
 

(公社)千葉県サッカー協会審判委員会 2020 年 6月分議事録 
 

会議日時 2020 年 6 月 13 日(土) 15:00～17:32 

会  場 Web 会議 

出席者 16 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 

  ・社会人はクラブ選手権が進行中。～7/11。県リーグは 6/20～。 

  ・大学リーグは 8月中旬以降～11月末までの予定。10～14試合を予定。 

   2部は 9月開始が濃厚。11日から 12週間。 

   詳細分かり次第、派遣依頼をします。 

  ・千葉県選手権は 7/23、26に準決、8月のミニ国が中止になったので 22、23辺りに決勝を 

行う予定。 

O:7月は大会が出来ないと思いますので、ミニ国の日程辺りに準決をやり、9月にナイターで 

決勝を行うかもしれない。（この後の１種の会議で決定する。） 

 

 

・２種委員会 
 ・6/4高体連行事検討委員会があった。 

 ・8月いっぱいは試合を行わない。今年のリーグ戦は昇降格無し。 

 ・U-18サッカーリーグと高校選手権のみ開催予定。（土曜日に高校選手権を消化し、 

日曜日にリーグ戦を消化し並行して行っていく予定。） 

 ・9月にリーグ戦が開幕するにあたり、ユース審判員の確保が課題。高体連で新規取得講習 

を行っていく予定。 

 

 

・３種委員会 

   欠席 

 

 

・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 
  ・育成部報告事項、関東 RAM 推薦候補者メモ 

 

 

 

1．委員長より 
 【協議事項】 

  〇（公社）千葉県サッカー協会社員について 

今年度の社員を審判委員会から７名選出願いたい。 

前委員長以外は今年度も社員をお願いしたい。 

出来れば女子部長の他にも女性を１名選出したい。 

 
【審議事項】 

〇各部の事務報酬案につきましてご審議頂きたいと存じます。 

→承認。 

 

【報告事項】 

JFA 

〇１級審査 

    千葉県から一名が５月に S1審査のエントリーを完了し、試合再開状況を踏まえて JFA が

審査を実施する。県内の指導関連部署が一体となってサポート願いたい。 

   8 月以降で関東予備審査（1 試合）を行い、そのあと JFAで 2 試合審査し、最後に面接の

流れ。 

 

〇地域・都道府県審判フォーラム 

5/24に zoomで開催され千葉県から９名参加した。主な議題は以下のとおり。 

・人事について 

・事業について 

・コロナウイルス対策について 

   ＊参加を経ての意見・要望を取りまとめて JFAへ提出する。 

 

〇取得講習会のオンライン対応 

  新規取得のオンライン対応について通知があった（詳細は情報共有を参照）。 

  実施にあたってのミーティングが 6/6に zoomで開催された。 

 

KTFA 

〇関東審判委員会 

5/23に関東審判委員会が zoomで開催された。 

 

CFA 

〇コロナ禍における事業計画の見直し→特になし 

〇施設の利用予約上の注意事項（協会長名、事務局名での予約について） 

 

【情報共有】 

 JFA 

 ①2020/05/14 競技規則 2020/21の改正および IFAB回状第 19号について 



       →今年度の競技規則改正の説明 

 

②2020/05/19 新型コロナウイルス対策_トレーニング活動再開に向けた留意点(第 1 報_修

正版)   →表題とおり 

 

③2020/05/22 サッカー活動の再開に向けたガイドライン（第 1版）/ チェックリスト 

   →表題とおり 

 

④2020/05/26 新型コロナウイルス対策（第 11 報）_0526 

   →表題とおり  

原則として役職員の在宅勤務継続、6 月中は出勤率の上限を 20% 

役職員の出張・外勤は見合わせ、部外者の来局不可。 

 

⑤2020/05/28 2020 年度 新規認定講習会（審判員・審判指導者）オンライン講習等での

資格認定について 

   →表題とおり  

・新規認定講習会をオンラインで行うことが可能。 

例：・web 会議システム等を活用し、オンライン講習会にて認定する。 

・講義映像等の視聴・自主学習の後、確認テストやレポートの提出をもって認定 

する。 等。 

＊eラーニングと同様の資格認定は、現状では導入できない。 

・集合型の講習会を行う場合は、自治体や保健所等のガイドラインを遵守）。 

・講習会が混在することに鑑みて競技規則配布方法を変更。 

 

KTFA 

なし 

 

CFA 

①2020/5/29 緊急事態宣言解除に伴う事業再開の対応について 

→ 緊急事態宣言解除後の事業再開について 

 サッカー活動の再開に向けて 

各種チェックリストデータ 

再開に当たって（運営） 

新型コロナウイルスガイドラインフットボールセンター20200519版 

新型コロナウイルスチェックリストフットボールセンター20200519版 

 

②副委員長より（web研修会の経過報告） 

 ・審判員向け、インスト向けで全 10 回開催。 

 ・1 回に付き、約 10～15 名の参加があった。 

  ・映像を基にディスカッションをし、良い学びになった。 

 

 

 

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 
 【審議事項】 

（１）千葉県審判カテゴリーについて 



  今年度の千葉県審判カテゴリーを別表（当日回覧）のとおり編成した。 

  着色部は昨年一年間、活動していない方でこの方々への対応を協議願いたい。 

    

 案；活動の意思を確認したうえで継続の意思がある方は降格、ない方は 

カテゴリーから除外 

 

【報告事項】 

（１）昇級講習会について 

7/24（金祝）に千葉県フットボールセンターで昇級２次審査を実施する。 

当日の詳細は各セクションで計画中。 

  ２級審査は 10/18に栃木県で開催されるので、合格者が今秋受験できるようご速やかに 

３次審査を運営頂きたい。 

 

（２）競技規則説明会 

下記日程でサッカー競技規則の改正点の説明会を実施する。 

映像を多用するため集合型で開催する（web配信する方向で検討中）。 

   7/4（土）  千葉市生涯学習センター 大研修室（40） 9:30～11:30 

   7/18（土）     〃        大研修室（40） 16:00～18:00 

   7/26（日）     〃        大研修会（150）14:00～16:00 

 ※実働審判員、カテゴリ―審判員に案内を出し、空きがあれば追加で案内を出す。 

 

 

 

２－２．普及部 
【活動報告】 

6月 7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 

受講者 出席 13人／申込 14人 

 

【活動予定】 

6月 28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（定員 50人、申込 48人） 

    千葉県総合スポーツセンター宿泊研修所 第 3,4研修室（定員各 20人、 

申込各 19人ずつ） 

8月にも新規取得講習を開催する予定。 

 

7月 24日(金祝) 第 1回 3級昇級審査 2次審査 

 会場 JFA夢フィールド(千葉県フットボールセンター) 

 受験者 35人 

 

【審議事項】 

〇実技更新講習受講者への記念品について 

当初はレフェリーカードケースを予定していたが、実技受講人数を予測することが困難など

の理由から、予算規模・発注数を減らして別の記念品にしたい。 

今後の事務について、普及部に一任いただきたい。 

→承認。 

Q:一種の県リーグに参加予定チームは 7月末までに新規取得講習を受講していないと登録出来な 

いとしているが大丈夫ですか？ 

A:一種として新規取得講習会を立ち上げて対応してもらえれば大丈夫だと思う。 

 

 



 

２－３．育成部 
 【報告事項】 

１．【関東レフェリーアカデミーへの推薦者】 

 アカデミー・育成部より  

２０２１年度の関東レフェリーアカデミーへ推薦者を選出しましたのでご報告いたします。  

 

【活動予定】 

 １．【サッカー２級昇級審査（２次）】 

 開催日：７月２４日（金祝）  

会場：千葉県フットボールパーク  

時間：調整中 参加者：１４名程度  

スタッフ：調整中  

 

 

 

２－４．強化部 
 【報告事項】 

1.報告事項 

(1) 県内関連 

Web 研修会の実施 

5 月 31 日 参加審判員 18 名 映像を使用したディスカッション 

6 月 7 日  参加審判員 8 名  レフェリーのフィジカルフィットネスについて 

  

(2) 県外関連 

Web 研修会の実施 

S カテゴリー 5 月 23 日 6 月 7 日 次回 6 月 27 日 

A カテゴリー 5 月 31 日 6 月 13 日 

 

 

 

２－５．女子部 
【報告事項】 

 ・高体連の新規取得講習会開催については連絡待ちの状態。 

Q:高体連が主催するものや女子部が企画する新規取得講習会に大学女子も参加させていただいて 

良いか？ 

A:歓迎します。大学で女子の新規取得講習会を企画・運営する場合も女子部として協力します。 

 

 
 

２－６．フットサル＆ビーチサッカー部 
【報告事項】 

・5月の新規取得講習会は中止。 

 ・リーグ戦は現在、実施出来ていない。 

  7/5～ リーグ戦再開予定。（3部） 

 ・強化研修を月一回のペースで開催している。（web形式） 

 

【活動予定】 

 ・7/12の新規取得講習会は参加人数を制限し、実施する予定。 



  8月にも新規取得講習会の開催を検討中。 

 ・フォローアップ研修を 9月から始める予定。 

 

 

２－７．インストラクター部 
【報告事項】 

１．インストラクター向け zoom研修会 

   第 1回 5/30,31 各日 10時より 30日＝15名、31日=8名 

   第 2回 6/13,14 各日 10時より(予定) 13日＝12名程度 

 

 

 

２－８．割当部 
【報告事項】 

延期/中止状況(千葉県該当割当)（6/10現在） 

JFA 

・U18プレミアリーグ 

未定 

☆関東 

・関東 U15リーグ 

 未定 

・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→未定(6/8発表) 

・関東医歯薬獣リーグ 

春リーグ 

中止 

・関東トレセンリーグ 

中止 

☆千葉県 

・1種 

一種選手権(準決勝/決勝)-開催延期(未定) 

クラブ選手権―開催→6/6,13,20,27,7/4,11,18 合計 21試合 

@千葉県フットボールセンター幕張 

各試合主審 1名,副審 2名派遣 

社会人リーグ戦 

(1部)-未定 

(2部 2ブロック)6/21開催 8/30までの 25試合の派遣依頼あり 

(主審 1名,副審 1名派遣) 

１ブロックは未定。 

県大学選手権-未定 

大学リーグ戦-未定 

 

・2種 

U18リーグ戦-未定 

インターハイ予選-中止 

 

・3種 

U15リーグ戦-未定 

U15選手権-未定  

 



・女子 

7/5 O-30 3試合 主審 3名 副審６名 

7/12 千葉県レディース大会 ４試合 主審４名 

 

・シニア 

シニア選手権―開催 

6/14 @天台グラウンド主審 9名副審 18名 

6/21 @東総運動場 主審 5名副審 10名 

6/28 @東総運動場 主審 5名副審 10名 

※天台グラウンドから、コロナウィルス感染症対策として派遣審判員の個人情報の提出を求めら 

れましたので、情報はこの限りの使用です、と割当審判員にアナウンスしております。 

 

☆開催する各試合の審判チームの主審の方にはコロナウィルス感染症対策として 

「各種チェックリストデータ」をお送りして試合後の経過観察を含めて提出を 

お願いしております。 

 

 

 

２－９．フィットネス部  
【報告事項】 

 ・6/14 フィットネストレーニング 

  参加者：52名 スタッフ：4名 

  14-15時、15-16時、16-17時の計三回にグループを分けて実施。 

 ・強化審判員向けのフィットネス研修。 

 ・カテゴリー審判員に zoomを使った研修会を今月末頃から実施したい。 

 

 

 

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。 

 

【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。 

 

 

 

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 

・7月号は現在編集中 

・7月号は紙面にて発行する。 

 

 ②部会について 

 ・レフェリーニュースの校正が中心。 

 ・6/10 zoomにて開催 

 

③ 10年表彰について  

・6月末頃に発送できる見込み。対象者 178名。 

 

【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、各部に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 
・新規取得講習会を webにて開催するにあたって、原則普及部員で運営する予定だが、郡市協会 

等で運営のご経験がある方は普及部長までにお知らせ願いたいと思います。 

 
【次回 審判委員会】2020 年 7 月 11 日（土）15：00～ 会場は未定。 

   資料がある部署は、金子（秀）まで 7 月 6 日(月)迄にお願いします。 

 

 

 

 

項目トップへ 議事録トップへ 

 


