平成２８年度西日本ＯＢサッカー連盟
中部地域理事会（役員会）議事録

日 時
場 所
出席者

平成２８年１２月３日
東急ＲＥＩホテル松本会議室

別紙役員会出席者名簿の通り

出席理事及び代理者の紹介を行い宮下事務局長の開会宣言で開始・会議次第に基づき進行。
１．中山会長あいさつ趣旨
松本市という遠い処、また 12 月という忙しい中、お集まりいただき有難うございます。
今年は幸い天気も良く、またこの時期にしては暖かい日となりました。信州惑々クラブが担
当して２年目でしたが皆様のご協力により予定の事業も順調に実施され、本年の事業も四日
市大会のみとなりました。
本日は本年度の事業報告と来年度の実施計画です。有意義な議論をする会議にして行きたい
と思います。
議長は、慣例により会長が務めることになっておりますが、宮下事務局長にお願いして、
その後の議事を進行して頂きます。
２．出席者紹介
会長挨拶のあと出席表に基づき出席者の紹介を行った。
３．議長選出
宮下事務局長の選出について全員の賛同を得て議事に入る。
４．議 事
（１）平成２８年度事業報告及び中間収支決算報告について
事務局から別添付資料に基づき説明を行う。
質疑応答
全域鹿児島大会は順調に準備されていましたが、熊本地震の発生により残念ながら中止と
なりました。他の項目は全員異議なく承認されました。
連盟事務局長羽田恒太より九州地区の熊本地震被災に対する支援にお礼があったことが報
告された。
（２） 平成２９年度事業計画（案）及び収支予算（案)について
事務局から別紙資料に基づき説明し、事業計画（案）を議長から大会開催日等で現在わか
る範囲を修正した旨の説明があった。
各理事から次の現状が説明された。
小林理事より福井大会は３０年に国体が計画されグランドが確保出来ないため中止と
決定しましたとの報告があり、事業計画を「中止」に変更しました。
羽田事務局長より第４回 SR（O-80）全域大会と第５回 SR（O-75）全域大会は使用する
会場（J-GREEN 堺）の確保が未定である旨報告があった。
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以上のとおり事業計画（案）を訂正した。なお、未定の計画は決定次第連絡頂ければ総会
資料に記載する旨を承認した。
収支予算（案）について加藤理事から大会補助金を上積みして欲しいとの提案があり、補
大会助補助金について審議した。
黒瀬理事から次年度繰越金が年々減少しているため心配であり、今後を見通して検討する
必要があるとの意見がありました。
単年度黒字化等を含め継続審議する旨を承認した
以上のとおり 2017 年（平成２９年度）予算案を承認した。
５．提案議題の協議について
（１）小林理事より 2017 年（平成２９年）実施の全域大会の件で説明があった。
昨年の役員会で三重地区での開催をお願いした件、三重サッカー協会のご尽力により「大会
会場は伊勢フットボールビレッジ」
「開催日程は９月２３日（土）２４日（日）」に決定しま
した。小林理事から今後とも「三重地区のチーム及び地域内他のチームの協力をお願いした
い」との依頼がありました。
各理事から意見
① G ﾌｪﾆｯｸｽ福井側の体制が決まっていないので基本的に G ﾌｪﾆｯｸｽ福井が責任者として「三
重側及び伊勢側と具体的を詰めることを早急に行う必要がある。
② 体制を G ﾌｪﾆｯｸｽ福井側で年内にも決めることが第一で、新体制で関係各部門と具体的
内容を詰めて、大会参加チームへの打診・大会要項の作成、発送など日程と担当を決
めて実施すること等の指摘がありました。
なお前回あしがる富山が主管であったとき三重地区へ依頼して開催した経緯があるのでその
内容も参考にしてほしいとのアドバイスがありました
（２） 中部地域開催の全域大会の補助金及び大会参加料の件
・小林理事より G ﾌｪﾆｯｸｽ福井で開催した全域ロイヤル大会のおり、中部地域チームの参加料
は半額補助があるのではないかと指摘されたが、どのようになっているのかと質問がありま
した。これに対して、黒瀬理事より「あしがる富山」に幹事チームが移った際に前幹事から
の申し渡しが抜け落ちており､2014 年（平成２４年）以降の予算から漏れてしまっている。
なお、以前の役員会（理事会）で審議決議されたが議事録への記載が無く、また請求がなか
ったためそのままになってしまった。」と陳謝した。
小林理事から「今年の大会まで参加料は全額頂いており返却等の処理が難しいため、今後の
大会から適用していきたい。
」との提案があり、審議した結果今後は 2017 年（平成２
９年度）からに実施することを決議した。
・加藤理事から全域のロイヤル交流会 IN 石川加賀の大会補助金について、増額して欲しいと
の提案がありました。また、現在の中部地域「会計規則内規」で主管チームには補助金５万
円を支給する規定があり金額変更には規則の改正が必要であるため、本部補助の変更出来な
いかとの意見がありました。
羽田事務局長は他地域ではチームならびに個人の大会参加費を値上げして運営していると説
明した。本大会の個人参加費の値上げの可否を次回の本部役員会で確認をすることとし本部
と調整することにした。
・井奈波理事から交流会に参加したいチームが出たときはどうするか検討する必要があるとの
意見があった。また参加種別が増加した場合は補助額の見直しが必要になるので、岐阜大会
から修正してほしいとの要望があり２０１７年度の予算案の見直をすることにした。
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６．その他（事務局から）
① 平成２８年度 中部地域総会（評議員会）の開催について
日 時
平成２９年３月４日（土） １２時３０分 ～ １３時３０分まで
場 所
三重交通グループスポーツの杜 会議室
出席者
各チーム評議員
上記のとおり四日市 FC・北山理事に依頼した。
会場の確保は、準備～片づけを含めて２時間です。
② 理事追加について
運営規約により各県１名と又は１県で３チーム以上登録の県は２名選出することが出来る
規約があります。三重県は３チーム登録があるため、新理事を登録されるか否かのご検討
を依頼したところ、桑名シニアフットボールクラブ・近藤省吾氏の新理事就任の届け出が
あったことを報告した。
本部広報からの連絡事項
羽田事務局長より各大会の組み合わせと大会結果表および大会でのスナップ写真（何枚で
も可）を主催チームから中部地域事務局へデータを送り⇒さらに本部広報担当に送信して
ほしい旨説明があった。
報告形式は広報担当からの送信された基本フォーマットを使用して提出するように依頼が
あった。より楽しい連盟ホームページにするための協力を依頼した。
以

上

議事録作成者

中部地域事務局
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宮下 宗盛

2016（平成 28）年度 西日本ＯＢサッカー連盟中部地域
役員会出席者名簿

役職

氏名

西日本 OB サッカー連盟

所属

会長

中山 英明

本部副会長

信州惑々

事務局長

宮下 宗盛

本部理事

信州惑々

会計

降幡 清治

信州惑々

理事

鈴木 南海雄

浜松怪童

大塚 陽久（代理）

理事

大内 裕司

豊田シニア

穂積 利芳（代理）

理事

井奈波 正三

岐阜 OB

理事

北山 義信

四日市

理事

廣瀬 明人

名古屋 500CR

理事

黒瀬 正城

あしがる富山

理事

加藤 幸三

ﾌｪﾆｯｸｽ金沢

理事

近藤 省吾

桑名

会計監査

三浦 正弘

信州惑々

地域推薦

小林 正一

ﾁｰﾑ事務

木村 貴伸
羽田 恒太

ﾛｲﾔﾙ石川担当理事

欠席

欠席

G ﾌｪﾆｯｸｽ福井
G ﾌｪﾆｯｸｽ福井

本部事務局長
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オブザーバー

2016（平成２８）年度

西日本 OB サッカー連盟・日本サッカー協会・他

１、西日本ＯＢサッカー連盟中部地域

事業計画（中間報告）

平成 2８年１１月３０日現在

事 業 内 容

日程

場所

中部地域「岐阜大会」（7０歳以上）(60 歳以上）

4 月２日（土）

岐阜県岐阜市

中部地域「岐阜大会」（４０歳代・５０歳代）

4 月３日（日）

岐阜県岐阜市

中部地域「豊田大会」（70 歳以上）

6 月２４日（金）

愛知県豊田市

中部地域「豊田大会」（６０歳以上）

６月２５日（土）

愛知県豊田市

中部地域「豊田大会」（５０歳代）（４０歳代）

６月２６日（日）

愛知県豊田市

中部地域「福井大会」（６０歳以上）

9 月 18 日（日）

テクノポート福井

中部地域「四日市大会」（６０歳以上）

平成 2９年 3 月４日（土）

三重県鈴鹿市

中部地域「四日市大会」（４０歳代・５０歳代）

平成 2９年 3 月５日（日）

三重県鈴鹿市

２,東海サッカー協会・西日本ＯＢサッカー連盟中部地域共催
東海中部シニア『（Ｒ・Ｖ）フェスティバル』 （Ａ・Ｂ一部のみ）

１１月２０日（日）

小笠山総合運動公園

東海中部シニア「Ｏ―６０歳交流会」

５月・９月・１１月

愛知県柳川瀬公園

東海中部シニア「Ｏ―７０（６０）歳交流会」

４月～３月 月２回

愛知県柳川瀬公園

東海中部シニア「Ｏ―７０（６０）歳拡大交流会」

６月・１１月・１２月

三重県桑名他

詳細は東海シニア計画
による
３,西日本ＯＢサッカー連盟中部地域協賛
静岡県シニアサッカーフェスティバルｉｎＥＣＯＰＡ２０１６

５月２１日（土） ～２２日
（日）

小笠山総合運動公園

４、西日本ＯＢサッカー連盟全域
全域大会２０１６

「鹿児島大会」

4 月２３日（土）～２４日（日）
5 月 1７日（火）～1８日

ロイヤル交流会 ＩＮ石川加賀

（水）

中止
加賀市山代

全域「福井大会」（７０歳以上）

9 月１９日（祝）～2０日（火）

テクノポート福井

第 4 回スーパーロイヤル（Ｏ－75）全域大会

１１月１０日（木）11 日（金）

Ｊ-GREEN 堺(人工）

第 3 回スーパーロイヤル（Ｏー80）全域大会

１０月２０日（木）２１日（金）

J-GREEN 堺（天然）
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５、日本サッカー協会・日本体育協会・厚生労働省
第１６回全国シニア７０サッカーフェスティバル

6 月 4 日（土）～6 月６日（月）

長野県松本市

第１６回全国シニア６０サッカー大会

6 月 4 日（土）～6 月６日（月）

長野県松本市

第１５回全国シニア５０サッカー大会

6 月２５日（土）～２７日（月）

秋田県秋田市

第 ４回全国シニア４０サッカー大会

11 月１2 日（土）～１4 日（月）

静岡県藤枝市

第２９回ねんりんピック「長崎大会」（６０歳以上）

10 月１５日（土）～１７日（月）

長崎県雲仙市/島原市

5 月 13 日（金）～15 日（日）

長野県菅平

６、その他の大会情報
第１６回菅平ダイヤモンド・エイジ大会
６０歳以上と６８歳以上 ２カテゴリー
第２３回スーパーエイジ大会ｉｎ刈谷（６０歳以上）
（太字は実施済）
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9 月 10 日（土） ～ 11 日（日）

愛知県刈谷市

2017（平成２9）年度

西日本 OB サッカー連盟・日本サッカー協会・他

１、西日本ＯＢサッカー連盟中部地域

事業計画(案）

平成 2８年１2 月 3 日（更新情報版）

事 業 内 容

日程

場所

中部地域「岐阜大会」（7０歳以上）(60 歳以上）

4 月１日（土）

岐阜県岐阜市

中部地域「岐阜大会」（４０歳代・５０歳代）

4 月２日（日）

岐阜県岐阜市

中部地域「豊田大会」（70 歳以上）

６月９日（金）

愛知県豊田市

中部地域「豊田大会」（６０歳以上）

６月１０日（土）

愛知県豊田市

中部地域「豊田大会」（５０歳代）（４０歳代）

６月１１日（日）

愛知県豊田市

中部地域「福井大会」（６０歳以上）

中止

中部地域「四日市大会」（６０歳以上）

平成 30 年３月３日（土）

三重県鈴鹿市

中部地域「四日市大会」（４０歳代・５０歳代）

平成 30 年３月４日（日）

三重県鈴鹿市

２,東海サッカー協会・西日本ＯＢサッカー連盟中部地域共催
東海中部シニア『（Ｒ・Ｖ）フェスティバル』

１１月中旬

小笠山総合運動公園

４月～３月

愛知県柳川瀬公園

東海中部シニア「Ｏ―６０歳交流会」

４月～１１月

愛知県柳川瀬公園

東海中部シニア「Ｏ―７０・Oー７５・O-80 拡大交流会」

４月～１１月

柳川瀬公園他

（Ａ・Ｂ一部のみ）
東海中部シニア「Ｏ―６０歳・O-70 交流会」

詳細は東海シニア計画による
３,西日本ＯＢサッカー連盟中部地域協賛
静岡県シニアサッカーフェスティバルｉｎＥＣＯＰＡ２０１６

５月１３日・１４日 or
５月２０・２１日

小笠山総合運動公園

予定

４、西日本ＯＢサッカー連盟全域
全域大会２０１7

「伊勢大会」

全域ロイヤル交流会 ＩＮ石川加賀
全域ロイヤル福井大会」（７０歳以上）

９月２３日（土）～２４日（日）

三重県伊勢市

５月１７日（水）～１８日（木）

加賀市山代

中止

第 5 回スーパーロイヤル（Ｏ－75）全域大会

１１月７日（火）～１０日（金）

Ｊ-GREEN 堺

内２日

第 4 回スーパーロイヤル（Ｏー７９）全域大会

１０月１０日（火）～１３日（金）

J-GREEN 堺

内２日
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５、日本サッカー協会・日本体育協会・厚生労働省
５月２７日（土）～５月２９日

第１７回全国シニア７０サッカーフェスティバル

（月）
５月２７日（土）～５月２９日

第１７回全国シニア６０サッカー大会

（月）

静岡県藤枝市
静岡県藤枝市

第１６回全国シニア５０サッカー大会

６月２４日（土）～２６日（月）

大阪府堺市

第 ５回全国シニア４０サッカー大会

１１月４日（土）～６日（月）

大阪府堺市

第３０回ねんりんピック「秋田大会」（６０歳以上）

９月８日（金）～１１日（月）

秋田県秋田市ほか

５月 1２日（金）～1４日（日）

長野県菅平

６、その他の大会情報
第１７回菅平ダイヤモンド・エイジ大会
６０歳以上と６８歳以上 ２カテゴリー
第２４回スーパーエイジ大会ｉｎ刈谷（６０歳以上）

９月２日・３日
or ９月１６日・１７日

愛知県刈谷市

以

pg. - 8 -8

上

予定

