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2019 年 12 月 20 日 

チーム代表者 各位 

JFA 登録指導者 各位 

 一般社団法人石川県サッカー協会 

   会      長 小石 一寛 (公印略) 

   ユースダイレクター 神田   康 
 

石川フットボールカンファレンス 2020 開催について 
 

 本県サッカー発展のため、未来を見つめビジョンを共有する石川フットボールカンファレンス 2020 を、

下記の要領にて開催いたします。今年度は、カンファレンス本会議前夜の 2 月 10 日に特別講演会を

開催し、テレビ番組「世界一受けたい授業」に出演され反響を呼んだ熊本県立大津高校の平岡 和徳

サッカー部総監督を講師にお迎えします。特別講演会だけのご参加も可能です。 

 なお、B 級、C 級指導者資格またはフットサル C 級指導者資格をお持ちの方でリフレッシュポイント

が必要な場合は、カンファレンス本会議への参加が必要です。事前の案内では、A 級指導者の方にも

リフレッシュポイントを付与可能としておりましたが、JFA の新規定により、付与できないこととなりまし

た。ご了承ください。 

 この機会にぜひ多数、ご参加いただきたく、ご案内申し上げます。 
 

記 
 

1.目  的 石川県の指導者が持っているゲームイメージ、および選手がより育つためのゲーム環

境や指導のあり方を確認し、石川の育成ビジョン(一貫指導)を共有して、全国そして世

界で活躍できる選手の輩出につなげる。 
 

2.期  日 ① 2020 年 2 月 10 日(月) 18：30～ 特別講演 

 ② 2020 年 2 月 11 日(火祝) 9：00～ 本会議 

 ※①と②のいずれかに参加することも可能です 

 ※B 級、C 級指導者資格の方は、できる限り①②両方を受講してください。 
 

3.会  場 ① 2 月 10 日 特別講演会 

   石川県地場産業振興センター新館 1F コンベンションホール (金沢市鞍月 2-20) 

 ② 2 月 11 日 本会議 

    金沢大学角間キャンパス 人間社会第 1 講義棟 101 講義室他 (金沢市角間町) 

 ※会場図はいずれも県協会 HP(http://www.ishikawa-fa.or.jp/)参照 
 

4.主  催 一般社団法人石川県サッカー協会／石川フットボールカンファレンス実行委員会 
 

5.参加資格 ・日本サッカー協会登録指導者(JFA 指導ライセンス保有者) 

 ・日本サッカー協会加盟登録チームの監督･コーチ 

  ※2･3･4 種年代、女子チームは各チーム 1 名以上の参加をお願いいたします。 

 ・石川県の育成年代の指導者をめざしている方 

 ・石川県サッカーの発展に関心のある方(学生・保護者の方も参加可能です) 
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 ・①特別講演会だけの参加も可能です。学校関係者や他競技関係者の皆様、教育や

スポーツ指導に興味のある方など 
 

6.参 加 費 ①特別講演会 ②本会議ともに参加 ：5,000 円(11 日の昼食弁当・お茶付) 

 ①特別講演会のみ参加 ： 500 円 

 ②本会議のみ参加 ：5,000 円(11 日の昼食弁当・お茶付) 

 ※支払い方法は下記申込みをご参照ください 
 

7.内容(予定) 

①2 月 10 日(月) 特別講演会 

18：00～ 受付開始 

18：30～ 特別講演「年中夢求～24 時間をデザインする～」 

 平岡 和徳 氏 

 熊本県宇城市教育委員会教育長／熊本県立大津高等学校サッカー部総監督 

20：00 閉会 
 

②2 月 11 日(火祝) 本会議 

8：30～ 受付開始 

9：00～ オープニング／開会挨拶 小石 一寛 (一社)石川県サッカー協会 会長 

9：15～ 講演①「Ｕ20 ワールドカップ  『まで』と『から』」 

 影山 雅永 氏 U-20/U-18 日本代表監督 

10：45～ 講演② 「北信越で、そして石川で個を育てる」(仮題) 

 遠藤 善主 氏 (公財)日本サッカー協会 北信越地域統括ユースダイレクター 

12：15～ 昼食休憩 

13：15～ TSG 活動報告「カンファレンスの歩みと 2018-19 2 年間の成果と課題」 

 神田 康 (一社)石川県サッカー協会 ユースダイレクター 

13：45～ 『Signpost』石川県選手育成指導指針(T-U-IP メソッド) 

 中野 勝彦 (一社)石川県サッカー協会 技術委員長 

14：15～ 分科会ディスカッション 

16：30～ 閉会挨拶／クロージング 中野勝彦 (一社)石川県サッカー協会 技術委員長 

※上記は 12 月現在の予定です。今後変更になる可能性があります 
 

8.申し込み A. KICKOFF から申込み  

 ②本会議を受講希望の方、B 級、C 級、FS-C 級の方は必ず KICKOFF からお申し込み

ください。この申し込みで①と②両方の申込みをいただいたことになります。 

 【KICKOFF での申請方法】 

 1）日本サッカー協会 HP(http://www.jfa.jp/)より、画面上｢JFA への登録｣をクリック 

 2）「KICKOFF」をクリック 

 ※JFA ID を取得していない方は「新規 JFA ID」をクリックしログイン ID、パスワード等を

設定→（JFA ID 取得後）ログインし「詳細はこちらから」をクリック→保有資格情報の

紐付けをされていない方はマイページの保有資格登録より紐付けを実施 

 3）「指導者」を選択、｢＋｣をクリックし「講習会・研修会申込」を選択 
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  ・B・C 級資格保持者……技能区分を「サッカー指導者」、主催協会を「石川県サッカー

協会」、講習会・研修会区分を「リフレッシュ研修会」と選択し検索 

  ・D 級・キッズリーダー資格者……技能区分を「サッカー指導者」、主催協会を「石川

県サッカー協会」、講習会・研修会区分を「その他研修会」と選択し検索 

  ・A 級資格保持者……技能区分を「サッカー指導者」、主催協会を「石川県サッカー協

会」、講習会・研修会区分を「その他研修会」と選択し検索 

  ・指導者資格を持っていない方……サッカーC 級コーチの「C 級コーチ講習会を探す」

をクリック、主催協会を「石川県サッカー協会」、資格を「-----」、講習会・研修会区

分を「その他研修会」と選択し検索 

 4）「石川フットボールカンファレンス」を選択し、申込み・支払い手続きへ。 

 ※申込終了間際に申し込みをした場合でコンビニ支払いを選択した場合、コンビニの支

払い期日に関わらず、申込期間内に支払いを完了してください。申込期間終了日以

降で未払いの方は、キャンセルさせていただきます。 

 ※②本会議には参加するが①特別講演は参加できない、という場合はお手数ですが

別途メール(宛先：gijutsu@ishikawa-fa.or.jp、件名「カンファレンス特別講演欠席連

絡」)で「氏名」と「特別講演会欠席」を明記し、ご連絡をお願いいたします。 
 

 B. 石川県サッカー協会 HP から申込み  

 ①特別講演会のみ参加の方はこちらからお申し込みください 

 1)石川県サッカー協会 HP にアクセス http://www.ishikawa-fa.or.jp/ 

 2)「石川フットボールカンファレンス開催の案内」より、①特別講演会のみ参加の方の

「申込みフォーム」をクリック、必要事項を入力し送信 

 3）特別講演の参加費 500 円は、当日、会場受付で現金にてお支払いください 
 

 [申込み期間] A・B ともに 12 月 24 日(火)～2020 年 1 月 22 日(水) 
 

9.そ の 他 1)サッカー指導者 B 級、C 級ライセンス、およびフットサル指導者 C 級ライセンスの方は

本カンファレンスがリフレッシュ研修会(10 ポイント)となります。なお、②本会議に全

参加をすることがポイント付与の条件となります。また、可能な限り①と②両方にご

参加ください。 

 2)②本会議を欠席されても参加費は返金いたしません。①特別講演会と②本会議両方

を申し込まれた場合の欠席も、参加費は返金いたしません。①特別講演会のみを申

込まれた場合は、参加費集金が当日のため、欠席の場合には集金いたしません。 
 

10.お問合せ先 一般社団法人 石川県サッカー協会 事務局 

  〒920-8203 金沢市鞍月 4-105 ダイワロイヤル金沢ビル 3 階 

  TEL:076-218-9000（平日 9～17 時）  FAX:076-218-9001 

  メール: gijutsu@ishikawa-fa.or.jp 

以上 


