
一般社団法人兵庫県サッカー協会 2020 年度第 1 回定時総会 議事録 

 

 

１ 開催日時：令和 2 年 6 月 14 日（日）13 時～16 時 45 分 

２ 開催場所：こうべ市民福祉交流センター（神戸市中央区） 

３ 出 席 者：社員総数 16 名 うち出席者数 16 名  

出席社員：佐藤健太郎（尼崎）高原 渉（北摂）岩本忠司（西宮）西田俊一（芦屋） 

清見昌功（神戸）溝口 薫（明石）水野 修（東播）岸上誠司（北播磨） 

津田隆雄（姫路）森川智司（西播磨）山口修作（丹有）松井隆典（但馬） 

西中英伸（淡路）前田晋吾（社会人連盟）新開英幸（クラブユース連盟） 

榎原徹夫（フットサル連盟） 

 出席理事：中桐俊男 皆川広一 高濱 滋 三木谷研一 小林 進 岸田直美 澤山 武 

笠原弘樹 中山 剛 嶋 克己 杉山幹雄 

出席監事：林 啓司 黄瀬 晃 

オブザーバー：時枝信康（北摂）半田 篤（芦屋）小林茂幸（神戸）岡部信雄（キッズ委員会） 

   

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。 

    コロナが落ち着き、ようやく普通の生活が出来るようになってきました。新たな生活様式に沿

いながら、サッカー活動が円滑にできるよう、皆さんで議論して頂きたいと思います。 

 

本日の司会者 小林専務理事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 

   小林専務理事が、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、

小林専務理事より NPO 但馬サッカー協会の松井隆典氏を指名し、満場一致をもって松井氏が議

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 審議事項及び報告事項について 

   小林専務理事より、事務局長が欠席し、議案の一部で詳細な説明と質疑に対して十分な回答等が

出来ない部分が出てくる可能性があるため、予定していた第 3 号議案、第 4 号議案、第 5 号議案

は臨時総会にて提案させて頂きたい旨の申し出があった。 

 

芦屋 FA 西田氏より、オブザーバー出席の都市協会参加者も、議事進行を妨げないという前提の 

元、質問の機会を与えて頂けないかとの提案があり、議長が出席社員に諮ったところ、全社員 

(都市協会・連盟)同じ条件で対応するということで、本提案が全会一致で承認された。 

 

第１号議案 2019 年度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「2019 年度事業報告 各活動報告資料」に詳細な

事業報告内容を記載している。 

  今年度は、新型コロナウイスル感染拡大防止に伴い、中止・延期となった事業が複数あることは、

ご了承頂きたい。 

 

第 2 号議案  2019 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。 

 約 5億 1,500万円の収入、4億 2,400万円の支出により、収支差額約 9,100万円となった。 

明石に整備したフットボールセンター整備に対する JFA助成金 7,500万円、ヴィッセル神戸の

活躍で県内での天皇杯主管試合数が増えたことによる収益増、また、三木総合防災公園で陸上



のフランス代表合宿やラグビーワールドカップ 2019 でのスコットランド代表合宿による使用

料の増収が大きく係わっており、フットボールセンターの JFA助成金を省けば、予算より減収

となっている。 

 ガバナーカップ等、海外チーム招聘にかかる費用の一部について、ヤンさんと言う代理人の方

へ支払っているもので、未精算のものが 800万円程ある。 

 明石のフットボールセンターについて、数値の見た目は 400 万円程マイナスとなっているが、

減価償却費 800万円が入っているため、当期としては 400万円の黒字である。 

 前受金のうち 1,000万円について、三木総合防災公園運営管理受託事業で得た当期の収益から

1,000 万円を振替している。当初予算より大きく収益が上回る場合は、次年度の委託費が減額

されることがあるが、2020年度に陸上トラック改修工事での施設利用停止期間に伴い減収が予

想されており、小林専務理事を中心に施設所有者である兵庫県と協議し、当期の収益 1,800万

円のうち 1,000万円を 2020年度の収益として計上することを認めて頂いたものである。 

 

 

 【監査報告】 

林監事より、黄瀬監事とともに 2020年 5月 23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】 

（芦屋 FA 西田氏） 

ホームページリニューアルに関する費用は、何処から支払われているか。 

→着手金として費用の半額を 2020 年度事業の前払金で処理している。（高濱） 

 

当初予算には無かったもので、300 万円を使うことに疑問がある。 

→予備費からの支出。予備費は予定外の支出に対応するために充当することが認められており、 

  総会でも承認されているので、問題無いと考えている。（高濱） 

 

中桐会長がプールしていたお金という話もあるが。 

→この予備費は2年前の収益金の一部を関係者の方々にジャージを作って配布しようと考えて 

 計上していたものであり、個人的にプールしていたものではない。ジャージ不要論があり立 

ち消えになってしまったが、そこから支出されたものである。（中桐） 

→あくまで今後役立つものを購入するためにということで、協会として了解を得て置いていた 

 ものであり、個人がどうこうという性質のものではない。（高濱） 

 

（神戸市 FA 清見氏） 

兵庫国際ジュニア大会などでヤンさんに支払った数百万円は、いつ回収する予定であるか。 

→80％のキャンセル料支払いが必要であるという部分があるが、残金は 7 月に来日され、返金 

予定となっている。（高濱） 

  

   フットサル登録費ではサッカーの登録費と違い、チーム登録費のみが計上されているが選手登録 

費はどうなっているのか。フットサル事業における事業費の使い方を教えてほしい。 

    →フットサル登録費は、予算では県協会が得るべきお金が実質的な金額で計上されているが、

決算では JFA 等へ支払うお金を総額として計上されている。収益は決算書記載の実際損益約

75 万円。 

事業費について、フットサル登録事業ではチーム登録料だけで収入は少ないが、他の種別と 

比べて県協会が負担する費用も少ない事業であるということでご理解いただきたい。（高濱） 

   

P20 の赤字部分 1,990 万円と内部損益消去の 127 万円の意味を教えてほしい。 

→作表上出てきている数字で、すぐに回答出来ないが、確認して後日、事務局より回答させて 

 いただきたい。（高濱） 

 

 



toto 事業で事業が中止になったが、支出が計上されているが何故か。 

→ポスターやプログラム製作等、大会前に必要な費用が発生しており、toto からの支弁は無い 

が、県協会が負担すべき金額として計上している。（高濱） 

 

   フットサルフェスタなどは国際交流事業に入っていると思うが、複数の事業がまとめて計上され 

ているため、もう少し詳しく説明すべきではないか。 

→フットサルフェスタは国際交流事業の中から支出しており、運営はフットサル連盟にお願い 

 している。（小林） 

    →今回配布が漏れているが、例年提出している予算の基礎表を見て頂ければ、ある程度理解 

して頂けるのではないか。（中桐） 

 

ヤンさんへの支払いについて、今回はコロナウイルスの影響があったこともあり、80％のキャン 

セル料は厳しいのではないか。事務局としてもう少し交渉すべきではないか。 

→国際交流事業として計画していた欧州遠征は、ANA にて航空券を手配していたため、一部  

 手数料を除き、ほぼ全額が返金されたが、今回はルフトハンザ航空等、海外の航空会社のチ 

 ケットを手配しており、航空会社の約款により 80％キャンセル料が発生することをご理解頂   

 きたい。ヤンさんには実際に航空会社に支払った領収書等の証拠書類を提出するよう求め 

ている。（小林） 

 

事業中止の可能性があることも加味して、今後はキャンセル料がかからない範囲で判断すべきで 

はないかと考える。 

 

 

第１号議案および第 2 号議案について議長が諮ったところ、全会一致で原案のとおり承認された。 

 

 

【報告事項】 

①調査委員会（旧第三者委員会）報告 

   林委員長より、資料を参照しながら調査報告があった。 

   本委員会は当初、「第三者委員会」として立ち上がったが、実態は内部での調査であり、第三者 

ではないので「調査委員会」とした方が良いと JFA より助言を受け、名称を変更したものである。 

 

（芦屋 FA 西田氏） 

 三木総合防災公園での物品購入については、昨年の臨時総会で関係書類も提示され、解決したと

理解していたが、何故また調査したのか。 

 第三者委員会は内輪で解決しようという事であったのに、JFA まで話が伝わったことに疑問を

感じるし、JFA から指導を受けたということであるが、第三者委員会という名称を決めたのは

県の総会であって、JFA の助言をそのまま受け入れる事にも疑問がある。 

 フットサル連盟に関わる書類が主たる所在地に保管されていなかったという報告があったが、ど

この協会も一つの場所（会長宅など）に全ての書類が備えられている訳では無いと思う。 

 会長に対して誰も意見が言えない雰囲気があったとの報告があったが、言わない方もおかしい。 

 

（フットサル連盟榎原氏） 

 今回の報告書では、客観的事実が一部しか記載されておらず、証言や証拠などを具体的に明記し

て貰いたい。また調査委員会として結論を主体的に分かりやすく示して貰いたい。 

  

（神戸市 FA 清見氏） 

 自分も調査委員会メンバーであるが、西田氏から指摘のあった三木総合防災公園への物品納入の

件については、当初ヒアリングして確認した内容と違う発注・納品となっていた。書類は辻褄

合わせで作成されていると感じ、改めて調査させて貰った。 

 

（西宮 FA 岩本氏） 

 今回はサッカー仲間同士での調査であり、調査する側もされる側も、大変しんどかったのではな

いかと感じている。今回で収めて、協会として先に進むべきではないか 



 （芦屋 FA 西田氏） 

 理事会で理事は物を言う責任があり、言わないことの方に責任があるのではないか。 

 明石のフットボールセンターについて、相手が役所であったりして時間的制約やタイミングを 

外すと出来ないこともあるので、コンプライアンスを守らないといけないということもあるが、 

ある程度は会長決裁で物事を決めていくというのはあっても良いのではないか。今回、建設が 

決まってから竣工までのスピードがとても速かったことは、中桐会長が中心となって明石協会 

とも連携しながら進めてきたからこそ出来たものだと感じている。 

 

 （林委員長） 

 明石のフットボールセンターがスピード感を持って建設出来たことは中桐会長の功績であると

感じているが、業者選定委員会があるにもかかわらず誰にも説明がないままフットサルコート

の業者を決定したことなど、組織の長としては問題があったのではと考える。 

 

（中桐会長） 

選定委員会は、元々、業者選定ではなく人工芝の選定をしてもらうために作ったものである。 

自分は JFA の施設委員会委員で人工芝担当でもあったので、人工芝のことについては専門家で

あると自負している。他の施設からも情報を得て、ゼネコンでは無く民間に発注した場合の施工

費の相場もある程度は把握していた。 

選定委員会は 5 人で構成されており、3 社の業者からプレゼンを受け、評価してもらった結果、

2 社に対して自分以外で 2 対 2 となった。違いは人工芝のゴムチップが天然樹脂か人工樹脂かと

いうことで、自分としてはどちらも捨てがたかったが、最終的にサッカー場は金額が安価であっ

た方に決定した。ただ、評価が 2 対 2 と別れたように、天然樹脂、人工樹脂のどちらもあるべき

ではないかというのが皆さんの思いであると受け止め、それであれば「落選した方の業者に、改

めてフットサル場だけを施工した場合の見積もりを取りますね」と、その場で合意を取って進め

たものであり、決して独断で決定したものではない。また値引きについても、直接値引きをして

欲しいと言ったわけでは無く、高い金額では難しいので考えて出して下さいということを申し上

げて業者が出てきた金額で、サッカー場の施工を依頼した業者が元々出してきていた見積額より

も安価であったため決定した。自身としては、最終決定は会長の専決事項であると考えて決定し

たものである。 

 

 （林委員長） 

選定委員の方々にヒアリングを行ったが、最終判断を会長に一任して欲しいというような内容の

事を聞いた方はいなかった。古い話で記憶が曖昧であるということもあったかもしれないが、決

定した後も、こうだったからここに決めたという報告が無かったのは問題であったと考える。 

 

 （中桐会長） 

委員の皆さんに報告できていなかったことは申し訳なかった。 

 

（北摂 FA 高原氏） 

報告書からは、個人的な不正は無かったと読み取った。ただしプロセスとしては疑いが残る部分

もあったため、改善する余地があるのではと受け止めている。 

 

（明石 FA 溝口氏） 

 明石のフットボールセンター整備には明石協会も若干関わり、中桐会長が苦労されて、安くて良

いものを造ろうと行動されていたことを見てきており、決して個人的にどうこうしようとしたこ

とはないと皆さんにも理解頂きたい。今回の報告書を元に、今後、県協会のどこをどうしたら良

いかという提言をどこかの機関でまとめて貰い、それをもって議論するという方向に持って行っ

て貰いたい。 

 

（北播磨 FA 岸上氏） 

   過去の理事会は、各種別委員長や専門委員長が理事で、理事は自分の関わっている委員会の報告

だけで他の委員会への意見などは出ていなかった。現在の理事会はそうではなかったと感じてお

り、このやり方は継続すべきだと思う。今回は、単に会長による理事会での報告義務が果たせて



いなかったということ。中桐会長は協会への貢献と要職を長年歴任されて来られたので、そろそ

ろ引退されてはどうか。また会長が報酬を貰っていることには疑問がある。 

 

（西播磨 FA 森川氏） 

   今回の報告書を確認した上では、中桐会長に重大な過失は無かったと理解した。改善すべき事項    

   があったかもしれないが、そのようなことも考慮したうえで次期新体制を決められると思うので、 

新体制になった際には、執行部は今回の様なことを二度と起こさないという気持ちを、この場に 

いる全員が認識して次に進めて貰ってはどうかと考える。 

 

※ここで 15 分間の休憩に入った。 

 

 

【15 時 45 分 報告事項再開】 

  西播磨 FA 森川氏より、調査委員会の件は今回の報告をもって議論終了を了承してはどうかという 

提案がされた。 

議長が諮ったところ、賛成多数により、本件の終了が承認された。 

 

 

  次期役員選考委員会の委員長である皆川副会長より、次期役員の選考過程について報告があった。 

 

理事総数変更の提案について、定款・組織等見直し検討プロジェクトが１回しか開催できていな 

いにもかかわらず総会の議案に入っていることに指摘があった。選考委員会でも議論し、20 名枠 

と25名枠の名簿を用意している。選考委員会と並行して調査委員会が行われていたこともあり、 

今回の調査報告を受け、役選委員会として中桐会長の進退も伺ったうえで、臨時総会でお示しで 

きる体制で臨みたい。 

 

  

 

松井議長より、以上をもって、2020 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。 

 

 

議事終了後、小林専務理事よりその他、報告事項について資料に基づき、説明があった。 

 

 

16 時 45 分 本会終了 


