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（一社）山梨県サッカー協会 4 種委員会 議事録
2020 年度 第 5 回理事会
〈開催日時〉
2021 年 1 月９日（金）午後 7 時～10 時
〈開催場所〉
（一社）山梨県サッカー協会２階会議室（押原公園）
〈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）◇鈴木和幸理事広報（甲府）◇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）
◇窪田圭司理事（峡北） ◎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） ◇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)
※◎リモート参加
〈議事進行〉
（郡南）代理（峡北）福田和久副委員長
〈議事録〉
（郡東）野口徹理事
（議事進行）
① 峡北、②峡中、③甲府、④峡東、⑤郡東、⑥郡南、⑦峡北
（議事録作成）
① 郡南、②峡北、③峡中、④甲府、⑤峡東、⑥群東、⑦郡南
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
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(1) nanaho Cupの総括について【担当理事・事業運営】 (別紙)
(2)内藤ハウスカップの総括について【担当理事・事業運営】 (別紙)
(3) J FA日-12選手権山梨県大会の総括について【担当理事・事業運営】 (別紙)
(4) JA全農杯山梨県大会の総括について【担当理事・事業運営】 (別紙】
(5)山梨県選抜少年サッカー大会の総括について【担当理事・事業運営】 (別紙】
(6)チームスタッフAD証の新規作成について【委員⾧】
(7)ニッサングリーンカップについて【委員⾧・担当理事・事業運営】 (別紙)
(8) 2021山梨県U-12リーグについて【リーグ運営委員会】 (別紙)
(9)女子Ｕ-12年代の環境改善について【委員⾧】 (別紙)
(10)その他
議事経過
1．委員長挨拶
コロナへうつらない、うつさないように取り組んでいきましょう。
2．協議事項
（1)報告事項
①専門部報告
□事業運営部
□審判部
・２０２０更新講習は e ラーニングのみ
・２月１３日新規取得の１月３０日申し込みは１月３０日
各チームに案内を送る
□技術部
□キッズ部
□フットサル部
□広報部
・ニッサンの申し込みはギリギリまで申し込みが可能
②その他
⑴ JFA 第 44 回全日本日-12 サッカー選手権大会結果報告【委員長】 (別紙)
・２勝１敗２位で上に上がれなかった
⑵ 9 地域訪問会議【登録制度改革について】 【委員長】 (別紙)
・１１Ｐのように登録制度が変わる。ＪＦＡＩＤを取得（JFA 会費は無料）
・１３P メリット
・日本協会への７００円は無くす方向（登録費）
・サッカーファミリー増やすこと。
⑶ 新型コロナ感染状況について【鈴木理事】 (別紙)
・コロナで少年団の活動が中止になっている市町村が出ている
・チェックシート（紙）を確認する。

3/4
・市町村の指示に従う（風間）
・ニッサンは大会開催を１週間前くらいまでに決定する。
・大会登録の外国籍の選手は２名まで。
・ベンチ入りスタッフは AD 証を提示する。
・上位大会があるのでレギュレーションは上位大会に合わせる
⑷ 2021 年度登録申請について【鈴木理事】 (別紙)
・登録申請案内をチームへ配信する（地区理事）
2．審議事項
(1) nanaho Cup の総括について【担当理事・事業運営】 (別紙)
(2)内藤ハウスカップの総括について【担当理事・事業運営】 (別紙)
(3) J FA 日-12 選手権山梨県大会の総括について【担当理事・事業運営】 (別紙)
(4) JA 全農杯山梨県大会の総括について【担当理事・事業運営】 (別紙】
(5)山梨県選抜少年サッカー大会の総括について【担当理事・事業運営】 (別紙】
(6)チームスタッフ AD 証の新規作成について【委員長】
・感染症対策及び運営上の理由で NGC より、チームスタッフは会場内及びベンチ入りする
際は、必ず AD 証を携行する事。
・各チームスタッフへＡＤ証配布各チーム５枚空白欄に名前を記入する
ニッサンの大会要項にベンチ入りスタッフのＡＤ証の提示を明記する
・ＡＤ証の不携行の場合は会場内及びベンチ入り不可とする
・各チームへは AD 証を 5 枚配布、ＡＤ証の空白部分に必ず「チーム名」を記載する事。
(7)ニッサングリーンカップについて【委員長・担当理事・事業運営】 (別紙)
・AD 証携行について大会要項に追記。 (来年度より全大会に適用) 追記する事。
・会場変更Ｐパート 常永小学校→一日目・西条小学校 二日目・押原公園グラウンド
<ＮＧＣ大会要項>
・14 その他箇所へ：■AD 証の携行について記載
・チームスタッフ(指導者)は大会会場及びベンチ入りする際は必ず AD 証を携行しなければ
ならない。 AD 証不携行の場合は会場及びベンチ入りが出来ない。
・開会式時における感染対策について【鈴木理事】 (別紙)
□開会式用のチェックシートを作成する
□開会式の参加者は全員そろってから会場へ入る。
(8) 2021 山梨県 U-12 リーグについて【リーグ運営委員会】 (別紙)
・Ｕ－１２リーグは７月、８月は行わない。（サマーブレイク）
・全体会を２月１３日に行う
(9)女子Ｕ-12 年代の環境改善について【委員長】 (別紙)
アカデミーを作る。
（U－１３へ繋げる）各地区活動をまとめる
・なでしこリーグへの参加について
・甲府地区: TC スタッフが月 1 回程度トレーニングし、リーグ参加予定。

4/4
峡北地区:
峡中地区:
峡東地区:
郡東地区:後日報告
郡南地区:
(10)その他
①2022 年度関東 FA4 種委員会事業の日程変更について【委員長】
関東 FＡでは 2022 からサマーブレイクを導入
・関東少年サッカー・大会(8 月開催⇒9 月以降へ日程変更)
・関東 M-T-M 交流戦(7 月開催⇒9 月以降へ日程変更)
※上記 2 大会の日程調整を 2021 年 8 月末頃までに決定予定。
山梨県 FA 4 種委員会は上記日程変更に伴う 2022 年度年間事業予定の見直しを図る。
②JFA100 周年事業功労者表彰について【委員長】
・特定非営利活動法人日本サッカー指導者協会推薦…石原幸周氏
・山梨県サッカー協会推薦 風間 斎氏
福田 和久氏
横森 潔氏
③2020 年度山梨県サッカー協会功労者表彰者について【委員長】
・甲府(FC ジョカーレ:鈴木和幸氏)・峡東(浅川 Jr:村松賢一氏)
・峡中(FC アルピーノ:戸田昭人氏)
・峡北、郡東、郡南(該当者なし)
※1 月開催の県協会理事会で承認(優秀選手も含む)
④2020 年度山梨県サッカー協会 4 種優秀選手【神取技術委員長】 (別紙)
⑤2020 年度事業報告及び決算報告並びに 2021 年度事業計画及び予算案、本会計決算及
び予算案の提出は、3 月 5 日(金)までにメールで提出をお願いします。 (期限厳守)
⑥2021 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(木)までに委員長にメールで報告。
(指導者登録申請書は後日送付します。必ず送付した申請書に記入。)
⑦2021 年度各地区キッズプログラムの事業予定の提出について
・キッズＵ-6/Ｕ-7 サッカーフェスティバル(日程・開催場所)
※上記予定を 3 月 5 日(金)までにメールで提出をお願いします。
⑧理事会及び 2021 年度総会予定
・第 6 回理事会:2021 年 2 月 5 日(金)午後 7 時へ(県協会 2F 会議室)
・第 7 回理事会:2021 年 3 月 12 日(金)午後 7 時へ(県協会 2F 会議室)
・2021 年度総会:2021 年 4 月 3 日(土)午後 2 時̃ (場所未定‥日程変更有り)
議事録作成 2021 年 1 月 26 日
（郡東地区）野口 徹
広報部確認

