
委員会名 国際委員会 

担当部署 国際部 

所管事項 

(1) ＦＩＦＡ、ＡＦＣ及びＥＡＦＦその他外国団体との交渉 

(2) アジア協力に関する事項 

(3) 上記以外の国際関係 

2 年間で取り組む事項 

1. FIFA、AFC、EAFF、その他国際機関に関わる事項や取り組みを决定していく。

2. 国際関連業務や国際貢献業務の推進に必要な国際情勢の情報収集、人脈構築などに関して国際委員及び

その所属組織からご支援頂く。 

3. 世界トップ 10 の組織を目指し、国際貢献を果たしていく。

委員会メンバー 

役職 氏名 備考 

委員長 田嶋 幸三 会長 

副委員長 松崎 康弘 常務理事 

副委員長 北澤 豪 理事/フットサル委員長 

委員 小川 佳実 理事/審判委員長 

委員 鈴木 寛 理事/文部科学大臣補佐官 

委員 望月 一頼 JFA 指導者養成ダイレクター/JFA インストラクター 

委員 原 博実 常務理事/J リーグ副理事長 

委員 木村 正明 J リーグ専務理事 

委員 木下 由美子 J リーグ特命外交担当 

委員 内山 選良 （一財）日本国際協力センター  

国際交流部兼総務部北米・欧州室 担当部長 

委員 大井 義洋 （株）電通 スポーツ局 サッカー事業室 室長 

委員 滝崎 成樹 外務省 南部アジア部 部長 

委員 戸塚 隆 （株）メディアイノベーション代表取締役 

講談社第一事業戦略部特任アドバイザー 

委員 戸川 正人 独立行政法人国際協力機構（JICA）国際協力人材部 部長 

委員 濱口 博行 東アジアサッカー連盟 CFO 

委員 永島 昭浩 有識者 

委員 古屋 昌人 国際交流基金アジアセンター 部長 

委員 奥村 幹夫 SOMPO ホールディングス（株） 取締役常務執行役員 

委員 東明 有美 有識者 

委員（在海外） 上村 司 在サウジアラビア日本国大使館 特命全権大使 

委員（在海外） 梅田 邦夫 在ベトナム日本国大使館 特命全権大使 

委員（在海外） 北山 朝徳 TOSHIN S.A.（アルゼンチン） 代表取締役社長 

委員（在海外） 坂路 純子 NOVA JIKA, S.A.（スペイン） 代表取締役 

委員（在海外） 渋谷 英秋 有識者(イギリス) 

委員（在海外） 中島 勇一郎 クリムゾンフィーニクス（株）（イギリス） 代表取締役 
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委員（在海外） 茂木 哲也 Emi TRAVEL Paris（フランス） プロモーション部 部長 

委員（在海外） 美濃村 洋一 有識者（ドイツ) 

委員（在海外） 森村 國仁 電通スポーツアジア(シンガポール) 社長兼 CEO 

委員（在海外） 後藤田 健 電通メディアベトナム 取締役社長 



委員会名 技術委員会 

主管部署 技術部 

所管事項 

(1) 日本を代表するチームの監督候補者の推挙 

(2) 日本を代表するチームの編成案の作成 

(3) 日本を代表するチームの強化 

(4) その他日本を代表するチームに関する事項 

(5) 選手の育成、強化に関する事項 

(6) ユ－ス年代の普及に関する事項 

(7) 強化方針に基づく技術指導 

(8) 指導者の養成 

(9) 指導に関するビデオ、書籍等の認定、推薦 

(10) その他技術指導に関する事項 

2 年間で取り組む事項 

 育成日本復活に向けた取り組みの立案と推進

 「代表強化」、「ユース育成」、「指導者養成」の三位一体の体制の推進

 各種委員会との連携・協力

委員会メンバー 

役職 氏名 備考 

委員長 関塚 隆 JFA 

副委員長 山本昌邦 静岡県 FA 副会長/アスルクラロスルガ（株）会長 

副委員長 山口隆文 JFA 

委員 林 義規 理事/競技会委員長/（公財）東京都サッカー協会副会長/暁星高校 

委員 池内 豊 JFA/ユース育成ダイレクター 

委員 鈴木 淳 JFA/指導者養成ダイレクター 

委員 内山 篤 JFA/地域統括ユースダイレクター（関西担当） 

委員 鈴木 満 （株）鹿島アントラーズ FC 常務取締役・強化部長 

委員 中野雄二 （一財）全日本大学サッカー連盟副理事長/流通経済大学サッカー部監督 

委員 松永英機 J リーグテクニカルダイレクター 

委員 小野 剛 JFA ナショナルトレセンコーチ/JFA インストラクター/FC 今治 



 
 

委員会名 技術委員会 強化部会 

主管部署 代表チーム部 

所管事項 

(1) 日本を代表するチームの監督候補者の推挙 

(2) 日本を代表するチームの編成案の作成 

(3) 日本を代表するチームの強化 

(4) その他日本を代表するチームに関する事項 

2 年間で取り組む事項 

 育成日本復活に向けた取り組みの立案と推進 

 J リーグ、大学連盟、高体連との協働体制強化 

 SAMURAI BLUE はじめ各年代代表チームのワールドカップ出場、大会での上位進出に向けたサポート 

強化部会メンバー 

役職 氏名 備考 

部会長 山本 昌邦 副技術委員長/静岡 FA 副会長/アスルクラロスルガ（株）会長 

部会員 原  博実 J リーグ副理事長 

部会員 鈴木 満 技術委員/（株）鹿島アントラーズ FC 常務取締役・強化部長 

部会員 大平 正軌 （一財）全日本大学サッカー連盟技術副委員長/流通経済大学 

部会員 梶居 勝志 J クラブ/(株)ガンバ大阪強化部長 

部会員 平岡 和徳 全国高等学校体育連盟/宇城市教育委員会教育長 

  



 
 

委員会名 技術委員会 指導者養成部会 

主管部署 技術部 

所管事項 

(1) 強化方針に基づく技術指導 

(2) 指導者の養成 

(3) 指導に関するビデオ、書籍等の認定、推薦 

(4) その他技術指導に関する事項 

2 年間で取り組む事項 

 育成日本復活に向けた取り組みの立案と推進 

 「代表強化」、「ユース育成」、「指導者養成」の三位一体の体制の推進 

 各種委員会との連携・協力 

※次回開催する指導者養成部会において詳細を検討。 

委員会メンバー 

役職 氏名 備考 

部会長 鈴木 淳 技術委員/指導者育成ダイレクター 

副部会長 望月 一頼 指導者養成サブダイレクター 

副部会長 川俣 則幸 指導者養成サブダイレクター 

部会員 池内 豊 技術委員/ユース育成ダイレクター 

部会員 大野 真 JFA/ナショナルトレセンコーチ女子チーフ 

部会員 小野 剛 JFA インストラクター/JFA ナショナルトレセンコーチ/FC 今治 

部会員 小西 鉄平 JFA/フットサルテクニカルダイレクター 

部会員 中山 雅雄 学校体育サポートプロジェクトリーダー/筑波大学 

部会員 北野 孝 JFA キッズプロジェクトメンバー/金沢市立大浦中学校 

部会員 安松 幹展 JFA フィジカルフィットネスプロジェクトメンバー/立教大学 

部会員 増本 伸弘 J リーグ強化・育成部長 

部会員 小池 直文 横浜マリノス株式会社 

部会員 加藤 錬 (公財)日本スポーツ協会 

 

  



 
 

委員会名 技術委員会 ユース育成部会 

主管部署 技術部 

所管事項 

(1) 選手の育成、強化に関する事項 

(2) ユ－ス年代の普及に関する事項 

(3) 強化方針に基づく技術指導 

(4) 指導に関するビデオ、書籍等の認定、推薦 

(5) その他技術指導に関する事項 

2 年間で取り組む事項 

 育成日本復活に向けた取り組みの立案と推進 

 「代表強化」、「ユース育成」、「指導者養成」の三位一体の体制の推進 

 各種委員会との連携・協力 

※次回開催するユース育成部会において詳細を検討。 

委員会メンバー 

役職 氏名 備考 

部会長 池内 豊 技術委員/ユース育成ダイレクター 

副部会長 林 義規 技術委員/競技会委員長/東京都 FA 副会長/暁星高校 

部会員 山橋 貴史 ユース育成サブダイレクター 

部会員 加藤 好男 ユース育成サブダイレクター/GK プロジェクトリーダー 

部会員 鈴木 淳 技術委員/指導者養成ダイレクター 

部会員 内山 篤 技術委員/地域統括ユースダイレクター（関西担当） 

部会員 大野 真 JFA/ナショナルトレセンコーチ女子チーフ 

部会員 小野 剛 JFA ナショナルトレセンコーチ/JFA インストラクター/FC 今治 

部会員 小西 鉄平 JFA/フットサルテクニカルダイレクター 

部会員 蔵森 紀昭 (公財)全国高等学校体育連盟 技術委員長 

部会員 福島 隆志 (公財)日本中学校体育連盟 サッカー競技部長 

部会員 高山 清 ４種大会部会長/東京都 FA 常務理事/府ロク SC 

部会員 松永 英機 J リーグテクニカルダイレクター 

部会員 増本 伸弘 J リーグ強化・育成部長 

部会員 小粥 智浩 JFA/ナショナルコーチングスタッフ 

部会員 倉 直樹 関西クラブユース連盟/神戸 FC 

部会員 皆川 新一 JFA キッズプロジェクトリーダー/フォルトゥナ SC 

部会員 上間 政彦 時之栖スポーツセンターGM 

 

 



委員会名 女子委員会 

担当部署 女子部 

所管事項 (1) 女子サッカーの強化・育成・普及に関する事項 

2年間で取り組む事項 

「なでしこビジョン実現に向けてマスタープラン推進と構造改革」 

1. 代表・育成：なでしこジャパンが再び世界のトップで輝くために 

 2019年 FIFA 女子ワールドカップ、2020 年東京五輪に向けての強化。 

 育成の精度を高め、近い将来なでしこジャパン、世界で活躍する選手の輩出。 

2. 普及 

 普及コーディネーターを中心に、全国各地の課題に具体的に取り組む。 

 2020年東京五輪、2023年 FIFA 女子ワールドカップ自国開催に向けたレガシーの計画・実行。 

 女子サッカーのプロモーション。 

3. ゲーム環境：普及、育成、強化全てに直結する施策として 

 なでしこリーグの活性化。 

 国体少年女子の部設立と対応準備の促進。 

 国内大会の最適化。 

4. 女性指導者、及び、女性人材 

 引き続き積極的に推進。 

 登用・活躍の準備、および、支援。 

委員会メンバー 

役職 氏名 備考 

委員長 今井 純子 理事 

副委員長 手塚 貴子 理事/栃木県サッカー協会技術委員会女子副委員長 

委員 佐々木 則夫 理事/大宮アルディージャトータルアドバイザー 

委員 上田 栄治 理事/J ヴィレッジ代表取締役副社長 

委員 綾部 美知枝 参与/競技会委員会女子大会部会長 

委員 大野 真 JFAナショナルトレセンコーチ[女子担当]チーフコーチ/ 

JFAアカデミー女子統括ダイレクター 

委員 大部 由美 JFA ナショナルトレセンコーチ[女子担当]サブチーフコーチ/なでしこジャパン

コーチ 

委員 小林 美由紀 ジェフユナイテッド市原千葉レディースマネージャー/ 

全日本大学女子サッカー連盟理事 

委員 宮本 ともみ 元なでしこジャパン選手/U-17日本女子代表チームコーチ 

委員 池内 豊 JFAユース育成ダイレクター/JFAインストラクター 

委員 羽生 英之 東京ヴェルディ 1969/日テレ・ベレーザ社長/Jリーグ女子部会長 

委員 本田 美登里 AC長野パルセイロ・レディース監督 

 



委員会名 審判委員会 

担当部署 審判部 

所管事項 

(1) 競技規則の解釈、適用 

(2) 審判員の養成 

(3) 国際審判員に関する事項 

(4) 公式競技のための審判員の派遣に関する事項 

(5) 審判員の賞罰に関する事項 

(6) 審判指導者に関する事項 

2 年間で取り組む事項 

1. トップレフェリーの強化 

• Ｊリーグ、なでしこリーグそして F リーグ担当審判員の強化おいて、パフォーマンスの見える化に取り組み昇

降格の基準、手順をより明確化し適切なシステムを確立する。その上でワールドカップ候補者を継続して輩

出するプログラムを設定、実施する。 

• トップリーグに携わる女性審判員の様々な環境へのサポート体制を構築し、復帰プログラムを提供できる体

制を構築する。 

• FIFA/AFC大会で直接指導に関わる FIFA/AFCテクニカル/フィットネスインストラクターを輩出するとともに、

継続的に候補者を養成する特別プログラムを確立する。 

2. JFA 審判トレーニングセンターの充実 

• RDO（レフェリーデベロプメントオフィサー）を未配置地域 FA（北信越、関西、四国）に配置する。 

• RDO が都道府県 FA と地域 FA の橋渡しとなり、インストラクタートレーニングセンターで指導スキルを身に

付けた審判インストラクターの円滑かつ効果的な派遣をサポートすることで、都道府県 FA における審判教

育の新たな体制を構築する。 

• 2018 年末に地域レフェリーアカデミー1 期生の 2 年プログラムが終了することに伴い、新たに導入したこの

プログラムの効果を検証し、次期に向けた改善点を明確にすることで 2 期目のプログラムを更に充実したも

のとする。 

3. AAR（Additional Assistant Referee）、VAR（Video Assistant Referee）といった新たな仕組みへの対応 

• VAR との比較が適切に行えるように AAR の効果測定、分析を行う。また、AAR を使用しない試合との比較

検討も並行して実施し、日本サッカーの発展、そしてレフェリングに寄与するシステムを検討し、提案できる

ようにする。 

• FIFA ワールドカップロシアで実施される VARの効果を注視し、Jリーグと共にテストを実施することで導入可

否の検討に必要なデータ収集、分析を行う。 

4. 登録制度と登録者へのメリットの享受と資格制度の見直し 

• 2017 年度は 30 万人という審判登録があった。この制度を継続していくには、登録審判員等が満足するよう

な登録メリットを提供することが重要な要素であるが、実態としては適切に提供できていない。どのような形

で何を提供するかについて審判員の資格制度と共に検討し、必要なメリットの享受内容・方法を見出す。 

• JFA 審判トレーニングセンターの実施に伴う新たなスキル認定制度と現在の審判インストラクター資格制度

の関係性を整理し、審判指導者登録制度の在り方とともに検討する。 

• 現在の審判員のレベルと資格制度の整合性について再検討し、実態に見合った資格制度案を策定する。 

5. 競技規則の普及、発信 

• サッカー、フットサル、ビーチサッカーに関わる関係者に、レベルに応じた競技規則の解釈と研修教材を提

供する。 

• 競技規則の理解が促進されるよう、メディアやファン・サポーターなどカテゴリーに応じた対策を講じ実行す



る。 

6. 審判組織の検討 

• トップレベルからグラスルーツレベルまで、それぞれのレベルの試合/大会に見合うレベルのレフェリングを

提供できる審判員を継続的に育成できるシステムを継続かつ効果的に運用できる審判組織体制を検討し具

体案を作成する。その中で、日本のトップ審判員が活躍する場の J リーグにおいて、サッカーの発展に必要

不可欠な高いレベルのレフェリングが常に求められる担当審判員に必要なサポートまた適切な管理ができ

る組織の在り方について J リーグと協働して検討する。 

委員会メンバー 

役職 氏名 備考 

委員長 小川 佳実 理事/元国際審判員 

副委員長 Ray Olivier 審判戦略構想部会長/ 

前 PGMOL Head of Professional Referee Development/ 

元 The FA National Referee Manager Workforce Development 

委員 上川 徹 トップレフェリー部会長/S 級審判インストラクター/元国際審判員 

委員 石山 昇 レフェリーデベロプメント部会長/ S 級審判インストラクター/元国際審判員 

委員 柏原 丈二 指導者部会長/S 級審判インストラクター/元国際審判員 

委員 山岸 佐知子 女子部会長/S 級審判インストラクター/元国際審判員 

委員 延本 泰一 フットサル＆BS 部会長/フットサル１級審判インストラクター/元国際審判員 

委員 原 博実 常務理事/J リーグ副理事長 

委員 鈴木 淳 技術委員会指導者養成ダイレクター 

委員 今井 純子 理事/女子委員会委員長 

委員 田村 貢 日本女子サッカーリーグ専務理事 

委員 高田 貴志 一般財団法人鳥取県サッカー協会専務理事 

委員 大住 良之 サッカージャーナリスト 

委員 井上 陽介 (株)グロービス グロービス・デジタル・プラットフォーム部門 マネジングディレクター 

 



委員会名 医学委員会 

担当部署 技術部 

所管事項 

(1) 選手の健康管理、傷害予防及び救急処置に関する事項 

(2) アンチ・ドーピングに関する事項 

(3) 日本を代表するチームの医事管理に関する事項 

(4) 指導者等に対する上記すべての教育及び普及に関する事項 

(5) 本協会主催の試合及び大会における医事管理に関する事項 

(6) その他すべての医学及び健康に関する事項 

2 年間で取り組む事項 

１） 救命救急処置の教育を、グラスルーツに関わる指導者、レフェリー、保護者などへ展開する。 

２） 外傷・障害予防を目的として、J リーグなどを対象としたサーベイランスを開始する。 

３） アンチ・ドーピングの教育及び普及と平行して、栄養サポート部会を中心に食育を推進する。 

４） 脳震盪ガイドラインが適切に運用されるかを検証する 

５） 熱中症ガイドラインが適切に運用されるかを検証する 

委員会メンバー 

役職 氏名 備考 

委員長 池田 浩 理事/順天堂大学 医学部整形外科 

委員 大塚 一寛 J リーグチームドクター部会長/FC 東京/上尾中央総合病院 整形外科 

委員 加藤 晴康 立教大学 コミュニティ福祉学部スポーツウエルネス学科 

委員 島田 和典 順天堂大学 医学部循環器内科 

委員 立石 智彦 同愛記念病院 整形外科 

委員 谷 諭 東京慈恵会医科大学 脳神経外科 

委員 土肥 美智子 アンチ・ドーピング部会長/国立スポーツ科学センター メディカルセンター 

委員 前田 弘 栄養サポート部会長/日本代表チーム チーフアスレティックトレーナー 

委員 宮川 俊平 筑波大学 体育科学系 

委員 森川 嗣夫 千葉メディカルセンター 整形外科 

 



委員会名 法務委員会 

担当部署 管理部 

所管事項 

(1) 各種規程・規則の草案  

(2) 各種法務関連政策に関する事項  

(3) サッカー界における法秩序の維持  

(4) 選手の資格に関する事項  

2 年間で取り組む事項 

・未成年国際移籍に関する施策の推進 

・仲介人制度の現状分析及び制度の見直し  

・懲罰関連制度の見直し（Jリーグの制度との整合性の検討など） 

・プロ選手規程の各種見直し  

・FIFA、AFC等から示される各種法務施策への対応 

・その他各種法務関連政策に関する事項 

委員会メンバー 

役職 氏名 備考 

委員長  三好 豊  理事/弁護士  

委員  須原 清貴 専務理事 

委員  池上 三六  原子力損害賠償・廃炉等支援機構  

委員  松井 秀征  立教大学法学部教授  

委員  伊東 卓  弁護士（元第二東京弁護士会会長、元日弁連副会長）  

委員 木村 正明 Jリーグ専務理事 

 



委員会名 施設委員会 

担当部署 47FA 担当部 

所管事項 

（１）競技会の施設関係の指導 

（２）施設及び用具に関する規程基準の研究指導 

（３）施設に関する情報の収集 

（４）施設の増加、改善対策 

（５）ナショナルトレーニングセンター（NTC）に関する事項 

2 年間で取り組む事項 

１）施設整備推進ロードマップに基づく施設整備推進施策の実施 

①芝生の普及（園庭・校庭の芝生化） 

②障がい者サッカー・バリアフリー推進 

③サッカー・フットサル・ビーチサッカー施設の充実 

④NTC・フットボールセンターの整備推進 

⑤スタジアム・アリーナの整備推進 

２）人材養成事業の企画・運営 

３）地方自治体との連携強化及び施設整備監修事業の企画・運営 

４）47FA への施設整備推進の支援強化 

委員会メンバー 

役職 氏名 備考 

委員長 松崎 康弘 常務理事 

委員 今井 純子 理事/女子委員長 

委員 真壁 潔 理事/（株）湘南ベルマーレ代表取締役会長 

委員 安井 誠悦 一般社団法人秋田県サッカー協会専務理事 

委員 牛久保 勇 （一財）全国社会人サッカー連盟会長 

委員 冨樫 正義 （公財）日本ケアフィット共育機構 

委員 佐藤 仁司 J リーグ スタジアム推進グループ 

委員 傍士 銑太 日本政策投資銀行 参事 

委員 石川 慎之助 NPO 法人つくばフットボールクラブ理事長 

委員 杉山 秀幸 富士市立高等学校サッカー部顧問/ 

NPO 法人富士スポーツクラブ理事長 

委員 池田 省治 （株）オフィス・ショウ 

委員 佐野 忍 （有）グリーンマスターズ清水 

委員 種田 哲智 （一財）カケンテストセンター 

委員 清野 眞一 （株）東畑建築事務所 常務執行役員 

委員 永廣 正邦 （株）梓設計 常務執行役員 

 



委員会名 リスペクト・フェアプレー委員会 

担当部署 管理部 

所管事項 

リスペクトに関する事項 

フェアプレーに関する事項  

差別、暴力対策に関する事項 

2 年間で取り組む事項 

（１）リスペクトに関する事項 

・周知、理解推進活動（シンポジウム等開催等、サッカーを越えた広がりへ） 

・リスペクトアワードの企画、実施  

・リスペクト F.C.JAPAN の運営  

（２）フェアプレーに関する事項  

・フェアプレー賞設置の推進  

・新フェアプレー賞選定基準導入推進（評価の平準化、導入大会プロモーション） 

・グリーンカードの推進  

（３）差別、暴力対策に関する事項  

・ウェルウェアオフィサー（ＷＯ）活動の充実化  

・差別、暴力対策事案事収集と分析、各国の調査研究  

・広報、啓発活動（シンポジウム開催、代表戦/各リーグでの啓発活動等）  

・窓口体制の整備 

委員会メンバー 

役職 氏名 備考 

委員長 松崎 康弘 常務理事 

委員 小川 佳実 理事/審判委員長 

委員 今井 純子 理事/女子委員長 

委員 山口 香 理事 

委員 山口 隆文 指導者養成ダイレクター 

委員 竹山 勝自 （一社）静岡県サッカー協会専務理事 

委員 大住 良之 ジャーナリスト 

委員 浅井 慎也 （公財）日本スポーツ協会 広報・キャンペーン課 課長 

委員 岸川 剛之 （公財）日本ラグビーフットボール協会 審判委員会部門長 

委員 古城 暁博 アンプティサッカー日本代表選手 

委員 萩原 和之 J リーグ広報部長 

 



委員会名 殿堂委員会 

担当部署 コミュニケーション部 

所管事項 （１）日本サッカー殿堂に関する事項 

2 年間で取り組む事項 

2018 年「第 15 回日本サッカー殿堂」掲額候補者の選定、推薦および式典開催 

2019 年「第 16 回日本サッカー殿堂」掲額候補者の選定、推薦および式典開催 

今後の「日本サッカー殿堂」掲額候補者の選定における基準の検討 

委員会メンバー 

役職 氏名 備考 

委員長 大仁 邦彌 名誉会長 

委員 須原 清貴 専務理事 

委員 綾部 美知枝 参与 

委員 大住 良之 ジャーナリスト 

委員 国吉 好弘 ジャーナリスト 

委員 佐藤 仁司 J リーグ スタジアム推進グループ 

委員 武智 幸徳 日本経済新聞社 編集委員 

委員 松本 育夫 殿堂掲額者 日本サッカー後援会理事長 

 



委員会名 監査・コンプライアンス委員会 

担当部署 管理部 

所管事項 
(1) 監査に関する事項 

(2) コンプライアンス等に関する事項 

2 年間で取り組む事項 

事務局が進めるコンプライアンスに関する各種施策に関して、レビューし、アドバイスを行う。 

 

委員会メンバー 

役職 氏名 備考 

委員長 福田 雅 監事 

委員 西本 強 監事 

 



委員会名 社会貢献委員会 

担当部署 管理部/グラスルーツ推進部 

所管事項 (1) 社会貢献に関する事項 

2 年間で取り組む事項 

（１）社会貢献活動に関する総括業務 

（２）社会貢献活動の定義及び具体的な活動の検討と実施 

   寄付月間への協力の継続 

JFA の事業と SDGｓに掲げられている 17 の目標への対応についてのまとめ 

   子ども宅食への協力の継続 

（３）社会貢献活動に関する方針、基準、規程類の策定 

（４）社会課題解決に貢献する組織間、部署間連携の推進 

国立大学法人東京藝術大学とのサッカーと藝術を通じた社会貢献活動推進に関する連携協定及び 

作業の実施 

（５）社会情勢変化に対応する新規事業の研究ならびに既存事業の改廃、統合などの検討 

（６）情報公開、広報強化に関する検討 

   JFA ホームページ内社会貢献ページの開設 

JFA の理念、JFA のビジョンに規定のとおり、スポーツ文化の創造、心身の健全な発達と社会の発展への貢献、ス

ポーツをより身近にすること、フェアプレーの精神の普及、国内外の友好、親善を行うこと等について活動を検討し、

「社会的課題」や「社会的問題の解決」に貢献を行う。 

上記実現のため、これまで各部署にて個別に活動していた内容の共有や活動の定義自体から行い、「社会的課題」

や「社会的問題の解決」に向けた既存活動の連携、見直し、新規事業検討と実施を行う。 

委員会メンバー 

役職 氏名 備考 

委員長 日比野 克彦 参与 

委員 村松 邦子 (株)ウェルネス・システム研究所 代表取締役/J リーグ参与 

委員 高橋 陽子 （公社）日本フィランソロピー協会 理事長 

委員 黒田 かをり （一財）CSO ネットワーク 事務局長・理事 

委員 赤羽 真紀子 CSR アジア東京事務所 代表 



委員会名 将来構想委員会 

担当部署 秘書室 

所管事項 

(1) 日本サッカーの将来に関する事項 

(2) JFA/J リーグの発展に関する事項 

(3) その他 

2 年間で取り組む事項 

１．日本サッカー（JFA/J リーグ）の将来像に関する検討 

２．その他 

委員会メンバー 

役職 氏名 備考 

委員長 田嶋 幸三 会長 

委員 村井 満 副会長/J リーグチェアマン 

委員 岩上 和道 副会長 

委員 須原 清貴 専務理事 

委員 松崎 康弘 常務理事 

委員 岡田 武史 シニア・アドバイザー/参与/ 

(株)今治．夢スポーツ 代表取締役会長 

委員 原 博実 常務理事/J リーグ副理事長 

委員 木村 正明 J リーグ専務理事 

 



委員会名 100 周年記念事業委員会 

主管部署 管理部 

所管事項 100 周年記念事業の企画・立案・進捗管理 

2 年間で取り組む事項 

(1)100 周年記念事業のコンセプトの決定 

(2)100 周年記念事業の実施に向けた組織の決定 

(3)100 周年記念事業の実施事業と総予算の決定 

(4)100 周年記念事業のタイムスケジュールの決定 

委員会メンバー 

役職 氏名 備考 

委員長 須原 清貴 専務理事 

副委員長 大住 良之 ジャーナリスト／大住・大原事務所 

委員 今井 純子 理事／女子委員長 

委員 今里 譲 スポーツ庁 次長 

委員 国吉 好弘 ジャーナリスト 

委員 黒坂 達也 クロサカタツヤ事務所、株式会社企、慶應義塾大学特任准教授 

委員 武田 信平 特定非営利活動法人日本アンプティサッカー協会理事長 

委員 武智 幸徳 株式会社日本経済新聞社 運動部編集委員 

委員 日比野 克彦 参与／社会貢献委員長／東京藝術大学教授 

委員 村上 哲哉 株式会社電通 



委員会名 復興支援委員会 

担当部署 47 都道府県/9 地域 FA 担当部 

所管事項 2011 年東日本大震災および 2016 年熊本地震による被災地の復興支援活動に関する事項 

2 年間で取り組む事項 

１．被災地の現状把握と被災者のニーズの見極め 

２．東日本大震災復興支援活動の実施 

・被災沿岸地域登録チーム活動支援（交通費補助） 

・JFA 復興支援フェスティバルの実施 

・ナショナルトレセンコーチによるトレセン支援等 

・J ヴィレッジ対応 

・その他復興支援活動（関係団体等の復興支援活動の調整を含む） 

３．熊本地震復興支援活動の実施 

・サッカー施設整備 

・その他復興支援活動 

委員会メンバー 

役職 氏名 備考 

委員長 上田 栄治 理事 

委員 手倉森 浩 ナショナルトレセンコーチ（東北チーフ） 

委員 山口 隆文 技術委員 

委員 中田 康人 JFAアカデミー福島チーフコーチ 

委員 森  亮 理事/（一社）東北サッカー協会専務理事 

委員 竹鼻  純 （一社）宮城県サッカー協会専務理事 

委員 橋本 善一郎 （一財）福島県サッカー協会専務理事 

委員 今田 周作 （一社）熊本県サッカー協会専務理事 

委員 高野 純一 （一社）日本プロサッカー選手会 

委員 藤村 昇司 J リーグ 社会連携本部本部長 兼 フットボール本部特命担当部長 

委員 上條 仁志 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 
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