
 

(公社)千葉県サッカー協会審判委員会 2021 年 3月分議事録 
 

会議日時 2021 年 3 月 13 日(土) 15:00～17:40 

会  場 zoom での会議 

出席者 1３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 

欠席 

 

 

・２種委員会 
   今年度は大会が尐なかった中ですが、選手権の派遣審判員対応ありがとうございました。 

 

 

・３種委員会 
    来年度、本県で関東大会が開催される予定。 
 

 

・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 
【協議事項】 

 1.オンラインによる新規取得講習会の進め方について 

オンラインを活用した新規取得講習会を進めるうえで以下の事項を確認したい。 



基本的にはオンライン講習とし、オンラインの環境が整わない方向けに例外的に実地講 

習を実施する予定。 

 

①実施数 

県協会で主催する実地とオンラインの実施数や割合について確認したい（今後どちらを

主体とするのか）。 

現在、予約済の会場での開催（実地講習）と＋オンライン講習を開催したい。 

 

②実施方法 

   【実施方法】 

Ａ；審判委員のズームを利用してオンライン上で講習会を設定し、委員会の担当者が 

出席者を管理しつつ、インストラクター部から派遣された講師がオンライン上で 

講義を行う（講師がシステムダウンした場合はホストが講師を務める）。 

Ｂ；郡市協会または種別等の主催者がオンライン上で講習会を設定し、種別等の担当 

者が出席者を管理しつつ、インストラクター部から派遣された講師がオンライン 

上で講義を行う。 

Ｃ；実地の講習会をオンライン上で配信し、配信者が出席者を管理する。 

 

〇配信方法のイメージ 

【受講方法】 

Ｄ；１台/人の端末を原則とする。 

Ｅ；複数人/台での受講を可能とする。 

 

 O : 郡市に Web 開催をお願いすると、Zoom の扱いについてどれだけ慣れている方が居るの 

かを考えると、実地開催にしたい旨の意見の方が多い様に思われる。Zoom ライセンス 

を増やす事は良いが、運営をどうするかが課題となる。郡市協会に対し、普及部が関 

わっていない所を考えると、運営は運営費の徴収や出欠管理を含めて郡市協会主体で 

行う事とし、講師は県協会より派遣する。オンライン環境が整っている郡市協会から 

進めていけばどうか。 

    但し、郡市協会がパソコン 1 台保有している事が原則必要となる。 

→【実施方法】は B。【受講方法】は Dを原則とする。 

 

【報告事項】 

RDOより ： 19・20年度 関東都県審判員登録者数・更新者数について 

       ⇒ 資料に沿って内容を確認 

       4月の関東昇級審査の日程確認を行っていく。 

 

JFA 

1.研修会・会議 

審判フォーラムが 5/29 開催 各ＦＡより 3 名参加を予定 

 

2.その他 

2021レフェリースタンダード（JFAホームページ掲載） 

   ⇒ データに関しては著作権により配布やディスカッションに絶対に使用しない事 

 

KTFA 

1.研修会・会議 

   ①審判委員会 

2/12（金）夜に関東審判委員会がオンライン開催された。 

内容は前月の審判委員会にて口頭で報告済。 



②都県インストラクター部長会議（詳細はインストラクター部より） 

3/11（木）の夜に首記会議がオンラインで開催された。 

   ③都県割当担当者会議（詳細は割当部より） 

2/27（土）に首記会議が開催された。 

次回は 3/19（水）の夜に首記会議が開催予定。 

④関東開幕前研修会（詳細は強化部より） 

3/7（日）の夜に千葉県向けの関東開幕前研修会が開催された。 

主な議題は以下のとおり。 

     活動方針／割当て方針／申送り事項 

 

  2.審査関連および大会情報 

  別紙のとおり（千葉県の開催日を決定したい） 

 

3.その他 

   ①都県イントレ（詳細はインストラクター部より）。 

2/27,28に都県審判インストラクタートレセンが千葉市／市原市で開催された。 

 ②強化審判員 

  2021年度 関東強化審判員のリストを作成中。 

フィットネスチェックの自己申告を添えて 3/21までに提出予定（女子は 提出済）。 

 

CFA 

1.研修会・会議 

①第４回理事会 

2/26（金）の夜に第 4回理事会がオンラインで開催された。 

2021年度の事業予定および予算について審議のうえ承認された。 

 

 ②社員総会 

3/20（土）に社員総会が開催予定。 

 

 O : 千葉県 2級審判員昇級審査の開催日時・場所について 

   ⇒ 小林氏 1名のみ・東京都在住者のため、他ＦＡの日程に参加させていただいてはどう 

か。 

 

【情報共有】 

JFA 

①2021/2/18 2022年度 JFL主審候補者プール 地域内候補者リストご提示のお願い 

②2021/3/4 審判部 人事異動のご連絡（2021年 2月 28日 3月 1日付 

③2021/3/5 2020/21フットサル競技規則：「第３条－競技者」の暫定的改正の延長について 

 

【脳震盪について RDOより】 

 

1/14 付の JFA から通達で「脳震盪による交代について」の情報が皆さまにも伝わ

っていること思います。先日（2/20）のゼロックスカップでも「脳震盪による交代」

があったことはご存じのとおりです。Ｊリーグの試合については、IFAB に 2021 ｼｰ

ｽﾞﾝから「脳震盪による交代」を行うことを申請して実施していますが、日本国内の

他のリーグ／大会で実施については、まだ JFA から具体的な指示は発信されていま

せん。今後 JFA の理事会で検討され、その後に指示が発信されることになっている

との情報です。日本国内での適用については、理事会後に発信される情報を確認し

ていただけるようお願いします。 



なお、今回の「交代の実施」とは別に、すでに JFA の医学委員会などから下記の

点が発信されていますので、皆さまを通じて審判員、審判指導者の皆さんと確認を

お願いします。 

〇「競技者に脳震盪の疑いあるのか」「競技者にプレーを続けさせるのか」の判断は、

チームスタッフが行うことであり、審判員が行うことではない。 

 ⇒ 医学委員会などから示されている「脳震盪の疑いがあるかのチェック（例 

えば片足立ち）」などについても審判員が行うのではなく、チームスタッフ 

が行うことである。（グラスルーツの試合などで柔軟に対応する必要がある 

場合は除いて） 

⇒ 審判員が行うべきことは、チームスタッフが「脳震盪の疑い」を確認する

ために必要な機会と時間を確保することである。 

 

KTFA 

①2021/2/24 9地域女子審判員担当者会議（02_03）資料 

②2021/3/4 関東開幕前研修会日程の件（excel） 

③2021/3/4 開幕前研修会資料の件（ppt） 

④2021/3/6 開幕前研修会日程(決定)・割当の件（excel） 

 

CFA  

①2021/2/24 2020第４回理事会について 

②2021/3/3 事業計画及び収支予算について 

 

【その他】 

  ①施設の利用申し込みを協会事務局名で行った場合の緊急連絡先（再確認） 

  ②備品購入について 

③記念品の棚卸（粗品進呈の件） 

⇒ 派遣審判員 134名へ郵送済 

④フットボールセンター優先利用日 

⇒ 5/8（土）、7/17（土）、9/11（土）、1/15（土）、3/12（土）の年間 5 日を確保してい

るので有効に使うようにする事（各日程終日を確保済） 
 

   O : 5/8（土）は、例年全体会に加え永年表彰を行うため、生涯学習センターを抑えてお

り施設へ納付済です。フットボールセンターに変更して開催する場合、収納済の費

用は返却されないのでご承知置き下さい。 

   O ： 生涯学習センターの諸室についてキャンセルすれば、確かに室料は返ってこないが 

延期して先の日程に振り替えるのであれば日程の変更が出来ると思うので、確認して 

みては如何か。 

 

 

 

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 
【報告事項】 

（１）オンライン研修会 

2/20、21にオンライン研修会を実施した。S2、3全員に案内を送付した。3月は開幕前研修

会で代替し、4月からカテゴリー毎の開催を予定している。 

 



   

（２）S2更新について 

  3/5現在の更新状況は以下のとおり。 
 

登録者数 未更新者 摘要 

107 4 4名のうち 3名は辞退 

 

（３）開幕前研修会 

  ３/６～14の期間で指導者ならびに審判員の開幕前研修会を開催した。 
 

対象 日時・名称 参加者（予定） 摘要 

指導者 

3/6 14:00～ 第１回   

3/6 18:00～ 第２回   

3/8 19:00～ 第３回  スタンダードは省略 

審判員 
3/7 14:00～ 第１回 89 18:00から関東研修 

3/14 14:00～ 第２回 （44） 3/8現在 

 

 

 

２－２．普及部 
【活動報告】 

2月 14日(日) 午前・午後 ４級新規講習会 

会場 スポーツ科学センター1研修室 

受講者 出席 60人／申込 62人 

 

2月 28日(日) 午前 4級更新講習会 

会場 スポーツ科学センター1研修室 

受講者 出席 46人／申込 48人 

 

2月 28日(日) 午後 3級更新講習会 

会場 スポーツ科学センター1研修室 

受講者 出席 21人／申込 21人 

 

【活動予定】 

3月 14日(日) 午前・午後 ４級新規講習会 

Googleフォームを使った研修会 

新型コロナウイルスによる緊急事態宣言延長に伴い Web講習会で開催 

 

  Q : 受講者は何名ですか。 

  A : 70名です。 

 

3月 28日(日) 午前 4級更新講習会 

会場 スポーツ科学センター1研修室 

 

4月 4日(日) サッカー3級昇級審査、2級推薦審査 

 会場 野田市総合公園陸上競技場 

 スタッフ依頼中 

 

  Q :  もしもコロナ感染症の状況で開催が難しい場合は 5/8（土）フットボールセンターを



活用して実施してはどうか。 

  A ： 4/4（日）3級昇級・2級推薦審査は同時進行で開催予定。但し、動向を見て再考する

必要がある場合は改めて情報共有します。 

 

 

２－３．育成部 
【報告事項】 

 ・ ユース活動については特にございません 

 

  Q :  4 月 4 日（日）は 2 級予備審査（一次審査）の認識でよろしいでしょうか。受験者数

は分かりますか。 

  A ： 一次審査の段階となります。人数は現段階で把握していませんので、判明次第情報共

有します。 

 

 

２－４．強化部 
【審議事項】 

 （１）千葉県強化審判員について 

目的 

関東主審担当のＣカテゴリーに次ぐグループを設け、通年で評価・指導することで昇降格の資料

とすることや、関東で主審を担当できる人材の安定的な供給を目指す。 

 

対象 

原則 2 級審判員。アカデミーや育成部の推薦により 3 級でも可。 

35 歳程度。 

本人の意思があること。 

フィットネス基準 

 

昇降格について 

以下の項目により総合的に判断する 

アセスメントレポート 

フィットネス 

競技規則 

活動への取り組み 

本人の意向 

将来的には 2 級昇級を目指すグループ（2 級昇級審査の方法の検討を含む）へ対象を広げること

も検討する。 

 

【報告事項】 

（１） 関東開幕前研修会 

3 月 7 日(日)zoom 

    例年集合で行われている開幕前研修を都県ごとに行うこととなり、3 月 7 日の 18：00～

zoom で行った。 

   研修内容は以下の通り 

   ・関東審判委員会の基本方針 

   ・具体的な取り組み 

   ・カテゴリーやコーチについて 

   ・割当に際しての注意事項 

   ・コンプライアンス遵守  

 

   Ｑ ： 女子審判員で参加者が分かれば教示頂き、参加出来なかった方へ資料配布をした



いが、資料提供は出来ないでしょうか。 

   A ： Google ドライブに挙がっているので女子部長より口頭で説明をお願いするともに、

他の都県で未だ研修会を終えていない場所もあるので、参加可能な日程があれば、

他の都県のオンライン研修に入るように参加出来ていない審判員へ案内をして下

さい（男子も含めて案内を行う事）。 

 

（２）高校新人戦、千葉県選手権を利用した研修会について 

   千葉県選手権決勝トーナメント２回戦（２月 23，28 日）にアセッサー派遣と映像撮影

をおこなった。 

   高校新人戦について大会が中止となり、研修計画も中止とした。 

 

（３）フィットネスチェックについて 

   3 月 20 日（土）に北市川グラウンドにおいてフィットネスチェックを行う。 

    40m Sprint 6 本 

    Yo-Yo Intermittent Recovery level1  

    参加人数をおさえるために関東 S~副審担当と県強化候補の 20 名に声をかけている。 

    回答締め切り 3 月 14 日 3 月 8 日現在 9 名申し込み 

 

 

２－５．女子部 
【報告事項】 

○順天堂大学女子サッカー部員の新規取得研修及び３級昇級審査についての相談あり 

  ・新規取得については，【今後の予定】① 

  ・３級昇級審査については検討中（学連からの依頼であれば対応する予定） 

   ①案：4月 4日(日)9-13時、 

②案：5月 2日(日)9-13時  

新規 4 級合格者も含める場合、3 月～5 月で紅白戦や練習試合で審判実績をつく

ってから実施。との提案あり。 

 

【今後の予定】 

 ○新規取得研修 

  ①順天堂大学 

   ・３月２０日（土） 

   ・場所：順天堂大学さくらキャンパス内 

   ・時間：９：００～１３：００ 

   ・対象：順天堂大学女子サッカー部員 

   ・その他：順天堂大学には外部者は立ち入ることができないので，女子部主催事業とし

て計画書は提出しましたが，順大担当者にお任せしています。 

 

  ②高体連 

・５月１６日（日） 

   ・場所：未定  ⇒ 5/8 フットボールセンターの活用も検討 

   ・時間：９：００～１３：００（予定） 

   ・対象：高体連女子チーム 

   ・高体連で募集をかける 

   ・場所は高体連で手配中。決定次第計画書を提出。 

   ※新型コロナウイルス感染症防止対策の状況を見ながら，年間１～２回、高校生対象に

実技及び座学研修を計画中 

 

   O ： 順天堂大学女子サッカー部員の新規取得研修及び３級昇級審査については連盟に

話をして行う事。依頼都度の単発対応では講師・スタッフ派遣による人的負担が



生じる事を踏まえて対応する事。実施するのであれば他の大学（国際武道大学・

帝京平成大学等）と含めて行う事が望ましい。 

   Q ： 高体連は例年、新規取得は募集すると何名程度居ますか。 

   A ： 参加者は毎年 60名程度あり、前回は U-15にも声を掛けており 20名弱居ました。 

 

 

２－６．フットサル＆ビーチサッカー部 
 欠席 

 

 

２－７．インストラクター部 
【審議事項】 

１．インストラクター報酬について 

⇒ 審議は保留。次回に再度審議を行う。 

 ・ 素材作成者、説明者各々の負担を考慮する必要がある。 

 ・ 有償ボランティアであり本業ではない為、予算基準を決めて支給すれば良いのではないか。 

・  講習会と研修会について報酬額は別建てで考えた方が良いと思います。 

 

２．アセスメントレポート書式の変更について 

  JFA,関東 FAが採用している新アセスメントレポートを採用したい。 

①各項目の評価点以上に、全体の評価点を大切にする観点から全体の評価点のみ採点する。  

② 評価点よりもアドバイスやコメントを重要視するため、評価点は審判員には非公開とす

る。  

③ ゲームの難易度と全体のパフォーマンスの両面から評価点を決める。  

④ 評価点の一貫性・統一性をはかる。 

 ことにより 

(1)審判員のパフォーマンスの向上に役立てる。 

(2)審判員の研修やトレーニングへの課題を提供する。 

(3)審判委員会に対し客観的表現に基づき審判員の評価を提供する。 

  その評価は点数も含め上位カテゴリーについては昇降格・割当等の資料とする。 

   

⇒ 承認 

  Q ： 評価点は審判員には非公開とする理由は何か。 

  A ： 評価点は付けているが、審判員には公開しないようにする事で、点数を意識せずに

指摘された課題を改善するために努力し、今後の審判活動に活かしてもらう為です。 

 

  O ： インストラクター有資格者の方々にも審判員に対し評価点を公表しないようにする

事も必要なので、予め案内して徹底しておく事。 

 

【報告事項】 

１． 2 月 アセッサー 強化審判員へのアセッサー 計１２試合派遣 

    新規講習会講師 ５会場 ５名 

更新講習会講師 ３会場 ３名派遣 

 

２． 都県イントレについて 【受講後アンケートは別添資料参照】 

  アナリシス 1 月 30-31 日に引き続き、2 月 27-28 日にも実施 

     (参加者 7 名)   

来年度の予定について、関東各都県に下記の通り提出、周知済み 

１ アナリシス 2021/5 月 1 日,2 日と６月（2 回開講希望） 

２ プラクティカル 2021/7 と 8  



３ IT （上記２がデモ者を調整できず開催できない場合の代替） 

 

３． 開幕前指導者向け研修会について 

3 月 6 日（土）14:00 から、18:00 から、3 月 8 日（月）19:00 からの 

3 回に分けて開催。50 名参加（全体の 3 分の 2） 

 JFA スタンダード、CFA 審判員ターゲットについて、 

今年度の活動方針、新アセスメントレポートについて 等 

 

４． その他の研修について 

① 今後の 4 級 web 講習や新規講習を使用して 4 級新規講師講習会を数名ずつ募集で

予定(web 講習会はさておき、集合型研修会を利用しての研修については、緊急事

態宣言中は開催を見合わせる) 

   ② 来年度の開幕に際して、新アセスメント研修会を行う予定 

   ③ 映像分析研修に伴いアナリシス・チューターリング研修生(修了生)を講師に依頼して

行っていく予定 

 

 

２－８．割当部 
【報告事項】 

JFA 

・開催がありませんでした。 

※2021 U-18プレミアリーグの都道府県割当担当は 

「第四の審判員」となりました。（2/4JFA発信） 

→「副審２」「第四の審判員」に変更になりました。 

・プレミアリーグ EASTが 4/4スタートで 4月は 5試合開催予定。 

 

☆関東 

・開催がありませんでした。 

※2/27（土）都県割当担当者会議のご報告は後日致します。 

・U15リーグが 4/4スタートで 4月は 5試合開催予定。 

 

☆千葉県 

・1種 

1－千葉県選手権 12/6より開催 予選トーナメント 50試合 

決勝トーナメント 2/13～2/28 8試合 

準決勝 4月開催予定 

決勝  5月開催予定  

2－全国クラブチーム選手権（3/21～5/3） 

全 35試合 

 

・2種 

船橋招待（市船招待） 

3/26～28（主審のみ） 

「審判員紹介」という形式で募集を掛けました。 

■大会形式 (予定)  ☆３日間参加  ・大会初日・２日目でリーグ戦４試合を行い、その結果

を基に最終日のリーグ組合せを決定いたします   

※大会３日間の計６試合の総合成績で順位を決定する   

★試合数： ≪初 日≫→２試合   

※第１試合 １０：００キックオフ ＜予定＞          

≪２日目≫→２試合                

 ≪最終日≫→２試合  ※最終試合 １３：２０キックオフ＜予定＞ 



 

・3種 

U15リーグ戦  ⇒ 4/10以降に延期 

3月度は 10試合開催 ⇒ 中止 

 

・女子 

開催はありませんでした。 

 

・シニア 

1―シニア選手権（2/7～4/4） 

予選リーグは主審のみ派遣（60試合） 

準々決勝より３名派遣（16試合） 

全 76試合 

※他の割当状況によっては、副審は一日同会場二試合割当予定。 

２－シニア関東予選 

4/24～25 スポレクパークで集中開催 

全 16試合 

☆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月派遣実績（）は中止試合。＜＞昨年 

１種―27試合（6）開催 21試合＜42＞ 

２種－9試合（9）開催 0試合＜0＞ 

３種ー4試合（4）開催 0試合＜73＞ 

女子―2試合（2）開催 0試合＜3＞ 

シニアー54試合開催＜49＞ 

合計－96試合（21）開催 75試合 

昨年―167試合 

昨年比－57％ 

 

 

２－９．フィットネス部  
 特に無し 

 

 

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。 

 ・日当の上限額は 3000円となっております。精算の際にお間違いの内容注意して下さい。 

 

【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、昨年から報酬額 

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 
【審議事項】 

 ①審判員登録から 10年経過している者(2010年登録のサッカー及びフットサル審判員で、今年

度登録の 198名予定)に、記念のトスコインを各自に郵送で贈呈したい。承認いただけたら速

やかに一般競争入札手続きに入る予定。配布は 5月頭を目途。（トスコインは送料込・20万

円には至らない。1個当り 1,000円以下） 

⇒ 承認 

 

 ②年度末に RNの印刷契約が終了する。 

  ４月～５月頃には印刷契約を締結したい。 

  承認いただけたら速やかに一般競争入札手続きに入る予定。 

⇒ 承認 ： 来年度はＲＮ紙面は 1回発行とする 

 

 ③事務報酬案の総額について 

  コロナ禍の影響が来年度も続くものと思われる。 

  今年度当初の事業計画の中で実行できなかったものや逆に新たに業務として発生したもの

（例えば、web研修の企画運営等）があり、新年度を迎える前に事務報酬の分配を決定する

事は事業執行の実態と相違する可能性が有る為、事務報酬の総額のみを決定しておきたいと

存じます。（各担当者への分配は年末から年度末頃に審議事項として上げる予定。 

⇒ 承認 

 
【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発行の予定。担当は高野氏 

近日中に zoomにて部会を開催予定。 

 

② 永年表彰について  

・10 年表彰は、KICKOFF システムデータから抽出し、3 月 31 日時点で更新手続きを済ませ

て千葉県協会に所属しているサッカー審判員、フットサル審判員に対して記念品を発送す

る予定。 



・20年及び 30年表彰については、次年度 5月委員会の前にセレモニーを行うか検討中。 

3/13現在で 30年表彰 2名、20年表彰 3名。 

県協会事務局に 20年、30年の表彰盾発注を依頼した。 

 

【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 
  

 

【次回 審判委員会】2021年 4月 10日（土）15：00～ 

 

 

項目トップへ 議事録トップへ 

 

 


