
 

(公社)千葉県サッカー協会審判委員会 2022年 1月分議事録 
 

会議日時 2022 年 1 月 8 日(土) 15:00～17:08 

会  場 zoom での会議 

出席者 23 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 

   新年あけましておめでとうございます。1/9（日）は 2部昇格戦があります。審判派遣も 

   対応済となっており、ありがとうございます。1/7の雪害の影響があり、会場グランド 

は使用できる状況である事は確認済ですが、変更になる場合は早々に連絡をいたします。 

現在、千葉県選手権を実施中で、2月中旬位で決勝ラウンドに進み、代表 4チームが決 

定する予定です。その後、O-30関東大会を千葉県で開催する事になっており、割当部に 

は相談しておりますが、2/19（土）4試合、2/20（日）2試合を予定しています。こちら 

も、4th含め 4人での対応になりますので、よろしくお願いいたします。 

今年も色々あろうかと思いますが、引き続きよろしくお願いいたします。 

 

 

・２種委員会 
   欠席 

 

 

・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 

  欠席 
 



 
ＲＤＯより ： 1月より JFAの延本さんがフットサル・ビーチサッカー専任となります。 

        千葉県の現状を教えていただきたいと思い、委員長に質問事項を 

メールさせていただきました。 

 

 

1．委員長より 

【報告事項】 

 JFA 

1.研修会・会議 

2021 年度第 3 回地域育成担当者会議（第 2 回事例共有会） 

12/16（木）19:50~ 

 → 本県からの参加者は委員長のみであった（FA 間でも参加者のばらつきがあり取

組み姿勢の一端が垣間見れた）。 

以下の事例紹介があり、資料を参考に本県でも積極的に取り入れてほしい。 

 

埼玉 ： ユース研修の取組み（内容は本県と似通っているものの、多岐の部署の多くの

方々が熱意を持って取組まれている） 

静岡 ： 県内が法人格を有する 4 ブロックに分割されており、極め細やかに発掘育成が

成されていた（互いが良い意味で競争意識を保っていた）。 

共通 ： 県協会発行の機関紙に特集を掲載するなどメディアを生かした運営が成されて

いた。 

2.大会情報 

 ①全国高校サッカー選手権大会 

昨年末から年始にかけて首都圏で開催された首記大会に本県から推薦した審判員

6 名が参加した。 

 

KTFA  

1.研修会・会議 

 ①関東審判委員会 

12/25 関東審判委員会がオンラインで開催された（議事は別添の通り）。 

 ②関東審判委員会と関東協会傘下の各種団体との審判割当に関する意見交換会に関す

る説明会 

12/11首記会議がオンラインで開催された（本県から曽我割当部長と堀川が参加）。 

関東審判委員会と都県割当担当間また都県 FA間で置かれている状況が異なり、意

見が集約せず継続審議となった。 

   ③関東審判研修会 

12/25～28浦和カップを利用した U-22研修が開催され、本県から２名の審判員を派 

遣した。 

  2.大会情報 

 ①関東トレセンキャンプ U-16 12/12（審判員 6名を派遣予定） 

 ②JFA ｶﾞｰﾙｽﾞｹﾞｰﾑ 2021関東 in千葉（1/23決勝・準決勝への審判派遣） 

3.その他 

①S1体力テスト 

12/18千葉県総合運動場にて体力テストが実施された。 

  間際の依頼にも関わらずドクターの派遣など外部の協力を得ながら運営 が成され

ていた。 

→ 協会事務局より会場借用および外部協力の依頼手続きに関して 

改善要望があった。 

 



CFA 

1.研修会・会議 

  ①U１６関東トレセン研修 

12/12 夢フィールドにて実施。 

②高校選手権に参加する副審の練習会 

12/26 八千代市にて実施。 

  ③レフェリースクール（プレ）事前研修 

12/26オンラインにて実施。 

 2.講習会 

 ①更新 

  S2 カテゴリー向け/一般向け 

  S3 および S4 原則オンライン 

 

Q : Ｓ２の申込みは今からでも対応可能でしょうか（⇒育成部） 

A : カテゴリー向けは今月末迄、一般向けは 2 月末としています。 

 

 ②新規取得 

  オンラインを中心に実施（協会からの要望により実地もカバー） 

 ③認定講習会 

  種別による実施要望あり 

→ 昇級審査受験者は更新講習に申し込まないよう要注意 

（年度切り替え間近で登録料を徴収する事にも留意）。 

3.フットボールセンター利用活動 

  1/15 イントレプラクティカル、S2 更新体力テスト 

4.その他 

提出頂いた次年度へ向けた各部の方針は以下のとおり。 

 

①役員改選と組織の改編 

・普及部  

・統括部  

・ビーチ・フットサル部  

・Web担当部署を特任で設置。 

・フィットネス部と統括部（指導担当部署）の連携強化。 

②各部の人員配置 

 インストラクター部  

③実施事業（新規事業や優先順位を含む）および予算計画 

    ・実施事業は例年とおり（ただしレフェリースクール、フィットネス 

研修、オンライン研修など 

     前年度新規計上分を確実に実施；資料 1）。 

・協会事務局へ予算案を資料 2のとおり提出（協会ヒアリング、理事 

会、総会を経て決定）。 

     ＜予算案編成の考え方＞ 

・S3および S4の更新講習会の e-ラーニング化により収入減と 

なっており、これを踏まえて予算立てするよう協会事務局より 

指示。 

・総額として 100万円減（1,915万円→1,815万円） 

・原則、各部 1割程度の縮減（予算案提出部署は要求額を計上） 

  

 

 



 

【情報共有】 

JFA 

①20211210_JFA【審判部発信】審判補助金使用状況アンケート 

②20211213_JFA【ご連絡】2021年度 JFL主審候補者プール JFL主審カテゴリー 

への推薦について（制限） 

③20211213_JFA【ご連絡】2022年度 JFL主審候補者プール 参加審判員の決定 

について 

④20211214_JFA【重要】2022シーズン 1級審判員カテゴリー発表（制限） 

⑤20211214_JFA【開催案内】2021年 第 2回事例共有会のご案内（資料配布） 

⑥20211217_JFA【開催案内】2021年 第 2回事例共有会のご案内 

（レコーディングデータ共有） 

⑦20211220_ JFA【審判部発信要検討】2021年度審判登録年締めに関する 

ご連絡 

⑧20211224_ JFA【開催案内】2021年 第 2回事例共有会のご案内 

（アンケート結果共有） 

⑨20211224_ JFA【審判部発信修正版再送】2021年度審判登録年締めに関する 

ご連絡（12/20訂正版） 

⑩20211229_ JFA【教材共有】「Better Referee～より良い主審になるために～」  

作成のご案内 

KTFA 

①20211213_KTFA【報告】関東 RAC活動報告（11月） 

②20211219_KTFA【案内】浦和カップ（関東審判研修会）について 

③20211221_KTFA【関東審判委員会発】審判員派遣割り当てに係る方針に 

関して 

④20211223_KTFA【通知】浦和カップの件 

⑤20211227_KTFA【ご確認】2021年第３回関東審判委員会議事録の確認に 

ついて 

⑥20211204_KTFA【宿題事項回答】2021年度第 2回地域審判分科会 女子部会 

議題 

⑦20211207_KTFA【地域 FA 審判委員会限り】2022年 JFA審判事業予定 

CFA 

①20211210_CFA【通知】CFA【通知】「第 17回日本スポーツグランプリ」候補者 

の推薦依頼について 

→ 該当なし 

②20211214_CFA【通知】新型コロナウイルス感染対策に係る新たなレベル分類 

について 

③20211223_CFA【通知】フクダ電子人工芝、千葉県フットボールセンター 

4_5 月利用申請 

→ 希望部署を審判委員会で集約のうえ 1/10 までに申請 

④20211223_CFA【確認】千葉県スポーツ協会創立 75 周年記念史の原稿に 

ついて 

⑤20211223_CFA【通知】JFA選手登録料（第 4種）の改定について 

⑥20220105_CFA【周知】旅費・交通費について 

→ 1/1 より施行されています（前回も通知） 

⑦20220105_CFA【通知】新型コロナウィルス感染関係の千葉県からの依頼・ 

通知等について 

 

＊上記のほか高橋 RDO より資料 3 の内容のヒアリング依頼があった。 

 

 



 

 

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 
【報告事項】 

 （1）S2審査 

S2審査について 11/27埼玉会場で実施され、本県から受験の５名が合格。 

うち 3名は筆記テスト 100点満点でお褒めの言葉を頂いた（本人の努力に加えて関連部署 

のサポートや前回受験者の協力の賜物であり今後も是非継続頂きたい）。 

 

（2）S2予備審査 

S2の予備審査（3次）を実施中。 

 

（3）S2更新体力審査（関東カテゴリー関連） 

  11/23、27に実施した S2体力審査の不参加者へのフォローを 1/15に実施 

予定。 

 

（4）カテゴリー編成 

  次年度のカテゴリー編成に向けて調整会議を実施予定。 

遅くても開幕前研修の前には決定したい（関東強化のカテゴリー区分を大幅に見直し中

で１月中には提示される予定）。 

 

 

２－２．普及部 
【活動報告】 

なし（新型コロナ感染対策のため 12月の講習会を開催せず） 

 

【活動予定】 

2022年 

1月 9日（日）３級更新講習会 

会場 スポーツ科学センター第 1研修室 

 

1月 10日（月・祝）４級新規取得講習会（2022年度前倒し講習） 

 会場 Zoomミーティング＜宍浦女子部長・榊原対応＞ 

    スポーツ科学センター第 1研修室＜普及部員対応＞ 

 

1月 16日（日）２級更新講習会 

 会場 Zoomミーティング＜普及部員対応＞ 

 

【依頼事項】 

・サッカー４級新規取得講習会（2022年度前倒し講習）の Web開催に係るスタッフ依頼 

 ○急遽、当該講習会を対面式でも開催 

 ○Web講習会のみで開催する計画だったため、既に KICKOFFシステムにて募集中 

○普及部員を対面式講習会スタッフに充てる 

 ○Web講習会について、審判委員会から運営スタッフをお願いしたい 

 ※４級新規取得 Web 講習会日程は以下のとおり 

・ 2月 23日（水祝） 

・ 3月 27日（日） 

   時間は 9：00～12：00終了予定 



 

 

２－３．育成部 
【活動報告】 

・ 12/25 新 S3 審判員研修会 受講者 8 名 

場所 ：松戸市小金北中学校 

 

【活動予定】 

・1/15（土） Ｓ２更新（最終）フィットネステスト 実施 

 

Q ： Ｓ２更新は、受講申込をしていない者を救済するための更新講習会は行いま

すか。 

A ： Ｓ２認定試験であれば、指定の受講日時に受験しない限りは合格に繋がりま

せんし、それだけ時間に制約がある中で対応してきています。 

そもそも更新の案内は予めの日時をアナウンスし、1 か月以上の時 

間があったにも関わらず今年に入り受講申込み出来なかったとの問 

合せを行う自体、Ｓ２審判員としての資質として問題と考えます。 

救済するためのＳ２更新講習会は、委員会として実施はしない事と 

します。 

 

  

２－４．強化部 
【報告事項】 

（１）関東トレセン U16 を使用した研修会 

12 月 12 日夢フィールドで行われる U16 トレセンの TM を使用して研修会を行った。 

審判員：8名 

指導者：4名 

   

（２）関東審判研修会（浦和カップ）審判員の派遣について 

12 月 25～28 日に埼玉県にて開催される標記研修会に 2 名の審判員を派遣した。 

審判員：2 名 

関係各所には参加審判員より報告済み 

12 月 15 日に zoom にて事前研修会を行った。心構え、精算・報告方法の説明、関東トレ

センの映像分析、ディスカッションの内容で実施した。 

 

（３）高校選手権本大会に向けての副審研修会  

  12 月 26 日に八千代松陰高校にて副審をメインターゲットとした研修会を実施した。 

  主審についてもスケジュール入力や割当状況から五十嵐副委員長にピックアップして 

もらい、アドバイスを行った。またインストラクターの指導実践の自主研修の場として 

も活用した。 

副審：4名 

主審：4名 

指導実践：5名 

講師：2名 

 

（４）高校選手権本大会への派遣 

本県から派遣された 6名のうち、4 名は 1，2 回戦を担当した。 

6名のうち、2 名は 1~3 回戦を担当した。 

一部問題となる事象があったが、委員長・副委員長を中心に今後に向けての指導を行った。 

 

３．今後の予定 

 （１）フィットネスチェック（Yo-Yo テスト） 



1 月 15 日 千葉県フットボールセンターにて強化審判員対象に Yo-Yo テスト 

を行う。 

現在の申し込み人数は 9 名+α 

 

（２）千葉県高等学校新人サッカー大会 

 2 月 5，6 日に行われる標記大会の３，4 回戦（関東高校予選進出決定戦）の一部を研修利

用する。 

 割当案は作成し割当部に依頼中。指導者についてはインストラクター部と協議して選定

中。 

 

（３）1 種選手権へのアセッサー派遣 

2 月 6，11 日の決勝トーナメントについては割当部とインストラクター部に、強化審判員

の割当とアセッサーの派遣をお願いしたい。 

別途割当状況を見て 1 月 30 日ブロック決勝にもアセッサー派遣をお願いしたい。 

 

（４）コーチミーティング 

1 年間を振り返ってのミーティングを実施する予定。（日時未定） 

 

 

２－５．女子部 
【今後の予定】 

 ○JFA トレセン  ２月１３日（日） ９：００～ 

         会場：幕張総合高等学校 

         対象者：高体連女子サッカー部審判資格保有者 

  

○実技研修会  (市船招待) 

  ２月１２日（土）時間未定 

    会場：船橋法典グラスポ 

  ※１１日も大会はあるが、県民大会と重なっているため研修を行うか

どうかは要相談 

          

○Ｗｅｂ研修  日時未定 

        ・①３級上位及び２級 ②３級及び４級 の②グループで 

         実施予定 

        ・②グループには独自教材を用意する予定 

 

  

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】 

 特になし（SI2 予備審査進行中） 

    

【報告事項】 

１．１２月 アセッサー のべ１６試合派遣  

 

２．インストラクター研修会について 

  現在、SI3 に対して競技規則テストに取り組んでいただいている。 

 
  また、今後の研修会も zoom オンライン研修を中心に企画検討していく 



予定。 

 

３．SI3 認定審査について 

  現在、試合分析を 2 月 12 日（土）にフクスク、または八幡球技場での U13 

県大会の試合を使用し、その後近くの会場にて講習も行う予定。近日中に 

案内を出す予定 

 

４．関東イントレ２０２２ ～チュータリング～ 後援について 

 ２０２２．１．８～９，２．５～６の予定で県内（幕張）で関東 2 級インストを 

対象に行われる予定。（埼玉県を会場に１．２２～２３，２．１９～２０でも 

開催予定） 

 会場手配、２／５～６はデモンストレーター審判員の手配を依頼されている。 

 （各日 午前午後毎に６~８名） 

 県内強化審判員他、２級審判員にご協力いただきたいと考えている。 

 

  ５．都県イントレ２０２１～プラクティカル～について 

8 月に予定し、延期としていた最終日メニューを 1 月 15 日（土）に千葉県フット 

ボールセンターにて行う予定。 

 また、本県インストラクター1 名が栃木県で開催しているプラクティカルメニューに 

参加していただいている。（2021 年 12 月 4，5 日、2022 年 2 月 19，20 日） 

 

 

２－８．割当部 
【報告事項】 

☆JFA 

・2021 U-18プレミアリーグ 

12月―２試合 

※都県割当担当は→「副審２」「第四の審判員」となります。 

 

☆関東 

・U15リーグ 

12月―2試合 

・Ｕ15リーグ昇格戦 

12月―１試合 

・Ｕ16トレセンキャンプ 

・12月―変則６試合 

・女子 

12月―３試合 

※12/11に「各種団体との審判割当，育成に関する意見交換」が Zoom会議で 

行われました。 

議題・「各種別からの派遣依頼に対しての割当管轄」  

→各都県で大会によって対応可否にバラツキがあって最終的にまとまらず。 

 

☆千葉県 

・1種 

※JEF TM  

12月―0 

※社会人リーグ１部 

 12月―0 

※社会人リーグ２部 

 12月―1試合 1月 一部昇格戦―２ 

※大学リーグ 



 12月―9試合 

 ※千葉県選手権 

12月―36試合 22/1月―21試合 

決勝トーナメントは 22/2月～ 

☆後期二級審査三次は 12/26（三回戦）より割当開始。 

12/26―２名 1/16―（第一回目 4名）（第二回目２名） 

※県民大会男子 

1月―20試合（レフェリースクール 6試合） 2月―3試合 

・2種 

※U18リーグ 

12月―39試合 2月―新人戦を使用しての研修会ー（16試合） 

・3種 

 ※U15リーグ 

12月―2試合 1月―12試合 

※高円宮杯 U15 

12月―１試合 

・女子 

12月―６試合 1月―６試合 

※県民大会女子 

1月―2試合 2月―3 試合 

・シニア 

1月―1試合（リーグ参入戦） 

 

☆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。 

※未提出者が多かったので 6/28に kick offより再度の提出お願いをしました。 

（データ保管：曽我） 

 

・12月派遣実績（）は中止。＜＞昨年 

１種―50試合（0）＜41＞ 

２種－45試合（0）＜1＞ 

３種ー2試合（０）＜0＞ 

女子―6試合（0）＜12＞ 

シニアー0試合(（0）＜0＞ 

合計－103試合（0） 

2020―54試合（昨年比 190.7％） 

 

 

※試合中止連絡に関して（継続） 

審判員への連絡はリーグ幹事と割当部から二重に連絡しておりますが、アセッサーの方への連 

絡が欠落していたことが散見されました。今後は、必ず kick offシステムを活用して注意を払 

ってまいります。 

 

 

２－９．フィットネス部  
【報告事項】 

アンケート送付ありがとうございました。 

現在、回収中です。 
 

 

 



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 
【報告事項】 

 ① レフェリーニュース発行について 

 ・1月号は紙面にて発行。（株）みつわさんに入稿済。 

  来年度は全て web 発行予定。 

・4月号の原稿締め切りは 2月 28日(月)の予定。 

 

② 部会について  

・12月 7日(火)に zoomにて開催。 

 RNの記事構成について協議。 

 4種決勝表彰 千葉テレビ旗 2/20（日） 

 次回の部会開催は未定。 

 

③ 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、レフェリーニュースを通じて自薦他薦を募 



っている。 

セレモニーを行うかは未定。 

状況により、表彰盾を送付し、RNへの寄稿をお願いする可能性が有る。 

 

【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】2022年 2月 12日（土） 
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