
2022 年度 フットサル４級審判資格取得講習会 

（集合型実地講習会） 

(審判資格有効期限：2022 年 4 月 1 日～2023 年 3 月 31 日） 

 

一般社団法人 神奈川県サッカー協会 審判部会 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、講習会受講当日、添付の「フットサル４級審判資格

取得講習会用 受講届」に必要事項を記入の上、提出して頂きますので、事前に準備をお願いし

ます（本案内書の末頁に添付されています）。 

Kickoff で受講申込みの際に発行される受講証ではありませんので、お間違えのないようにお願い

します。尚、受講証は当日、受講者リストを確認するために必要となる場合があります。 

 

昨年度と同様にフットサル４級審判資格取得講習会は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で自粛要

請等により開催ができないと判断した場合、ご迷惑をお掛けしますが、延期・中止させて頂く事がありますの

で、ご了承願います。 

延期・中止の際、受講申込み時にご登録されたメールアドレス、KICKOFF サイトの「あなたへのメッセージ」

への掲載、携帯電話へのＳＭＳメッセージなどで案内いたします。開催可否を事前に確認のうえ、ご参加くだ

さいますようご協力をお願いいたします。 

 

１． 申込についての注意点 

 講習会は、受講料（JFA 登録費を含む）の支払いを完了した方のみが受講可能となります。 

 コンビニ払いを選択された方は申込日より 1 週間が支払い期限となります。お支払いが無い場合は自動

的にキャンセルとなります。 

 申込の手続きが完了されていない方も申込より 1 週間後に自動的にキャンセル扱いとなります。 

 別日やＺＯＯＭ講習への振替はできませんのでご注意ください。 

以上の点にご注意の上、お申し込み下さるようお願いいたします。 

 

【講習会受講時の注意事項】 

 来場の際、併せて講義中はマスクを着用頂けますように、ご協力下さい。 

 受講当日、受付時に体温が３７．５度以上の方については受講不可とさせて頂きます。 

 受講予定日の前後 2 週間は検温および体調管理をお願いします。受講前の 2 週間以内に 37 度以上の

発熱、および咳、咽頭痛、風邪等の症状、味覚・嗅覚障害等、体調が優れない等の場合、受講を控える

ようにお願いします。 

 受講後、2 週間以内に３７．５度以上の高熱、息苦しさ、強いだるさ等の症状が発症した場合、先ずは新

型コロナウイルス感染症に関する一般的なご相談を地域にある窓口にお問い合わせください。コロナウイ

ルス感染症を発症された方は、神奈川県サッカー協会審判担当者までご連絡願います。 

 

【講習会主催者からの協力依頼事項】 

 新型コロナウイルス感染の拡大防止の対策として以下の対応を行いますので、ご確認ください。 

 U15 および U18 のカテゴリーの受講生については「受講届」健康状態チェックシート欄」の記入内容を確認の

上、保護者欄に署名・押印をして頂くようにお願いします。但し、保護者の署名・押印がなかった場合、本受講

要項を確認の上、承認されたと判断させて頂きますので、ご了承願います。 

 受付時、ソーシャルディスタンスを確保するため、担当者の指示に従って、対応頂くように、ご協力願います。 

 会場では「三密」状態を避けると共に、「会場・ロビー内で大声を出して話をしない」「受講者同士で必要以上

の会話を避ける」事を遵守するように協力願います。 

 

http://www.kanagawa-fa.gr.jp/referee/soccer/data2020/Juk%C5%8Dtodoke.docx
http://www.kanagawa-fa.gr.jp/referee/soccer/data2020/Juk%C5%8Dtodoke.docx


２． 日程 

新型コロナウイルス感染拡大防止の措置を講じながら、以下の日程で実地講習会を開催する事になりました。前

項の注意点を熟読の上、参加申込みおよび受講に向けた準備をお願いいたします。 

募集開始日当日は AM６：００より受付開始となります。 

支払方法でコンビニ払いを選択した場合は、必ず期限内（申込完了より 1 週間）にお支払いをお願いします。 

募集期間であっても募集人数に達した時点で申込みはできなくなります。 

 

３． 講習会カリキュラム 

・ 受付 * 講義を効率良く、スムーズに進めるためにご理解願います。 

・ 審判員制度 * 会場の駐車場は一般来場者用となっています。講習会受講者は 

・ 競技規則解説 必ず、公共交通機関を利用の上、来場下さい。 

・ 競技規則理解確認テスト * 体力テストは実施いたしません。 

・ 事務連絡  

４． 受講資格 

・心身共に健康な方 ・神奈川県内で審判活動をする方 

《カテゴリー/年代》 

＊受講する方の年齢区分になります。担当する試合ではありませんのでご注意ください。 

一般 2022 年 3 月 31 日時点で 18 歳以上の方 

U－18 2022 年 3 月 31 日時点で 15 歳以上 18 歳未満の方 

U－15 2022 年 3 月 31 日時点で 15 歳未満 

【小学生で受講をご希望の方】 

 原則可能としますが、保護者の方が受講内容を確認し、同意していただいた上、申込みをしてください。 

尚、当日は受講者の方以外は同伴という形では会場には入れませんのでご了承ください。 

 

 日  程 受付 開始 終了 会場 定員 募集開始 募集終了 

12 ６月 ５日（日） １３：００ １３：３０ １５：３０ 
秩父宮記念体育館 

研修室 

藤沢市鵠沼東 8-2 

20 
５月９日（月） 

AM 6:00 
5 月 17 日（火） 

11 ６月 ５日（日） ９：３０ １０：００ １２：００ 20 
５月９日（月） 

AM 6:00 
5 月 17 日（火） 

10 
６月 ５日（日） 

【U15・U18 限定】 
１３：００ １３：３０ １５：３０ 

武相高校 50 周年記念館  

サテライト教室 

（横浜市港北区仲手原２

－３４－１） 

４０ 
５月９日（月） 

AM 6:00 
5 月 17 日（火） 

９ 
６月 ５日（日） 

【U15・U18 限定】 
９：３０ １０：００ １２：００ ４０ 

５月９日（月） 

AM 6:00 
5 月 17 日（火） 

８ ５月１５日（日） １３：００ １３：３０ １５：３０ 秋葉台文化体育館 

大会議室 

（藤沢市遠藤２０００－１） 

３０ 
４月４日（月） 

AM 6:00 
４月 26 日（火） 

７ ５月１５日（日） ９：３０ １０：００ １２：００ ３０ 
４月４日（月） 

AM 6:00 
４月 26 日（火） 

６ ５月 １日（日） １３：００ １３：３０ １５：３０ 秩父宮記念体育館 

研修室 

藤沢市鵠沼東 8-2 

２０ 
４月４日（月） 

AM 6:00 
 

４月 12 日（火） 

５ ５月 １日（日） ９：３０ １０：００ １２：００ ２０ ４月４日（月） 

AM 6:00 
４月 12 日（火） 

４ ４月３０日（土） １３：００ １３：３０ １５：３０ 秩父宮記念体育館 

研修室 

藤沢市鵠沼東 8-2 

２０ 
４月４日（月） 

AM 6:00 

 

４月 12 日（火） 

３ ４月３０日（土） ９：３０ １０：００ １２：００ ２０ 
４月４日（月） 

AM 6:00 
４月 12 日（火） 



５． 受講料 

・一般： 6,700円(JFA登録料\2,500、FAKJ登録料\1,000、審判部会運営費\1,000、受講料\1,100、ルールブック\1,100） 

・U-18,U-15： 3,600 円(JFA 登録料\500、FAKJ 登録料\1,000、審判部会運営費\1,000、受講料\1,100、ルールブック\0） 

＊Web 登録サイト「KICKOFF」よりお申込時に支払手続きを行って下さい。インターネット振込又はクレジット払い

を選択された場合は即時決済、コンビニ払い又は ATM 払いを選択された場合は手続き後１週間以内でのお支

払いとなります。支払期限が過ぎるとキャンセルになりますのでご注意下さい。 

＊支払方法を選択する際にお名前を変更できますので、領収書を学校名やチーム名にしたい場合にはご活用く

ださい。支払い明細書との併用で領収書となります。（「KICKOFF」サイトのマイページより出力可能） 

 

６． 申込方法 

（公財）日本サッカー協会 JFA ID（総合 ID 管理システム）の取得が必要です。指導者等の資格をお持ちで既に

JFA ID を取得済みの方は新しく取る必要はありません。取得済みの JFA ID で申込みができます。 

▽JFA ID 新規取得は https://jfaid.jfa.jp/uniid-server/login から。 

 

７． 受講当日に準備するもの 

・筆記用具（鉛筆・消しゴム・ボールペン等） 

・【提出用：受講届】フットサル 4 級審判資格取得講習会用 

・受講証（印字ができない場合は、受付整理番号をお控えください）※KICKOFF で受講申込みの際に発行のもの 

*：尚、Web 登録サイト「KICKOFF」より出力された受講証は、申込みされた講習会の内容が記載されており、

申込み状況を確認するために受付で提出を求める場合がありますので、ご了承下さい。 

 

８． 受講後の物品発送について 

合格者には後日 （公財）日本サッカー協会より、次の物品が発送されます。 

・一般、U-18、U-15 胸章、ルールブック、リスペクトワッペン、レフェリーズダイアリー等 

 

 

９． 注意事項 

 受講料支払後に申込み完了となります。指定期日（申込時要確認）までに支払いが完了しない場合は、講習

会の受講はできません。「KICKOFF」審判ログイン画面の「講習会・研修会」→「申込状況の確認」から申込み

後の状況を確認することができます。 

 遅刻、早退した受講者につきましては認定致しません。 

 開催会場には公共の交通機関をご利用頂き、ご来場下さい。 

 開催の有無等についての会場へのお問い合せは固くお断り致します。 

 

１０． キャンセル・欠席について 

 講習会の申請をされても受講料未払いの場合は、「KICKOFF」審判ログイン画面の「講習会・研修会」→「申

込状況の確認」から申請を取り消すことができます。 

 支払後の講習会の日程変更はできません。よくご検討の上、お申込みください。 

 受講料支払い後のキャンセル及び講習会の当日に欠席をされた場合は、受講料及び手数料(700 円)を差し

引いた金額を為替にて返金いたします。 

▽返金額    一般：4,900 円    U-18,U-15：1,800 円 

返金時期（講習会開催月により異なります） 

＊ヤマト運輸メール便で発送されます。表札の掲示あるいは郵便ポストに必ず名字を表記して下さい。 

お引越し等で住所が変更になる場合は、ご自身でＪＦＡ ＩＤで設定した基本情報を修正してください。 

また、住所やその他個人情報の確認の件でお困りごとがありましたら、 

ＪＦＡ登録サービスデスク０５０－２０１８－１９９０へご連絡ください。 

 

https://jfaid.jfa.jp/uniid-server/login


  ４月～5 月開催→8 月末、6 月～9 月開催→11 月末、 

＊ 為替の郵送先は、講習会申込み時のご住所になりますので、入力後に再度ご確認ください。 

＊ 支払い時にシステム利用料が 116 円～200 円かかりますが、これは返金されませんのでご了承ください。 

 

１１．  問合せ先 

一般社団法人 神奈川県サッカー協会 

TEL：0466-46-5602（平日 10:00-13:00/14:00-17:30） 

※コロナ対策として受付時間を短縮する場合もございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加される皆様へ 

 

この度は、フットサル４級審判資格取得講習会へご参加いただき、誠にありがとうございます。 

講習会の開催にあたり、（一社）神奈川県サッカー協会より、ご参加される皆様には、新型コロナウイル

ス感染症の拡大防止対策の一環として、次の注意事項等について、ご理解・ご協力をお願いいたします。 

 

【講習会開催前、当日の注意事項】 

１．受講当日１４日前から健康状態を確認し、起床時体温を測定するなど、健康管理に努めてください。 

２．当日は、「受講届」に受講者の情報、健康状態チェックシートに必要な事項をご記入いただき、ご持参 

フットサル４級審判資格取得講習会       ２０２２年   月   日 

受 講 届 
 本受講届は、一般社団法人神奈川県サッカー協会が主催する各講習会において、新型コロナウイルス感染症の拡大防止

対策をするため、受講者の情報及び健康状態を確認する目的としています。 

 受講届欄でお答えいただいた情報等の個人情報について、本協会は厳正なる管理のもとに保管し、受講者の健康状態の把

握、来場の可否の判断及び必要なご連絡のためのみに利用します。また、個人情報保護法等の法令において認められている

場合を除き、ご本人の同意を得ずに第三者へ提供はいたしません。なお、講習会終了後、感染症患者またはその疑いのある

方が発見された場合に、必要な範囲で保健所等に提供することがありますので、ご理解・ご協力お願いいたします。 

 

 
  

（ふりかな） 

氏  名 

（             ） 

 

生年月日 

（西暦） 
    年   月   日 

住  所  

連絡先 －      － メールアドレス  

※昼間に連絡が取れる連絡先のご記入をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理番号     

１．講習会当日の健康状態をお答えください  

● 今朝、発熱、息苦しさなどの症状はありますか？・・・・・・・・・   □ 症状はない    □ 症状がある 

２．講習会当日から１４日以内の健康状態をお答えください 

健康状態の項目 チェック欄 

① 平熱を超える発熱がない。 はい いいえ 

② 咳（せき）、のどの痛みなどの風邪の症状がない。 はい いいえ 

③ 倦怠感（だるさ）、呼吸困難（息苦しさ）がない はい いいえ 

④ 嗅覚や味覚の異常がない。 はい いいえ 

⑤ 体が重く感じる、疲れやすい等がない。 はい いいえ 

⑥ 新型コロナウイルス感染症の陽性とされた者との濃厚接触がない。 はい いいえ 

⑦ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいない。 はい いいえ 

⑧ 過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間が必要とされてい

る国、地域等への渡航又は当該在住者との接触がない 
はい いいえ 

⑨その他、気になることがあれば記載してください（任意） 

 

 

受講者が未成年（ユース）の方は、保護者の確認が必要です。必ずご記入ください。 

保護者氏名                    連絡先                            

メールアドレス                        

※当日、会場受付で回収いたします。事前にご記入の上、忘れずにご持参ください。 

 

健康状態チェックシート                          ※すべての項目にお答えください。 

受講者情報 


