（一社）山梨県サッカー協会 4 種少年委員会

平成３０年度

議事録

定期総会

平成 30 年 4 月 7 日（土）開催
〈会議の名称〉
定期総会
〈会議の日時〉
平成 30 年 4 月 7 日 午後 2 時～4 時 50 分
〈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）
◇戸田昭人（峡中）◇廣瀬幸司（峡東）◇窪田圭司（峡北）
【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：堀内正明 氏（峡東地区 FC.SABIO）
(1)平成 29 年度事業報告（小林副委員長）
(2)平成 29 年度決算報告（会計）
(3)監査報告
（監事）
(4)平成 30 年度役員について
(5)平成 30 年度活動基本方針(風間副委員長)
(6)平成 30 年度事業計画案（内田副委員長）
(7)平成 30 年度予算案（会計）
(8)その他
７．指導者研修報告会
８．関東大会山梨県予選抽選会
９．閉会の言葉

議事経過
14:03
１．開会の言葉
◇平成 29 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、30 年度もご協力をお願いいたします。只今から平成 30 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）
◇少子化スポーツ離れがある中で、山梨県においても一時期 90 チームの登録があった。新
年度 74 チームの内 2 チームは新規登録である。関東や人口の集中する東京ではほとんど
がクラブチームである。子どもが多いからチームが多いということではないと感じる。
試合の結果にこだわるだけでなく、チームとして魅力を持った環境を作っていくことで
今後も発展していくことが出来ると感じている。少年サッカーの環境やありかたなどに
敏感に感じることや変化していくことが求められている。
本日ご来賓の藤本山梨県サッカー協会副会長には、5 月 25 日をもって退任されることと
なりました。4 種委員長として 4 種委員会の土台を作り上げていただいたと思ってい
る。本当に長い間ご尽力いただき感謝申し上げる。
14:07
３．祝辞
（一社）山梨県サッカー協会副会長 藤本征男 様
◇40 年前 34 歳の時に昭和町サッカーの立ち上げから参加したのがきっかけで 4 種少年委
員会委員長を平成 6 年から 9 年ほど経験した。関東委員長会議に関わり矛盾に思ってい
たこと、20 年ほど前に関東大会に出場したときピッチ 80m×50m で大人のゴールを使用
していた。少年用ゴールがあるのは山梨と埼玉くらいだった。少年用ゴールを関東で採
用するようになりその後全国大会でも採用されるようになったことを印象強く思いだ
す。押原公園施設の設置事業についても昭和町と日本協会の橋渡しが出来た。現在は山
梨のサッカーのみならず地域の様々な催しが行われている。
スポーツが変わってきていること、日本体育協会がスポーツ協会となった。山梨県体育
協会は山梨県スポーツ協会に、国体はスポーツ大会と変わっていく。中学のクラブ活動
についても練習は週 3 回、休日は 1 日のみ、練習は 1 回 2 時間、休日は 3 時間とスポー
ツ庁検討会議で発表があったようにスポーツのとらえ方が変化してきている。
登録チームの減少は単に人口減が原因ではなく複合的な要因があるのではと思う各地域
であるようについて考える時期来ているのではないかと思う。
長い間 4 種委員会に関わらせていただき無事に任期を終えることができることご臨席の
皆様に厚く御礼を申し上げる。
14:15
４．受賞報告
「平成 29 年度（一社）山梨県サッカー協会功労賞表彰者報告」
・輿石勝彦様（甲府西 Jr） ※県協会総会にて表彰受賞済み
本日藤本副会長より表彰された皆様は以下
・近藤広人様（韮崎アストロス Jr）

・内田
・風間
・水越
・藤田

淳様（若草バイキングサッカースポーツ少年団）
斉様（石和サッカースポーツ少年団）
誠様（リヴィエール FC）
徹様（VC 富士吉田ジュニアサッカークラブ）
14:18

５．新規登録・組織変更チーム紹介
■エアフォルク山梨（甲府地区） 代表者：黒田啓彰様（代理 岩崎大輔様）
・分からないことばかりですが、皆様のお力をお借りし頑張っていきたい。宜しくお願
いいたします。
■ユナイテッド韮崎ＦＣ（峡北地区）代表者：石川 翔様
・2018 年度より峡北地区にクラブを立ち上げさせていただいた。指導者としても未熟な
ところがあり皆様にはご迷惑をおかけすることもあると思いますが今後とも宜しくお
願いいたします。
14:21
＜司会者＞ これより議事に移ります。
※登録チーム数 74 出席者 58 名 委任状提出 11 名 合計 69 名、4 種規約第 18 条２項評
議員総数 3 分の 2 以上の出席（委任状含む）により総会は成立します。
６．議事
議長：堀内正明 氏（峡東・FC.SABIO）
◇指名により議長を務めさせていただきます。
◇これより議事に入ります、⑴号から⑶号まで、平成 29 年度関連の報告、決算、監査
報告となりますので一括提案させていただきます。
事務局より説明をお願いします。(議長)
(1)平成 29 年度事業報告 （小林副委員長）
※役員より総会資料の内容に沿って報告された。
・平成 29 年度 4 種委員会事業及び結果報告
・平成 29 年度活動基本方針の検証
・各専門事業報告 一括で報告
14:26
(2)平成 29 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。
・平成 29 年度各専門部決算報告 一括で報告
14:31
(3)監査報告
（風間風間監事）
※本会計及び特別会計監査の結果内容に相違ないことが報告された。
◇議長：議案平成 29 年度、⑴事業報告、⑵決算報告並びに⑶監査報告について、質問
がある方は挙手の上、チーム名と氏名を告げ質問をしてください。
■質問はなく、挙手多数により承認された。
14:32

(4)平成 30 年度役員について（石原委員長）
【理事退任者】
・小林芳昭氏（峡中地区：プレジール敷島）
・村松貴志氏（峡北地区）
・末木一幸氏（峡東地区：浅川ジュニア）
【新任者】
・戸田昭人氏（峡中地区：FC アルピーノ）
・廣瀬幸司氏（峡東地区：勝沼 SSS）
・窪田圭司氏（峡北地区：北杜 UFC）
□各専門部部員はそれぞれ各地区推薦によります。
□役員・専門部・委員会役員について、理事は役員分掌により U-12 運営委員会、リス
ペクト推進、ウェルフェア推進、食育プロジェクト等委員会を担当しています。
◇議長：平成 30 年度役員について、質問がある方は挙手の上、チーム名と氏名を告げ
質問をしてください。
■質問はなく、挙手多数により承認された。
14:34
◇議長：つづいて、平成 30 年度活動基本方針案について、事務局より説明をお願いし
ます。
(5)平成 30 年度活動基本方針案(風間副委員長)
◇総会資料の内容に沿って報告、特に説明を要することに関し担当者より説明する
・4 種指導者養成地区研修会の実施。
昨年度は甲府・郡内で実施した。今年度は他の地区において実施をする。
・少子化を見据え選手層の維持・拡大の検討委員会での定期的審議
・規定規約の見直し（望月理事）
各会場で統一された運営マニュアルによる大会実施のための見直しをする。
・ウェルフェアオフィサーの取り組み
昨年より特に力を入れて取り組んでいる。マッチウェルフェアオフィサーを配置し
大会運営にあたる。
・食育推進のための新たな取組（望月理事）
販売だけでなく、種を植えるところから収穫する農業体験、さらに食べるところま
でを食育として実施していきたい。豊富の農業法人「えべし」とのコラボを考えて
いる。
◇議長：平成 30 年度活動基本方針案に賛同いただける方の挙手をお願いする。
■挙手多数により承認された。
14:42
◇議長：引き続き、平成 30 年度事業計画案について事務局より説明をお願いします。
(6)平成 30 年度事業計画案（内田副委員長）

※総会資料の内容に沿って報告された。
・平成 30 年度 4 種委員会事業計画案
・平成 30 年度各専門部事業計画案 について一括で提案された。
・日本協会主催事業に関し、全種別において大会名が変更となる。4 種においては
JFAU-12 サッカーリーグ山梨、JFA 全日本 U-12 サッカー選手権大会山梨県予選とな
る。（石原委員長）
◇議長：平成 30 年度事業計画案に賛同いただける方の挙手をお願いする。
■挙手多数により承認された。
14:44
◇議長：引き続き、平成 30 年度予算案について説明をお願いする。
(7)平成 30 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 30 年度各専門部予算案一括で提案された。
◇議長：平成 30 年度予算案に賛同いただける方の挙手をお願いする。
■挙手多数により承認された。 （4）平成 30 年度役員、（5）平成 30 年度活動基本
方針案、（6）平成 30 年度事業計画案、（7）平成 30 年度予算案の全てが承認され
ました、総会資料の案を消してください。
14:47
(8)その他 なし
◇議長：全ての議事が終了いたしました。皆様のご協力有難うございました。
14:49
※退任役員 挨拶と記念品贈呈
・小林芳昭氏：藤本氏が委員長のころ 8 年間 4 種技術委員長を務めた。その後理事とし
て矢崎委員長、石原委員長のもと 4 種のために微力ながらお役にたてたのかなと思
う。石原委員長が関東委員長に就任しこれまでの 4 種の活動が評価されたことと嬉し
く思い起こしている。当時トーナメント戦が主流のなか、ニッサングリーンカップに
リーグ戦を導入出来たことは大変良かったと思う。今後も子どものサッカーに携わり
ながら皆さんの活躍を見ていきたい。18 年間ありがとうございました。
・末木一幸氏（峡東地区）：3 期 6 年 努めていただきました。
・村松貴志氏（峡北地区）：2 期 4 年 努めていただきました。
※新任役員
・戸田昭人氏（峡中地区理事）
小林理事の意思を継いで 4 種委員会ために努力していく、宜しくお願いする。
・廣瀬幸司氏（峡東地区理事）
皆さんにご協力いただきながら頑張っていきたいと思う、宜しくお願いする。
・窪田圭司氏（峡北地区理事）
4 種のために微力ながら努力していきたいと思う、宜しくお願いする。
14:57

※休憩の後

15 時 05 分再開する。

７．指導者研修報告会
ＪＪＰ指導者海外研修会【報告】：内藤秀俊氏（ＹＦＡ技術委員長）
①ドイツの教育制度
②シャルケ 04 育成アカデミー「クナッペン・シュミーデ」
③ドイツサッカー協会トレセン制度について
④育成年代のフェスティバル、ＴＲリーグ戦視察を通して
⑤ブンデスリーガ、ＣＬ、ＥⅬ観戦を通して
大変有意義な研修報告をお聞きいたしました。
また、総会出席者有資格者対象にリフレッシュポイント付与対象研修となりました。
16:25
８．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）
16:50
以上
議事録作成 広報部

