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一般社団法人兵庫県サッカー協会  2020 年度第 2 回臨時社員総会 議事録 

 

開催日時 : 令和 2 年 9 月 6 日(日) 14：02 ～ 17 : 05 

開催場所 : 三宮コンベンションセンター 503 号室 

出席社員(敬称略) : 正会員総数 16 名 出席者数 15 名  

高原渉(北摂),岩本忠司(西宮),西田俊一(芦屋),小林茂幸(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), 

嶋克己(但馬),西中英伸(淡路),前田晋吾(社会人連盟),新開秀幸(クラブユース連盟), 

中桐俊男(フットサル連盟) 

オブザーバー : 永濱和紀,岡部信雄,松井隆典,半田篤,和田剛直,小林進,昌子力,笠原弘樹, 

榎原徹夫,杉山幹雄,三谷英司,中江敏行 

欠席社員 : 尼崎 ※無効票となった 

出席理事 : 三木谷研一,清見昌功,皆川広一,仲義之,中山剛 

出席監事 : 榎崎洋 

欠席監事 : 黄瀬晃 

事務局 : 高本直美,川崎秋仁,川原田和也,藤原はるな 

 

議事の進行の経過 

 

開会にあたり、三木谷会長が挨拶を行った。 

お忙しい中、お集まり頂きありがとうございます。コロナウイルス感染防止対策として、

経済産業省からもなるべく株主総会等は短縮するようにと通達が来ている。感染リスクも

考え、効率的な議事運営にご協力をお願いします。 

 

 本日の司会者中山事務局次長より、開会宣言と社員総会の成立（定款第 19 条 1/2 以上

の出席）が認められた旨、報告された。 

 

1. 議長の選出 

 中山事務局次長が、定款第 17 条の規定により議長の選出を諮ったところ、司会者一任の

声が上がり、中山事務局次長より特定非営利活動法人西播磨サッカー協会森川智司氏を指

名し、満場一致をもって森川氏が議長に選任された。 

 

(西播磨 FA 理事長 森川氏) 

 3 月に開催されるはずの定時総会が 6 月に開催され、さらに 2 度の臨時総会と度々集まっ

て頂いた。新体制が決まり進んできている中で、まだ人事案件が出てきている。コロナ禍の

中で自由にサッカーが出来ておらず、兵庫県協会としてその議論を高めていかなくてはな

らないが、まだその域まで達していない。with コロナ after コロナと言われる中で、いかに

兵庫県としてサッカーを進めていくかということを、建設的に活発的に議論を進めていく

必要がある。本総会が建設的にまた円滑に進むようにお願いしたい。 
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審議に入る前に、西宮サッカー協会岩本会長より報告がされた。 

 ・専務理事あるいは理事長には連絡があったと思うが、正会員に対して役員人事案件の決

定報告がされていない。 

・6 月 28 日定時総会にて理事が承認されたにも関わらず、2 名の名前が無い。 

 ・総会時の質疑応答の中でアパルトヘイトについて、その時散会時に、議長が事務局とし

て適当な処理をするといったが何の報告もされていない。 

 上記の審議事項について、8 月 5 日に 8 月 16 日に臨時総会を開いて欲しいという請求を

し、翌日には 8 月 16 日臨時総会への出欠確認が行われた。8 月 8 日に会長より招集の理由、

議事は明確にして頂きたい等の文章を受け取り、8 月 11 日には、会長より臨時総会の招集

は事務局が判断し行ったものであるため、全て取り消しするとのメールが届いた。8 月 13

日に再度、本総会に上程してほしいということを請求したが、議案書に審議事項についての

記載がない。 

・２名の理事の退任理由そしてアパルトヘイトのその後のあり方について、どうなったの

かが抜けております。お答えいただきたい。 

以上のことについて今、説明頂けないのであれば、審議事項に加えていただきたい。 

 

(仲専務理事) 

 ・定款第 16 条第 1 項により、請求後すぐに理事会開催可否の日程確認を行った。理事の

過半数が出席できる日程がなく、理事会が開催できないため、本来予定していた 9 月 6 日

に総会を開くという判断となった。時間がない中での理事会、臨時総会開催の日程確認であ

ったため、会長の確認を取る前に事務局が判断した。皆様にはご迷惑をおかけし申し訳なか

った。 

・理事として承認された大西氏、矢崎氏 2 名の名前がないということについて、大西氏は

理事会の中での意見の相違、矢崎氏は責任を取っての辞任である。 

・差別発言については矢崎氏個人のことであり、事務局とは関係ないという判断を行って

いる。これについて、責任をとって辞任された。 

 

(芦屋協 FA 西田氏) 

 ・尼崎サッカー協会中谷会長から伝言を聞いている。佐藤前会長が亡くなり偲ぶ会が行わ

れていている。私からの提案として黙祷を行って頂きたい。 

 

(北播磨 FA 岸上) 

 今回の議案とは無関係であるため、議案を進めて頂きたい。 

 

(芦屋協 FA 西田氏) 

 サッカーで知り合った仲間を大事にしたい。敬意を表すことも一つ方法ではないかと思

う。 

 

(議長 森川氏) 



3 

 

 偲ぶ心は皆さんお持ちだと思う。限られた時間の中での議論となるため先に議事を進行

させて頂く。 

  

(芦屋協 FA 西田氏) 

 決算等の通常総会は理事会を通したものになるが、社員から開催請求があった総会は理

事会を通さなくていいと考えているがいかがか。 

 

(仲専務理事) 

 ・社員が総会開催の請求することは問題なく、権利もある。 

 ・本総会に上程する議案を審議するため、先に理事会を開く必要があった。 

 

(芦屋協 FA 西田氏) 

 理事会は絶対ではなく、今回の場合はということですよね? 

 

 

(議長 森川氏) 

 これ以上は水掛け論となる。権利として総会開催の請求はできる。 

 議案を進めさせて頂く。 

 

2. ➀第１号議案 理事の選任(追加)及び解任について 

仲専務理事より資料に基づき説明された。 

 

(明石 FA 溝口氏) 

 理事の追加選任は役員選考委員会から出てきた案か。 

 

(清見副会長) 

 審判委員会・4 種委員会から欠員が出たが、それぞれで推薦があった。新たに役員選考委

員会は開いていないが役員選考委員会の中で方針が決められており、その方針に基づき選

任、理事会に諮った。 

 

(明石 FA 溝口氏) 

 役員選考委員会には 2 名が辞任した連絡、その後の相談等は行ったということか。 

 

(皆川副会長) 

 6 月 14 日・28 日で役員選考委員会としての役割は終了している。 

 

(清見副会長) 

 今回新たに役員選考委員会を開いてはいないが、方針に基づき選任し理事会に諮った。こ

れは役員選考委員会にかけて総会にあげるということと同じ効果があると理解しており、
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上程させて頂いている。 

(芦屋協 FA 西田氏) 

 ・役員選考委員会から各種委員長を理事にということであるが、広報・医科学等から入っ

ておらず、コロナウイルスのこともあるため医科学から入れるべきではないか。また都市協

会からも入っていない。 

 ・役員選考委員会にも入っていた半田氏から、西宮サッカー協会杉山氏は辞退したいとい

うことで理事に入らなかったが、杉山氏自身はそのような事は言っていないということで

あった。したがって杉山氏を再度理事候補にあげて頂きたい。 

 ・各種別の長が理事になるということであるが、4 種委員長の仲氏が専務理事になったか

らといって、委員長ではない方を理事にするということは、役員選考委員会の方針とはずれ

ている様に思う。4 種ではない別の委員長を理事にするべきではないか。 

 ・中江氏が三木の管理者になったとの報告を受けていない。理事ありきというのは違うの

ではないかと思う。 

 

(清見副会長) 

 次期役員選考方針ということで、世代交代も視野に若手を推薦する、女性を推薦する、各

種別から現場を熟知した方を推薦する等の項目が記載されたものを頂いている。今までは

社員の中から理事になるという話があったかもしれないが、今回その様な選考方針では行

わないと聞いている。選考方針は理事会に諮り、役員選考委員会がこれに基づき行っている

と聞いている。山本氏・三谷氏に関しては種別委員会からの推薦であり、基準に則っている

という理解でいる。中江氏に関して三木の責任者は、兵庫県園芸公園協会から理事が望まし

いということを前専務理事から聞いた為、責任者として勤務して頂いている中江さんを理

事に推薦するということである。 

 

(議長 森川氏) 

 役員選考委員会について、2 年に 1 回役員改選期に合わせて立ち上げられたものであり、

さきの総会終了時点で任務は終了している。追加の案件に関しては、理事会に諮り承認を得

られているということ。 

 

(神戸 FA 小林氏) 

 ・役員選考委員会は 6 月 28 日をもって役割は終わっている。今回欠員が出たということ

で山本氏・三谷氏の追加を行うということであれば、再度役員選考委員会を開き、その中で

議論した結果を本総会で報告すべきではなかったかと言うのが私の意見です。 

 ・中江氏に関して、責任者は理事であることが望ましいということであればなおさら、6

月 28 日あるいは役員選考当初の名簿に記載があるべきではなかったのか。 

 

(北摂 FA 高原氏) 

 再度役員選考委員会を開くのか、このまま決を採るのか。後者であれば社員として 1 名

理事候補者に推薦したい方がいる。議事の進め方を決めて頂きたい。 
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(西宮 FA 岩本氏) 

 杉山氏の名前が理事に残っていないことについて、前回の総会の中で理事候補に残して

おきたい方がいるということを発言している。人で判断するのではなく、どういった業務が

あるからこの方が適任である、という進め方が本来の選任の仕方ではないか。兵庫県フット

ボールセンター明石グラウンドについて、非常に協会の中でも統一的な見解で進んでおら

れる。西宮の甲子園浜の方に、大規模な施設をつくるという兵庫県の方針と西宮市行政の方

針は全く合致している。ただコロナウイルスや財政の関係で若干延びておりますが、構想は

市も一切却下していない。そういった関係の中でいつになるかわからないが、非常に現場に

精通するものとして、西宮サッカー協会の杉山氏を入れて頂きたいと思っていた。本人に理

事としての名前がないことを確認したところ、自分（杉山氏自身）で辞退したわけではない

という説明をもらっている。というのも、市の施設整備について非常に兵庫 FA の方にお世

話になった。市議会の一般質問の本会議でこの件について質問もあったため、当時の中桐会

長に傍聴に来ていただき、市長とも何度もお会いしている。当時の中桐会長、小林専務理事

は、いいところまでいったが市長の勇み足ということで延びている。ですから人でなく、仕

事があるからこの人を入れないといけないという気持ちを本当に持っている。 

 

(姫路 FA 津田氏) 

 個人的な意見を聞いていてはきりがない。選考方法として手続き上問題はないので議事

を進めてはどうか。 

  

(フットサル連盟 中桐氏) 

 医事の関係が入るということは多様性という中で重要ではないか。各協会も理事に医事

が入られていることが多いかと思うが、関西サッカー協会・日本サッカー協会でも同様であ

り、兵庫県サッカー協会では医事が理事として入っていないのはおかしいのではないか。選

考の中に医事を入れて頂きたい。 

 

(オブザーバー 半田氏) 

 役員選考委員会の一員であったということで意見を述べたい。役員を選考するにあたり、

指針・方針を決めた。今までは選考委員会委員になった都市協会からの 3 名が理事候補に

入っていたが、それをやめようとなった。都市協会から理事を推薦するかの判断は 13 都市

協会の理事長会で話し合った結果、1 名入れたいということになり、私から杉山氏を推薦し

たが、最終的には皆川選考委員長に一任した。今の話を聞く限り、矢崎氏が嘘をついて杉山

氏は辞退するということで決まったのであれば、選考委員会委員としてとても腹が立つ。更

に腹が立ったのが、三木谷会長と矢崎氏は役員を決めるにあたって、中桐前会長が残るので

あれば辞めるということの発言をされた中で役員選考委員会が進んだ。中桐氏降ろしあり

きで選考委員会に事務局が入っていることが考えられなかった。今、協会が揺れているのは、

全てそこからである。 
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(議長 森川氏) 

 理事会から 3 名提案されているが、社員の中から 2 名、理事候補者として新たに追加提

案されるのであれば、総数で理事定数 25 名を超えるため、理事会で諮られてきたものが、

手続き上、無効となる。 

 

(丹有 FA 山口氏) 

 ・動議として提案し受け付けるのであれば、定款の変更から入る必要があり、臨時総会が

成立しないということになる。 

 

(議長 森川氏) 

 定款の変更までは必要なく、得票数の多い方から 3 名選出するまでである。 

 

(明石 FA 溝口氏) 

 社員が推薦した 2 名も入れて計 5 名、内 3 名が理事に選任というやり方はどうか。 

 

(東播 FA 水野氏) 

 ・理事から提案された議案に社員が個々人の意見を入れて提案するとなると、収拾がつか

なくなるのではないか。理事よりも社員が上だからということで個人の意見を述べるので

あれば、ボトムアップしようとしている理事の方々の苦労も残念だという思いになる。議長

の判断で決を採り、その人物が理事として納得ができないということであれば、否決という

姿勢で採決されてはどうか。 

 

(芦屋協 FA 西田氏) 

 順序を踏んでいないのであれば、改めて時間をかけて選考するべきではないか。 

 

(フットサル連盟 中桐氏) 

 基本的に社員総会で役員選考委員会を設置して理事を決めており、理事会では報告のみ

行ってきた。今回就任された理事の個々人は理事会を通らず、役員選考委員会から推薦され

た方々である。 

 

(議長 森川氏) 

 理事会での手続きも経て議案として上程されたものに関して、採決を取る必要がある。 

 

(芦屋協 FA 西田氏) 

 尼崎協会の表決について議長委任ということであったが、西宮協会の岩本会長に委任し

たいということを聞いている。兵庫県協会事務局に連絡し、仲専務理事に承認は頂いたが、

書類が出ていないということであった。中谷会長は紙の提出が必要ということについては

聞いていないと仰っている。尼崎協会の票を西宮協会への委任、議長委任、無効、どのよう

に取り扱うのかの確認しておきたい。 
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(中山事務局次長) 

 議長に一任ということで頂いており、その後口頭で西宮協会の岩本会長に委任というこ

とを伝えられたが、事務局として、委任状は紙での提出をお願いしている。 

 

(仲専務理事) 

 電話は確かに受け、事務局から書面での提出をお願いしたが、今現在でも書面が提出され

ていないため、無効票として取り扱う。 

 

(議長 森川氏) 

 無効票ということで進めさせて頂く。 

 

(フットサル連盟 中桐氏) 

 理事会から上程された議案について採決を行うかを決める必要があるのではないか。 

 

(議長 森川氏) 

 理事会から上程されたものであるため、このまま採決を取らせて頂く。 

 

山本弘之氏の追加選任について 

 賛成 13 過半数により賛成可決 

 

三谷英司氏の追加選任について 

 賛成 8 過半数により賛成可決 

 

中江敏行 

 賛成 7 反対 7 

 議長の 1 票により賛成８ 過半数により賛成可決 

 

 

小林理事の解任について 

榎崎監事より監査報告が出されたのち、仲専務理事より小林理事の解任について、資料に

基づき説明された。 

 

(芦屋協 FA 西田氏) 

 弁護士に手続きを依頼するということはどういうことか。 

 

(仲専務理事) 

 本来、受領してはいけないお金を受領しているということは、法的に問題があるというこ

とで手続きが必要ということである。 
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(芦屋協 FA 西田氏) 

 小林理事が認められているということは事実だと思うが、雰囲気を見ていると、中国の文

化大革命を思い出し、政権が変わった途端に犯人扱いしているように感じる。三木谷体制に

なり頑張ろうとしている矢先にこのようなことが出てくることに非常に悲しく思う。小林

理事の弁明等を我々社員も聞くべきではないか。 

 

(仲専務理事) 

 新体制になったからこそ、いけないことが見えてきたということである。変わらなければ、

同じことがずっと繰り返されていたということ。総会に通していれば問題なかったものを

通さず行っていたということが定款に違反しているということ。新会長がガバナンス・コン

プライアンスの問題に取り組んでいる中で出てきたこの問題を認めるわけにはいかない。

それに対してのご判断をお願いしたい。 

 

(芦屋協 FA 西田氏) 

 理事会議事録では横領という言葉も出ているが、横領となれば刑事事件となる。そこまで

我々が追い込むのかということ。一言、弁明なり釈明を頂けないのか。 

 

 (西宮 FA 岩本) 

 業務上横領罪という厳しい言葉があったが、このような厳しい言葉でいいのか。今まで共

に取り組んできた仲間である。解釈・運用の間違いはあったかもしれない。意図的に自分の

懐に入れるために行ったとしたのであれば即解任であり、本人の弁明は一切いらないが、小

林氏に限ってそのようなことは絶対ないと思う。このことについて解任ということは非常

に残念であり、小林氏の名誉は一切なく、実績もすべて否定することになる。このような扱

いで今までの仲間をそのようなことで切っていいのか、我々は戦々恐々として何も出来な

くなる。そして小林理事は今後絶対に必要な人材であることは誰もがわかっていることで

ある。そのあたりの事も踏まえて頂きたい。 

 

(但馬 FA 嶋氏) 

長い間、小林前専務理事にはお世話になり、13 都市協会 3 連盟、皆さんすごく助かった

面が多いと思う。8 月 23 日の理事会で解任議案の決議がされたようであるが、我々は賛否

のどちらにせよ手をあげなくてはいけない。すごく重たく、自分の中でも葛藤している。新

理事の方は種別委員長も多く、運営やお金の面で小林さんには厳しく注意されたこともあ

るかと思う。我々正会員は小林さんから強く責められるということはないと思うが、私の協

会で起こった不祥事に関して、適切に処理して頂き、本当に感謝している。小林理事が受領

を認めているということであれば、私がその立場なら、音を立てずに静かに消えていくと思

う。そのなかで兵庫県協会に求めることは、コンプライアンスの徹底を図って頂き、兵庫県

サッカー協会の行く末が良い方向に進むように望む。 
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(明石 FA 溝口氏) 

 ・これからのこともあり、どうしてこのようなことが起こったのか明確にする必要がある

ため、小林氏からひと言いただく必要があると思う。 

・調べられたと思うが、中桐氏・小林氏の名前はあるが、他に受け取った人はいないとい

うことか。 

 

 (仲専務理事) 

 現時点ではいない。 

 

 

 (北播磨 FA 岸上氏) 

 兵庫県サッカー協会が法人化する前は、体制が変わるたびこういった話が出てきていた。

定款違反をしたことについての処分は致し方ないが、そこまでする必要があるのか。返すも

のは返して頂いて、協会に尽力されたことについては何らかの形で報われないといけない。 

 

 (淡路 FA 西中氏) 

 ・書類をもらってから横領等を知り、この場で手をあげるということはすごく気が重たい。

コンプライアンスを重視する世の中になっているが、兵庫県サッカー協会の定款の中に手

当に関してしっかりした記載がなかったのではないかと思う。 

 ・法人化してから会長・専務理事・事務局長の負担がものすごく増えてきている。専務理

事等の手当に関して、定款に明記するといった予防策も必要なのではないか。小林理事には

いろいろお世話になった。新執行部を立ち上げるにあたって、解任という厳しい処置が果た

してどうなのかと思う。コンプライアンス違反ということであれば、もちろん厳しくしてい

く必要があると思うが、同じサッカー仲間として同じようなことが起こらないように、もう

少しきちっと考えたうえでの結論を下すのが良いのではないか。 

  

 

(クラブユース連盟 新開氏) 

 解任議案は繊細な問題である。小林さんの勘違いが多々あったかもしれないため、ここに

出席しているのであれば個人の弁明や釈明が必要なのではないか。 

 

 (議長 森川氏) 

 意見を求めるという声が多数あったため、意見を聞くということでいいか。 

 

異議なしの声が上がったため、小林理事の弁明・釈明が行われた。 

 

(小林理事) 

 この度は私の理事解任議案につきまして、大変ご迷惑おかけいたしまして、お詫び申し上

げます。経緯等について説明させて頂きたい。 
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 2015 年 4 月に常勤理事として協会事務局に採用され、その時に頂いた労働条件通知書に

は諸手当として期末・勤勉手当、通勤手当、超過勤務手当の記載があった。了解が得られる

のであれば、コピーも持参している為、配布することもできる。三木総合防災公園の指定管

理者である兵庫県園芸公園協会からの業務委託事業で、三木総合防災公園の運動施設の管

理等、運営管理が私の主な任務であった。三木総合防災公園の運営管理事業は収益事業にあ

たり、兵庫県園芸公園協会との契約の中で基準額を上回った収入に関しては、県協会の収益

となる。収益となった一部を利用者の利便性向上のために、コンテナハウスや屋根付きのベ

ンチ等の購入、放送設備の導入を行った。また、職員のモチベーション施策として、年末手

当として磯上含む全職員に支給した。なお支給に関しては、上司に相談した上で承諾を得て

実施したが、認識不足から私を含む理事 3 名(中桐氏・小林・矢崎氏)にも支給した。古いデ

ータは覚えていないが、今年のデータははっきりと覚えているため、確認して頂きたい。理

解・認識不足とはいえ、その非は深く反省している。申し訳ございません。8 月 23 日の理

事会でご審議頂き、業務上横領ではということであったが、そういった事実も、横領の意思

も全くなかった。このことは私の良心に誓い、間違いない事を皆様にお約束させて頂く。ま

た既に頂いた 92 万円については、協会の口座に振り込んで返金をしている。皆様には大変

ご迷惑をかけ、このような時間を頂戴し本当に申し訳ございませんでした。 

 

(西宮 FA 岩本) 

 はっきりと、返還もし、横領の意思は全くなかったと言われた。文書的なものがあるとい

うことであるが、配ってはいかがか。小林氏解任可否の判断材料となる。 

 

ここで議長の許可を得て、出席者に小林理事からの"労働通知書" と題される書面が配布さ

れた。 

 

 (フットサル連盟 中桐氏) 

 元々、三木総合防災公園は兵庫県から委託を受けてサッカー協会が運営をしていた。非常

に厳しい財源であったため、安い賃金のもとで業務を行っていたというのが現状であり、

徐々に改善されていった。職員等は朝 6 時頃から夜 11 時頃まで勤務して頂いているため、

何か報いることはできないかということで、収益が上がってきた段階で、お金を少し支給し

た。昨年はラグビーワールドカップ等で多くの収益があったため、それも含めて理事会に何

とか皆さんに報酬を支給したいということを再三言っていた。実は私も頂いたが、話を聞い

てから気づき、頂いたお金もすでに返金している。小林さんの優しさがこのようなことを招

いたのかなと思うが本当に真面目にやって頂いた。ぜひとも寛大な処置をお願いしたい。 

 

 (仲専務理事) 

 職員等に手当を出すということは何の問題ない。収益は全て兵庫県サッカー協会のもの

であり、会長・専務理事にも支給するということであれば総会に通すべきではなかったかと

いうこと。会長・専務理事に関しては定款で決まったものがあるにも関わらず、違反したと

いうこと。それを認めるということは今後何もしてもよいということにも繋がる。透明化す
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るためのステップとして歯止めをかける必要がある。 

 

(フットサル連盟 中桐氏) 

 3 月の期末というのは、様々な支払いが重なり、ぎりぎりとなる中で少しだけということ

で収益の 10 分の 1 程度を考えていた。大きなお金を皆さんに期末手当として支払うという

ことを考えていなかった。 

 

(芦屋 FA 西田) 

 職員等には問題ないが、理事は総会にかける必要がある。小林氏は過失を認められ、反省・

返金もされているということ。改善はあっても粛清のような気感じがする。それを踏まえて

これが横領なのか、過失が許せるのか許せないのかを考える必要があるのではないか。 

(フットサル連盟 中桐氏) 

 先ほどのお話で矢崎氏ももらっているということであったが、仲専務理事は絶対にもら

っていないと言われた。これは片手落ちになっているのではないか。 

 

(仲専務理事) 

 現時点での報告をさせて頂いているのみであり、全てを把握できているわけではない。 

 

(榎崎監事) 

 

矢崎氏に関しては、理事と事務局長を兼任されている。矢崎氏にいくら支払っていること

は私も確認しているが、事務局長として労働の対価を払っているに過ぎない。また事務局長

の給与を決めるのは会長である。正当な手続きを踏んで支払っているため、横領に該当しな

いという認識である。 

 

(神戸 FA 小林氏) 

 理事会で解任事項を決定したということであるが、横領として確定すれば勿論解任とい

う処分が妥当だと考えるが、まだ調査中ということであるので、解任ではなく辞任して頂く

という方法はないのか。明らかに定款違反は認識している。解任という処分をここで下すと

いうことついてはいかがなものかと思う。解任議案について挙手することを控えたい。 

 

(丹有 FA 山口氏) 

 労働条件通知書には期末・勤勉手当と記載があり、勘違いするということもうなずける。

辞任の承認について等で上程されていれば致し方ないかと思うが、強い解任ということに

なると躊躇する部分がある。 

 

(清見副会長) 

皆さん一所懸命、真面目に取り組んで頂きそれぞれに功績があるが、お金に関してはとて

も重要である。返したら良いのか、ということではなく、現在理事であり定款違反を行って
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いた以上、本人が辞任する以外、解任という方法しかないということ。功績等と天秤をかけ

て判断するということは全く別の議論だと思う。気持ちはわかるが定款違反していても認

めるのか、協会として目をつぶるのかということ。 

 

(芦屋 FA 西田氏) 

 清見さんの話を聞くと、解任か辞任以外に方法はないということである。神戸協会小林氏

が言われたように、これだけの資料で、今ここで我々として手をあげるには重たすぎる。執

行部は辞めさせたい、我々は今までの功績等もあるので辞めさせたくないと、意見が割れて

いるように思う。上程されたものが執行部の総意かと言われると、執行部の方に聞くと、こ

れを総会にかけるということを決めただけであって、解任するということではないという

こと。理事の皆さんが全員解任とは思っていないように聞いた。辞任しなかったら解任させ

るというような話なのかと思う。 

(東播 FA 水野氏) 

 辞めさせたいという思いは一切ない。監査を受けてこれだけの資料が出てきてしまった

以上、この事実に基づいて、皆さんはどう感じるのかというこという協議し、決を採るとい

う提案であると思っている。これだけのものが出てきた以上、公務員であれば懲戒免職とな

る。 

 

(議長 森川氏) 

 それぞれ意見を頂いたが、総会に上程されている以上決を採る必要がある。 

 

(姫路 FA 津田氏) 

 小林氏の残留・辞任の意思はどうか。 

 

(仲専務理事) 

 辞任という意思は一度も伺っておらず、続けるという意思表示はされた。 

 

(姫路 FA 津田氏) 

 執行部としては解任以外の判断はないということですね。 

 

(議長 森川氏) 

 これ以上議論を続けるとなると、本人がいる中で辞任に追いやっているような雰囲気に

なりかねない。賛成・反対・無効の表現以外の方法は社員にはなく、いずれかの判断をして

頂かないと進まないため、決を採る。過失であった、返還した等の話もでたが、定款違反を

行ったということについて上程されている為、客観的なご判断をお願いします。 

 

ここで小林理事が離席された。 

 

(北摂 FA 高原氏) 
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 最終的に手をあげざるをえないのであれば、もう少し社員で議論したいがどうか。定款違

反というだけで解任という判断は重たすぎると思う。 

 

(北播磨 FA 岸上氏) 

 解任に反対であれば、反対に手を挙げればよい。議論をしたところで情が入ってくるだけ

で結論がでる話ではない。 

 

(議長 森川氏) 

 進める必要があるため決を採らせて頂く。賛成・反対のどちらにも挙げられない場合は無

効票となる。 

 

小林解任議案 

賛成 5 反対 6 無効票 3 否決 

 

ここで小林理事が戻られた。 

 

(芦屋 FA 西田氏) 

 この問題についてどこまで掘り下げるか、前向きに考えて頂きたい。 

 

(議長 森川氏) 

 意見として受け取る。見えてしまったものは仕方なく、執行部も悪意を持って探している

わけではない。コンプライアンス等の様々なことで協会が少しでも前向きにというように

という苦肉の策である。そのあたりもご理解いただければと思う。弁護士と言う話もありま

したので今後さらなる報告もあるかと思うので、その報告をもっての判断となる。 

 

 

3. ②第２号議案 常勤理事の選任と報酬について 

清見副会長より資料に基づき説明された。 

 

(明石 FA 溝口氏) 

 仲専務理事に関しては何もないが、三木総合防災公園と明石フットボールセンターの管

理責任者について、本来であれば、理事の承認のみ総会で行い、三木総合防災公園・明石フ

ットボールセンターの管理責任者は理事会で決めるとなっている。再度理事会で検討し直

して頂きたい。小林氏の解任議案が否決となり、管理責任者には知識や経験、専門的なもの

がなければできないと思う。中江氏が適任かどうかを再度検討し直していただきたい。私と

しては小林氏に継続して頂きたい。 

 

(清見副会長) 

 1 号議案で三木総合防災公園と明石フットボールセンターの管理者として理事として承
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認を得られたということ。1 号議案で承認を得られたため、2 号議案で上程している。 

 

(芦屋 FA 西田氏) 

 中江氏は責任者であるから理事にしないといけないというように理事会議事録からは取

れた。施設の責任者は会長ではなく、理事会で決めると聞いている。理事会で議論する前に

既に決まっていて、理事でないといけないといことで理事にしよう、と取れた。理事会では

中江氏を責任者にするという議論はされていないように思うが、いつの理事会で決まった

ことか。 

 

(清見副会長) 

 8 月 23 日(日)の理事会で中江氏を三木総合防災公園と明石フットボールセターの管理者

として理事として社員総会に上程するということを決めた。 

 

(芦屋 FA 西田氏) 

 理事の方からはすでに決まっていたと聞いた。 

 

(議長 森川氏) 

 1 号議案の提案説明にもあったように、総会で理事が承認されれば管理責任者となること

を前提として議論がされた結果、本会に上程されたと聞いている。手続きとしては問題ない

ため、差し戻しは行わず、決を採る。 

 

小林(神戸) 

 ・月額報酬について、予算上どうなっているのか 

 ・過去は 3 年、2 年と期間が空いて 5 万円ずつ報酬が上がっているが、月額の制定はどう

なっているのか。5 万円の根拠を説明頂きたい。 

  

(清見副会長) 

 ・予算についてどのように反映されているか現在資料が手元になく、また前執行部が作成

しており確認できないが、前回の総会で上程しようとしていたものを基本に考えている。 

 

(神戸 FA 小林氏) 

 6 月 28 日の総会で議案に上程されたが諮られなかった議案であるため、予算に含まれて

いるということでよいか。 

 

(清見副会長) 

 予算内であるかないかは、確認ができていない。前回の執行部が予算立てを行い、予算を

皆さんで可決したということであり、可決した予算の中には当然含まれているという前提

で進めてきている。金額が妥当か否かということについては、前任者・前々任者を基本に決

定している。職員等の給与はきちんと決まっている為、それに基づき積算されていったもの
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であると理解し進めている。 

 

(オブザーバー フットサル連盟 榎原氏) 

 ・6 月に行われた総会で予算について、約 9000 万円という収益見込みということであっ

たが、その見込みは達成できないのではないかということ発言させて頂いた。収入に合わせ

て支出も計算されているので、支出の内容を精査してほしいということをお願いした。 

 ・財源として、日本サッカー協会から事務局機能の強化としての助成金が年々増えてきて

いるという事実もある。現場の職員、特に嘱託等の方たちの賃金はスタートから非常に低く

設定されており、小林理事の案件の時に出てきた職員への年度末手当支給は、そこに報いる

ために出てきたものだと考えている。2 年前にも専務理事には理事報酬が 5 万円増額されて

おり、急激な増額だと思うため、日本サッカー協会からの助成金は職員等に配分して頂き、

理事報酬の増額等については少し期間を長くして頂きたい。 

 (北摂 FA 高原氏) 

 理事報酬ということで議案に上がっているが、労働の対価として理事の 2 名には支払う

意味合いが強いということでよいか。 

 

(清見副会長) 

 役員報酬であるが、常勤として労働の対価という意味合いが非常に強いと思ってもらっ

て構わない。今後、職員の賃金についても見直し、手当についても評価をしていきたい。 

 

(議長 森川氏) 

 神戸協会小林氏が質問された予算立てについてであるが、総会資料を見る限り、理事報酬

について、赤字になってまでの増額は行っていない。中江理事については予算立てを行った

当時には入っていないが、当時の予算書には事務局長の金額が入っている。そのため、金額

のみを見ると、予算内には収まっている。 

 

 第 2 号議案については、理事議案ではないため、分割ではなく一括で決を採る。 

 

賛成 9 賛成多数で可決 

 

 

4. その他 

小林理事 

 仲専務理事から 8 月 23 日に手続きを行ったと言われたが、何の手続きをしたか 

 

(仲専務理事) 

 弁護士との手続きを行ったのみであり、小林理事の解任の手続ではない。 

 

(明石 FA 溝口氏) 
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 報酬の件で、中桐氏・小林氏・矢崎氏の名前が挙がったが、監事からは矢崎氏については

問題ないということであった。本当に問題がないかを再度確認して頂いき、次回の総会に報

告を行って頂きたい。 

 

(芦屋 FA 西田氏) 

 ・社員側から理事を出したいということなどの定款変更を提案することはできるか。 

 ・昨年あたりから協会に理事・会長・社員宛て等のメールを送っても、展開して頂けない

ということが多々あった。矢崎氏が止めていたという話も聞いている。展開する必要がない

と判断したのであれば、その連絡を頂きたい。 

 ・揚げ足をとるのではなく、改善したり助け合ったりして、罰する前に執行部からまずア

ドバイスを頂けたらと思う。言葉だけではなく行動で示して頂きたい。 

 

(中山事務局次長) 

 社員からの提案はして頂いて構わない。メールに関しても展開し、展開できない場合には

連絡する。理事を増やす・増やさないについても、現時点で名前を挙げられてもわからず、

定員もあるため、そこも踏まえて提案して頂き審議させて頂ければと思う。 

 

(フットサル連盟 中桐氏) 

 定款・組織等見直し検討プロジェクトの中で役員改選等についても検討して頂いてする

のがいいのではないかと思う。そういうことも含めてプロジェクトで議論して頂ければと

思う。 

 

【議長降壇】 

 

中山事務局次長より閉会が宣言された。 

 

5. 報告事項について 

 

仲専務理事より資料に基づき、以下の項目について説明された 

➀ガバナンス・コンプライアンス プロジェクトの設置について 

②一般社団法人兵庫県サッカー協会 指針について 

③宣誓書の提出について 

 

 

6. 最後に 

中山事務局次長より事務連絡がされた。 

2021 年 1 月 11 日 ニューイヤーパーティー 

同年 2 月 7 日 都市協会専務理事・理事長会 

同年 3 月 14 日 第 2 回定時総会 
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会場・時間等が決まり次第追って連絡する。 

 

(北摂 FA 高原氏) 

 予算について審議する理事会はいつか。 

 

(中山事務局次長) 

 各種別と年内にヒアリングを行うが、コロナの影響もあり事業が多々変更しているため、

現時点でいつとは言えない。 

 

(北摂 FA 高原氏) 

 13 都市協会の配分の話し合いがあると思うが、それと理事会の予算とをリンクさせて頂

かないと、我々が話をしたときにはもう決まっているということになると困る。 

(中山事務局次長) 

 後日回答させて頂く 

 

1 点報告事項 

(仲専務理事) 

 9 月 16 日三木総合防災公園陸上競技場で天皇杯 1 回戦が開催される。１８時キックオフ

であるが、コロナの影響もあり招待状はお送りしていない。無料入場となるため来ていただ

く分に関しては構わないが、VIP 席は用意していない。 

 

尼崎サッカー協会前会長が逝去され、本日偲ぶ会が行われているということで、全員で黙

祷をさせて頂きたい。ご協力をお願いします。 

 

閉会の挨拶を三木谷会長が行った。 

 長時間にわたる議論をありがとうございました。暴言問題等がなかなか無くならないが、

相手をリスペクトするということは非常に大切であり、これについても進めていく。副会長

1 名は女性の方に就任して頂いており、多様性ということもあり様々な視点から、サッカー

協会をさらに改善していきたいと思っている。 

 

 

2020 年 9 月 6 日 (日) 

一般社団法人 兵庫県サッカー協会 第 2 回臨時社員総会 

 

   

 


