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平成２４年（２０１２年）度 事業計画  
 

 

『事業の概要について』 

（目的）定款第３条 この法人は、滋賀県のサッカー界を統括し、代表する団体として滋賀県内に

おけるサッカー及びフットサルの普及、発展を図ると共に、県民の豊かなスポーツ文化の振興、心

身の健全な発達に寄与することを目的とする。 

（事業）定款第４条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

 

【公益目的事業】 

《１》競技会の開催（競技会の主催、主管、後援又は許可） 

(1)年代・カテゴリー（種別・男女・シニア等）別にサッカー・フットサルの競技会を開催する。 

   サッカーやフットサルに関わる人たちが、それぞれの立場において参加できる事業。 

  各年代やカテゴリーのチームを組織し、関連する競技会を開催したり、育成事業を推進したり

することにより、児童または青少年の健全な育成を目指し、より良い社会の形成の推進を図る。 

   また、身近に競技する環境を整備、提供することで、人々のスポーツへの広い理解と関心を高

め、サッカーやフットサルを通じて県民の心身の健全な発達に寄与し、または豊かな人間性を

涵養することを目的とする事業。 

(2)競技会の開催事業について 

1)滋賀県協会 

      大  会  名     期   日      会   場 

第92回天皇杯全日本サッカー選手権大会 9/1 布引ｸﾞﾘｰﾝｽﾀｼﾞｱﾑ 

第17回滋賀ＦＡＣＵＰ 8/5.12.15.26 皇子山陸上競技場他 

第64回滋賀県民体育大会〈一般の部〉  7/29.8/5 ビッグレイク 

2)１種（社会人・大学） 

      大  会  名     期   日      会   場 

第16回滋賀ＦＡＣＵＰ社会人代表決定戦 4/1～5/6 ビッグレイク他 

第16回滋賀ＦＡＣＵＰ大学代表決定戦 6月 びわこ成蹊ｽﾎﾟｰﾂ大 

滋賀県社会人リーグ 5月～11月 県内各地 

滋賀県社会人リーグ１部４強リーグ 10/28.11/3～11 ビッグレイク 

第18回全国クラブチーム選手権滋賀大会 7月 ～9月 ビッグレイク他 

第48回全国社会人選手権大会滋賀大会 2013/2/23～3/30 ビッグレイク他 

35歳以上対象リーグ戦 4月～3月 ビッグレイク 

3)２種（高校） 

      大  会  名     期   日     会   場 

滋賀県高等学校春季総合体育大会（男子・女子） 5/6～6/3 布引陸上Ｇ他 

高円宮杯U-18サッカーリーグ2012滋賀 3月～10月 ﾋﾞｯｸﾞﾚｲｸ他県内各高校 

高円宮杯U-18サッカーリーグ2013滋賀 2013/3/10～ ﾋﾞｯｸﾞﾚｲｸ他県内各高校 

滋賀ユースリーグ（１年生）大会 8/21.22.24 ﾋﾞｯｸﾞﾚｲｸ他県内各高校 

滋賀県高等学校秋季総合体育大会（男子・女子） 10/21～11/17 皇子山陸上競技場他 

第65回滋賀県民体育大会（高校男子・女子の部） 12/22～2/2 ビッグレイク他 

滋賀県高等学校定通部春季総合体育大会 6/9 未定 

滋賀県高等学校定通部秋季総合体育大会 9/22  未定 
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4)３種（中学校・クラブ） 

      大  会  名     期   日      会   場 

第49回春季中学校総合体育大会/春季選手権大会 5/24.25.26.27 ＢＬ,湖南市野洲川他 

第65回夏季中学校総合体育大会兼第65回県民体

育大会 

7/26.27.28 

29は予備日 

ﾋﾞｯｸﾞﾚｲｸ,布引陸上, 

水口ｽﾎﾟｰﾂの森 

第59回秋季中学校総合体育大会/冬季選手権大会 10/19. 12/8.9.16 各中学校Ｇ 

第21回滋賀招待中学生サッカー大会 8/11～13 ビッグレイク他 

第27回日本ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ(U-15)選手権滋賀大会 4/28～5/13 ビッグレイク他 

第15回クラブユースびわこカップサッカー大会 8/4.5 ビッグレイク他 

第24回高円宮杯全日本ﾕｰｽ(U-15)選手権滋賀 9/22～10/13 ビッグレイク他 

滋賀県クラブユース連盟秋季新人戦 11/3.4.10.11 ビッグレイク他 

滋賀県Ｕ－１３リーグ 6月～12月 ビッグレイク他 

高円宮杯Ｕ－１５滋賀県トップリーグ 4月～12月 ビッグレイク他 

5)４種（少年団） 

      大  会  名     期   日      会   場 

第36回全日本少年サッカー大会滋賀大会 6/3.10.17 ビッグレイク 

第43回滋賀県ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団選手権大会 11/4.23.24 ビッグレイク 

京滋親善少年サッカー大会 12/2 ビッグレイク 

関西トレセンリーグ 7/14.15.11/25 ビッグレイク 

JA全農杯ﾁﾋﾞﾘﾝﾋﾟｯｸ小学生8人制大会滋賀大会 2013/1/12.13 ビッグレイク 

第36回木下杯サッカー大会 2013/2/3.10.17 竜王ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾊｯﾄ, BL 

サッカー教室の開催 未定 未定 

6)女子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      大  会  名     期   日      会   場 

第17回滋賀県女子ｻｯｶｰ春季大会（一般・U-12） 4/22.5/12 ビックレイク、他 

第17回滋賀県女子ｻｯｶｰ選手権大会(一般･U-12) 11/11 水口スポーツの森他 

第17回滋賀県女子ｻｯｶｰ冬季大会（一般・U-12） 2013/1月 未定 

第17回びわこｶｯﾌﾟ2012滋賀県女子招待ｻｯｶｰ大会 12/8.9 ビッグレイク 

第34回全日本女子サッカー選手権大会滋賀大会 7～8月 未定 

第7回滋賀県女子ﾕｰｽ(U-22)ｻｯｶｰ選手権大会 9月 未定 

第16回全日本女子ﾕｰｽ(U-15)選手権大会滋賀大会 5月 未定 

平成24年度関西ｶﾞｰﾙｽﾞｴｲﾄ滋賀県大会 6月 未定 

2012京滋女子チャンピオンズカップ 2013/2/23 ビッグレイク 

7)シニア 

 

 

 

 

 

 

  

      大  会  名     期   日      会   場 

日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ2012選手選考会 5/6 ビッグレイク 

全国シニア５０・６０大会選手選考会 4月 ビッグレイク 

第21回ねんりんピックびわこ県民大会 4/15 ビッグレイク 

シニアナイター 5/5～3/2 ビッグレイク 

滋賀県シニアサッカーフェスティバル 5/13～1/20 ビッグレイク他 

高校ＯＢサッカー選手権大会 8/26.3/17 ビッグレイク他 
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8)フットサル 

 

 

 

 

 

 

 

  

      大  会  名     期   日      会   場 

滋賀県社会人フットサルリーグ 4月～12月 県内各地 

第8回全日本大学ﾌｯﾄｻﾙ大会滋賀 4月～6月 県内各地 

第18回全日本フットサル選手権大会滋賀 10月～12月上旬 県内各地 

第18回全日本ﾕｰｽ(U-15)ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会滋賀 8/4 県立体育館 

ﾊﾞｰﾓﾝﾄｶｯﾌﾟ第22回全日本少年ﾌｯﾄｻﾙ大会滋賀 
10/13.20.27     

  11/3.10.17 
県立体育館 他 

ﾃｨﾌｧｰﾙ･ｶｯﾌﾟ2012第8回全日本女子選手権滋賀 9月下旬 未定 

 

《２》代表派遣 

(1)年代、各カテゴリー別に関西大会及び全国大会に代表を派遣する。 

   各種別で実施する滋賀県大会の結果により関西大会・全国大会への県代表チームを決定する。 

   滋賀県選抜チームを編成し、国民体育大会近畿ブロック大会、国民体育大会へ派遣する。 

  選抜選手については選考会を実施して決める。  

(2)代表チームの派遣事業について 

1)滋賀県協会 

      大  会  名    期   日      会   場 

第92回天皇杯全日本サッカー選手権大会 9/1～ 全国各地 

2)１種（社会人） 

      大  会  名    期   日      会   場 

第67回国民体育大会近畿ブロック大会 8/17～19 和歌山県内 

第67回国民体育大会 9/30～10/4 岐阜県内 

第14回日本フットボールリーグ（ＪＦＬ） 3月～12月 全国各地 

第47回関西社会人リーグ 4月～10月 関西各地 

第36回全国地域リーグ決勝大会 11月～12月 全国各地 

第48回全国社会人選手権大会関西予選 7月～8月 ﾋﾞｯｸﾞﾚｲｸ他関西各地 

第49回全国社会人サッカー選手権大会 10月 未定 

第19回全国クラブチーム選手権関西予選 10月 未定 

第19回全国クラブチーム選手権大会 10月 未定 

第47回関西府県リーグ決勝大会 12月～2013/1月 ﾋﾞｯｸﾞﾚｲｸ他関西各地 

   １種（大学） 

      大  会  名    期   日      会   場 

第90回関西学生サッカーリーグ 4月～11月 関西各地 

第41回関西学生サッカー選手権大会 5月～6月 関西各地 

第36回総理大臣杯全日本大学ｻｯｶｰﾄｰﾅﾒﾝﾄ 8月 大阪長居スタジアム他 

第61回全日本大学サッカー選手権大会 12月～2013/1月 国立競技場他首都圏 

   １種（専門学校） 

      大  会  名    期   日      会   場 

第22回関西専門学校サッカー選手権大会 8/3～26 J-GREEN 堺 

第22回全国専門学校サッカー選手権大会 10/8～12 宮城県営競技場 

3)２種（高校生） 

      大  会  名    期   日      会   場 

第67回国民体育大会近畿ブロック大会 8/17～19 和歌山県上富田Ｇ 

第67回国民体育大会 9/30～10/4 岐阜県飛騨市他 
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第65回近畿高等学校ｻｯｶｰ選手権大会(男子・女子) 6/23～25 J-GREEN 堺 

全国高等学校総合体育大会(男子・女子) 7/29～8/4 長野県松本市他 

高円宮杯U-18ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ2012プリンスリーグ関西 4/8～10/14 ﾋﾞｯｸﾞﾚｲｸ他関西各地 

第91回全国高等学校サッカー選手権大会 12/30～１/14 国立競技場他首都圏 

第22回全国高等学校定時制通信制ｻｯｶｰ大会 8月 静岡県静岡市 

第46回近畿高等学校定通部体育大会 10/28 京都府 

4)３種（中学校・クラブ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      大  会  名    期   日      会   場 

第61回近畿中学校総合体育大会   8/6.７ 8は予備日 J-GREEN 堺 

第43回全国中学校サッカ－大会 8/18～23 茨城県ｹｰｽﾞﾃﾞﾝｷｽﾀｼﾞｱﾑ他 

第27回日本ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ(U-15)選手権関西大会 5月～6月 関西各地 

第27回日本ｸﾗﾌﾞﾕｰｽ(U-15)選手権大会 8月 未定 

第24回高円宮杯全日本ﾕｰｽ(U-15)選手権関西 11月 ﾋﾞｯｸﾞﾚｲｸ他関西各地 

第24回高円宮杯全日本ﾕｰｽ(U-15)選手権大会 12月 全国各地 

関西サンライズリーグ戦(U-15) 4月～10月 ﾋﾞｯｸﾞﾚｲｸ他関西各地 

5)４種（少年団） 

      大  会  名    期   日       会   場 

第36回全日本少年サッカー大会 8/2～8/4 未定 

第31回近畿スポーツ少年団交流大会 8/25.26 未定 

第36回関西少年サッカー大会 12/8.9 J-GREEN 堺 

ＪＡ全農杯ﾁﾋﾞﾘﾝﾋﾟｯｸ小学生8人制大会関西 2013/3/16.17 ビッグレイク 

第19回関西小学生サッカー大会 2013/3/23.24.25 J-GREEN 堺 

6)女子 

      大  会  名    期   日      会   場 

第67回国民体育大会近畿ブロック大会 8/17～19 和歌山県串本 

第67回国民体育大会 9/30～10/4 岐阜県飛騨市他 

2012関西女子サッカーリーグ 4月～9月 関西各地 

第34回全日本女子サッカー選手権関西大会 9月～10月 関西各地 

第34回全日本女子サッカー選手権大会 11/～2013/1/1 東京国立競技場、他 

第21回全日本高等学校女子ｻｯｶｰ選手権大会関西大会 10/27～11/11 各地 

第21回全日本高等学校女子ｻｯｶｰ選手権大会 7月～8月 静岡県磐田市 

第29回関西ジュニアユースサッカー大会 11/3～11 ﾋﾞｯｸﾞﾚｲｸ、他関西各地 

第29回関西少女サッカー大会 6/17.24 しあわせの村、他 

第10回JFA関西ｶﾞｰﾙｽﾞｴｲﾄ(U-12)ｻｯｶｰ大会 8/11.12 希望が丘文化公園 

第10回全国ｶﾞｰﾙｽﾞｴｲﾄ(U-12)ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 2013/2/ 未定 

第13回関西ﾏﾏさんｻｯｶｰ選手権大会380歳大会 7月～8月 未定 

第24回全国レディースサッカー関西大会 9/9.23 神戸しあわせの村 

第24回全国レディースサッカー大会 11月 静岡市Jｽﾃｯﾌﾟ 

第24回全国ﾚﾃﾞｨｰｽｻｯｶｰ大会〈ﾚﾃﾞｨｰｽ･ｴｲﾄ(40歳以上)ｵｰﾌﾟﾝ大会〉 11月 静岡市清水 

全日本女子ユース(U-22)サッカー選手権関西大会 11/17～25 大阪府 

全日本女子ユース(U-22)サッカー選手権大会 2013/1/4～7 未定 

第17回全日本女子ﾕｰｽ(U-15)サッカー選手権大会関西大会 5/26.27.6/2 兵庫県 

第17回全日本女子ﾕｰｽ(U-15)サッカー選手権大会 8/月 未定 

第31回関西小学生女子サッカー大会 11/23.24 神戸しあわせの村 
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2012京滋チャンピオンカップ（一般） 2013/3/ 京都府 

平成24年度 関西学生女子春季リーグ  関西各地 

第21回全日本大学女子サッカー選手権関西大会 9/9～10/28 各府県 

7)シニア 

      大  会  名    期   日      会   場 

日本スポーツマスターズ2012関西予選 5月下旬 ビッグレイク他 

日本スポーツマスターズ2012 10月中旬 高知県 

第25回全国健康福祉祭ねんりんピック大会 10月中旬 宮城県 

第11回全国シニア５０サッカー大会関西予選 5月中旬 ビッグレイク他 

第12回全国シニア６０サッカー大会関西予選 4月下旬 ビッグレイク他 

全国シニア７０サッカー大会関西予選 5月下旬 ビッグレイク他 

第11回全国シニア（50歳以上）サッカー大会 6月中旬  

第12回全国シニア（60歳以上）サッカー大会 5月下旬  

全国シニア（70歳以上）ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 5月中旬  

2012関西シニアサッカーリーグ戦（年代別） 12/上旬～1/下旬 ﾋﾞｯｸﾞﾚｲｸ他関西各地 

8)フットサル 

      大  会  名    期   日      会   場 

関西フットサルリーグ戦 5月～2012/1/ 関西各地 

関西フットサルチャレンジリーグ2012 2013/2月中旬 未定 

第12回FUTSAL地域チャンピオンズリーグ 2013/3月頃 未定 

第18回全日本フットサル選手権大会関西予選 2013/1/ 大阪 

ﾌﾟｰﾏｶｯﾌﾟ2012第17回全日本ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会 2013/3/ 大阪/神戸 

全日本大学フットサル選手権大会2012関西予選 7月頃 大阪 

全日本大学フットサル選手権大会2012 8月中旬 未定 

第18回全日本ﾕｰｽ(U-15)ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会関西 8月下旬 未定 

第18回全日本ﾕｰｽ(U-15)ﾌｯﾄｻﾙ選手権大会 2013/１月下旬 未定 

ﾊﾞｰﾓﾝﾄｶｯﾌﾟ第22回全日本少年ﾌｯﾄｻﾙ大会 2013/１月上旬 東京駒沢体育館 

ﾃｨﾌｧｰﾙ･ｶｯﾌﾟ2012第9回全日本女子選手権関西 9月中旬 未定 

ﾃｨﾌｧｰﾙ･ｶｯﾌﾟ2012第9回全日本女子選手権大会 11月中旬 未定 

第28回全国選抜フットサル大会関西予選 5月～6月 未定 

第28回全国選抜フットサル大会 6月 未定 

 (3)ﾄﾚｾﾝﾁｰﾑの派遣事業について 

(ｱ)関西トレセン（関西トレセンリーグ） 

＊Ｕ－１６：４月２２日、５月２０日、６月１７.３０日、７月１５日、１０月２８日 

     １１月２５日、１２月２３日、１月２７日、２月２４ 

＊Ｕ－１４：５月～２０１３年２月   

＊Ｕ－１２：６月２８日、７月９日１０日、１０月２３日、１１月２７日、１月２２日 

 ＊Ｕ－１５女子：７月～１０月 （詳細未定） 

  (ｲ)ナショナルトレセン 

         ＊Ｕ－１６（西日本）：１１月１９日～１１月２３日         （J-GREEN堺） 

        ＊Ｕ－１４（中日本）：  ５月下旬  １１月下旬          （J-GREEN堺） 

         ＊Ｕ－１２（関西） ： ８月１６日～１８日 前期         （J-GREEN堺） 

１２月２５日～２８日 後期           （J-GREEN堺） 

 ＊Ｕ－１５女子   ：１２月下旬                       （未定） 
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《３》選手の強化、育成･指導、指導者養成 

(1)選手強化（国体強化部） 

  (ｱ)成年 

         ＊選考会、練習会等     ３月末～４月末にて選考会（計２回）、練習会は 5月～月 2回 

         ＊遠征合宿         ７月末～８月頭にて１泊２日（県外遠征予定） 

  (ｲ)少年 

         ＊選考会、練習会等   ４月から、月 2回練習 Ｕ―１６トレセンリーグ参加 

                ７月末 強化練習会  

         ＊遠征合宿         ８月上旬 石川遠征（1泊 2日）  直前合宿 

(ｳ)女子 

         ＊選考会、練習会等     ４月２３日、５月１５日、７月６日、１０日、１１日１６日 

１８日、２２日 

   群馬遠征７月２４日～２８日  

８月３日～５日.８日.１２日～１４日.１７日～１９日 

 (2)育成指導（トレセン指導部） 

    (ｱ)３種 

         ＊地域トレセン・・・４地域（甲賀、湖南、湖北、湖西）で活動 

         ＊Ｕ－１５県トレセン 

          ・選考会 前期選考会    ４月上旬    後期選考会   １０月上旬  

          ・練習会、練習試合等    

          ・大会参加等        ８月下旬       （高校１年生大会） 

１２月２５日～２７日 （京都招待） 

         ＊Ｕ－１４県トレセン 

          ・選考会 前期選考会   ４月上旬     後期選考会  １０月中旬  

          ・練習会、練習試合等    

          ・大会参加等         ８月上旬（滋賀招待） １２月２５日～２７日（京都招待） 

                   ３月下旬（ブラジル遠征） 

         ＊Ｕ－１３県トレセン 

          ・選考会 前期選考会   ４月中旬      後期選考会  １１月上旬  

          ・練習会、練習試合等    

          ・大会参加等        ８月上旬（滋賀招待）   １月上旬  (ガンバカップ) 

    (ｲ)４種 

         ＊地域トレセン・・・   ５地域（甲賀、湖南、湖北、湖西、湖東）で活動 

                  ９月３０日（トレセン交流会）１２月２日（京滋親善大会） 

＊ Ｕ－１２県トレセン 

     ・選考会         ５月２０日  １２月１６日       

・練習会、練習試合等   ４月～３月（月２回） 

・遠征         ７月２８日２９日 兵庫（姫路サマーカップ） 

３月（奈良チャンピオンズカップ）  

                  ３月２３日～２６日（韓国遠征）            

・関西トレセンリーグ  ６月２８日、７月９日１０日、１０月２３日、１１月２７日 

１月２２日   

・ＮＴＣ関係       ８月１６日～１８日 関西Ｕ－１２前期   （J-GREEN 堺） 

            １２月２５日～２８日 関西Ｕ－１２後期   （J-GREEN 堺） 

    (ｳ)女子 

         ＊Ｕ－１８県トレセン 

          ・選考会  練習会等  
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          ・大会参加等      １２月８日～９日 びわこカップ 

         ＊Ｕ－１５県トレセン 

          ・選考会         ４月下旬    

     ・練習会等              ５月～（月２回） 

          ・大会参加等         １２月１１～１２日 びわこカップ 

         ＊Ｕ－１２県トレセン 

          ・選考会          

     ・練習会      

・大会参加等            ８月 湖南市長杯 

１１月 関西小学生大会 

１２月８～９日 びわこカップ      

     １月 神戸ニューイヤー大会 

３月 兵庫ユース大会  

        未定 紫香楽カップ 

    (ｴ)トレセンマッチデーの実施・・・・毎月第４日曜日（トレセン活動を最優先） 

(3)指導者の養成（指導者養成部） 

  (ｱ)公認コーチ養成講習会 

         ＊Ｃ級         期 日：１１月 

                       会 場：堅田高校、八幡商業高校 

         ＊Ｄ級         期 日：期日未定 年 2回 

                    会 場：ビッグレイク他  

    (ｲ)公認コーチリフレッシュ研修会 

         ＊Ａ・Ｂ級対象  期 日：1月 

                   会 場：Ｊ-GREEN堺 

         ＊Ｃ級対象      期 日：7月、11月、２月 

                       会 場：ビッグレイク 

    (ｳ)公認コーチ養成講習会トライアル 

         ＊Ａ級      期 日： １月 

                       会 場： びわこ成蹊スポーツ大学 

         ＊Ｂ級         期 日： １２月 

                       会 場： ビッグレイク 

(4)その他 

   (ｱ)技術委員会・・・  毎月第２木曜日 

  (ｲ)滋賀県サッカーカンファレンス・・・１１月２５日  

 

《４》審判の育成、指導、普及事業 

(1)審判講習会 

  (ｱ)ｻｯｶｰ､ﾌｯﾄｻﾙ４級登録（講義、実技）   連盟、地域別、委員会で実施       県内各地 

  (ｲ)２，３級対象（強化研修会）      ７月、９月、１１月、２月実施        守山市 

  (ｳ)２級対象（体力テスト、事例研究）     ２月実施                        大津市 

    (ｴ)インストラクター研修会           ７月、９月、１１月、２月実施        守山市  

 (2)育成強化    

 (ｱ)年間   ２級審判員育成強化（１級目標：次年度２名） 

カテゴリー審判の強化                     関西各地 

  (ｲ)年間   ３級審判員育成強化（２級目標：３名）                    県内各地 

  (ｳ)年間   ４級強化（３級目標：２５名）                        県内各地 

                 (ｱ)～(ｳ)に関してはインストラクターを派遣して指導強化していく。   
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  （ｴ)年間    関西インストラクター、県内インストラクター育成        県内各地 

 (3)審判活動 

  (ｱ)年間       関西社会人ﾘｰｸﾞ審判担当                               関西各地 

  (ｲ)年間       ﾌﾟﾘﾝｽﾘｰｸﾞ、関西ﾘｰｸﾞ、関西学生ﾘｰｸﾞ審判担当                   関西各地 

  (ｳ)年間       その他（天皇杯、全国社会人、自治体、郡市）審判担当      県内各地 

  (ｴ)年間       滋賀県社会人ﾘｰｸﾞ審判担当                             県内各地 

  (ｵ)年間       県内高校、中学、少年団各種大会の審判担当             県内各地 

 (ｶ)７月    県民体育大会審判担当（兼・県審判トレセン開催）               県内各地 

  (ｷ)年間       審判技術・体力強化トレーニング会、競技規則勉強会      ビッグレイク 

  (ｸ)年間       フットサル各種大会の審判担当                          県内各地 

  (ｹ)年間       県内地域審判・出前研修活動（４級審判員のﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ）      県内各地 

  (ｺ)年間    関西インストラクター活動                         関西各地 

  (ｻ)年間    県内インストラクター活動                  県内各地 

(ｼ)年間    都道府県審判トレセン       ７月、１１月、２月    守山市他 

 (4)普及推進 

  (ｱ)毎月       関西審判委員会出席                              大阪市 

  (ｲ)毎月       関西審判委員会、割当・登録・強化・ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ部会 出席       大阪市 

  (ｳ)毎月       滋賀県審判委員会、ﾌｯﾄｻﾙ審判委員会（含ﾙｰﾙ研修）開催   栗東市・彦根市 

(ｴ)６月       全国審判委員長会議に出席                                    東京 

  (ｵ)年間       各種別大会にｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ派遣（熱意ある２，３級審判員のﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ） 県内各地 

  (ｶ)年間    審判員 新規・更新 Web登録制度の対応（登録部） 

  (ｷ)12月       レフェリースクールの開講（３級審判員の輩出）         県内各地 

          インストラクタースクールの開講(３級インストの輩出)  

  (ｸ)２月    女子審判員実技教室                    ビッグレイク 

  (ｹ)11月    サッカーカンファレンス(審判技術合同研修会)       ビッグレイク他  

 

《５》ＪＦＡ関連普及育成事業 

(1)フェスティバル 

   ①ＪＦＡファミリーフットサルフェスティバル２０１２ With KIRIN 

         第１回          月   日（  ）                     未定 

     第２回            月  日（ ）                      未定 

     第３回             月   日（  ）                     未定 

     スペシャルステージ  月  日（ ）                      未定 

    ②ＪＦＡ女子サッカーフェスティバル２０１２ 

     第１回             ６月  日（日）          ＪＲＡ栗東トレセングランド 

     第２回          １０月  日（ ）              ドラゴンハット 

     第３回            １２月８日（土）・９日（日）           ビッグレイク 

    ③ＪＦＡキッズサッカーフェスティバル２０１２ 

     第１回             ６月 ９日（土）                 ビッグレイク 

     第２回           １０月２０日（土）                ビッグレイク 

     第３回            １２月 ２日（日）              皇子山陸上競技場 

④フットボールデー２０１２の開催  

８月２６日（日）             皇子山陸上競技場 

(2)Ｍ２：ＪＦＡグリーンプロジェクトの推進 

 (3)Ｍ３：キッズ 

     ・キッズフェスティバルの開催・・・ ４回 

     ・キッズリーダーインストラクター講習会受講（２名）・・・ ５月 
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     ・キッズリーダー講習会開催・・・ ６回 

     ・キッズリーダーの保育園への派遣事業・・・ １，５００回 

・キッズリーダーのキッズ教室への派遣事業・・・ ３００回 

・キッズ巡回教室・・・ ５地域で開催 

(4)Ｍ４：中学生年代の環境整備 

・中 1前半プロジェクトの開催 

・中３後半プロジェクトの開催 

(5)Ｍ５：エリート養成システムの確立事業 

・キッズアカデミー・・・ 県下５拠点（湖南、湖西、湖東、湖北、甲賀） 

・キッズ交流戦・・・ 県下５拠点のキッズで交流戦 

・キッズ教室・・・・ 県内各地で開催 

(6)Ｍ６：女子サッカーの活動推進 

・ガールズサッカー教室の開催 

  ・レディース 8人制サッカーの推進 

  ・普及を目的とした大会・交流試合の推進 

・公認 C級女子コーチリフレッシュ講習会の開催 

・女子審判実技教室 

(7)Ｍ７：フットサルの普及推進 

  ・エンジョイフットサルの開催（毎月第４土曜日） 

  ・未普及種別での普及事業の開催（１種・２種・４種・女子）  

(8)Ｍ８：リーグ戦の推進と競技会の整備・充実 

  ・Ｕ－１８･１６（２種）・Ｕ－１５･１３（３種）・Ｕ－１２･１１・１０（４種） 

年代リーグの積極展開 

 (9)Ｍ９：地域都道府県協会の活動推進 

     ・多世代交流ナイターサッカースクール（マンデーナイト）の開催 

・シニアデイ＆ナイター教室 

     ・ねんりんピック選手選考会の開催 

     ・郡市協会の支援 

     ・県協会の組織機構改革と未登録チームの登録推進事業の展開 

         ・市協会対抗のサッカー大会の支援 

     ・市協会対抗のシニアサッカー大会の支援 

     ・市協会対抗のフットサル大会の支援 

 

《６》広報及び情報の提供（広報及び普及） 

(1)広報紙の発行      

   １０月と３月に滋賀県サッカー協会の広報紙「ＳＯＣＣＥＲ ＮＥＷＳ ＳＨＩＧＡ」 

を発行し、県内の全チーム、選手などに送付する。 

 (2)大会結果集の発行 

   １年間の全大会の試合結果を冊子にし、平成２４年５月に発刊する。 

  大会結果集は全チーム（会員）に配布する。 

《７》国際交流 

(1)３種 

   ・期日      ２０１３年３月 

   ・渡航先  ブラジル 

(2)４種 

   ・期日   ２０１３年３月     

   ・渡航先  未定 
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《８》普及育成事業のための調査研究 

(1)スポーツ医学について 

   ・第 49回サッカードクターセミナー           ２月                            東京 

   ・全国医学委員長会議                        １月                            東京 

   ・メディカル･チェック、メディカル･サポートの実施 高校選手権他 随時      各地 

・スポーツ傷害の無料相談会 ３～４回/月（不定期）            会場は未定 

 (2)スタジアム建設についての調査、研究活動 

 

【収益事業】 

《１》大会のプログラムや入場券の販売事業 

(1)大会のプログラムの販売 

   全国高等学校サッカー選手権大会滋賀県大会、滋賀県サッカー選手権大会、天皇杯全日本サ

ッカー選手権大会の大会プログラムを販売する。 

(2)天皇杯１回戦の入場券販売 

 

【その他の事業】 

《１》登録事業 

(1)日本サッカー協会のメンバーシップ理念に基づく登録事業 

    登録予定数は下記のとおり 

 1)チーム・選手・監督 

      登録種別     チーム数     選手数      監督数 

 １種（社会人）          ５９ １，５５０         ４５ 

１種（大学）       ５      ２１０            ４ 

  ２種（高校・クラブ）            ５４      ２，１００           ３０ 

  ３種（中学校・クラブ）          ８２      ２，８００        ４７ 

  ４種（少年団・クラブ）        １２２      ４，２００          ９２ 

  女子（一般）               ７ ５０ ３ 

  女子（高校）          ５ ７５ ２ 

  女子（中学）  １ １５        ０ 

  女子（小学）               ２ ２０ ２ 

  シニア             ２         １００            ２ 

  フットサル（一般）      ２６          ５００       ＊＊＊ 

    合   計 ３６３ １１，５７０ ２２５ 

2)指導者 

       登録種別            登録予定人数 

       Ｓ 級                      ４ 

       Ａ 級                    １５ 

       Ｂ 級                    ５６ 

       Ｃ 級                  ４８９ 

       Ｄ 級                  ３８５ 

       キッズ              １，４７８ 

       合   計              ２，４２７ 

3)審判 

       登録種別            登録予定人数 

   １級審判  Ｓ：     ３  Ｆ：   ０ 
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   ２級審判   Ｓ：    ３０   Ｆ：   ７ 

   ３級審判   Ｓ：   １５０  Ｆ：   １４ 

   ３級審判（ユース）   Ｓ：    １０  Ｆ：    ０ 

   ４級審判   Ｓ：１，５８０  Ｆ： １２０ 

   ４級審判（ユース）   Ｓ：  ３２０  Ｆ：   ０ 

   Ｓ１級インストラクター   Ｓ：     １  Ｆ：   ０ 

   １級インストラクター   Ｓ：     １  Ｆ：   ０ 

   ２級インストラクター   Ｓ：   １１   Ｆ：   ３ 

   ３級インストラクター   Ｓ：   １６  Ｆ：    ３ 

       合   計   Ｓ：２，１２２  Ｆ： １４７ 

 

 

 

4)その他 

      登録種別      登録数     

 

 

 

 役員（理事・監事）      １８名 

  郡市サッカー協会       １０団体 

       合   計       ２８ 

 

    


