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（一社）山梨県サッカー協会 4 種委員会
第 6 回理事会
平成 29 年 2 月 10 日開催

議事録

〈会議の名称〉
理事会
〈会議の日時〉
平成 29 年 2 月 10 日（金） 午後 7 時～9 時 30 分
〈場所〉
押原公園２階 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（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（甲府）
〈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専門部報告
②その他
（２）ＪＦＡ第４種大会部会報告【１０月３１日・２月６日】（石原委員長・別紙）
（３）山梨県選抜少年サッカー大会の確認（三科事業運営部長 別紙）
（４）2017 リーグ全体会について（福田副委員長 別紙）
（５）ノースガード着用についての集約（鈴木理事 別紙）
（６）暴力根絶相談窓口の設置について（鈴木理事 別紙）
（７）ウェルフェアオフィサー体制について（石原委員長）
（８）指導者資質の向上に向けた施策について（石原委員長）
（９）少子化及び登録人数の減少についての対策について
（10）その他
①来年度理事会開催日の検討「継続審議」（石原委員長）
②第 4 回山梨県フットボールカンファレンスについて（石原委員長）
③地区理事からの各チームへの伝達について（石原委員長）
④平成 29 年度事業予定及び今後の日程（石原委員長 別紙）
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議事経過
１．委員長挨拶
・ニッサングリーンカップ天候が心配されるが協力して事業を進めていきたい。
２．協議事項
（１）報告事項
⑴専門部報告
□事業運営部：なし
□審判部：なし
□技術委員会
・ガールズエイト出場メンバーを選考し報告した。
□広報部
・2017 年度Ｗｅｂ登録が 2 月 13 日（月）6:00～始まる 3 月末まで。
・選手証発送は登録承認後 3 月 7 日より順次行われる。
・冊子配布ご協力ありがとうございました。
・未承認申請が 2 月末却下となるのでそれまでに承認できるようにする。
・登録責任者代理（2 名）の登録を推奨する。
□キッズ部
・今年度出前キッズフェスティバル
※3 月 19 日（日）郡内南地区：忍野・山中湖地域で開催予定
※3 月 20 日（祝）峡東地区で開催予定
□フットサル部 なし
⑵その他
①ニッサングリーンカップ 2 日目について（委員長）
天候崩れの予報で心配した会場確認を依頼したが特に大きな崩れもなく、全会場
実施可で安心した。
（２）ＪＦＡ第４種大会部会報告【１０月３１日・２月６日】（石原委員長・別紙）
※日本協会主催の大会について協議する部会である。
・全日本少年サッカー大会決勝大会での一人審判制の検証を、第 39 回大会のデータを
基に行い、「ファールの見極め」「オフサイド」について一人審判でも主審の運動
量、視野の作り方がしっかりしていれば十分対応できることから決勝ラウンドにお
いても一人審判で対応可能と結論に至った。
・「ベンチ入り役員を都道府県大会でも 2 名以上にする」ことについて全地域問題な
く適用可能との回答があり、2017 年度の都道府県大会実施ガイドラインに記載し徹
底することとなった。
・「2017 年よりベンチ入りする役員 1 名に対してＤ級以上の指導者資格を義務付け
る」ことについて、決勝大会での適用は承認された。都道府県大会においては決勝
大会に倣い前向きに取り組んでいくことが確認された。2018 年以降は状況と合わせ
て進めていく。
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・協会加盟チームに登録するアマチュア選手の試合出場機会が適正に与えられるよう
にするため、移籍に関する手続きの加盟チームに対する周知徹底、大会要項等におけ
る出場資格の適正化について検討している。
（３）山梨県選抜少年サッカー大会の確認（三科事業運営部長 別紙）
【全体】
・大きな混乱もなく大会が行われたことを報告するとともにご協力・ご尽力いただいた
関係者に感謝申し上げる。又事業運営部員の多くが参加できない中で多数の役員のご
協力により運営ができたことに合わせて感謝する。駐車場の問題も昨年に引き続き峡
中地区スタッフのご尽力で問題なく安全に行えたことも感謝します。
【運営】
・１月とは思えない暖かな日に恵まれスムーズに運営ができた。選抜大会ということ
で、事業運営部員も所属地区トレセンチームへの帯同など 1 日を通して運営にあたる
ことが出来ず少数の部員と役員へのしわ寄せとなった。駐車場において中座するスタ
ッフがいたため、一時的に混乱が起こったとの報告があった次年度は 1 日を通じて行
いたい。
（４）2017 リーグ全体会について（福田副委員長 別紙）
■期日：平成 29 年 3 月 7 日（火）19:30～
■会場：ぴゅあ総合 2 階中研修室
■①2016 後期表彰 ②2017 をめぐる状況と方針について
③2017 前期グループリーグ実行委員会の編成（メンバー確認等）
（５）ノースガード着用についての集約（石原委員長 鈴木理事 別紙）
各地区意見の集約や専門家の回答など得たうえで前回理事会に引き続き協議し、当該
チーム並びに登録チームに対して 4 種委員会としての指針を示すこととし内容につい
て協議した。
（６）暴力根絶相談窓口の設置について（石原委員長 風間理事 鈴木理事 別紙）
暴力根絶の取り組みをする中で、各種別で受け皿として窓口設置をしていく。
4 種委員会として取り組みを進めていくこととなり、ホームページ上に設置する窓口
のレイアウト並びに暴力根絶相談窓口に掲載する報告用紙について内容を協議した。
・投稿フォームを使用しての報告は使用せずに、報告用紙による FAX・郵送・メール
で報告を受けることとした。
・匿名での報告が考えられるがその後の処理をついては、事実関係確認と改善を図る
うえで連絡方法は知る必要が有る。
・報告された後の扱いについて記載する必要が有るのではないか。
・事実確認や問題解決に向けて報告者との連絡が必要となることも考えられる。
・解決に向けた働きかけについても協議が必要となる。
・報告の内容について報告者に問い合わせ可能か確認が必要になるのではないか。
・刑事事件に発展するような場合の処置も必要となる。県協会と協議が必要となる。
・窓口の周知の方法について

4/8
・報告用紙の届く先は県協会とし、ＦＡＸ・郵送・メール添付を選択できるように。
・当該地区事実確認をする場合に共通したマニュアルが必要となるのではないか。
□以上勘案して報告用紙を修正し再度協議することとした。
（７）ウェルフェアオフィサー体制について（石原委員長）
・前回理事会でお話しした体制作りについて、リスペクト推進担当を中心に組織化をし
てほしい。（風間、三澤、内田、鈴木）
・年間計画等の作成に取り掛かってほしい。
・4 名以外にもマッチウェルフェアオフィサーを資格取得した役員は参画してほしい。
（８）指導者資質の向上に向けた施策について（石原委員長）
・前回知事会でお話しした、4 種活動方針１競技力向上のための活動強化⑴指導者資質
の向上の一環としての事業を展開していく。
・登録チームの指導者でライセンス対象外、取得前の特に若い指導者を対象とした「指
導者養成地区研修会」を地域に出向いて開催する。
・研修会は県技術委員会と共催していく。
・研修会という名称であるが、若い指導者とのコミュニケーションをとる場を作ってい
くという趣旨で開催をしたい。
・主な講師はＹＦＡユースダイレクター保坂不二夫氏に要請している。
・年間計画を作成していくので若い指導者へ伝えてほしい。
○地区によってはチーム数が少なく、少数での開催となることも考えられるが大丈夫
か？
◎6 地区で巡回を考えているが、少数であっても構わない、継続して実施していくこと
で次につなげたい。
（９）少子化及び登録人数の減少についての対策について（石原委員長、横森部長、望月
理事 別紙）
・少子化を見据えた検討委員会設置について前々回理事会から協議しているが具体的な
内容を提案していただく。
・関東全体でもそうだが特に人口の少ない山梨においては 5 年後、10 年後を見据えた取
り組みをしていく必要が有る。（石原委員長）
・以前提出された「4 種委員会の現状と課題」を受け、少子高齢化による影響で 4 種登
録チームの数や登録人数が減少している。このまま対策をとらないと衰退してく、ア
プローチとしては入り口部分となるキッズの活動を抜本的に見直しが必要との考えか
ら特別委員会を設置し、子どもたちをサッカーに導く活動をしていく。
・「委員会構成」はサッカー関係者だけでなく、有識者として教育、保育、医療、行政
の方にも携わっていただくこととしている。
・「活動内容」としては、キッズ関連事業の検証を行い、サッカーに特化したスポーツ
経験の必要性を広く啓蒙していく。また、これまで実施してきたキッズ関連フェステ
ィバルＵ-6 等で実施したことが継続していかされているのか検討し、あえてその部分
にアプローチしたいと考えている。さらに、他の競技団体とも情報交換をおこない共
存共栄を図っていく。
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・委員会を立ち上げた後、4 種チームへの聞き取りを含めて、現状打開に向けどのよう
な対応策を講じていくか詰めていく。
・ＦＡ内でも技術委員会を通じて問題提起し、各種別通して危機感の共有を図り対応策
を探っていく。
・「位置づけ」については 4 種委員長の諮問機関とし、検討会を開催して答申する。そ
の答申を受け 4 種委員会は各チームや技術委員会並びに関係機関に周知する。
・「検討事項」として、4 種委員会主催、主管している大会の精選、整理。また、選手
確保に必要な事業と活動内容やキッズ関連事業の精選と再編、他競技団体への現状聞
き取りや実態調査等を段階的に取り組んでいきたいと考えている。（横森部長）
・年間 180 幼稚園で行っている巡回教室だが、反映されていないのではと感じている。
このような活動にもチーム指導者が関わっていたら結果が違うのではと考えていた。
ぜひ委員会を設置して検討していただきたい。（望月理事）
・キッズプログラムが 14 年目に入る、始まり当初と比べると環境が変化している。プロ
グラムに入る各種フェスティバル等の事業をいったん見直しこれから先を見据えたも
のに変えていくことも必要であり、キッズに一番近い 4 種チームも関わりをもってや
っていくことが選手確保につながる。是非ご理解いただき進めていただきたい。（石
原委員長）
（10）その他
①来年度理事会開催日の検討「継続審議」（石原委員長）
・これまで理事会を平日夜間に実施していたが、時間切れで審議できないことが多く合
った。土曜・日曜開催を提案したい。
〇土曜の午後開催でも良いがマックス 3 時間程度の設定が望ましい
〇個人的には平日夜の実施を望む、土日はチームの活動がある。
〇仕事上、土曜休みでない方もいる。
〇回数が増えてもよいので平日開催がよい。（多数）
□以上踏まえて来年度も平日開催で実施することとした。
②第 4 回山梨県フットボールカンファレンスについて（石原委員長）
・現在カンファレンス参加者が少ない。今回講師として木村浩吉氏が来県する。Ｕ-13
をテーマとしている。各地区理事は登録チームに参加を促してほしい。
■期日：平成２９年３月５日（日）午前８時３０分～
■場所：山梨学院大学１６号館１０２号室・山梨学院第２サッカー場
■参加者：４種登録チーム１名の参加を促す（地区理事）
③地区理事からの各チームへの伝達について（石原委員長）
・４種委員会及び県協会等における公的な内容について、チームへの伝達は地区理事が
行うこととする。
・公的に要請するものについては特に委員長名で送付します。
※大会及び事業等関連案内、購買案内、選手派遣案内（関東選抜・ＦＦＰ・関東ＭＴ
Ｍ他）、優秀選手、功労者伝達等 についても該当するチームに対して伝達をお願い
する。
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④平成 29 年度事業予定及び今後の日程（石原委員長 別紙）
【第７回理事会】：平成２９年３月１０日（金）午後７時～押原公園２階会議室
【Ｕ-11 リーグについて】
・開幕時期を早めて 5 月開幕とし、年間で余裕持ったマッチデーを設定する。
・Ｕ-12 全体会で周知する。
【平成２９年度４種委員会総会】
■期日：平成 29 年 4 月 1 日（土）午後 2 時～
■場所：ぴゅあ総合・大研修室（2Ｆ）
■役員は午後 1 時集合
□議長選出は第 7 回理事会までに報告：「峡中地区」
□駐車場係の依頼について、会場のぴゅあ総合より大研修室使用に当たっては駐車
場係 4 名程度の配置依頼があった。
□平成 28 年度事業報告及び決算報告。平成 29 年度事業計画及び予算案、本会計決
算及び予算案の提出は、3 月 4 日（土）までにメールで提出をお願いする
各専門部・委員会
■総会資料は 3 月 18 日までに地区理事へ送付する。各地区チームへ総会前に配布を
お願いする。
【2017 関東大会県予選】
□4 月 1 日総会時に関東大会山梨県予選抽選会実施する。
□参加チームを 3 月 5 日（日）までに三科事業運営部長あて報告
■大会日程
①5 月 7 日（日）予選リーグ 1 日目 甲府 6、峡中 6、峡東 4 の計 16 会場
②5 月 21 日（日）予選リーグ 2 日目 会場は各グループで協議し確保する。
大会要項は昨年同様の予定
【平成 29 年度各地区キッズプログラムの事業予定について】
〇3 月 4 日までにメールで提出してください。
■Ｕ-10 地域リーグの開催月
※峡北地区（平成 29 年 5 月～11 月） ※峡中地区（平成 29 年 9 月～12 月）
※甲府地区（平成 29 年 4 月～1 月）
※峡東地区（平成 29 年 月～ 月）
※郡東地区（平成 29 年 5 月～9 月）
※郡南地区（平成 29 年 5 月～ 月）
■Ｕ-10 交流フェスティバル（日程・開催場所）※地区割り変更しないことを確認
※甲府・郡南地区・・・・11 月 23 日（木・祝）押原公園人工芝
※峡東・郡東地区・・・・ 同
※峡中・峡北地区・・・・ 同
櫛形日世アルプススタジアム
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■キッズＵ-6／Ｕ-8 サッカーフェスティバル（日程・開催場所）
※峡中地区・・・平成 29 年 6 月 10 日（土）押原公園天然芝Ｇ（午後）
※甲府地区・・・平成 29 年 6 月 24 日（土）押原公園人工芝Ｇ（午前）
※郡南地区・・・平成 29 年 7 月 8 日（土）下吉田第二小学校Ｇ
※峡北地区・・・平成 29 年 10 月 7 日（土）御勅使公園
※峡東地区・・・平成 29 年 6 月 18 日（日）御坂キッズ広場
※郡東地区・・・平成 29 年 月 日（）
・サッカーフェスティバル開催の時間帯は対象が園児であることからできるだけ午
前中にお願いしたい。（横森部長）
〇3 月 4 日までにメールで提出してください。（委員長）
【平成 29 年度 4 種委員会指導者登録申請及び評議員名簿について】
■各地区理事が取りまとめ、3 月 18 日（土）までに委員長にメールで提出
（指導者登録申請書は後日送付、必ず送付した申請書に記入し提出する）
⑤2017 ヴァンフォーレ甲府ホームゲームＹＦＡ動員分担予定
・4／12（水）セレッソ大阪（ルヴァン） 19:00～ 撤収のみ
・6／17（土）柏レイソル（Ｊ1） 19:00～ 設営・撤収
・10／14（土）or15（日） FC 東京 時間未定 設営・撤収
天皇杯が今年から開催時期が早くなった。
・2 回戦 6／21（水） 未定 17:00～
・予備日 6／22（木） 未定 17:00～
・3 回戦 7／12（水） 未定 17:00～
・予備日 8／2（水） 未定 17:00～
⑥ＹＦＡアカデミー最終トレーニング視察会について（横森キッズ部長 別紙）
・アカデミーとして県内 6 地区 7 教室で開催しているスクールに所属し、クアトロ
大会で選出された選手を対象としたトレーニング会を 4 種委員会技術部Ｕ－10 地
区トレセンへの移行と情報共有を図る目的で実施する。
■平成 29 年 3 月 11 日（土）14:00～16:00
■会場：Ｕスポーツクラブ「ドリームピッチ」
■対象：4 種委員会技術部及び各地区トレセンＵ－10 担当者（Ｈ29 年度）
■ＹＦＡアカデミースタッフによるトレーニングを視察し、当該地区選手の到達
度・所属チームなどを把握するとともに、次年度地区Ｕ-10 トレセンにスムーズ
に融合出来るようにコミュニケーションを図る。
□トレセンに推薦される選手情報は地区理事、技術委員会で共有する。推薦を受け
て所属チームに伝達することになるが、選手所属チーム指導者がアカデミートレ
ーニングに選手が参加する時点から情報を共有出来るようにしてほしい。（要
望）
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⑦関東大会開催時期とバーモントカップ開催時期が重なることについて、バーモント
カップは日本協会が主催する大会であり、関東大会は 8 月の第 3 週が開催日として
いることからご理解をお願いする。（委員長）
⑦ニッサン抽選について（望月理事）
・組合せについて、会場提供チームの地区抽選順が反映されていないという問い合わ
せがあった。
□事業運営部では、シードチーム・会場チームを考慮し抽選をしているので必ずしも
抽選順とはならない旨説明があった。
・組合せホームページへの掲載のタイミングを明確にしてほしいという要望があっ
た。ブログ掲載以前に掲載しているチームがあったのではないかとの問い合わせが
あった。
□今回のニッサン組み合わせについて 4 種ブログ掲載内容が事前にチームに掲載され
ることは考えられない。また掲載のタイミングについては期日を指定しなければな
らない事情がある場合以外は広報部の判断により掲載している。
以上
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平成 29 年 2 月 16 日
広報部 鈴木和幸

