２０２１年度
第５回 理事会 議事録

公益財団法人北海道サッカー協会

2021 年度 第 5 回 理事会
議

事

録

１．日

時 ：２０２１年９月２８日（火） １８時３０分から１９時１０分

２．場

所 ：北海道フットボールセンター ３Ｆ 会議室 ＷＥＢ会議
札幌市豊平区水車町５丁目５－４１

３．出席状況
（１）理事総数
（２）理事定足数
（３）理事出席総数

３０名
１６名
２５名

（４）出席理事（３名）
吉田 一彦、越山 賢一、石井

肇

（５）ＷＥＢ会議システムによる出席理事（２２名）
鷲津 裕美、中山 明彦、上田 充士、八島 隆志、荒
忍、佐賀 主昌、小野寺隆彦、
北原 次郎、大岩真由美、中川 綾子、茎津
都、今枝 映人、真保
温、山岸 健人、
大橋
穣、安藤 亮一、岩田
薫、佐藤 裕幸、船田
清、奥村 英俊、中田 孝一、
小島
実
（６）欠席理事（５名）
柳元 良文、吉田 昌一、柴田 靖士、八城 雅彦、本山 哲司
（７）ＷＥＢ会議による出席監事（２名）
工藤 彰一、吉川 賀恵
（８）欠席監事（１名）
永浦 政司
（９）理事会運営規則第３条による、オブザーバー出席（１名）
小林 徹也特任理事
記録：安芸瑞穂事務総長
４．議

事

＜決議事項＞ 第１号議案

2020 年度 JFA 一括補助金再交付申請対象事業の件

＜報告事項＞ 第１号報告
第２号報告
第３号報告
第４号報告

2021 年度ＷＥＢ会議経費精算の件
業務執行理事の業務執行状況報告の件
評議員及び役員候補者推薦委員会委員選任の件
47ＦＡコンプライアンス担当役員の選出について

（１）定足数確認・議長選出
安芸事務総長より、本会議はＷＥＢ会議システムにより開催され、出席者の音声が即時に他の出席者
に伝わり、出席者が一堂に会するのと同等に適時的確な意思表明が互いにできる状態であることが確
認された。
理事総数３０名中出席理事２５名、欠席理事５名。定足数１６名により、定款第３８条に基づき、本
会議は有効に成立していることが報告された。
続いて、定款第３７条に基づき吉田会長が議長となることを告げた。
（２）議事録署名人・書記の選出
安芸事務総長より、定款第３９条の規定により、本会議に出席した会長及び監事を議事録署名人に指
名した。書記は安芸事務総長が務める。
議事録署名人

会長 吉田 一彦
監事 工藤 彰一
監事 吉川 賀恵

（３）議決事項
第１号議案
2020 年度ＪＦＡ一括補助金再交付申請対象事業の件・・・越山財務委員長
昨年度ＪＦＡへ返納した補助金を財源に、今年度の新規事業に活用できることになった。8 月には
約 410 万円 10 事業が新規事業としてＪＦＡより交付決定されたが、再交付額に残額があることか
ら、再び各種委員会及び加盟団体より申請を受け付け、4 事業の申請があった。
去る 9 月 6 日に第 5 回財務委員会で協議し、理事会へは 2 事業報告となる。
なお医学委員会から申請の 2 事業については前回と同内容の申請であり、本補助金交付趣旨・目的
に沿わない事業のため、対象外になったことを報告。
また、今回の募集では再交付申請総額に達しなかったため今後も引き続き再交付申請を受け付し、
最終申請締め切りは、10 月末。再募集の案内は、加盟団体及び各種委員会へ改めて実施する。今回
と同様に財務委員会を経て理事会へ提案するが、次回は理事会を招集せず、書面決議で実施予定。
なお、
「抗原検査キットの配布」については、10 月 9 日(土)の事業から開始予定のため、ＪＦＡへ
の早急な申請が必要であることから、事務局業務執行会議にて本事案に対応し、既にＪＦＡへ申請
済みであることも報告された。
質疑なく、出席理事に賛否を諮ったところ、理事全員の賛成を得て原案のとおり可決した。
普及事業 1、その他 1
申請総額 2,921,500 円
申請事業一覧
№

申請委員会・団体

申請額

区分

事業名

11

HKFA 事務局

2,700,500 円

その他

抗原検査キットの配布

12

道フットサル連盟

221,000 円

普及

ガールズフットサルフェスティバル U-12 女子フットサルクリニック in 札幌

＜報告事項＞
第１号報告
2021 年度ＷＥＢ会議経費精算の件・・・越山副会長
2020 年度に続き、当協会が招集するＷＥＢ会議参加のために発生した移動旅費、資料印刷に伴う
消耗品購入の精算について、役員・委員へ 10 月上旬に案内する。申請期限は 2022 年 3 月 15 日。

報告後、出席理事より質疑・意見等がなく、これを了承した。
第２号報告
業務執行理事の業務執行状況報告の件・・・石井専務理事
報告の後、出席理事より質疑・意見等がなく、これを了承した。

第３号報告 評議員及び役員候補者推薦委員会委員選任の件・・・石井専務理事
前役員候補者推薦委員の任期が 6 月 26 日(土)の定時評議員会を以って満了となったため、
新委員は決議の省略による選任を実施し、評議員全員の承諾を得て、9 月 17 日(金)付けで下記 7 名
が選任された。
新任
継続
新任
継続
新任
継続
継続

札幌ブロック
道央ブロック
道南ブロック
道東ブロック
道北ブロック
北海道社会人サッカー連盟
（一社）北海道フットサル連盟

山脇
中川
戸村
榊原
古髙
青山
北林

栄 （(一社)札幌地区サッカー協会副会長）
昌憲（千歳地区サッカー協会副会長）
真規（苫小牧地区サッカー協会会長）
尚行（オホーツク地区サッカー協会会長）
誠志（旭川地区サッカー協会副会長）
隆之（北海道社会人サッカー連盟会長）
剛 （(一社)北海道フットサル連盟会長）

任期は、評議員としての任期と同一とし、2025 年の定時評議員会までとなる。
報告の後、出席理事より質疑・意見等がなく、これを了承した。
第４号報告 47ＦＡコンプライアンス担当役員の選出について・・・石井専務理事
47ＦＡより、ＪＦＡに対し､コンプライアンス担当理事を推薦することとなった。
北海道協会では既に小林特任理事を担当役員としていることから、ＪＦＡ承認のうえ、選出した。
小林氏には今後は理事会へ出席いただき、コンプライアンスの強化を推進していただきたい。
報告の後、出席理事より質疑・意見等がなく、これを了承した。

審議及び報告がすべて終わった後、出席理事に発言を求めたところ、下記の報告があった。
(石井専務理事)
以下４点について報告と連絡がある。
１．各種委員長より、委員の推薦があり、総務委員会の副委員長に小林徹也氏、大会実施委員会の副委員
長に髙林雅則氏、委員に金子弘惠氏、竹髙康博氏、原田哲也氏、三好健寿氏が推薦され、会長が承認
した。
２．北海道協会の会計セルフチェック責任者に、財務委員及び女子委員であり、公認会計士の佐々木大祐
氏をＪＦＡへ推薦した。佐々木氏はＪＦＡの研修会を経て、10 月に JＦＡ指定事業の決算報告書を確
認する。
３．10 月より 2022 年度のＨＫＦＡ主催事業の開催地調査を行う。各地区協会、委員会の方々には改めて
ご協力いただくようお願いしたい。
４．ＨＫＦＡ主催事業の無観客／有観客措置に関して寄せられている意見に対し、会長名で本協会の考え
を公式ホームページにて発信する。
（中山副会長）
札幌市・東雁来公園サッカー場隣接道路の横断にかかるサッカーファミリーの安全を確保するため、信

号機設置を実現したい。北海道全域のサッカーファミリーの署名を添えて札幌市議会議長へ陳情活動を
行う。各地区協会、各種連盟や、札幌サッカーアミューズメントパーク利用者等の関係者へ、利用の
際に署名協力を呼び掛ける。署名集約は 2022 年 4 月末の予定。ご協力いただきたい。

以上、議長は議事が全て終了した旨を告げ、１９時１０分に閉会を宣言した。
尚、ＷＥＢ会議システムは終始異状なく作動した。音声が届きにくい場合がある。
この議事録が正確であることを証するため、会長、監事は記名し押印する。

２０２１年９月２８日
公益財団法人北海道サッカー協会 ２０２１年度 第５回理事会
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吉 川 賀 恵
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