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2020年 3月 14日 

（決議）資料３① 

 

 

公益財団法人日本サッカー協会 

理事会 殿 

 

役員等推薦委員会 

委員長 加 古  眞    

 

 

 

役員等予定者リスト 

 

 

 

下記について、役員等予定者リストを提出いたします。 

 

 

記 

 

１．理事予定者 

２．監事予定者 

３．常設委員会委員長予定者 

４．各委員会委員長予定者 

５．名誉役員予定者 

以上 
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2020年新理事の考え方 

方針 

1）継続性 過去→未来へ 

2）サッカー →本質、スポーツの理解、価値 

3）スポーツ庁ガバナンスコードへの対応 

4）女性理事の登用 

5）外部理事の登用 

6）新人の登用 → 後継者 

 

１） 継続性 

公益財団法人として、女子のプロ化、ユース大会のスケジュール調整等 

現行規約の規定に伴い、すぐに変えることは難しい。（9 地域、J リーグ

等）マーケティングストラテジー。部活動。ユース年代大会スケジュール。 

 

２） サッカー 

スポーツの本質と価値を理解している 

 

３） スポーツ庁ガバナンスコードへの対応 

4年の猶予期間（2023年まで）がある 

2020年は、スポーツ庁による JFAの承認が行われる 

 

現行足りないもの・調整の必要のあるもの 

① アスリート委員会 

② 理事の任期等 

従って、今回アスリート委員長を設置、理事に選任する 

 

４） 女性理事の登用 

ガバナンスコードにおいて、40％以上女性を登用することが定められて

いる。 

現行の規約からするとすぐに満たすことは難しいが、2年後に向け、規約

を変更し、現行よりも女性を多く登用する。 

 

５） 外部理事の登用 

外部理事の定義を確認し、現行で十分と考えられるが、スポーツ庁とのす

り合わせが必要 

 

６） 新人の登用 

積極的に取り入れるようにしていく 

国際担当 
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新理事会がこの 2～4年のタームでやらなければならないこと／やるべきこと 

 

     １．国内サッカーカレンダーの最適化、改革 ［担当：田嶋、村井、林］ 

     ２．女性の活躍、プロ化、グラスルーツ推進 

 ［担当：岩上、今井、手塚、佐々木、山岸］ 

     ３．技術委員会 三位一体＋普及の更なる推進、幕張 NFCの活用 

 ［担当：今井、黛、山岸］ 

     ４．VARの導入とレフェリーの養成・改革、女性レフェリーの養成 

 ［担当：黛、山岸］ 

     ５．ガバナンス・コンプライアンス 

 ［担当：田嶋、須原、西本、福田、佐藤］ 

     ６．評議員・ステークホルダーの選定、選挙制度 改革 

 ［担当：田嶋、三好、須原］ 

     ７． サッカーファミリー・登録の拡大、グラスルーツ推進 

 ［担当：林、今井、池田洋二］ 

     ８． 健康・シニアへの投資 ［担当：植田、宗政、池田浩］ 

     ９． 47FAの強化、部活動の整備 ［担当：池田洋二、櫻井］ 

     １０．施設・スタジアム整備→1年を通してプレーできる環境整備、 

グリーンプロジェクト、ポット苗 ［担当：徳田］ 

     １１．社会貢献活動、プロモーション・情報発信 ［担当：日比野］ 

 

以上のことを実行できる理事を選任する 
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役員等予定者リスト 

 

1．理事予定者（23名以上 30名以内） 

※会長 1名、副会長 4名以内
．．

、専務理事 1名、常務理事 3名（定款第 25条第 2項） 

№ 役職 氏名 備考 

1 理事 田嶋 幸三 会長予定者 

2 理事 村井 満 副会長予定者（Jリーグ） 

3 理事 岩上 和道 副会長予定者 

4 理事  副会長予定者（47FA） 

5 理事 林 義規 ※ 副会長予定者 

6 理事 須原 清貴 専務理事予定者 

7 理事 植田 昌利 常務理事予定者（関東） 

8 理事 原 博実 常務理事予定者（Jリーグ） 

9 理事 池田 洋二 ※ 常務理事予定者 

10 理事  北海道 

11 理事 櫻井 覚 ※ 東北 

12 理事 田中 厚 北信越 

13 理事 徳田 康 ※ 東海 

14 理事 田中 克紀 ※ 関西 

15 理事 宗政 潤一郎 中国 

16 理事 矢間 雅司 ※ 四国 

17 理事 竹田 孝 九州 

18 理事 大金 直樹 ※ Jクラブ 

19 理事 反町 康治 ※ 技術 

20 理事 今井 純子 女子 

21 理事 手塚 貴子 女子 

22 理事 佐々木 則夫 女子 

23 理事 北澤 豪 フットサル、ビーチサッカー、障がい者 

24 理事 黛 俊行 ※ 審判 

25 理事 山岸 佐知子 ※ 審判、女子 

26 理事 池田 浩 医学 

27 理事 三好 豊 法務、ガバナンス 

28 理事 日比野 克彦 ※ 社会貢献 

29 理事 鈴木 寛 有識者 

30 理事 山口 香 有識者 

※新任、役職変更等 
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2．監事予定者（3名以内） 

№ 役職 氏名 備考 

1 監事 佐藤 太郎 ※ 常勤 

2 監事 西本 強  

3 監事 福田 雅  

 

3．常設委員会委員長予定者（9名） 

№ 委員会名 氏名 備  考 

1 国際 田嶋 幸三  

2 競技会 林 義規  

3 財務 須原 清貴  

4 技術 反町 康治 ※  

5 女子 今井 純子  

6 審判 黛 俊行 ※  

7 フットサル/ビーチ 北澤 豪  

8 医学 池田 浩  

9 法務 三好 豊  

 

4．各委員会委員長予定者（10名） 

№ 委員会名 氏名 備考 

1 

専門委員会 

施設 徳田 康 ※  

2 リスペクト・フェアプレー 山岸 佐知子 ※  

3 殿堂 大仁 邦彌  

4 コンプライアンス 須原 清貴 ※ 

監査・コンプラ

イアンス委員会

から名称変更 

5 社会貢献 日比野 克彦  

6 アスリート 川口 能活 ※ 新設 

7 

特別委員会 

将来構想 田嶋 幸三  

8 100周年記念事業 須原 清貴  

9 復興支援 上田 栄治  

10 
大会実施委員会 

天皇杯実施 須原 清貴  

11 国体実施 植田 昌利  

 

5．名誉役員予定者 

№ 氏名  現役職 新役職  

1 高円宮妃殿下  名誉総裁  名誉総裁 
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2 大仁 邦彌 名誉会長 最高顧問 

3 川淵 三郎  相談役 相談役 

4 小倉 純ニ 最高顧問 相談役 

5 大東 和美  顧問 顧問 

6 釜本 邦茂 顧問 退任（定年） 

7 馬渕 明子 顧問 顧問 

8 赤須 陽太郎 参与 参与 

9 綾部 美知枝 参与 参与 

10 池田 正利 参与 退任（任期満了） 

11 岩城 健 参与 参与 

12 大倉 健史 参与 参与 

13 岡島 正明 参与 参与 

14 岡田 武史 参与 参与 

15 小川 勇二 参与 参与 

16 福林 徹 参与 退任（任期満了） 

17 佐々木 一樹 参与 参与 

18 瀧井 敏郎 参与 参与 

19 田中 道博 参与 退任（任期満了） 

20 手嶋 秀人 参与 参与 

21 中西 哲生 参与 参与 

22 中野 幸夫 参与 参与 

23 野田 朱美 参与 参与 

24 原 秋彦 参与 参与 

25 日比野 克彦 参与 理事 

26 藤縄 信夫 参与 参与 

27 松崎 康弘 常務理事 参与 

28 上田 栄治 理事 参与 

 

退任予定者 

№ 氏名  現役職  退任事由 

1 釜本 邦茂 顧問 定年 

2 池田 正利 参与 任期満了 

3 福林 徹 参与 任期満了 

4 田中 道博 参与 任期満了 

以上 

 


