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一般社団法人 兵庫県サッカー協会  2021 年度第 2 回定時社員総会 議事録  

  

開催日時 : 令和 4 年 3 月 13 日(日) 13：00 ～ 14：41  

開催場所 : 三宮コンベンションセンター505 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),永田裕之(西宮),川島陽治(芦屋),一北保五郎(神戸),  

溝口薫(明石),山本幸夫(東播),岸上誠司(北播磨),高木信行(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),  

新開英幸(クラブユース連盟),西田俊一(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,笠原弘樹,昌子力,高濱滋,中江敏行,永濱和紀, 

出席監事 : 榎崎洋  

オブザーバー : 須原清貴（JFA 専務理事),高砂明弘（JFA47FA 担当部）,田中克紀(関西 FA 専務理事), 

吉岡萌(弁護士),小林茂幸(神戸 FA),榎原徹夫(フットサル連盟),  

事務局  : 来住健次(事務局長),髙本直美,川原田和也,藤原はるな（事務局員）  

以上、敬称略  

  

 

開会あいさつ（三木谷会長）  

  

本日はご多忙の中、定時総会にお集り頂き有難うございます。  

ご存知のようにウクライナのほうでは武力侵攻がおこなわれており、この 2 週間激しい戦闘が行われている。ウ

クライナという国はワールドカップでもベスト 8 まで入るようなサッカー大国の一つですが、激しい戦闘が毎日行われ

ており、今この瞬間も一般市民やプロ・アマのサッカー選手もおそらく命を落としている状況かと思い、大変遺憾に

感じている。FIFA がロシアを W 杯から除外したのは当然の判断かなと思っている。本来は政治とスポーツは切り

離すべきだが、スポーツ界の責任という意味では、ROC という組織で夏季・冬季五輪にも参加し、ソ連時代から

ドーピングを行っているロシアをきちんと対応しなかったのが、国威掲揚の発揚の場として利用されてしまったのかな

と、非常に残念に思う。  

新型コロナウイルスとの戦いもこれで 2 年を超えた。600 万人の方がコロナウイルスで亡くなったと言われている

が、イギリスの医学の最新一流誌によると、東京都の人口に匹敵する人数の 1800 万人ほどがコロナで亡くなっ

たのではないかと言われている。マスコミを見ていると、初期の頃に中国の志ある医者が 2 年と少し前におかしな

ウイルスだということで公表したが、中国当局の圧力で封殺されてしまった。その後どうなったかわからないが、少し

でも早く情報が広まっていれば、違う展開だったのかなと思い、非常に残念である。私の知り合いの方もコロナウイ

ルスで亡くなってしまい、友人も感染し、オミクロン株ではあったが病院に搬送された。元々基礎疾患はあったが、

そこでデルタ株に複合感染し、一時は危篤状態となった。決して気を緩めてはいけないのかなと考えている。   

本日、JFA 須原専務理事にもお越しいただいている。JFA を中心に日本サッカー界は、2050 年の W 杯男

子優勝と、登録者数の 1000 万人を目標に動いている。  

１３FA 都市協会の登録者数について、各都市協会で大きな幅がある。神戸 FA は 1 万２千人程の登録

数であるが、但馬は 700 人、芦屋は 900 人、淡路は 1000 人超えているが、そういった登録者の代表としてこ

こにこられていると考えている。兵庫 FA は何のためにあるのかというと、登録者のためにある組織だと考えている。    
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神戸 FA を１とすると、但馬 FA は 1：16、芦屋 FA では、1：13、淡路 FA では 1：12 の 1 票の差があ

る。このような差があってよいのかと非常に感じている。衆議院や参議院の選挙を行うが、昔は１：５の差があっ

たが、少し前に１：３となり、今は１：２でも裁判になり、最高裁で争うような状態となっている。本日、弁護

士の方も来られているが、1：2 でも裁判官の意見は違憲であるという判断になっている。もちろん全て１にすると

いうことではできないかもしれないが、自分の意見が反映されないということになり、不利益を被るのはそれぞれの

会員なので、少しでもこの不公平についても考えて頂けたらと思う。  

4 万人の会員のためによりよい兵庫 FA を目指して前向きな総会、議事進行にご協力頂ければ幸いです。よ

ろしくお願いします。  

  

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 条過半数の出席)が認められた旨、

報告された。  

  

来住事務局長：  

第 1 号議案及び第 2 号議案は 2022 年度の事業計画・予算案となります。まとめて審議上程し、その後、質疑

応答を行って頂きたいと思います。  

   

議長の選出  

  来住事務局長より、議長の選出について諮ったところ、特に意見が無かったため、事務局より、神戸市サッカー協会

の一北氏が指名され、選出された。  

  

一北氏より、議長あいさつのあと、オブザーバーとして神戸 FA の小林専務理事が出席しており、より中立的な立場を

守るために、神戸 FA としての質問等については、小林氏より発言することについて提案され、出席者全員から了解が

得られた。  

  

  

2.議題  

【審議事項】 

第１号議案 2022 年度事業計画について 

第 2 号議案 2022 年度事業予算について 

来住事務局長より、第 1 号議案及び第 2 号議案について資料に基づき説明された。  

  

【質疑応答】  

神戸 FA 小林氏：  

①施設整備について  

・ハード面(施設)の改善(P.8)について、兵庫 FA 管理の 3 ヶ所の施設(HFA 明石グラウンド・大蔵海岸多目的広

場・三木総合防災公園)については記載があるが、それ以外の施設整備状況に関してはいかがか。臨時社員総会

の会長挨拶にて、「グラウンド整備プロジェクトが立ち上がり、岡部リーダーのもと、現在複数案件について進めてい

る。」という事だったが、神戸市内で 2 か所程検討されているとも仄聞している。本日調査報告は不可能だと思うの

で、また改めての機会でも結構ですが、進捗状況についてお聞きしたい。  
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・事業番号 2121 フットボールセンター整備・助成事業(P.26)について、「JFA 整備助成金 1 億円の内 14,935

千円が未使用」と記載されている。この補助金は 2022 年度が最終年次となっているが、神戸フットボールパーク岩

岡の施設の更新整備を考えており、条件が合えば活用したい。この補助金を神戸で使えるのか、その際は誰に相談

したらよいのかなどを聞きたい。  

  

②予算表の組み立てについて  

(P.21)サッカー普及事業費 事業番号 1401 都市協会等振興事業について、2022 年度収入予算 0 円、支出

予算 2584 万円。これは 13FA への補助金等だと思うが、2021 年度の収入予算 0 円、収入実績 5789 万

円、支出実績が 2574 万円となっている。この収入の源は JFA 補助金ということでいいのか。  

2021 年度の収入実績があるのに、2022 年度の収入予算を 0 円としているのは不自然に思う。組み立ての話か

とは思うが、どのような理由か。2021 年度の収入実績と支出の差額が 3000 万円程あるがなぜか。  

  

来住事務局長より  

  ②についての回答：  

各種別で使用する JFA 補助金の合計を 1401 に記載している。2021 年度の収入実績の約 5400 万円は、12

月末現在の収入の進捗として計上している。JFA が確認中のため振り分けが出来ていないが、各事業の最終決算が

終わり次第、各事業へ割り振る。6 月の決算報告時には 0 円になる。2021 年度の収入実績と支出実績の差額と

なっている分は既に各事業の収入へ計上している。  

  

 施設整備についての回答： 

現在、神戸市内で 2 か所整備ができるのではないかという情報を頂いているが、まだ何も決まってはいないので、詳

細は控えさせていただきたいが、神戸市北区でグラウンド 1 面分と、5 年から 7 年後ぐらいでの話になるが、神戸市の

大きな施設整備の考え方の中で、山の中にグラウンド整備ができるのではないか、という話を受けている。これはまだ海

の物とも山の物ともわからない話となっており、慎重に先方の話を聞きながら報告できるタイミングがあればさせて頂く。  

JFA 施設整備約 1500 万円については、至急確認し、また改めて報告させて頂く。現状としては 1500 万円が使

えておらず、今からでも使えるかどうか、JFA へ確認したうえで、まだ間に合うという事であれば、皆さんのご了解を得て、

進めていけるのかなと思う。  

  

フットサル連盟西田氏 :   

  長年兵庫県のフットボールセンターの充実という事で、阪神間を第一目標としてやって頂いていた。行政との関係もあ

ると思うが、施設があればよいという事ではなく、各地域にバランスよくお願いしたい。阪神間での話がいつの間にか消え

ているという事が無いようにお願いしたい。   

  

尼崎 FA 花峯氏 :   

「U15 韓国交流事業を復活」との記載があるが、韓国の選手のプレーのひどさが目に見えているので、この事業の必

要性や、けがや政治利用などのリスクはどれくらいのものか、もう 1 年考えてみてもよいのではないかと思う。選手の安全

を第一に、代替試合があればそちらを考えて頂きたい。  
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来住事務局長：  

昨年度はコロナ禍の影響で海外での活動は想定できなかったため予算から一度削除させて頂いたが、計画としては

入れて置くことが必要だと考え、予算に組みこんでいる。海外での活動については、一番は選手も含めて全員のリスクが

取れない限りは、難しいのかなと同じ理解です。詳細については理事会で議論する。  

  

尼崎 FA 花峯氏 : やるかやらないかはまだこれからという事ですね。  

  

来住事務局長：はい。  

  

  

第 1 号議案及び第 2 号議案について諮ったところ、全会一致で可決承認された。  

   

その他  

フットサル連盟西田氏 :   

前回総会時(11/21)に、役委員選考委員会の委員について、社員枠を決めた。理事の 3 名も決まったと聞いて

いる。役委員選考委員会の委員の報告を頂きたい。  

  

来住事務局長 : 2 月の理事会にて、理事会枠からは、高濱理事・昌子理事・笠原理事に決定した。  

  

但馬 FA 嶋氏 :   

正会員枠からは、前回総会終了後に投票を行い、都市協会しか決まっていない。どなたが選考委員になるか、決ま

っている協会はこの場で報告させてもらうことは可能か。  

  

議長一北氏：社員の了解を得られるのであれば問題ない。  

  

了解を得られたため、選考委員(正会員枠)の報告が以下の通り行われた。  

北摂 FA：高原氏(専務理事)  

但馬 FA : 嶋氏(理事長)  

淡路 FA：山本氏(理事長)  

姫路 FA：津田氏(会長)  

  

フットサル連盟西田氏 :  

選考委員の 7 名には次のステップを踏むためにも、時間はあまりないがお願いしたいと思う。  

①ガバナンスコンプライアンスプロジェクトについて  

・岸田副会長がプロジェクトリーダーとなり進めているが、JFAの司法機関は、司法分権でされていると思う。兵庫FA 

はまだそこまでいっていないため、総会の決議が最高決議ではないのか。追加資料にある JFA の裁定について意見す

るつもりはないが、これは兵庫 FA の総会議案を見て、JFA がおかしいと思って裁定委員会にかけられたのか。そうであ

れば問題ないが、違うのであれば、総会に諮らずに、兵庫 FA から JFA へ提案するのはおかしいのではないか。この案
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件について、兵庫 FA の総会では裁定が終わっているにもかかわらずなぜ JFA の裁定に諮られたのか、オブザーバー出

席頂いている JFA の方にお聞きしたい。   

・ガバナンス・コンプライアンスプロジェクトに対して、私もプロジェクトの委員であるためガバナンスコードを作ろうと、何度

も言ってきたが、作られていない。委員会を一度も開いていないのに、なぜ活動が出来ているのか。  

  

岸田副会長 :   

ガバナンス・コンプライアンスプロジェクトについて、委員会が開かれていないという事であるが、たくさんの案件がある。

常々ガバナンスコードということを言われていたが、まずは、JFA 相談窓口寄せられる案件である、登録者の子ども達の

困っていることを解決することが大切と考えた。一つ一つの案件を割り振りたかったが、コロナ禍でもあり自由に行動がで

きなかったため、私・来住事務局長、そして様々な方に電話で相談させて頂き進めている。そういった中で、当事者・加

害者のクラブ、下手するとクラブ 1 つが無くなってしまう、という案件もたくさん抱えており、その中で一つ一つ丁寧に対応

していかなくてはいけなかった。私はまだこの仕事を主ではなく、手弁当でやっていかなくてはいけない中で、要求ばかり言

われても、できることにも限りがある。ガバナンスコードと言われるが、前体制の問題点について、指摘できなかった執行

部はどうだったのか、そういったところへの指摘はないのか。組織的な問題であり、私たちが新体制になる前の執行部の

方たちはどうだったのか。前体制の方々を守り切れなかった、という皆さんの責任はどうなのか。ガバナンスコードという前

に、各々の気持ちを問いかけていってほしい。人ばかりを責めるのはもうやめてください。さまざまな背景はあったが、次期

役員選考委員会の委員に理事会枠から選ばれた、高濱理事・昌子理事・笠原理事の 3 名は、きっと次は、良い体

制を作って頂けると信じて、お願いしたいとおもっている。  

  

フットサル連盟西田氏 : JFA の方に質問したいがいかがか。  

  

JFA 専務理事須原氏(オブザーバー) : 議長にお任せします。  

  

議長一北氏：  

JFA の方はオブザーバーですので、発言は控えて頂きたい。兵庫 FA ガバナンス・コンプライアンスプロジェクトから質問

して頂き、回答頂きたい。  

  

JFA 専務理事須原氏(オブザーバー) : 議長の発言に同意します。  

  

議長一北氏：ご了解いただけるか。  

  

異議なしの声があった。  

  

 

議長降壇あいさつ：  

議長を降りるにあたり、何とか無事に終わることが出来ました、ありがとうございました。皆さんのご協力に感謝いたしま

す。最後に私の感想を述べさせていただきます。理事のみなさん、13FA のみなさん、この 2 年間、コロナ禍でもあり大

変ご苦労さまでした、感謝いたします。今後もよろしくお願いいたします。選考委員のかた、理事になる・ならないに関わ

らず、兵庫 FA 全体で、スポーツ庁の指針や、専門分野を積み上げ、先輩諸氏が積み上げてきた伝統ある兵庫 FA 
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を盛り上げ、ますます発展させて頂きたい。これで私のご挨拶とさせて頂きます。ありがとうございました。  

  

議長降壇  
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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"   


