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（一社）山梨県サッカー協会 4種委員会 議事録

第３回理事会

〈会議の名称〉

理事会

〈会議の日時〉

平成 29 年 9 月 1 日（金） 午後 7時～９時 40 分

〈場所〉

（一社）山梨県サッカー協会 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：石原委員長

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その他報告

（２）暴力暴言事案についての報告(別紙)

（３）平成２９年度評議員会について(別紙)

（４）第３回山梨県Ｕ-１０選抜大会について（要項・抽選含む別紙）

（５）全日本少年サッカー大会山梨県大会について（要項・チーム数・組合せ枠・別紙）

（６）ニッサンサッカー教室について

（７）北関東大会について

（８）ウェルフェアオフィサー認定研修会について（新規・更新）

（９）韮崎サッカースポーツ少年団の解散について

（10）ヴァンフォーレ甲府ホームゲーム出労について（確認）

（11）功労者表彰について

（12）2017 夢見る総合競技場「絵画・作文」大募集について（別紙）

（13）その他

議事経過

１．委員長挨拶
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・エグザイルカップ 1日大変お疲れさま。スポーツパラダイス inYAMANAKAKO についてＹ

ＢＳとの最終打ち合わせ後に報告する。

２．協議事項

（１）報告事項

①専門部報告

□技術部

・9月 3日ＪＪＰ研修会 33 チーム、4種から申し込み 40 名＋8名＝48 名参加予定

・9月 17 日（日）トレセンコーチ研修会 学院 午後 1時～6時まで実施

県トレ、地区トレ全員参加が原則となっている。

・9月 24 日（日）県トレ、Ｕ-12 マッチデーは塩山総合Ｇ、県トレＵ-12・11 初狩憩

い公園、女子トレ学院で実施する。

□広報部

・年度途中移籍を行う場合は「年度途中移籍選手の通知」提出することになっている

が徹底されていないようなので周知していく。地区においても案内をしてほしい。

□キッズ部

・本年度フェスティバル後半、9月 10 日郡内東地区、10 月 7 日峡北で実施。

・出前キッズ、10 月 1 日郡内東、11 月 23 日峡中地区実施。

□フットサル部

・バーモントカップ全国大会、山梨代表「ＡＳ甲府」2勝 1敗で決勝トーナメント進

出も 1回戦敗退。

②第 4種大会部会報告（石原委員長）

・8月 29 日(火)に出席、Ｕ-12 リーグ、全少、ＦＦＰの検証等を行った。

（２）暴力暴言事案についての報告(別紙・石原委員長)

・7月に報告のあった暴力暴言事案について事実関係を確認と関係者の聞き取りを行

ったことについて、経過と対応処理について報告する。

・9月 9日評議員会で事案の経過と処理について報告し、全チームに対して暴力・暴

言によらない指導の質の向上を求め、今後リスペクト推進委員会とウェルフェアオ

フィサーについて、主旨の普及と定着を促す。

（３）平成２９年度評議員会について(別紙・石原委員長)

・日時：平成 29 年 9 月 9 日（土）

・場所：韮崎文化ホール ※役員 12 時 45 分集合

・次第内容について確認

司会：福田副委員長

①関東大会・北関東大会出場チーム出場報告

Ｕスポーツクラブ・ＶＦ甲府Ｕ-12・山梨 SSS

レドンド FC・塩山 SSS・ラーゴ河口湖・中道セレソン

②2017 年山梨県 U-12 リーグ前期表彰

③4種委員会平成 29 年度前期事業報告及び後期事業確認

④U-12 年代女子の普及について

⑤暴力・暴言事案についての報告
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⑥その他

・夢見る総合球技場「絵画・作文大募集」について

⑦第４１回全日本少年サッカー大会山梨県大会について（抽選含む）

・役員納涼会（ふく島）評議員会終了後

・参加者の確認を行った

・宿泊先：ホテル内藤甲府駅前（055-233-7110）

（４）第３回山梨県Ｕ-１０選抜大会について（要項・抽選含む別紙）

・甲府 2、峡中 2、峡北 1、峡東 1、郡東 1、郡南 1、の 8チーム

・試合は前後半総入れ替えとし、試合時間は 20 分 5 分 20 分（昨年 15 分）に変更する。

（５）全日本少年サッカー大会山梨県大会について（要項・チーム数・組合せ枠・別紙）

・大会要項の詳細説明を評議員会時に行う

・会場確保について確認した。

・大会要項の文言について詳細に確認した。

■選手登録人数については全国大会に合わせて「大会登録選手は 20 名、試合登録人数は

16 名」とする。

■ベンチ入り指導者については、2名以上 3名以内と明記する。

■選手証の不備について、当該選手の出場は認めないが、チームは出場を認める。チー

ムに連帯責任を負わせない。

■選手証の確認については、カード型の選手証（顔写真入り）または、サイトからダウ

ンロードした登録選手一覧表を印刷したものとする。スマホ・タブレットの表示は不

可とする。全会場とも同一の確認方法をとる。

■大会エントリー票は、初日提出のメンバー表をもって充てる。

■メンバー表はエントリー表を兼ねることから大会期間中は各会場責任者のサインが記

入されたメンバー表を最終日まで使用する。紛失した場合は不戦敗扱いとする。

■ベンチ入りチーム役員の内、1名以上が日本サッカー協会公認コーチ資格「Ｄ級以

上」を有すること。来年度採用に向けて課題とする。

（６）ニッサンサッカー教室について（石原委員長）

・期日：平成 29 年 9 月 24 日（日）

・場所：韮崎中央公園陸上競技場（荒天の場合は、韮崎総合運動場体育館）

・スケジュール

受付：午前 8時 30 分、開講式：午前 9時、開始：午前 9時 30 分

閉講式：12 時

・役員集合：7時 15 分

・参加者確認、横森・三浦・鈴木

・事業運営部

（７）北関東大会について

・2018 年より参加チームが 24 チームとなる。
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・各県 5チーム（各 5チーム）と長野県・新潟県から各 2チームが参加を打診し、合計

24 チームで調整中。

・山梨県予選では、第 1位～3位（関東大会）第 4位～8位（北関東大会）出場となるこ

とからベスト 8で完結する。

（８）ウェルフェアオフィサー認定研修会（新規・更新）について（石原委員長）

○ＹＦＡでは、暴力・暴言の根絶を目指し、ウェルフェアオフィサーの組織体制の確立

とともに、全種別でのライセンス取得を目指し、将来的には全登録チームにクラブウ

ェルフェアオフィサー認定取得を目指すことを目標としている。

・日時：9月 16 日（土）午後 1時～4時

・場所：ぴゅあ総合 小研修室（２階）

・受講者の確認、小林・風間・藤田・内田・村松・鈴木・三科・溝呂木・神取・野口

・種別受講者：１種３名、２種５名、女子２名、フットサル１名

（９）韮崎サッカースポーツ少年団の解散について（福田副委員長）

○２０１６年から韮崎東 SSS と甘利 SSS 両チームが団員数減少により、単独での４種大

会等への参加が出来ない状況となったので所属の子どもたちに試合の場を提供するため

に練習は一部合同、試合時のみチームを組むという体制でスタートした。それぞれのチ

ームで団員増を目指していたが人数が集まらず、チーム２年目を迎え少ない人数でリー

グ戦等へ参加し活動を続けてきたが、チームを解散（８月末）するという結論に至り代

表者より連絡があった。数年前まで関東大会の常連であり、多くの優秀な選手を育成し

てきただけに関係者は存続を模索していたが残念な結果となった。今年度は４種登録も

していることから峡北地区での活動は継続してお願している。後期リーグや全少県大会

等には出場しない。

・峡北地区は登録５チームが４チームとなることに非常に危機感を感じている。

・４種委員会活動の役割分担については今後考えていく。

（10）ヴァンフォーレ甲府ホームゲーム出労について（石原委員長）

・平成２９年１０月１５日（日）

・対 ＦＣ東京戦 午後２時キックオフ 集合１０時３０分

・出労者の確認を行った。

（11）功労者表彰について（風間副委員長）

・従来継続している推薦枠によって対象者を調整することで長年携わってきた指導者が

そのことを評価されないままサッカーから離れてしまう事実がある。

□山梨県サッカー協会表彰細則では ①表彰人員：該当者。 ②選考対象：各種別、各

委員会、地域等で貢献のあった者。 ③選考基準：概ね 40 歳以上で、上記種別等に貢

献があり、その団体から推薦された者。（最低 10 年以上はその経緯を有すること）と

ある。

■4種委員会では来年度より各地区 1名の推薦を受け、理事会で承認の上推薦を決定す

る。推薦は必ずしなければならないということではない。
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（12）2017 夢見る総合競技場「絵画・作文」大募集について（石原委員長・別紙）

・総合球技場の早期完成を願い「絵画・作文」を募集する。

・各種別内への展開と友人・知人等への協力を依頼してください。

（13）その他

・U-10 選抜大会の抽選を実施した。

議事録作成 平成 29 年 10 月 18 日

広報部 鈴木和幸


