関西サッカー協会規約
第１章

総

則

（名 称）
第１条 本会は、関西サッカー協会という。
第２条 関西サッカー協会（以下「本協会」という。）は、ここに本協会の規約を定める。
（構 成）
第３条 本協会は、社団法人滋賀県サッカー協会、社団法人京都府サッカー協会、社団法人大阪府サッ
カー協会、社団法人兵庫県サッカー協会、社団法人奈良県サッカー協会及び社団法人和歌山県
サッカー協会（以下「府県協会」という。）で、構成する。
２

本協会は、財団法人日本サッカー協会(以下「日本協会」という。)の統括を受ける。

第２章

目的及び事業

（目 的）
第４条 本協会は、関西地域のサッカー競技の普及及び振興を図り、組織を構成する団体相互の親睦と
心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
（事 業）
第 5 条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
（１）サッカー競技会の開催に関すること
（２）サッカー競技の普及及び広報に関すること
（３）サッカー技術及び指導に関すること
（４）審判技術の研究及び審判員の養成並びに登録に関すること
（５）主催及び主管のサッカー競技に関する公式記録の作成及び保存に関すること
（６）その他この団体の目的を達成するために必要な事業

第３章

役

員

（役 員）
第６条 本協会に次の役員を置く。
（１）会長

１名

（２）副会長

２名以内

（３）理事長

１名

（４）常務理事

５名

（５）理事

２５名以内

（６）代議員

１２名（各府県２名）

（７）監事

２名

(理事の選任)
第７条 理事は、代議員会で選任し、理事は互選で会長、副会長、理事長、常務理事を定める。
２ 府県協会の会長又は、副会長の中から３名の理事を推挙する。
３ 理事は、府県協会の専務理事６名、専門委員会及び種別委員会の委員長又は常務理事会で推
挙されたものとする。
４ 各委員会の長は、府県協会の委員長及び常務理事会で、推挙された委員で構成する委員会の

互選とする。
（理事の職務）
第８条

会長は、本協会の業務を総括し、本協会を代表する。

２ 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が
指名した順序により副会長がその職務を代理する。
３ 理事長は、会長を補佐し理事会の議決に基づき、日常の事務に従事する。理事長は、日本協
会の理事も兼務する。
４ 常務理事は、日常的な会務を執行するとともに理事長を補佐し、事故等で理事長が欠けたと
きは、あらかじめ理事長が指名した順序により、その職務を代理する。
５ 理事は、理事会を構成し、会務を執行する。
６ 理事は、代議員会で意見することができる。
（代議員の選任）
第９条

府県協会は２名の代議員を選任し、理事会で承認、その後会長が任命する。但し理事に選任
されたものを除く。

（代議員の職務）
第１０条 代議員は、代議員会を組識して、この規約に定める事項を行う。
（代議員の議決権）
第１１条 代議員は、代議員会における議決権を有する。議決権の代理行使は認められないものとする。
（監事の選任）
第１２条 監事は、代議員会の議決を経て会長が委嘱する。
（監事の職務）
第１３条 本協会の財産の状況を監査すること
理事の業務執行の状況を監査すること
財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会及び代議員
会に報告する。
前号の報告をする必要があるときは、理事会及び代議員会を招集する。
（役員の任期）
第１４条 本協会の役員の任期は 2 年とし、再任は妨げない。補欠又は増員により選任された役員の任
期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
（役員の解任）
第１５条 役員は、次のいずれかに該当するときは、理事会及び代議員会において、理事及び代議員の
在籍者数の３分の２以上の議決により、その役員を解任する。この場合、議決する前にその
役員に弁明の機会を与えなければならない。
心身の故障のため、職務の執行に耐えないと認めたとき
職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があったとき

第４章

名誉会長、顧問及び参与

第１６条 本協会に名誉会長、顧問及び参与を若干名置くことができる。顧問及び参与は、理事会の推
薦により代議員会の議決を経て会長が委嘱する。
顧問は、代議員会の諮問に応じ、参与は、理事会の諮問に応じる。

第５章

会

議

（代議員会の構成）
第１７条 代議員会は、会長、副会長、理事長、常務理事、代議員で構成される。
（代議員会の招集）
第１８条 代議員会は、年２回以上会長が招集する。ただし、代議員の在籍者の３分の１以上が会議に
付すべき事項を示し代議員会の招集請求があれば、会長はその請求があった日から１５日以
内に代議員会を開催しなければならない。
（代議員会の議決事項）
第１９条 代議員会は本協会の最高決議機関で、次の事項を議決する。
（１）事業計画及び収支予算についての事項
（２）事業報告及び収支決算についての事項
（３）財産目録及び貸借対照表についての事項
（４）その他本協会の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
（代議員会の議長）
第２０条 代議員会の議長は、代議員の中から互選で決める。
（理事会及び常務理事会の招集及び構成）
第２１条 理事会は、年４回以上、会長が招集する。ただし、理事の在籍者の 3 分の 1 以上が会議に付
すべき事項を示し理事会の招集請求があれば、会長は、その請求があった日から 15 日以内
に理事会を開催しなければならない。理事会は、会長、副会長、理事長、常務理事及び理事
で構成する。
２ 常務理事会は、年５回以上、会長が招集する。常務理事会は、会長、副会長、理事長及び常
務理事で構成する。
（理事会及び常務理事会の議長）
第２２条 理事会及び常務理事会の議長は、会長がこれにあたる。
（代議員会、理事会及び常務理事会の定足数）
第２３条 代議員会、理事会及び常務理事会は、それぞれの在籍者の２分の１以上の者が出席しなけれ
ば、その議事を開き議決することはできない。ただし、当該議事につき書面をもってあらか
じめ意思を表示した者は、出席者とみなすものとする。議事は、出席者の過半数をもって可
決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
（意見の陳述）
第２４条 監事は、理事会に意見を述べることができる。
（議事録）
第２５条

本規約等の定める会議においては、議長及び出席者の代表の署名押印した議事録を作成し、
７日以内に本協会事務局に提出する。

第６章
(種

委

員

会

類)

第２６条 本協会に、次の委員会を設ける。これらの委員会の設置並びに解散は代議員会の承認を得て
行う。
専門委員会、総務委員会、審判委員会、技術委員会、規律・フェアプレー委員会、競技委員
会、施設委員会、スポーツ医学委員会、種別委員会、1 種委員会、2 種委員会、3 種委員会、
4 種委員会、女子委員会 シニア委員会、フットサル委員会、特別委員会

（委員会の構成及び任務）
第２７条 専門委員会及び種別委員会は、府県協会のそれぞれの委員会の長および常務理事会で推挙さ
れた委員をもって構成し、本協会の事業を、代議員会、理事会及び常務理事会の方針に沿っ
て必要な事項を専門的に分担、処理執行するとともに次の事項を執行する。
（１）各委員会を代表する理事候補者の互選による選出
（２）事業案及びスケジュール案の作成
（３）予算案および収支報告の作成
（４）その他各委員会管轄事業の推進に必要な事項
２ 特別委員会の委員は、常務理事会の推薦を得て会長が委嘱する。特別委員会は、本協会の
事業を推進するに必要な特定の事項に関して調査研究し、これを処理執行する。
（所管事項）
第２８条 各委員会の所管事項は、別表１のとおりとする。
（委員の任期）
第２９条 各委員会の委員長及び委員の任期は 2 年とし、再選されることができる。
２ 補欠または増員により選任された委員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
３ 委員は、その任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を遂行しなければな
らない。
（委員会の招集および議長）
第３０条 委員会は、委員長が招集し委員長が議長となる。
２ 各委員会の招集は、会議の 7 日前までに場所・会議事項等を明記して委員に通知するものと
する。ただし、緊急の場合はこの限りではない。
（委員会の規程）
第３１条 委員会の諸規程は別に定める。

第７章

加盟団体

(加盟団体)
第３２条 本協会は、関西２府４県のサッカーを総括する。本協会の目的に賛同し、同時に所属する府
県サッカー協会の加盟団体の資格を有した団体（府県協会） は、理事会の議決を経て、本
協会の加盟団体となることができる。
２

本協会の目的に賛同する団体（以下「加盟チーム」という。）は、別に定める細則により本
協会に加盟することができる。

（資格喪失）
第３３条 本協会の加盟団体が次の各号に該当するときは、その資格を喪失する。
府県サッカー協会の解散、除名
(分担金)
第３４条 加盟団体は、別に定める分担金又は会費を毎年納入しなければならない。
(加盟チーム)
第３５条 本協会に加盟登録しようとするチームは、府県協会に登録申請をして、その承認を受けなけ
ればならない。
２ 府県協会は、本協会に加盟チームの会費を毎年納入しなければならない。

第８章

各種の連盟

第３６条 本協会は各種の連盟をおくことができる。
２ 次の各種の連盟に関する規程は、常務理事会の承認を得なければならない。
（１）関西社会人サッカー連盟
（２）関西学生サッカー連盟
（３）近畿地区高等専門学校体育連盟
（４）近畿高等学校体育連盟
（５）関西クラブユースサッカー連盟（U18・U15）
（６）近畿中学校体育連盟
（７）関西フットサル連盟
（８）その他

第９章

事務局

（事務所）
第３７条 本協会は、事務所を〒５５０－０００４大阪府大阪市西区靱本町１丁目７番２５号
ＴＫ靭本町ビル６Ｆに置く。
（事務局）
第３８条 本協会の事務を処理するために事務局を置く。事務局の運営は、理事長が行ない、必要に応
じ職員を置くことができる。この任免は、会長があたり、有給とすることができる。
２ 事務局に関する規程は、別に定める。

第１０章

資産及び会計

（資産の構成）
第３９条

本協会の資産は、次のとおりとする。

（１）積立による特別積立金
（２）資産から生じる利息
（３）事業に伴う収入
（４）寄付金品
（５）日本協会の助成金
（６）府県協会の分担金
（７）加盟チームの会費
（８）その他の収入
（資産の種類）
第４０条 本協会の資産を基本財産と運用財産の 2 種に分ける。基本財産は、次のものをもって構成す
る。
（１）積立金による財産
（２）基本財産とすることを指定して寄付された財産
（３）総会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
２ 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
（資産の管理）
第４１条 本協会の資産は、会長が管理し、基本財産の現金は、代議員会の議決を経て定期預金とする
など確実な方法で会長が保管する。

（事業計画及び収支予算）
第４２条 本協会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会の承認を経た後、代議
員会の議決を経なければならない。
（収支決算）
第４３条 本協会の収支決算は、会長が作成し、財産目録、収支決算書、貸借対照表とともに監事の意
見をつけ、代議員会の承認を受けなければならない。
２ 本協会の収支決算に剰余金があるときは、代議員会の議決を経て、その一部若しくは、全部
を基本財産に編入し、又は次年度に繰り越すことができる。
（会計年度）
第４４条 本協会の会計年度は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。

第１１章

補

則

（書類及び帳簿の保管）
第４５条 本協会は、次の書類及び帳簿を備えなければならない。
（１）本協会規約、その他諸規程
（２）役員及び職員の名簿
（３）財産目録
（４）規約等に定める議事録
（５）収入及び支出に関する帳簿並びに証票書類
（６）資産台帳
（７）各種大会記録
（８）その他必要な書類及び帳簿
（本規約細則）
第４６条 本規約の施行についての細則は理事会の議決を経て別に定める。
（本規約の改廃）
第４７条 本規約の改廃は、代議員会の議決による。

付

則

本規約は、 １９６１年 ４月 １日 施行
１９６３年 ４月 １日 施行
１９７５年 ５月 １日 制定
１９８１年 ５月１４日 改正
２００５年１０月 １日 改正
２００６年 ７月１３日 改正
２００９年 １月２５日 改正
２０１０年 ４月 ９日 改正
２０１１年１１月２８日 改正

特記事項
本協会の設立年月日は、１９３１年２月１日とする。

別 表 1

・・・

各委員会の所管事項

（１）審判委員会
①競技規則に関する事項
②審判員の養成
③審判員の派遣に関する事項
④審判員の賞罰に関する事項
⑤審判インストラクター、インスペクターに関する事項
⑥その他、審判に関する事項
（２）技術委員会
①選手の育成、強化に関する事項
②指導者の養成
③その他、技術指導に関する事項
（３）規律・フェアプレー委員会
①競技会における違反行為に対する調査と懲罰の決定
②フェアプレーに関する事項
（４）競技委員会
①各種大会に関する事項と試合の管理
②各種大会の日程調整に関する事項
（５）施設委員会
①施設利用の調整に関する事項
②施設に関する情報の収集
③施設の増加、改善対策に関する事項
（６）スポーツ医学委員会
①サッカー競技者、指導者に対し医事に関する指導
②本協会主催事業の医事サービスに関する事項
（７）各種別委員会
①種別の事業に関する事項
②各種別に関する大会および試合の管理ならびに記録の保存

