（一社）山梨県サッカー協会 4 種少年委員会

令和 4 年度

議事録

定期総会

2022 年 4 月 16 日（土）
〈会議の名称〉
(一社)山梨県サッカー協会 4 種委員会定期総会
〈会議の日時〉
2022 年 4 月 16 日（土） 午後 2 時～
〈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）
◇志村祐理事・会計（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（女子担当）
◇鈴木和幸理事広報部長（甲府）
新役員：◇野村善仁理事（甲府）
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．表彰
４．新規登録チーム紹介
５．議事
議長：平賀 潤氏（峡北地区 韮崎 SC）
(1)2021 年度事業報告（近藤理事・専門部長）
(2)2021 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)2022 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
(6)新任者挨拶
(7)2022 年度活動基本方針案（鈴木新委員長）
(8)2022 年度事業計画案（鈴木新委員長・専門部長）
(8)2022 年度予算案（会計志村理事）
(9)その他
・「第 46 回関東 U-12 サッカー大会 in 山梨」チーム協賛金依頼について
６．閉会の言葉
７．関東大会山梨県予選抽選会

議事経過
14:00
１．開会の言葉
※互礼をかわし総会を開会
２．委員長あいさつ
３．表彰
■2021 年度(一社)山梨県サッカー協会功労者表彰伝達を行った。
神取一弘様（FC ジョカーレ）、金井恵一様（エルフシュリット一宮）、中込厚司様
（FC レックス）
■JFAU-12 サッカーリーグ 2021 山梨県 前期表彰
G-ホワイト：フォルトゥナ U-12 G-ブルー：ヴァンフォーレ甲府 U-12
G-レッド：U スポーツクラブ Blue
P-ホワイト：フォルトゥナ SC P-ブルー：北杜 UFC
P-レッド：甲府相川 JFC
S-レッド：FC グリュック S-ブルー：国母 SS
なでしこ：甲府 TCU-12
４．新規登録チーム紹介
■峡中地区：プログレス甲府昭和 (代表：薬袋克己様)
・初めてのことで至らない点もあるかと思いますがよろしくお願いする。（代理：伊
賀氏）
５．議事
議長：平賀 潤氏（峡北地区 韮崎 SC）
※評議員出席者 45 名、委任状 20 名、全 68 チーム中 65 名出席により、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。
・議長挨拶：本年度議長を務めさせていただきます、不慣れですが皆さんのご協力を
お願いする。
・関連する⑴～⑶について事務局より説明を求めます。
(1)2021 年度事業報告（近藤理事・専門部長）
・近藤理事より 2021 年度事業報告及び 2021 年度活動基本方針の検証について資料に
沿って報告説明がされた。
・コロナ過により中止となる事業があった。
・実施事業についても感染対策を行ったうえで行われた。
■各専門部の事業報告
・総会資料に沿って各専門部長より 2021 年度の事業報告を行った。
(2)2021 年度決算報告（会計志村理事）
・志村会計より本会計及び特別会計の及び各専門部の会計について一括して報告を行
った。
(3)監査報告（監事福田副委員長）
・福田和久監査より 3 月 31 日監査を行い相違ない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。質問があれば挙手をお願いする。
◆出席者から質問はなく、拍手をもって承認された。

(4)2022 年度役員について（石原委員長）
・石原委員長より 2022 年度役員名の説明がされた。
・委員長退任となる。新しい役員、専門部について前回の理事会で承認され今回提案
する。
◇議長：新役員について、質問等があれば挙手をお願いする。
◆出席者から質問はなく、拍手をもって承認された。
(5)退任者記念品贈呈及び挨拶
◇司会福田氏より退任者石原委員長(甲府地区)について紹介があった。
・平成 14 年 4 月甲府 4 種理事、平成 16 年 4 月 4 種委員会副委員長兼会計、平成 20 年
4 月 4 種委員会委員長就任、平成 28 年 4 月関東 4 種委員会委員長に就任。4 種役員
を 20 年、委員長を 14 年、関東 4 種委員長を 6 年務めた。この間トーナメントから
リーグ戦への移行やキッズ事業の充実、女子の普及育成に多大な功績をあげた。4
月からは県協会専務理事に就任されます。
■石原幸周委員長退任あいさつ
・関東 4 種委員長について、日本協会の定年制度があり退任となった。YFA では定年
はないが新任に託して 4 種委員長を退くこととした。就任当時、日本で北海道と山
梨がキッズプログラム FA となり 3 年間事業を展開した。4 種リーグ戦と 8 人制サッ
カーについて当時は関東でも対応ができないなか、山梨県が最初に大きな改革を実
現した。リーグ戦文化も定着した皆様の多大なるご理解ご協力によるものと感謝す
る。サッカー環境が激変している、日本協会からの提案がある。山梨も登録数選手
数が少ないことは受け入れなければならないけれども、U-12 年代の育成をどうする
か。目先の勝利ではなく一人一人の選手の良いところを引き出し、育成強化につな
げていくことが最終的にチームの強化になるとの信念をもってやってきた。これか
らも山梨県のチームが関東でも活躍できるように J 株チームもクラブもスポーツ少
年団も目標に向かって個の育成を念頭に置きチームの成長ひいては山梨県全体の底
上げにつながると思う。今後も取り組んでいただきたいと思う。今後は YFA 専務理
事として 4 種のサポートもしていきたいと考えている。長い間有難うございまし
た。
◇記念品と花束の贈呈を行った。(清水たけみ様より)
・長い間お疲れさまでした。今後もまたよろしくお願いします。
(6)新任者挨拶
■野村善仁氏(甲府地区理事)
・皆様の力をお借りし 4 種委員会の発展に寄与したいと思う宜しくお願いします。
◇司会福田より紹介
・広報部長として 14 年、理事広報部長として 8 年務め、今年度より委員長として先頭
に立っていただくことになった。
■鈴木和幸新委員長就任あいさつ

・広報部として活動をしてきたので、皆様には広報部の鈴木が浸透していたと思う。4
種にチーム登録して以来藤本委員長、矢崎委員長、石原委員長とも携わってきた。
これから石原前委員長のようにバイタリティをもって先頭に立って努めていける
か、石原委員長功績を見ると不安であります。これまで皆さんと一緒に行ってきた
活動の中で私なりにできることを精一杯取り組んでいきたいと思う。子どもたちが
サッカーと出会う 4 種年代で一番大事なサッカー環境を指導者含めて子どもたちを
本当に育成できる環境を皆さんとともに整えていくことが私の役割と思う。そして
いずれ若い年代へ良い環境をつくりバトンタッチができるよう微力ながら頑張りた
いと思う。宜しくお願いする。
◇議長：質問等があれば挙手をお願いする。
◆出席者から質問はなく、拍手をもって承認された。
(7)2022 年度活動基本方針案（鈴木新委員長）
(8)2022 年度事業計画案（鈴木新委員長・専門部長）
・2022 年度 4 種委員会活動基本方針(案)及び 2022 年度 4 種委員会事業計画(案)の説
明を行った。
・各専門部より 2022 年度事業計画(案)の説明が行われた。
(9)2022 年度予算案（会計志村理事）
・志村会計より本会計及び各専門部の会計について一括して報告を行った。
◇議長：(7)～(9)議案について説明された、質問等があれば挙手をお願いする。
◆出席者から質問はなく、拍手をもって承認された。
※休憩

10 分

司会より 15：25 再開する旨発言があった。

(10)その他
①「第 46 回関東 U-12 サッカー大会 in 山梨」チーム協賛金依頼について
鈴木委員長より説明があった。
◇議長：質問等があれば挙手をお願いする。
◆出席者から質問はなく、拍手をもって承認された。
■関東大会実行委員会石原氏より協賛金及び広告について詳細が説明された。
・主管が山梨となる年だけ協賛金をお願いしている。前回、前々回と同様にお願いす
る。
・今後 5 年間関東大会の開催は山梨県となるが、8 月の実施について JFA でのサマーブ
レイク期間の設定により暑熱の時期を避け違う時期に開催できないか検討してきたが
各都県の年間スケジュールにおいても変更ができなかった。そこで時期を変えずに日
確的冷涼な高地での開催を検討した結果、昨年人工芝となり、全中の開催で高評価で
あった山梨県のくぬぎ平での開催が決定した経緯がある。

・プログラムにチームメイト代表者名を記載する。希望によりチーム広告等も受け付け
る
・各地区で取り纏めていただく、ご理解とご協力をお願いする。
◇議長：質問等があれば挙手をお願いする。
◆出席者から質問はなく、拍手をもって承認された。
②事業運営部訂正
③ヴァンフォーレ山梨スポーツクラブ(依頼) （鈴木委員長）
・「ＧＷ子どもが主役 スペシャル企画」案内チラシについて
・ヴァンフォーレ甲府ホームゲーム招待券全チームに配布について
④ＪＦＡ登録料無償化について説明（鈴木委員長）
⑤リーグ戦複数エントリーフィーの徴収について（志村会計）
・2022 年度前期複数エントリーフィーについては、コロナ過にありリーグ戦実施の状況
が不安定であることから徴収しないこととなった。後期については徴収を予定する
が、リーグ実施の状況を見て決定する。
⑥大会 1 日目・2 日目の会場費については参加チームに負担をお願いする場合があるこ
とをご理解いただきたい。nanahoCup より各会場責任チームが徴収する。
◇議長：質問等があれば挙手をお願いする。
◆出席者から質問はなく、拍手をもって承認された。
◇議長：すべての議事が終了いたしました、皆様のご協力に感謝する。
６．閉会の言葉
７．関東大会山梨県予選抽選会を行った。
以上

令和 4 年 4 月 24 日
議事録作成 広報部
鈴木和幸

