●１6面：各グループ内で会場確保する

決勝トーナメント①：平成 28 年 6 月 19 日（日）32 チーム

●4面：小瀬補助競技場 2面・小瀬球技場 2面

決勝トーナメント②：平成 28 年 7 月 2 日（土）8チーム

●2面：小瀬補助競技場 2面

予備日：平成 28 年 7 月 3 日（日）会場なし

順位決定戦・決勝戦：平成 28 年 7 月 10 日（日）8チーム

●1面：押原天然芝Ｇ

（２）平成 28 年度定期総会及び総会資料の細部について（別紙）

①県協会功労者の定期総会への出席及び挨拶依頼（峡北・峡東）

※3月 25 日の県協会総会へ出席され受章した場合は伝達のみ

※県総会欠席の場合は、4種総会（表彰・挨拶）への出席依頼を行う。

■峡北地区：石原善仁（韮崎アストロスＪｒ）

■峡東地区：姉川洋二（山梨ジュニアＳＳＳ）

②第 13 回キッズＵ-10・8 人制サッカー交流フェスティバルの組み換え

・チーム数減少に伴い参加チームの多い地区との交流を考え変更する。

■峡東・郡東 平成 28 年 11 月 23 日（月祝）初狩憩いの公園サッカー場

■甲府・郡南 平成 28 年 11 月 23 日（月祝）小瀬補助競技場

■峡中・峡北 平成 28 年 11 月 23 日（月祝）未定

③キッズＵ-6／Ｕ-8 サッカーフェスティバル未定地区について確認した。

・峡北地区：平成 28 年 10 月 8 日（土）御勅使サッカー場

・峡東地区：平成 28 年 10 月 23 日（日）御坂キッズ広場

・郡南地区：平成 28 年 7 月 3 日（日）山中湖きらら

（３）新規登録チームの自己紹介について（総会時挨拶）

■甲府地区：甲府西Ｊｒ

■峡北地区：韮崎ＳＳＳ

■郡南地区：ＦＣ．ＰＡＲＴＩＲＥ（パルティーレ）

※地区理事は新規登録チームへ総会時の挨拶を依頼する。

（４）総会について
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■期日：平成 28 年 4 月 2 日（土）甲府市総合市民会館３Ｆ 大会議室

※役員は午後１時集合 午後１時３０分受付

■司会：福田副委員長

■議長：甲府地区・宮澤謹吾氏（新紺屋朝日）

■議事について

１ 年度事業報告及び基本方針の検証 （小林副委員長）

２ 専門部は２７年度事業報告及び決算報告を一括で行う。

３ ２７年度決算 （志村会計）

４ 役員について

５ ２８年度基本方針（案）及び事業計画（案）（風間理事）

６ 専門部は２８年度事業計画及び予算案を一括で行う。

７ ２８年度予算案 （志村会計）

８ 指導者講習会

①指導者講習会：2015 全少ＴＳＧ及び技術・審判の協調」

保坂不二夫氏（ユースダイレクター） ３０分

②審判講習会：オフサイドに関する追加ガイダンスについて（講師未定）

９ 関東大会山梨県予選組合せ抽選会（三科事業運営部長）

（５）全日本山梨県予選の日程について（日程変更）

■①Ｈ28 年 11 月 6 日（日）1～2回戦

■②Ｈ28 年 11 月 13 日（日）3～4回戦

■③Ｈ28 年 11 月 20 日（日）準々決勝・準決勝

■④Ｈ28 年 11 月 23 日（水・祝）3位決定戦・決勝（押原天然芝）

※11 月 27 日（日）の県トレは 26 日（土）小瀬補助競技場で開催

（６）ニッサンサッカー教室について

※7月か 10 月開催の予定

（７）2016 Ｕ-12 リーグ前期小瀬会場について

※会場使用グループの責任者及び連絡先（携帯）を石原委員長宛て報告する。

（８）ニッサングリーンカップ最終日の運営について

・日程

8：25～準決勝第 1試合監督会議（ユニホーム・メンバー表・選手証提出）

9：00～準決勝第 1試合 Ｕスポーツ対フォルトゥナＵ-12

9：25～準決勝第 2試合監督会議（同上）

10：00～準決勝第 2試合 ＶＦ甲府Ｕ-12 対ＦＣアルピーノ

11：10～決勝戦監督会議（同上）

12：00～決勝戦

13：00～閉会式

■役員集合は 7時とする

・配置図（別紙）※来賓テント 1張、本部テント 1張、審判用 1張
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・設営は状況を見ながら役員事業運営部が協力して行う

・横断幕の設置場所は当日ＹＢＳと協議、芝に杭を打ち横断幕を設置その後ろに応援

者を入れる。

・ピッチラインは会場側で予め準備していただいた。

・ＹＢＳから依頼

※管理棟正面に 8台分駐車スペースを設置する。

※管理棟 2階会議室協賛社用（向かって左側の部屋）

※出入りは北側階段から行う

※審判部控室は向かって右側の部屋を使用する。

・役員出労について確認

石原・小林・内田・横森・小林哲・望月・三澤・村松・三科・矢崎・風間・野口

鈴木・神取

審判部 8名（部長含む）

事業運営部 名（部長含む）

・ニッサン大会運営について（委員長）

今回の開会式と 2日目中止について、選手の健康や安全を第一義として大会運営を

行わなければならず、天候によるもの（降雪降雨荒天 夏の暑熱時なども）、イン

フルエンザの流行による学校関係の学年学級閉鎖等を考慮に入れながら判断をして

いる。他にも、天変地異や事故等の可能性など、総体的に考えて判断をしなければ

ならないことであり決定ついてはご理解をいただきたい。

（９）送別会について

●退任者：宮下理事・小林理事・矢崎審判部長

※送別会開催は今後決定する。

（10）その他

①熱中症ガイドラインについて（委員長）

・日本協会よりガイドラインが発行され、今後はガイドライン沿って大会運営をする

こととなる。各チームにも配布し内容を共有していく必要が有る。

■ＷＢＧＴ＝３１℃以上になる時刻には試合を行わない。計測器を購入し数値的に

確認していく。

■ＷＢＧＴ＝３１℃以上となる時刻が試合時間に含まれる場合は事前にＪＦＡ熱中

症対策を講じたうえで、試合日の前日と翌日に試合を行わないスケジュールを組

む

■試合の中止や延期をすることもある。

②ＶＦ甲府ホームゲーム出労の追加（委員長）

・8月 13 日（土）

・県内で関東ブロックの催しがあり県協会一種対応するため４種に依頼された。

・３０名程度が必要となる。

・役員だけでの対応できないので地区割りでお願いすることとなる。
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③出前キッズフェスティバルについて（横森キッズ部長）

・郡東・峡東・甲府でも開催したいのでご協力お願いする。

④キッズプログラムについて（委員長）

・開始から１４年が経ち状況が変化してきている。同じ手法で良いか検討して効果的

な活動をしていきたいと考えている。地域のキッズに関心を持ち幼稚園・保育園か

らかかわりを持っていくことが有効と思う。キッズ部を先頭に各地域でキッズ部員

が主導し事業を展開していくようにしたいと思っている。

⑤県理事推薦について（委員長）

・横森キッズ部長を県理事に推薦した。山梨県理事として関東協会キッズ委員会へ山

梨代表として参加していただく。

⑥山中湖スポーツフェスティバル（案）

・ＹＢＳより依頼された大会について、峡東郡内サッカー連絡協議会で主管する。

・大会要項案が示され、参加チーム（２５チーム）も決定した。

・詳細についてはＹＢＳの了解を得て実施する。

※宮下理事・矢崎審判部長退席

・１０年間理事を務めたこれからは若い人に４種を盛り立ててほしいご協力ありがとう

ございました。（宮下理事）

※暫時休憩（５分）

※これより新役員による理事会

１ 委員長挨拶

２ 新役員自己紹介

◆西島秀和（郡東理事・上野原アルテアル）

◆三浦善明（郡南理事・アミーゴス）

◆溝呂木勉（審判部長・郡東４種）

３ 議題

（１）平成２８・２９年度役員の互選について（総会資料参照）

総会資料確認し総会に提案する。

（２）平成２８年度活動基本方針（案）について（総会資料参照）

１ 競技力向上のための活動強化

⑴各種指導者講習会への積極的な参加を通じた指導資質の向上（継続） 

①Ｕ-９競技力向上のための活動

⑵各種大会（県内、県外大会）での課題の抽出と検証（継続） 

⑶専任ユースダイレクターによる各地区トレセンでの技術指導及び指導者育成（継

続）

２ 「キッズモデルＦＡ」事業、「キッズ年代エリート教育に関するリードＦＡ」事

業への協力と提言
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⑴キッズ年代の普及・育成のための研究、企画、実践（継続） 

⑵キッズフェスティバル等、４種主管事業の一層の充実（継続） 

⑶少子化時代を見据えた選手層の維持・拡大のための対策検討（継続） 

（キッズプログラム事業展開の見直し）

３ 主管大会の見直し

⑴４種年代（Ｕ-１０）におけるリーグ戦文化の検討（継続） 

⑵Ｕ-１１リーグの推進（継続） 

⑶主管大会・規約規定の見直し 

（新規＝熱中症ガイドラインが発行されたことに関して現在の規約規定と精査し見

直す）

４ ヴァンフォーレ甲府への支援

⑴主催ゲームへの協力（継続） 

⑵積極的なゲーム観戦（継続） 

⑶ホームゲーム時におけるキッズチャレンジマッチへの参加（継続） 

５ フェアプレー及び指導者モラルの一層の向上

⑴フェアプレー精神のあらゆる場での涵養（継続） 

⑵指導者としてのモラルの遵守（継続） 

⑶フェアプレー促進のための新たな取り組み（継続） 

（グリーンカードの積極的活用）

⑷ウェルフェアオフィサー研修の取り組み（新規） 

（ニッサン・全少大会においてウェルフェアオフィサーに取り組む）

（リスペクト推進委員の関わりとして、年数回実施するためにウェルフェアオフィ

サー研修を受講し資格を取得する）

６ 食育推進のための新たな取り組み

⑴成長期の大事な時期に関わる選手達の健全な食生活の推進（継続） 

⑵「はくばくグループ」とタイアップしグループが行っている食育活動事業を共同

で行う。（継続）

（３）ＶＦ甲府ホームゲーム分担表について（別紙）

※試合開始時間の３時間３０分前に集合すること

下線は変更後の担当者

①３月２７日（日）対大宮アルディージャ（１４時） 設営・撤収

・石原、福田、風間、志村、三澤、末木、内田、西島、三浦、神取

②４月２４日（日）対ＦＣ東京（１４時） 設営・撤収

・石原、小林、風間、藤田、望月、村松、三浦、三科、溝呂木、横森

③７月１７日（日）対サンフレッチェ広島（未定） 設営・撤収

・小林、福田、志村、藤田、望月、鈴木、西島、三科、神取、野口

④追加 ８月１３日（土） ３０名
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欠席の場合は代理を出すこと（名前の登録変更できないので注意）

【天皇杯】

・１回戦 ８月２８日（日） 山梨県代表戦

・２回戦 ９月３日（土） ＶＦ甲府

・３回戦 ９月２２日（祝木） ＶＦ甲府が勝ち上がった場合のみ

（４）その他

①新役員のメールアドレスについて

空メールを委員長宛て送付する（p.kyowa@cronos.ocn.ne.jp）

②全役員の携帯メールアドレスについて

空メールを委員長宛て送付する(ishi.13@docomo.ne.jp)

以上

議事録作成 平成 28 年 3 月 14 日

広報部 鈴木和幸


