
（一社）山梨県サッカー協会 4 種少年委員会 議事録

平成２９年度 定期総会

平成２９年 4 月１日（土）開催

〈会議の名称〉

定期総会

〈会議の日時〉

平成 29 年 4 月 1 日 午後 2時～4時

〈場所〉

山梨県立男女共同参画推進センター・大研修室 （ぴゅあ総合 甲府市朝気）

〈出席者〉

◇石原幸周委員長 ◇小林芳昭副委員長 ◇福田和久副委員長 ◇風間斉副委員長監事

◇志村祐理事・会計(甲府) ◆藤田徹理事会計補佐(郡南) ◇三澤厚司理事（郡東）

◇末木一幸理事（峡東）◇望月一徳理事食育（峡中）◆内田淳理事（峡中）

◆村松貴志理事（峡北）◇西島秀和理事（郡東）◇三浦善明理事（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 ◇野口フットサル部長 鈴木和幸理事広報部長（甲府）

【ご来賓】

・（一社）山梨県サッカー協会副会長 藤本征男 様

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．祝辞

４．受賞報告

５．新規登録チーム紹介

６．議事 議長：田辺 泰明 氏（峡中地区）

(1)平成 28 年度事業報告（理事・専門部長）

(2)平成 28 年度決算報告（会計・専門部長）

(3)監査報告 （監事）

(4)「アマチュア選手の移籍に関する手続きの理解促進及び大会要項等における出場資格

の適正化に向けて」についての説明

(5)平成 29 年度活動基本方針(委員長)

(6)平成 29 年度事業計画案（委員長・専門部長）

(7)平成 29 年度予算案（会計・専門部長）

(8)その他

・ＹＦＡ4種暴力根絶相談窓口設置のお知らせ

７．関東大会山梨県予選抽選会

８．閉会の言葉



議事経過

14:05

１．開会の言葉

◇平成 28 年度 4種委員会主管する全ての事業を円滑に終えることが出来た。ご尽力に深く

感謝するとともに、29 年度もご協力をお願いいたします。只今から平成 29 年度山梨県

サッカー協会 4種委員会定期総会を開催します。

＜起立し互礼＞

２．委員長あいさつ（石原委員長）

◇平成 28 年度無事に滞りなく行うことが出来ました。引き続き新年度も宜しくお願いいた

します。新年度登録が女子含めて 75 チームとなった。一番多いとき 88 チーム位であっ

た、少子化やスポーツ離れなど要因もあるが、各地区において取り組んでいるキッズフ

ェスティバル、キッズプログラムも 15 年が経ちサッカー感や環境そのた変化してきてい

る。今年度検討委員会を設ける、4種委員会役員のみならず、ユースダイレクター、佐

久間ＧＭにも関わっていただき山梨における対策を真剣に考えていく。子どもたちがサ

ッカーを選択し地域のチームが継続して活動ができるよう全県全チームの協力が必要と

なる。

ご来賓の藤本サッカー協会副会長には各大会をはじめ 4種委員会に足を運んでいただき

感謝申し上げる。

本日の総会ご審議を宜しくお願いします。

14:10

３．祝辞

（一社）山梨県サッカー協会副会長 藤本征男 様

◇4種委員会は 90 チームというイメージがあったが昨年を振り返ると、ニッサングリーン

カップ参加チームが 73 ということで難しい時期に来ているのかという感じがした。そん

な中、石原委員長が関東の委員長をお受けになり大変お忙しく過ごされた。また、西川

監督率いるＶＦ甲府Ｕ-12 が世界大会で準優勝し山梨県サッカー協会から特別表彰をさ

れました。 日本体育協会、山梨県体育協会も日本サッカー協会、山梨県サッカー協会

の動向に非常に注目されています。スポーツ少年団は小学生からの登録を 29 年度より幼

稚園保育園まで受け付けるということになった。4種委員会が行っているキッズプログ

ラムでヴァンフォーレとサッカー協会で巡回指導も注目されている。一般社団法人とし

て運営されているのはスポーツ団体の中でもサッカー協会は特筆される。ゼロから 1を

生み出す 4種のカテゴリーは非常に重いものだと思う。キッズインストラクターの仕組

みも大変功を奏している。日本サッカー協会が取り組んでいる子どもたちの育成が注目

されている。これからも石原委員長を中心に 4種の皆様ご活躍とご隆盛を祈っていま

す。

14:16

４．受賞報告

「平成 28 年度（一社）山梨県サッカー協会功労賞表彰者報告」

・青山秀人 様（甲府大国 01ＪＦＣ） ※県協会総会にて受賞

・樋口和也 様（甲府東サッカースポーツ少年団） ※県協会総会にて受賞



５．新規登録・組織変更チーム紹介

■甲府東ジュニアサッカースポーツ少年団(甲府) 代表者：小池慎也 様

・甲府東サッカースポーツ少年団とお隣の学校で活動していました中央ジュニアと合併

したチームです。両チームとも 5・6年生以下の団員が少なくなり単独での活動が困難

となり話し合った今年度から登録することとなりました。宜しくお願いいたします。

■道志トルベジーノＪｒ（郡南）代表者：佐藤建蔵 様

・地域でも過疎化や少子化ということで昨年度は 6年生がゼロということで登録を見合

わせた経緯がある。今年はチーム編成が出来ることになりました。皆さんのご迷惑や

足を引っ張ることが無いようにやっていきたいと考えています。宜しくお願いいたし

ます。

■韮崎スポーツクラブ ガールズ（峡北）代表者：清水たけみ 様

・本年度から皆様の仲間入りということになりました。女子のチームは昨年度結成され

選手全員が初心者です。皆様にご迷惑おかけすることもあるかと思いますが宜しくお

願いいたします。

14:22

＜司会者＞ これより定期総会に入ります。

※第 18 条２項評議員総数 3分の 2以上の出席（委任状含む）により総会成立。

登録チーム数 74 出席者 45 名 委任状提出 11 名 合計 56 名

６．議事 議長：田辺 泰明 氏（峡中・双葉サッカースポーツ少年団）

◇不慣れですが皆様のご協力をお願いいたします。

◇これより審議に入ります、議案⑴事業報告、議案⑵決算報告、議案⑶監査報告につい

ては 3案とも関連性がありますので一括上程させていただきます。なお、資料膨大で

あることから事務局は簡略に説明をお願いいたします。（議長）

(1)平成 28 年度事業報告 （風間副委員長）

◇役員より総会資料の内容に沿って報告された。

・平成 28 年度 4種委員会事業及び結果報告

・平成 28 年度活動基本方針の検証

・各専門事業報告 一括で報告

14:30

(2)平成 28 年度決算報告（志村会計）

◇本会計より総会資料の内容に沿って報告された。

・引き続いて平成 28 年度各専門部決算報告 一括で報告

(3)監査報告 （風間風間監事）

◇本会計特別会計監査の結果内容に相違ないことが報告された。

※議案平成 28 年度、⑴事業報告、⑵決算報告並びに⑶監査報告について、質疑応答は

なく拍手多数により承認された。



14:37

(4)「アマチュア選手の移籍に関する手続きの理解促進及び大会要項等における出場資格

の適正化に向けて」についての説明（風間副委員長）

・別葉「サッカー選手の登録と移籍等に関する規則について」2017.4.1 説明資料

・これまで 4種委員会では、選手の登録と移籍の扱いについて、山梨県 4種組織全体

での健全な選手育成に鑑み「登録選手の移籍に関する内規」60 日規定を設けてい

た、選手の移籍等によりチーム間のトラブルが起きることを防ぐための措置であっ

た。今回の日本サッカー協会からの通知によりまして、内規を廃止し日本サッカー

協会が定める「サッカー選手の登録と移籍等に関する規則」によって運営を行うこ

ととした。＜説明資料公開＞（4種委員会ホームページ）

14:46

◇第 5号議案平成 29 年度活動基本方針、第 6号議案事業計画及び専門部事業計画、第

7号議案予算案は一括上程とさせていただきます。（議長）

(5)平成 29 年度活動基本方針案(小林副委員長)

◇事前配布された総会資料の内容に沿って報告された。

(6)平成 29 年度事業計画案（小林副委員長）

・平成 29 年度 4種委員会事業計画案（小林副委員長）

・平成 29 年度各専門部事業計画案

一括で提案された。

(7)平成 29 年度予算案（志村会計）

・本会計より総会資料の内容に沿って提案された。

・引き続き平成 29 年度各専門部予算 一括で提案された。

※質疑応答

①関東大会とバーモントカップ全国大会の開催日が 8月 18 日～20 日と重なってい

る。県内でもサッカーとフットサル両方活動している選手がいるがどのようにスケ

ジュールが決められるのか？（塩山 SSS 志村氏）

■回答：様々な経緯がある。これまでは 4種大会を重ならないように 1月に開催され

ていた。一昨年全少大会が 12 月に移行したため、バーモントカップを 8月に移行し

た。8月の第 1週にＦＦＰを開催、8月第 3週に関東大会を実施していた。日本協会

主催の大会であることからスケジュールについては日本協会と協賛社の意向にもよ

り決定される。第 2週はお盆時期で実施には課題があり、今年の 2月時点ですでに

日本協会では 8月 3週にバーモント大会が設定されていた。

今後については、日本協会に対応を要請している。今年については同日開催を変更

することが出来ないことをご理解いただきたい。（石原委員長）

□質問者の理解を得た。（議長）

※平成 29 年度事業計画案及び各専門部事業計画案・予算案、本会計予算案について、

そのほか質疑応答はなく拍手多数により承認された。

15:11

(8)その他

①食育プロジェクト（望月理事）



・振込先について 4種委員会と同一口座を使用することで煩雑になることから振込先

を変更し後日新しく案内する。

・この事業にご協力いただき 4種の事業を盛り立てていただきたい。

②ＹＦＡ4種暴力根絶相談窓口設置のお知らせ（鈴木広報部長）別紙

・平成 26 年 9 月評議員会で、ＹＦＡ4種委員会暴力根絶宣言」を採択し最近ではウェ

ルフェアオフィサーの配置や、リスペクト推進の取り組みも始まりました。さらに

一歩踏み込んで今回相談窓口の設置をすることとなりました。子どもたちが安心・

安全にサッカーを楽しむことが出来るよう暴力・暴言・差別等の早期発見とその是

正並びに再発防止を図ることを目的として設置されます。

・報告用紙はホームページよりダウンロード又は印刷してご利用いただけます。

・暴力根絶相談窓口ホームページアドレス

「https://consultation-window.blogspot.jp/」

・告知方法としては、窓口となるホームページを 4種関係ブログ等にリンクする。各

試合会場等で本部席や得点表示とともに掲示することを考えています。

・報告を受けて、関係者が特定できる場合は事実確認を行います。4種委員会理事、

リスペクト担当、ウェルフェアオフィサー等で情報を共有、内容によっては技術委

員会・審判委員会との連携が必要となります。さらに、通報者の協力が得られる場

合は面談、事情聴取を行います。

・是正と再発防止に向けた指導・改善のための処置を行い、通報者が希望する場合は

処理結果の報告を行います。

・特に重大な内容である場合は外部団体への通報なども検討されます。

・法的に許される範囲で必要に応じて報告書と通報者の氏名は秘密とし、被害を受け

た可能性のある人、加害者である子もしれない人が公表されることはありません。

直接的な暴力などはあり得ないことですが、グレーと感ずる指導や言葉がけは今も試

合会場で見受けられます。何が暴力で何が暴言かは受けている人が感じることでもあ

り。指導者の資質を問われることが無いように襟を正して指導にあたりましょう。

◇特にご意見等無いようです。議事は以上で終了いたします。皆様のご協力有難うご

ざいました。（議長）

15:15

※その他連絡事項

□技術委員会（神取技術委員長）

・Ｃ級コーチ取得者対象Ｂ級トライアル（リフレッシュ研修）開催について

山梨県内でＢ級取得が可能となっています。取得のためのトライアル研修会、Ｃ級

取得者リフレッシュに多くの指導者の参加をお願いいたします。申し込みを 4月 6

日まで延長している。

□小瀬スポーツ公園・球技場・補助競技場利用について（小林副委員長）

・施設利用に関する注意事項別紙

・施設利用時間午前 8時～午後 5時（撤収時間含む）入場は 8時以降に、8時前の場

合は別途料金がかかります。



・石灰追加の場合は体育館事務所へ注文（別料金）

・支払いは利用当日の午後、体育館事務所で支払う。

・ごみの持ち帰りの徹底を（チーム・父兄）

・荒天による中止の場合は、前日又は当日午前 7時 30 分頃までに施設に連絡をする。

・補助競技場では、球技利用にあたり公式戦及びそれに準ずる大会に限ります。毎年

3月は芝養生期間を設定しているためピッチの使用は出来ません。目安として 90 分

の試合×2試合＝合計 180 分、（2ピッチ設定の場合は×２）

15:20

※10 分休憩の後 15 時 30 分再開

７．関東大会山梨県予選抽選会を実施した。（三科事業運営部長・部員）

14:00

以上

議事録作成 広報部


