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（一社）山梨県サッカー協会 4 種委員会
第２回理事会
平成 28 年 6 月 3 日開催

議事録

〈会議の名称〉
理事会
〈会議の日時〉
平成 28 年 6 月 3 日（金） 午後 7 時～10 時 30 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）
◇風間斉副委員長（峡東）◆志村祐会計（甲府）◇藤田徹会計補佐（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（峡中）
◇内田淳理事（峡中）◆村松貴志理事（峡北）◇西島秀和理事（郡東）
◇三浦善明理事（郡南）◇三科健二郎事業運営部長 ◇溝呂木勉審判部長
◇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
◇鈴木和幸理事広報部長 ◇審判部代理：上田審判部副部長
〈議事〉
司会：福田副委員長
付議事項
１．委員長挨拶
２．報告事項
（１）専門部報告
（２）その他
３．協議事項
（１）熱中症ガイドラインについて
（２）サンプル提供について（大塚製薬・経口補水液）
（３）2016Nanahocup について
（４）2016 山梨県 U-12 リーグアンケートについて
（５）少子化を見据えた『選手確保検討委員会（仮）』設置について
（６）（一社）山梨県サッカー協会「人材育成計画」について
（７）年度途中移籍申請の確認作業の明確化
（８）28 年度評議員会について
（９）その他
①ＪＦＡミッションについて
②ニッサンサッカー教室について
③Nanahocup インプレッシブプレーヤー賞（ベスト 16 選定について）
④ＪＪＰ指導者研修会について
⑤2016 山中湖スポーツフェスタＵ-9 サッカー大会
⑥その他
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議事経過
１．委員長挨拶
日本協会より示された熱中症ガイドラインについてＹＦＡ4 種指針作成のため当初 7 月
予定の第 2 回理事会を前倒して開催することとなった。重要な案件となるので十分に審
議してほしい。
２．報告事項
（１）専門部報告
□事業運営部 なし
□審判部 なし
□技術委員会
・関東ＭＴＭ24 名、ＦＦＰ16 名を決定しチーム代表者に選手派遣依頼の通知し、最終決
定後提出する。
・女子トレセン大会参加、7 月 17 日（日）18 日（月）静岡カップ、12 都県出場予定。
・女子トレセン 5 月より 4 年生 8 名が体験参加している。4 年生継続していくので各地
区でもアナウンスをお願いする。
□広報部 なし
□キッズ部 なし
□フットサル部
・バーモントカップ山梨予選二次リーグ 6 月 18 日（土）、決勝トーナメント 6 月 25 日
に開催。
（２）その他
・平成 28 年度山梨県サッカー協会定期総会資料の配布について
◆各地区理事は当日参加したチーム以外に配布をお願いする。
□サッカー協会や教育関係機関への直接節的な問い合わせやクレームについて
■問い合わせ自体は否定しないが、問い合わせクレーム等の内容がチーム組織の中での
情報伝達が正確になされていないことが原因と思われる事案が多い、まずはしっかり
とチーム内で共有できるように努めてほしい。基本的にはチーム指導者を通じて地区
理事や 4 種委員会に問い合わせいただきたい。
３．協議事項
（１）熱中症ガイドラインについて（別紙 風間理事）
■ＪＦＡガイドラインを精査しＹＦＡ4 種委員会指針を作成することとした。指針はチ
ームで対応する内容と、主催・主管・運営担当者で対応とに区分しわかり易いものとす
る。
◆各地区での対応としては、熱中症の知識、生命にかかわる危険性を改めて周知、指導
者の責任の重大さを改めて認識し、そのうえでＹＦＡ4 種委員会熱中症ガイドラインを
周知徹底する。
◆全チームにＷＢＧＴ計測器を購入するよう促す。
※参考資料
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・熱中症ガイドラインＹＦＡ4 種委員会通達（案）
・熱中症予防対策資料 2 種類 （以上風間副委員長）
・ＷＢＧＴ暑さ指数 2013 年～2015 年 7 月～9 月データ（内田理事）
・山梨県国体関東ブロック熱中症対策（案）
・神奈川県第 4 種少年少女部会の対応
・栃木県協会の対応
・埼玉県運営会議資料
（２）サンプル提供について（大塚製薬・経口補水液）
・大塚製薬より 47ＦＡに対して経口補水液ＯＳ-1・1 ケース（30 個入り）が各チームに
提供される。
・県トレ事業にも提供されます。
（・第 2 回女子トレセンＵ-12 選抜サッカー大会）
（・関東ＭＴＭ ・ＦＦＰ等）
◆サンプルは各チームまたは各地区理事が指定日 3 日以内に県協会にとりに行く。
（郡内東、郡内南は地区理事が県協会にとりに行くとのこと）
（３）2016Nanahocup について 決勝トーナメント（別紙）
・スケジュールの確認
■6 月 19 日（日）決勝トーナメント担当地区
・小瀬補助競技場（郡内南）
・小瀬球技場：（郡内東）
■7 月 2 日（土）決勝トーナメント
・小瀬補助競技場（峡北地区）
■7 月 3 日（日）予備日なし
■7 月 10 日（日）３・５・７位決定戦、決勝戦、閉会式
・押原公園天然芝Ｇ （担当役員 集合 7 時 30 分）
・最終日時間変更
①第 1 試合 9 時～（5・6 位決定戦）
②第 2 試合 10 時～（3・4 位決定戦）
③第 3 試合 11 時～（7・8 位決定戦）
④第 4 試合 12 時～（決勝戦）
閉会式 13 時～ （14 時～他団体使用予定あり）
■ＷＢＧＴ値を計測し記録する（6/19,7/2,7/10）会場担当地区に計測器を貸与し、順送
りする。最終日 7 月 10 日に回収（委員長に返却）
（４）2016 山梨県 U-12 リーグアンケートについて（別紙）
・5 月 2 日～20 日に各グループリーダー・運営担当者あてにアンケートを依頼し各グル
ープ内で集計のうえ提出いただいた。
・設問は
①リーグ運営について気になる点、改善点、提案など
②日程について、ＭＴＭの取り組み、改善点、提案など
③Ｕ-12 リーグ全体について、気になる点、改善点、提案など
今後のリーグ実施への提案
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・リーグ戦が定着していることは確実だが、当初ガイドラインで定めた基本的なことが
曖昧になってきている感がある。指導者コーチのメンバー変更または新しくなること
もあるので定期的に発信していく必要があると思われる。
・回答から得られたご意見、課題や問題点は後期に向けた全体会や来年度に向けての検
討に活かしていく。
（５）少子化を見据えた『選手確保検討委員会（仮）』設置について（横森キッズ部長）
・平成 28 年度を準備期間とし、4 種委員会特別委員会として体制を整える。
・構成はキッズインストラクター・キッズ部と外部有識者とし、各地区より 1 名が必ず
参加とする。
・今後さらに検討してく。
（６）（一社）山梨県サッカー協会「人材育成計画」について
1．内容 次世代を担う人材育成計画「ＹＦＡ企画委員会（仮称）」の創設
2．提案 山梨県は今後さらに人口減少が予想され登録人員減少による収入減から、今後
の事業展開に影響が出ると考えられる。ＳＭＣサテライトを受講し企画力、マネジメ
ント力、管理手法等の基礎を養いＹＦＡの次世代を担う人材を確保しメンバーとして
活躍を期待。
3．ＳＭＣサテライト開催
・9 月 17 日（土）、18 日（日）、19 日（月祝）
・押原公園２階会議室
・費用￥２４，０００-（内１２，０００-協会より助成）
・各種別より２名参加とする
◆４種から参加 ①横森潔 ②未定
（７）年度途中移籍申請の確認作業の明確化
・移籍選手の公式戦出場可能日の確認作業の明確化が未整備となっている。
・移籍申請書受理後の対応について
■Ｕ-１２リーグについては、広報部より該当チームが所属するグループのリーダーに
通知する。
■４種大会については、事業運営部より大会運営者に通知する。
（８）28 年度評議員会について
・平成２８年９月１０日（土）午後２時～ 会場は未定（郡内地区が担当）
・退任役員送別会＝リゾートイン芙蓉
・送別対象者：宮下秀吉様、小林哲様、矢崎幸一様
・送別会・宿泊者の確認
（９）その他
①ＪＦＡミッションについて（石原委員長）
・ＪＦＡ２０１５-２０２２について Mission１～８が示された。
Mission１ 普及施策の推進（JFA グラスルーツ宣言）

5/6
Mission２
Mission３
Mission４
Mission５
Mission６
Mission７
Mission８

施設整備の推進（JFA グリーンプロジェクト）
日本代表の強化
育成環境の充実
国際競技会の充実
J リーグとの協働
国際力の強化と社会貢献の充実
組織基盤の強化（JFA リフォーム）

②ニッサンサッカー教室について
開催日の調整中（案 10 月 16 日）
【追記 2016.06.08】
■期日：平成 28 年 10 月 16 日（日） 櫛形陸上競技場
■内容：例年通り
■雨天の場合は、若草町体育館（予定）
③Nanahocup インプレッシブプレーヤー賞（ベスト 16 選定について）
・4 種委員会としては継続する方針。
・ベスト 16 を対象とし選定する。
【追記 2016.06.08】
■6 月 19 日（日）大会 3 日目「小瀬補助」「小瀬球技場」選出
■担当役員：風間副委員長・末木理事が統括
小瀬補助：藤田理事・三浦理事
小瀬球技場：三澤理事・西島理事
④ＪＪＰ指導者研修会について
ＪＦＡ／Ｊリーグ協働プログラム（ＪＪＰ）2016 全国指導者研修会の開催案内
・期間：2016 年 7 月 31 日（日）講義 1 時～2 時 30 分 実技 2 時 30 分～5 時
・対象：U-18、U-15、U-12 年代の指導者 J クラブも対象
・会場：押原公園（天然芝・会議室）
・内容：講義①グランドデザインの説明 ②コーチング法 ③リスペクト
実技：新Ｃ級レベル等
・講師：ＹＦＡユースダイレクター保坂不二夫氏 ＪＦＡインストラクター
・リフレッシュポイント 10Ｐ 受講料 3,000 円
・参加申し込み：リフレッシュポイント希望者はＷｅｂより申し込み。
■地区理事は全チームに周知する「7 月 8 日、締め切り」
⑤2016 山中湖スポーツフェスタＵ-9 サッカー大会（打ち合わせ事項）
・主催＝（一社）山梨県サッカー協会第 4 種委員会
・共催＝山中湖村・山梨放送
・閉会式＝他種目と一緒に実施（サッカーは優勝の 5 チーム参加）
表彰物は山梨放送「賞状・楯」5 チーム分 参加賞
・駐車場＝駐車証を発行（詳細は後日）
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・設営に関しての用具は主管者が準備
・イベントの趣旨を理解し空いた時間で他のスポーツイベントに積極的に親子で参加
・イベント企画書は後日メール
・荒天時は中止（小雨決行、山梨放送が判断し連絡）
⑥その他
・山梨県 U-12 選抜大会の競技方法について技術委員会よりあらためて 8 人制での実施を
確認した。
・道志トルベジーノチーム継続登録承認された。
以上
議事録作成 平成 28 年 6 月 8 日
広報部 鈴木和幸

