令和３年度第１回品川区フットサル連盟理事会議事録

9名

3年 3月
3日
3 年 4 月 11 日（日）
19 時 30 分 ～
21 時 00 分
荏原第五地域センター（第一集会室）
渡辺 理事長、加藤（尚） 副理事長、

5名
2名
1名
1名

竹中 副理事長、加藤（友） 事務局長、大迫 会計、
鷲頭 施設委員、山本、茂原、福田。
渡邉、坂東、井口、小川、高橋。
星、本間（選挙管理委員）。
松村。
加藤（あ） リーグ運営委員長。

１ 招集通知年月日
２ 開催年月日及び時刻
３ 開催場所
４ 出席理事

５
６
７
８
９

欠席理事
出席特任理事
欠席理事推薦
招待者
審議事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案

令和
令和

役員人事について
会計決算報告書の承認について
選出チーム補填金について

開 会
定刻となり、理事長が理事総数 16 名中 9 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 100 人の広さ、窓・ドアを開けて換気、マスクの着用、手指消毒液の準備な
どを用意確認しました。
決定事項
第１号議案
渡辺裕一
加藤尚也
竹中茂雄
加藤友紀
松村圭祐
大塚将史
※補足
令和３年度

役員人事について
名誉役員（顧問）
→ 理事長
理事 （事務局長）
→ 副理事長
理事 （ユース部）
→ 副理事長（ユース部）
事務局長 （新任） リーグ副委員長
技術部 （新任） 品川区在住 東海道品川宿 FC 所属
特任理事
→ 退任
理事会にて承認され代表者会議へ推薦
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加藤友紀
理事 （新任：事務局長）
松村圭祐
理事 （新任：技術部） 品川区在住
品川区フットサル連盟 公式サイト 組織にて掲載
第２号議案
会計決算報告書の承認について
令和２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
東京都地区フットサルフェスティバル参加費補填金について
選出チームへの参加費補填金について
18,000 円→9,000 円の補填金に変更
協議事項
①令和３年度 品川区フットサル連盟 役員人事
・議長（福田貴仁）
理事長選定について 選挙管理委員よりの報告にて
理事長選挙 推薦候補者 １名
渡辺裕一氏を理事長として理事会で選定いたします。ご異議ありませんか。
〔異議なし〕
理事会で決定しましたので、代表者会議へ報告します。
理事長（渡辺裕一）より抱負
※品川区フットサル連盟 公式サイト 理事長からの挨拶にて掲載
②令和２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年度より登録費 5,000 円にしたことから、今年度も健全な運営
となっていくことが見込めます。
・議長（福田貴仁）
令和２年度の施設確保を往復はがきよりの申し込みから電話申し込みに切り替
えたコロナ禍においての状況で施設使用料の経費が抑えられている。
・理事長（渡辺裕一）
施設使用料、それに伴う経費の状況が把握できた。
③令和３年度事業計画について ※別紙参照
・わ！しながわ地域応援プロジェクト 更新申込中（令和 3 年度）
2

・JFA グラスルーツ推進・賛同パートナー制度 更新申込中（令和 3 年度）
・【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大会)】について
東京都サッカー協会フットサル委員会 担当：福田が確認中
令和３年度 品川区選出チーム 優先候補順位
１．東海道品川宿 FC
（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 開催 2019 年
優勝）
２．KatZwei
（第 10 回品川区フットサルリーグ 開催 2020 年 優勝）
３．MOB
（第９回品川区フットサルリーグ 開催 2019 年 優勝）
４．大太郎 FC
（品川区フットサルフェスティバル GOLD 開催 2019 年 優勝）
※今年度中に開催されない場合は、３と４の権利抹消
新たに 2021 年度のエコカップとリーグ戦の優勝チームの選出２チームを次年
度へ加える
東京都地区フットサルフェスティバル参加費補填金について
選出チームへ 18,000 円→9,000 円の補填金に変更にご異議ありませんか。
〔異議なし〕
理事会で承認されました。
※補足
2021 年度のエコカップと東京都フットサルフェスティバルの開催が重なった場
合には、品川区選出４チームを主にしたカップ戦の開催を目指して今年度の品
川区選出チームに対して、次年度の選出チームにもなれるよう機会をより平等
に創出する。
7 月 未定 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大会)
11 月 未定 全国青年大会
・5 月
3 日（月祝）天王洲公園：C 面 フレンドリーマッチ会
担当：竹中と福田で調整中
・議長（福田貴仁）
フレンドリーマッチ会を開催できる場合には、新規参入を検討されている団体
を主に交流会として考えている。
※今般の「まん延防止等重点措置」が東京都に適用されたことにより開催中止
の可能性がある。
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・連盟 登録手続き
5 月 7 日（金）継続登録申込 期限
5 月 8 日（土）新規登録申込 開始
※別紙参照 現時点での暫定カテゴリーを基準として構想することとする。
TOKYO EL TIGRE 脱退に伴い 2019 年度の成績によりビックファニングを暫
定 top カテゴリーとする。
2019 年度 リーグ運営委員長 福田
2020 年度

リーグ運営委員長

加藤（あ）

・代表者会議（表彰式）、リーグ運営委員会
5 月 16 日（日）代表者会議（表彰式）
第１回リーグ運営委員会（全体）
7月
第２回リーグ運営委員会（各カテゴリー）
→この時点で各団体へリーグ戦参加費 12500 円
・副理事長（加藤尚也） 事務局長（加藤友紀）
中小企業センター現地への出席の他にも出席方法として、YouTube を会場の場
として活用しようと思います。
・エコカップ／フットサル大会
7 月 11 日（日）エコカップフットサル大会開催（競技の部：ミックス）
18 日（日）エコカップフットサル大会開催（競技の部：オープン）
※
10 日（土）予選会（オープン） 候補日として抽選申し込み中
結果 4 月 15 日以降に判明
※カップ戦の案内を 5 月中に各団体へ周知したいことから渡辺、竹中、福田（カ
ップ実施委員長）で調整する。
・議長（福田貴仁）
フットサル連盟としての新しい参画となるエコカップについて理事長より構想
や方向性を示していただきたく思います。
・理事長（渡辺裕一）
少年サッカーで毎年恒例の主催：品川区商店街連合会によるイベントとして確
立されており、そこに主管：品川区フットサル連盟として
環境対策への意識向上と環境保全の取り組みに関わる機会創出を図ることに併
せてフットサルの活動の拡がりに繋げていきたいと思う。
・議長（福田貴仁）
午前中より商店街対抗の部、交流団体の部、エキシビションマッチ、セレモニ
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ーなど大きなイベントとなる構想でしょうか。
・理事長（渡辺裕一）
商店街の方々や品川区の企業の方々にも参加していただけれるような企画を考
えており、今般のコロナ禍において現時点では困難なこともあるかもしれませ
んが F リーグとのエキシビションマッチや D リーグによるダンス披露などを未
来には機会を作っていけたらと考えています。
※D.LEAGUE（D リーグ）とは、日本発のダンスのプロリーグです。
・東京 2020 オリンピック聖火リレーボランティア
7 月 21 日（水）東京 2020 オリンピック聖火リレーボランティア
・議長（福田貴仁）
品川区フットサル連盟より６名の参加申し込みがありました。
※「団体 de しな助」区主催スポーツイベント等のボランティア活動
・リーグ戦
9 月～12 月（仮翌年 1 月） リーグ戦
・議長（福田貴仁）
令和４年度シーズン ４カテゴリー制への展望について話し合いたいと思いま
す。今般のコロナ禍において今年度へ加盟登録されない団体がいる場合には、
新規参入を検討していただいている団体へ加盟の案内を送ります。
そこで危惧されることは、平時になった場合に既存の団体達が現在の 36 団体で
の３カテゴリー制のリーグ運営では戻って来れなくなることもあります。
top カテゴリーの下に 2 部を設けて peace、enjoy として４カテゴリー制にする
のか。ミックスカテゴリーとして別途に新規カテゴリーを創出するのか。２つ
の選択肢が４カテゴリー制と増やす場合に想定できます。
・各理事より様々な意見があり ミックスカテゴリーとして別途に新規カテゴ
リーを創出することよりも top カテゴリーの下に 2 部を設けて peace、enjoy と
して４カテゴリー制とする方向性に多くの賛同はありましたが結論は出さずに
現時点で理事会として、今般のコロナ禍において今年度の継続登録ができない
団体に対しては、次年度に申し込みがある場合には、必ずや加盟を受け入れる
こととする結論に達しました。
その場合でのカテゴリーの増設や割り振りについては、代表者会議の場も通じ
ての継続協議といたします。
・議長（福田貴仁）
４カテゴリー制を見据える場合に 又は、会計報告でもあるように八潮北公園
でのかつての活動が戻ることが望ましく。理事長には、その問題を解決してい
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ただきたい願いです。
・理事長（渡辺裕一）
施設確保については、八潮北公園を戻していきたいと思っている。相手のある
ことだが戻せるよう交渉をしていく。
それとは別にして、今できることとして「しながわ中央公園」
「天王洲公園」で
の施設使用に向けて調整していきます。
・議長（福田貴仁）
前年度の「しながわ水辺の観光フェスタ実行委員会」共催でリーグ戦ができた
ことは大変助かっております。
・理事長（渡辺裕一）
今年度もすでに 10 月の「天王洲公園」での開催を企画しているので、その前に
理事会を開催したいと考えています。

閉 会
（最後に新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当連盟の理事会の開催会場
の手配に苦慮していた最中、ご助言やご尽力を頂きました品川区少年サッカー
連盟の方々へ「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 3 年 4 月 11 日
議
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長

福田

貴仁

