
一般社団法人兵庫県サッカー協会 2019 年度第 1 回定時総会 議事録 

 

１ 開催日時：2019 年 6 月 17 日（日）14 時～17 時 

２ 開催場所：神戸市立こうべ市民福祉交流センター（神戸市中央区） 

３ 社員総数 16 名  

  出席者数 14 名  

  出席社員：佐藤健太郎（尼崎）・高原 渉（北摂）・岩本忠司（西宮）・谷井恒介（芦屋）・ 

清見昌功（神戸）・溝口 薫（明石）・阿部忠彦（東播）・岸上誠司（北播磨）・ 

津田隆雄（姫路）・森川智司（西播磨）・曽我一作（但馬）・西中英伸（淡路） 

前田晋吾（社会人連盟）・潮海史彦（フットサル連盟） 

  欠席社員： 2 名 丹有サッカー協会・兵庫県クラブユース連盟（委任状提出） 

出席理事：中桐俊男・皆川広一・高濱 滋・小林 進・矢崎 勉・澤山 武・杉山幹雄・三島健義 

出席監事：林 啓司・黄瀬 晃 

   

４ 議事の進行の経過 

   開会にあたり中桐会長が挨拶を行った。 

   本日の司会者 矢崎事務局長の開会宣言と共に進行内容の説明があり、社員総会の成立 

（定款第 19 条 1/2 以上の出席）が認められた。 

５ 議長の選任 

   矢崎事務局長が、定款第 17 条の規定により議長の選任を諮ったところ司会者一任の声があり、

矢崎事務局長より社会人サッカー連盟の前田晋吾氏を指名し、満場一致をもって前田氏が議長に

選任された。 

６ 議事録署名人の選任 

   本会の議事録署名人の選任について、定款第 20 条に基づき、議長と会長が選任された。 

７ 審議状況及び報告事項 

 

第１号議案 平成 30 年度事業報告について 

 小林専務理事より、資料に基づき説明があった。（資料第 1 号議案Ｐ1～Ｐ8 参照） 

 定款に定める 12 項目を順々に記載し、また別冊「平成 30 年度事業報告資料集」にトーナメント表 

などの詳細な資料を展開している。 

 

【質疑応答】 

（神戸市 FA 清見氏） 

FUTSAL KOBE FESTA と Governor Cup Hyogo Youth Soccer に招聘する海外チームは、 

どのように決定されているか。  

（中桐会長） 

・Governor Cup Hyogo Youth Soccer は技術委員会を中心に開催し、チームも選定してもらって 

いる。また、海外在住のコーディネーターを通じ、先進地であるヨーロッパの強豪チームを 

招聘している。 

・FUTSAL KOBE FESTA は兵庫県サッカー協会は名義主催となっており、運営はフットサル 

連盟のネットワークを使って招致している。 

 

第１号議案について議長が諮ったところ、全員異議なく原案のとおり承認された。 

 

  

第 2 号議案  平成 30 年度決算報告・監査報告について 

 高濱副会長より資料に基づき、説明があった。（資料第 2 号議案Ｐ9～Ｐ21 参照） 

 特筆する事項は次の通り。 

 

トータルでは約 4億 3300万円の収入、4億 2400万円の支出により、収支差額約 900万円となった。

予算より 125万円ほど多く残る結果となり、各事業担当者の努力で、いろいろと経費節減しながら

事業を行った結果だと考えている。 

   

 【監査報告】 

黄瀬監事より、林監事とともに 2019年 6月 1日に県協会会議室にて会計監査を行い、資料 P22の 

監査報告書に記載のとおり、適正に処理されている旨の監査報告があった。 



【質疑応答】 

（神戸 FA 清見氏） 

1） 長期借入金の利息はどうなっているのか。 

  

→ 2019年 4月 1日以降からになるので、当年度決算では発生していない。（高濱副会長） 

 

2） 明石グラウンドの建設にかかる借入金として 8300万円をいっきに借りる必要があるのか。 

工事の進捗に合わせて、必要な時に借りれば利息の発生が少なく抑えられるのではないか。 

 

→ 元々、県サッカー協会の一般財源には手を付けず、JFAから受ける 7500万円の助成金と建設 

  私募債および優先利用賃貸借契約で 2019年 3月 31日までに集めるという前提で始まり、臨時 

総会でも承認をいただいている。建設にかかる費用についても、随時、支払が発生していると 

いう状況にあるということでご理解いただきたい。（中桐会長） 

 

3) 利息は誰が払うのか。県協会の一般財源には迷惑を掛けないという話ではなかったか。 

 

→ （別添の明石グラウンド収支予定を参照いただきながら）2019年度も建設債や金融機関からの

借入金にかかる利息分を支払っても約 225 万円が残る資金計画をたてており、県協会の一般財

源には影響しないということで進んでいる。（中桐会長） 

 

4) 実際に失われた元金にも利息が付くはずであるということが考慮されていないのではないか。 

 

→ 現在の利率も 0.01％と、ほぼ無いに等しい状況であり、影響は無いと考えている。（中桐会長） 

 

5)-①未払金の中身は何か。 

 

→ 給与や旅費日当、2019年 3月末に開催した事業にかかる費用など。（高濱副会長） 

 

②三木総合防災公園にかかる未払金の中で、122万円分を現物が確認できていない状態で未払い

計上していると聞いている。実際には 5 月に支払いしているが 3 月中の日付で業者に請求書を

発行してもらい、現物が納品されていないということは、資金をプールしている状況である。 

監事にも責任があると思うが、監事はそこまでチェックできない。それであれば執行責任者が

適正な処理を行うべきであるのに、なぜこのようなことが起ったのか。会計の総括責任者であ

る専務理事や会計責任者である事務局長も請求書が回ってきて初めて知ったと聞いており、誰

が指示をして行われことなのか確認したい。 

 

   → 兵庫県から受けている三木総合防災公園管理業務受託事業において、多くの収益が上がった。  

あまり多くの収益を上げると受託料単価が下げられる可能性があり、出来るだけ収支均衡状態 

であるように見せて、今後、施設内で行われる大会で、利用者の利便性の向上に役立つと思わ

れる簡易観客席やテントの購入費に充てたかった。実際には発注に間に合わず、納品されてい

ない。（中桐会長） 

 

（②の答弁を受けて）いまのやり方は節税ではなく脱税ではないかと考える。 

 

   6) 県協会において三木総合防災公園のＧＭという立場の位置づけが規程の中にあるのか。 

    

→ 無い（中桐会長） 

 

（答弁を受けて）規定の無いＧＭという立場で現場を仕切り、中桐会長が三木総合防災公園のＧＭ 

   を兼ねているからか、自由にお金を使える状態にあること自体、県協会の問題点である。 

 

7） FUTSAL KOBE FESTAは県協会とフットサル連盟の共催となっており、実質はフットサル連盟が 

運営し、県協会からは共催負担金として 200万円を支出しているが、詳細な決算報告がなされ 

ていない。以前、フットサル連盟の意思決定が曖昧で、会計が不明朗であるという指摘があっ

たが改善されていないように思うし、過去にフットサル連盟の理事長をされていた方からも、



連盟の会計内容については全く分からず、連盟の決算報告書には理事長印が押印されているが、

問題があっても責任が取れないので離れたと聞いている。また、フットサル連盟の住所は 

登記簿上、県協会や神戸市協会同じであるにも関わらず、連盟の経理書類などの帳簿類が一切、

そこには保管されておらず、誰も確認することが出来ない。そんな組織でいいのか。 

 

→ （脱税ではないかという意見を受けて）直接、請求書の内容がハッキリしないというものに 

ついては、損金算入できないという考え方を行っているので、今回の決算書における法人税の 

申告書で脱税行為が行われているかと言われると、それはないということは、まずお伝えして 

おきたい。 

  未収金や未払金などについて、2019年 3月末で締め、4月 1日以降に発生するもので大きな 

  ものについてはチェックしているが、拾いきれないものもあり、進行期中で分かったものは翌

期決算にて過年度修正しているのが現実。2019年 3月末で締めて決算書を作っていく中で判明

する未収、未払に限らず、色々なものに調整が入り、その段階で必要なものがあり計上すると

いう行為は手続きとしては問題ない。ただ、中身としてどういう意図をもって行われたかとい

うことは決算とは違う次元の話であり、切り離して議論していただきたい。（高濱副会長） 

 

   （高濱氏の答弁を受けて）未払金というのは 3月末時点で確定し 4月以降に支払うものであって、 

今回の 122万円については 5月になって、3月 25日に日付を遡って業者に請求書を作成して 

もらい、現物の納品確認が出来ていない状態でお金が支払われており、決算と切り離してとい 

う議論にはならない。決算調整についての考え方はよく分かるが、今回の行為はそうではない

と考える。（清見氏） 

 

→ フットサル連盟の決算報告については、連盟のホームページに掲載しており、FUTSAL KOBE FESTA 

の会計報告についても、その中に支出科目の内訳等を記載している。（中桐会長） 

 

（中桐氏の答弁を受けて）ホームページに掲載しているのは分かるが、県協会との共催事業であり、 

  報告があるべき。県協会会長の中桐と県フットサル連盟会長の中桐という同一人で双務契約を 

結んでいることにも疑問を感じる。 

事業の覚書の中には事業終了後に支払うという記載があるにも関わらず、実際には 6 月 8 日に

支払われており、覚書の内容が守られていない。覚書を交わすことは誰の意思決定があり、組

織として決定したのか。規程も経理もルーズすぎる。理事にも責任があり、社員も総会を通し

た責任を負うことになる。誰も知らない状態で行われていて、会長に責任があるということで

あれば求償権を組織の中で起こせばよい。 

 

8) 明石大蔵海岸のフットサル場について、神戸新聞事業社と県協会で契約し、フットサル連盟と 

明石協会で運営している。県協会が運営を委託に出すことは問題ないが、なぜフットサル連盟 

が GM費 5万円や事務費 5万円をとるのか。そこで得たものは連盟でどのように計上されている 

のか。 

 

→ (GMという立場で)フットサル連盟は明石大蔵海岸の施設で職員 4名を雇用し、そこをコントロ 

ールしており、明石協会との調整も行っている。（中桐会長） 

 

規程の中には、組織や建物の維持管理については県サッカー協会が行い、施設の運営やお金の

部分についてはフットサル連盟が管理するということが書かれているにもかかわらず、実際に

は神戸新聞事業社から県サッカー協会に委託料が支払われており、取り決めしたことと違うこ

とがなされているという事実がある。また、神戸新聞事業社からの委託料はスルーする形でフ

ットサル連盟に支払うだけなのに、なぜ 5万円という GM費を取るのか分からない。フットサル

連盟関係者もお金の流れが分からず、帳簿もどこにあるか誰も分からないと言っている。 

（清見氏） 

 

   フットサル連盟の帳簿はどこにあるのか。（皆川副会長） 

 

 → 自宅に置いている。いつでも出します。（中桐会長） 

 

 



会計のことを会長しか知らないという組織はあり得ない。聞かれて出すのではなく、自分から 

オープンにするのが NPO法人である。兵庫県サッカー協会もフットサル連盟も自分の意見で 

何とでもなると考えているのではないか。現在は相互チェックがかからない状況となっており、 

組織としておかしい。（清見氏） 

 

今なされている議論は整理しないと時間だけが過ぎて行っており、第 2号議案とは別の問題 

だと思うので、別の形で話したほうがいいのではないか。（明石 FA 溝口氏） 

 

我々は社員であり、株式会社で言うと株主にあたる立場である。社員が総会で理事を選んで 

いるので、我々にも責任がかかってくるものであり、別問題ということにならないと考える。 

（淡路 FA 西中氏） 

 

今回のことが神戸市 FA から出て来なかったら分からなかった。これをそのまま通してしまっ 

て議決するというのはおかしい。（東播 FA 阿部氏） 

 

未払金のことについては小林専務理事が会計の総括責任者になっているが、現物を確認しない 

まま、言われるがまま支出しており、何もチェック機能が効いていないのではないか。（清見氏） 

 

→ 業務執行理事として専務理事の責任でサインをした。自分が現物をひとつひとつ確認しながら 

サインをするということは難しく、三木に係るものについては三木の職員に確認させて支払 

いを行っている。今回、現物の確認は出来ていないが、中桐会長から購入品目と使途内容等に

ついて聞き取りを行い、承認のサインをした。 

総括責任者として承認した私に責任がある。（小林専務理事） 

 

業者とつるめばどうにでもなるということ。このまま納品されなくても、だれもチェックする 

ことなく進んでいく。（清見氏） 

 

その物が必要であるかどうかは誰が判断して、誰と決めたのか。（北播磨 FA 岸上氏） 

 

   → 三木の事務所内にいる何人かで決めた。誰だったかということまでは覚えていない。（中桐会長） 

 

     会計処理も含めて事実関係を明らかにする必要はあるが、決算については 6 月末までに作ると 

いうことが定款にも謳われており、今回の件がどういう経緯で行われ、今後どうしていくのか 

ということを出してもらい、会を開く必要であるということであれば臨時総会を開催し、持ち 

回りでもよければ、そのようにさせていただければと思うが如何か。（高濱副会長） 

      

     決算の中身については調べて行けば分かることであるが、組織体制や考え方など根幹に関わる

部分については 6 月末までという期限を切って考えていく問題ではない。（清見氏） 

      

   設備関係については、金額に応じて役員会で決済するとか、会計責任者が決済するということ 

を決めておけば、歯止めもかかるのではないか。（姫路 FA 津田氏） 

 

自分も以前に理事として理事会に出ていた。会議では資料の説明があるが詳細が分からない。 

内容の詳細が分からないので議論も殆どされず、理事会として機能していないと感じていた。

（北播磨 FA 岸上氏） 

 

疑義のあった内容についてはしっかり調べて明らかにし、決算報告書を 2019 年 6 月末まで 

に作成し、ご指摘いただいた運営体制改善に関する執行側の策を検討する場所の設定につい 

て、改めて御報告させていただくことでご了承いただきたい。（高濱副会長） 

 

 

議長より、第 2 号議案については差戻しとし、日を改めて再審議する旨が宣言された。 

 

 

 

 



第 3 号議案  次期役員選考委員会の設置について 

 小林専務理事より、資料に基づき説明が行われた。 

   

 【質疑応答】 

   委員の選出について、都市協会は順番制ということは理解したが、理事からの 4 名はどのように 

   決めるのか。（神戸市 FA 清見氏） 

 

 → 理事 4 名は理事会で選出する。（小林専務理事） 

 

   県サッカー協会の組織体制に疑問があるということを議論したばかり。委員会の設置に関しての 

みこの場で諮り、あとは任せてというやり方は納得がいかない。候補者が選びに適正かどうか、

社員も判断できるような人を選び、この人たちで委員会を構成しますということが報告されるの

が当たり前で、委員会設置後のことは委員会に任せてというのは、今回、私が疑問を呈したサッ

カー協会の在り方については全く改善しようという姿勢が見られない。（清見氏） 

 

 → 今回の提案については従来のやり方を踏襲しているが、問題があるということであれば、社員の 

皆様に論議していただきたい。（小林専務理事） 

 

事業の継続性などを訴えられるが、まず選考委員会の委員は理事からより正会員からの数を増や 

さなければ、今のサッカー協会の組織改革は出来ない。理事から 2 名、正会員から 3 名でどうか 

提案したい。（清見氏） 

 

今までのやり方に何か問題があったのか。（西宮 FA 岩本氏） 

 

 → 今までの選考委員会では理事の発言力が強すぎて、それで決まっていってしまうという実態があ 

るので、今回の提案をさせていただきたい。（清見氏） 

 

  第 3 号議案について、神戸市 FA 清見氏より動議が提出されたことにより、議長が出席者に諮った 

ところ、過半数の反対をもって動議は否決され、改めて原案の内容で出席者に諮ったところ、過半 

数の賛成をもって、原案のとおり承認された。 

 

その他  兵庫県フットボールセンター明石グラウンドの銀行融資について 

  中桐会長より 

明石グラウンドの整備費について 2019 年 1 月に行われた臨時総会において提案したが、資金 

調達の見込みが甘く、現在、約 5,200 万円が不足している。（公財）日本サッカー協会から受け 

る助成金についても整備資金の不足分は銀行融資を受けることが条件となっている。 

銀行に融資を依頼したが、担保として兵庫県サッカー協会の口座を融資額と同額分、凍結すれば 

1.5％の金利で融資するという話になっている。これについて理事会で諮ったところ、現在、県協 

会に 1 億 6 千万円の現金があるので、そこから資金を調達し、銀行融資を受けた場合に支払う 

1.5％の金利分を、本会計に繰り入れていってはどうかという意見が出たので、本総会で県協会の 

本会計から、一旦、資金を借りることについて提案させていただきたい。 

 

【質疑応答】 

  銀行融資を受ける場合、同額分、口座が凍結されるという説明であったが、5,200 万円分の 

  口座が凍結されてもやっていけるのか。（但馬 FA 曽我氏） 

 

   → 現在 1 億 6 千万円の現金があり、資金繰りについては影響を及ぼさない。（高濱副会長） 

 

第 1 案：融資額と同額を担保として預金に積み、1.5％の金利で銀行から融資を受ける。 

 第 2 案：本会計から支出し、返済と同時に金利見合い分を繰り入れる。 

 

本件について議長が諮ったところ、第 2 案が出席者全員の挙手をもって承認された。 

 

前田議長より、以上をもって、平成 31 年度第 1 回通常総会のすべての議事が終了したことが宣言さ 

れた。上記の決議及び報告事項を明確にする為、議事録署名人である議長及び会長はこれに署名押印 

する。 



2019 年 6 月 17 日 

 

一般社団法人兵庫県サッカー協会 2019 年度第 1 回定時総会  


