令和２年度品川区フットサル連盟代表者会議議事録
令和２年度 品川区フットサル連盟 (2020 年度) 《代表者会議》
【日時】7/11(土) 18:30～19:30
【会場】こみゅにてぃぷらざ八潮（品川区立区民活動交流施設）
■各カテゴリ会議（委員会）室
・トップ
第１多目的室 （15 名）
・ピース
第１地域交流室（16 名）
・エンジョイ 第２地域交流室（14 名）
総出席者 45 名 役員（受付）2 名 合計 47 名
開 会
定刻となり、各担当理事により代表者会議が成立していることを確認し、担当
理事がそれぞれのカテゴリ代表者会議の議長並びに議長代理に当たる。
※この度の開会につきまして、新型コロナウイルス感染防止のため「新型コロナ
ウイルス感染症対策チェックシート」を遵守し、確認しました。
審議事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案

会計決算報告書の承認について
各種カップ戦：参加費について
登録費について
役員人事について

■代表者会議：各カテゴリに分かれ担当理事により実施
・トップカテゴリ
担当理事：福田（議長）
・ピースカテゴリ
担当理事：小川
・エンジョイカテゴリ担当理事：高橋
出席

団体数

欠席

団体数

トップカテゴリ

１０

２

ピースカテゴリ

１０

２

エンジョイカテゴリ

１０

２
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■周知内容
(1)令和元年度 表彰式 （賞品は、事前に授与）
・トップカテゴリ（表彰対象３団体）
トップ リーグ優勝 MOB（※１）
ピース リーグ優勝 KatZwei
第 5 回品川区フットサルカップ 兼 品川区選出チーム決定戦
優勝 東海道品川宿 FC（※１）
・ピースカテゴリ（表彰対象３団体）
エンジョイ リーグ優勝 BURST
品川区フットサルフェスティバル GOLD 優勝 大太郎 FC（※１）
品川区フットサルフェスティバル SILVER 優勝 大崎 04
・エンジョイカテゴリ（表彰対象１団体）
品川区フットサルフェスティバル BRONZE 優勝 BlueRuncer
（※１）令和２年度

■決定事項
第１号議案

品川区選出チーム候補

会計決算報告書の承認について

令和元年度 監査

承認

第２号議案
各種カップ戦：参加費について
品川区フットサルカップ 兼 品川区選出チーム決定戦
品川区フットサルフェスティバル 3.000 円
賛成 団体数

反対

２８

団体数
２

第３号議案
登録費について
登録費： 30000 円
賛成 団体数
３０

反対

団体数
０
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5.000 円

第４号議案
大迫真一
竹中茂雄
山本修平
阿部ヒロミ
渡辺裕一
米谷真澄
宮脇一穂

役員人事について
理事 （会計）
→ （会計・総務）へ兼任
理事 （新任：ユース部） 品川区在勤
理事 （新任） 品川区在住
理事 （新任） 品川区在住
顧問 （新任：名誉役員） 品川区議会 議長
理事
→ 特任理事へ人事異動
理事 （総務）兼施設委員 → 施設委員へ人事異動

賛成 団体数
２７

反対

団体数
０

※理事と代表者を兼ねている団体を除いた団体の多数により決定。

■協議事項
① 令和２年度 品川区選出チーム候補について
・議長
令和２年度 品川区選出チーム候補による東京都フットサルフェスティバルに
ついては、現在までに東京都サッカー協会より 6 月 23 日時点の案内で全国青年
大会の開催可否の判断を待っている状態となっており、6 月中に全国大会の判断
が出ることになっておりますので、その結果を受けてから東京都フットサルフ
ェスティバルについても開催の可否を判断され品川区フットサル連盟に案内が
ある予定です。開催可否含め、今しばらくお待ちください。
② 会計決算報告書の承認について
〔会計報告と資料配布にて監査〕
※品川区フットサル連盟 ・公式サイト ・冊子 収支予算にて掲載
③ 各種カップ戦：参加費について
・議長
今年度の開催は未定となっております。
賛成の方は、挙手にてお願いいたします。
〔挙手多数〕
代表者会議で承認されました。
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④ 登録費について
・議長
今年度の登録費は、既に受け取っておりますが、平時の場合の登録費であり、今
年度の開催が成った場合には、レギュレーションの変更に至ると思いますので
返金を想定しています。
例１）令和２年度 全カテゴリ１回戦総当たりリーグ戦
次年度も継続登録される団体。
次年度の登録費を 30.000 円 ―
今年度の返金はありません。

12.500 円

＝

７分ハーフに参加で

17.500 円

例２）令和２年度 全カテゴリ１回戦総当たりリーグ戦 ７分ハーフに参加で
次年度は、継続登録されない団体。
今年度の登録費を 30.000 円から 12.500 円を今年度中に返金。
例 3）令和２年度 リーグ戦に参加されない団体。
今年度の登録費を 30.000 円から 25.000 円を今年度中に返金。
賛成の方は、挙手にてお願いいたします。
〔挙手多数〕
代表者会議で承認されました。
⑤ 役員人事について
・議長
令和２年度で理事長：福田が連続 2 期 8 年の任期満了となります。従
って理事会にて品川区民の理事の中から次年度の理事長を選出するこ
とになっております。現時点では、立候補者が理事会にておりませんの
で、理事長へ立候補を希望されます方がおりましたらば、今年度中に理
事になっていただく必要があります。理事長を目指して理事に立候補さ
れます方がいましたらお願いします。
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。
〔挙手多数〕
代表者会議で承認されました。
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⑥ 品川区サッカー協会との紛争について
・議長
現在までに品川区スポーツ協会が私どもの苦情申立を受理され 調整・解決を
するとされ スポーツ協会の代理人弁護士の方を中心にサッカー協会代理人弁
護士、フットサル連盟代理人弁護士の三者で解決に向けて努めていただいてお
ります。
現状、私どもがサッカー協会の会員であるのか、スポーツ協会の会員であるのか、
明快な回答は、得ておりません。除名であったり、部外者と称されたり、公共施
設や組織のサービスの一方的な停止に対して戦っていく方向性に変わりません。
⑦ 日本サッカー協会、東京都サッカー協会との関係について
・議長
日本サッカー協会とは、継続的に今年度もグラスルーツの分野においてパート
ナーの承認をされており、日本サッカー協会のホームページにも当連盟は紹介
され、日本サッカー協会内のホームページにも枠をいただいております。
東京都サッカー協会とは、全国大会に繋がる東京都フットサルフェスティバル
を通じて相互連絡を直接的に取り合う関係を継続しております。
東京都フットサルフェスティバルを通じ他の市区町村のフットサル組織とも交
流していきます。
⑧ 品川区との関係について
・議長
2020 オリンピック・パラリンピックの開催が延期となり、開催に向けて当連盟
が取り組んできておりました 品川区内のパラリンピックイベントへのボラン
ティア活動・体験参加 並びに品川区の魅力発信事業「わ！しながわ魅力発信プ
ロジェクト」への参画が今年度は企画がされていなく 積極的な結びつきが現
状はありません。
しかしながら「わ！しながわ魅力発信プロジェクト」に代わり、
「わ！しながわ
地域応援プロジェクト 2020」と題して、新しい広報活動の取り組みが開始され
るとの案内を受けておりまして、品川区フットサル連盟としてリーグ戦開催の
目途がこの後のリーグ運営委員会にて示された際には、プロジェクトに参加で
きるように努めていきます。
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⑨ 各代表者よりの提案
・代表者
「新型コロナウイルス感染症対策チェックシート」における
６、新型コロナウイルス感染症陽性と判断された者との濃厚接触はあり
ません。
の定めを期間を具体的に示した方が良い。
・議長
「新型コロナウイルス感染症対策チェックシート」の作成にあたり品川
区、施設側に問い合わせ ご指摘いただいた項目の解釈や期間をわかり
やすくできるように調整させていただき、改めてご連絡させて頂きます。

閉 会

以上の議事のてん末を記録し、これを証する。
令和 2 年 7 月 13 日
議
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長

福田

貴仁

