
　日本サッカー協会（JFA）はサッカーファミリー拡大のために、グラスルーツの取り組みが重要であるとの立場から、
2014 年『JFAグラスルーツ宣言』をして、グラスルーツの改革に取り組んでいます。グラスルーツとは草の根、民衆
のといった意味があり、グラスルーツ宣言は年齢、性別、国籍、信仰、人種などに関係なく、すべての人たちのサッカー
を実現しようということを目的に行われ、６つのキーワードをあげて取り組んでいます。
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この会報誌は、スポーツ振興くじ
助成金を受けて発行しています

　FIFA Grassroots Course 2015 in WAKURA が９月
22 日から 27 日までの６日間、石川県和倉で開かれまし
た。全国から、ナショナルトレセンコーチ、県の技術委員
長、幼稚園の巡回コーチなど 31名の指導者が集いました
が、キッズ指導の考え方、指導者としてのあり方など、多
くのことを学ぶことができました。要点を報告します。
　まず、FIFAインストラクターのホルスト氏から、FIFA
のグラスルーツへの考え方を聞くことができました。その
上で、４回の指導実践を行い、いよいよ、５日目のフェス
ティバルを受講者全員で組み立てることになりました。
　和倉市の副市長さんらを来賓に、参加者は約 140 人で
した。受講者で担当グループをつくり、駐車場案内・受付・
受入・ピッチ設置などの準備を行いました。アシスタント
の高校生とも連携しながら、まさに実地訓練で多くの教訓
も得ました。
　フェスティバルという短時間のセッションの中で FUN
＝楽しい！だけではなく、その FUNにQUALITY=質の
追求！の要素を落とし込むことを強く求められました。運

営のすべてにおいてシンプルにフラストレーションなく行
えるような工夫も要求され、いろいろな場面で臨機応変な
対応と協力が大切でした。また、指導者であると同時に教
育者としての自覚が不可欠です。結果的には、フェスティ
バル会場は笑顔と充実感に包まれました。
　今回の経験を生かすには、京都のキッズフェスティバル
を発信場所としながら、指導年代に捉われない指導者の意
識改革と、（不要な）枠組みを取り払うアプローチが急務
ではないかと思います。キッズリーダー資格を高校生が取
得することも、進めなくてはならないと強く感じました。
 

　平成 27 年度秋の叙勲で、田中偉晃名誉会長がスポーツ振興の功績により
旭日双光章を受賞しました。名誉会長就任後、一時体調を崩されましたが、
11月 10日の晴れの授与式は元気に出席しました。

（報告・キッズ委員　山形好弘）
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平成 27・28年度の役員名簿（※印は新任）

JFAグラスルーツ宣言 ６つのキーワード
京都府協会も積極展開

石川県でのＦＩＦＡグラスルーツイベントに参加して…多彩な収穫

⑴ 生涯スポーツとしてのサッカー・シニア
サッカーの活動推進
⑵ 育成年代のリーグ戦化（同一クラブ内複
数チームの編成活動）
⑶ 障がい者団体との協調（全国ろうあ者体
育大会の主管）
⑷ 幼少期にフェスティバルを通して種々の
スポーツや遊びを体験
⑸ 各種助成制度の活用及び自治体と連携し
て施設整備を推進
⑹ 企業・慈善団体と協働して社会貢献活動
を展開
　を推し進めています。

〈これを受けて、当協会での取り組み〉
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　2015年SMCサテライト講座in京都が、10月3日から11
日まで週末を3日間利用して京都外国語大学で開催されま
した。スポーツクラブの運営を題材にしていますが、スポ
ーツ組織の運営に通じるマネジメントのエッセンスを学べ
るように構成されています。今年は修了者７名にJFAスポ
ーツマネジャー資格GRADE２が付与されました。

　当協会役員有志（辻会長以下9名）が、福島県協会を
訪問しました。東日本大震災後、支援の一環として京都
招待中学サッカー大会に福島県トレセンチームを招待し
ているのが縁で、実現しました。福島県協会の役員さん
とのフットサルで交流した後、J-ビレッジをはじめ、震
災・津波の被災地を案内していただき復興状況を視察し
ました。また福島県内のスポーツ施設見学では、多くの
人工芝、天然芝グラウンドをうらやましく思い、京都で
の施設建設への取組が急務と再認識しました。

SMCサテライト講座

福島県協会訪問

トピックス

委員会NEWS
　スポーツ界で、サッカーへの注目度がますます高まっていますが、当協会の各種委員会では京都のサッカーの質を一層高める
ためにさまざまな取り組みを行っています。将来展望などを含め、紹介します。

［審判委員会］（報告　矢野 浩平）
　毎月第 4火曜日の夜に月例会を開催しています。国際試合
やＪリーグの担当審判員から、女子、4級、ユース審判員ま
で様々なカテゴリーの京都府協会所属審判員が一堂に会し、
自己研鑽や情報交換の場にしています。また、各種大会の参
加報告、ルール改正時の解説、ビデオクリップディスカッショ
ン（審判時の様々なシチュエーションを映像抽出し、その判
定や対応方法について審判員同士で議論する）などを行って
います。
　月例会には、より上
級を目指す審判員ばか
りでなく、まだ審判資
格を持っていなくても
興味があるという方も
参加できます。気軽に
審判委員会までお問い
合わせください。

［女子委員会］（報告　増田 志乃）
　女子普及の現状、課題としては、生活圏に女子のクラブチー
ム、女子サッカー部が少ないことがあげられます。特に中学
生の年代で競技人口が減少する傾向があるため、クラブチー
ムや中体連サッカー部等の受け皿が重要となってきます。今
後も、多くの女子がサッカーを始められる環境づくり、そし
て種別を超えた連携、指導者養成を行い、強化・育成・普及
を図っていきたいと考えています。
　大会報告としては、第 11 回京都女子選手権大会 兼 第 37
回皇后杯全日本女子選手権京都府大会を 7～ 8月に開催しま
した。９チームが参加し、Smileセレソンが優勝、京都紫光サッ
カークラブが準優勝、京都精華女子高校が３位でした。この
３チームが全日本選手権関西大会に出場、上位進出は逃がし
ましたが、一層の強化を期待しています。

［技術委員会］（報告　林 憲子）
　育成事業としては、Ｕ－11からＵ－16の各カテゴリー（府・
地区）で活動しているトレーニングセンターがあります。また、
今年度からスタートした「ＪＦＡフットボールフューチャー
プログラムトレセン研修会Ｕ－ 12」に、京都からも参加（５
日間）しました。Ｕ－ 14では、８月上旬にアイルランドに遠
征しました。大会形式の真剣勝負を海外の選手と戦えたこと
が、選手にとって貴重な経験となりました。
　12月 19、20 日には、技術委員会主管の「第３回京都フッ
トボールカンファレンス」を宝が池球技場等で開催します。
さまざまな講義や実技等を予定していますので、多くの関係
者の皆さまの参加をお待ちしています。

［3種委員会］（報告　山形 好弘）
　３種には、中体連とクラブユース連盟の２つの連盟があり、
それぞれに継続的な努力を重ね、全国大会を目標に活動して
います。この育成年代には、試合経験の確保が重要で、その
ためにも京都 FAリーグを開催しています。U─ 15、U─
13で中体連・クラブのチームが同じ舞台で戦い、上位のチー
ムが関西リーグにステップアップしていきます。
　京都の３種としては、個人のテクニックの向上を図りなが
ら、そのテクニックを試合で発揮できることと、グループや
スペースを使って攻防するという戦術要素の力を伸ばしてい
きます。特にボールだけでなく相手の動きを観ながら判断す
ることを重視しています。そういった積み重ねを２種年代で
の活躍に繋げてもらえるよう、取り組んでいます。
　また、京都サンガ FCでは、小学生から高校生までの一貫
指導を目指しており、ジュニアユースではセレクションで選
ばれた選手たちが活動しています。この年代を、選手として
の土台作りと位置づけており、その中でまず走れる、頑張れ
る選手を育てること、次に得点を奪うというサッカーの原点
に立ち返る作業をしています。３種のＵ─ 15では、今年のプ
レミアカップで全国優勝を果たし、マンチェスターでの世界
大会に出場することが出来ました。

写真はユース審判員による
少年全国大会への派遣報告



精華町サッカー協会

上賀茂神社でのキッズフェスティバル

U-22日本代表候補　京都で合宿
フットボールデー

ハワイ女子クラブ来訪

京丹後市サッカー協会
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　府内各地で開催しているJFAフェスティバルで、サッ
カーファミリーの拡大が図られています。とりわけ、世
界遺産・上賀茂神社で
のキッズ、ガールズ・
レディースフェスティ
バルは好評で、今年も9
月21日に境内の緑の芝
で行いました。子供達
には、まずはボール遊
びやゲームで身体を動
かすことの楽しさに目
覚めてもらうことを願
っています。

　リオデジャネイロ五輪を目指すU-22日本代表候補の強
化合宿が8月23日から4日間西京極スタジアム等で行われ
ました。京都サンガの原川力、東山高校出身の鎌田大地
（鳥栖）、京都橘高校出身の小屋松知哉（名古屋、途中
ケガで離脱）が参加。京都ならではの、妙心寺での座禅
も組み込まれました。
最終26日にはサンガと
の練習試合が行われ、
日本代表ハリルホジ
ッチ監督も観戦しまし
た。子供たちも大勢観
戦に駆けつけ貴重な機
会となりました。

　京都府のキッズからシニアまで女子も含めてすべての
年代の選手が10月10日、西京極に集いました。交流ゲ
ームで盛り上がりました。室内会場では各種講演が行わ
れ、選手をサポートす
る保護者や指導者にも
好評でした。また、当
日開催された京都サン
ガF.C.のホームゲーム
を揃って応援すること
もできました。

　米国ハワイ州RIGGERS SOCCER CLUBの訪問を受
けました。２回目の来訪で、交流試合は新装なった明治
国際医療大学（京都府南丹市）の人工芝グラウンドをお
借りして家族そろって
楽しみました。また、
京都の選手宅へのホー
ムステイや地域（右京
区太秦）の夏祭りにも
参加し、豊かな親善交
流を図りました。

写真は山瀬理恵子さん（サンガ山瀬
選手夫人）の栄養管理講習

　京丹後市は2004年に網野、峰山、弥栄、大宮、
久美浜、丹後の６町が合併して誕生し、サッカー
協会も一つになりました。北部地域のサッカー熱
を一層盛り上げ、府内の各地域の皆さんから注目
される活動を展開しています。京丹後市サッカー
協会加盟の社会人６チームが毎年５、６、７月に
ＦＡリーグ、９月には選手権大会（試合はリーグ
戦）を開いています。京丹後市らしい催しとして
は夏のビーチサッカーがあります。大人も子ども
も楽しめるイベントで、市外のチームや、京都サ
ンガ普及部コーチの参加もあります。

フットサルの「カニカニカーニバル」も

　少年は一年を通して年齢別のカップ戦などを多
く開いていて、地元チームの強化、普及、市外の
チームとの交流を図ります。100チーム以上が参
加する網野カップは平成27年に第29回を迎えま
した。また、地元に小学生の女子チームがあり、
女子フェスティバルも開催、大阪、兵庫からの参
加があります。冬になると学校開放で体育館が使
えるので、社会人20チームほどでフットサル大
会を開きます。カニカニフットサルカーニバルで
はもちろんカニを食べます。府民総体・市町村対
抗は２年に１回、京丹後市が試合会場になり、他
地域と絆を深めます。

（末次祥孝会長　談）

　当協会の設立は府民総体の市町村対抗競技・サ
ッカーに出場するチーム編成がきっかけでした。
平成元年ごろでしたが、ちょうどそのころ、町の
体育振興会が体育協会に組織替え（平成３年）す
る話があり、体協加盟も見据えていました。府民
総体では４位になったことや、試合会場になった
実績もあります。以前は近隣の町や地元企業チー
ムで相楽リーグ戦を行っていましたが、現在は休
止中です。一方、少年チームは町内５つの小学校
の子どもたちが、精華ＦＣ（主に町内北部地域）
と、山田荘サッカークラブ（主に町内南部地域）
の２チームで頑張っています。

フットサルのナイター大会も開催

　毎年夏休みには、小学生のフットサル大会を開
いています。精華西中学校の夜間照明を利用した
ナイター大会です。10チームほどが参加し、上
位チームは当協会が表彰しています。社会人は、
町内から京都フットボールリーグに参戦している
チームこそありませんが、少年チームのＯＢが後
輩たちの指導を引き受けてくれたりして、頼もし
い限りです。今後は、少年チームを土台にして中
学、高校でサッカーに親しみ、大学やＪリーグで
活躍できる選手が生まれてくれたら、と大きな夢
を描いています。

（木原國夫会長　談）



最近の主な戦績 U─14が海外遠征
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決勝（６月７日）　久御山　３－１　東山
２種　インターハイ京都府大会 兼 近畿高等学校選手権京都府大会

１回戦（8月30日）   京都サンガ ２－２（PK５－３） 立命館大学
２回戦（9月6日）　  京都サンガ ４－０ 流通経済大学
３回戦（10月14日） 川崎フロンターレ ３－０ 京都サンガ

天皇杯全日本選手権

１回戦　札幌Ｕ─15　３─０　宇治ＦＣ
３種　日本クラブユース選手権（Ｕ─15）決勝トーナメント

１位　京都サンガF.C.U-15
３種　JFAプレミアカップ2015

決勝（8月23日）同志社大TREBOL　２－０　広島大学エア・ドウ
フットサル　第11回全日本大学大会

準々決勝（8月22日）岡山作陽高校　10－４　久御山高校
フットサル　第2回全日本ユース（U18）大会

１部　1位　久御山高校A
２種　高円宮杯U-18リーグ2015京都

１位　J－マルカ
３種　高円宮杯U-15リーグ2015京都

決勝（7月27日）　修学院中学　３－０　西京極中学
３種　京都府中学校総合体育大会

１位　AC.SEIKA
女子　第20回全日本女子ユース選手権大会京都府大会

決勝（8月22日）Smileセレソン　２－１　京都紫光SC
女子　京都FAカップ2015第11回京都女子選手権大会 兼 第37回皇后杯全日本女子選手権京都府大会

決勝（9月22日）　京都精華女子高校　12－０　京都橘高校
女子　平成27年度京都府高校女子選手権大会 兼 第24回全日本高校女子選手権京都府大会

１位　左京支部　　２位　洛西支部
４種　雪印メグミルクカップ第33回京都少年支部選抜大会（下級の部）

決勝（5月31日） 同志社大TREBOL ５－０ 京都大FC.ARI 
フットサル　第11回全日本大学大会京都府大会

決勝（6月27日）久御山高校D　４－３　久御山高校A
フットサル　第2回全日本ユース（U18）京都府大会

U12　１位　みなみかぜ
U10　１位　北上

女子　第２回「おこしやす京都」少女（U12・U10）大会

１位　京都サンガF.C.U-15
３種　高円宮杯U-15リーグ関西　サンライズリーグ

2015年4月～10月
　全日本大学フットサル大会で京都府代表「同志社大学
フットサルクラブトレボル」が初の全国制覇。和歌山国
体・成年男子の決勝で、京都府代表（SP京都FC）は宮
崎県代表に１─２（延長戦）で敗れ準優勝だった。高円
宮杯サンライズリーグ（関西の中学生年代）で、サンガ
Ｕ─15は初優勝し
た。大会は12チー
ムの２回戦制リー
グ戦。サンガＵ─
15は18勝４分と、
史上初の無敗優勝
だった。

　例年3月末にU─13京都府選抜チームがヨーロッパへ遠
征していたが、時期、年代、遠征先等を見直した結果、
本年度は、U─14選抜チームが夏休みにアイルランドに
遠征した。年代別に分れた大会の中で、U-15のグループ
に入り、予選リーグ、順位決定戦の計5試合行った。苦戦
続きだったが、今後の成長に繋がる貴重な経験を積むこ
とができた。スタジアム見学や英語レッスン、外国選手
との交流など多彩な経験もでき、大いに視野が広がった
遠征だった。

JFAユニフォーム規程が変更されます。
　詳しくは日本サッカー協会のホームページをご確認
ください。（TOPページ右上 JFAの規約・規程→関
連規程の「ユニフォ－ム規程（2016年 4月 1日施行
版）」）施行日は2016年 4月 1日ですが、大会主催者
が許可した場合には、3年間運用が許容されます。
2016 年度審判講習会
　実地講習会（3・4級更新 /4級新規）を 1月 20日
から順次開催します。申込は12月 1日から JFA登録
WebサイトKickoff よりお願いします。JFAラーニン
グ（4級更新）は現在実施中です。詳しくは京都府サ
ッカー協会ホームページをご覧ください。

事務局から

一般社団法人 京都府サッカー協会
〒604-8205　京都市中京区新町三条下ル三条町349-2

くろちく六角ビル4F　
TEL：075-211-9416  FAX：075-211-9417

http://www.kyoto-fa.or.jp

△女子
第1代表決定戦（８月14日）京都府　１－４　大阪府　
（本大会出場ならず）
△成年男子
第1代表決定戦（８月15日）京都府（SP京都FC）５－０　兵庫県
（本大会出場）
△少年男子
１回戦（８月15日）　　　　京都府　２－１（延長）滋賀県
第2代表決定戦（８月16日）京都府　０－１　大阪府
（本大会出場ならず）

第70回 国民体育大会近畿ブロック大会（大阪）

府庁を表敬訪問した
同志社大学フットサル
クラブトレボル

決勝（８月22日　西京極）　立命館大学　３―２　SP京都FC
京都FAカップ2015第20回京都選手権決勝大会

△成年男子
１回戦（9月27日）　京都府（SP京都FC）３－０　    岡山県
準々決勝（9月28日）京都府（SP京都FC）１－０　    千葉県
準決勝（9月29日）　京都府（SP京都FC）１－０　    奈良県
決勝（9月30日）　 京都府（SP京都FC）１－２（延長）宮崎県

第70回国民体育大会（和歌山）

御池通

三条通

六角通

四条通

烏
丸
通

新
町
通

京都府
サッカー協会
くろちく六角ビル 4Ｆ

事務所は新町通りに面しています。祇園
祭には山鉾巡行が望めます。


