
 

(公社)千葉県サッカー協会審判委員会 2022年 5月分議事録 
 

会議日時 2022 年 5 月 14 日( 土 )   15：00 ～ 17：30 

会  場 Web にて（zoom を利用） 

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：クラブ選手権、リーグカップ終了。協力に感謝します。 

5 月 8 日から県リーグ開幕、派遣依頼が遅くなり申し訳ありません。1 か月前

には依頼するように指導していきます。 

全社予選 6 月 12、19 日で＠東総、４th は県派遣、２日間合計４名お願いしま

す。 

２種：河合委員長が欠席のため、小栗山氏より報告 

関東高校東サッカー大会が無事終了、協力に感謝します。第一代表が日体大柏、

第二代表が専修大松戸となりました。来月高校総体があります。既に開幕して

いるリーグ戦を併せて、引き続き審判派遣をお願いします。 

３種：欠席 

４種：欠席 

女子：欠席 

フットサル：欠席 

アカデミー：欠席 

 

RDOより 
5 月 15 日（日）＠JFA 夢フィールド、副審に関する教材撮影のために県内の審判員 3

名に協力いただく。 

 

委員長より 
【報告事項】 

年度が始まって初めての全体会です。新しいメンバーを加え、組織を組み替えながら

運営しています。厳しい状況の中、活動している審判員をサポートするため、委員会

メンバー皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

 

【協議事項】 



1. KTFA レフェリーアカデミー推薦について 

23 年度から KTFA レフェリーアカデミー第 4 期が開講される。募集要項を対象者

へ通知した結果、本日までに 3 名の応募があり、推薦プロセスを決定したい。 

→提案：体力について一定の基準を設けたうえでこれをクリアした者を推薦した

い。 

O： 示された基準があると思うので、それを担保するのは良いアイディアだと思い

ます。 

O： プール審判員が、YO-YO 最低 44 本、40m 走が 5 秒台というものがある。あ

る程度目安になるかと思います。 

フィジカルよりも検討いただきたいのは、本人たちが将来設計をどう考えている

のか。実際には大学を卒業して就職し、講習に出席できない可能性がある。当人に

一度検討させ、応募させるチェックをいただきたい。 

O： 千葉県のアカデミーとの繋がりの考慮はあるのか。 

A： ない。応募要項として、2 級審判員と 22 歳以下の年齢があります。本来であ

れば県のアカデミーとの繋がりが必須と思われるが、対象者にアカデミー生がい

ないのが現状です。 

O： ユース審判員を、ここに推薦するプールとしての位置づけにしていけばいいの

では。 

A： そのような考えもあります。平等にチャンスを与えたいと考慮して、今回は 2

級以上の 22 歳以下に全員に通知をしました。情報としては伝え、門戸は広げてお

きたいという考えもあります。 

⇒ 賛成多数により、承認。 

2. 審判資格登録への改革についての意見 

今年度より JFA『審判指導者養成への改革』を計画している。現時点では具体的な

施策を示せないが、要望・意見があればこの場で諮りたい。 

高橋 RDO：数年前より、審判資格制度改革の動きがあります。その中の一つとし

て、審判インストラクターはこれまで認定審査としていたものを廃止し、養成して

いく形に変更します（一定程度のカリキュラムを受講した者に資格を与えること

を想定している）。SI1 をそのように変更するのにあわせて、SI2/SI3 も養成の形に

変更していくことを検討中です。 

そのために、認定期間が長期化する可能性があるが、カリキュラムは JFA で手配

する予定。インストラクターについては、都道府県 FA から推薦され JFA で研修

した者が担当することで、全国一律の養成講習ができるようにしたいという考え

があります。 

技術で行われている、B 級/C 級養成と近しいものになるのではないか、これまで

のテスト形式から学習によるものに変わると想定されています。 

⇒ 関係部署にて継続審議とします。 

 

【報告事項】 

JFA： 全国審判委員長会議が 5 月 28～29 日に夢フィールドで開催される。 

 

KTFA：  

① 審判委員会（5 月 1 日、16:00～＠オンライン） 

議題 ・JFA 関連（組織、事業、昇級、大会関連） 

 ・審判員部（研修費、S2 審査概要） 



→関東強化審判員とインストラクターの研修費について、審議。決定事項は該

当者に通達済み。 

→昇級審査について、木原部長を通じて、該当者に通達済み。 

 ・総務部（不審メールの注意喚起） 

 ・指導者部（事業予定） 

 ・フットサル・ビーチサッカー部（事業予定） 

② イントレチーフ、インストラクター部長会議（5 月 21 日開催予定） 

③ カテゴリー別集合研修会 

・X 群：5 月 8 日 9:30～16:30＠JFA ハウス 

・Y 群：5 月 22 日 9:30～16:30＠JFA ハウス 

④ 強化インストラクター研修会 

・5 月 8 日 10:00～16:30＠瀬谷高校（神奈川県） 

 

CFA：  

1. 研修会・会議 

① 大会協力のお願い 

U-12 ジュニアサッカーワールドチャレンジ 2022（8 月 22～25 日）が開催され、

審判派遣依頼が届いている。平日で試合数が多いことから、事前に入念な準備が必

要と考えている。育成部・女子部（研修）、割当部と協力の上、進めてほしい。 

試合時間を検討し、複数試合を担当いただくことも検討したい 

  
試合数 

延べ人数 摘要 
30min 40min 50min 

8 月 22 日（月） 32   96 人 32 試合×3 人 

8 月 23 日（火） 16 16  112 人 16 試合×（3 人＋4 人） 

8 月 24 日（水）  16  66 人 16 試合×4 人 

8 月 25 日（木）   4 16 人 4 試合×4 人 

 
Q： 当該資料を見ていたところ「22 年大会概要」には異なる日付が記載されてい

るが。 

A： その他の大会との兼ね合いで変更となった。上記日程で開催される。 

 

② 社員の選任 

今年度の社員を決定したい。 

③ オンラインカテゴリー研修会 

5 月 7 日、第 1 回オンラインカテゴリー研修会を開催した（順次他カテゴリーに対

して同じ教材を用いて実施予定、5/7、14、21，28、6/4）。今年度は 5 回/年を計画

している。 

④ 審判報告書の書き方研修会 

重要事項報告書の記載に不備があり、主管先、規律フェアプレー委員会へ迷惑をか

けた。派遣審判ではないものの、審判員として理解しておくべき事項であることか

ら、3 級審判員以上と指導者を対象に、先般実施した同県集会を追加で 3 回実施

（5/14、15、22）して周知を図る。 



今後は、この研修会を受講した指導者が県内各地で同様の研修会を実施する予定。 

⑤ アセスメント研修会 

4 月 17 日＠ZOZO PARK、4 月 29 日＠磯部スポーツセンターにて実施した。 

⑥ 強化審判員研修会 

5 月 3 日＠ゼットエーオリプリスタジアムにて実施した。 

⑦ 女子観戦研修会 

5 月 22 日、ジェフ千葉協力のもと、女子向けの観戦研修会を開催する。 

→審判委員会（千葉県サッカー協会）の名称で活動する行事は、月例会にて報告す

ること（協会問い合わせ時の対応/外部機関へ協会からの協力要請手続き） 

2. 講習会/フットボールセンター利用活動 

① 講習会の実地開催について 

取得講習会において、安全を脅かす事案（講習後コロナ発症、体調不良者の発生

等）が発生している。参加者のみならず、講師、スタッフの安全を第一に運営をお

願いしたい。 

② 取得講習会開催時の留意事項 

取得講習会においてキックオフシステムに登録された生年月日を必ず確認するよ

う、アナウンス願いたい。 

③ フットボールセンター利用活動 

今年度は各部署に時間（案：AM/普及・女子、PM/育成・フィットネス・強化）を

割り当てるので積極的に利用いただきたい。 

3. 継続審議について 

前回までに継続審議となっている下記事項について状況を確認したい。 

① 審判カテゴリーの開示方法 

② S2予備審査の開催方法について 

③ カレンダー共有化のお願い 

 

【前回委員会 4/9 以降の情報共有（審判委員会 google カレンダーを参照願います）】 

JFA： 
①20220415_JFA 人事異動のお知らせ（JFA審判部） 

②20220420_JFA【依頼】副審映像撮影に伴う審判員手配のお願いについて 

③20220421_JFA【審判部発信】サッカー３級審判ワッペン発送遅延について(お詫

び） 

④20220511_JFA【お願い】登録情報の確認依頼 

⑤20220512_JFA【ご連絡】2022年度 全国審判委員長会議に関するご案内 

KTFA： 

①20220416_KTFA【ご報告】関東 RAC活動報告（3月） 

②20220418_KTFA【ご案内】2022 年度 第 1 回 都県割当担当者会議の開催につ

いて 

③20220426_ KTFA【会議開催】2022年度 第１回関東審判委員会（5/1 土） 

④20220501_ KTFA【ご案内】関東 RAC募集について 

⑤20220507_ KTFA【お願い】全国大会派遣審判員推薦について 

⑥20220510_ KTFA【通知】＜議事録＞RE:【会議開催】2022年度 第１回関東審判

委員会（5/1土） 

 



CFA： 

①20220421_CFA【ご報告】(公社)千葉県サッカー協会第 3 種委員会 規律・フェ

アプレー委員会 

②20220428_CFA【派遣依頼中止】審判派遣依頼について 

（第８回ＪＣカップＵ－１1 少年少女サッカー全国大会県予選） 

③20220502_ CFA【通知】型コロナウィルス感染拡大防止のための 

一都三県共同メッセージの周知について（依頼） 

④20220502_ CFA【通知】懲罰について 

⑤20220509_ CFA【開催案内】登録制度改革_JFA Passport 事前操作説明会（オン

ライン）について 

 

 

サッカー統括部 

 

【報告事項】 

1. 2級昇級推薦予備審査 

 実技審査がこれから行われる。 

 先月に課題とされた、後期の実施方法や、来年度以降については育成部・普及部と

引き続き協議中。 

Q： 10月の 2級昇級審査は確定でいいか。 

A： 3級審査は確定、2級審査については別枠で行うのか。来年度以降は検討中。 

 

2. 審判員のカテゴリーについて 

 カテゴリーの通知を 4月 26日にメールにて行い、県内所属の 2，3級審判員全員に

派遣割当希望があってカテゴリー通知が来ていない場合には連絡してほしい旨のメー

ルを別途送信した。その他、移籍関連もあり最終調整中。 

 基本的な考え方としては、2級はＢから、3級である程度やっているのであればＣ、

新たに始めたい方はＤからとする方針。新 3 級研修会などで良い報告があれば上のカ

テゴリーとすることもある。 

 

 

普及部 

 

【審議事項】 

なし 

 

【活動報告】 

4月 17日（日）午前 ４級新規講習会 

会場 スポーツ科学センター第 1研修室＜普及部員対応＞ 

受講者 出席 35人／申込 40人 途中退席者 1名（体調不良による救急搬送） 

※その後、体調に問題はなかったと報告あり。 

 

【活動予定】 

5月 8日（日）午前・午後 ４級新規取得講習会 



会場 スポーツ科学センター第 1研修室 

受講者 出席 73名/申込 94名 

※ 団体受講の大学生で感染症による欠席多数と事前連絡。 

 

5月 22日（日）午前・午後 ４級新規取得講習会 

会場 スポーツ科学センター第 1研修室 

 定員 100人 

 

O：5月 8日開催時にインストラクター研修会ということでご参加いただいた方が 5名

あった。次回以降は事前に参加人数と参加者、共有事項を連絡願いたい。当日

の参加者より問い合わせのあった内容等、事前共有に不足があり、当日の担当

者が問い合わせを受けた為。 

施設に対するコロナ関連の報告にも関連するので、講師・受講生の人数把握に

協力いただきたい。 

次回は 5月 29 日に船橋市にて開催されるので、当日の研修会講師が最後まで

担当することを含め、依頼したい。 

A:ご迷惑をおかけし申し訳ありません。以降は普及部にも一報させていただきます。

講師については、当日の担当者の予定確認が不足しており、次の都合のため退

席となりました。 

 

 

 

育成部 

 

【審議事項】 

4級審判員新規取得について 

ジェフ千葉レディースユースの選手向けに新規取得講習会をお願いされております。 

育成部の担当にて開催させていただけるよう審議お願いします。 

開催時期については未定、開催場所はジェフ千葉レディースユースにて用意していた

だきます。 

O： これまでは大川氏が依頼を受けて、担当されていた 3 種委員会として主催し

ていた。大川氏が 3種を離れたことで、どの部署が担当するのかが疑問で委員

会に諮っている。 

O： 開催計画等は問題ない。育成部がいいか、女子部がいいかを確認したい。 

O： 原則の「最低人数」等の規定を適用し、開催していくことがいいのではないか。

今回は「ユース」の括りで育成部にお願いする形で進めたい。 

Q： これまで開催実績はあったのか、女子部として認知しているのか。 

A： 1か月ほど前に女子部にも問い合わせあり。このような形となった。今後、単

独チームが希望するケースの増加が見込まれる。昨年度、順天堂大学からの希

望で似たような状況があり、どこが主催するのか等を事前に取り決めをした方

がいいのではないか。 

O： これを機に取り決めをしましょう。それと別に、種別とチームで情報共有が行

われて審判委員会に依頼が来れば対応が変わってくる事項ではないか。 

O： 女子委員会として主催したことがあるが、都合が合わない等で結局チーム単独



での開催を希望する声が出てきていた。 

O： 女子については、人数にもよるが、普及の観点から、若干の少人数でもできる

だけ人を増やす努力も必要なのではないか。現状の環境を考えると、全てが同

じではなく、違う対応ができれば。前向きに取り組んでいければ。 

O： 新規取得については、最少催行人員が 30 名という規定がある。講師の派遣等

の費用を含めて、人数を割り込むと赤字化してしまう為、それでも開催してい

いとは公式に言えない状況。個別のチームからの依頼で開催することも NG。

審判委員会として開催するのであれば、オープンな開催方法が望ましい。 

【活動報告】 

5月 29日＠松戸市内中学校、新 3級研修会を開催予定。 

 

【報告事項】 

特にありません。 

 

強化部 

 

【審議事項】 

全国大会派遣について 

 第 36 回日本クラブユースサッカー選手権（U-15）大会への派遣を求められて

いる。 

対象審判員は 35 歳以上。現状活動している対象者が少なく、推薦期日も余裕

がない。そのため、強化部と委員長に一任していただきたい。 

最悪の場合、千葉からの推薦はなしとなる可能性もご承知おきください。 

⇒一任 

 

【報告事項】 

1. 研修会の実施 

2022 年５月３日、クラブ選手権決勝＠ゼットエーオリプリスタジアム 

担当審判員：３名 

アセッサー及び研修講師：１名 スタッフ：１名 

研修参加審判員：３名（内ユース１名） 

観戦と競技規則テストのみ：２名 

 

概要 

・グーグルフォームを使用した競技規則テスト 

・クラブ選手権観戦 

・競技規則テスト振り返り 

・「理想の審判員とその要素」 

・試合のフィードバック、ディスカッション 

解散（県リーグカップ決勝観戦自主研修） 

   

2. 関東研修会 

  カテゴリー別集合研修会【X 群】 



2022 年 5 月 8 日（日）＠JFA ハウス 1 階、ヴァーチャルスタジアム 

  参加審判員：（対象者４名全員参加） 

 

その他、大学選手権や関東高校県予選に指導者を派遣して指導を行った。 

 

【今後の予定】 

1. 高校総体県予選 

  6 月 12 日、準々決勝、主審のみ：４試合 

  6 月 18 日、準決勝、4 名セット：２試合 

  6 月 19 日、決勝、４名セット：１試合 

 

2. 関東研修会 

  カテゴリー別集合研修会【Ｙ群】 

2022 年 5 月 22 日（日）＠JFA ハウス 1 階、ヴァーチャルスタジアム 

→該当審判員より、割当を優先していいと聞いた為、県割当を受諾済み。それに

より研修会参加ができないと複数連絡あり。Y 群については全員参加が叶わない

可能性。 

 

 

女子部 
【審議事項】 

ありません。 

 

【今後の予定】 

女子部観戦研修 

場所：フクダ電子アリーナ  

日時：2022 年 5 月 22 日（日）12:00～15:00 

試合：WE リーグ、ジェフ千葉レディースｖｓアルビレックス新潟レディース 

講師：審判委員会女子部、千葉恵美氏 

対象：女子実働審判員（7 名予定） 

 

 

フットサル＆ビーチサッカー部 
【報告事項】 

4月 24日、3級昇級審査を開催し 2名合格 

6月 5日、昇級者 2名に対する研修を開催予定 

 

 

インストラクター部 
 

【審議事項】 

2級インストラクター認定試験推薦者について 

例年、３月の関東指導者部長会議にて、翌年度の２級インストラクター受験の調整を

行う。３月の同会議に出席はしていないが、0～1名の受験者を予定している旨を報告



している。 

新規取得をおこなった新 3 級インストラクター内に、受験候補としていいのではない

かと思われる方が１名いる。本人の意欲もあり、先日の初アセッサーでの指導時に、

分析の能力、知識やフィードバックのタイムマネジメント等を含め、推薦候補者とし

て諮りたい。 

Q：県から関東への推薦の締切はいつなのか。 

A：例年 8月頃に推薦を行う。各都県が準備や指導を含め、半年ほど前から声をかける

ことが多い。 

Q：今後受験に向けてバックアップしていくということか。またここで決めてもいい

し、複数名の候補をバックアップしていく中で、選定を先延ばしにすることはありか。 

A：アセッサー活動ができる方の中で、推薦して問題ない、また本人の意欲と能力や環

境を加味し、条件が整えば推薦して問題ないと思っている。 

→対象１名を推薦者とすることを承認。 

 

【報告事項】 

1. 4月活動報告 

① アセッサー派遣、延べ 68試合派遣（強化部企画含む） 

→U15の大会が多く、派遣試合数としては非常に多くなった。 

Q：U15に派遣が偏っている理由はあるか。今後もこのような推移を予定している

か。 

A：県内の SI3の方に、関東カテゴリー担当審判員に当てても十分に分析指導がで

きないことが懸念されている。代わりに、C、Dカテゴリーの試合においては分析

指導ができるという理由がある。試合数自体の予定を見ると、今後は U15 への派

遣は落ち着きを見せていくことが考えられる。C カテゴリーの方で U18 に当たっ

ているので、今後はそちらにも派遣できると考えている。 

 

② アセッサー指導、3 回 

→新規取得者 2名デビュー（内 1名に 2回指導） 

③ 4級新規取得講師、７回 / 更新講習、0回 

詳細は、以下別表のとおり。 



 
 

2. インストラクター研修について 

① 4月 17日、29日にそれぞれ U15の試合を使ってアセスメントの研修会を行った。

（参加者 17日＝11 名、29日=13名）。今後も毎月 1回第 3土曜日前後で開催予定

（5月は 21日に開催を予定）。 

② また、インストラクター活動の実務的なことを中心に説明した研修会を 5 月 4 日

に行った（参加者 33名、県内のインストラクター80名超の内、約 4 割が参加）。 

③ 5月 8日に 4級新規取得講師見学会を開催（6名参加予定）。28日にも予定（受講

申し込み者 2名を予定）。 

 

3. 都県イントレについて 

現在、アナリシス、IT の開催について、日程調整等を関東と行っている。 

早ければ 6月下旬より行いたい。 

 

4. 関東イントレについて 

6月 18，19日に、関東の 2級インストラクターを対象としたチューターリングが千葉

市内で行われ、そこで指導を受ける審判員役の手配を育成部ユース研修担当者や割当

部と調整しつつ行っていく予定。 

 

5. 2級審判員昇級日審査（三次）について 

現在、10名のチャレンジャーの審査に対応するアセッサー派遣を進めているが、29日

（日）に関東のアセッサー割り当て等で調整がついていない試合がある。 

 

2022年度　インストラクター派遣（稼働）実績表

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

アセッサー派遣 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68

　県社1部 0

　県社2部 0

　県大学 1 1

　1種その他 11 11

　U18 12 12

　U15 44 44

　女子 0

0

アセッサー指導 3 3

4級新規取得 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

　実地 7 7

　web 0

更新講習 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　4級 0

　3級 0

　2級 0

　その他 0

講師 2 2



6. その他（新規取得講習のカリキュラム、昇級審査のステップについて） 

昨年初頭より行っている web 研修について、課題等検証し、次年度以降のあり方につ

いて普及部やインストラクターを中心に考えていきたい 

 

 

割当部 
 

【審議事項】 

ありません。 

 

【報告事項】 

1. JFA 

① 2022 U-18 プレミアリーグ 

※2022 シーズンからは、割当担当は「関東協会」となりました。 

 

2. 関東「4 月派遣実績」 

① １種 

・関東社会人 第四の審判員―1 試合 

② ２種 

・関東プリンスリーグ 第四の審判員―1 試合 

・クラブユース関東Ｕ18 主審、副審×2―４試合 

・トレセンリーグＵ16 副審×２、第四の審判員―４試合 

③ ３種 

・Ｕ15 リーグ 主審、副審×２―７試合 

※2022 からは、「主審のみ」の派遣になります（現状） 

→各都県で派遣区分が異なり、千葉県は主審、副審２名となりました。 

 

3. 関東「5 月派遣予定」 

① １種 

・関東社会人 第四の審判員―1 試合 

② ２種 

・関東プリンスリーグ 第四の審判員―2 試合 

・クラブユース関東Ｕ18 主審、副審×2―10 試合 

 

 

③ ３種 

・Ｕ15 リーグ 主審、副審×２―3 試合 

※2022 からは、「主審のみ」の派遣になります（現状） 

→各都県で派遣区分が異なり、千葉県は主審、副審２名となりました。 

 

4. 千葉県「4 月派遣実績」 

① 1 種 

・千葉県選手権 準決勝 ２試合 

・全国クラブチーム選手権 18 試合 3/20 から開催 全 35 試合 決勝 5/3 

・県リーグカップ 4/3 から開催 11 試合 



・大学選手権 9 試合 

・JEF 千葉 TM 2 試合 

② 2 種 

・Ｕ18 リーグ 49 試合 

③ 3 種 

・クラブユース（主審１、副審×１） 78 試合 

・Ｕ15 リーグ（主審１、副審×２） 10 試合 

④ 女子 

7 試合 

⑤ シニア 

・シニア選手権 12 試合 

 

5. 千葉県「5 月派遣予定」 

① 1 種 

・千葉県選手権 決勝 1 試合 

・全国クラブチーム選手権 3 試合 

・県リーグカップ 1 試合 

・大学選手権 2 試合 

・自治体選手権 ６試合 

・社会人リーグ一部 11 試合 

・社会人リーグ二部 15 試合 （二級審査試合―7 試合） 

・大学選手権 2 試合 

・大学リーグ一部 13 試合 

② 2 種 

・関東高校予選 2 試合 

・U18 リーグ 29 試合 

③ 3 種 

・クラブユース（主審１、副審１） 35 試合 

・Ｕ15 リーグ（主審１、副審２） 7 試合 

・Ｕ-13 リーグ 順位決定戦 3 試合 

④ 女子 

・高校総体 3 試合 

・女子リーグ 16 試合 

・Ｕ15 リーグ 2 試合 

⑤ シニア 

・シニア選手権 34 試合 

 

6. 千葉県「5 月派遣予定」全試合数―176 

 

7. 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、kick off より再度の提出お願いをしました（継続、デ

ータ保管：曽我） 

 



8. 2 級昇級審査派遣について。審判員の予定変更等あり、6 月 12 日開催分について

情報共有不足があり失礼しました。あと 1 名派遣未定。試合レベル等も勘案して

検討中。 

 

9. 関東カテゴリーの派遣方法変更について、本年度より割当方法の変更はあるが、

今のところうまくいっている。 

 

10. U-12 ジュニアサッカーワールドチャレンジ 2022（8 月 22～25 日）について。平

日のため、ユース審判員も検討中。今の内から 4 種を通じて、各郡市の審判委員

会に対応可能な審判員の推薦をいただく方法も検討いただきたい（4 種の大会の

ため）。 

O：とてもいいアイディアありがとうございます。 

 

11. 4 月派遣実績 ＜昨年＞ 

１種―42 試合＜44＞ 

２種－47 試合＜41＞ 

３種－90 試合＜89＞ 

女子－10 試合＜7＞ 

シニア－12 試合＜23＞ 

合計－201 試合＜204＞ 

 

12. 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。 

 

 

フィットネス部 
2022年度千葉県審判委員会フィットネス部研修について 

目的は、コンディションを整え、フィジカルを向上し、良いレフリングにつながるパ

フォーマンスを常に発揮できるようにする。試合、コンディショニング、休養、トレ

ーニングバランスよく計画的に進められると良いと思います。 

yo-yoテストの実施やフィットネス研修、ウェブ研修など行なっていく予定です。 

ぜひ参加していただきたいと思います。 

 

【報告事項】 

1. 第 3回 4月 23日（土） 11時から 13時、8 名参加 

（内容） 

・ウォーミングアップ実践 

・ダイナミック yo-yo 

・Yo-Yo Test 

・ボールを使った 4人 1組 ボールの出し手受け手を意識したポジショニング 

・ペナルティエリアへ向かう際の出し手と受け手を意識したスプリント 

・クーリングダウン 

→参加者にアンケートを取った。有意義な研修であったと感じている。多くの人



数が集まるといいと思っている。ただ走るだけではなく、ボールを使用して実践

したい。 

 

2. 今後の予定 

・5月 28日（土） 9時から 11時 

・6月 11日（土）  9時から 11時→申請中 

・7月 9日（土）  9時から 11時→申請中 

・9月 3日（土） 終日のうち一部 

・9月 17日（土） 9時から 11時→申請中 

・11月 3日（祝木） 9時から 11時→申請中 

・11月 23日（祝水） 9時から 11時→申請中 

・12月 3日（土） 終日のうち一部 

・1月 7日（土） 終日のうち一部 

・3月 4日（土） 終日のうち一部 

→月 1 回をコンスタントに開催したい。審判員に早めに周知するためにも、時間未定

箇所については早めに確定させたい。 

 

 

 

財務部 

 
【 審議事項 】 

 

 ・特にありません。 

 

【 報告事項 】 

 

・書式につきましては、最新版を千葉県 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。(2022/4/7 に更新しております。) 

 

【 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散見されますので、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。 

  交通費精算書類の裏面に貼り付けて提出下さい。 

・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ないよう注意して

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、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

い事となっております。必要な方から依頼が有れば送付します。関係者へ周知をお願

い致します。（事務局の河瀬までご連絡下さい） 

・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

をお願い致します。 

 

 

 

総務部 
 

【審議事項】 

1. 派遣審判への保険について。 

現在、総務部で本事業に関する保険として以下の２社と契約していますが、１社（正

進総合保険企画）より加入の年間包括の旅行保険について「他にも傷害保険ご加入

と伺っており、今後については、重複保険防止の観点から、傷害保険ご加入先で、

ご契約をお勧めしますので、よろしくお願い申し上げます。」との連絡があり、保

険の加入先について審議をお願いします。 

加入保険会社 

① 千葉県内・日帰り：傷害保険⇒翔永保険センター（CHUBB損害保険） 

⇒試合または活動時による怪我に対応（年間 60～70万円） 

② 千葉県外または宿泊伴う活動：国内旅行傷害保険⇒正進総合保険企画（日新

火災） 

⇒自宅出発から帰宅までの怪我に対応（年間約 3～4万円） 

審議事項として、 

  ・ 年間審判員延人数の算定方法について、どのような方法が適切なのかご意見

を賜り、算定方法を決定したい。 

  ・ 前項を決定した上、どこまでの業務を総務部が対応すべきか取り決めて頂き

たい。 

⇒保険内容と現在の契約内容を含め確認し継続して検討する 

 

【報告事項】 

①  レフェリーニュース発行について 

7月号の担当は渕上氏です。掲載する記事は 5月 31日までに渕上氏 

ref.shota@gmail.com 

mailto:ref.shota@gmail.com


までメールしてください（記事が遅れる場合は、その旨を渕上氏に連絡してくだ

さい）。 

 

②  決勝審判の表彰取材 

・5月 7日（土）に千葉県サッカー選手権（天皇杯予選）決勝戦の審判表彰を取材 

・2 種は高校選手権決勝を予定、3 種はクラブユース U-15 の決勝戦が内容変更と

なったため、他の試合で検討。4種は例年「千葉テレビ杯」を予定ですが時期も

含めて検討中です。 

  

【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。 

総務部 保険担当：染田（spzg2dw9@tea.ocn.ne.jp） 

 

その他 
 【次回 審判委員会】2022 年 6 月 11（土）15：00～  

 資料がある部署は、長谷川（jef_hasechan-10@yahoo.ne.jp）まで 6 月 6 日(月)迄にお願 

いします。 
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