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（一社）山梨県サッカー協会 4 種委員会

議事録

第６回理事会
〈会議の名称〉
理事会
〈会議の日時〉
平成 30 年 2 月 9 日（金） 午後 7 時～9 時
〈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：福田和久副委員長
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その他報告
３．報告事項
（１）山梨県選抜少年サッカー大会総括（別紙）
（２）ニッサングリーンカップについて(別紙)
（３）暴力事案の通報について
（４）30 年度より理事の職務分掌いついて
（５）2018 リーグ全体会について
（６）新規登録チームについて（別紙）
（７）30 年度事業予定について（別紙）
（８）マッチウェルフェアオフィサーについて(別紙)
（９）今後の予定について
（10）その他
議事経過
１．委員長挨拶
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・ニッサン大会初日無事に終了した。理事会における報告事項については事前に提出し
ていただき時間短縮を図ることにした。
２．協議事項
（１）報告事項
①専門部報告
□事業運営部
□審判部
・平成 30 年度新規審判取得の案内（送付済み）
□技術部 2 月 25 日県トレセンについて
・U-12 関東選抜大会参加選手 40 名によるテストマッチ
フォルトゥナ・プラッツ 9:00～13:00
対 クラブ TCU-13 中体連トレセン U-13
・U-11 VF 八田グラウンド 16:30～18:45
・U-10 山梨学院大学 2Ｇ 11:00～13:30
・女子ＴＣ 山梨学院大 2Ｇ 14:00～16:30
（ガールズエイト参加 6 年生 18 名以外の選手 4～6 年）
□広報部 なし
□キッズ部 なし
□フットサル部 なし
②その他報告
□指導者資質の向上に向けた施策について（三浦理事）
【郡内地区実施報告 別紙】
・8 チーム 24 名が参加した。前々日の雪により若干参加人数が減った。
・保坂ユースダイレクターを講師に迎え実施。
・石原委員長から研修の趣旨説明、山梨県の育成の課題と実情及び全国大会で感じた
ことなど発言があった。
・チームの指導現場で日頃感じていることや悩み等を発表し、グループディスカッシ
ョンを行った。
・テーマは、①チーム状況（選手数の減少とコーチ不足について）、②各年代のトレ
ーニングと関わり方（指導内容）、③子ども自立(どのように向き合うか)、④環境
整備(協会、地域等)
・どのテーマも簡単には解決できるものではないが、参加者が活発に意見を出し合い
有意義な研修をなった。今後も研修を企画し指導者の資質向上と交流を図っていく
３．報告事項
（１）山梨県選抜少年サッカー大会総括（別紙・委員長）
・大きな混乱もなく大会が行われた関係者の皆様に感謝する。
・前日にコートをペイントしていただき設営準備が大幅に短縮できた。
・駐車場の問題も昨年に引き続き峡中地区の協力により安全に実施でき感謝する。
・寒い日であったが、スムーズな運営ができた。
・会場も人工芝Ｇグラウンドでの開催であったためコンパクトな運営ができた。
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・公園利用者にも迷惑を掛けずに運営で来た
・選手の交代は試合登録メンバーから選出することとなっていたが、負傷交代時に試
合登録メンバー外の選手と交代しているケースがあった。次回より朝の打合せの時
に確認していきたい。
（２）ニッサングリーンカップについて(別紙)
□2 月 17 日（土）フォルトゥナ・プラッツ会場の駐車場について
・運営の峡北地区は峡中地区の協力得て駐車場など運営を行う。
・白根高校にご協力をいただき保護者や応援者の駐車場所を確保した。
・当日 8 チームが来場する案内図を配布し対応する。
・ベスト 16 チームが決定したところで地区理事より案内をする。
・駐車票の提示は必ず必要とする。
・役員集合は 7 時 30 分
□アンケート配布について、ＹＢＳより依頼 4 種役員メールにて送付済
□審判委員会から依頼、17 日の小瀬会場で第 2 試合～第 6 試合の副審をユース審判員
が担当し研修を行うのでチームの副審担当はなしとなる。
□最終日 18 日（日）押原公園は人工芝で天皇杯決勝戦が行われることから、出場 4 チ
ームは昭和町体育館駐車場を使用する。17 日に配布すること。
（３）暴力事案の通報について
□協会に届いた、選手の学校生活での問題行動についての通報について、役員が共有
した。又当該チームにも通報があったことを通知した。
□優秀選手の推薦にあたり、学校に対して推薦された対象選手の案内を送付する。
（４）30 年度より理事の職務分掌いついて
□4 種事業（大会）における大会責任者の配置及び運営全般を担う。
①関東山梨県大会 ②Ｕ-10 選抜 ③全少山梨県大会
④チビリン ⑤Ｕ-12 選抜 ⑥ニッサングリーンカップ
・基本的な考え方は役員が分掌する方向で仔細については、次回理事会で事業運営部
の意見等を聴き検討していくこととする。
□4 種議事録については各地区持ち回りで担当することとし、最終的な公開は広報部が
行う。フォーマットを各地区へ提供する。
（５）2018 リーグ全体会について
・平成 30 年 3 月 5 日（月） 午後 7 時 30 分～ ぴゅあ総合
・小瀬会場提供日
小瀬補助①5 月 13 日（日） ②7 月 15 日（日） ③7 月 22 日（日）
（６）新規登録チームについて（別紙）
・新規登録 「エアフォルク山梨」甲府地区
・新規登録 「ユナイテッド韮崎 FC」峡北地区

ｂｎ
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・登録復活

「長坂サッカースポーツ少年団」峡北地区

（７）30 年度事業予定について（別紙）
・30 年度事業予定について示されたスケジュールを確認した。
・一部県トレ予定日を修正した。
（８）マッチウェルフェアオフィサーについて(別紙)
・マッチウェルフェアオフィサーの実施については、対象となる試合を限定せずに認
定を受けているオフィサーが認定証を携行し様々な大会等において任意に実施し、
環境改善に寄与してほしい旨委員長より要望があった。
（９）今後の予定について
【平成 30 年度 4 種委員会定期総会】
・期日：平成 30 年 4 月 7 日（土）午後 2 時～（役員集合午後 12 時 45 分）
・場所：甲府市総合市民会館・大研修室（3Ｆ）
・役員は午後 12 時 45 分集合・議長は「峡東地区」
・議長選出は第 7 回理事会までに報告
□関東山梨県予選の抽選会を実施する
□暴力暴言追放宣言書の提出（総会案内と共に地区理事宛てメールで配布する）
□指導者研修報告会の開催
・ＪＪＰ事業の一環としてドイツシャルケ 04 他で海外研修に参加した内藤ＹＦＡ技術
委員長より、研修で学んだことを育成の場に還元する目的で報告いただく。
□平成 30・31 年度役員改選について今後のスケジュール
・2 月 5 日（月）まで「理事・専門部」を選出し、委員長にメールで報告。
・3 月 5 日（月）まで専門部長は「部長・副部長」を決定し、委員長にメールで報告
・3 月 5 日（月）まで平成 29 年度事業報告及び決算報告並びに平成 30 年度事業計画
及び予算案を委員長にメールで提出
・3 月 5 日（月）まで本会計は決算及び予算案を委員長にメールで報告。
・3 月 18 日（金）まで平成 30 年度 4 種委員会指導者登録申請書及び評議員名簿、地
区理事が取りまとめ委員長に提出。（必ず送付した申請書使用すること）
・3 月 5 日（月）まで平成 30 年度各地区キッズプログラムの事業予定提出
キッズＵ-6／Ｕ－8 サッカーフェスティバルの日程・開催場所の確認
・第 7 回理事会：平成 30 年 3 月 9 日（金）午後 7 時～（県協会 2Ｆ会議室）
新・旧役員とも同時刻に参加し開催する。
（10）その他
□Ｕ－10 新事業について次回理事会で提案する（委員長）
□山梨県サッカー協会ホームページが 3 月 1 日より新しくなります。
以上
議事録作成 平成 30 年 2 月 27 日
広報部 鈴木和幸

