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（一社）山梨県サッカー協会 4種委員会 議事録

第７回理事会

〈会議の名称〉

理事会

〈会議の日時〉

平成 30 年 3 月 9 日（金） 午後 7時～9時 30 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）

新役員：◇窪田圭司（峡北）◇廣瀬幸司（峡東）◆戸田昭人（峡中）

〈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その他報告

３．協議事項

（１）ニッサングリーンカップ総括（別紙）

（２）チビリン山梨県大会について

（３）関東大会山梨県予選について

（４）平成 30 年度定期総会及び総会資料について

（５）役員の互選及び担当について

（６）理事の分掌について

（７）2018 ヴァンフォーレ甲府ホームゲーム分担について

（８）30 年度新規事業について

（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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・今年度最後の理事会となった、来年度役員改選があるため本日の前半は旧役員、後半

は新役員の会議となる。宜しくお願いする。

２．協議事項

（１）報告事項

①専門部報告

□事業運営部

□審判部

・30 年度新規審判員取得講習会は今後 4回あるので宜しくお願いする。

○4月 21 日開催、受付 3月 31 日迄 ○5月 12 日開催、受付 4月 21 日迄

○6月 3日開催、受付 5月 13 日迄 ○7月 8日開催、受付 6月 17 日迄

□技術部

・3月 11 日に最後の県トレが初狩と学院で実施する。初狩会場は午前 U-10、午後 U-

11。学院は女子が行う。

・3月 14 日ルヴァンカップの前座試合 4時 45 分～山梨県選抜 U-12 対ヴァンフォーレ

甲府 U-12 を行う。

□広報部

・2018Web 登録が始まっている。チーム登録内容にコーチ又は審判員が未記載のチー

ムがあることについて、チームに申請を差戻し、記載後に再申請をお願いする。

□キッズ部

・3月 17 日（土）白州体育館で今年度最後の出前フェスティバルを実施する。

・3月 18 日（日）U-9ＹＦＡアカデミーの練習会を開催する。

□フットサル部

・来年度のスケジュールをホームページ等に掲載する。宜しくお願いする。

②その他報告

1．ガールズフェスティバル 3月 18 日開催について（委員長）

・再度各地区周知をお願いする。対象は各チームに所属する女子選手を対象にしてい

る。

2．不服申立に対する回答書（委員長）

・緊急理事会を開催し回答書を該当チーム送付した。翌日当該チーム代表者と面談を

した結果、回答主旨を十分理解しチーム内でも共有したうえで今後真摯に活動を行

うとの言葉をいただいた。

・試合中判定に対する意義は認められないこと、ビデオを使用しての確認は認められ

ないこと、帯同審判の技量や資質向上はやはり大切なこと。4種委員会で共有する

ために総会で全チームに確認をする必要が有る。

３．協議事項

（１）ニッサングリーンカップ総括（三科事業運営部長・別紙）

・天候に恵まれ予定通り日程を消化することが出来た。3日目は甲府地区と峡北地区

に設営・運営をお願いしたが、両地区の献身的な運営によりスムーズに日程が消化

された。最終日は役員、事業運営部による設営・運営であったが、前日にコートを

かいていただいたため時間短縮が出来た。
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・大会初日にゴールの転倒が起きた。幸い何事もなかったが、突然の突風が原因であ

るが固定しておけば防げたものである。今後は全ての大会でゴールが転倒しない処

置を徹底していきたい。

・人工芝ピッチの環境はとても良かったがラインが見えづらい、いろいろなラインが

重なりわかりづらかったという意見があった。

・アンダーウェアが同色でわかりづらいとの意見があった。

・判定に対しての処分取り消しの報告がされ、緊急理事会を開催して対応した。

□会場当番により大会 1会場の運営がなされる。単に会場提供しているだけでなく、

その責務は当日の運営であり、会場で起こること責任を負う立場であることを十分

理解したうえで取り組まなければならない。子どもたちの安全安心を最優先にした

運営を心掛けなければならない。

□運営マニュアルなどを整備する必要が有る。

（２）チビリン山梨県大会について（石原委員長）

・レギュレーションについて、甲府 2、峡中 2、峡北・峡東・郡東・郡南各 1チームと

なっているが、各地区選出方法に違いがあることや選手登録を不要としてきたこと

など第 5回理事会協議で今後の検討とした。

□3ピリオド、総入れ替えというレギュレーションから参加できるチームがさらに少

なくなる可能性がある。

□チビリンピックは関東大会、全国大会につながる大会であり参加する選手は当然登

録した選手であることになる。地区予選の実施如何に関わらず今後のレギュレーシ

ョンでは選手証の提示を求めることになる。

□引き続き検討課題とし、各地区での考えを持ちより次回理事会で検討する。

（３）関東大会山梨県予選について（石原委員長）

①関東大会及び北関東大会出場枠について

・優勝、準優勝、第 3位のチームが「関東大会（千葉県）」に出場

・第 4位～第 8位の 5チームが「北関東大会（群馬県）」に出場

・■順位決定戦は今年から行わない。出場枠が 8チームとなり、3位決定戦及び決勝

戦を行うことで 1位～4位が決定し、準々決勝の対戦成績により 5位～8位を決定す

ることが出来る。

②本年度及び来年度も（株）七保様が協賛していただくことが決定。

③大会日程について

・開会式平成 30 年 5 月 6 日（日）小瀬補助競技場

・1日目予選リーグ①：平成 30 年 5 月 6 日（日）

■会場確保 16 面：甲府 6・峡中 6・峡東 4面 地区で確保し 3月 23 日迄に報告

・2日目予選リーグ②：平成 30 年 5 月 20 日（日）

■会場確保 16 面：各グループで確保し 5月 14 日までに報告

（小瀬球技場 2面確保済み）

・3日目決勝トーナメント：平成 30 年 6 月 10 日（日）32 チーム

■会場確保 4面：小瀬球技場 2面確保済み 残り 2面確保する

・4日目決勝トーナメント：平成 30 年 7 月 1 日（日）準々決勝・準決勝
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■会場確保 2面：小瀬球技場 2面

・最終日 3位決定戦・決勝戦：平成 30 年 7 月 8 日（日）

■会場確保 1面：押原公園天然芝 G

・予備日が設けていないため、変更ある時は協議することとする。

（４）平成 30 年度定期総会及び総会資料細部について検討（石原委員長）

①総会資料の確認をおこなった。

②県協会功労者の定期総会への出席及び挨拶の依頼

・3月 23 日の県協会総会へ出席し受賞した場合は、伝達のみ行う。

・県総会欠席の場合は、4種総会での表彰と挨拶いただくよう出席依頼する。

・対象者：甲府（輿石勝彦氏：甲府西 Jr）・峡北（近藤広人氏：韮崎アストロス）

・峡中（内田淳氏：若草バイキング）・峡東（風間斉氏：石和 SSS）

・郡東（水越誠氏：リヴィエール FC）・郡南（藤田徹氏：VC 富士吉田）

③新規登録チーム紹介

・甲府地区：エアフォルク山梨 代表者：黒田啓彰様（くろだひろあき）

・峡北地区：ユナイテッド韮崎 FC 代表者：石川 翔様

④定期総会について

・期日：平成 30 年 4 月 7 日（土）甲府市総合市民会館大会議室

※役員は午後 12 時 50 分集合 午後 1時 30 分受付

※受付時、暴力・暴言追放宣言書を回収します。

・司会：福田副委員長

・議長：堀内正明氏：峡東地区

・議事

1．29 年度事業報告及び活動基本方針の検証 報告者：小林副委員長

2．29 年度専門部事業報告も一括して報告する。

3．29 年度決算報告及び専門部決算報告を一括して報告：志村会計

（3．旧役員による、4．以降は新役員による）

4．30・31 年度役員について

5．30 年度基本方針（案）報告者：風間副委員長

事業計画（案）報告者：内田理事

6．専門部事業計画案は一括で行う

7．30 年度予算案及び専門部予算案は一括で行う。報告者：志村会計

8．指導者研修報告会（約 1時間）内藤技術委員長

JJP 事業の一環として指導者研修会（ドイツシャルケ 04 他）で学んだ事を育成の

現場に還元する目的で開催する。

9．関東大会山梨県予選組合せ抽選会

（５）役員の互選及び担当について

・U-12 リーグ委員会 ・リスペクト推進担当 ・食育プロジェクト担当
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・ウェルフェアオフィサー担当（新規）

（６）理事の分掌について

・4種事業（大会）における大会要項案を理事会に提案し事業運営部と連携し事業の

推進を図る。

・4種 6事業下記を各地区理事の担当大会を決定する。

①関東大会（峡中地区） ②U-10 選抜（郡内南地区） ③全少（甲府地区）

④チビリン（峡北地区） ⑤U-12 選抜（郡内東地区） ⑥ニッサン（峡東地区）

・理事会議事録作成を各地区が持ち回りとし、順番を決定する。

①峡北 ②峡中 ③甲府 ④峡東 ⑤郡東 ⑥郡南の順番で持ちまわる。

作成した議事録を広報部が確認し、ホームページに掲載する。

（７）2018 ヴァンフォーレ甲府ホームゲーム分担について（別紙）

・今年もホームゲームのピッチ看板設置・撤収作業の出労を担当します。

・3月 21 日（祝）14：00 設営撤収 徳島ヴォルティス戦

・5月 26 日（土）14：00 〃 大分トリニータ

・7月 21 日（土）18：00 〃 ロアッソ熊本

・10 月 28 日（日）未定 〃 カスタマーレ讃岐

各回とも集合は 3時間 30 分前となります。

天皇杯出労も決定次第知らせます。

（８）30 年度新規事業について

・山梨県 U-10 サッカーフェスティバル（仮称）について、日程や内容については次回

理事会で提案・協議していく。

（９）今後の予定について

①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は、地区理事が取りまとめ

3月 18 日（金）までに委員長にメールで提出する。

②平成 30 年度暴力・暴言追放宣言書の提出（総会案内と一緒に各チームへ配信、総会

受付時に回収する。各地区伝達をお願いする。

（10）その他

・役員歓送迎会について

・期日：平成 30 年 4 月 7 日（土）午後 6時 30 分～ （総会終了後）

・場所：ホテル甲斐路（石和町）

□出欠の確認をおこなった。

議事録作成 平成 30 年 3 月 17 日

4 種広報部長 鈴木和幸


