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

 

開催日時 : 令和 3 年 3 月 14 日(日) 13:02 ～ 15:45 

開催場所 : 三宮コンベンションセンター 503 号室 

出席社員 : 正会員総数 16 名 出席者数  16 名  

花峯伸行(尼崎),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), 山本幸夫(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), 榎原徹夫(フットサル連盟) 

オブザーバー : 半田篤(芦屋), 杉山幹雄(西宮), 中桐俊男(フットサル連盟),  

欠席社員 :  

出席理事 : 三木谷研一,岸田直美,清見昌功,皆川広一,仲義之,永濱和紀,岡部信雄, 和田剛直, 

 

出席監事 : 榎崎洋(途中 web 参加) 

事務局 : 来住健次,高本直美,川原田和也,藤原はるな 

以上、敬称略 

 

議事の進行の経過 

 

来住事務局長 挨拶 

1 月 1 日より事務局長に就任した来住と申します。本会が円滑に進むよう、ご協力をお願い致します。 

 

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いただきありがとうございます。コロナウイルスが始まり約 1 年が経過したがま

だ終息しておらず、ワクチン接種が始まり今年中に終息できればと思う。本総会も円滑に進むようにお

願いいたします。 

 

来住事務局長より資料の確認が行われた。 

 

 本日の司会者来住事務局長より、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。また本総会議事進行について、第 1 号議案及び第 2 号議案、まとめて審議上程

させて頂く。 

 

1.議長の選出 

 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、来住事務局長より

特定非営利法人淡路サッカー協会会長西中氏を指名し、満場一致をもって議長に選任された。 

 

淡路 FA 西中氏 : ご指名頂き本日議長を務めさせて頂く淡路サッカー協会西中です。本会が円滑に進む

ようにご協力をお願い致します。 
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本議会の議事録には、定款第 20 条第 2 項に基づき議長及び会長が署名捺印を行う。 

 

フットサル連盟榎原氏・芦屋 FA 西田氏より監事の出席について質問があり、議長西中氏より事務局に

確認を行ったところ、監事の勘違いにより総会開始時間を誤認識されていたことが確認された。その後

事務局より Zoom での参加可能との報告があり、準備が整い次第参加頂いくこととなった。 

 

明石 FA 溝口氏 : 審議事項に入る前に、前回の総会(9/6)で矢崎前事務局長が報酬を受け取っていたこ

とについて、榎崎監事は事務局長としての対価を支払っていたにすぎず問題はないとの見解を示されて

いたが、本当に問題ないか再度調査し次回総会時に報告するという事で依頼をしていた。これについて

先に報告を頂けないか。 

 

芦屋FA西田氏 : 報告事項としても記載が無いが、執行部の方は誰も報告を受けていないということか。 

監事は総会の代理人として、理事が業務を適切に執行しているかを監査する立場である。理事会議事

録を頂く中で、監査しているというより理事会を先導している様に受け取れる。総会として監事のあり

方に疑問をもつところでもある。さらに本総会に出席と返答をしておきながら来られていないのは問題

である。先に審議事項を進めて頂き、矢崎氏への報酬について及び監事のありかたについては再度総会

を開催し、改めて報告を頂けないか。 

 

清見副会長 : 理事会及び総会において監事が出席することは当然であると私は思っているが、総会の代

理人ということではなく、兵庫 FA が適切に業務を執行しているかという観点から監査する立場である。 

 

議長西中氏 : 議案の説明を先に進めさせていただく 

 

2.議題 

(1)第１号議案   ２０２１年度事業計画について 

(2)第２号議案   ２０２１年度事業予算について 

第 1号議案(P.7-12)及び 2号議案(P.14-32)及び追加資料(2021 都市協会助成金)について資料に基づき、

来住事務局長より説明された。 

都市協会助成金について、都市協会専務理事・理事長等会議を正式に開催しておらず承認を得ないま

ま総会の開催となった。専務理事・理事長の皆様には無理をお願いし、本日午前中に会議を開催させて

頂き、資料について説明させて頂いた。助成金の内容については今後詰めていくということで、総額約

2300 万円のみ承認を頂いた。予算としての金額に変更はない。 

 

榎崎監事が Zoomより会議に参加された。 

 

【質疑応答】 

北播磨 FA 岸上氏 : 事業番号 1109:大学事業リスペクト League (P.20)はどういったものか 

 

来住事務局長 : 公式戦に出場できない選手を主体とした大学のリーグ戦である。非公式戦として従来も
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行われており、各大学から参加費を頂き自主運営をしていた。2021 年度についても同様の運営を行う。

コロナ禍でもあり大学のグラウンドを使用する際に兵庫 FA の名前があった方が借りやすいという事も

あり、バックアップを行うという事で主催事業にさせて頂いた。 

 

西播磨 FA 森川氏 : 事業番号 3015 国際試合運営事業(P.31)について、1000 万円の収益が組み込まれた

予算になっているが、大会が開催出来なかった場合でも同額を見込めるか。収益がなかった場合、赤字

となるのではないか。 

2022 年度以降は今年度のように収益見込みもないため、さらに厳しい予算立てになるのではという

ことについて確認させて頂きたい。 

 

来住事務局長 : 代表戦が開催出来なかった場合には 1000 万円の収益は無いため、各種別事業規模の縮

小や積立金から補填することを改めて提案させて頂くことになるかとおもう。 

 2022 年度の予算計画時は、代表戦での収益見込みがないため、黒字予算を立てるのであれば全体的な

事業予算を縮小する必要がある。 

 

フットサル連盟榎原氏 : 事業計画にある競技環境の改善(P.11)について、直営管理責任者は明石市であ

り、事業管理者は神戸新聞事業社、職員派遣はフットサル連盟と委託契約を交わしていたが、職員の部

分で 4 月より兵庫 FA が直接契約を交わし、施設は直営管理ではない、という認識で間違いないか。 

 

仲専務理事 : 間違いない。 

 

フットサル連盟榎原氏 : 都市協会助成金について、昨年度であれば各連盟にも 40 万～50 万円規模の助

成金を頂いていたが、今回の予算にどのように反映されているか、もしくは廃止されたのか。 

 

来住事務局長 : 社会人連盟には 100 万円、クラブユース連盟及びフットサル連盟にはそれぞれ 80 万円、

昨年度と同額が事務局管理費に入っている。 

 

フットサル連盟榎原氏 : 施設管理事業の事業番号 4002 HFA みきぼうフットサルコート運営(P.31)に

ついて、実績で収入は 100 万円程度だと記憶しているが、今年度は収支差額が約プラス 1000 万円とな

っている。これほどの実績を上げることのできる事業であるか、昨年度とどのように変更になったか。 

事業番号 4004HFA 明石フットボールセンター施設運営(P.31)について兵庫 FA の直営管理であるが、

収入はグラウンド使用料及び駐車場利用料等、支出は土地代や人件費・減価償却費等があるため、支出

0 はおかしい。昨年度の予算書では収入 3644 万円、支出 4566 万円で収支差額マイナス 922 万円であっ

た。施設運営は、当初は借入金が大きいため、数年は赤字経営が続きその後収益が上がり黒字経営とな

るので、今年度の予算には昨年度の予算に近い値を入れるべきで、この予算は実態に合っていない。 

この予算で行くと、みきぼうフットサルコート及び明石フットボールセンターの運営で合計 2000 万

円規模の損失になってしまうのではないか。また事業番号 3003 JFA 天皇杯運営事業(P.30)のように収

入のみ記載がある事業を考えると、さらに損失が増えることになること思うがいかがか。 
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来住事務局長 :三木防災公園全体として年間約 800 万円程度の収益があり、これを三木総合防災公園管

理受託事業(4001)ではなく、HFA みきぼうフットサルコート運営(4002)に入れた。三木防災公園管理受

託事業について黒字となれば公益財団法人兵庫県園芸・公園協会からの受託料を減らされる可能性もあ

り、自主運営管理を行っている HFA みきぼうフットサルコートの収益として計上させて頂いた。 

HFA 明石フットボールセンター施設運営(4004)について、本来は両立てするべきではあるが収入 300

万円が見込めるというところで、収入のみ記載させて頂いている。 

 

フットサル連盟榎原氏 : 明石フットボールセンター施設運営について昨年度は 920 万円ほどの赤字予

算となっているが、今年度の予算では 300 万円収益があるという認識か 

 

来住事務局長 : 単年度のみで見るとそうであり、減価償却費を除いた金額を記載している。 

 

フットサル連盟榎原氏 : 減価償却費よりも大きい負債の返済を毎年確実に行っていかなければならな

いが、それについてこの予算書に組み込むべきではないか。 

 

オブザーバー中桐氏 : 20 年先までの収支計画を皆さんにお示ししている。資料によると 2021 年度の収

入は 3698 万円、支出 3813 万円となり、これには減価償却費も含んでいる。これに近い数字が予算書に

も記載されるべきではないか。収入のみの記載があり支出 0 では、電気代や人件費といった経費も出さ

ないということになる。実際の予算ではなく、会計上での予算を策定して頂かないといけないと思う。 

 

ここでオブザーバー中桐氏により持参頂いた兵庫県フットボールセンター明石グラウンドの収支計画

書が配布された。 

 

北摂 FA 高原氏 : みきぼうフットサルコートについて、昨年度と比べてさらに 900 万円の収入を生み出

す施設にするという認識でよいか。 

今回提示された資料を見れば、県協会の収支に関することが全て分かると思っていた。これだけでは

読み取れない隠れた数字がどこかにあるのか。 

 

神戸 FA 小林氏 : 支出が 0 の事業が多数あり、これでは支出できないことになるので、このままでは予

算について審議できない 

 

芦屋 FA 西田氏 : 前回の役員選考で、都市協会から理事に 1 名選任して頂きたいという要望を無視した

ために、理事会で都市協会助成金について議論されていなかったのではないか。 

体制は変わっても兵庫 FA として継続して事業を執行している。みきぼうや明石の事業含め前任者か

らしっかりと情報交換や引継ぎがされていないためにこのような予算になっているのではないか。 

 

西宮 FA 岩本氏 : 事業番号 5001 事務局管理費(P.31)について、収支差額がマイナス約 3000 万円程と

なっている。収支の内訳と昨年度はどのような予算立てであったか、詳細な資料を頂きたい。 
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フットサル連盟榎原氏 : 事務局管理費の積算された元資料はあるか。昨年度も提示されておらず、役員

報酬についても予算化されていたのか確認することができなかった。 

 

フットサル連盟榎原氏 : JFA や近隣府県の協会も公益法人会計基準に基づき予算策定を行っており、特

別会計についても個々の内訳が提示されている。 

 財務諸表の適切な公表も受けておらず、基礎資料もない中で総会に臨み、予算を諮るのはいかがか。 

 明石フットボールセンター施設運営の収支について再度精査した収支を記載頂くか、正味財産がわか

る資料を提示して頂きたい。 

 

来住事務局長 : 明石フットボールセンター施設運営について精査し、改めて収支を記載させて頂く。 

 

オブザーバー中桐氏 : 女子サッカー環境の改善(P.10)について、女子リーグがすでに行われている中で、

来年度は具体的に何をするかがわからない。 

サッカーファミリーの拡大についても毎年 1000 名近く登録者数が減っている中で、具体的な施策が

わからない。キッズ事業及び登録していない選手が多くいる 4 種事業が大きな柱となると考え、そうい

った方々をどのように仲間にしていくか、従来の方法から変更し事業計画に記載するのであれば、具体

的な提案をして頂きたい 

環境改善について、従来は収支差額 0 で行っていたが、西宮や阪神間の施設整備のための準備金とし

て計上し、積み立てていくという方法で支出のみでの予算計上を行うのがよいのではないか。お金が余

っていれば問題ないが、全く無い中でこういったことを行うのは拙速ではないか。 

 

来住事務局長 : 女子サッカー環境改善について、U16 強化事業に別途予算として計上しているが、それ

以外での環境改善は今ある施設の使用方法や、今後どのように調整していけるかを検討していきたいと

思うので、一つの大きな柱として考えさせて頂いている。 

サッカーファミリーの拡大について事業番号 1742(P.28)その他登録事業に 30 万円予算を計上してい

る。キッズ委員会はこれまでにも多数の活動を行って頂いており、改めて兵庫 FA の PR 活動といった、

サッカーに興味を持っていただく活動として考えていきたいと思っている。課題として入れているが、

具体的にどのように解決していくかは、ご相談させて頂きこれから考えていきたいと思っている。 

 

芦屋 FA 西田氏 : 理事会で提案されたものであると思うが、女子委員会または技術委員会の方には具体

的な施策を今後早急に打ち出して頂き、理事会・総会での承認をもらって頂きたい。 

従来通りの方法を前執行部より引き継ぎ連携を取る必要があるところで連携を取れていないことが

一番問題であり、この予算では受け入れがたい。 

 

フットサル連盟榎原氏 : 支出 0 で収入のみ記載がある事業は再度精査をして頂き、Governor Cup 及び

国際交流事業,国体 U15 強化事業について、中止・廃止が技術委員会及びユースダイレクターと協議の

うえ理解されて決定したものであるか、将来的に再度取り組む用意があるかについて確認して頂きたい。 

 

来住事務局長 : Governor Cup についてはコロナの影響で中止であるため、今後も再開できるタイミン
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グで兵庫 FA としても開催したいという考えで予算組を行っている。 

 

仲専務理事 : U-18 大会は 2 大会連続で開催出来ていないが、その分として使える予定だったお金を残

しており、積み立てている。 

 

オブザーバー中桐氏 : 予算は次の年度の予算を決めるものであって、去年の余ったお金だからと言っ

て、今年度予算化せずにそのまま流用するという考え方は間違っており、予算策定に対する理解が足り

ていないのではないか。 

 例えば 6 年に 1 回開催される近畿高校大会であれば、毎年積み立てていくという方法はあるが、今の

説明ではそういう事ではなかった。積み立てていくのであれば相殺する方法をとるべきであり、説明を

訂正して頂きたい。 

 

仲専務理事 :  事業番号 2153 Governor Cup 事業(P.31)を見て説明していたが間違いであり、ユース

育成プロジェクト費(Governor Cup)(P.29)に 621 万円を計上している。 

 

オブザーバー中桐氏 : 600 万円程度では海外チームは呼べないがいかがか。 

 

仲専務理事 : 海外チームは呼ばない。 

 

三木谷会長 : 予算内で呼べるチームで開催すれば良いのではないか。 

 

芦屋 FA 西田氏 : Governor Cup に関して今年は開催出来なかったが、予算として計上されている。時

期をみて国際大会を開催し有意義な事業を続けていくということではあるが、来年度は予算を大幅に削

減し、従来とは異なる内容で開催するということでよいか。 

 

三木谷会長 : はい 

 

北摂 FA 高原氏 : 頂いている資料で予算を審議するのか、方針を示して頂きたい 

 

来住事務局長 : ご指摘いただいた箇所について整理させて頂き、改めて総会を開かせて頂けないか 

 

芦屋 FA 西田氏 : 前任者ときちんと引継ぎを行い、公益法人会計基準に基づいた予算策定を行って頂き

たい。 

 

和田理事 : 議題に入る前に監事の出席についてご意見があったが、県協会の定款を確認したところ、監

事の出席要請はない。また一般社団法人法によると、理事会には出席要請があり、総会については出席

要請は無しとの記載を確認した。 

 

西播磨 FA 森川氏 : 審議事項について採決を行わないのであれば、散会でよいのではないか 
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議長西中氏 : 4 月から活動する事業もあるため、それについては暫定的な承認を頂かなければ予算執行

ができないということになる。こちらについてのみ採決を取らせて頂き、今回指摘があった箇所につい

ては再度理事会で議論し、総会に提案、採決を取らせて頂くということでよいか 

 

神戸 FA 小林氏 : 最低限必要となる経費については採決を取って頂き問題ない。 

 

芦屋 FA 西田氏 : 事務局からの再提案にどのくらいの期間が必要か 

 

来住事務局長 :予算案を見直し、3 月中に理事会承認を経て総会を開催することは難しい。ご指摘いた

だいた点については早急に修正し提案させて頂くので、それ以外は暫定承認して頂きたい。 

 

西宮 FA 岩本氏 : 理事会議事録を総会前に頂きたい 

 

姫路 FA 津田氏 : 一般企業は 3 月末決算であれば前年度の決算及び今年度の事業計画は 6 月末に行う

というのが常識である。決算を出したうえで予算をつけて審議するという方法はいかがか。 

 

清見副会長 : 一般企業であれば決算重視であるが、法人では予算に基づき執行していく必要がある。本

来であれば今年度の決算見込みを出したうえで予算立てを行う。今回は前年度比較が行われていなかっ

たため、精査し、再提案させて頂く。 

 

神戸 FA 小林氏 : 暫定予算で執行し、監事に管理監督していただくべきではないか。 

 

清見副会長 : ご指摘の通りと考えている。 

 

北播磨 FA 岸上氏 : 次回総会 (6 月) 開催時に提案,承認できるか。 

 

フットサル連盟榎原氏 : 私は清見氏が言われた 3 月案を支持する。兵庫 FA 定款にも前年度の 3 月末ま

でに来年度の予算を策定することが定められている。理事会で承認が得られたすぐ後に総会を開催して

いただき、早めの予算確定を行うべきである。 

矢崎前事務局長の報酬受け取りについても社員総会でしっかりと議論すべき重大な事項だと思う。ど

のように取り扱うか、理事会で議論されていない。前回総会時には榎崎監事より労働の対価であるため

問題が無いとの報告があったが、その後の質問によって再度報告するという事を言われている。次回総

会開催時には榎崎監事にお越し頂き、報告,総会での審議事項として諮って頂きたい。 

 

榎崎監事 :矢崎前事務局長に報酬を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

価を支払っているに過ぎないということを説明させて頂いた。一般社団法人兵庫県サッカー協会事務局

規程、第 3 章[職制]第 6 条に、事務局に職員を置くことができる。職員は会長が任免し、有給とするこ

とができる。事務局員の一員として資料の作成等を行っていたかと思うが、その対価を支払っていたと
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認識している。働かずに支払われていたものではないため、規程及び定款上違反はないと認識している。 

 

神戸 FA 小林氏 : 矢崎氏は職員か 

 

フットサル連盟榎原氏 : 事務局長である前に理事であり、定款には理事への報酬は総会で決まる(第 27

条)とある。 

 

三木谷会長 : 矢崎前事務局長について理事でもあり事務局長でもあるが、矢崎氏が求めたものではな

く、前会長が承認し、前専務理事が矢崎氏に支払っていたと考えている。 

 

フットサル連盟榎原氏 : そのような権限は前会長にはなく社員総会にある。 

 

三木谷会長 : 社員総会に諮らなかったのは前会長の責任ではないか。 

 

芦屋 FA 西田氏 : 報酬を受け取ったのは初め 2 名(前会長及び前専務理事)だと伺っていたが、小林前専

務理事の報告により前事務局長も受け取っていたことが分かった。矢崎氏についてはその場では答えら

れないといわれたため、後日報告を行うという事になった。会長が報告するのではなく、調査を行うと

いった監事が報告を行うべきではないか。 

監事は総会側が執行部に対して適正に事業が執行されているかを監査する立場である。前回の総会で

調査された中で、小林前専務理事は報酬について勘違いがあったという説明をされたため、横領までは

いかないということで、小林氏の解任について総会では否決された。矢崎氏について監事の報告では労

働の対価であるという事であったが、役員である以上報酬の受け取りについては総会の承認をもらう必

要があるのではないか。 

 

ここで議長,西中氏より 4 月から執行される事業、必要経費についてのみ承認という条件付きでの審議

が提案され、諮ったところ、賛成多数により可決された。 

 

西宮 FA 岩本氏 : 都市協会助成金についてはいかがか 

 

来住事務局長より、各都市協会内で金額に変動がある可能性もあるが、総額は変わらない。と回答され

たが、オブザーバー半田氏より、事前に開催された都市協会専務理事・理事長等会議で、提案された金

額についてはそのまま承認し、余力のない都市協会は難しいかもしれないが、追加事業を行えば金額の

上乗せも検討が可能かという提案が事務局からもあったと説明された。 

 

来住事務局長 : 認識が間違っていた、半田氏の説明が正しい。 

 

姫路 FA 津田氏 : 総会に向けて前年度決算と来年度予算作成のカレンダーを作り総会に臨んでいただ

きたい。 
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芦屋 FA 西田氏 : JFA100 周年記念表彰の推薦基準について、仲専務理事に確認した際、推薦基準は知

らないとの回答を得たが、誰がどのように推薦者を決定したのか、規程はあるのか、説明して頂きたい。 

 

仲専務理事 : 規程はないが執行部で推薦者を決定し、JFA に提出したが、まだ返答はない。 

 

芦屋 FA 西田氏 : 兵庫 FA としての推薦基準がないことはガバナンス違反ではないか。 

誰がどこでどういった基準で決めているか、総会・理事会・執行部の役割とそこでの権限と責任の明

確化を今後しっかりと行って頂きたい。 

 

明石 FA 溝口氏 : 矢崎前事務局長の報酬受け取りについて、職員であるため問題はないという回答を頂

いたが、職員である前に理事をされていた。理事の報酬に関しては、総会で決まると規定がある。矢崎

氏は返金されたのか。 

 

仲専務理事 : 返金していない。事務局長として仕事をされ、その対価(5 万円)を頂いていたと認識して

いる。 

 

芦屋 FA 西田氏 : 毎月 9 万円もらっていたと聞いている。 

 

フットサル連盟榎原氏 : 総会で小林前専務理事解任議案時に仲専務理事は職員への報酬はよいが、理事

はよくないと明言し、清見氏も総会決議のない報酬について理事は一切受け取るべきではないと言われ

た。そのため、榎崎監事の報告にあった事務局長として労働の対価が支払われたまでという見解に社員

は疑問を持った。前執行部の問題とするのではなく、現執行部がこの件についてどのように整理したか、

理事会としての見解と監事の見解を総会で示して頂き、社員の意見を聞くべきではないか。 

 

明石 FA 溝口氏 : いつ・いくら受け取ったか等をきっちりと調べ、監事の意見も聞き、現執行部として

意見をまとめて次の総会で報告してもらいたい。 

 

芦屋 FA 西田氏 : 監事は執行部の中間機関ではなく、社員の代わりに執行部を監視する立場にある。私

個人の意見として、榎崎監事は役割を勘違いされている様に思い、監事として相応しくないのではと思

う。 

 

議長西中氏 : 監事の立場、あり方について次回総会時には説明できるようにして頂く 

 

オブザーバー杉山氏 :  

➀事業計画 p.11 競技環境の改善について、兵庫 FA では施設整備が一番の課題ではないかと思う。昨年

度の事業計画では阪神地域及び神戸地域での競技施設建設の実現に向けということと、都市フットボー

ルセンターの開発を支援し、グラスルーツサッカーの拠点拡大に努めるという具体的な記載があったが、

今年度はない。県協会としてどのようなスタンスで考えているか。是非阪神地域を中心とした施設設備

の推進を打ち出してもらいたい。 
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②次回役員選考について、社員をはじめ、広く同意を得て進めて頂きたい。 

 

三木谷会長 : 施設整備について理事会でプロジェクトを立ち上げ、岡部理事を中心に進めて頂いている 

 

岡部理事 : 神戸市内の企業が持っている空地に対するアクションをしてみたり、神戸市北区にある施設

で予定されている施設建設計画を三木谷会長と共に事業説明を受けたりした。他にも検討しているとこ

ろがあるが、どこを優先的に行うか、どういった進め方をするべきか、みなさんのご意見ご協力を頂き

たい。 

 

仲専務理事 : 一番少ない阪神間をどのように進めていくかということは考えているが、まずは候補地を

探し、岡部理事にも動いてもらっている状況である。もう少しまとまった状態になった時点で皆さんに

もオープンにして一緒に考えていきたい。 

 

和田理事 : 不動産業をしており、環境整備についても各行政担当にも担当者に声をかけているが、土地

利用には様々な規制がありサッカー用地としては認められない場所もある。行政もコロナ対応で忙しく、

話が進んでいないことは事実であり、ご了承いただきたい。 

 

西宮 FA 岩本氏 : 施設整備について令和元年 11 月に取り組みを発表され、阪神間の施設設備が第一優

先であると言われ、総会の承認も得ている。コロナの影響もあり、行政や予算等の問題はあると思うが、

整備方針の変更であれば再度総会に諮って頂きたい 

 

議長西中氏 : 本日審議に至ることはできず、次回総会までに指摘のあった箇所についてはしっかりとし

たお答えをいただけるような準備をして頂きたい。 

 

議長降壇 

 

三木谷会長より修正を行うところはしっかりと行い、再度上程させて頂きたいという閉会の挨拶があ

った。 

 

来住事務局長より閉会宣言がされた。 

 

2021 年 3 月 14 日 (日) 

一般社団法人 兵庫県サッカー協会 第 2 回定時社員総会 
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一般社団法人兵庫県サッカー協会 指針  

  

  

  

  

  

7 つのポイント   

"風通しを良くする"  

"前向きに議論する風土"  

"組織透明化"  

"責任と権限の明確化"  

"不正の根絶"  

"品性ある HyogoFA 確立"  

"多様性の尊重"  

  

 


