
月　　日 場    所 主　　　内  　   容

・令和２年度の事業内容等について

・スポーツ少年団登録業務について

６月５日（金） ・日本スポーツ少年団顕彰者・市町村の決定

８月19日（水） ・県スポーツ少年団顕彰者の決定

11月26日（木） ・次年度重点施策・事業等の検討

２月10日（水） ・日独同時交流派遣の決定・予算（案）

・令和元年度事業報告及び決算(案)について

・令和２年度事業計画（案）及び予算(案)について

・九州ブロックスポーツ少年大会について

・九州ブロック競技別交流大会について

・日独同時交流について

・各県提出議題の協議等

・スポ少指導者の研究協議等

・令和３年度日本スポーツ少年団事業計画（案）等について

・その他

・令和元年度事業報告と決算について

・令和２年度事業計画と予算について

３月上旬 東京都 ・令和３年度事業計画と予算について

・令和２年度事業計画と予算について

・その他

５月29日（金） ・令和２年度県指導者協議会事業等について

５月29日（金） ・令和２年度県指導者協議会事業等について

10月15日（木） ・次年度県指導者協議会事業等について

・指導者制度の改定等について

・指導者の交流と資質向上について

・ジュニアスポーツ・フォーラムへの参加

・リーダーの資質向上と研修

・指導者等の資質向上，団員等の交歓・交流

・各地区で企画・立案・実施

・日本スポーツ協会公認スポーツ指導者更新研修とする

・理論編　　

・実技編

６月７日(日) 奄美市文化センター

９月５日(土) 県青少年会館

１１月１日(日) 出水市中央公民館

１月24日(日) 霧島市多目的ホール

２月28日（日） 鹿屋市中央公民館

・「認定育成員」資格取得者対象

・１日間

・スタートコーチ（スポーツ少年団）養成講習会　

　の講師養成　（２日間）

・年間計画等

・研修会

全国リーダー連絡会           【※中止】 ６月27日（土）・28日（日） 東京都

スタートコーチ（スポーツ少年団）イン
ストラクター移行研修会　　 【※中止】

１０月～１１月 福岡ほか全国７会場

地区・市町村と調整県スポーツ少年団指導者等研修会
①スポーツ少年団の意義と理念
②スポーツ少年団の運営と指導
③スポーツ少年団の今日的課題

    スタートコーチ（スポーツ少年団）
    養成講習会（１日講習）
 
　　　　　　　　　　　　　 【※全コース中止】

・講義，グループ討議，検定試験
・少年団登録をしていなくても受講できる（１８歳以
上）
・9:00～17:50

・講演，分科会

地区育成事業 ５月～１月 県下９地区

幼児期からのアクティブ・チャイルド・
プログラム普及促進研修会

　11月29日（日）
鹿児島県

青少年会館

第3回ジュニアスポーツ・フォーラム
                                        【※中止】

６月28日（日） 東京都

各地区または各市町村
の要請に応じて県から
講師を派遣する（３時
間）

県指導者協議会　　地区代表者会

県体協会館県指導者協議会　　第1回運営委員会

県指導者協議会　　第2回運営委員会

全国指導者協議会              【※中止】 ６月26日（金）・27日（土） 東京都

　 県常任委員会 県体協会館

県委員総会 ６月５日（金） 県体協会館

令和２年度鹿児島県スポーツ少年団事業計画
事　　   業　　   名

地区市町村社会体育・体育協会担当
者会                        　　   　【※中止】

４月６日（月） マリンパレス 

　 九州ブロック連絡協議会
　
　　　　　　　　　　　　　　　　     　【※中止】

４月23日(木)・24日（金） 鹿児島市
タイセイアネックス

九州ブロック連絡協議会及び指導者
研究協議会

11月14日（土）・15日（日）
鹿児島市

サンロイヤルホテル

日本スポーツ少年団九州ブロック会
議

2月４日（木）・５日（金）
鹿児島市

タイセイアネックス

日本スポーツ少年団委員総会

５月16日（土)
                 【※中止】

東京都

都道府県事務担当者会       【※中止】 ６月２日（火） 東京都

スタートコーチ（スポーツ少年団）イン
ストラクター養成講習会

１０月～１２月 大阪府

スポーツ少年団サポーター会総会 ８月1日（土） 県体協会館



月　　日 場    所 主　　　内  　   容事　　   業　　   名

・日本スポーツ少年団資格「ジュニア・リーダー」取得

・単位団及び市町村のリーダー養成

・日本スポーツ少年団資格「シニア・リーダー」取得

・県のリーダー養成

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　【※中止】 ６月14日（日） 県体協会館 ・総会及び研修（リーダーの役割や意義）

７月19日（日） 県体協会館 ・今後の行事に向けての準備・計画

　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　【※中止】 ８月22日（土）～24日（月） 県立青少年研修センター ・ジュニア・リーダースクールの運営補助と研修

3月7日(日) 県体協会館 ・年間反省と次年度計画

7月27日（月）～８月6日（木） ドイツ共和国 ・団員２人派遣予定（9泊11日）　九州Ⅰグループ所属

鹿児島県の受入なし 大分県宇佐市受入 ・受入期間８月１０日～８月１９日

７月18日（土） 県体協会館 ・鹿児島県参加者へのオリエンテーション

１０月２４日（土）～２５日（日）
宮崎県

青島青少年自然の家
・九州各県スポーツ少年団リーダー代表の研究大会

・スポーツ活動　交流活動　等

・団員５人以内（中１～高３）指導者１人派遣

・日置地区から派遣

   ※競技専門部代表者会【※中止】 ５月１９日（火） 県体協会館 ・実施要項，運営競技費，会計処理について

 軟式野球【※中止】 7月4日（土）・5日（日） 霧島市春山緑地公園 ・地区代表１６チーム

  ミニバスケットボール【※中止】 ７月4日（土）・5日（日） 姶良市蒲生体育館（4日・5日）
樋脇体育館(4日)宮之城(予定) ・少年団登録団

 空手道【※中止】 ７月26日（日） 県総合体育センター体育館 ・各部ごとに登録各団３チーム以内

水泳【※中止】 ７月25日（土） 鴨池プール ・参加制限なし

 ソフトボール【※中止】 7月26日（日） 日置市東市来総合運動公園
霧島市春山緑地公園 ・県下84チーム

柔道 中止

    ※競技専門部代表者会 11月19日（木） 県体協会館 ・実施要項，運営競技費，会計処理について

 バドミントン 12月27日（日） 桜島総合体育館 ・参加制限なし

 剣道 12月27日（日） 県総合体育センター体育館 ・県下40チーム参加

 バレーボール 12月27日（日） 霧島市牧園アリーナ(女子)
霧島市横川体育館（男子・混合） ・県下女子24チーム，男子12チーム，混合12チーム

 軟式野球【※中止】 8月14日（金）～16日（日） 大分県 ・小学生２団派遣

 ミニバスケットボール【※中止】 8月14日（金）～16日（日） 沖縄県 ・小学生男子１団・女子１団派遣

 空手道【※中止】 8月29日（土）～30日（日） 熊本県 ・２団派遣（小５～中３）（単位団２０名上限）

 ソフトボール【※中止】 8月21日（金）～23日（日） 長崎県 ・小学生２団派遣＜姶良・伊佐1，熊毛1チーム＞

 剣道 休止 令和4年度に宮崎県で開催 ・小学生2団，中学生2団派遣

 バレーボール 休止 令和3年度に福岡県で開催 ・令和３年・輪番（日置1，北薩1）

 サッカー【※中止】 8月21日（金）～23日（日） 佐賀県 ・小学生２団（県ちびサッカー上位チームから希望をとる）

      軟式野球【※中止】 ８月6日（木）～9日（日） 岩手県 ・　鹿児島県から1団派遣（九州割当鹿児島派遣年）

 剣道 ３月26日（金）～28日（日） 福島県 ・小学生団体１団，中学生男女個人各１人派遣

 バレーボール ３月26日（金）～29日（月） 宮城県 ・小学生女子１団派遣

　 第48回県競技別交歓大会

　 第40回九州ブロック競技別交流大会

　全国競技別交流大会

    第52回九州ブロックスポーツ少年大会
                                            【※中止】

8月8日（土）～11日（火）

第58回全国スポーツ少年大会
                                          【※中止】 ７月31日（金）～8月3日（月）

令和２年度九州ブロックリーダー研究大会
                                          【※中止】

静岡県

日独同時交流（派遣）　　   　【※中止】

シニア・リーダー　スクール
                                       【※中止】

9月19日（土）～22日（火） 静岡県
国立中央青少年交流の家

・オリンピック記念センター
・長崎県

福岡県
福岡県立少年自然の家

「玄海の家」

    日独同時交流（受入）　     　【※中止】

・5月は1次選考合格者対象とする事前研修（2次選考）
・派遣決定通知後の派遣グループ別研修会

　　　　　　参加者事前研修会【※中止】

ジュニア・リーダースクール
                                      【※中止】

８月22日（土）～24日（月） 県立青少年研修センター

  事前研修会等　　　　　 　      【※中止】
・5月3日（日）～4日（月）
・6月

・スポーツ活動　交流活動　等

  県リーダー研修会　　　　       　【※中止】


