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（一社）山梨県サッカー協会 4種委員会 議事録

第２回緊急理事会

〈会議の名称〉

緊急理事会

〈会議の日時〉

令和２年６月１６日（火） 午後７時～９時１５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）◇風間斉副委員長（峡東）◇福田和久副委員長（峡北）

◆志村祐理事・会計（甲府）◇鈴木和幸理事（甲府）・広報部長◇戸田昭人理事（峡

中）◇望月一徳理事（峡中）◇廣瀬幸司理事（峡東）◇野口徹理事（郡東）・フットサ

ル部長◇◇高根啓介理事（郡南）中込和義理事（峡中）◇三澤純理事（郡東）◇近藤暁

理事（郡南）◇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 ◇清水たけみ女子委員長

〈議事〉

司会：戸田理事（峡中）

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

・関東サッカー協会第 4種委員長会議の報告

・JFA 第 4 種大会部会の報告

３．協議事項

（１）4種事業活動の再開時期について

（２）今後の 4種委員会事業について

（３）2020 リーグ運営について（別紙）

（４）その他

議事経過
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１．委員長挨拶

7 月以降の 4 種事業について、緊急理事会となるが意見を出し合い、4 種委員会として

方向を出していく必要があるため、よろしくお願いしたい。

２．報告事項

①専門部報告

□事業運営部

□審判部

□技術部

□キッズ部

6月までのフェスティバルについては、延期の対応を取っているが、今後の実施可

否について理事会で検討をお願いしたい。

→ 幼児を対象とした事業であり、安全面・一部地域のみの実施の是非等を勘案

し、今年度の事業は見合わせとする。

□フットサル部

□広報部

登録料の免除及び返還措置が JFA より通知されているが、コロナによる経済負担軽

減に資するものであることから、趣旨を理解した上で手続きをお願いしたい。なお、

返金されたものは、チーム運営費への充当は不可であり、個人への返金となることか

ら、注意事項を 4種ブログに掲載を行ったので確認をお願いします。

②その他報告（石原委員長）

・ 過日開催の関東委員長会議において、「第 10 回関東 MTM 交流戦」、「第 44 回関

東少年サッカー大会」、「第 10 回北関東 U-12 サッカー大会」は、下記理由により

中止が決定した。

・ 1都 7県において予選が実施不可、地域よって活動再開時期に差異がある、今

後のコロナに関する状況が不透明、夏季を迎え今まで以上の熱中症対策・注意が

必要である。

・ FFP が今年度から中止となり、関東 MTM の位置付け等の再確認、方向については、

秋を目途に関東委員長会議において議論・決定を行う。

・ 今年度の関東・北関東の夏季実施は中止となったが、日刊・フジパン外と協議

し、代替えの大会が実施可能か検討を行う。

３．協議事項

（１）4種事業活動の再開時期について

事業再開に向け、感染症・熱中症に対応した中での事業実施が必要であり、4種委

員会としても方向性を示す必要がある。

過日、報道にあるように関東地域を対象として熱中症アラートの試行運用が開始さ

れる。サッカー界においては WBGT を採用し対応を図っているが、今後についてはより

厳密に事業実施の可否を判断する必要がある。

上記の内容を加味し、YFA4 種委員会として事業再開時期は、9月からとする。
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※ 本方針については、4種委員会がチーム活動を制限するものではなく、保護

者・指導者等の相互の理解、感染症対策、熱中症対策のガイドラインを理解し、

チームの責任において、7月以降の活動を行っていくことを 4種委員会において

確認を行った。

上記内容については、6月中に地区理事を通して各チームに配信を行う。

9月以降の事業実施及び大会参加については、対策等の保護者・指導者等の理解に

関し、確認を取ったうえで行う必要がある。（確認の方法については、今後の理事会

において検討（チーム代表者、保護者代表者等からの確認書の提出等））

（２）今後の 4種委員会事業について

8月までの事業見合わせに伴い、地区 TC についても 9月以降の再開とする。県 TC

については、技術委員会として検討する。（9月 27 日の県 TC から再開予定）

U10 選抜大会については、地区 TC の開催ができない中での実施は難しいため、今年

度は中止とする。また、TCMD についても 9月以降での開催が難しいことから今年度は

中止とする。

U12L 及び U10L についても、9月以降の開催とする。8月までリーグ戦が開催できな

いことから、レギュレーション等をリーグ運営委員会において協議、検討の上、理事

会へ提案を依頼。

その他の大会については、下記日程にて実施に向け要項等の準備を行う。

【JA 全農杯全国小学生選抜サッカー大会・山梨県予選】

・10 月 24 日（土）、10 月 31 日（土）、12 月 5 日（土）で開催予定

【第 2回内藤ハウスカップ U-10 サッカー大会】

・11 月 3 日（祝）、14 日（土）、21 日（土）、29 日（日）で開催予定

【JFA 第 44 回全日本 U-12 サッカー選手権大会・山梨県予選】

・11 月 1 日（日）、8日（日）、15 日（日）、23 日（祝月）開催予定

【第 1回山梨県女子 U-12 サッカー大会】

・12 月 12 日（土）開催予定

【山梨県選抜少年サッカー大会】

・12 月 13 日（日）開催予定

nanahoCup については、代替日程にて実施可能か関係者と調整を行い、アナウンス

を行う。

全日本のシードについては、U12L の実施が難しいことから、次回理事会において協

議を行う。

（３）2020 リーグ運営について（別紙）

リーグ戦の運営について、JFA より通達があり、①行政等の方針を尊重し、健康・

安全に配慮すること。②所属チーム活動（日常活動）の確保・優先すること。③リー

グ実施。①→②→③の優先順位を遵守し実施する必要がある。各 FA において、リーグ

再開時期には差異がある状況である。

全日本へのリーグ戦結果の反映についても、各 FA において可否が分かれている状況

であることから、JFA としては、今年度に限り各 FA の決定を尊重することになってい
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る。また、全日本については現在開催の予定であり、開催可否の判断については、開

催 1月前となる予定。

（４）その他

① 評議員会の開催日時の確認を行った。

2020 年度評議員会

期日：2020 年 8 月 29 日（土）時間は調整

場所：調整中

議題：調整中

9月からの 4種事業再開に際し、各チームに説明を行ったうえで事業の再

開を行う必要があることから、評議員会の日程を 8月 29 日に変更

② VFK ホームゲームの出労について

出労対象試合について調整中のため、後日連絡を行う。

③ 次回理事会の確認を行った。

第 2回理事会

期日：7月 17 日（金）

時間：19：00～

場所：押原 2F 会議室

※ 8月 19 日の理事会については、評議員会と日程が近いことから調整を

行う予定

※ リーグ運営員会を 6月 29 日に実施。次回理事会については、運営委員

会の検討内容に関し、提案を受け今後のリーグ開催について、理事会に

おいて決定する。

④ 各種大会への参加調査について

JA 全農杯全国小学生選抜サッカー大会・山梨県予選１

→ 6月 30 日までに峡北窪田まで連絡

第 2回内藤ハウスカップ U-10 サッカー大会・JFA 第 44 回全日本 U-12 サッカー

選手権大会・山梨県予選

→7月 17 日の理事会時に報告

議事録作成 令和 2年 6月 27 日

署名 窪田 圭司

広報部確認


