（一社）山梨県サッカー協会 4 種少年委員会

2020 年度

議事録

定期総会

2020 年 4 月 11 日（土）
〈会議の名称〉
定期総会
〈会議の日時〉
2020 年 4 月 11 日（土） 午後 1 時～1 時 40 分
〈場所〉
東京エレクトロン・韮崎文化ホール大会議室（韮崎市藤井町 205）
〈出席者〉
◇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
◇野口徹フットサル部長
新役員：◇中込和義理事（峡中）◇三澤純理事（郡東）◇野口徹理事（郡東）◇高根啓
介理事（郡南）◆近藤暁理事（郡南）◇清水たけみ（女子）
司会：福田和久副委員長
付議事項
１．開会の言葉
２．委員長あいさつ
３．受賞報告
４．議事
議長：小笠原一郎 氏（郡内東地区 エイブル SC）
(1)2019 年度事業報告（望月理事・専門部長）
(2)2019 年度決算報告（会計志村理事）
(3)監査報告（監事福田副委員長）
(4)2020・2021 年度役員について（石原委員長）
(5)退任者記念品贈呈及び挨拶、新任者挨拶
(6)2020 年度活動基本方針(望月理事)
(7)2020 年度事業計画（風間副委員長・専門部長）
(8)2020 年度予算案（会計志村理事）
(9)その他
・「第 44 回関東少年サッカー大会 in 山梨」協賛金のお願い
・「ＪＦＡＵ－12 サッカーリーグ山梨県・後期」表彰
・関東大会山梨県予選実施のスケジュールについて（質問）
５．閉会の言葉

６．関東大会山梨県予選抽選会
７．山梨県 4 種リーグについて
８．Ｕ－10 リーグ全体会について
議事経過
13:00
１．開会の言葉（福田副委員長）
・ニッサングリーンカップ 3 日目頃から新型コロナウイルス感染問題が発生し、それ以降
様々影響を多方面に及ぼしています。本日の定期総会も急きょ書面議決を可能とし、参加
者の少人数化と時間短縮での開催となります。皆様のご理解とご協力をお願いいたしま
す。
※互礼をかわし総会を開会
２．石原 4 種委員長あいさつ
・協会始まって以来の大変な状況となった（新型コロナウイルス感染拡大）、先程は緊急
理事会を開催し対応を協議したところだ。チーム活動も自粛する中で大変時期を過ごして
いる。子どもたち選手の安全・安心なサッカー環境をつくっていくことを念頭に協力して
コロナ過を乗り越えていきたいと思う。必ず終息は迎えることになるのでご理解とご協力
いただき 2020 年度事業に取り組んでいきたいと思う。
３．受賞報告
※「2019 年度（一社）山梨県サッカー協会功労賞」表彰者の報告が行われた。
・志村祐様（新紺屋朝日 SSS）・横森潔様（峡北 4 種）・窪田信太郎様（御坂 SSS）
・相馬誠様（エス・ヴィエント）・羽田清隆様（VC 富士吉田ひがし）
・石原幸周様（4 種委員会）
13:05
４．議事
※評議員出席者 7 名、書面議決書提出 64 名、4 種規約第 18 条第 2 項による数を満たし
ており総会は成立する。
議長：小笠原一郎 氏（郡内東地区 エイブル SC）
・不慣れですが皆様のご協力により務めさせていただきます。
(1)2019 年度事業報告（望月理事）
※担当理事より総会資料の内容に沿って報告された。
※会議時間短縮のため読み上げは行わず、予め配信された資料を確認した。
・2019 年度 4 種委員会事業及び結果報告 （総会資料 1～2 頁）
・2019 年度活動基本方針の検証 （3 頁）
・各専門事業報告についても一括で報告（4～13 頁）
(2)2019 年度決算報告（会計志村理事）
※志村会計より総会資料にそって金額内訳等含め報告された。
(3)監査報告（監事福田副委員長）

※3 月 30 日、関係諸帳簿通帳等監査し適切に処理されていることを確認した旨報告さ
れた。
◇議長：1 号～3 号議案の報告がされました。異議申し立て等がある方は挙手をお願いし
ます。
■出席者から質問はなく、提出された議決書面により承認された。
13:10
(4)2020・2021 年度役員について（石原委員長）
・改選期にあたり退任者と新任者、及び U－12 女子担当新設となった。2020 年度から関
東 4 種委員会に女子担当新設も担当していただく。
◇議長：2020～21 年度役員について、異議申し立て等がある方は挙手をお願いします。
■出席者から質問はなく、提出された議決書面により承認された。
(5)退任者記念品贈呈及び挨拶、新任者挨拶
退任される方
・三澤厚司氏、西島秀和氏（郡内東地区）
・内田淳氏（峡中地区）
・藤田徹氏、三浦善明氏（郡内南地区）
退任者挨拶
・20 年以上にわたり理事を務めてきた。若い方に新しい 4 種委員会の活動を期待する。
皆様のご協力に感謝申し上げる。（郡東：三澤厚司氏）
・2 期 4 年の短い間だが皆様にはお世話になり感謝申し上げる（郡東：西島秀和氏）
新任者
・中込和義氏（峡中地区）
・三澤純氏、野口徹氏（郡内東地区）
・高根啓介氏、近藤暁氏（郡内南地区）
新任者挨拶
・今年度より理事就任します宜しくお願いします。JFC 白根所属（峡中：中込和義氏）
・活躍できるように頑張ります。エスヴィエント所属（郡東：三澤純氏）
・新しく理事になりました宜しくお願いします。VC ひがし所属（郡南：高根啓介氏）
・フットサル担当と兼任します宜しくお願いします。（郡東：野口徹氏）
・紅一点で頑張ります宜しくお願いします（U-12 女子：清水たけみ氏）
※2 年間 19 名役員で構成されます、宜しくお願いします。
(6)2020 年度活動基本方針・案(望月理事)
・基本方針 5 つの項目が提案された（22 頁）
1．競技力向上のための活動強化は継続して取り組む
2．「キッズモデル FA」事業、「キッズ年代エリート教育に関する『リード FA』」事
業への協力と提言を継続して取り組む。
3．主管大会、規約・規定の見直しについては、（１）4 種リーグ運営委員会を新設い
たします。

4．ヴァンフォーレ甲府への支援 継続
5．フェアプレー及び指導者モラルの一層の向上

継続

(7)2020 年度事業計画・案（廣瀬理事）
※担当理事より総会資料にそって提案された
・4 種委員会事業計画案の主な事業を紹介（23 頁～24 頁）
・各専門部の事業計画案も資料一括での提案（25 頁～31 頁）
・フットサル部よりバーモントカップ第 30 回全日本大会山梨県は開催する予定だが現在
調整している。決定後案内する、問い合わせも受け付ける。（野口フットサル部長）
(8)2020 年度予算案（会計志村理事）
※志村会計より総会資料にそって金額内訳等も含め提案された。
◇議長：6 号～8 号議案の報告がされました。ご意見等ある方は挙手をお願いします。
■各議案について、出席者から質問はなく、提出された議決書面により承認された。
案を外してください。
13:27
(9)その他
①「第 44 回関東少年サッカー大会 in 山梨」協賛金のお願い（福田副委員長）
本年 8 月末に山梨県で開催される大会について、7 年前の大会同様に加盟各チーム協
賛金拠出をお願いすることになります。その節はご協力をお願いします。
②「ＪＦＡＵ－12 サッカーリーグ山梨県・後期」表彰
総会に先立ち行われた理事会において、表彰物を地区理事から該当チームあてパート
1 位・フェアプレー賞の表彰物を配布依頼した。会場で表彰は行わないとになった。
③その他 質疑応答
□関東大会山梨県予選実施について再確認（質問：FCSABIO 堀内氏）
・5 月 10 日から日程をずらして実施するということだが、山梨市ではグラウンドが現在
使用できず、場合よっては 5 月連休明けまで使用できないという状況である。選手が
練習も出来ないという中で試合をするのかということ。もう一点は連休明け活動の自
粛要請の可能性もある。100 名以上で行うような大会については特に自制を求められ
る。開催に向けた 4 種委員会の認識を再度問いたい。
■総会前の緊急理事会で、今現在 5 月 10 日の開催は出来ないと判断した。4 種委員会と
して 5 月末までの事業を実施しない方針となった。6 月以降についても予想がつかな
い状況である。関東大会予選についても 6 月 21 日、28 日、7 月 4 日の 3 日間のトーナ
メント戦での開催と決めた。6 月開催が困難となった場合についても含めてレギュレ
ーション見直し等の詳しいことは今後伝達する。4 種事業は実施できないが、各地域
や各チームの活動においては地域の会場使用の状況は不明だが、選手の安全安心を念
頭にしっかりとした感染対策と、保護者の同意等も得ながら実施してほしいとお願い
をする。（回答：石原委員長）
※質問者の了承を得た。
◇以上を持ちまして議事終了いたします。なれない議長で不手際もあったかもしれませ
んが皆様のご協力に感謝します。

13:33
5．閉会の言葉（司会福田副委員長）
・議長の円滑な進行に感謝する。
・本来ならここで抽選会を行う予定でしたが、大会期日の変更及びレギュレーションの変
更が行われたばかりであり抽選が困難となりました。今後理事会地区理事による抽選を
行い、4 種ブログでの情報発信などを行いますのでご了承ください。
6．関東大会山梨県予選抽選会について（望月理事）
・関東大会県予選については峡中地区が担当している。日程の変更により 6 月 21 日、28
日、7 月 4 日の 3 日間で行うことになった。会場確保が出来ていないことやレギュレー
ションを早急に見直必要が有る本日の抽選会は出来ません。5 月 22 日理事会において地
区理事による抽選とさせていただきますのでご了承ください。
7．山梨県 U-12 リーグについて（風間 U-12 リーグ運営委員長）
・リーグ運営委員会でもこの場で U-12 リーグ説明会や U-10 全体会を行う予定でしたが、
緊急理事会において決定したことを提案発表し了承を得たい。
・リーグについては 4 種事業の再編ということで昨年一年かけて検討した。U-12 リーグの
運営関しても U-10、U-11、U-12 と継続的に再構築していくこととなった。すでにグルー
プにおいて自主的に運営の協議調整を行っていただいている状況ですが、JFA や FA から
の指示指導のもとまた各地区自治体の要請等設け 5 月いっぱいの活動自粛を余儀なくさ
れている。
・U-12 リーグについてはマッチデーを使い各グループで開催、運営する。
・U-10 リーグ、6 月 27 日、7 月 18 日、8 月 8 日をもって前期とし、9 月 12 日からの後期
からは、参加可否も含めリセットする。
・U-11 リーグは 10 月 11 日より予定通り開催する。
・今後の情勢により開催が困難な状況となった場合は、開催方法、開催日、弾力的な運用
など運営委員会より指示をする。
・リーグの継続した育成を目的として再構築したことは維持する中で進めていく。
8．U-10 リーグ全体会は実施しないこととした。
□質問がなければ短時間での終了としたい、この難局を全加盟チームで一丸となって乗り
越えて行きましょうと司会の福田副委員長の発言があり互礼をかわして総会を終了し
た。
以上
議事録作成 広報部
鈴木和幸

