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2014年 1月 16日 

公益財団法人 日本サッカー協会 

2014 年度 第 1回理事会 

協議事項 

 1. 各種委員会 委員長 選任の件 

  現在、委員長・リーダーが空位となっている委員会・プロジェクトについて、以下の通り委員長・

リーダーを選任したい。 

(1)法務委員会 委員長  ： 三好 豊 理事 

(2)財務委員会 委員長  ： 原 博実 専務理事 

(3)競技会委員会 委員長 ： 原 博実 専務理事 

(4)JFA/Jリーグ将来構想委員会 委員長    ： 原 博実 専務理事 

(5)JFA2005年宣言推進プロジェクト リーダー ： 原 博実 専務理事 

 

 2. 日本人指導者海外派遣の件 

  （協議）資料№１ 

下記の各国サッカー協会からの要請を受け、アジア貢献事業の一環として下記指導者、派遣先協

会との契約の更新、及び新規契約、契約変更をしたい。 

＜契約更新＞ 

① 派遣指導者： 沖山 雅彦（オキヤマ マサヒコ）（45歳） 

 派遣先協会： ヨルダンサッカー協会 

資   格： 公認Ｓ級コーチ（20012年取得） 

 役   職： ヨルダン女子代表監督 兼 女子技術委員長  

契 約 期 間：  2014年 2月 1日～2015年 1月 31日 

費 用 負 担： [ＪＦＡ] 給与の一部及び傷害保険料 

 [ヨルダンＦＡ] 給与の一部、住居・自動車、日本―ヨルダン間の航空券 

 略 歴： 添付別紙の通り 

 

② 派遣指導者： 小原 一典（オハラ カズノリ）（39歳） 

派遣先協会： ブータンサッカー協会（ＢＦＦ） 

資   格： スペインサッカー連盟コーチングライセンス 

レベル 3（プロ監督資格）（2003年取得） 

       ＪＦＡ公認Ｃ級ライセンス    （2004年取得） 

役   職： ユーステクニカルダイレクター 

契約期間  ：  2014 年 2月 1日～2015年 1月 31日 

費用負担  ： [ＪＦＡ] 給与及び傷害保険料 

         [ＢＦＦ] ブータンにおける住居・自動車、日本-ブータン間の航空券、 

ブータン-タイ間の航空券（高地休暇用） 

略   歴： 添付別紙の通り 
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③ 派遣指導者： 熊田 喜則（クマダ ヨシノリ）（52歳） 

 派遣先協会： ミャンマーサッカー連盟（ＭＦＦ） 

資   格： 公認Ｓ級コーチ（2005年取得） 

役   職： ミャンマー女子代表監督 

契 約 期 間： 2014年 2月 1日～2015年 1月 31日 

 費 用 負 担： [ＪＦＡ] 給与及び傷害保険料 

  [ＭＦＦ] 給与の一部、自動車、遠征経費、住居費、 

日本―ミャンマー間の航空券 

略 歴： 添付別紙の通り 

 

④ 派遣指導者： 関口 潔（セキグチ キヨシ）（45歳） 

 派遣先協会： ラオスサッカー連盟（ＬＡＯＦＦ） 

資   格： ＡＦＣプロディプロマコ－チ（2012年取得） 

公認Ａ級コーチ（2005年度取得） 

 役   職： ラオスサッカー連盟技術委員長 

契 約 期 間： 2014年 2月 1日～2014年 6月 30日(5ヶ月契約) 

費 用 負 担： [ＪＦＡ] 給与の一部及び傷害保険料 

  [ＬＡＯＦＦ] 給与の一部、住居、自動車、日本―ラオス間の航空券 

略 歴： 添付別紙の通り 

 

⑤ 派遣指導者： 黒田 和生（クロダ カズオ）（64歳） 

 派遣先協会： チャイニーズ・タイペイサッカー協会(ＣＴＦＡ) 

資   格： ＪＦＡ公認Ｓ級コーチ（1999年取得） 

役   職： チャイニーズ・タイペイ協会ユース育成統括 兼 U-14代表監督 

契 約 期 間：  2014年 2月 1日～2016年 1月 31日 

費 用 負 担： [ＪＦＡ] 給与及び傷害保険料 

  [ＣＴＦＡ] 住居・自動車、日本―タイペイ間の航空券 

略 歴： 添付別紙の通り 

   

＜新規契約(異動)＞ 

① 派遣指導者： 古賀 琢磨（コガ タクマ）（44歳） 

 派遣先協会： 東ティモールサッカー連盟(ＦＦＴＬ) 

資   格： 公認Ｓ級コーチ（2006年取得） 

役   職： U-19、U-21 東ティモール代表監督 

契 約 期 間： 2014年 2月 1日～2016年 1月 31日 

費 用 負 担： [ＪＦＡ] 給与及び傷害保険料 

  [ＦＡＳ] 給与の一部、自動車、遠征経費、住居費、 

日本－東ティモール間の航空券 

 ＊尚、ＪＦＡは古賀氏が所属するセレッソ大阪と出向契約を更新することとしたい。 

 略 歴： 添付別紙の通り 
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② 派遣指導者： 築舘 範男（ツキタテ ノリオ）（53歳） 

 派遣先協会： ラオスサッカー連盟（ＬＡＯＦＦ） 

資   格： 公認Ａ級コーチ（1991年取得）、（ＡＦＣプロディプロマコ－チ取得見込）  

役   職： ラオス代表監督 

契 約 期 間： 2014年 2月 1日～2015年 1月 31日 

費 用 負 担： [ＪＦＡ] 給与及び傷害保険料 

   [ＬＡＯＦＦ] 給与の一部、住居、自動車、日本―ラオス間の航空券 

略 歴： 添付別紙の通り 

 背景及び実施理由： 

①東ティモールサッカー連盟（ＦＦＴＬ）では昨年まで築舘範男氏が U-19 代表監督を務め

ていたが、本人の意志もあり、任期満了にて契約を更新しないことになった。ＦＦＴＬは

築舘氏が昨年ＡＦＦ U-19 選手権で東ティモールとしてＡＦＦ（アセアンサッカー連盟）

の大会にて初めて3位入賞を果たしたこともあり、後任の日本人監督を2015年のSEA Games

（アセアン地域の U-23 大会/シンガポール）を目指す U-21 東ティモール代表チーム及び

U-19 代表チームの監督に迎えたいと要請してきた｡人選の結果､シンガポールで U-16 及び

U-14代表の指導を過去 3年間経験しアセアンのサッカーに精通している古賀氏の派遣を打

診したところ､ＦＦＴＬが受諾した。 

② ラオスの代表監督は木村浩吉氏が務めていたが、本人の意志もあり、1 月末の任期満了に

伴い帰国することになった。木村氏の功績によりＡＦＣやＡＦＦの大会でラオス代表が好

成績を残したことより、ＬＡＯＦＦは引き続き日本人監督の派遣を要請してきた。人選の

結果ＡＦＦの大会での活躍でラオスにも知られており、アセアンのサッカーにも精通して

いる築舘氏の派遣を打診し、ＬＡＯＦＦが受諾した。 

 

＜契約内容変更＞ 

チャイニーズ・タイペイサッカー協会からの要請を受け、下記指導者の契約を変更し、女子代表

監督への就任としたい。 

派遣指導者： 柳楽 雅幸(ナギラ マサユキ) (55歳) 

 派遣先協会： チャイニーズ・タイペイサッカー協会（ＣＴＦＡ） 

 資   格： ＪＦＡ公認Ｓ級ライセンス(2010年取得) 

  ＪＦＡ公認Ａ級ＧＫライセンス（2006年取得） 

 役   職： チャイニーズ・タイペイ女子代表監督（女子代表ＧＫコーチからの昇格） 

 契 約 期 間：  2014年 2月 1日～2016年 9月 19日 

 費 用 負 担： [ＪＦＡ]傷害保険料 

  [ＣＴＦＡ] 給与、住居費 、自動車、日本-台北往復航空券 

 略   歴： 添付別紙の通り 

背景及び実施理由： 

柳楽雅幸氏は昨年 9月に女子代表ＧＫコーチとして派遣されたが、数ヶ月の活動を 

ＣＴＦＡが評価し、給与を負担しているチャイニーズ・タイペイ政府の了承も得た上で、

柳楽氏の代表監督への昇格を要請してきた。尚、新契約の満了日に関してはＣＴＦＡの希

望を受け入れ、昨年９月の元契約開始日からちょうど 3年後とする。 
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 3. ＪＦＡアカデミー スタッフ体制の件 

  （協議）資料№2 

2014年の体制を、別紙の通りとしたい。 

 

 4. 大学・専門学校における指導者養成講習会開設の件 

  （協議）資料№3 

申請のあった以下の大学について申請内容を確認、D 級コーチライセンス養成講習会の開設を認

めたい。 

■ 関西国際大学（兵庫県） D級 

インストラクター：昌子 力（ショウジ チカラ）/（S級）47FAインストラクター 

※参考：開設認定校数  大学：34校  短大：2校  専門学校：16校（上記含まず） 

 

 5. ＪＦＡマッチコミッショナー認定制度 改正の件 

  （協議）資料№4 

標記認定制度について下記の通り改正の上、2014 年度マッチコミッショナーの養成を実施した

い。 

(1)派遣競技会  

下記の通り追加する。 

［指定競技会］ 

PUMA CUP 全日本フットサル選手権大会 

［各種連盟 競技会］ 

一般財団法人日本フットサル連盟（Ｆリーグ） 

(2)各種連盟への派遣方法 

担当ＪＦＡマッチコミッショナーを置き、競技会派遣できる連盟として日本フットサル連盟

（Fリーグ）を追加する。 

    ・日本フットサル連盟（Ｆリーグ）  

(3)推薦 

［変更後］ ※2014 年度は、都道府県サッカー協会、各種連盟からの推薦は 

受付けないこととする。（JFA推薦のみ受付） 

※補足事項：研修会については、原則として各連盟が実施する。 

 6. ＪＦＡマッチコミッショナー認定の件（新規） 

  ｢ＪＦＡマッチコミッショナー認定制度｣に基づき、下記 42名について 2014年度ＪＦＡマッチコ

ミッショナーとして認定したい。 

 大南 博義（オオミナミ ヒロヨシ） 

56歳（青森県）青森県サッカー協会 専務理事    （ＪＦＬ担当） 

 大下 国忠（オオシタ クニタダ） 

50歳（山口県）山口県サッカー協会 理事      （ＪＦＬ担当） 

 久留米 浩次（クルメ コウジ） 

50歳（鹿児島県）鹿児島県サッカー協会 常務理事  （ＪＦＬ担当） 
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 松木田 法二（マツキダ ホウジ） 

56歳（鹿児島県）鹿児島県社会人サッカー連盟 顧問 （ＪＦＬ担当） 

 井上 勝博（イノウエ カツヒロ） 

45歳（鹿児島県）鹿児島県社会人サッカー連盟規律ﾌｪｱﾌﾟﾚｰ部長（ＪＦＬ担当） 

 青木 隆（アオキ タカシ） 

55歳（岡山県）岡山県サッカー協会審判委員会副委員長（なでしこリーグ担当） 

＜フットサル＞ 

◆鴫原 洋二（シギハラ ヨウジ） 

  53歳（北海道）       （Ｆリーグ担当） 

◆溝口  昇（ミゾグチ ノボル） 

    59歳（北海道）       （Ｆリーグ担当）  

◆木村 剛（キムラ ツヨシ） 

64歳（北海道）       （Ｆリーグ担当） 

◆夏井 浩（ナツイ ヒロシ） 

    54歳（秋田県）       （Ｆリーグ担当） 

◆薄衣 淳（ウスギ ジュン） 

  45歳（岩手県）       （Ｆリーグ担当） 

◆市毛 和夫（イチゲ カズオ） 

  61歳（茨城県）       （Ｆリーグ担当） 

◆五十川 和也（イソカワ カズヤ） 

47歳（千葉県）       （Ｆリーグ担当） 

◆九里 孝（クノリ タカシ） 

57歳（千葉県）       （Ｆリーグ担当） 

◆松村 栄寿（マツムラ エイジュ） 

  53歳（東京都）       （Ｆリーグ担当） 

◆梶野 政志（カジノ マサシ） 

64歳（東京都）       （Ｆリーグ担当） 

◆福島 廣樹（フクシマ ヒロキ） 

    65歳（東京都）       （Ｆリーグ担当） 

◆鈴木 保（スズキ タモツ） 

    65歳（東京都）       （Ｆリーグ担当） 

◆上野 二三一（ウエノ フミカズ） 

  65歳（東京都）       （Ｆリーグ担当） 

◆不破 信（フワ マコト） 

67歳（東京都）       （Ｆリーグ担当） 

◆加藤 桂三（カトウ ケイゾウ） 

54歳（東京都）       （Ｆリーグ担当） 

◆石井 正明（イシイ マサアキ） 

46歳（東京都）       （Ｆリーグ担当） 

◆渡辺 真人（ワタナベ マサト） 

48歳（東京都）       （Ｆリーグ担当） 

◆伊崎 公男（イザキ キミオ） 

55歳（東京都）       （Ｆリーグ担当） 

◆髙橋 千景（タカハシ チカゲ） 

  45歳（長野県）       （Ｆリーグ担当） 

◆松島 年穂（マツシマ トシオ） 

54歳（静岡県）       （Ｆリーグ担当） 

◆澤田 嘉男（サワダ ヨシオ） 

67歳（静岡県）       （Ｆリーグ担当） 

◆小板 博章（コイタ ヒロアキ） 

51歳（愛知県）       （Ｆリーグ担当） 
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◆大立目 佳久（オオタチメ ヨシヒサ） 

  51歳（三重県）       （Ｆリーグ担当） 

◆垣内 理伸（カイト マサノブ） 

47歳（三重県）       （Ｆリーグ担当） 

◆纐纈 泰一（コウケツ ヤスカズ） 

55歳（岐阜県）       （Ｆリーグ担当） 

◆玉城 吉治（タマシロ ヨシハル） 

61歳（大阪府）       （Ｆリーグ担当） 

◆平野 伸一（ヒラノ シンイチ） 

49歳（大阪府）       （Ｆリーグ担当） 

◆田中 大喜（タナカ ヒロヨシ） 

49歳（兵庫県）       （Ｆリーグ担当） 

◆二村 昭雄（ニムラ テルオ） 

69歳（兵庫県）       （Ｆリーグ担当） 

◆宮嶋 良丞（ミヤジマ リョウスケ） 

42歳（山口県）       （Ｆリーグ担当） 

◆田原 伸恭（タハラ ノブヤス） 

57歳（岡山県）       （Ｆリーグ担当） 

◆川島 紀夫（カワシマ ノリオ） 

62歳（愛媛県）       （Ｆリーグ担当） 

◆森岡 勉（モリオカ ツトム） 

62歳（福岡県）       （Ｆリーグ担当） 

◆堤 恒範（ツツミ ツネノリ） 

43歳（佐賀県）       （Ｆリーグ担当） 

◆宇野 耕二（ウノ コウジ） 

57歳（大分県）       （Ｆリーグ担当） 

◆吉村 大作（ヨシムラ ダイサク） 

53歳（鹿児島県）      （Ｆリーグ担当）  

 

 7. 「プロフットサル選手の契約、登録および移籍に関する規則」制定の件 

  （協議）資料№5①② 

＜概要＞ 

・2014年からフットサルのチーム登録制度が開始されることに伴い、プロフットサル選手の契約

等を規定した「プロフットサル選手の契約、登録および移籍に関する規則」を「プロサッカー

選手の契約、登録および移籍に関する規則」に倣って新たに制定したい。 

・施行日は 2014 年 4月 1日付とする。 

・併せて日本サッカー協会統一契約書のうち、プロフットサル契約書様式も新たに制定する。 

・なお 2013 年度第 6 回理事会にて、一般のフットサル選手の登録等について規定した「フット

サル選手の登録と移籍等に関する規則」を「サッカー選手の登録と移籍等に関する規則」に倣

って制定済みである。 

 

 8. 審判指導者との契約の件 

  （協議）資料№6 

以下の 3名と審判指導者契約を締結（更新）したい。年齢は 2014年 1月 1日現在。年齢順 

①小幡真一郎（オバタ シンイチロウ） 

生年月日：1952 年 7月 21 日（61歳） 
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契約期間：2014 年 2月 1日～2015年 12月 31日：23ヶ月 

業  務：審判員及び審判指導者の強化、育成、普及に関わる業務全般 

②岡田正義（オカダ マサヨシ） 

生年月日：1958 年 5月 24 日（55歳）  

契約期間：2014 年 2月 1日～2015年 12月 31日：23ヶ月 

業  務：審判員の強化、育成に関わる業務全般 

       Jリーグ担当レフェリーの強化 

③廣嶋禎数（ヒロシマ ヨシカズ） 

生年月日：1962 年 5月 22 日（51歳）  

契約期間：2014 年 2月 1日～2015年 12月 31日：23ヶ月  

業  務：審判員の強化、育成、普及に関わる業務全般 

       Jリーグ担当レフェリーの強化 

 

 9. 国際委員会 委員交代の件 

  （協議）資料№7 

現委員 梨田氏の海外赴任に伴い、以下の通り交代したい。 

現国際委員）  梨田 和也／外務省 

↓ 

新国際委員）  滝崎 成樹（タキザキ シゲキ）／外務省 

※新委員候補者の略歴：別紙の通り 

 

 


