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一般社団法人 兵庫県サッカー協会  2021 年度第１回臨時・定時社員総会 議事録 

 

開催日時 : 令和 3 年 6 月 27 日(日) 13：00 ～ 16：01 

開催場所 : 三宮コンベンションセンター 504 号室 

出席社員 : 正会員総数 16 名 出席者数  16 名  

佐藤健太郎(尼崎),高原渉(北摂),岩本忠司(西宮),西田俊一(芦屋),一北保五郎 (神戸), 

溝口薫(明石), 土居原高則(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),福島英晃(但馬),原好人(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) 

出席理事 : 三木谷研一,岸田直美,清見昌功,皆川広一,仲義之,岡部信雄,尾崎行雄,笠原弘樹,小林進, 

昌子力,高濱滋,田渕径二,永濱和紀,中山剛,和田剛直, 

出席監事 : 榎崎洋 

オブザーバー : 半田篤(芦屋),杉山幹雄(西宮),榎原徹夫(フットサル連盟),大谷信介(会計士), 

欠席監事 : 黄瀬晃 

事務局 : 来住健次(事務局長),高本直美(主任),川崎秋仁,川原田和也,藤原はるな 

以上、敬称略 

 

 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。 

 

議事の進行の経過 

1.議長の選出 

来住事務局長が、定款第 17 条の規定により議長の選出を諮ったところ、フットサル連盟中桐氏より明石 FA

溝口氏が、西播磨 FA 森川氏より姫路 FA 津田氏が推薦され、社会人連盟前田氏より事務局一任の声が上

がった。 

仲専務理事より、明石 FA 溝口氏と姫路 FA 津田氏へ議長を行うにあたって意思確認が行われ、共に議長を行う

意思があることを確認した。議長の選出について、明石 FA 溝口氏と姫路 FA 津田氏が諮られた結果、明石 FA 溝

口氏 6 名、姫路 FA 津田氏 9 名となり、一般社団法人姫路サッカー協会会長津田氏が議長に選出された。 

 

議題に入る前にフットサル連盟中桐氏より質問があった。 

フットサル連盟中桐氏 : 前々回総会時の質疑応答で、監査報告に抜けていた箇所があり、榎崎監事に対して 

報告を出してほしいという依頼をしたが、出ていない。 

来住事務局長 : 先に本日の議題を進めさせていただきたい。 

フットサル連盟中桐氏 : 議事進行の中でも関係のあることになる。矢崎氏が報酬をもらっているという事も全く出

ておらず説明をいただきたい。 

芦屋FA西田氏 : 前回総会時に次回報告を行うという事であったが、議案書にも載っていない。後程報告を行っ 

て頂けるのか。 
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  仲専務理事 : 進行の中に入っている。 

 

2.議題 

来住事務局長より、臨時社員総会第1号議案から第2号議案、定時社員総会第1号議案から第2号議案につ

いて資料に基づき説明された。 

臨時社員総会第1号議案及び第2号議案での特筆すべき事項について、以下の通りである。 

【第1回臨時社員総会】 

第１号議案 2021年度事業計画について 

 ・7月17日(土) 対戦相手がU-24スペイン代表に決定 

第２号議案 2021年度事業予算について 

 ・みきぼうフットサルコートの運営 収入600万円、支出466万円、収支プラス134万円に修正 

 ・明石フットボールセンター施設運営 収入4000万円、支出4115万円、収支マイナス115万円に修正 

 ・事務局管理費の詳細について、収支差額の内容を再度精査し、資料を添付 

 ・JFA天皇杯運営事業 収入260万円、支出100万円に修正 

 ・国際試合運営事業 収入1900万円、支出900万円に修正 

 

定時社員総会第1号議案及び第2号議案での特筆すべき事項について、以下の通りである。 

【第1回定時総会】 

第１号議案2020年度事業報告について 

 ・新型コロナウイルスの影響により 1種3事業、2種1事業、3種3事業、4種3事業、女子1事業、フットサル6事 

業、シニア2事業、キッズ1事業、トレセン・国体事業については多くが中止となった 

第２号議案2020年度決算報告及び監査報告について 

・資産合計 : 前年比マイナス1991万円 内訳として固定資産税約マイナス1500万円が大きな要因となる 

・未払い金 : 事業が出来なかったことによるJFA補助金2757万円の返金額が含まれている 

・JFA補助金を各事業に割り振ったことにより予算に比べて各事業収益が増加している 

・特別会計 : 三木総合防災公園実際損益プラス1268万円、明石フットボールセンター予算損益マイナス 

622万円の、実際損益プラス5万円となった 

・法人会計 : 事務局管理費予算損益マイナス1890万円であったが、実際損益としてマイナス2962万円とな 

っている。主な要因は、職員の給与の見直しや消費税増額、前年度未処理の事業手数料等。 

来住事務局長 : 事前に頂いた質問については、頂いた方に改めてメールで回答させて頂く。頂いた質問の回答とし

て、今、答弁させて頂いたなかにも多数含まれている。事務局には経理のプロフェッショナルが職員

としておらず、予算等に関しても細かなことを言われると正直なところ大企業のような精密な予算

運用ができているとは言えない状況であり、その中でもできる限り改善し、体制を整え、少しでも正

確な数字をお応えできるように考えているため、その点はご理解頂きたい。 
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【質疑応答】 

北摂FA高原氏 : 事前質問に対しての回答の位置づけを明確にして頂きたい。一部返答していないものもある

が、そのまま議案の採決をとるという認識で良いか 

来住事務局長 : はい 

芦屋FA西田氏 : 事前質問について、本来は質問があったものをこの場で議論すべきであり、質問者にのみ返答

するのは、本来の総会の趣旨とは異なり、総会をやる意味がないのではないか。 

 

 来住事務局長より、事前に頂いた質問に対して回答された。 

【尼崎FA】・財産目録の定期積立を定期預金に文言修正 

・1種から女子の事業管理費の内訳が知りたい 

(回答)各事業を行うための総務経費となっている 

       ・4種都市対抗少年選抜大会の支出44万8千円について、中止になったのではないか   

(回答)後日委託先の明石FAより返金頂いており、収支0となっている 

       ・4種トップリーグ2021年度収支予算、2020年度収支実績、2019年度の収支実績がほぼ 

プラスマイナスゼロとなり、他の事業と比較しても収支はおかしいのではないか。U-12トップリー 

グとU-12地域リーグの金額が混在しているのか。割合はどの程度か 

(回答)リーグ戦に関して、JFA補助金と参加費のみで開催している。総額の中で開催実績に 

応じて、按分したものを13FAに配分しているため、収支差額０となる。県リーグ地域リーグの

収支は混在しており、実績ベースで県リーグ35％、地域リーグ65％分配している 

       ・ワコーレ杯についてスポンサーがついているにもかかわらずなぜ収支差額マイナスとなるか 

   (回答)予算策定時には予想していなかった業務が発生し、それに伴う費用として40万円のマ 

イナスとなっている 

【西宮FA】・事務局管理費について 

(回答)先ほど答弁した通りとなる 

【芦屋FA】・決算書の事務局経費が予算書より大幅に増えていることについて、その内訳を知りたい 

(回答)職員の給与等のベースアップが大きな要因となっている 

【フットサル連盟】・法人会計の詳細な資料と、各事業別JFA補助金の別途掲載資料がほしい 

(回答)後日資料の共有をさせていただく 

                 ・予算について、理事・監事の費用の詳細な内訳 

(回答)仲専務理事30万円/月、中江理事25万円/月となっている。その他、一人いくらとい 

った予算立ては行っておらず、会議等に出席頂いた際には交通費や食事手当等を実績ベ 

ースで支払うため、年間の会議予定回数で積み上げた金額を、法人管理費の会議費で 

予算化している。ただし各委員会委員長やプロジェクトメンバーとして大会等に従事された 

場合には、他の従事者と同様に業務の対価として時給600円の積み上げを会計確認書を 

元に各事業予算から支払っている 

・決算の法人関係の勘定科目がない 

(回答)従来も提示されていなかったが、今回は資料に提示させていただいた 
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・弁護士委託料の詳細について 

(回答)現状まだ対応が出来ていない 

・決算で収益事業に関する収益が2000万円程度あるが、そこの法人税はどこに含まれるか 

(回答)法人管理費の法人税等支出に記載されている支払いは均等割のみ。内訳として 

兵庫県2万2千円、神戸市で5万円、三木市5万円、明石市6万円、計18万2千円。 

繰越欠損金が4800万円あるため、法人税は発生せず、均等割のみとなる 

・決算で、三木総合防災公園の収入実績が0となっている。4249万7977円の一部はどこ 

で計上されているか。決算資料も、予算で計上されている箇所に計上しないと、各事業 

の予算超過状況が確認できない 

(回答)各委員会事業の売り上げに割り振らせて頂いた 

 

 芦屋FA西田氏 : 事務局経費が1500万円近く増えたことについて大雑把な説明をもらったが、大きな金額なので 

詳細を頂きたい。 

 来住事務局長 : 大きな要因として、ベースアップされた職員の給与・賞与等が予算化されておらず、この分が約 

600万円、旅費・交通費等が約115万円、法定福利費が給与の増額に伴い約200万円、 

製本・印刷費が約70万円、租税公課で明石グラウンドの収益に対する支払い消費税の増加 

及び前年度の支払い消費税が少なく、今年度とのギャップがあり約280万円、その他細かなも 

のを積み上げた総額が1500万円となっている。 

 芦屋FA西田氏 : 職員の給与や報酬について、総会では予算を組んでいないものが提出されたという事であるが、 

理事会で決まったものか。 

来住事務局長 : 2020年度4月からの給与になり、その当時、どのように決められたか記録がない。再度事務局 

の棚含め資料を探させてほしい。 

芦屋FA西田氏 : ガバナンスをきっちりやってほしい、誰が誰に、誰が決める権利を持っていて、どこでその責任があ 

るのか。昇給に関してはある程度予算の中で組めたのではないか。組めなかったのであれば理事 

会等で決議されているべきではないか。 

 来住事務局長 : 現執行部が決めたことではないため、決定した方にヒアリングを行い、報告する。 

 芦屋FA西田氏 : 誰が決めたのか。 

 来住事務局長 : わからない。 

 仲専務理事 : 4月からの給与であり、前執行部が決めたものになる。 

 フットサル連盟中桐氏 : 当時、予算編成等は事務局長が行っていた。その当時は事務局長であった矢崎氏が 

             編成し、理事会、総会に諮っていた。具体的な内容については矢崎氏が知っていると思う。 

 芦屋FA西田氏 : 前執行部が決めた予算を去年の総会に通したんですよね。 

 フットサル連盟中桐氏 : 昨年度予算が全体的に高く、収支共に1億程度高かった。それを総会の場で指摘をし、 

そのままでは到底できないということで、補正してくれということで話をしたが、そのままになっ 

ていた。それは現体制の中で補正してもらうべきだと思う。その時点では体制が変わってお 

り、予算も時期がずれていた。 

 



5 

 

 清見副会長 : 前事務局長が決めたことであっても、当然執行部が責任をもってすべきであり、事務局長のみの責 

任という事ではない。どのように決めていたかということは、今はわからない。先ほど来住事務局長も 

言われたようにヒアリングや資料の見直しを行う事で資料等が出てくるかもしれない。現段階でわか 

っていることは、当時の予算には計上されていなかったということと、当時出席されていたフットサル連 

盟榎原氏より7000万円程度の指摘があったため、その部分について修正し再度総会時に説明し 

たと思う。ただし職員の給与等について、専務理事の範疇の中で決めてこられたのではないかと思 

う。その中で決めていると思うが、予算には計上されていなかったため、結果として膨れているというの 

が今説明できることである。 

 芦屋FA西田氏 : 会長も含め理事会は予算で執行していくなかで修正をした、という回答が事務局からないから、 

誰が決めたかわからないということになるのではないか。清見副会長だけがわかっていて、それ以 

外の方がわかっておられないというのは問題だと思う。 

 清見副会長 : 僕が変わって説明しただけ。 

 芦屋FA西田氏 : 当然担当があるので、会長が細かい事まで知らないとか、副会長が担当なので、という事もわか 

るが、そこは理事会できっちりと説明して理解して頂きたい。本日出席されている理事の方はこ 

れを理解し承認され、理事会の総意で出てきているんですよね。理事の方にも細かい数字に苦 

手な方もおられるのでそこまで追及はしないが、せめて事務局は説明できるようにしてほしい。 

 フットサル連盟中桐氏 : JFAからの補助金を3000万ほど事業が出来なかったことにより返金したということである 

が、返金した分は翌年、本来受け取れる補助金に上乗せされるか。 

 来住事務局長 : 2020年度事業に対しての返金なので、2021年度にプラスされることはない。 

 フットサル連盟中桐氏 : 13FAや各連盟から領収書を提出して頂きJFAに提出すれば返金額を減額できるように 

思う。以前からそうしていたが、今回はそういう情報は一切なく返金されたという事か。 

 仲専務理事 : 昨年度新型コロナウイルス感染症の影響により開催出来ていない事業分として計算し、2700万 

円ほど返金したが、事務局としてそれが妥当であるという考えである。中桐氏は領収書を集めて 

JFAに提出し、返金額を減らせと言われているんですよね。 

 フットサル連盟中桐氏 : はい。 

 議長津田氏 : 方法論については事務局に提案して頂きたい。 

 芦屋FA西田氏 : 決算予算以外の質問は後程やるということか 

 仲専務理事 : 先に予算決算を審議して頂き、その後時間が許す限り、その他の質問について回答する。 

 

臨時社員総会第1号議案及び第2号議案、定時社員総会第1号議案及び第2号議案について、一括して決議を

求めたところ、全会一致で可決承認された。 

 

臨時社員総会 

第３号議案 理事及び監事の報酬等について 

来住事務局長により、資料に基づき説明されたのち、前事務局長矢崎氏の期末手当5万円の支払いについて、

説明された。 
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・定款第27条に定められている理事監事の報酬総額が、現在は総会をもって決議されていないという状況であった 

 ため、理事監事に支払う総額を1000万円と定めることの審議をいただく。 

 ・理事報酬と業務に対する対価の支払いについて、考え方を整理させて頂いた 

 

過去の総会において質問のあった、前事務局長矢崎氏の5万円の期末手当の支払いについて、事務局として、5

万円の期末手当に関しては、理事としての報酬ではなく、事務局長としての業務に対する対価であると考える。先ほど

説明した整理された考え方に基づいて考える限り、業務に対する対価であると判断できる。また、本期末手当につい

ては、当時の専務理事の判断で支給している事実も確認できており、本件が問題視された原因は、前会長及び前

専務理事に対する賞与の支払いであったため、その当時の会長であった稲垣氏に当時の状況を確認させて頂いた。

この場で稲垣氏へのヒアリング結果も報告させていただく。 

 

4月26日に兵庫FA事務所にて稲垣氏に伺った内容 

 ・小林氏より「2年間は稼いできてくれと家族にいわれた」。それについて、2年でも3年でも問題ないと思った 

 ・処遇は月20万円と決めた記憶であり、手当も賞与も出さない。給与のみと話をした 

 ・労働条件通知書を作った記憶もみた記憶もなく、小林氏が自分で自分につくったんだろうと思う 

 ・手当は通勤費ぐらいだろうと考え小林氏にも伝えていた 

 ・兵庫FAのコストは少しでも安くしたいと考えていた 

 ・手当は払う必要はないと考えていた 

 ・労働条件通知書については絶対に作成していないし、作成を指示した覚えもない 

 

【質疑応答】 

明石FA溝口氏 : 理事としての活動に支払う場合と、業務に対する対価として支払う場合で、どのような棲み分 

 けとなっているか、内容としてどのように違うのか。 

来住事務局長 : 会計処理方針に定められている様に、例えば1種の大会に理事として参加したのか、委員会ス 

タッフとして参加したのか、という棲み分けとなる。理事として参加されたのであれば、報酬は支 

払えない。会計確認書の提出によって支払われる。 

清見副会長 : 従来総会で決めていたのは、常勤理事として報酬を支払うという事。あくまでも常勤理事として、 

名前を決めた人についての月額を決めた。 

フットサル連盟中桐氏 : 具体的に会計確認書のなかで、各事業活動と、理事として活動については事務局で把 

握してもらいたい。そうすることで棲み分けもきくとおもう。ただしうまく連携を取ってもらわな 

いと、おかしくなってしまうので、それは無いようにお願いします。 

神戸FA一北氏 : 常勤理事として手当が支払われていても、各種別委員として活動された際にはその委員会か 

ら手当が支払われるという事。ただし専務理事として大会等で活動を行った際には手当は発 

生しないということを、はっきり明文化するのを、ここで記載したということですよね。 

仲専務理事 : はい 

フットサル連盟中桐氏 : 先ほど事務局長が説明された内容について、稲垣氏は労働条件通知書を専務理事が 

勝手に作ったまで言ったか。 
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来住事務局長 : 作ったんだろうといわれた。 

フットサル連盟中桐氏 : 先ほどの発言では作ったという言い方で、犯罪者のような言い方をされたが、労働条件通 

知書の存在について、今まで会長レベルではなく事務局長レベルでたいていやり取りをして 

おり、会長が知るわけがない。今回の件についても、実際会長の方からそういう指示があっ 

た中で、書類等は作っていないが、他の人と同じような形で書類を作るように私は指示し 

た。中身については別であるが、具体的な話については事務局の方で作成してもらったと 

いうことで、小林前専務理事が私的に自身で作ったというようなことは無いということを言っ 

ておく。 

仲専務理事 : 小林氏は総会の場で労働条件通知書を提出されたが、それは誰が作られたのか。 

芦屋FA西田氏 : 今3号議案をやっている。一緒にやってしまっては話が混乱してしまうため、理事監事等の報酬 

について議論を進めて欲しい。事務局がその話を途中で入れるからおかしくなる。 

北摂FA高原氏 : 事務局長及び事務局次長が常勤理事になり、報酬が発生した場合というのは、業務に対す 

る対価とみられる仕事であっても、対価として何も受け取れないということか。業務の対価という 

言葉遣いから、どの業務に対する対価でその線引きをしているかが全くイメージできなかった。 

競技会運営であればわかりやすいが、それ以外にも理事の業務はあると思う。何をもって業務 

執行の対価として扱っていくか、もう少し整理して頂きたい。 

来住事務局長 : 今回記載している事務局長及び事務局次長は、事務局のスタッフの一員という認識。その方 

が、理事及び常勤理事になった場合であっても、事務局長としの仕事に対しては業務の対価 

であるということで整理させて頂いた。 

北摂FA高原氏 : 支払うということですね 

来住事務局長 : はい、兼務しているだけということ。理事であり事務局長である場合には、事務局長としての業 

 務を行っているのか、理事としての業務をしているのか、ということを明確に区分することが必要 

 になる。理事会に出席された場合には理事としての業務となると思うが、事務局で働いている 

 場合については、事務局業務をしているということとなる。 

北摂FA高原氏 : 事務局業務をしている時間帯については、業務の対価として発生する。事務局長等が理事を 

 兼ね、常勤理事として契約して固定の報酬が発生し、事務局業務をしていた場合にはどちらに 

 なるか。 

来住事務局長 : 事務局長としての業務については、業務の対価としてお支払いする。 

北摂FA高原氏 : 常勤理事だから固定の報酬を支払うというのと、労働の対価として報酬を支払うということは別 

 という認識でよいか。 

来住事務局長 : 常勤理事として支払うということでの決議であれば、理事としての対価となる 

北摂FA高原氏 : 事務局としての作業をしても、常勤理事であればその対価としての支払いはないということです 

 ね。 

清見副会長 : 専務理事が常勤理事になれば、事務局の総まとめなので理事として報酬を支払う。事務局長も 

常勤理事兼事務局長であれば常勤理事としての報酬を支払う。 

北摂FA高原氏 : やはり事務局作業をしても対価としての費用発生はない、追加はないということですよね 

仲専務理事 : それ以上はもらえない。常勤理事として追加で支払いが発生した場合には総会での決議が必要 
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となる。 

北摂FA高原氏 : 事務局長としての業務をしていればそれは経費であるとの意見と、理事としての定給が保証さ 

れたら追加はないという意見の2つ回答をもらっているような気がする。 

  仲専務理事 : 理事としての事務局長で、給与を設定すれば、追加で理事報酬は支払えない。 

北摂FA高原氏 : 事務局長からの回答と違ったように思う。 

来住事務局長 : 過去の議事録を読む限り理事の方への報酬はなかったが、常勤理事になられた方に対して、な 

んらかの報酬を払わないといけないということで、報酬を支払う名目として、常勤だからということ 

でお支払いしていた。今回矢崎氏の問題があり、理事兼事務局長であったため、どちらの仕事 

をしているのかわかりにくいということであった。私は今事務局長であり理事ではないが、もし私が 

理事になればその瞬間、私の事務局長としての給与は社員総会で諮られないといけないのか、 

という事になる。事務局長としてそれまで働いている分は、業務の対価としての考え方なので、 

総会決議ではなく理事会決議で事務局長の選任ができ、給与も設定できるため、常勤理事 

であったとしても、事務局長としての業務の対価であれば、総会にはかけなくてよいという認識。 

北摂FA高原氏 : 業務の対価の支払いは、常勤であっても非常勤であっても、あるという事でよいか。 

来住事務局長 : はい。非常勤理事に対して、理事として報酬を支払う場合であれば、総会での理事報酬の決 

議が必要になるということ。 

北摂FA高原氏 : 業務執行に対する対価の線引きが、理事会で決めるため、ここでコストとして出すのは難しいと 

いうことでよいか。委員長として評議会等に出席するというような話であると、白黒をイメージし 

やすいと思うが、種別委員長のみが理事をやっているわけではないため、それぞれの案件につい 

ては理事会で諮って決める、というように決めて頂けたら、納得できるがいかがか。それは業務の 

対価であるか否か、それを誰かが判断しないと、また同じようなことになると思う。 

来住事務局長 : 基本的な線引きは兵庫FA謝礼基準表の通りとなる。 

北摂FA高原氏 : 事務局業務についての記載が一切ないがいかがか。 

来住事務局長 : 他の事務局員と同じ考え方であり、事務局を管理する長というかたちである。給与規定といった 

ところに入ってくると思う。 

榎崎監事 : 報酬額については事務局規程が別にある。今審議・決議したいのは、この方針に基づいて行うというこ 

とであり、事務局員の報酬額についてではない。 

 フットサル連盟中桐氏 : 事務局規程でこのような報酬についての記載はないですよね。 

 榎崎監事 : 「事務局は会長が決めることができる」との記載があり、決め方の問題である。 

 北摂FA高原氏 : 事務局の内容については会長が判断する、といって頂ければそれで問題ない。基本的に、業務 

の対価として支払う方向にぜひ動いてほしいというのが一意見である。どこが決めるからここに判 

断を任せてくれ、といった形をはっきりと事務局側から言って頂きたかった。榎崎監事が言われた 

ように、会長が決めた事務局規程に基づいて行うということであれば、そのように説明頂ければよ 

いが、事務局としてどうされるか。 

 来住事務局長 : そのように進める 

 北摂FA高原氏 : 事務局規程というものを会長の名前で作成し、それに応じて兵庫FA謝礼基準表に記載以外 

の業務についても整理し、それに該当すれば業務の対価として認められるので、立場が理事で 
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あろうとなかろうと、労働の対価の保証となるという事ですね 

 来住事務局長 : はい 

芦屋FA西田氏 : 高原氏と同じで、内容についても理解できないし表もよくわからない。理事の方に報酬を払うこ 

とに関しては悪くないが、払い方の問題というのはわからないし、もらう側の理事もよくわかってい 

ないし、中身も検討できていない。反対ではないがもう少しきっちり整理してから総会に出して 

ほしい。理事会の総意が総会に出されているのであって、おそらく理事の中でも理解されていな 

いような気がする。監事が言われたことも、監事というのはあくまでも中間にいて、総会が選んだ 

監事なので、われわれの社員に対して理事が正しく業務を執行できているか監査する立場で 

ある。監事が理事会に出てこれがおかしいとか説明できているかと言われたら、私はできていな 

いと思う。反対ではないが、もう少しわかりやすくちゃんと説明できるようにして頂きたい。 

 来住事務局長 : この方針の考え方について問題ないということをお聞かせ願えたら、次回総会に向けてもう少し皆 

さまにわかりやすい資料にして作り直し、改めて提案させて頂く。 

 フットサル連盟中桐氏 : 兵庫FA謝礼基準表の具体的例が事業の事になっているため、理事・監事としてどのよう 

な業務があるか、具体例を同様の形で作成頂き、それ以外の業務についてはその他で作 

成し提案して頂いたらと思う。お金の事は総会で議論し、決めるべきだと思う。 

 仲専務理事 : 理事も各種別委員長も一緒になっている為、総会で提案させて頂き、皆さんのご理解を頂こうと思 

っている。皆さんに納得して頂けるような文章で条件等を出させて頂く。 

 オブザーバー榎原氏 : この提案が認められた場合、前専務理事小林氏の解任議案については、いろいろ理由を 

もって説明されたかと思うが、それについては総会で決められていた以外の報酬を得たという 

ことでとの趣旨だったと思うが、この新しい形での適用となってもやっぱりおかしいと。 

 仲専務理事 : 専務理事として報酬が決まっており、それ以外の理事報酬はもらってはいけないとなっている。そこは 

変わっていない。 

 オブザーバー榎原氏 : では仲専務理事は少年の大会等に出務し、そこでお金を受け取られているが、そこで受け 

取るものについて、新しい規程であれば問題ないと思うが、従来これが決まっていなかった段 

階で、前専務理事小林氏が同様の理由で現場で働いたと思って受け取った報酬は、問題 

ないということか。理事は決められた報酬以外は受け取ってはいけないと前回説明を受けた 

と私は理解しているため、そういう点からみてどうか。 

 社会人連盟前田氏 : 仲専務理事は県協会から30万円と、大会等に出務した場合には県4種委員会から手当 

が出ている。前専務理事小林氏は、県協会から固定報酬と手当が出ていた。私も現場に 

出るが、理事としての報酬はもらっておらず、連盟から大会運営時の旅費や手当が支払わ 

れている。それはこの規定が出来ようが出来まいが、以前から変わっていない。理事としての 

報酬は県協会から支払われているが、兵庫FA謝礼基準表に記載されているのは、各種 

別大会の予算から出ているものになる。ちぐはぐな質問をされているように思う。 

 オブザーバー榎原氏 : 新しい規程によれば問題ないが、現状この審議事項はまだ結論が出ていない状態であるの 

に、大会運営時の報酬等を受け取ることは問題ないという事か。 

 来住事務局長 : これは新たに作ったものではなく、今までも各種別大会等に参加した際には日当を支払ってお 

り、各13FAの理事の方が、各都市協会で活動されているときには日当やお弁当等を受け取っ 
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ていると思う。この審議事項がだめということになれば、理事として報酬をもらっていない方も全て 

がだめになるので、過去からずっとやってきていることを一度ちゃんと整理し、明文化しようというこ 

とで、分かり易くしたいなという思いであり、新たにルールをつくるという事ではない。 

 北摂FA高原氏 : 来住事務局長より兵庫FA謝礼基準表については一度整理するという事であったが、本件は一 

括での審議となるか、改めて資料が提案されるためそれを抜きにして審議するのか、提示いただ 

きたい。 

 来住事務局長 : 過去から変更はないため、一度この議案については取り下げさせて頂き、改めて次の総会までに 

整理させていただけたらと思う。考え方などが違うのであれば、教えて頂ければと思う。 

 西播磨FA森川氏 : 調整のために取り下げるということであるが、基本的に簡単に取り下げないで頂きたい。方針と 

してはこれでよいと思っている。微調整として文言修正等が必要という事があれば、それは理 

事会なりに預けたらいいのではないか。 

 芦屋FA西田氏 : 簡単に下げているのではなく、過去のものを細分化したいということ。お金に関することはやはり総 

会で決めることであり、理事会で決められると困る。下げるのではなく、継続審議としてほしい。 

 議長津田氏 : 金額については決議を取り、文言等については精査し、後日報告して頂くということでよいか 

 芦屋FA西田氏 : 理事会で決めるのではなく総会決議になるものではないのか 

 フットサル連盟中桐氏 : 理事・監事の業務を具体的にして頂き、総額について決めたらどうかということ。 

 清見副会長 : 理事の所掌事務について再度考えたらどうかという事であるが、そこは今後詰めていくとして、いま皆 

さんに議論して頂きたいのは、理事・監事の報酬等の総額である。兵庫FA謝礼基準表については 

現在運用しているものを貼り付けているだけであり、参考資料にすぎない。中桐氏が言われた理事 

の業務としての範疇については、理事会で決定していくということで、ご理解いただけたらと思う。兵 

庫FA謝礼基準表について、勝手に決められたらという意見もあったが、これはすでに運用されている 

ものであり、変更する箇所があるなら、皆さんにお諮りする形になると思う。 

 北摂FA高原氏 : 今の話で審議するのであれば、事務局もしくは理事会に１つお願いがある。先ほど社会人連盟 

より、競技会運営と紐づけされて会計がわかれているという説明は非常にわかりやすい。競技会 

等に紐づけされない業務について、理事としてか業務執行の対価としてなのかどちらでやっている 

のか、そういったことも十分反映された審議を理事会でやっていただきたいと思っている。 

 

 本件について諮ったところ、賛成12名、賛成多数により可決承認された。 

 

 社会人連盟前田氏 : 来住事務局長より口頭でのみ報告があった前専務理事小林氏に関する、稲垣氏のコメン 

ト等、口頭でのみだと事情が分からない。文書的なものはないのか。 

 フットサル連盟中桐氏 : 通知書は小林氏が自分で作成したといったことを言われたため、それはしていないというこ 

とを私は主張した。指示は事務局にしているので当時事務局長であった榎原氏がご存知 

だと思う。 

 オブザーバー榎原氏 : 私が作成しお渡ししたということはほぼ間違いない、という記憶がある。 

 社会人連盟前田氏 : そのあたりが曖昧ではっきりわからず、以前の総会時に小林氏の解任議案について僅差で 

否決されたと記憶しているが、来住事務局長の話を聞けば、解任議案を反対したのは間 
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違っているのではないかと思っている。 

フットサル連盟中桐氏 : その時はそれを正として決議し、否決された。 

 神戸FA一北氏 : そのような契約書には必ず正副があり、割り印して残しておかないといけない。それが無いのであ 

れば疑われて当然だと思う。 

 議長津田氏 : 前田氏は緊急動議としてだされているか。 

 社会人連盟前田氏 : はい 

 議長津田氏 : この件について緊急動議として理解し、審議を継続したいと思うがよいか 

 芦屋FA西田氏 : 緊急動議はやってよいと思うが、議論したなかで議長が緊急動議とするのはおかしいのではない 

か 

 議長津田氏 : 皆さんの同意を経て進めていく 

 芦屋FA西田氏 : 緊急動議ではなく、スムーズに進めるためということで、後でするといわれた榎崎監事からの報告 

を先にして頂きたい。 

 仲専務理事 : 本日の議案を先に進めさせて頂きたく、質問等は後程伺う。 

 

定時社員総会 

第３号議案次期(2022・2023年度)役員選考委員会の設置について 

来住事務局長より、資料に基づき説明された。 

・前回の役員選考委員会のやり方を踏襲し、正会員から3名と理事会から4名の計7名と考えている。 

・選考委員会の設置が認められたのち、正会員からの3名については各13FA専務理事等会議を別途開催し、そ 

こで選出させて頂ければと思っている。 

・理事会選出の4名については、8月開催予定の理事会にて選出を行う。 

・各会議で決定したのち、社員の皆さまには報告させて頂く。 

 

【質疑応答】 

芦屋FA西田氏 : 選考委員会について定款は読んでいないが、役員を決めるのは総会なので社員が決めるとい 

うことであり、その社員が選考委員会を作るということですよね。理事から4名、正会員から3名で 

はバランスが悪いのではないか。あくまでも社員が決めて、理事は決められる側である。定款に役 

員数が記載されているか。 

清見副会長 : 過去から踏襲されたものであり、兵庫FAが法人化した時、旧民法第3４条法人のときからいろい 

ろと議論し、組織の安定化や引継ぎ等の事があるため、理事については理事４名と正会員から3 

名ということでバランスをとっていた。今回それをあえて変える必要があるか。 

フットサル連盟中桐氏 : 選考委員会の委員に、選ばれる理事が入っているというのが常態化していた。それはそ 

れで良かったが、前回の役員選考委員会でいろいろな問題が起き、そういったことがある 

ような選考委員会はでは非常に難しいと思う。第三者の選考委員が理事を選ぶという 

事にしないと、いつまでたってもこのような問題は解決しないと思う。前回不正もあったた 

め、そういったことのないクリーンな制度を求めたい。理事会から4名という、正会員より多 

い中で次期理事候補者が出てくるというのは、いかがなものかと思う。過去はその社員3 
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名も全員理事になっており、選考委員会に委員として選ばれたら理事になるのか、という 

ところがあった。いうことが常態化していて、その時私はその中に入っていなかったため、横 

から見ていてしょうがないなと思っていた。もうそろそろやり方を変えるべきではないかと。ど 

んなやり方かというのは皆さんが検討してもらったらよいと思う。私はJFAとやり方を合わせ 

て、選挙のような形で誰しもが立候補できるやりかたを取るようにしないと、また不正が起 

こる可能性があると思う。 

仲専務理事 : 我々、現理事は不正で選ばれたという事か 

フットサル連盟中桐氏 : 全員ではなく、一部そういったこともあったということ。 

オブザーバー半田氏 : 前年度、役員選考委員会に入り、こんな選考委員会はダメだという事を感じ、総会の場 

で話させて頂いた。あの当時、事務局長が次期理事候補者の名前を挙げられた。私は2 

種・3種と技術に関わっているが、それ以外の方についてはわからない方が多く、その方を選 

ぶにあたって、判断材料があまりなかった。正員枠3名については、今まで3名が選考委員 

会に入りそのまま理事になっていたが、それも変えようという事になり、新たに各種委員会か 

らというやり方に変わった。ただそこに至るにあたって、明らかに理事候補者はこの方で決まり 

だ、といった雰囲気があったのも事実であり、理事会議事録も読ませて頂いた中で多くの議 

論があったようなので、中桐氏が言われたように、やり方を考えて頂いたほうがよいのではな 

いかと思う。 

 議長津田氏 : ご意見等があれば事務局に提案して頂ければと思う。 

 

榎崎監事より、矢崎前事務局長が受けとったとされる手当についての報告がされた。 

 榎崎監事 : 先ほど来住事務局長から説明があった通り、矢崎氏は常勤理事ではなく平理事であり、事務局長と 

いう事務局の業務をしているという2面性格を持っていた。期末手当として5万円の支給があり、それ 

についておかしいのではないかという事であった。それについて監査報告書で名前が挙がっているのは中 

桐前会長及び小林前専務理であるが、この2名は常勤理事であった。常勤理事の報酬額について 

は総会において決めるとなっている。矢崎前事務局長について、事務局員の報酬を決めるのは規程 

によれば会長となっているので、5万円が支給されているという事は、事務局手当として払われていると 

いう理解。そこが覆ると、誰が支給するという指示をされたか、それを私はお伺いしたい。小林前専務 

理事の答弁によれば、三木総合防災公園で得た収益を、基本的に事務局員のモチベーションアップ 

のため支給したということであった。そのように支給しているものは、理事報酬ではないと理解し、この監 

査報告書としているため、矢崎前事務局長の給与については、監査報告書に記載していない。 

 フットサル連盟中桐氏 : 榎崎監事には監査報告書を提出する際に包み隠さず全て出し、今の発言をして頂いて 

いたらよかったと思う。矢崎氏は期末手当の5万円だけではなく、月額として支払われてい 

たものを合わせると100万円近くもらっている事実は今も出ていない。お金だけで言えば小 

林前専務とあまり変わらない額が矢崎氏に払われていたという実態があるが、私について 

はきめ細かく通帳まで出しながら、なぜ一緒に出さなかったのか。監事は社員の皆さんに 

理事の状況を知らせる立場であるが、出さないと判断したのは榎崎監事か。 

 榎崎監事 : はい、監事として出さない判断をした。 
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 フットサル連盟中桐氏 : 全て出した上での判断がこれです、というのが普通ではないか。 

 榎崎監事 : 先ほどから何度も申し上げている通り、矢崎氏は事務局長としてお金が支払われていた。平理事であ 

り常勤理事ではないため、総会で報酬額は決まらない。仮に中桐氏が言われているように、お金を出 

しているということは、なぜ出しているか、誰が出しているか。 

 フットサル連盟中桐氏 : そこまでは関与していなかったからわからないが、それも出して頂いていたらまた検討できた 

のではないか。 

 榎崎監事 : その時の会長はどなたか 

フットサル連盟中桐氏 : 私です、私だけではなくて稲垣元会長も。 

榎崎監事 : 理事として報酬として出されたのか。 

フットサル連盟中桐氏 : 出してない 

榎崎監事 : では問題ないですよね。 

 フットサル連盟中桐氏 : 全て出して頂き、それも含めて検討したらよいのではないか。 

 榎崎監事 : 出しません。矢崎氏については事務局長として支払われており、理事報酬ではないので今回問題とな 

っている不正とは関係ない。私は横領ではないか、不正ではないかということで出している。実際議事 

録にも記載されているが、小林前専務理事は、三木総合防災公園等での収益があったため、事務 

局員に期末手当として支払っている。では理事報酬ではない。 

 フットサル連盟中桐氏 : ではなぜそれも含めて出さなかったか 

 榎崎監事 : 出す必要はない 

 清見副会長 : 監事は全てを見たうえではおかしい所について指摘するのであって、正しいものを全て出さないけな 

いという事はないと思う。 

 フットサル連盟中桐氏 : 前回理事会の役員選考についての議案で、榎崎監事が越権行為的な言動をたくさんし 

たというのを理事の方から聞いている。そのあたりについてもきちっと調べて頂きたい。 

仲専務理事：矢崎氏の件と、監事の越権行為があったことの話は分けて頂きたい。明石FA溝口氏より期末手当 

として支払われた5万円について質問があったため、お話しさせて頂いている。 

北摂FA高原氏：新たに意見の応酬があるが、それは調査した結果を報告して頂いているという事でいいんですよ 

ね。調査が足りない等をここで挙げられても困る。それをしっかり調べて欲しいというのが明石FA溝 

口氏より依頼された内容だと思う。 

神戸FA一北氏：先ほど監事からされた内容がその報告だと僕は受け止めた。 

仲専務理事：矢崎氏に月額5万円が支払われており、４月10日には期末手当として5万円が上乗せされ、10 

万円が支払われていた。期末手当として支払われた5万円について、明石FA溝口氏より、それは 

おかしいのではないかとの指摘があり、それについて調べさせて頂き、それは業務の対価であり、理事 

としての報酬ではない無いという報告をさせて頂いた。 

芦屋FA西田氏：前専務理事小林氏の件についても、過去にミスはあったが、先ほど社会人連盟前田氏から緊 

急動議を出すとも言われたが、そういったこともやめて欲しいなというのが正直なところである。もう 

一度原点に戻り、総会で決まったことをまたほじくり返して個人を責めるのはやめて頂きたい。ちゃ 

んとやらないといけないが、こんな協会やったんかなって、この一年、悲しい思いをしている。 

永濱理事：矢崎氏の件について、9月の総会後に本人に電話をし、確認した。本来、矢崎氏はアルバイトであり、 
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時給600円で月80時間～100時間働いていた。毎月計算するのが煩わしいため、月額5万円にし 

てくれと前専務理事小林氏より言われてから月額5万円となり支払われていた。4月10日には確かに 

10万円支払われており、上乗せされた5万円がおそらく僕が取ったと言われているんだと思うと言われ 

た。矢崎氏が請求したわけではなく、小林氏が気を利かしてくれていたということである。小林氏の場合 

は振り込んだ行為が間違っていた、理解が足りなかったとしても、自分で自分に振り込んでいる。それ 

を榎崎監事がおかしいと指摘された。そのことを総会で報告されたが、総会の雰囲気悪いからいやだと 

いうのは僕からしたらおかしいと思う。これは手当として受け取っても問題ない、不正はあっても仲間だ 

からよいという話にはならないと思う。大変失礼なことを言うが、長年一緒にやってきて、お互い尊敬し 

ているからという気持ちは良く理解できるが、こういうことがあった時に、友達だから、可哀そうだからとい 

うことで見逃してはいけないと思う。そこはきっちりやらないと、サッカー協会は何をやってもいいんだという 

ことになってしまう。おかしいことはおかしいと言おう、という雰囲気の中でやってきて、人の悪いところ指 

摘するのは僕たちもいやだし、聞いている方もいやだと思うが、そこは心を鬼にして、悪いことは悪いと反 

省して直していくという姿勢をもってほしい。サッカーファミリーだから、いいのではないかというのはだめだと 

思う。 

次期役員を決めるにあたり、サッカー協会を良くしようと頑張っている現理事全員が再任されたら、 

それは不正だというような言い方されては堪らない。先ほど中桐前会長がおっしゃったが、理事の決め 

方を変えていかないといけないというのであれば、僕は悪いことを悪いと言えなかった社員さんを、各地 

区で選挙で選んで欲しいと思う。それが本当に協会を変えていくスタートだと思う。小林氏は兵庫FA 

に多大な貢献をされたが、認識不足であったとしても悪いことをしたのであれば反省して、と言えるよう 

な社員さんであってほしいと思う。 

議長津田氏：議題は全て終了したが、先ほど社会人連盟前田氏より緊急動議が出された。小林前専務理事の 

横領についての審議を最後に諮りたいと思うがいかがか。 

 

議長津田氏より緊急動議を受ける旨が報告されたのち、オブザーバー榎原氏より、小林前専務理事への懲罰に

関して質問があり、日本サッカー協会の懲罰規程が記載された用紙を正会員に配布してほしいとの依頼があったが、

まず議長にのみ配布された。 

 

フットサル連盟中桐氏 : それを全員で見ながら進めたほうがよいのではないか。 

榎崎監事 : 社会人連盟前田氏が言われたのは、議決が違ったのではないかということであり、懲罰の事ではな 

い。 

オブザーバー榎原氏：理事会で解任決議をし、総会に上程・審議が始まった。規律フェアプレー委員会というサッカ 

ー協会独自に制定された機関があり、その懲罰規程によって、役員である小林前専務理 

事の懲戒処分を決めなければならないのではないか。前回の総会で審議したことについて 

も、JFAが定める規定に基づき行われるべきではないか。JFAの懲罰規程をみなさんに見て 

頂いた方が分かり易いかなと思い、お配りしたい。 

来住事務局長 : JFAが定める懲罰規程には、別法人に対しての役員解任の権限は無い。例えば、どこかのサッカ 

ーチームの監督がJFAの懲罰規程で除名処分とされても、サッカークラブの監督という立場は無く 
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ならない。その方を辞めさせることが出来るのは、そのクラブの組織だけ。同様に、JFAのフェアプレ 

ー委員会で理事解任の決議がされても、なんら法的拘束力は無く、一番法的拘束力があるの 

は、兵庫FAの社員総会であり、そこでしか理事の解任及び承認の決議は出来ない。これは 

JFA法務部長の播磨氏に確認させて頂き、理事の解任については、JFAの規律フェアプレー委 

員会ではなく、兵庫FAの社員総会で承認されれば問題ない、との回答を頂いた。JFAの播磨 

氏も、お電話いただければいつでもご説明します、と言われた。 

芦屋FA西田氏：緊急動議について、前田氏からどのような根拠で何を求めるかということを明確に出して頂きた 

い。 

社会人連盟前田氏：小林理事の解任について緊急動議を出す 

フットサル連盟中桐氏：内容と理由は何か。 

社会人連盟前田氏：来住事務局長より説明があった、稲垣元会長のヒアリング内容について、できたら文書にな 

った報告書等々があればよいが、そのあたりがあやふやなところもあり、前回の議事録ともその 

内容が一致していない。 

清見副会長：労働条件通知書がどのように出てきたかということについて、稲垣氏のヒアリング内容と異なるというこ 

とか。 

フットサル連盟中桐氏：そんなことまで言っていないと思う。小林氏が勝手に作ったんだろうと言われたということで、 

それは違うということを私は主張した。人を解任することについて、そんなあやふやではよくな 

い。稲垣氏にお越し頂き、直接説明して頂いたらいかがか。 

芦屋FA西田氏：小林氏が自分で作ったからおかしいということですよね。では小林氏が自分で作ったという証拠は 

どこにあるか。 

神戸FA一北氏：契約書を作成し契約を結んだ場合、正副2通あり、必ず控えが協会にあるはずだが、その 

あたりはどうか。 

仲専務理事：無い 

神戸FA一北氏：なぜないのか 

芦屋FA西田氏：無いこともある 

神戸FA一北氏：僕たちのような3人の小さいところでもちゃんとある 

芦屋FA西田氏：前田氏は小林氏が自分で作成したものであるため無効ではないかということですよね 

社会人連盟前田氏：はい 

芦屋FA西田氏：中桐氏は、小林氏は作成していないと言っており、小林氏が自分で作成したということを証明で 

きるか。論点は小林氏が作ったかどうかですよね。 

仲専務理事：どこから出てきたか 

芦屋FA西田氏：知らない 

 

小林氏が出席されていたため、仲専務理事より小林氏から話を伺いたい旨が議長に提案され、認められた。 

 

小林理事：労働条件通知書は天地神明に誓い、絶対に作っていない。昨年も説明した通り、解釈違い、理解 

不足から不適切な処理をしたということで、お詫び申し上げた。先ほど、来住事務局長より稲垣氏から 
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のコメントや、永濱理事からいろんなお話があったが、一度、第三者委員会ではないが、事実関係を 

正確に調べていただきたいと思う。こう言った、こう聞いたでは信憑性がない。第三者にしっかりと調べて 

いただき、何が事実なのかをみて判断していただきたいと思う。最後にもう一度言わせて頂くが、私は絶 

対に作っていない。 

 

仲専務理事：当時の総会で、西宮FA岩本氏より、報酬に関わる書類なら提出して頂いたらということで、通知書 

を出された。もし、小林氏が作成していないのであれば、どうしてあの書類を出されたか、この契約書 

があるため、報酬を受け取ったと言われた。 

西宮FA岩本氏：議論の中で、小林氏は報酬に対して協会から受け取った書類があると言われたため、そういうこ 

となら出して頂いたらと、第三者的に言ったまで。 

オブザーバー榎原氏：先ほど中桐氏が説明したのち、記憶の限りでは私が作ったものでほぼ100％間違いない、と 

発言した。 

仲専務理事：榎原氏が作られたという事ですね。 

オブザーバー榎原氏：はい 

永濱理事：労働条件通知書の一つ前のことに話を戻したが、理事会では榎崎監事から、複数回にわたり固定額 

以外の報酬として、合計92万円を受け取ったという書類をもらった。理事会では尊敬している理事も 

いっぱいいたが、これは正しいことではないため、理事を辞めてもらうということで終わらせたかったと思う。 

先ほど来住事務局長が言われたように、社員総会で承認されないといけないということで、総会に上 

程した。自分で自分に振り込んだことは事実であり、この話を大きくしたくないし、理事会で決まった経 

緯を考えたら、身を引いていただいたらありがたいなと思う。総会の場で通知書が提出されたが、その 

書類が正しい物かどうかということが問題ではなく、お金を貰ったという事が初めの問題ではなかったか。 

通知書については、そのあとの問題だと思う。通知書が本物かどうか証明すること自体が難しく、西田 

氏が言われたように、僕もこの問題をずっと話ししたくない。 

北摂FA高原氏：動議がかかっているか分からない状態で議論が進んでいるが、調査した結果を説明してほしいと 

いう質問をしただけなので、一北氏が、榎崎監事からの説明がその報告だといわれた発言が議 

事録に載るのであれば非常に腑に落ちる。すごくデリケートな問題と認識しており、ひとつずつ進 

めないといけないのではないか。理事からは、辞めて頂いた方がよいのではないかという話も出 

てきたが、その発言は理事会を通された意見として受け止めたらいいのかもわからず、その書類そ 

の書類と言われているが、私達16人が、そもそも同じ書類が頭に浮かんでいるかどうかも整理で 

きていないと思う。このまま進めてよいのか。 

  榎崎監事 : もう理事会通ってますよ。 

北播磨FA岸上氏：僅差とは言え、前回否決されて終了した。小林氏が協会入ってどれだけの功績があったかとい 

  うのは、周知のことだと思う。それに対して、不正があったら刑事訴訟を起こすのか、そこまで腹 

をくくり、再度議決するのかまで考えてやってほしい。理事の責任についても話があったが、選 

考委員からしても成り手が無い。嫌々、時間を工面して理事会に出席している。そんな現状 

の中で、だれが理事になり兵庫県FAをまとめる人がいるのか。せっかく理事になっていただいて 

いるので、ありがたいと思ってもらいたい。総会に来られている方々も、皆時間を作って来られ 
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ている。すごく無駄な議論をしているとしか思えない。この話は打ち切りにしないか、兵庫FAの 

将来のについて考えるほうが、大事なことだと思う。 

議長津田氏：西播磨FA森川氏はいかがか。 

西播磨FA森川氏：当時議長を務め、採決を取るときに色々な意見が出て、通知書の配布が提案され配ることを 

許可した立場であるが、配られたもの自体が違うということであれば、それは、その採決に影響 

があったなと思う。その紙がどうかということではなく、行った行為について手を挙げられたと思う 

が、手を挙げる要因の一つが違うものであったなら、そこまで立ち戻るというのもひとつの選択肢 

かなと思う。 

芦屋FA西田氏：高原氏が言われたように、先ほど緊急動議をされて、それに対して受けるかどうかと、もし緊急動 

議を受けるのであれば、調査委員会を開いてほしいと思う。 

先ほど榎崎監事が理事会に通っていると言われたが、何が理事会に通っているのか。前回の 

ことで理事会を通っているのであって、この緊急動議は前田氏から出されたものである。先ほどの 

発言はどういった内容か。こういった発言を監事がするというのはいかがなものかと思う。監事はあ 

くまでも我々社員が選んで、社員の代わりに理事が業務を執行しているのかを監査する立場で 

あるのに、どうも理事会側の見方なような気がする。もう一つ緊急動議をするのであれば、監事 

の調査委員会もやってもらいたい。 

榎崎監事：理事会を通っていると申し上げたのは、先ほどの動議をお聞きしたら、以前、小林前専務理事を解任 

するときの票がおかしいですよということを言っておられたため、それは理事会に通っていると申し上げた。 

芦屋FA西田氏：監事という重職でありながら、手を挙げずに発言されたことについて言わせて頂いた。 

北播磨FA岸上氏：採決を取るならとるで、先に進めて頂きたい。 

議長津田氏：本件についての採決は投票のような形で進めたいと思うがいかがか。 

オブザーバー榎原氏：この文書を誰が作ったという論議以外は、前回の総会で決議され、否決されたという経過が 

ある。法律でも一時不再理があり、一般法人法の規定の中で決議事項を無効にすることを 

確定する手続きが必要なのではないか。それは一般法人法に基づく取消であるとか、定款 

の重大な不正によって審議したにも関わらず、審議結果が否決された場合、改めて解任を 

要求する手続きというのが定められているのではないかと思う。 

北播磨FA岸上氏：通知書は榎原氏が作られたもので間違いないと言われ、小林氏は作成していないため、動議 

を取り下げて頂得ないか。 

社会人連盟前田氏：挙げた手を降ろせないというのもあるが、岸上氏は刑事裁判するのかどうか、と言われたが、 

私は徹底的にやった方が良いと思う。ハッキリしないから、ずるずると時間が経過し、聞きたく 

ないことも聞き、言いたくないことも言わないといけなくなる。 

北播磨FA岸上氏：いくらお金がかかってもするということですね。 

高濱理事 : もし本当に裁判をするということであれば、かなりのお金が必要になる。そのお金については、理事会 

では一切、議論されていないため、お金をかけてまでやるということであれば、ぜひ理事会に諮って承 

認を得るべきだと思う。 

西宮FA岩本氏：個人の攻撃とか、どうしてこうなるのか。今まではこういうような会議では一切なかった。一度、総 

会で決着がついている議案についてどうしてぶり返してやるのか。我々も事務局も小林氏もしんど 
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い。謝罪もされ、お金も返されており、それで決着ではないのか。 

榎崎監事：岩本氏はしんどいから、不正かもしれないものを見逃すとおっしゃっておられる。永濱氏が言われたが、そ 

ういうサッカー協会ではダメだという意見があるにも関わらず、社員や事務局がしんどいから、本人はもっ 

としんどいからと、そんな問題ではないと思う。悪いことをしたのであれば正さないといけないし、そのため 

に監査報告書を出させていただいたが、前々回の総会の時に、通知書が提出された。間違いだから、 

可哀そうだから許してあげようという事であったが、この通知書を誰が作ったのか分からず、押印もされて 

いない。事務局にこのような契約書は無い。無いものが出てきたため小林氏に確認したが、回答も無 

かった。 

北播磨FA岸上氏：先ほど榎原氏が、99％自分が作ったといわれた。 

仲専務理事：榎原氏が作ったと言われるのであれば作ったんでしょう。しかし榎原氏が作ったという事実が無い。小 

林氏が作っていないと言われ、榎原氏が自分が作ったと言われた。それを知っているなら、なぜこの 

書類を出すのか。自分が作っていないのであれば、榎原氏が作ったと言えば、自分の責任では無く 

なるのに、なぜ言わなかったのか。今になって出てくることがおかしい。 

小林理事：水掛け論になっているため、事実を正確に調べてもらえればいいのではないかと思う。私に事前の照会 

も事情聴取も無しに、理事会の議案で私の解任決議が出た。これはおかしいのではないかということ 

で、当時の状況を調べながら、通知書があったということで総会の場で説明した。なぜ8月23日の理 

事会前に私に一報をくれなかったか。事実確認なしに、いきなり理事会の解任決議になったから今こ 

のような状況になっていると思う。事実を正確に調べていただくために、内部ではなく、お金はかかっても 

外部の方にしっかり調べていただき、白黒つけてもらったらと思う。 

明石FA溝口氏：動議を受けるかどうかを決議し、動議を受けるなら、いま言われたように、正確に再度事実確認 

をし、それを諮るかという形で進めてもらえないか。 

議長津田氏：お金がかかっても決着をつけるという動議について決議を行いたいと思うがいかがか。 

北摂FA高原氏：動議を受けるか受けないという決議と、受けたとしても第三者委員会で調べるという案と、すぐに 

弁護士等に話をする案があり、弁護士に話をする場合には、提案として理事会の決議を待って 

ほしいとの意見があるので、どのように判断したらよいか、整理して頂きたい。 

和田理事：事業計画や予算、法人についても議題から違う方向に話が行ってしまっているような気がしている。 

高濱理事： まず、前田氏がおっしゃられた動議はハッキリすべきだと思う。訴訟まで県協会が受けてやる、というの 

が動議だと思うので、この動議を受けるかどうか、議論をすべきだと思う。もし受けるのであれば、先ほ 

ども申し上げたように、かなりお金が必要になると思うので、理事会に諮り承認を得る了必要があると 

思う。その場合は、今日はここまでの議論で終わると思う。別の動議ということであれば、それはまた 

別になる。執行部が、例えば理事会とは関係なく、会長一任で訴訟までされるというような意見を出 

されるのであれば、それは次の選択肢としてあると思う。まずは前田氏が出された動議をここで議論す 

るか、決議を取られたらいいんのではないかと思う。その後、再度みなさんで話し合って頂き、執行部 

でお金をかけてやることについての議案を諮っていただければいいのかなと思う。 

 

議論の途中であったが、会議室利用終了時間となったため、本会議は終了となった。 
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議長津田氏：緊急動議について、今、どのように進めていくか決めるのは非常に難しいため、小林氏解任議案否 

決の根拠となった労働条件通知書について改めて調査、報告し、提案するということで、継続議題 

とする。 

神戸FA一北氏：臨時総会を開催し、結論が出るという事ですね。 

議長津田氏：はい。もっと優秀な方がやってもらったほうがいいと思うが、ニュアンスがいろいろあり、私自身もそのあ 

たりの理解をきっちりしたい。兵庫FAの前向きな話をするため、一つの提言の部分があると思うの 

で、ぜひ再度調査し、報告、提案するということで、今日のところは終了させて頂く。ありがとうござい 

ました。 

 

 

 

2021 年 6 月 27 日 (日) 

一般社団法人 兵庫県サッカー協会 第 1 回臨時・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"  


