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一般社団法人 兵庫県サッカー協会  2022 年度第 1 回定時社員総会 議事録 

 

開催日時 : 令和 4 年 6 月 30 日(木) 19：00 ～ 20:50 

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   15 名  

花峯信行(尼崎),高原渉(北摂),永田裕之(西宮),半田篤(芦屋),一北保五郎(神戸), 

溝口薫(明石),山本幸夫(東播),藤原浩之(北播磨),森川智司(西播磨),大西健史(丹有), 

嶋克己(但馬),西中英伸(淡路),新開英幸(クラブユース連盟),西田俊一(フットサル連盟) 

出席社員(web)：津田隆雄(姫路) 

欠席社員：前田晋吾(社会人連盟：委任状提出) 

出席理事 : 三木谷研一,清見昌功,皆川広一,尾崎行雄,笠原弘樹,佐々木達也,昌子力,高濱滋,永濱和紀, 

松井隆典,松永正利,山本弘之, 

出席監事 : 黄瀬晃,榎崎洋 

出席理事(web)：岸田直美 

オ ブ ザ ー バ ー : 高砂明弘(JFA47FA 担当部),小林茂幸(神戸 FA),杉山幹雄(西宮 FA),三浦良二(社会人連盟) 

石井将治,榎原徹夫(フットサル連盟),小関亮,山本哲志  

オ ブ ザ ー バ ー(web)：須原清貴（JFA 専務理事) 

事務局  : 来住健次(事務局長),髙本直美,青嶋瑞恵,川崎秋仁,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） 

ご多忙のところ総会にご参加いただきありがとうございます。 

まず最初に、黙祷 30 秒間、2 年半に渡るコロナ犠牲者 630 万人、ロシアによるウクライナ武力侵攻の犠牲者サ

ッカー選手も含め両国で 5 万人以上になると思われますが鎮魂の為に行いたいと思います。黙祷、、、、、、、黙祷直

れ。 

今回総会の日程変更がなされていろいろとご不便をお掛けしたことは誠に申し訳ないと思いますが、日程変更の根

本原因となった不正な会計処理については後ほど触れさせていただきます。 

2018 年度末の中桐前会長によるゴールネット架空発注疑惑による総会の場での退任表明により副会長から会

長に選ばれ HFA の体質改善に志しを同じにする役員や関係者と共に務めた 2 年間でした。 

2 年間の成果として、 

・HFA 7 指針 2020.8.23 理事会決議 

"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 HFA 確立" 

"多様性の尊重" 
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・ガバナンスコンプライアンスプロジェクト 岸田副会長をプロジェクトリーダーとして様々な難しい案件に取り組み解決

して頂きました。暴力的な指導者も散見され警察との連携もありました。 

・総会議事録の公開 

"兵庫県サッカー協会 議事録"で検索すると出て来ます。 

→北海道 FA が総会議事録、理事会議事録共にホームページ上で公開されていることから理事会承認の上公開を

開始しました。好評を得ています。他府県サッカー協会の会長にも良い取り組みと言っていただきました。直近で

2200 アクセス。理事会議事録の公開も含め 4 万人の会員、1800 チームの知る権利に答えるためにも詳細な議事

録の公開を HFA としてぜひ継続すべきだと思います。 

・予算チェックシステム 

事務局長 2 万円→専務理事 5 万円→会長 10 万円決済 JFA の調査でも高い評価を受けております。事務局

長中心に無駄な支出の見直しも行い財務規律を導入できたと考えております。 

中桐前会長、小林進前専務理事が不正な手当の受給、また仲専務理事が KSFA の 4 種委員長としてボールの

架空発注を行っていたことが発覚して JFA 裁定委員会からそれぞれ譴責、一切の活動停止の懲罰処分を受けたこと

は非常に残念な結果でした。組織トップとして有り得ない事態です。 

その結果を真摯に受け止め再発防止に向けて、JFA の指導もあり理事会で事業健全化プロジェクトの立ち上げを

諮ったところ否決となり、さらに未来プロジェクトとしてより受入れ易い形に変えても否決となり断念せざるを得ない状況

となりました。さらに架空発注のための空領収書を提供していた PKF スポーツとの取り引き停止さえ否決されました。

正直、再発防止の取り組みさえ否決する理事各位の見識を疑いました。一種の、"茹でガエル状態" でしょうか？ 

総会が延期になったのは、5 月 30 日の理事会で過去に 3 年度に渡り決算書に架空取引きが存在したことの監

事からの指摘がなされ、再調査、再度の監査会そして臨時理事会の開催を余儀なくされたからです。 

架空取引きが 2017 年度、2018 年度、2019 年度と 3 年度連続で行われたことに関して、歴代執行部、理事

特に 16 年間連続で理事、決算書の指導もされている高濱理事の責任は重大であるのではないかと考えております。 

公認会計士として不適切会計を止めさせることを何故しなかったのか？とくに別表よる税務修正は悪質性を感じざ

るを得ません。決算書はいわば正式な成績表、公式文書で架空取引きは絶対にあってはならないものと考えます。   

例えば 500 万円のジャージ代と計上されたお金が使い道が無いからと手品のようにホームページ作成費用やトラン

シーバー代に変わりさらに残ったお金の処理に困り利益算入させるなどプール金、粉飾決算、マネーロンダリングまがい

の手法なのかなと感じます。JFA の調査でも同様な指摘がなされています。「企業では良くやる方法です」と説明され

ていましたがそうでは無かったと言うことになります。 

理事も社員の意向も大事だがそれ以上に 4 万人の登録会員や 1800 登録チームのために何がベストか考える必

要があると感じました。 

役員選考委員会については疑問が多く笠原委員長からは議論の中身はついて「人事に関する事なので」とほとんど

何も教えてもらえなかった。秘密主義があまりにも過ぎるのではないでしょうか？現体制への評価もまったく無く、過去に

責任を負った人物を復帰させたり正直納得は全くしていません。 

大阪府バレーボール協会での横領や不祥事が発覚し数日前に全国に報道されました。日本バレーボール協会の

河合会長が記者会見で断言されている様に「仲間で横領した額も少ないから許そう」とか「ばれたら返せばいいやん」

「逮捕されて無いからいいえん」と言う話しでは無いと思います。再発防止の為にいくら規定やルールを作っても守らなけ

れば意味はありません。仏作って魂入れずです。 

明日からは 1 ステークホルダーとして、兵庫県サッカー協会の行く末をしっかりと見守って行きたいと思います。 

来住事務局長については本人のご意向もあり 7 月末で HFA との契約満了とすることになっておりますのでこの場を

借りてお伝えしておきます。特に高濱滋理事に唐突に事務局長解任動議まで理事会で出されたのにも耐えて本当に
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良く頑張ってくれたと感謝しています。和田剛直理事、永濱和紀理事、田渕径ニ理事、岸田直美副会長、清見昌

功副会長、岡部信雄理事、柿川文理事、榎崎監事始め他のご協力いただいた方々、事務局一同にも深い感謝の

念をこの場を借りて表して私からのご挨拶を終わらせていただきます。 

 

 

来住事務局長より、資料の確認がされたのち、社員総数 16、出席 15 名、過半数の出席により、第 19 条第 1

項に基づき本総会が成立したことを確認した。 

来住事務局長より、第 1 号議案および第 2 号議案について、まとめて上程される旨が説明された。 

 

 

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、フットサル連盟 西田氏より、明石 FA 溝口氏が推薦され、異

議なしの声が上がったため、明石 FA 溝口氏が議長に選任された。 

 

議長より、先に審議事項を進めたい旨が説明され、異議なしの声が上がったため、審議事項の後、報告事項に移

ることとなった。 

 

 

議題 

【審議事項】 

① 第１号議案 2021 年度事業報告について 

② 第 2号議案 2021 年度決算報告及び監査報告について 

来住事務局長より第 1 号議案、黄瀬監事および榎崎監事より第 2 号議案について、資料に基づき説明された。 

 

【質疑応答】 

森川氏(西播磨 FA)：三木総合防災公園の 1800 万円の収益のうち、1000 万円を翌期に振り替えたことについ

て、税金や、委託者(兵庫県公園緑化協会)との関係は問題がないか。 

 

榎崎監事：1000 万円の前受金、収入を減少させるという取引について、表に出ていく決算書上は売上金額が減っ

ている。税務上は架空取引なので、別表上、利益に加算する、という処理をしているため、税金の支払いは問題ない。

表に出ていく決算書が調整されているので、利害関係者にしたら、適正な財政状態や経営成績は示していないことに

なる。 

 

一北氏(神戸 FA)：税法上は問題ない、という事ですね。 

 

榎崎監事：はい  

 

森川氏(西播磨 FA)：三木総合防災公園との委託の関係で、今議論されていることが議事録に載るかと思うが、そ

ういった場合に、県の関係者と協議して内々で了承を得た、というようなことも書かれているが、これが表に出ることによ

って、信頼関係が損なわれて、委託の取り消しといったことにならないのか、ということを危惧する。過去の話ではあるが、
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こうやって表に出てきた以上、もし県の方の耳に入った時に、三木総合防災公園を使うみとしては、不利益がないのか、

と心配するが、いかがか。 

 

来住事務局長：不利益が出るかというのは、わからない。 

 

清見副会長：1800 万円について、園芸公園協会は 2019 年度 3/31 に未払金で処理しており、2019 年度の

未払金、売り上げとして 4/30 に全額兵庫 FA に支払われている。兵庫 FA はそのうち 2020 年度収入の 1000 万

円を前受金として 2020 年度に送り込んでいる。その了承を得た、という事で説明を受けていたが、この前の理事会で

も高濱理事から園芸公園協会の責任者のトップの名前をおっしゃっていただいたので、そこの専務理事・理事長に全

て確認した。園芸公園協会が正しい処理をしている分を、兵庫 FA が違う処理をしていることについては、園芸公園

協会としては、今はどうこう言える立場ではない、ということであった。そのような重要な話があるのであれば、文章で出し

てきて協議して対応したらよいが、勝手に兵庫 FA だけ処理することは違うよねという話を聞いている。今来住事務局

長が言われたように、それについてはどうなるか、ということについては全然話をしておらず、事実確認だけした。 

 

西田氏(フットサル連盟)：2 名の監事の方の意見が異なるが、どちらもこういう処理については変えていかないといけな

いということ。基本的にはこの議案は、2021 年度の決算報告・事業報告で、今の議論は過去のものである。大きな

問題ではあるが、総会で議論すると膨大な時間がかかるので、もう一度審議事項にし、2021 年度において問題がな

いようであれば、審議事項として残して進めていってはいかがか。 

 

三木谷会長：JFA 調査報告より、その部分だけでも説明して頂いたらいかがか。 

 

議長：監事 2 名とも、2021 年度の決算報告については特に大きな問題はない。ただその以前のことで、処理の仕

方に問題があったということで、今後それをどのようにするか、考えていかなくてはいけない、ということを示して頂いている。

今年度の決算は問題がないという事だけ確認をして頂き、過去に起こったことについては先ほども言われたが規律委員

会を開いてもっときちっと整理するなどの方向性などを新しい役員の中で検討して頂きまた提案して頂く、という形でい

けばいかがか。 

 

森川氏(西播磨 FA)：単年度では問題ないと思うが、こういうものがどこかで独り歩きをして持ってこられた場合にどう

なのか、ということになると思うので、その辺しっかりと次の理事が自分たちで取り組んで、また今後議題に出てくることで、

それでいいのか、本当に火消をしないといけない状態にならないのか。 

 

一北(神戸 FA)：榎崎監事からでている架空取引という言葉、どのような処理をするか、きっちりしておかないと協会の

態度が問われると思う。 

 

本件について、オブザーバー出席して頂いている JFA 須原専務理事に、JFA の調査報告がされた。 

 

西田氏(フットサル連盟)：今回２つ監査報告がされた中で、それを我々がどう判断するかになる。不正取引ではなく、

会計処理が間違っていた、という理解でよいか。 

 

JFA 須原専務理事：はい。会計処理として不適切だった、これは断言します。ただ一方で不正な取引だったという情
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報は得ていない。 

 

森川氏(西播磨 FA)：公園緑化協会の立場からしても、読み替えたら問題ない、という事でよいか。 

 

清見副会長：問題ないとは仰っていない。 

 

永田氏(西宮 FA)：税務上は問題ないということを言われていたが、企業会計原則には違反、抵触している。企業

会計原則については拘束力もなにもないが、会計規範にちゃんと載っている。それは道徳と同じなので道徳を無視して

いるような形にはなっているような処理だとは思う。法に触れなかったら何でもしていいよ、というような感じに受け取れる

が、そのあたりに関してはいかがか。私たちは皆さん一生懸命働いたお金を預かっている状態で正しくそれを使わないと

いけない。正しくやっていますと皆さんに説明したいが、それができない状態なので、そのあたりははっきりさせて頂きたい。

これに関しては調査委員会を立てても構わないが、調査委員会も拘束力もなんの権限もないので、調査した、という

だけになると思うが、そのあたりもしっかりと皆さんに説明できるような形の回答を頂けるような方向にもっていって頂けた

らと思う。 

 

西田氏(フットサル連盟)：言われているようにしっかりと調べたらよいと思うが、この短時間で調べれるようなことではな

い。、森川さん、永田会長も言われたように調べて頂きたい、というのは我々一緒だと思うが、2021 年度の事ではな

い。改めてきっちりと時間をかけて一年以内には結論を出して頂いたらいかがか。ここで議論しても始まらないと思う。 

 

議長：数年前の会計処理について問題があり、それについてはきちっとしていかなくてはいけない、という事は確認でき

ると思う。監事お二人とも同じような内容を書いているが、榎崎さんのやつは誤解を生みそうな表現になっている部分

もあるので、心配だ、というご意見だと思う。 

 

榎崎監事：JFA 須原専務理事からいまお話があったが、間違いなく架空取引なので、これは出さないといけない。こう

いうことがある、ということを知ってもらったらいいと思う。それで損害を受けた場合には、そもそも架空取引をしたのは誰

なのかということ。このようなことが二度とあってはいけないので、このあたりを追及していけばいいと思う。この時の決算会

議に出られていたのは、その時の会計担当の当時副会長の高濱さんです。公認会計士であればこのような処理やは

してはいけな、というのはすぐにわかるはずなのに、なぜこれを総会で適正な処理であるかの如く説明されていたのか、私

には理解できていない。役員選考委員会にも入っておられる、そういう状況をなんとかしないといけない、という事であれ

ば、今私が書いたことがもみ消されるというようなことがあったらダメやと私は思っている。私は監事として書かせて頂いた

ので、これをもみ消すとなったら、それなりの対応はさせて頂きたいと思いますので、そのあたりご了承頂きたいと思います。 

 

議長：もみ消すとは言っていない、この表現でなければいけないかと聞いた 

 

榎崎監事：はい、ダメです 

 

 新しい役員で規律委員会・調査委員会を作るのかわからないが、この件について調査、明らかにし、兵庫 FA として

どうするのか、という方向を出して頂く、という事をお願いしたいと思う。 

 

本件について諮ったところ、賛成多数により可決承認された。 
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③ 第 3号議案 次期（2022・2023 年度）役員選考について 

 笠原理事(役員選考委員長)より資料に基づき説明された。 

 

【質疑応答】 

森川氏(西播磨 FA)：意見です。現執行部および前回執行部以外から選出、ビジョンに照らし合わせて必要な方は

入れる、という事であるが、必要な方の基準が伝わりにくい。いろんな意味で、前回・今回の執行役員のことでなにかあ

ったからこういうことを書かれているのかなと思うが、そういう意味では必要な方というところで、現体制の責任というところ

は問われないのか。基本的には役員選考委員会の方には最大限敬意を表するが、意見というとこで、大々的に兵庫

FA として発信力・発言力を持っておられるかたが必要なのかなと思う。経営力・政治力、例えば A 代表を兵庫県に

誘致してくるのに、JFA へものを申せる方、グラウンド建設で地元の首長と腹割って話せる方、おおかたこの中で、会

長・副会長になる方は決まっているかと思うが、特にそういったところで指導力を発揮して頂きたいと思っている。 

 

西田氏(フットサル連盟)：7 名の総意という事でよいか。 

 

笠原理事：はい  

 

一北氏(神戸 FA)：今までは、現執行役員は半分以上残ってやってきたのは、継続性を持たせるためにやってきたと

思う。それを切る形で前回および現執行役員以外から選出という方針を決められたのは、どのような方針で出してされ

たからか。次期理事に必要であると選考委員が判断した、というのはどのような理由か。 

 

笠原理事：執行役に前回および現執行役員に外れて頂いた理由について、この 2 年間、理事会も総会もいろいろ

あった。思い切ったことではあったかもしれないがここは一旦リセットして、新しい執行役員の方に旗振りをして頂きましょ

う、ということで相談して決めた。ただ、本当に新しくなってしまうと、執行業務などがかなり難しくなるというのも当然あっ

たので、その中で長い間理事をされて経験もある高濱理事、現状いろんな角度から情報を得て、アドバイスをして頂い

たりしている皆川理事については、共に 7 名の総意で残っていただき新執行部の方を助けて頂こうと、というような形で

決めた。 

 

一北(神戸 FA)：高濱理事について、今日の議案でいろいろな意見が出たが、今日の意見を聞かれて、選考委員

会の選んだ理由としてどのように判断されたか。 

 

笠原理事：高濱理事のお名前が挙がっているが、監査報告にしてもまだどちらかわからない。高濱理事が言われてい

ることに関してもまだ証拠がない。本当に主導してそういうことをされたのか、というようなことが、出てきていない中なので、

そこでもダメだ、ということは無いと思っている。何らかの形で証拠が出てきて、規律委員会に掛かった場合には然るべき

形で処理されたらよいという判断。 

 

永田氏(西宮 FA)：然るべきというのはどういうことか。理事決定したのちに調べてやっぱり駄目ですよね、というときに

は理事を辞めてもらうという事か。 
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笠原理事：規律委員会等に掛かったりすると皆さんでまた理事会・総会で決めていかないといけない。 

 

西田氏(フットサル連盟)：会長の挨拶が理事会の報告みたいになっていたと思う。理事会・役員選考委員会に通っ

てきた議案を選考するのに、会長挨拶で、今日の議題になる役員選考に係るような発言をされ、先入観を入れられ

るのは、個々の意見があると思うので、誘導するのはよくない、という気がする。今名前が挙がった方が弁明をする場で

もない。我々としては 7 名の選考委員会の総意で決められ、選考されたことを信用するかどうか。 

 

 

役員候補選考委員会の候補者につき、議長が各々その可否を諮ったところ、下記のとおり可決した。 

 

理事   松永 正利 賛成 14 票により可決承認された。 

理事   松井 隆典 賛成 14 票により可決承認された。 

理事   尾崎 行雄     賛成 13 票により可決承認された。 

理事   小菊 貞雄     賛成 13 票により可決承認された。 

理事   廣村 尚良     賛成 13 票により可決承認された。 

理事   岡部 信雄     賛成 13 票により可決承認された。 

理事   佐々木 達也     賛成 13 票により可決承認された。 

理事   柿川 文     賛成 12 票により可決承認された。 

理事   山本 弘之     賛成 13 票により可決承認された。 

理事   昌子 力     賛成 12 票により可決承認された。 

理事   国分 毅     賛成 12 票により可決承認された。 

理事   本多 克己     賛成 11 票により可決承認された。 

理事   笠原 弘樹     賛成 13 票により可決承認された。 

理事   小林 茂幸     賛成 13 票により可決承認された。 

理事   倉   直樹     賛成 13 票により可決承認された。 

理事   杉山 幹雄     賛成 14 票により可決承認された。 

理事   高砂 佳世     賛成 12 票により可決承認された。 

理事   高濱 滋     賛成  9 票により可決承認された。 

理事   中山 剛     賛成 13 票により可決承認された。 

理事   的崎 睦子     賛成 13 票により可決承認された。 

理事   林   啓司     賛成 13 票により可決承認された。 

理事   皆川 広一     賛成 11 票により可決承認された。 

監事   小関 亮     賛成 13 票により可決承認された。 

監事   山本 伸吾     賛成 13 票により可決承認された。 

 

 

 

④ 第 4号議案 名誉会長・特別顧問・顧問及び参与について 

新規参与候補者：高橋敏雄(たかはし としお) 
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【質疑応答】 

西田氏(フットサル連盟)：稲垣元会長は参与に入っていないが、理事会でも決議されていないのか。 

 

来住事務局長：過去の資料を見る限り、理事会では決議されていたが、総会で決議されている議事録を見つけるこ

とができなかった。 

 

西田氏(フットサル連盟)：理事会で決議されたのに総会で審議していないため、記載できないということですね 

 

来住事務局長：はい。もう 1 名参与が理事会では決議されていたが総会では決議をとっていない方がいる。 

 

議長：理事会では決議されたが総会では決議していない顧問・参与の方については、今後検討して上程して頂く。 

 

 

本件について諮ったところ、賛成 14 票により、可決承認された。 

 

 

【報告事項】 

① 監事からの指摘事項について 

榎崎監事より、資料に基づき報告が行われた。 

 

② JFA 調査報告について 

JFA 須原専務理事より、資料に基づき報告が行われた。 

 

 

 

 

閉会宣言 

 

 

2022 年 6 月 30 日 (木) 

一般社団法人 兵庫県サッカー協会 第 1 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"  

 


