
（一社）山梨県サッカー協会 4 種少年委員会 議事録

平成 2８年度 定期総会

平成 28 年 4 月 2 日（土）開催

〈会議の名称〉

定期総会

〈会議の日時〉

平成 27年 4 月 4日 午後 2 時～5 時

〈場所〉

甲府市総合市民会館 大研修室・３階 （甲府市青沼）

〈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）

◇風間斉副委員長・監事（峡東）◇志村祐理事会計（甲府）◇藤田徹理事会計補佐（郡南）

◇三澤厚司理事（郡東）◇末木一幸理事（峡東）◇望月一徳理事食育担当（峡中）

◇内田淳理事（峡中）◇村松貴志理事（峡北）◇鈴木和幸理事広報部長（甲府）

◇西島秀和理事（郡東）◇三浦善明理事（郡南）◇三科事業運営部長（勝沼）

◇溝呂木勉審判部長（郡東 4種）◇神取一弘技術委員長（ジョカーレ）

◇横森潔キッズ部長 ◇野口フットサル部長 以上役員 19 名

◇ご来賓

・（一社）山梨県サッカー協会副会長 藤本征男 様

・ＹＦＡユースダイレクター 保坂不二夫 様

〈議事〉司会：福田和久

付議事項

１．開会の言葉

２．委員長あいさつ

３．祝辞

４．受賞報告

５．新規登録チーム紹介

６．議事 議長：宮沢謹吾 氏（甲府）

(1)平成 27 年度事業報告（理事・専門部長）

(2)平成 27 年度決算報告（会計・専門部長）

(3)監査報告 （監事）

(4)平成 28 年度～29 年度役員について

(5)平成 28 年度活動基本方針(委員長)

(6)平成 28 年度事業計画案（委員長・専門部長）

(7)平成 28 年度予算案（会計・専門部長）

(8)その他

７．指導者講習会

(1)「2015 年度全少ＴＳＧ及び技術・審判の協調」保坂不二夫氏

(2)「オフサイドに関する追加ガイダンスについて」審判委員会 矢崎幸一氏



８．関東大会山梨県予選抽選会

議事経過

14:05

１．開会の言葉

◇昨年度は 5月に関東予選、11 月に全少予選とスケジュールが大きく変更されたが、全チ

ームの協力により実施でき感謝申し上げる。

・開会に先立ち小学生の世界大会日本予選で優勝し、10 月にパリで開催される世界大会に

出場する VF 甲府 U－12 監督西川氏より山梨魂で頑張るという決意が述べられた。

２．委員長あいさつ（石原委員長）

◇ご来賓、皆様お忙しいなかご出席いただき感謝する。日本協会では全少 12 月開催、年間

を通じたリーグは 5年前から動き出し 2年目となる。山梨においては 10 数年前からキッ

ズプログラムに取り組み最初の選手は 20 歳になる。この間山梨県選手のスキルが非常に

あがってきていることを大変嬉しく思っている。しかしいっぽうで今年度も登録チーム数

が減少していることを危惧している。4種としてどのように取り組んでいくか考えさせら

れる年になる。今後は U－6、U－7をフォーカスしサッカーやスポーツに携わる子どもた

ちを増やしていく活動を考えていく。山梨県サッカー協会が目指している「地域に根差し

たスポーツ文化の構築」を目指していきたい。（一社）関東サッカー協会理事・第 4種委

員長に就任した、山梨においても全国でリーダーシップをとる関東でも力を尽くしていく

ことになった、今後とも多くのご協力をお願いする。

３．祝辞

（一社）山梨県サッカー協会副会長 藤本征男 様

◇4種定期総会が多くチームの参加を得て開催され仲間の一人として嬉しく思う。冒頭のヴ

ァンフォーレ甲府 U－12 世界大会出場が決まったということ、西川監督の熱意が伝わり成

し遂げたと思う。山梨県サッカー協会種別の中でも、4種は大変多くの事業を行う活動に

携わるチームの皆様に感謝申し上げる。山梨県では関東委員長審判の長田氏、フットサル

竹中氏、今回石原委員長関東 4種委員長となり活躍されることとなり大変うれしく思う。

今年 J１に登録したチームは 18チームで約 40名 720名の選手が登録しているとして山梨

県出身の選手は VF 石原選手、柏選手含めて 4名しかいない。多くの指導者が努力してい

ることを考えると少ないのではないか。一人でも多く活躍する選手が成長していけるよう

4種を中心に受け皿を作っていくことが重要となる。

ＹＦＡユースダイレクター 保坂不二夫 様

◇2年前からユースダイレクターとして今後もさらに皆様のご尽力が必要となります。1つ

は「普及から育成」をいかにつなげていくか、２つは「トレセン活動の充実」、3つ目は

「指導者養成」、4つ目は「環境の整備」ゲームやトレーニングである。今後検証し伝達

しながら指導体制を確立していく。キッズを含めた 4種年代を担当する皆さんの力をいた

だきたい。

４．受賞報告

「平成 27 年度（一社）山梨県サッカー協会功労賞表彰者報告」

・石原喜仁 様（韮崎アストロス Jr） 藤本氏より功労賞授与

・姉川洋二 様（山梨ジュニア SSS） （県協会にて表彰）



５．新規登録チーム紹介

■甲府西 Jr（甲府） 代表者：渡辺正明様

・貢川SSSと舞鶴JFC選手数減少により甲府西Jrとして活動していくことになりました。

（代理：山本）

■韮崎ＳＳＳ（峡北）代表者：仲沢克己様

・韮崎東 SSS と韮崎甘利 SSS との合併により立ち上げた。少子化と保護者のサッカー離れ

をひしと感じながらも、サッカーを愛する一人でも多くの選手を育てていきたい。

■ＦＣ．ＰＡＲＴＩＲＥ（パルティーレ）代表者：高村冨三人様

・山中湖と忍野で合同チームをつくり活動していくこととなった。

６．議事 議長：宮沢謹吾 氏（甲府・新紺屋朝日 SSS）

◇不慣れですが皆様のご協力をお願いいたします。

※第 18 条２項評議員総数 3分の 2以上の出席（委任状含む）により総会成立。

登録チーム数 77 出席者 60 委任状提出 10 合計 70

◇これより審議に入ります、事業報告については専門部決算報告と一括審議とさせていた

だきます。質疑にいては報告後案内をいたします。（議長）

(1)平成 27 年度事業報告

◇事前配布された総会資料の内容に沿って報告された。

・平成 27 年度 4種委員会事業及び結果報告（小林副委員長）

・4種委員会平成 27 年度活動基本方針の検証（小林副委員長）

・食育プロジェクト事業報告（望月理事）

・事業運営部事業報告及び決算報告（三科部長）

・審判部事業報告及び決算報告（矢崎部長）

・技術委員会事業報告及び決算報告（神取委員長）

・広報部事業報告及び決算報告（鈴木部長）

・キッズ部事業報告及び決算報告（横森部長）

・フットサル部事業報告（野口部長）

※平成 27 年度事業報告・活動基本方針の検証並びに各専門部事業報告・決算報告につ

いて、質疑応答はなく挙手多数により承認

(2)平成 27 年度決算報告（志村会計）

◇事前配布された総会資料の内容に沿って報告された。

(3)監査報告 （風間風間監事）

◇本会計特別会計監査の結果内容に相違ないことが報告された。

※平成 27 年度決算報告並びに監査報告について、質疑応答はなく挙手多数により承認

(4)平成 28 年度～29 年度役員について（委員長）

◇退任 小林哲理事（郡東）、宮下秀吉理事（郡南）、矢崎幸一審判部長（峡北）

◇新任 西島秀和理事（郡東）、三浦善明理事（郡南）、溝呂木勉審判部長（郡東）

鈴木和幸理事（広報部長兼任・甲府）

※平成 28 年度～29 年度役員について挙手多数により承認

◇退任挨拶



・宮下氏（郡南）：若手の三浦さんと交代するこれまでありがとうございました。

・矢崎審判部長：審判部長として 10 年ほど勤めましたが、新任の溝呂木さんの年代が

多いこともあり交代することにした。審判は重要な役割を担っている今後とも皆様の

ご理解とご協力をお願いする。

◇新任挨拶

・西島氏（郡東）：子どもたちのためにとの思いにこだわってみなさんと一緒に良い環

境を作っていきたいと思っている宜しくお願いする。

・三浦氏（郡南）：いろんな会場でお会いすると思うが宜しくお願いする。ＧＫ経験も

活かしていきたい。

・溝呂木氏（郡東）：審判活動にご協力をお願いする。

※新年度新しい体制に皆様のご協力をお願いいたします。（議長）

(5)平成 28 年度活動基本方針案(風間副委員長)

◇事前配布された総会資料の内容に沿って報告された。

※平成 28 年度活動基本方針について挙手多数により承認

(6)平成 28 年度事業計画案（副委員長・専門部長）

◇平成 28 年度事業計画並びに専門部事業計画・予算案は一括審議とさせていただきま

す。質疑にいては報告後案内をいたします。（議長）

・平成 28 年度 4種委員会事業計画案（風間副委員長）

・食育プロジェクト事業計画（望月食育担当理事）

・事業運営部事業計画及び予算案（三科事業運営部長）

・審判部事業報計画及び予算案（溝呂木審判部長）

・技術委員会事業計画及び予算案（神取技術委員長）

・広報部事業計画及び予算案（鈴木広報部長）

・キッズ部事業計画及び予算案（横森キッズ部長）

・フットサル部事業計画（野口フットサル部長）

◇事前配布された総会資料の内容に沿って報告された。

(7)平成 28 年度予算案（志村会計）

◇登録チームが 81 チームを見込んでいましたが 77 チームとなりました。

※平成 28 年度事業計画案及び各専門部事業計画案・予算案、本会計予算案について、

質疑応答はなく挙手多数により承認

(8)その他 なし

◇皆様のご協力により全ての審議が終了いたしました有難うございました。（議長）

※10 分休憩の後 15 時 25 分再開する。

７．指導者講習会を実施した

(1)「2015 年度全少ＴＳＧ及び技術・審判の協調」保坂不二夫氏

(2)「オフサイドに関する追加ガイダンスについて」審判委員会 矢崎幸一氏

８．関東大会山梨県予選抽選会（三科事業運営部長）を実施した。

16：20 終了

以上

議事録作成 広報部


