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１．日本サッカー協会よりご挨拶 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 

これまで副会長として皆様のご懇情を賜っておりましたが、この度、日本サッカー協会（JFA）の会長

に就任いたしました。日本サッカーのさらなる発展を目指して努力して参りますので、前任者同様に

格別のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 

  

さて、「こくみん共済 U-12サッカーリーグ」は全国労働者共済生活協同組合連合会（全労済）様の特

別協賛のもとに開催され、今回で4年目のシーズンを迎えます。本大会が根づいたことで全日本少年

サッカー大会は冬期に移行され、U-12年代のゲーム環境は一段と整備されました。 

 成長期にあるU-12世代は人間形成にとって重要な時期で、この年代に「挨拶」や「礼儀」「協調

性」「リスペクト精神」といった社会性を身につけることが、選手としての成長にも大きく影響しま

す。しかし、地域社会のつながりが希薄になり、子どもたちの外遊びも減ったことで人間性や社会性

を学ぶ機会が少なくなっています。 

 スポーツは、体を丈夫にするだけではなく、挑戦する意欲や仲間を思いやる心、自立心や責任感を

涵養するのに有効で、子どもたちの心身の健全な成長に大きく寄与します。 

 生活圏を中心に展開されている本大会は、スポーツを通じた地域づくりにもつながっており、これ

からも重要な役割を果たしていくものと思っています。 

 選手たちは長期にわたるリーグ戦の中でトライ＆エラーを繰り返しながら、チャレンジ精神やリス

ペクトの心を身につけています。今年はオリンピックイヤーとあって、子どもたちも奮起し、元気あ

ふれるプレーを見せてくれるのではないでしょうか。 

 残念ながらなでしこジャパンのオリンピック出場はなりませんでしたが、U-23日本代表が本大会の

出場権を獲得し、メダルを目指して世界強豪と相まみえます。一方、SAMURAI BLUE（日本代表）も6度

目のFIFAワールドカップ出場を懸けた最終予選を控えており、サッカー熱はこれから益々高まってい

くでしょう。 

 JFAとしましては、強い日本代表をつくることで、子どもたちが大きな夢を持ち、伸び伸びとサッ

カーを楽しめる環境を広げていきたいと考えております。 

  

 今回お送りします『GUIDE MANUAL』は、大会運営を担う関係者の皆さんがスムーズに運営していた

だけるよう制作したもので、大会の告知からキャンペーン、指導者講習会などのイベント開催のポイ

ントなどが記されています。 

 また、昨年同様、全労済樣より試合で活用できる各種物品を提供いただきましたので、是非とも参

加チームに配布していただき、ご活用いただければと思います。 

  

最後になりましたが、本リーグの開催にご尽力いただいている関係者の皆様、また、参加チームの皆

様に心から感謝の意を表するとともに、本リーグが子どもたちの夢の受け皿として、ますます発展し

ていくことを願っております。 

敬具 

  

公益財団法人 日本サッカー協会 

会長 田嶋幸三 
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２．全国労働者共済生活協同組合連合よりご挨拶 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

  

 私たち全労済（全国労働者共済生活協同組合連合会）は、営利を目的としない「保障の生

協」として共済事業を営み、「みんなでたすけあい、豊かで安心できる社会づくり」を理念

とする生活協同組合です。 

 

 一方、日本サッカー協会（ＪＦＡ）の提唱されている「サッカーを通じて豊かなスポーツ

文化を創造し、人々の心身の健全な発達と社会の発展に貢献する」という理念と、生活圏に

根付いた本リーグの活動は、地域の皆さまとの結びつきを大切にする全労済の理念や活動に

合致するものであると考え、４年目を迎える本年度も引き続き「こくみん共済 Ｕ-１２サッ

カーリーグ」に特別協賛させていただくこととしました。 

 

 なお、リーグ名称の「こくみん共済」は、共済の原点である「たすけあい」「共助」の精

神のもと、１９８３年の取り扱い開始から３０年以上もの間、地域の皆さまにご支援・ご愛

顧いただいている共済制度です。この「こくみん共済」には、ご家族お一人おひとりのライ

フステージやニーズに応じて、さまざまな保障タイプを手頃な掛金で取りそろえていること

に大きな特長があります。とりわけ、育ち盛りのお子さまには、万一のケガによる入院・通

院や賠償に備え、「キッズタイプ」「キッズワイドタイプ」をご利用いただいています。 

 

 さて、昨年、全国各地で開催された「こくみん共済 Ｕ-１２サッカーリーグ」には、約１

万３千チーム・約２０万人のみなさんにご参加いただきました。ご参加いただいたみなさん

には、個々のプレーを通して競い合い、学び合い、助け合いながら人として成長するための

貴重な経験を得られたことと存じます。あらためて、本リーグを担当された関係者の皆さま

のご尽力に心から感謝申し上げます。 

 

 本年度もまた、私たち全労済は、ＪＦＡの「Players First!」のお考えに賛同し、「こく

みん共済 Ｕ-１２ サッカーリーグ」への協賛を通じて、子どもたちの心身の育成と未来の夢

の実現に向けて応援してまいります。 

  

敬具  

  

全労済（全国労働者共済生活協同組合連合会） 

代表理事理事長  中世古 廣司 
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第4種委員長様 ・ リーグご担当者様 

３．リーグ参加における依頼事項① 

◆各地区への「リーグフラッグ」追加枚数と発送先リストのご提供 
 

※原則といたしまして去年のものを流用いただきますが、参加カテゴリー、地区、チーム等の増加による 
 不足分につきましては、追加製作をいたしまして、送らせていただきます。 
 
◆各チームへの「サポートキット」発送先リストのご提供 
 

※昨年の発送先リスト（データ）を送付致しますので、変更のみ訂正の上ご返信ください。 
 （データは各FA事務局にて管理、集約いたします。） 
 
◆HP上での当リーグ戦の告知・開催状況掲載  
 
◆リーグ開催日程表、および実施結果の情報提供（※P10、P11ページ参照） 
 

※通常活用されている各都道府県リーグの開催日程表や、星取表（試合日程・会場・チーム数・チーム名 
 が記載されているもの）をU-12事務局メール(info@u-12sl.com)にご送信ください。 
※県のホームページに掲載されている場合はその旨ご連絡いただければ結構です。 
 
※リーグ戦記録写真も10～20枚程度、ご提供頂けますようお願いいたします。 
 
◆各試合会場における「リーグフラッグ」の掲出、保管 
 

※リーグフラッグは各試合会場あたり２枚以上の掲出をお願いいたします。 
※リーグフラッグは次年度も使用して頂きますので、保管をお願いいたします。 
 
◆指導者講習会日程のご連絡 
 

※指導者講習会の日程が決まりましたら、全労済のご担当者及びU-12事務局に、 
  メール(info@u-12sl.com)又はTEL(03-3505-1748)にてご連絡ください。 
※指導者講習会以外で父母の方が多く集まる会があればその日程もご連絡ください。（任意） 
  詳しい内容はP7参照 
 
 
 
 
 
◆サポートキットの活用 
   

 ※6月末～7月上旬に順次発送予定。 
 
◆HP上での当リーグの告知・開催状況掲載（任意）  
 

 

※リーグ戦サポート業務に関して、U-12事務局および全労済担当者より、直接連絡をさせて頂く場合がございます。 

 あらかじめご了承ください。またサポート内容向上のため、各地区の全労済担当者とのコミュニケーションをお願い 

 する場合がございますのでご協力お願いいたします。 

 

※ＴＶ局、新聞社からの取材があった場合は、U-12事務局までご報告ください。 

この度、「こくみん共済 U-12サッカーリーグ」参加にあたり、各都道府県協会第4種委員長様、 

リーグ戦ご担当者様、および各チームの皆様に下記のご協力をお願いいたします。 

ご多忙の折お手数おかけいたしますが、ご対応のほど宜しくお願い申し上げます。 

＜ご依頼事項①＞ 

各チーム代表者様 
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支援制度該当リーグ名称に関しては、必ず下記いずれかの名称を使用し、公式印刷物、FAのHP、 
リーグ関連書類に関して記載を徹底して頂きますよう、お願い申し上げます。 
 

こくみん共済 U-12サッカーリーグ 

基本パターン 

バリエーション Ⅰ 

●基本パターン＋都道府県（協会）名、地区、ブロック他の表記名 

 
【A】 こくみん共済 U-12サッカーリーグ in ○○県 
【B】 こくみん共済 U-12サッカーリーグ in ○○県サッカー協会 
【C】 こくみん共済 U-12サッカーリーグ in ○○地区、 
【D】 こくみん共済 U-12サッカーリーグ in ○○ブロック 

バリエーション Ⅱ 

●市長杯名との融合パターン 

 
【A】 こくみん共済Ｕ‐１２サッカーリーグ in ○○都道府県 
    □□市長杯△△地区/××ブロックサッカーリーグ 
 

 

■競合NGカテゴリー：生命保険、損害保険、共済、銀行、証券 

＜ご依頼事項②＞ 

 

３．リーグ参加における依頼事項② 

※上記以外のネーミングを使用希望の場合は、必ず事前にJFAにご連絡ください。 
  承認後に使用可能となります。 
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４．送付物（リーグフラッグ／サポートキット）のご案内 

リーグフラッグ（W1800×H1200㎜） 
【地区長様用】  

※各試合会場につき２枚以上の掲出を 
お願いいたします。 
 
※結び紐を同封してありますので、 
 会場内フェンスやネット、会場入口、本部テント 
 など取り付け可能な場所に設置してください。 
 (観戦者から見やすい位置に掲出お願い致します。) 
 
※原則前年度にお送りしたフラッグの流用を 
 お願い致します。 
 
※参加カテゴリー、地区、チームの増加により、追加
が必要な場合はU-12事務局までご連絡ください。 
（各都道府県にてお取りまとめをお願い致します。） 
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【参加チーム用】 

４.送付物（サポートキット）内容 

サポートキット 

【マフラータオル】 

各チーム16枚  

【小冊子】 

各チーム16冊 

※変更の場合があります。 

※6月末～7月上旬に順次発送予定となります。 

サイズ：約20×100ｃｍ   
素材：綿１００％ 

※画像はイメージです。 
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●指導者講習会 

■本支援制度説明資料内に記載の通り、参加チーム指導者向けの指導者講習会を必ず実施することが 

  条件に含まれています。 

  この指導者講習会や参加チーム代表/指導者の会合（4種総会やリーグ説明会）の際に、全労済エリア 

  担当者様が10～20分程度のセミナー、もしくは資料(販促物）の配付を希望いたします。 

  ご協力をお願い申し上げます。 

◆所要時間           10〜20 分程度  指導者講習会の冒頭に、全労済エリア担当者様によるプレゼンテーションを 

             行います。 ※内容詳細につきましては全労済エリア担当者様とお打合せください。 

５．指導者講習会・イベントに関して 

【セミナーを行う場合の概要】 

※ご不明な点がございましたら、JFAまでお問い合わせください。 

※指導者講習会開催が決まりましたら、 
  10日前までに必ず下記の情報を、 
  県の全労済ご担当者様、およびU-12事務局   
  までご一報をお願い致します。 
 

※全労済のご担当者様の連絡先がわからない 

  場合はU-12事務局にお問い合わせください。  
    

    ・日時 
    ・場所 
    ・参加予定人数 

   

お願い 

●サッカースクール・トークショー等の企画イベント 

■全労済様の希望によって、サッカースクール、トークショー等を開催する場合がございます。 
 
  内容等に関しましては、U-12事務局の担当者より、各ＦＡのイベントご担当者様、もしくは第４種委員長様へ 
  ご提案させていただく予定です。 
  実施の際は、ご協力よろしくお願いいたします。 
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■公式ロゴデータ等をご提供させて頂きます。 

  これらの使用に関しては、以下の規約を厳守していただいた上で、ご使用ください。 

６．公式ロゴ使用に関するガイドライン 

■ロゴスタイル 

【カラ―版】 
【様式】 
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 メールで展開いたします。 
 JFAのGoogleサイトからもダウンロード可能です。 
 （サイトは都道府県サッカー協会事務局よりアクセス可能） 

６．公式ロゴ使用に関するガイドライン 

■リーグ戦開催概要を表記する場合 

■ロゴデータ入手方法 

名      称： こくみん共済 U-12サッカーリーグ （in 開催都道府県名） 

主      催： 公益財団法人 日本サッカー協会／開催都道府県サッカー協会 

主      管： 市区郡町村サッカー協会 

日      程： 2016年4月～（通年） 

会      場： 各都道府県   

特 別 協 賛： 全労済（全国労働者共済生活協同組合連合会） 

競 技 方 法： U-10/U-11/U-12とも8人制等の少人数制。  

 



- 10 - 

※リーグ開催前に全てのスケジュールが確定していない場合は確定している月までで結構です。 

 確定した段階で順次送付願います。 

 

※特に指定フォーマットはございません。通常活用されているものをお送りください。 

  開催日程表や星取表のフォーマットが必要な場合は添付のフォーマットをご活用ください。 

各地区/ブロック担当者 ⇒ U-12事務局 

各地区/ブロックご担当者様 ⇒ U-12事務局 

７．リーグ開催日程表/記録写真についてのご案内① 

リーグ開催日程が決まっているものから随時事務局にお送りください。 

・別のシートにチーム名を記入するシートもございますのでそちらも合わせてご記入願います。 

 

※記入方法でご不明な点等がございましたら、U-12事務局までお問い合わせください。 
 

（フォーマットサンプル） 

※通常活用されている各都道府県リーグの開催日程表や、星取表（試合日程・会場・チーム数・チーム名 

 が記載されているもの）をU-12事務局メール(info@u-12sl.com)にご送信ください。 

※県のホームページに掲載されている場合はその旨ご連絡いただければ結構です。 



- 11 - 

■撮影時の注意事項 

 

・リーグフラッグの掲出風景、サポートキットの使用風景がわかるような写真のご提出をお願い致します。 

 また、集合写真、プレー中の風景もお願いいたします。 

  

※いただいた記録写真は、あくまで「報告書用」の記録写真であり、二次使用は一切行いません。 

※報告記録写真のご提供は任意ですが、ご協力の程、お願い申し上げます。 

 

 

■記録写真の提出方法  （※メール） 

  

【開催日付、都道府県名、地区名、カテゴリー】を明記いただき、写真データを添付の上、 

 U-12事務局メールアドレス、info@u-12sl.ｃomまでお願いいたします。 

 
メール文サンプル： 

 <タイトル> こくみん共済 U-12 

 <本文>   開催日：2015年 △月△日（△） 

         ○○県 ○○地区 U- ○○  ○○グラウンド 

        
※５MB以上のデータはサーバーの都合上、受け取れない場合がございます。 

  恐れ入りますが数回に分けてご送付いただくか、データファイル便をご利用いただけますと幸いです。 

 

７．リーグ開催日程表/記録写真についてのご案内② 

リーグの記録写真を、メールにて事務局まで送付いただきますようご協力お願いします。 

 

※各都道府県につき通年で10～20枚程度ご提供いただけましたら幸いです。  
※提出は9月末までにお願いいたします。（リーグ開始から随時受け付けております。） 

■補足事項 

  全労済様より、リーグ写真の提供を依頼される場合がございます。（使用目的：全労済様HP等） 

  その際には、個人肖像権の許諾作業を含め、ご協力をお願い申し上げます。 

 

 

【リーグフラッグ掲出写真】 【プレー中写真】 【サポートキット使用写真】 

記録写真サンプル 

mailto:info@u-12sl.%EF%BD%83om
mailto:info@u-12sl.%EF%BD%83om
mailto:info@u-12sl.%EF%BD%83om
mailto:info@u-12sl.%EF%BD%83om
mailto:info@u-12sl.%EF%BD%83om
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こくみん共済 U-12サッカーリーグ事務局              

〒107－0052 東京都港区赤坂２－１８－１４－４F                  

TEL 03-3505-1748 / FAX 03-3585-6689 / Mail info@u-12sl.com                        

お問い合わせ 


