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   令和２年度第１回品川区フットサル連盟理事会議事録 

 

１ 招集通知年月日    令和 2年 2月 12日 

２ 開催年月日及び時刻  令和 2年 3月 28日（土） 

                18時 30分 ～  20時 30分 

３ 開催場所       品川区立中小企業センター（大会議室） 

４ 出席理事   8名  福田 理事長、加藤 事務局長、大迫 会計、 

坂東 施設委員、井口 施設委員、鷲頭 施設委員、高橋、小川。            

５ 欠席理事   2名  渡邉、茂原。 

（新型コロナウイルス感染拡大防止のため） 

６ 出席特任理事 2名  星、本間。 

７ 出席理事推薦 2名  阿部、山本。 

８ 傍聴者    2名  （品川区フットサル連盟会員） 

９ 審議事項 

   第１号議案  役員人事について 

   第２号議案  会計決算報告書の承認について 

   第３号議案  カップ戦 参加費について 

   第４号議案  令和２年度 カップ戦 開催について 

開 会 

 定刻となり、理事長が理事総数 12 名中 8 名の出席により規約第 32 条に定め

る定足数を充たしているので理事会が成立していることを確認し、理事長が議

長に当たる。 

※この度の開会につきまして、新型コロナウイルス感染拡大防止のため会場定

員 96人：160平米の広さ、窓を開けて換気、マスクの着用・配布、手指消毒液・

アルコール除菌ウエットティッシュ、マイクの準備などを用意確認しました。 

 

決定事項 

第１号議案  役員人事について 

 大迫真一  理事 （会計）      → （会計・総務）へ兼任 

宮脇一穂  理事 （総務）兼施設委員 → 施設委員へ人事異動 

 米谷真澄  理事           → 特任理事へ人事異動 

 山本修平  理事 （新任） 品川区在住 ヤッパリ・サンジェルマン所属 

 阿部ヒロミ 理事 （新任） 品川区在住 FC.Cerveza所属 

※補足 

令和元年度 理事会にて承認された 1名を含めて代表者会議へ推薦 
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 竹中茂雄  理事 （新任：ユース部） 品川区在勤  

 令和元年度 理事会にて選任された 1名を代表者会議へ報告 

 渡辺裕一  顧問 （新任：名誉役員） 品川区議会 議長 

 

第２号議案  会計決算報告書の承認について 

 令和元年度 監査 承認 

※品川区フットサル連盟 公式サイト 収支予算にて掲載 

 

第３号議案  カップ戦 参加費について 

 3,000円 → 5,000 円（オープンカテゴリー 品川区選出チーム決定戦） 

 2,000円 → 3,000 円（各種フットサルフェスティバル） 

 

第４号議案  令和２年度 カップ戦 開催について 

 新型コロナウイルスの感染症の状況を鑑みながら開催できる場合には、 

 開催期間候補（7日間） 5月 17日（日）～8月 23日（日）とする。 

 

協議事項 

①令和２年度 品川区フットサル連盟 役員人事 

・議長（福田貴仁） 

役員人事についてご異議ありませんか。賛成の方は、挙手にてお願いいたしま

す。 

また、女性理事の方が初めて誕生することになり、女性理事の個人情報の取扱

いについて（冊子掲載など）特別な配慮をしていきます。 

〔挙手多数〕 

理事会で決定しましたので、代表者会議へ推薦、報告します。 

 

②令和元年度 会計報告 

・会計（大迫真一） 

〔会計報告と資料配布にて監査〕 

登録費を令和２年度より 30,000円にしたことから、今年度より健全な運営とな

っていくことが見込めます。 

・議長（リーグ運営委員会委員長代理 兼 施設委員長：福田貴仁） 

登録費の令和２年度より 30,000円は、リーグ運営委員会にて承認、又は選択を

していただきます。実際には 25.000円のままでも運営は可能です。ですが、今

までのように事前に往復はがきを用いての「しながわ中央公園」を確保するこ

とは困難ですので、１ヵ月前に電話で「八潮北公園・天王洲公園・南ふ頭公園」
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を確保することに切り替える必要があり、その場合には、日程調整などできず

必ず参加が条件となります。 

・事務局長（加藤尚也） 

１ヵ月前に施設を確定し、それから対戦組み合わせを確定させ開催日の数週間

前に必ず各団体に参加していただくことは、難しいと考えます。 

・議長（リーグ運営委員会委員長代理 兼 施設委員長：福田貴仁） 

品川区フットサルリーグの運営は、リーグ運営委員会で承認、又は選択をして

いただきます。理事会では、そこまでを決定できません。 

理事長としてはリーグ運営委員会が挙げてくる事業を認めるか認めないかの判

断になり、私の現在の委員長代理は、自主運営の理念から所属していた団体が

脱退したので、令和２年度の運営委員会で委員長が新しく選任されるまでの間

となりますので、参加団体の品川区民の中から委員長が決まらなければ、何も

始まりませんので後は、リーグ運営委員会にて議論していただきます。 

 

③カップ戦 参加費 値上げ 

・カップ実施委員会委員長（福田貴仁） 

10月～11月 開催予定のオープンカテゴリー 3,000円→5,000円 

理由：上限 16 チームを上限 20 チームの参加を可能とし開催日を増やすことに

伴い施設代が増すことが予測される為 

1月 開催予定の各種カテゴリー 2,000円→3,000円 

理由：参加チーム数が少ない場合に施設代、優勝賞品代が賄えない恐れがある

為 

カップ戦 参加費 値上げについてご異議ありませんか。 

・理事（山本修平） 

令和２年度の品川区フットサルリーグが延期、又は開催が危ぶまれることも想

定される中であって、リーグ登録費 30.000円の返金を求めてくる団体もあるか

とも思います。その他にカップ戦の参加費を値上げするということでしょうか 

・カップ実施委員会委員長（福田貴仁） 

これらの料金の引き上げのご理解は、あくまでも平時の場合になります。先ず

は平時の場合での承認を理事会に求めさせていただき、その後に新型コロナウ

イルスによる令和２年度に特化したカップ戦 参加費のプランを用意してあり

ますので提案させていただきたく思います。 

先ずは平時の場合のカップ戦 参加費 値上げについてご異議ありませんか。 

賛成の方は、挙手にてお願いいたします。 

〔挙手多数〕 

理事会で承認されました。 
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④令和２年度に限りのフットサルカップ実施委員会よりの提案 

・カップ実施委員会委員長（福田貴仁） 

第 6回品川区フットサルカップ 24チーム対象 

参加費無料（リーグ登録費 30.000円に含まれる） 

令和２年度 各種 品川区フットサル（BRONZE）フェスティバル 12チーム

対象 

参加費無料（リーグ登録費 30.000円に含まれる） 

開催期間候補（7日間） 5月 17日（日）～8月 23日（日） 

として、現在までに品川区フットサルリーグ用に確保してある施設を例年のカ

ップ戦を前倒しに新型コロナウイルスの感染症の状況を鑑みながら開催できる

場合には、各団体に案内し使用させていただきたく思います。 

・理事（鷲頭均） 

参加費をリーグ登録費に含まれる点について、問題があると思います。この後

に代表者会議、リーグ運営委員会にてリーグ戦の登録費について、又は連盟の

運営状況について説明していくうえで、今年度のカップ戦を含めてしまうと連

盟の運営状況についての理解の浸透が難しくなります。 

・カップ実施委員会委員長兼リーグ運営委員会委員長代理（福田貴仁） 

その分けて徴収する場合には、リーグ戦が早くても夏からの開催となった場合

には、レギュレーションの変更が現実的に起き topカテゴリーでは、2ブロック

に 6 チームごとに分ける、peace カテゴリー、enjoy カテゴリーでは、1 回戦総

当たりとして現実的に試合数が減少することから早めに返金を検討しなければ

ならないということになります。 

・理事 

このような状況で返金を求めてくる団体もいないのではないか 

・理事（鷲頭均） 

ここは、リーグ戦とカップ戦を分けて考えてもらう必要があり、カップ戦は開

催ができるのであれば、先に決定された料金を参加希望団体に徴収して、リー

グ戦の登録費については改めて返金する場合には、リーグ運営委員会にて議論

していただくことが良いです。そして、運営していくうえでは直ぐに返金して

は運営に支障がきたす恐れもあるので、最終的な時点での返金でも良いと思い

ます。また、リーグ運営委員会では、予算などを示して検討していただくよう

にするべきです。 

・カップ実施委員会委員長兼リーグ運営委員会委員長代理（福田貴仁） 

了解しました。リーグ戦とカップ戦は分けて徴収し開催、そして、リーグ運営

委員会にては、想定される予算資料を作成します。 

令和２年度に限りのカップ戦を前倒しにて開催。参加費は、今年度より引き上
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げられた料金の徴収ついてご異議ありませんか。 

賛成の方は、挙手にてお願いいたします。 

〔挙手多数〕 

理事会で承認されました。 

 

⑤品川区サッカー協会、品川区スポーツ協会と品川区フットサル連盟の今後の

展望について 

・議長（福田貴仁） 

2019年 9月 28日付けで品川区スポーツ協会の依頼により、品川区サッカー協

会他と品川区フットサル連盟他との紛争につきその調整・解決を受任した弁護

士である高畑弁護士と自称：品川区サッカー協会代理人松坂弁護士（品川区サ

ッカー協会会長：松坂氏の親族）と当連盟代理人堀口弁護士の三者による進捗 

2020年 3月 26日作成 高畑弁護士宛て通知書骨子（※別紙参照）にて当連盟

の論点整理し品川区スポーツ協会：代理人 高畑弁護士に対して正式な回答を

求める準備をしていることを説明しました。 

※品川区スポーツ推進課地域スポーツ推進係とのこの案件に関与する進捗状況

も説明をさせていただきました。 

 

⑥日本サッカー協会、東京都サッカー協会、品川区との進捗状況について報告 

・議長兼カップ実施委員会委員長（福田貴仁） 

東京都地区フットサルフェスティバル 兼 全国青年大会東京都代表決定戦 

2020年度 品川区選出候補３チーム 

 第５回 品川区フットサルカップ 優勝 東海道品川宿 FC 

 第９回 品川区フットサルリーグ 優勝 MOB 

 2019年度 品川区フットサル（GOLD）フェスティバル 優勝 大太郎 FC 

※上記３チームを東京都サッカー協会へ品川区フットサル連盟より品川区選出

チームとして報告します。 

※2020年度の開催が中止された場合の対応 

MOB、大太郎 FCの２団体の選出チーム権利消失 

 2021年度の開催の際に 2019年度品川区フットサルカップ 優勝 東海道品

川宿 FCの選出チーム権利の繰越。 

併せて 2020年度の各種大会優勝チーム３チームを選出し ４チームを 2021年

度に選出チームとして東京都へ報告する。 

 

⑦しながわ運河まつり ボランティアについて 

・議長（福田貴仁） 
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開催日 4月 11日（土）、12日（日）→開催中止となりました。 

次回の秋に開催が行われる場合には、ボランティア参加していきたいと思いま

す。 

 

⑧理事長 選挙の手順の打ち合わせ 

・議長（福田貴仁） 

 令和２年度をもって 現理事長：福田が任期満了をもって退任いたします。

それに伴い令和２年度中に規約に従い理事の中から立候補者ないし推薦し候補

を絞る必要があります。また理事以外から例えば各団体代表者が理事長になる

場合には、年度中に理事になっておく必要が生じます。その為に代表者会議で

も皆に告知しておく必要があります。 

 

⑨品川区フットサル連盟 新ホームページ 

品川区フットサル連盟の公式サイトが公開されましたのでご案内（下記 URL）

させていただきます。 http://sff.shinagawa-futsal.com/ 

 

⑩代表者会議・リーグ運営委員会 開催延期について 提言（草案） 

・議長兼リーグ運営委員会委員長代理（福田貴仁） 

開催候補日 

5月 31日（日） 8:30～12:30 しながわ中央公園 

青空会議 （長椅子・ミーティング室の使用調整）雨天の場合中止 

 

開催→リーグ戦 開幕の日程 

7月 しながわ中央公園 16:00～（熱中症対策） 開幕予定 

レギュレーションの変更 

Topカテゴリー ２ブロック制 

Peaceカテゴリー 一回戦総当たり 

Enjoyカテゴリー 一回戦総当たり 

  

代表者会議・表彰式 

代表者会議での主な決議案件 

(1) 理事の選任及び解任 

(2) 登録費：25000 円から 30000円の値上げ 

(3) 各種カップ戦：参加費の値上げ（1000円～2000円の引き上げ） 
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リーグ運営委員会 

リーグ運営委員会での主な議題 

(1) 委員長の選任（委員長は、品川区民であること） 

(2) 各カテゴリー運営委員会の各種担当者の選任 

施設調整担当者は、事前に品川区フットサル連盟施設委員会より選任させてい

ただきましたので、その他の団体で残りの担当者の選任をよろしくお願いいた

します。 

 

⑪各理事並びに特任理事よりの提案 

・事務局長（加藤尚也） 

不測の事態での web会議導入、Slackでの連絡方法の導入。 

・議長（福田貴仁） 

web会議導入については、規約に現在「理事会を招集する場所は、公共施設で

開催する。」との定めがあるために規約の変更が必要となるので、次回の理事会

開催までに草案を作成しておきます。 

・理事（小川裕二） 

連絡方法は、事務局長のやりやすい方法でやっていただいて良いと思います。 

・事務局長（加藤尚也） 

Slackでの連絡方法の導入について、今年度より試験的に挑戦していきます。 

・理事（高橋英司） 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ビブスの着回しを認めずに各団体に

ビブスの用意をしていただくように並びに審判用具を担当する団体にも恐れが

あると思うのでリーグ運営委員会にて、提案したいと思います。 

・理事（井口立夫） 

令和２年度のリーグ運営委員長と令和３年度よりの理事長職から福田氏が退く

ことについて、規約には定めがあると思いますが、今は新型コロナウイルスに

より緊急事態です。福田氏が継続されることを求めます。 

 

閉 会 

（最後に代表者会議・リーグ運営委員会が新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため、この理事会後に開催に至りませんでしたが、開催に至った場合を想定し

て YouTubeでのライブ配信の準備を迅速に協力していただきました。加藤友紀

氏へ「ありがとうございました。」） 

  

以上の議事のてん末を記録し、これを証する。 

  令和 2年 4月 13日        議    長  福田 貴仁 


