サッカー審判員 3，4 級各位
（一社）香川県サッカー協会 審判委員会
委 員 長
前 田 昌 広
サッカー審判員(3,4 級)更新講習会および JFA ラーニングについて(ご案内)
2021 年度用のサッカー審判員(3,4 級)更新講習会および JFA ラーニングを下記の日程で行います。
2021 年度、審判員資格の更新を希望する方は必ず更新講習会または JFA ラーニングを受講してください。
なお、昨年度から３級審判員資格の更新についても JFA ラーニングによる更新が可能になっています。
◎お願い
本年度の更新につきましては新型コロナウイルス感染症の拡大の防止のため、できる限りＪＦＡラーニングを利用
しての更新をお願いします。
（更新講習会を利用しての更新は、ＪＦＡラーニングを利用しての更新がどうしても
できない方のみが申し込むようにお願いします。
）
◎注意点
（１）３級および４級審判員更新希望の方は、更新講習会または JFA ラーニングのどちらかを受講してください。
未受講の場合、2021 年度の更新ができません。
（未受講者の審判資格は 2021 年 3 月末で失効します。
）
救済措置は一切ありません。
（２）２月～３月に予定している更新手続きは行う必要がありません。
（３）新型コロナウイルス感染症の拡大の防止のため、更新講習会を受講する場合は、別紙の「新型コロナウイルス感
染症拡大防止の対応について」を必ずお読みいただき、内容の遵守をお願いします。
特に次のことをお願いします。
・体調が良くない方（例：発熱・咳・咽頭痛などの症状がある方）は受講をお控えください。
・受講日前の２週間の検温と健康チェックを行い、その記録を別紙の「健康チェックシート」に記入して、受講
日当日に必ず受付で提出をしてください。提出がない方は受講できません。
・受講日当日は、必ずマスクを着用してください。
（マスクがない場合は会場に入れません）
◎登録料・受講料の支払いについて
３級審判員 講習会受講料（更新講習会５００円または JFA ラーニング１６５０円（ユースも必要）
）と
来年度の登録料４５００円（ユースは１１００円）
４級審判員 講習会受講料（更新講習会５００円または JFA ラーニング１１００円（ユースは無料）
）と
来年度の登録料３８００円（ユースは６００円）
☆更新講習会または JFA ラーニングをＫＩＣＫＯＦＦから申し込んだときに選択した支払方法（コンビニで支払う
等）で、支払指定期日までに受講料および来年度の登録料をお支払い願います。支払いをしないと、申し込み完
了とはならず、更新講習会や JFA ラーニングの受講はできません。必ず支払いを済ませてください。
☆講習会受講料および来年度の登録料を支払い後にキャンセルした場合は、登録料については取扱手数料を引いて
返金します。
（ユースは返金しません）また、受講料は返金しません。日程を調整のうえお申し込みください。
☆キャンセル後に、別の日の講習会に申し込む場合、あらためて申し込みと登録料・受講料の支払いが必要です。

１．更新講習会
（１）受付期間：
2020 年 9 月 6 日(日)～各講習会 10 日前(ただし、定員に達し次第締切ります)
※定員は３密を避けるため例年より大幅に削減しています。
（２）申込み方法：
①「JFA ID」からログイン ID とパスワードを使ってログインしてください。
② KICKOFF の「審判 講習会の申し込み、各種申請、審判物品の購入」→「講習会・研修会」→「講習会・研修会
申込み」をクリックする。

③ 「講習会・研修会申込み」画面の「技能区分」
、
「主催協会」
、
「講習会・研修会区分」を選択して、
「検索ボタン」
をクリックする。→検索条件に該当する講習会の情報が一覧で表示される。
④ 申し込みを行う講習会の「講習会・研修会名」をクリックする。
（開催期間や場所等を確認して間違わないよう
に申し込んでください）
⑤「講習会・研修会詳細」画面で内容を確認して、間違いなければ「申込入力」をクリック→「講習会の選択と受
講者情報の入力」画面で内容を確認して、間違いなければ「申込/支払手続きへ」をクリック
⑥ お支払手続き画面で支払い方法を選択し、
「お支払詳細設定入力」をクリックする。指示に従って支払い手続き
を行い、選択した支払い方法で期日までに支払をしてください。
（支払いをしないと申込み完了にはなりません）
※KICKOFF の「審判 講習会への参加申し込み」→「講習会・研修会」→「申請状況の確認」で申し込んだ講習
会のステータスが『支払済』になっていないと申し込みは完了しておらず、講習会は受講できません。必ず、
申し込み後にご確認ください。
※講習会受講料および来年度の登録料支払い前に申し込みをキャンセルする場合はJFA IDから各自でキャンセ
ルの手続きを行ってください。
※ＫＩＣＫＯＦＦからの申し込み方法やキャンセル方法などがわからない場合は、JFA ID 内のヘルプをご参照
ください。
（３）講習会受講料および来年度の登録費支払い後のキャンセルについて
ⅰ）キャンセルをする場合は、香川県サッカー協会にお問い合わせください。
ⅱ）講習会受講料は返金しません。
ⅲ）来年度の登録費から返金のための手数料を差し引いた金額を返金します。
（ユースは返金しません）
（４）持 参 品：・２０２０年度の電子審判員登録証(要 写真貼付)
忘れた方の受講は認めません
（ＫＩＣＫＯＦＦのマイページから電子審判員登録証を印刷して持ってきてください）
・審判ダイアリー
・筆記用具
・新ルールブック(2020/2021 版)
・健康チェックシート（必ず記入して提出してください。忘れた方の受講は認めません）
・マスク（必ず着用してください）
（５）講習会日程： 9 月 26 日(土)
10 月 3 日(土)
10 月 4 日(日)朝
10 月 31 日(土)

19:00
19:00
10:00
19:00

レクザムホール 大会議室・玉藻
丸亀市生涯学習センター
レクザムホール 大会議室・玉藻
レクザムホール 大会議室・玉藻

(定員 85 人)
(定員 105 人)
(定員 35 人)
(定員 85 人)

※各会場とも定員に達し次第、申し込みを締め切ります。
（定員は３密を避けるため例年より大幅に削減しています。
）
（６）そ の 他

・受付で検温を行いますのでご協力をお願いします。
・会場の入り口での手指の消毒にご協力ください。
・会場では指定された席にお座りください。

●更新講習会の開催に当たっては適切な感染防止対策を講じてまいりますが、今後の状況によっては、延期または
中止となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。

２．ＪＦＡラーニング（３，４級対象）※昨年度から３級も可能
（JFA ラーニングとはＷeb 上の更新講習のことです。）
（１）受付期間（申込期間）
： 2020 年 10 月初旬～2021 年 2 月予定（詳しくは、kickoff の講習会情報を確認してくだ
さい。
）
（２）受講期間： 2020 年 10 月初旬～2021 年 3 月予定（詳しくは、kickoff の講習会情報を確認してください。
）

（３）申込み方法：
①「JFA ID」からログイン ID とパスワードを使ってログインしてください。
② KICKOFF の「審判 講習会の申し込み、各種申請、審判物品の購入」→「講習会・研修会」→「講習会・研修会
申込み」をクリックする。
③ 「講習会・研修会申込み」画面の「技能区分」
、
「主催協会」
、
「講習会・研修会区分」を選択して、
「検索ボタン」
をクリックする。→検索条件に該当する講習会の情報が一覧で表示される。
④ 申し込みを行う講習会の「講習会・研修会名」をクリックする。
（開催期間や場所等を確認して間違わないよう
に申し込んでください）
⑤「講習会・研修会詳細」画面で内容を確認して、間違いなければ「申込入力」をクリック→「講習会の選択と受
講者情報の入力」画面で内容を確認して、間違いなければ「申込/支払手続きへ」をクリック
⑥ お支払手続き画面で支払い方法を選択し、
「お支払詳細設定入力」をクリックする。指示に従って支払い手続き
を行い、選択した支払い方法で期日までに支払をしてください。
（支払いをしないと申込み完了にはなりません）
※KICKOFF の「審判 講習会への参加申し込み」→「講習会・研修会」→「申請状況の確認」で申し込んだ講習
会のステータスが『支払済』になっていないと申し込みは完了しておらず、講習会は受講できません。必ず、
申し込み後にご確認ください。
※講習会受講料および来年度の登録料支払い前に申し込みをキャンセルする場合はJFA IDから各自でキャンセ
ルの手続きを行ってください。
※ＫＩＣＫＯＦＦからの申込方法やキャンセル方法がわからない場合は、
JFA ID 内のヘルプをご参照ください。
※PC および一部スマホ（iPad、iPhone）に対応しています。
（申込時に視聴できるかどうかチェックする必要
があります。
）
※PC 等の環境や通信環境等が整っていない場合は、JFA ラーニングでは受講できません。
（４）支払い後のキャンセルおよび受講が完了しなかった場合について
ⅰ）講習会受講料は返金しません。
ⅱ）来年度の登録費から返金のための手数料を差し引いた金額を返金します。
（ユースは返金しません）
（５）受講方法：KICKOFF の「審判 講習会への参加申し込み」→「講習会・研修会」→「申請状況の確認」をクリック
→申込講習会一覧が表示されるのでｅラーニングの講習会をクリック→「ｅラーニング受講」をクリ
ック→その指示に従って最後の「総合理解度確認テスト」まで受講してください。最後まで受講しな
いと受講を修了したことにならず、２０２１年度の更新ができません。
（６）修了の確認：審判員各自の審判サイトの「申請状況の確認」で申し込んだ講習会のステータスが「修了」あるい
は「合格」になっていることを必ず確認してください。
（
「修了」または「合格」になっていないと
受講は完了していません）

３．そ の 他

・不明な点は(一社)香川県サッカー協会審判委員会に問い合わせをしてください。
〒761-0104 高松市高松町１３６７－１ 東部運動公園内
(一社)香川県サッカー協会審判委員会
TEL 087-816-1790
FAX 087-816-1791

