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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 31 年 2 月 8 日（金） 午後 7時～9時 45 分

〈場所〉

（一社）山梨県サッカー協会 ２階 会議室

〈出席者〉出席者は◇ 欠席者は◆

◇石原幸周委員長（甲府）◇風間斉副委員長（峡東）◇福田和久副委員長（峡北）

◇内田淳副委員長（峡中）◆志村祐理事・会計（甲府）◆三澤厚司理事（郡東）

◆藤田徹理事（郡南）◇鈴木和幸理事広報（甲府）◇望月一徳理事食育（峡中）

◇西島秀和理事（郡東）◆三浦善明理事（郡南）◆戸田昭人理事（峡中）

◇廣瀬幸司理事（峡東）◇窪田圭司理事（峡北）◇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

〈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

□事業運営部

□審判部

□技術部

□広報部

□キッズ部

□フットサル部

②その他報告

３．協議事項

（１）山梨県選抜少年サッカー大会総括

（２）ニッサングリーンカップ役員出労確認

（３）ＮＧＣ競技方法の見直しについて

（４）地区トレセン補助金について

（５）2019 Ｕ12Ｌ全体会について

（６）山梨県Ｕ-10 サッカー大会について

（７）来年度事業予定について

（８）なでしこリーグ 2018 年度の検証について
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（９）女子の普及について

（10）4 種委員会事業の見直しについて

（11）2018 年度 4種優秀選手の表彰について

（12）2019 年度 4種委員会総会

（13）今後の予定について

議事経過

１．委員長挨拶

・NGC も始まり、残りの理事会も 3月が今年度の最後となる。NGC の運営等も含め最後

までよろしくお願いします。

２．報告事項

①専門部報告

□事業運営部

□審判部

□技術部

・2/11 ガールズ 8参加者（6年 24 名）は、FAP にて TM

・2/24 県 TC 開催（初狩（U11・U10）、学院（女子））

・2/24 関東選抜大会参加者（U12）は、FAP にて TM

・2/23-24 にガールズ 8

・3/2-3 に関東選抜大会

・3/10 にカンファレンスがあるため、県 TC の日程を調整中、カンファレンスへの参

加をお願いします。

□広報部

・2019 年度の登録が 2/12 から開始する。

・2019 年度登録責任者を追加する場合は、2018 年度にておいて行うようにしてくださ

い。

・登録料の変更がある。関東 FA 登録料（2千円/チーム）は廃止。個人登録料（1,100

円→1,400 円（YFA 登録料が 400 円→700 円になるため。）

Q 来年度の選手証の提示を 1方式に統一したらどうか？

A カード型の選手証を個人で管理し、自覚を促す意図のチームもあるため、当面は現

状の提示方法（カード型選手証、アプリ、顔写真つきのエントリー表）とする。

□キッズ部

□フットサル部

・新アリーナ建設にご協力を。

②その他報告

・ミズノ社員を装った物品販売等の斡旋について、スポーツ庁から注意喚起があっ

た。理事経由で各チームに展開お願いします。

３．協議事項

（１）山梨県選抜少年サッカー大会総括（西島理事、三科事業運営部長）

・体育館駐車場の確保、峡中 TC スタッフの協力もあり、無事運営ができたことに感

謝。
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・強風によりコーナーフラッグが倒れたため、次回以降に対応策をとる。

・メンバーチェックを試合前 15 分に行うことのアナウンスが必要。

・出場選手について当日の怪我等も考慮し、試合登録 16 名以外の大会登録選手からも

可と監督会議時に変更を行った。（出場選手数については、地区 TC の意見も聴取し

検討。監督会議でレギュレーションを変えるのは慎重な判断が必要。）

（２）ニッサングリーンカップ役員出労確認

・2/9 の降雪が心配であり、2/10 実施不可の場合は、順延となる。（1会場でも使用

不可の場合は、順延とする。）使用不可の場合は、9日の午後までに風間副委員長

まで連絡を。

・2/16 について、1面のみ人工芝 or 天然芝のピッチ等への変更は行わない。

・決勝 Tは、役員及び事業運営部での運営となる。13 日までに出欠を委員長まで報

告。

① 決勝 T（2/16（3 日目）） 小瀬球技場 集合 7：45

② 準決勝・決勝（2/17（最終日）） 押原公園天然芝 集合 7：30

・最終日の会場レイアウトを確認の上、参加を。

（３）ＮＧＣ競技方法の見直しについて

・NGC の大会形式について、数年前に検討し 11 人制で行っているが、4種の公式大会

は全て 8人制に移行している。（U12L、関東予選・本選、北関東大会、全少、選抜

大会・・）

・この状況の中、NGC のみ 11 人制を継続するのか。

・役員会内では、4種の集大成であり 8人制で良いのではとの意見集約となったが、

各地区での意見を集約し、総会又は評議員会に諮る。なお、8人制への移行メリッ

トに会場の確保もある。

（４）地区トレセン補助金について

・トレセン活動の整備（U10～U12）及び質の向上に役立ててもらうため、2019 年度か

ら地区トレセンへの補助金を 3万*6 地区＝18 万拠出する。

（５）2019 Ｕ12Ｌ全体会について

・下記日程にて全体会を行う。

2019 年 3 月 5 日（火） 19：30～ ぴゅあ総合・中研修室

・3～4日で開催可能なチーム数でグループを作る。

・前期については、パートは希望制をする。（希望が絶対ではない。）

・各地区の参加チーム、希望パートを福田理事まで連絡を。

（６）山梨県Ｕ-10 サッカー大会について

・大会スポンサーの企業から承諾をもらえた。ＶＦＫの協力も可能性があるため、引

き続き協議する。

・賞については、上位以外のチームがあっても良いのではとの意見あり。

・大会参加に当たり、選手の協会登録は必須とする。

・サブユニフォームの準備が低学年のため難しい場合があることから、ユニフォーム

が重なった場合は、ビブスも可とする方が良いのではないか。

・3月 8日の理事にて、詳細を決定して参加チームを募る。

・ベンチ入り指導者について、公認ライセンス所有者が１名以上は入るように促すよ

うに要項に記載する。
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・合同チームについては、選抜チームとなることは良くないので、相談があった場合

は、各地区にて検討を行い、参加可否を理事課にて決定する。

・抽選については、理事会にて行う。

・開会式については、小瀬会場のチームで行う。

（７）来年度事業予定について

・来年度のチビリン関東は、山梨県の運営となる。4月から運営に向け準備をする。

（８）なでしこリーグ 2018 年度の検証について

・今年度、なでしこリーグを新たに開催した。課題や収穫もあったことから、今後の

女子サッカーの普及・育成につなげていくことが必要である。

（９）女子の普及について

・2020 年の国体から少年女子の部が創設される。中学女子への強化も取組を始めた。

今まで普及がメインテーマであったが、今後は普及→強化と進めることが重要であ

る。4種での普及活動を行った後の、中学年代で受け皿がないとの課題もあること

から、3種・2種とも連絡を図る必要があり、3月から取組を始める。

（10）4 種委員会事業の見直しについて

・準備会を開催し、検討委員会設置要項を作成した。今後、見直しスケジュール、要

項を総会に諮り見直しを進める。

・検討委員に各地区から 1名を選出する。（3月中）

・各チームの予定優先ではなく、4種として見直しをチームには説明をお願いする。

・7月までに実施計画案を作成し、理事会にて検討の上、9月の評議委員会を通し、地

区に下ろす予定。

・2020 年の施設予約ともあることから、スケジュール管理をしっかりした中で見直し

をスムーズに進める。

・4種の目的を各公式戦にしっかり位置づけを行った中で、大会開催を行う。

（11）2018 年度 4種優秀選手の表彰について

・NGC 閉会式後に表彰式を行うため、各理事は該当者に連絡をお願いします。NGC が延

期になった場合は、別途連絡する。

（12）2019 年度 4種委員会総会

下記のとおり実施する。

2019 年 4 月 13 日（土） 13：00～（受付 12：30）

甲府市総合市民会館 大会議室

役員 12 集合 議長 峡東地区（次回までに議長を報告）

関東大会の抽選を行う。また、講演会を実施するので多くの参加をお願いしたい。

総会案内、指導者登録申請書、暴力・暴言追放宣言書は後日、理事に送付する。

（13）今後の予定について

・2018 年度の事業報告等及び 2019 年度事業計画等は、3月 20 日（水）までにメール

で提出すること。

・2019 年度 4種委員会指導者登録申請書及び評議員名簿の取りまとめを各理事は行う

こと。

・2019 年度の各地区キッズプログラムの日程を報告すること。

甲府・6月 8日（土） ＡＭ 押原公園天然芝

峡中・12 月 7 日（土） 押原公園人工芝
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郡南・6月 23 日（土） 山中湖きらら

峡北・10 月 5 日（土） 御勅使Ｇ

峡東・郡東 調整中

・食育事業における物品販売について、次回役員会時に結論を出す予定。

・次回理事会は以下のとおり

2019 年 3 月 8 日（金） 19：00～

議事録作成 平成 31 年 3 月 10 日

署名 窪田 圭司

広報部確認


