
 

(公社)千葉県サッカー協会審判委員会 2020年 4月分議事録 
 

会議日時 2020年 4月 28日(土) 15:00～16:42 

会  場 Web会議 

出席者 15名 

資 料 等 ・次第及び委員長、各部より審議、報告事項等 

議  題 

１．委員長より 

２．各部より審議、報告事項等 

３．その他、次回開催日について 

 

議事内容 （Q:質問 A:回答 O:意見  文中敬称略） 

各種別委員会 
・１種委員会 

  ・5月度の社会人連盟の行事は全て、6月に延期します。 

関東社会人リーグについては前期中止、7月 11・12日後期第一節から再開と 

なります。 

全社関東予選は、7月 26日、8月 2・9日に延期となります。詳細は未定です。 

 

       ボンズグリーンパークを確保している。 

       熱中症対策でキックオフを 10時～ 、 16時～で検討している。 

Q:全社予選は千葉で割当していますか？ 

A:千葉で割当をしている。 

O：1種については帯同審判員だけで運営している試合が少ないので、夏頃にリーグ戦 

 等が再開した場合に毎週土日に相当な数の試合が組まれた時に割当部として、どの 

程度、割当依頼が受けられるか具体的な数字を各種別委員会に示しておいた方が良 

い 

→もし、派遣審判員の数が足りない場合は両チームから審判員を出してもらえるよう 

 に 1種委員会で協議します。 

 

 

 

・２種委員会 
 ・6月の行事は全て中止。 県総体は未定。 

 ・5/9からリーグ戦が開始予定だが開催は出来ないと思う。 

 

 

 

・３種委員会 
 ・夏の総体は 4/20か 21日に中体連の会議が開催され全国大会が開催されるかどうか決定され 

るので、それによって関東大会、県大会が決まるので、現在は未定となります。 

 

 

 

・４種委員会 

  欠席 

 



 

・女子委員会 

 欠席 

 

 

・フットサル委員会 

  欠席 

 

 

・アカデミー 
  欠席 

 

 

1．委員長より 
 【検討・報告事項】 

・関東レフェリーアカデミー3期生について現在募集中で当初は 5月末までの応募 

期限だったが期限については延ばすかどうか検討中。今後は都県の担当者と連絡 

を取りながら話しを進めていきたいとの事だった。 

関東アカデミーとの連絡担当者を決めたい。 

 

 〇２種 

【当面の問題】 

①更新・新規取得とも講習会が開催できないことによるユース審判員の不足が懸念される。 

②２種（特に高体連）指導者の資格更新、新規資格取得の機会を確保する必要性。 

③試合直前もしくは当日に担当予定の審判員が病気のために試合に来られなくなった場合の 

対処。 

 

【考えている対応策】 

①本来は講習会開催のためにはある程度の受講者数を集めなければならないが、少人数でも

開催できるようにすることで受講の機会を増やすと同時に、いわゆる新型コロナウィルス

感染拡大につながる「３密」を回避する。 

②２種では、特に U18リーグでは、担当予定のユース審判員が試合に来られなくなった場合、

当該ユース審判員の所属チームが勝ち点を減じられるなどのペナルティーが科せられる

ことになっている。しかしながら、昨今の新型コロナウィルス流行の背景から、種別ごと

の取り決めによってチームに罰則を科すなどの方策をとるのではなく、県協会全体の統一

された考え方として、急な疾病を理由として審判員が試合を担当できなくなった場合は、

状況に応じてできうる限りの次善の策をとることで試合不成立を避けることを目指し、そ

れでもなお審判員が不足して試合を成立させることが困難な場合は延期等の措置をとる

こととする、などのアナウンスをパブリックに行う必要があるかと思われる。 

 

〇インストラクター部 

【当面の問題】 

①インスト研修が開催出来ない 

②事業の分担がなかなかうまく譲れない 

【考えている対応策】 

①関東同様 webでの研修を検討中 

②担当できる人材の育成、発掘 

 

 



〇割当部 

【当面の問題】 

①コロナウィルス収束後、または段階的に活動解除になった場合に派遣依頼数が多くなるこ

とが見込まれます。その際の審判員不足の状況に陥る可能性が大です。 

【考えている対応策】 

①アクティブ審判員に今のうちから派遣依頼再開後の割当受諾お願い(協力)を一斉メール

で配信しておく。 

 

〇強化部 

【当面の問題】 

①ほぼすべての審判員の試合勘が薄れてしまう 

②カテゴリー審判員について例年通りコーチがつくのかわからず対応が後手に 

なる 

③他県に比べて相対的にフィットネスが弱い 

【考えている対応策】 

①関東が開幕前に代わる研修なりを webで行うのであればそれを終えてから必要と思われる

ことを補っていきたい。まだ見る機会がないのですがスタンダードビデオを zoom で共有

しながら検討会をするといったことを考えている。 

②フィットネス部に強化審判員を対象としたトレーニングメニュー作成を依頼 

済み。 

 

【その他】 

実際に試合が始まり活動が本格的にスタートしないとどうなるかわからないことばかりな

ので、その都度関係部署と連絡を取り合っていい方向に進めていけたらと考えている。 

 

【情報共有】 

 ・コロナ感染症について JFAや関東から来ているメールは皆様に転送してあるとおりです。 

 

 

 

項目トップへ 議事録トップへ 

 

 

２．各部より 

２－１．サッカー統括部 
 特に無し 

 

 

 

２－２．普及部 
【活動報告】 

4月 5日(日) 2級推薦・3級昇級審査会 

 延期（8月までの開催を目指す） 

3級昇級審査 1次審査（書類審査）合格 35人 

3月 28日付けで 1次審査合格者に 2次審査の延期通知を郵送 

 

4月 5日(日)、4月 11日(土) ４級審判員新規講習会（代替開催分） 

4月 19日(日) 4級審判員新規講習会  

 上記講習会は、いずれも中止 

 



【活動予定】 

5月 10日(日) 4級審判員新規講習会 

会場 千葉県スポーツ科学センター第１研修室 

 

5月 24日(日) 4級審判員新規講習会 

会場 千葉県スポーツ科学センター第１研修室 

Q：上記活動予定があるが県協会の方針は如何か？ 

A：現在は 5/6までの活動の自粛までしか方針は出ていないが、JFAが 5月末までの大会等の中止 

方針を鑑みると県協会も同じように対応するのではないかと思うが、まだ確定した方針はあり 

ません。 

O：受講者への連絡等もあるので早めに決定されると助かります。 

 

 

 

２－３．育成部 
 【報告事項】 

・4月に予定していた 2級の昇級審査について受験者については中止の連絡をした。 

  開催日が決まり次第、改めて連絡すると伝えてある。 

 ・ユース研修も開催出来ていない状況。事態が終息し活動しても良いとなれば再開 

する予定。 

O:関東の試験が 10月一回になるとなれば、今受けている 2級受験者の他、7～8月頃 

 にユース研修が再開出来るとなればユースで力があるのならば、今回春の 2級関東 

 審査に間に合わなかった者も推薦しても良いのではないか？ 

A:10月の関東審査について受験者の人数制限を設けようかと話しも出ている。それと 

 は反対に人数制限を設けず、審査日を 2日用意し、都県からの推薦者全員が審査を 

 受けられるようにしようか検討しているそうです。 

 

 

 

２－４．強化部 
 【報告事項】 

1.報告事項 

１、強化審判員へ現在のトレーニング状況と YO-YOのクリア回数について調査中。 

  回答をフィットネス部と共有しブラッシュアップする。 

  7名から回答有り。4/19締切。 

 

２、web研修を構想中。１の結果を踏まえたものや映像を使用したものなどができれ 

ばと考えている。 

O：1級審判員もカテゴリーに分かれて、週に一度のペースで web研修を行っている。 

 zoomには少人数に分かれてディスカッションが出来る機能があったりするので、強 

化審判員に限らず、カテゴリー審判員の研修してみてはどうか。 

 

 

 

２－５．女子部 
 【報告事項】 

 ・女子部の事業として 5月 17日（日）に予定しておりました高体連依頼の 4級審 

判新規取得講習会を中止（可能ならば延期）することになりました。 

今後は,担当の先生と連絡を取り,今年度の講習について検討していきます。 



レディース部会から割当に依頼予定が来たが、県協会と協議して対応を決めたい。 

  →5/10のレディースリーグは割当部宛に中止連絡が来ている。 
 

 
 

２－６．フットサル＆ビーチサッカー部 
【報告事項】 

・5/17に新規取得講習を予定しているが恐らく出来ないと思います。 

 

 

 

２－７．インストラクター部 
【報告事項】 

 １．県内インストラクターおよび認定審査受験中の 88 名に対し、開幕前研修会の代替とし

て競技規則テストの実施を呼びかけている。 

  26名が現在取り組んでいる。 

 

２．同時に、今年度の研修会実施計画を案内したものの、新型コロナの収束が見通せない 

中、会場が使用できるようになるのか、 も含めて代替の ITを駆使した研修がどの程 

度展開できるのか、JFAや KTFAの動向も注視しながら可能性を検討しなくてはな 

らないと考えているが、ITスキルが提供者、受講者共に平均年齢が高いゆえに全般的 

にはそれほど高くないのも課題の 1つと認識している。 

Q:毎年、秋口に行われている 2級インスト試験について情報をお持ちの方はいますか？ 

A:そこまでの話しは現在出ていない。開催される想定で準備をお願いします。 

 

 

 

２－８．割当部 
【報告事項】 

延期/中止状況(千葉県該当割当)（4/16現在） 

JFA 

・U18プレミアリーグ 

第 7節(5/16-17)まで延期(AR2,4TH) 

☆関東 

・関東 U15リーグ 

5/末まで開催延期 

・関東女子サッカーリーグ 

前期は全て中止。後期第一節 6/20より開催予定。 

一部の大学が活動自粛になっておりますので後期予定の 

変更があります。 

・関東医歯薬獣リーグ 

春リーグ 

中止 

・関東トレセンリーグ(5/24) 

中止 

☆千葉県 

・1種 

一種選手権(準決勝/決勝)-開催延期(未定) 

リーグカップ-中止 

クラブ選手権―6月開催予定 



社会人リーグ戦(1～3部)-6月開催予定 

県大学選手権-5/3開催予定(4/22理事会開催で協議) 

大学リーグ戦-未定 

・2種 

U18リーグ戦-5/9開催予定(その後連絡ありません) 

Q:2種の対応はどうなっていますか？ 

A：開催は難しいと思う。確認して割当部長に連絡します。 

・3種 

U15リーグ戦-6月以降開催予定 

U15選手権-6月以降開催予定 

・女子 

リーグ戦-中止 

 

以上、4/16時点で割当部に連絡を頂いている情報です。 

欠落している情報がありましたらご教示お願い致します。 

 

・リーグ戦等の再開に向けてアクティブレフェリーやカテゴリー審判員には準備や割 

当に協力いただけるように連絡をします。（再開時期は未定。） 

 

 

 

２－９．フィットネス部  
【報告事項】 

 ・現在計画している研修はありません。 

 

 

 

２－１０．財務部 
【審議事項】 

 ・特にありません。 

 

【報告事項】 

・2020年 1月より書式が新しくなっております。千葉県 FAの HPよりダウンロードしてお使い

頂くよう関係者に周知徹底をお願い致します。 

・委員会の精算につきましては、書式１号をご使用頂き、交通費相当額欄に記載して精算して

下さい。 

Q:当初の事業計画と違う予算の使い方が出てくると思うがどのように予算を執行し 

たら良いか？ 

A：配分されている予算の範囲内で委員会での承認を得て予算執行すれば良い。 

 

 

【確認事項】 

 ・古い書式を使用している方々が散見されますので、新しい書式にて手続きを進めて頂くよう

お願い致します。 

 県協会の HPを確認して下さい。 

・各書式を記載する際に「〃」は使用してはいけないので、関係者に周知して頂きたい。 

 ・提出資料に未記載部分が多いので、必ず確認してから提出するよう関係者に周知して頂きた 

い。 

  （特に、「担当者名」、「携帯番号」、「合計」の未記載が多くみられます。） 

 ・宿泊した際の領収書は、宛名を個人名ではなく、「(公社)千葉県サッカー協会」で取って下さ 



い。 

 ・交通費の精算の際に、高速料金を請求する際は、「領収書」または「利用証明書」を提出して 

下さい。 

  裏面に貼り付けて下さい。 

 

【依頼事項】 

・５万円以下は税務署への送付も必要なく報酬額を報告する必要が無いため、今年から報酬 

額が５万円以下の審判、指導者、運営担当者については支払調書を事務局より送付しない

事となりました。必要な方から依頼が有れば送付します。 

関係者へ周知徹底をお願い致します。 

・上記と合わせて、3か月毎に各個人に送付させて頂いている明細につきましても今年度か 

ら送付しないこととなりました。必要な方から依頼が有れば送付致します。関係者へ周知 

徹底をお願い致します。 

Q:JFAに審判トレセンの件で補助金に申請を出してあるが申請が通った等の情報は有りますか？ 

A:基本的に申請した物は全て補助金が出ると思います。 

 

 

２－１１．総務部 
【報告事項】 

① レフェリーニュース発行について 

・4月号は web発行。 HPには 4/9にアップ。 

  ・7月号 記事の締切りは 5月 29日（金） 

 

② 永年表彰式について  

・5月に予定していた永年表彰式は延期が決定。 

8月頃に状況をみて、表彰式を行うか判断する。 

県協会事務局に 20年、30年の表彰盾発注を依頼した。 

Ｏ:10年表彰の記念メダルは中国にて生産されていると思うが発送が大丈夫か懸念しています。 

A:どこの業者でも中国生産が多いと思うのでなるべく早く手配していきたいと思います。 

 

 ③web会議システムの検討について 

  ・先月の委員会でも話しがあったが、このような社会情勢の中でも委員会が開催出来るよう 

に会議システムを検討している。zoomの他、ハングアウトやウェベックスをネットにて調 

べたが先月の委員会で使用した zoomは委員会内でも多数の者が使用した経験があるので、 

詳細な契約内容を先方に照会かけている。 

 

【依頼事項】 

  各部にて、研修会・会議や昇級審査等を推薦や指名を行った上で県外活動及び宿泊活動を実 

施する審判員・インストラクター及び帯同者が生じる場合については、当該研修会が行われ 

る事が確定都度若しくは、遅くても実施月の翌月５日迄に総務部の保険担当宛に、対象者の 

旅程を必ず報告して下さい。又は上記の様な研修会に参加をした審判員に対し、各部いて報 

告書の提出をお願いしている時は保険担当に CCでお送りいただく形でも構いません。 

  毎月、対象者へは旅行保険を掛けている関係から、保険担当が保険会社へ実績報告していま 

すので宜しくお願い致します。 

 

 

その他 
【次回 審判委員会】2020年 5月 9日（土）15：00～ web会議の予定。 
   資料がある部署は、金子（秀）まで 5月 4日(月・祝)迄にお願いします。 

 



 

 

 

項目トップへ 議事録トップへ 

 


