
令和２年度 北海道シニアサッカー連盟 理事総会議事録 
 

1.日 時：令和 3年 4月 17日（土）15:00～17：00 

 

2.場 所：STV北２条ビル 地下 1F会議室（札幌市中央区北２条西２丁目） 

 

3.出席状況（下線は Web出席者） 

(1) 出席者 2４名 

工藤・三浦副会長、佐藤英理事長、伊東・二川・小坂副理事長、小林・佐藤晃・眞木・松本真・
松本建常任理事、柴田・山田理事 
松本副会長・小田中・小笠原・飯田常任理事、川田会計監事、紺野・平川・川崎・橋本・坂上・
土井理事（下線は Web 出席） 

(2) 欠席 ８名   西川会長、亀山・水落・吉田理事、小島会計監事、神谷・山浦・鈴木理事 
 

※出席者は 24 で、連盟規約第 28 条により、全構成員 32 名の 2/3（22 名）以上の出席とな

ったため、本理事総会は成立。 

 

4.会長挨拶（要旨）  西川会長欠席のため工藤副会長より 

・コロナ禍の影響で５月の全道シニア８人制、8 ツアー、全道シニアフットサルが中止となったが、

８月より公式戦が再開。 

・各年代別の全道大会は一部日程・会場の変更があったものの全て開催でき、全国 O40 大会では帯広

FC が３位という好成績。 

 

5.議題 

5.1 報告事項 

5.1.1 ２０２０年度事業報告及び活動状況 ・・・・・・・・佐藤英理事長 

・2020 年度 JFA シニア種別登録が 110 チーム（2494 名）で、シニア連盟登録は 107 チーム（2420
名）。 
・2021 年度のシニア連盟登録は 116 チームを予定しており、シニア種はチーム数・登録人数共に
毎年増加傾向にある。 
・JFA 登録と連盟登録はセットで行うことを依頼。 

 
5.1.2 各地区報告 

・道央地区：6 月より段階的に準備をし、8月から例年 10 節のリーグ戦を 6 節に縮小して開催。 

・道南地区：検温等のコロナ対策をして 8 月からリーグ戦を開催。40 のみ 2 ブロック制。 

・道北地区：感染対策（検温、会場でのチームの入れ替わり）をして、8 月からリーグ戦を開催。 

・道東地区：8 月からリーグ戦を開催。9 月の 50 全道大会も滞りなく行えた。 

・釧路地区：8 月から 8 チーム総当たりでリーグ戦を開催し、感染者も出ず無事終了。 

・オホーツク地区：7 月末から開催し、10 月まで 3 節にて終了。フットサルは活動中止。 



・根室地区：9 月にフェスティバル開催したが、フットサルは中止。 

・宗谷地区：活動はなし 

・60 リーグ：8 月から開催し、何事もなく無事終了。 

 
5.1.3 シニア部会報告(R3 年 2月 4 日 Web ミーティング) ・・・・二川副理事長 

・R2 年度の全国 O60 及び O70 の秋田開催は中止となったため、R3 年度は スライドして秋田で開
催することとなった。 

・R3 年度の全国 O40 は藤枝市、全国 O50 は宇都宮市で開催。 
・全国 O40 及び O50 の普及枠は 3 枠となった。 
・全国 O40 及び O50 は、選抜チーム防止のための全国大会出場資格として、前年度地区予選に登
録していない選手は出場できなくなったが、補強枠として３名認められることとなった。 

・全国 O50 北海道予選は前年度実施するが、4 月以降の新規 50 登録者は 3 名の枠に関係なく出場
できる。 

 
5.1.4  ユニフォーム規定の緩和について・・・・・・・・・・・・佐藤英理事長 

・R3 年度よりユニフォーム規定からユニフォームの運用に関する部分が削除されるため、各大会

の開催要項にユニフォームを含めた用具の運用について規定する必要がある。 

・オープン大会については運用緩和を全面的に適用、各地区リーグ戦は一部適用、全道大会は緩和

を適用せずに従来通りとする方向で考えているが、運用緩和を全面的に適用する場合（JFA推奨）

においても、ユニフォームは正副 2 着準備を基本とする。 

 
5.1.5  令和 3 年からの 70 部門 JFA 登録について・・・・・・・・・佐藤英理事長 

・70 部門の JFA 登録を R3 からスムーズに制度化するため、３つの問題点に対し、①大会参加資格

の緩和、②ユニフォーム規定の運用緩和を適用、③JFA 団体登録料補助の３つの緩和策を適用す

る。 

・③JFA 団体登録料補助については、3 年間の猶予期間（1 年目は全額補助、2 年目は半額補助、3

年目は補助なし）を設けたのち正式運用するとともに、連盟登録料についても、通常 25000 円の

ところをシニア 70 部門割引として 1 万円とする。 

・各大会要項にいついては、緩和措置①及び②に留意して作成する。 

     

5.1.6  令和 3 年度北海道サッカー協会評議員の推薦について・・・・佐藤英理事長 

・北海道シニアサッカー連盟からは、R３～の評議員（任期４年）として、三浦副会長（継続、２
期目）を推薦した。 

        
5.1.7  2021 年度会計担当者説明会・・・・・・・・・・・・・・・・佐藤英理事長 

・北海道シニアサッカー連盟からは、工藤副会長、佐藤理事長、伊東事務局長、二川・小坂副理事

長が出席。 

・説明会のポイントを説明。今後実際に運用しながら確認していく。Q&A 参照を確認のこと。 

 



5.2 協議事項 

5.2.1 北海道シニアサッカー連盟規約 ・・・・・・・・・・・・・・佐藤英理事長 

・連盟規約、諸経費規程、慶弔規程について、現状から変更なしで承認された。   
    
5.2.2 連盟名簿・各専門委員会について ・・・・・・・・・・・・・佐藤英理事長 

・専門委員名簿を更新し承認された。 
     
5.2.3 令和 3 年度事業計画、開催要項について ・・・・・・・・・・二川副理事長 

・事業計画、各開催要項いついて、承認された。 

・5/3-4 の 8 人制大会はコロナ禍の大会で参加チーム数及び参加人数が多い大会となるので、コロ

ナ対策及びコロナ渦での開催方法について、方針を提出するよう、HKFA から依頼があった。全チ

ームが同一時刻に集中しないようなチーム入替が可能な対戦スケジュール、各チームの待機場所を

一定の距離を保てるよう指定など、三密を避けるような方策を二川シニア委員長の方から提出する。 
     
5.2.4 令和 3 年度以降の全道シニア大会/主観予定について・・・・・二川副理事長 

・R2 年度は、コロナの影響で全道大会の日程変更があり、ここ 3 年空知地区に全道大会が集中し負

担をかけている。このため、今年度 7/23-25 に空知地区(夕張)で予定している全道 70・40 大会は、

大会運営をシニア連盟で請け負うこととする。大会運営にあたり、道央地区の全道大会に出場しな

いチームに協力を依頼する。 

・連盟主管大会の割当について、2022 年度以降、各ブロックに振り分けているため、各ブロックで

開催地を調整の上、二川副理事長へ報告する。 

 
5.2.5 令和 2 年度決算報告及び令和 3 年度予算案について・・・・・・伊東事務局長 

・コロナの影響により大会・事業の中止が多く支出が減少し、繰越金が大幅に増加した。（2019 決

算時 1,849,786 円 → 2020 決算見込 2,363,052 円）。 

・消耗品・備品費として、連盟のカメラ購入。 

・予備費として、ねんりんピックのジャージを連盟持ちにしたため譲渡代を計上したほか、全国 O50

大会がコロナの影響で6月から12月に延期となり、高額な室内練習場の確保が必要となったため、

出場 2 チームに室内練習場代の半額をコロナ対策費として補助。 

・第 3 回常任理事会の議事のとおり、R2 年度連盟登録したチームには、コロナ還元金として、R3

年度連盟登録料から 5000 円割り引いて、25000 円→20000 円とする。 

・70 部門の連盟登録料は、シニア 70 割引として 1 チーム 1 万円とするとともに、R3 年度の JFA 登

録料を全額連盟負担とする。 

・広域地区大会等への補助金額は、参加チーム数に応じて支出する。 

       
5.2.6 全道大会の運営・経費の使用について 

・各大会のシニア連盟優勝カップレプリカ代などは連盟に請求する。 

・予算は多めに計上しており、理学療法士等の派遣料など、大会経費で賄えない場合は、シニア連

盟負担も可能なため、適宜相談する。 

 



 

5.2.7 シニア連盟 20 周年記念事業について・・・・・・・・・・・・工藤副会長 

・再延期となったが、現時点で R3 年 11 月 13 日（土）に京王プラザホテルを仮予約している。 

 

5.2.8 連盟 Web サイトの運用について ・・・・・・・・・・・・・・佐藤英理事長 

・当連盟 HP を見て、新入部員を募集しているチームの紹介依頼が多いため、新入部員募集している

チームや希望チームを対象に、チーム紹介を地域別に HP に載せることにしたい。チーム紹介の雛

形を連盟役員に後日送付するので、各担当チームに展開してほしい。 

・20 周年記念誌に全チーム紹介を掲載するので、上記 HP 掲載とは別に、上記雛形にチーム情報を

記載し、提出してほしい。 

・HP に掲載するので、各地区リーグの開催要綱を提出すること。 

・各地区担当者の連絡先を HP に掲載する案もでたが、掲載方法等については今後検討する。 

 
5.3 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・佐藤英理事長 

(1) 女子チームの応援依頼 

・５月 29 日 SSAP 人工芝、６月 20 日 SSAP 屋内競技場、７月 17 日 SSAP 屋内競技場の 3 日間、エイ
トリーグから運営（審判等）の応援依頼が来ているので、稼働可能な役員は佐藤理事長と伊東事務
局長まで連絡してほしい。 
・5/29 と 6/20 は連盟行事と重なるため、稼働歴の多い川島顧問を中心に依頼したいと考えている。 
(2) 次回理事会 

・次回常任理事会は、令和 3 年 5 月 29 日(土)を現時点で予定する。 
(3) 勉強会について 

・10 年後シニア種のあり方、ミドル年代からの継続者のスムーズな移行（札幌社会人連盟との連携）、

競技を一時中断した再開者や初心者が入りやすい環境及びニーズにあったサッカーをできる環境

の創出、女子との連携、道外地域との交流、審判スキルの向上及び資格保持者の増強などについて、

ワーキンググループを作り勉強会を開催したい。可能であれば今年度から実施したいと考えている

が、ワーキングメンバーについては、後日指名したい。 

(4) 連盟ピステ、トレシャツ等の更新 

・令和 2 年の役員改選により、地方理事も含め役員が大幅に入れ代わり、連盟主催大会も多いこと

から、連盟ピステ・トレシャツ等を新調したいと考えている。 

・常任理事以上は必須、その他理事などは希望者を対象と考えているので、皆さんご協力願いたい。 

・費用は半額程度を連盟から補助し、個人負担を 1 万円以下に抑えたい。 

 

 

 

以上。 
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