
 

(公社)千葉県サッカー協会審判委員会 2020 年 7月分議事録 
 

会議日時 2020 年 7 月 11 日(土) 15:00～17:32 

会  場 船橋市中央公民館 第 6 集会室と Web での会議 

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 
・クラブチーム選手権は 7/18に終了。 県リーグは現在、開催中。 

  ・社会人 1部 9/3～。 2部 9月下旬から 

  ・大学リーグ 8/2～（エントリーチーム確認中。）関東リーグは 7/11～ 

 

 

・２種委員会 
 ・高校選手権の千葉県予選については運営の仕方を協議中。 

  9月～ 予選。 10/17～ 決勝トーナメントを予定。 

 ・リーグ戦は 9月開催に向けて準備中。 

 ・女子の選手権は 9月～開催出来る様に準備中。 

 

 

・３種委員会 

   欠席 

  ・U-15 高円宮 サッカーリーグ 9月第 2週～ 

   2回戦から派遣をお願いします。 

 

 

・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 
 【報告事項】 

JFA 

①競技規則の改正 

サッカー競技規則・フットサル競技規則の改正について内容確認願います。 

  適用は原則 7/1（水）遅くても 2021.4.1（土）まで。 

 

②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続報があった（詳細は情報共有を参照）。 

 

KTFA 

①7/3(金)に関東審判委員会が zoomで開催された。主な議題は以下のとおり。 

・2020年度フットサル 1級審査 関東から３名受験中 

・2020年度フットサルインストラクター審査 関東から 2名受験予定  

・2020年度フットサル 2級審判員強化研修会（上位級を目指す２級審判員対象）→中止 

・社団法人関東サッカー協会 第１回理事会 7/18 開催予定 

 

【中止情報】 

・2020年度夏季育成研修会等 

O－35審判員研修会（クラブユース U-15）帯広 

U-20/U-22審判員研修（堺ユース U-18） J-GREEN 

第 1回日本クラブユース女子サッカー大会（U―18）  

∴全国大会への審判派遣 → 8月までの全国大会 すべて中止 

【その他】 

・国体は延期  期日未定 

   ・全国社会人大会/地域チャンピオンズリーグ  開催可否が不明 

・2020シーズン（後期）女子 1級審判員カテゴリー   変更なし 

・ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｾﾝ U-14（時之栖）は、開催の可否を技術委員会で検討中。 

・U-12選手権（鹿児島）は、例年通りに開催する方向で準備中（最終決定は、 

遅い場合 1か月前）。 

  ②2021関東レフェリーアカデミー応募（応募者の詳細は育成部より報告願います） 

6/30締切りの関東レフェリーアカデミーについて本県から１名応募した（全体で 10名強）。 

③審判員対象開幕前研修会（本県からの参加者および主な内容は強化部より報告願います） 

6/28（日）に関東審判員開幕前研修会が集合体形式で開催された。 

④指導者対象開幕前研修会（主な内容はインストラクター部より報告願います） 

   6/24（水）、6/27（土）、6/28（日）に指導者を対象とした開幕前研修会が Zoomで開催され 

た。 

  ⑤コロナ禍の対応について 

アンケート調査を回答した。主な内容はサッカー、フットサル、指導者の健康観察、web

ミーティングの実施状況、日当など。 

 



CFA 

①（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６名選出した。 

   ＊7/19に総会が開催される 

 

②体調不良者発生時の対応について 

 6/22に県所属審判員の体調不良が発覚した。対応について事前に取り決めがなされていな

かったため、多くの方々に迷惑をかける結果となった。 

 これを踏まえて 6/25(木)に臨時の審判委員会を開催して対応策を決定した。 

また、6/26(金)、6/27（土）、6/28（日）に対応策を派遣審判員に向けて Zoomで通知した。 

 

【情報共有（審判委員会 googleカレンダーを参照願います）】 

JFA 

 ①2020/06/18 6/6（土） 新規認定講習会 相談・意見交換会 当日映像および資料 

について 

    → 6/6ミーティングの資料提供 

②2020/06/18 フットサル 2020/21競技規則改正の件 

 → 表題とおり 

③2020/06/18 （サッカー）競技規則 2020/21 適用開始日について 

 → 表題とおり 

④2020/06/23 2020年度 新規認定講習会 オンライン講習等での資格認定について 

 → 表題とおり（県内実施の既往研修会についての個別回答） 

⑤2020/06/23 7 月 U-20・U-22審判員研修会／8月 O-35 審判員研修会 

 → 表題中止連絡 

⑥2020/06/24 2020 年 地域・都道府県審判フォーラム 議事録・当日資料・その他 

    → 5/24ミーティングの資料提供 

⑦2020/06/29 2020/21サッカー競技規則の発送スケジュールと個別ガイドについて 

 → 表題とおり 

⑧2020/06/30 2020/21 フットサル競技規則 第３条暫定的改正の件 

 → 表題とおり 

⑨2020/07/07 2020年度 新規認定講習会 オンライン講習等での資格認定について 

 → 表題とおり（県内実施の既往研修会についての個別回答） 

 

KTFA 

①2020/6/17 再開の方針（共有事項等）について 

 

CFA 

web研修会の経過報告 

・グループ分けが進んでいないので、その先に進めていない状況。 

・育成部がグループ分けする対象者が多いため、グループ分けが進んでいないと思われる。 

 

【お願い】 

 ①連絡体制について 

  ・当委員会は組織が確立されており、各部署が主体となって様々な事業を進めていただ

いています。早急な対応が求められる場合に備えて、部署内での情報の共有化と部長

以外に副責任者の配置をお願いします。 



  ・（種別代表者様へ）県協会では各競技会において規律を掌る部署の設置をお願いして

います。規律部署に諮る事案が生じた場合の報告先を小職までお知らせ願います。 

 

 ②コロナ禍における対応について 

  ・新型コロナウイルスの収束が見いだせないなか、各部署で今年度予定している事業が

思うように進捗できない歯痒さ、お察し致します。この状況が暫くは継続すると想定

したうえで、県内サッカーのため審判員のために今できることを尐しずつでも取り組

んでいただくようお願いいたします。 

  ・現状において審判関連事業の進捗に部署間で偏りが生じています。この後、現時点に

おける実績と見通しを各部署から報告いただきますが、今後の事業に関して委員会内

で柔軟かつ縦横断的に人材と事業費を運用できるようお願いいたします。 

 

 ③上位審判員に対する健康管理について 

  ・上位の競技レベルで活動する２級上位の審判員に限定して、１級審判員と同様レベル

の健康観察ができないかフィットネス部を中心に検討ねがいます。 

 

 ④Zoomの予約管理について 

  ・6/28（日）の派遣審判員への周知会の開催にあたり、Zoomミーティング予約が重複し

ており、開催時刻が遅れて参加者へ多大な迷惑をかけた（迷惑をかけた謝罪的意味合

いもあり、審判員の皆さんに対してとても失礼な対応だったと猛省しています）。 

総務部を中心に今後の対応策を検討ねがいます。 

 
RDOより 

 ・関東大学 1、2節は帯同審判。 前期は 1部だけ派遣審判員。 

  総理大臣杯は中止。それに代わるアミノバイタルカップを計画中。 

 ・関東社会人は後期だけが派遣審判員で開催。 

 ・2種はプレミアが中止。関東ではプレミア所属チームとプリンス所属チーム別々 

  でリーグ戦をする予定。 

 ・高円宮 U-15関東大会は 11月 2、3週で開催。それに向けて県の予選がある。 

  

 ・皇后杯の予選は 9月。 

 ・女子大学リーグは 8月末から 予定通り。 

 ・U-15女子リーグ（関東）8月終わり頃から 

 

 ・フットサルは 8月までは中止。9月以降は実施予定で準備中。 

 ・U-18の全国大会（8月予定）は中止となったが webを使った研修を行う予定。 

 ・ビーチサッカーの 9月の大会は実施予定。 

 

 

 

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）種別からのクレーム対応 

  各種別から審判員に対するクレームがある場合には統括部内で共有願います。 

個別の判定については応じませんが、総体的な意見や選手・役員および審判員双方に有益な 

場合には関連部署で対応致します。 



→該当審判員に研修等の学習の場を用意する事もある。 

 

（2）実働審判員の更新の基準 

  現在のコロナ禍における活動環境を踏まえ、実働審判員に対する更新の基準を設定願います。 

→各部にて部内協議する。 

 

【報告事項】 

（１）昇級講習会について（先月と同じ） 

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。 

当日の詳細は普及部が中心となって計画中。 

  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 

2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 

また、第２回および第３回についてはリアルタイムの web配信を行う方向で計画 

中。 

    

第１回 7/4（土）  千葉市生涯学習センター 大研修室（４０） 9:30～11:30 

  第２回 7/18（土）     〃        大研修室（４０） 16:00～18:00 

  第３回 7/26（日）     〃       大研修会（１５０） 14:00～16:00 

 

 

 

２－２．普及部 
【活動報告】 

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 

受講者 出席 48人／申込 48人 

 

 

会場 千葉県総合スポーツセンター宿泊研修所第 3研修室 

受講者 出席 18人／申込 18人 

 

会場 千葉県総合スポーツセンター宿泊研修所第 4研修室 

受講者 出席 16人／申込 16人 

 

【活動予定】 

7月 19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 2,3研修室（申込 7人、定員 30人） 

 

7月 23日(木祝) 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 3,4研修室（定員 30人） 

    千葉県総合スポーツセンター宿泊研修所大ホール（定員 55人） 

 

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) 

 3級昇級審査 2次審査受験者 35人 

 

 



7月 26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 70人） 

    千葉県総合スポーツセンター宿泊研修所大ホール（定員 55人） 

 

8月 2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 3,4研修室（定員 30人） 

 

8月 9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 3,4研修室（定員 30人） 

 

8/9より後の 8月中に何回か追加で新規取得講習を開催する予定。 

 

10月に昇級審査を予定している。（野田市陸上競技場の予定だが取れなければ、変更有り） 

9/22 フットボールセンターは使用出来る。10月は空いていない。 

 

 

 

２－３．育成部 
 【審議事項】 

１．【サッカー２級昇級審査（７月２４日開催）】への受講者追加について 

顕著なサッカー歴（別紙の通り）になるのかがわかりませんが、若く昨年度まで現役として 

活躍をされておりましたので、出来る限り早い段階で上の級で経験を積ませたいと思って 

おります。 

審議のほどよろしくお願いします。 

 

Q:現在は茨城県の所属なのか？ 

A:千葉県に所属していて、A1を一回割当てた。今週も割当てている。 

→承認。（規約に記載されている顕著なサッカー歴に関して県協会に確認後、最終判断。） 

 

【報告事項】 

 ・7/7に 3級にチャレンジする 3名について zoomを使用して試験対策を実施した。 

 

【活動予定】 

 ・9 月頃からユース審判員向けの勉強会を始める予定。 

 

 

 

２－４．強化部 

 1.報告事項 

(1) 県内関連 

1 級受験者サポート 

6 月 20 日 クラブ選手権 ビデオ撮影 

 

 

Web 研修会の実施 

 7 月 5 日 県カテゴリーA 審判員 11 名参加  

  

(2) 県外関連 

 関東開幕前研修会 

 6 月 28 日 東京都中央区 強化審判員を 3 グループに分けて実施した 



仕事と自宅待機 2 名を除く 17 名が参加した 

関係部署長にはメールにて報告済み 

 

 

 

２－５．女子部 
【６月２８日 女子部会審議事項より報告事項】 

今年度の事業について 

  以下、予定されていたが，開催が難しい。どのように実施できるか 

 5 月  新規取得（高体連）中止 

 8 月  育成実技研修→3種を使った研修の予定だが恐らく中止。 

 11月  初心者実技研修→4種を使った研修の予定だが現在、未定 

 2 月  育成実技研修 →U-14トレセンを使った研修の予定だが現在、未定 

 

 ○例年、8月と 11月の実技研修で更新を行っていたが，今年度，更新研修は行わない。 

  →更新とセットにして人を集めていたが，実技研修ができた場合、人数は期待できないと

言うことでよいか？ 

 ・実技研修の開催の予定が立たないので，更新研修としての計画は難しい。 

今年度は eラーニングで更新を進めることをＲＮにも記載してもらう予定 

 ○オンライン研修での更新も視野に入れる。 

 ○新規取得は今年度 8月まで可能なので，高体連から依頼があった場合は検討する 

  →学校の部活動の状況を踏まえる 

  →オンライン研修については，実施環境が整っているかどうか確認が必要 

 ○大学のニーズにも応えていきたい 

  →大学は授業をオンラインで行っているので，環境は整っているのではないか 

 ○２月の実技研修は，実施の予定（可能性はある）。 

 ○ＪＦＡトレセン（２月）は実施予定 

 ○関東女子リーグの開幕延期について 

   当初、６月２８日予定であったが，現在未定。 

○今年度の役割分担（事業ごとの）は特に決めず，その都度声を掛け合う形で行う。 

 ○女子委員会との連絡 

  今後の試合日程が送付されたが,割当担当と情報は同じであった。 

 

 
 

２－６．フットサル＆ビーチサッカー部 
【報告事項】 

１ フォローアップ研修会 

２０２０年７月５日（日）10：00～18：00 

会場：パデル＆フットサル浜野  

 

【活動予定】 

１ フォローアップ研修会 

２０２０年８月９日（日）10：00～18：00（県 2部） 

会場：パデル＆フットサル浜野  

 

２０２０年９月５日（土）10：00～15：00（新 3級） 

会場：千葉市内  

 

 



２  Ｆ２昇級予備審査 

２０２０年７月１２日（日）13：00～15：00 （2名受験） 

会場：千葉市ポートアリーナ  

 

３  新規取得講習会 

２０２０年７月１２日（日）9：00～17：00 

受講者数：25名 

会場：千葉県総合スポーツセンター宿泊研修所 

 

２０２０年８月２２日（日）9：00～17：00 

受講者数：25名 

会場：千葉県総合スポーツセンター宿泊研修所 

 

【審議事項】 

2020年 第 1回関東ビーチサッカー審判研修会への派遣審判員について 

2020年 7月 25日～26日 

会場：鴨川市令徳高等学校 

2名を推薦したい 

→承認。 

 

 

 

２－７．インストラクター部 
【報告事項】 

１．6 月開催新規取得講習会 4 回講師 4 名派遣 

 

２．5 日時点で 24 日昇級審査対応人員→育成部より 2 名応援。 

試験問題→2 級の問題は作成済み。3 級はこれから。 

  

 ・来週中頃、関東の指導部会議があり、2 級インストラクター受験者について 

  推薦する者の目途を報告しなければならないが決めかねている。 

O:今まで見てきて良さそうな方を 2級試験に推薦してみてはどうか。 

O:推薦者がいないという事態は避けた方が良い。 

 

 ・3級インストラクターのプレゼン試験は 7/19に船橋市中央公民館で開催予定。 

 

Q:委員会としてどの様な状況になったらアセッサー派遣を再開するのか明確にした方が良いと 

思うが、今後の方針があれば教えていただきたい。 

A:今年度は予算上、アセッサー派遣分として 50回程度しか取っていない。2級審査の 3次審査 

だけで予算を使い切ってしまう状況です。 

 それと現在の状況でアセッサー個人が派遣を受けても良いと言ったからといって、派遣して 

しまっても良いか迷っている。 

O:原則的な方針を示すというよりは個別に判断（1級サポートや重要な試合等）する。 

 

 

 

２－８．割当部 
【報告事項】 

延期/中止状況(千葉県該当割当)（7/7現在） 

JFA 



・U18プレミアリーグ 

中止 新方式リーグ戦を各地域で開催 

☆関東 

・関東社会人リーグ 

7/11より開催 

・関東大学リーグ 

7/5より開催 

・関東 U15リーグ 

8/30より再開。 

・関東女子サッカーリーグ 

前期は全て中止。後期は 7/25より開催 

・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) 

準決勝 8/22(土)＠ゼットエーオリプリスタジアム 

15:00KO 17:30KO 

決勝 8/26(水)@フクダ電子アリーナ 

18:00KO 

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)-7/5より開催 

(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) 

※派遣依頼の中で「北市川フットボールフィールド」20:10 KO 

に関しては過去のナイター開催の派遣実績で可能審判員確保の困難が予想される事から派

遣依頼をお断りさせて頂きました。 

県大学選手権-8/2、8/9、8/15（予定） 

大学リーグ戦-未定 

・2種 

U18リーグ戦-9月より開催予定 

選手権予選-9月より開催予定 

・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 

7/12～皇后杯予選 

・シニア 

シニア選手権―開催 

7/5～ O-60選手権予選 

 

☆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。 

・6月派遣実績 

１種―24試合 

内（北海道コンサドーレ札幌 TM―3）（JEF千葉―１） 

シニアー19試合 

Q:割当（試合数）のピークはいつ頃になりそうですか？ 

A:9月頃が一番のピークだと思います。 

O:7/24の昇級審査から、秋の関東の試験までタイトな日程で 8月の 2部リーグについて割当作業 

を一時的に止めてもらっていると思うが、7/24の審査の合否が出てから受験者を割当てるの 

か？それとも、とりあえず、受験者を割当てておいて 7/24の結果が不合格の者を外すのか準備 

しておいてもらいたい。 

 

 

 

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を開催した。 

アンケート実施し、フットボールセンターでのトレーニングは好評。 

 

Q:県内上位カテゴリーについて健康管理（観察）を実施出来るか？ 

A:管理をするとなると出来ないと思う。本人が日々記録した物を集約、集計することは出来ると 

思う。 

O:本人たちに検温や健康観察をしてもらって、提出を促したときに提出出来る態勢を整えておけ 

ば良いと思う。 

 

 

 

２－１０．財務部 
【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】 

 ・講師およびアセッサー以外の報酬は、源泉の必要がないため、源泉対象の金額を記載しない

で下さい。 

・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。 

※コロナ禍で受講料等収入が減っていますので、節約をお願いします。 

 

 

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月号は入稿済み 

・発行部数は 9908部 

・１０月号（web発行のみ） 

 

 【協議事項】 

  決勝審判員表彰について 

  ・今年度の決勝表彰審判員表彰については会場での表彰が難しいと思われる。（千葉県選手権 

についてはすでに事務局より会場での表彰は控えて欲しいと依頼有り。）ついては今年度の 

決勝審判員表彰はどのように実施したらよいか、ご意見を伺いたい。（例えば、年度末の審 

判委員会時に集まってもらって表彰式を行う等。） 

決勝戦の写真撮影には出来る限り行くつもりです。 

O:年度末の委員会時に集まってもらう方法は以前にやっていた方法。今はその時と比べて試合数 

も格段に増えているし、なかなか集まれないと思う。 

表彰自体は行った方が良いと思うので、メダルを郵送の形でも実施した方が良い。 

O:写真撮影で現地に行かれるのであれば、行った担当者から決勝審判員にメダルを渡してもらう 

のが余分な配送費が掛からなくて良いと思う。撮影に行かないのであれば郵送で良いと思う。 

 

【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。 

 
 

 

 

項目トップへ 議事録トップへ 

 


