
2020 年 9月 1日

「2021 年度巡回ラジオ体操・みんなの体操会」

開催地募集のご案内

本文書は、全国の市区町村の首長さまあてに送付しております。

お手数ではございますが、「ラジオ体操会」の実施を担当される部署（健康増進、スポーツ振

興、教育委員会の体育・生涯学習系の部署など）への回報をお願いいたします。

＜送付内容＞

・ 首長さまあてご案内状

・ （別紙 1-1） 申込チェックリスト

・ （別紙 1-2） 回答書

・ （別紙 2） 開催希望調書

・ （参考 1） 申込方法

・ （参考 2） 開催地選考スケジュール

・ （参考 3） HOW ｔｏ 体操会

・ （参考 4） 新型コロナウイルス感染症への対策について

巡回ラジオ体操・みんなの体操会運営事務局

TEL: 03-6435-7403

Mai l : j unkai 2021@fcrest. co. j p



2020年9月1日

全国の首長 さま

巡回ラジオ体操・ みんなの体操会運営事務局

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素からラジオ体操・ みんなの体操の普及推進にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し

上げます。

「 2021年度巡回ラジオ体操・ みんなの体操会」につきまして、2021年4月から 10月まで

の間、全国の会場でNPO法人全国ラジオ体操連盟、日本放送協会（ NHK）および株式会社か

んぽ生命保険の三者共同で主催いたします。本イベントは、1953年から毎年実施しており、

地域の皆さまの健康増進、コミュニティの活性化に資する施策として、例年、開催自治体

さまのご好評をいただいております。

貴自治体で開催のご希望がございましたら、別紙1および2に必要事項をご記入いただ

き、2020年10月5日（ 月） までに巡回ラジオ体操・ みんなの体操会運営事務局あてにメ

ールでお申し込みいただきますようお願い申し上げます。

なお、「 2020 年度巡回ラジオ体操・ みんなの体操会」 は、新型コロナウイルス感染症が

収束に至っていない状況を踏まえ、残念ながら中止となりました。「 2021年度巡回ラジオ体

操・ みんなの体操会」 につきましては、新型コロナウイルス感染症予防対策を講じますが、

開催時の感染者発生状況等によっては、縮小開催や開催中止となる場合もございますので、

あらかじめご了承いただきますようお願いいたします（ 詳細については、参考4をご参照

ください）。

敬具



（ 参考） 巡回ラジオ体操・ みんなの体操会とは

夏期巡回と特別巡回があり、どちらも体操会の模様がNHKラジオ第1で全国に生放送されま
す。放送内では、自治体さまのご紹介もさせていただきます。

＜夏期巡回ラジオ体操・ みんなの体操会＞

夏休み期間中である7月20日から 8月31日までの期間、全国41会場程度において開催され

る予定です。

＜特別巡回ラジオ体操・ みんなの体操会＞

夏期巡回の期間を除く 4月から 10月までの日曜・ 祝日を中心に、全国10会場程度において

開催される予定です。

※ポイントレッスンの開催
講師のスケジュールによりますが、体操会終了後に効果的なラジオ体操を学べるポイントレッスンの開催

が可能です（講師料は自治体さま負担となります。）。

巡回体操会の標準的な流れ（ 例）

前日 ＡＭ～17: 00 会場設営

ＰＭ ＮＨＫ技術セッティング

16: 00頃 リハーサル、最終打合せ

当日 4: 00       集合、会場決定（ 天候不順時）

5: 00 スタッフ集合、準備

参加者集合

6: 00～ 6: 10 開会

あいさつ（ １人２分程度）

① ○ ○ 市長
② ○ ○かんぽ生命 支店長

③ ○ ○ＮＨＫ 放送局長

④ ○ ○県ラジオ体操連盟会長
6: 10～ 6: 30 体操講師、演奏者紹介

体操講師および演奏者による放送前の参加者向けリハーサル

6: 30～ 6: 40 ラジオ体操（ 全国生放送）

6: 40 閉会、参加記念品配布、会場撤収

(閉会後ご希望によりラジオ体操のポイントレッスンの実施が可能です。 )
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申込チェックリスト

２０２１年度巡回ラジオ体操・みんなの体操会開催にあたっては、貴自治体に「共催」事業として、主催三者との役

割分担に基づき、事前準備および当日運営をお願いいたします。次の事項を必ず確認の上、お申し込みください。

□（ にチェック）

確認事項

１．本施策への共催

☐ はい 開催地として決定した際には、共催は必須となることを確認しました。

☐ はい 開催地代表として、当日、首長さまのご挨拶が必要であることを確認しました。

☐ はい 首長選挙の前後２カ月間は、巡回体操会実施不可であることを確認しました。

☐ はい
☐ 該当なし

（行政区さまが申し込む場合）

開催地および日程が決定した際に、主催者にて報道発表を行う際の表記方法は、区単位

ではなく、市町村単位になることを確認しました。

※ ポスターやチラシ等の周知物については区単位での表記も可能。

☐ はい
全国の開催希望を取りまとめ、日程・会場条件等を勘案しながら、主催三者で開催地を選

定させていただきます。申込時点で開催を約束するものではないことを確認しました。

２．会場の確保、関係者事前打ち合わせ

（選考に際して重要な事項となります。必ずご確認をお願いいたします。）

右記の内容について

確認しました。

☐ はい

□ 見込参加者数が体操可能な、晴天会場（屋外）と雨天会場（屋内）の確保
※ 前日・当日の２日間確保が必要。

※ 雨天会場は、晴天会場に隣接していること(徒歩１５分以内)が望ましい。

□ 会場を使用するにあたり必要な申請、経費負担
※ 会場の付帯設備・電源の使用および確保を含む。

※ 会場を使用するための造作（養生等）を含む。

□ （必要に応じて）来場者用の駐車場の確保

□ 事前打ち合わせ（１～２回）、下見等への参加
※ 事前打ち合わせの会場は、貴自治体の会議室等の確保をお願いいたします。
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３．準備作業、当日運営等

（詳細は開催地として決定した後にお知らせいたしますが、事前にご確認をお願いいたします。）

右記の内容について

確認しました。

☐ はい

□ 貴自治体の来賓対応
□ 警備

※ ピアノの夜間警備が必要な場合や、大規模な駐車場を使用する場合のみ。

□ 救護・救護用品等の準備
□ 地域住民へのイベントの周知

※ 市報等へのイベント案内の掲載等を想定。なお、立て看板、ポスター・チラシ等は主

催者側で準備。

□ 参加者案内、誘導、整列の補助
《以下備品等準備》 ※ ラジオ放送用の機材、マイク等は主催者側が準備します。
□ ピアノ２台（晴天会場 1台、雨天会場 1台×２日間(前日および当日)）

※ 電子ピアノ不可、アップライトピアノ可。運搬費用は貴自治体負担となります。

※ 調律は主催者にて実施。

□ ピアノの椅子２脚
※ 高低自在が望ましい。安定感に欠けるものはお避けください。

□ 体操台１台
※ 朝礼台のようなもので、広さは最低１２０㎝×１２０㎝が目安。高さは会場規模に合わ

せ、後方からも講師が見えるようなものが望ましい。

※ 特別巡回の場合は、３台必要となります。

※ 雨天会場へ移設できない場合は、雨天会場用にもご用意ください。体育館のステー

ジで代用も可。

□ テント最低２式
※機材用１、ピアノ用１(必要に応じて来賓・参加記念品配布用を追加)

□ 長机１０台、パイプ椅子１０脚
※ テント・長机・パイプ椅子の数量は会場規模により変動。数量は一例。

□ （必要に応じて）雨天用の靴袋・傘袋等

4．その他

右記の内容について

確認しました。

☐ はい

□ 営利企業・団体が本施策の「協力」「協賛」「後援」に加わることや、会場で宣伝を行うこと
等はできません。

□ 巡回体操会の会場内で食品および飲料の提供や営利企業の商品配布をすることはでき
ません。

所属先

担当者名
㊞
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回答書

2020年 月 日

巡回ラジオ体操・ みんなの体操会運営事務局（ あて）

自治体名

首長氏名 ○印

2021 年度巡回ラジオ体操・ みんなの体操会の開催希望について、開催地選考の条件

を理解し、申込チェックリストの内容を確認の上、開催希望調書のとおり申し込みます。

以上
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回答書

2020年9月1日

巡回ラジオ体操・ みんなの体操会運営事務局（ あて）

ラジオ県 体操市

市長 ラジオ 太郎 ○印

2021 年度巡回ラジオ体操・ みんなの体操会の開催希望について、開催地選考の条件

を理解し、申込チェックリストの内容を確認の上、開催希望調書のとおり申し込みます。

以上

記載例

首長さまの押印を

お願いします。

● チェック済み☑の「【別紙1-1】申込チェックリスト」と押印済みの「【別紙1-2】回答書」の両方

のスキャンデータをお送りください。

● 原本を郵送していただく必要はございません。貴自治体にて保管をお願いいたします。

注意事項



所属先 担当者

TEL

メール
アドレス

人

４月 ５月

人

９月 １０月 人

開催希望調書
＜2021年度巡回ラジオ体操・みんなの体操会＞

※申込期限：10/5（月）まで　 万一、期限に間に合わない場合は、巡回ラジオ体操・みんなの体操会運営事務局までご相談ください。

都道府県

ご
連
絡
先

市区町村
ふりがな

住所
〒

貴自治体 首長さま氏名

収容人数

首長さま任期満了日 　　　　　年　　　月　　　日

開催希望時期（複数選択可） 開催希望時期のうち開催できない日程 開催希望場所（正式名称） 会場住所

※オリンピック・パラリンピック開催に伴い、東京
都内での夏期巡回の開催はございません。

＜夏期巡回＞
晴
天
会
場

ふりがな 〒

７月２０日～８月３１日

＜特別巡回＞

（夏期巡回の期間を除く、4月から10月までの日
曜日または祝日に開催）

上記開催できない理由 雨
天
会
場

ふりがな 〒

６月

記念行事（予定がある場合にのみ記載） 備考

７月上旬～中旬 収容人数

参加見込者数

別紙2



県 所属先 担当者

市

TEL

メール
アドレス

人

４月 ５月

人

９月 １０月 人

記念行事（予定がある場合にのみ記載） 備考

体操市制50周年記念事業

７月上旬～中旬 収容人数 500

参加見込者数 1000

2000

（夏期巡回の期間を除く、4月から10月までの日曜日
または祝日に開催）

上記開催できない理由 雨
天
会
場

ふりがな　　　たいそうしえいたいいくかん 〒111-1111

体操市営体育館 ラジオ県体操市朝田
１－２－４

６月

他のイベントで会場を使用するため

＜夏期巡回＞

・6/9（日）
・8/10（土）～8/13（火）

晴
天
会
場

ふりがな　　たいそうしえいうんどうこうえん 〒111-1111

体操市営運動公園

ラジオ県体操市朝田
１－２－４

７月２０日～８月３１日

＜特別巡回＞ 収容人数

首長さま任期満了日 2023年　3月　31日 taisoushi@city.co.jp

開催希望時期（複数選択可） 開催希望時期のうち開催できない日程 開催希望場所（正式名称） 会場住所

※オリンピック・パラリンピック開催に伴い、東京都
内での夏期巡回の開催はございません。

〒123-4567

体操　　 ラジオ県体操市朝田１－２－３

貴自治体 首長さま氏名 ラジオ　太郎 01-2345-6789

開催希望調書
＜2021年度巡回ラジオ体操・みんなの体操会＞

※申込期限：10/5（月）まで　 万一、期限に間に合わない場合は、巡回ラジオ体操・みんなの体操会運営事務局までご相談ください。

都道府県 ラジオ

ご
連
絡
先

スポーツ振興課 体操　花子

市区町村
ふりがな　　　　　　たいそうし

住所

別紙
記載例

✔

誤転記防止のため、お手数をおかけしますが、以下Webサイトからダウンロードの上、
作成をお願いいたします。

＜かんぽ生命Webサイト-巡回ラジオ体操・みんなの体操会＞
https://www.jp-life.japanpost.jp/radio/event/index.html

注意事項

✔

・行政区の場合、区長さまの
任期満了日をご記入ください。

・首長選挙の前後２カ月間は、
巡回体操会を実施することが
できません。

・会場予約の都合等により、
開催できない日程を理由と
共に記載してください。

・開催できる日程が少ない場
合は、開催会場の選考を行
う際に優先順位が低くなる場
合がありますのでご了承くだ
さい。

・こちらに記入された名
称が外部に発表・放送さ
れますので、正式名称を
ご記入ください。

・番地までご記入くだ
さい。

・記念行事の一環として開催
を希望される場合には、記念
行事名をご記入ください。
なお、記念行事によってはイ
ベント冠名とできない場合が
ございます。ご了承ください。

・見込まれる参加者数を
おおよその数で結構です
のでご記入ください。

・参加見込者数は選考の
基準ではございません。
開催希望会場の収容人
数を鑑みてご記入くださ
い。



2021 年度巡回ラジオ体操・みんなの体操会 参考 1

申込方法

１ 申込手順

（1） メール送信

巡回ラジオ体操・みんなの体操会運営事務局あてに次の 3点をメールで送信してください。

① 「申込チェックリスト」（別紙 1-1） ⇒ スキャンデータ（PDF）
② 「回答書」（別紙 1-2） ⇒ スキャンデータ （PDF）
③ 「開催希望調書」（別紙 2） ⇒ Excel ファイルに入力したオリジナルデータ

※誤転記防止のため、お手数をおかけしますが、以下 Web サイトからダウンロードのうえ、
作成をお願いいたします。

＜かんぽ生命Web サイト-巡回ラジオ体操・みんなの体操会＞

https://www.jp-life.japanpost.jp/radio/event/index.html

（2） 申込受付確認

事務局にてメールを受信後、翌営業日(土・日・休日を除く)から起算して 3 営業日以内に申込

受付完了メールをお送りします。このメールの到着をもって申込受付完了となります。

万一、メールの返信がない場合は、メールを受信できていない可能性がありますので、お手数

ですが、お電話（03-6435-7403）でメールを送信した旨のご連絡をお願いいたします。

２ 申込期限

2020 年 10 月 5 日（月） まで

※ 万一、期限に間に合わない場合は巡回体操会運営事務局までご相談ください。

３ 申込先

※ 「申込チェックリスト」、「回答書」および「開催希望調書」のご記入に当たって、ご不明な点等ご
ざいましたら、電話またはメールにてお問い合わせください。

巡回ラジオ体操・みんなの体操会運営事務局

メールアドレス：junkai2021@fcrest.co.jp

電話番号：03-6435-7403

（受付時間：午前 10:00～午後 5:00 土・日・休日を除く）



参考 2

開催地選考スケジュール

１ 選考について

開催地については、ＮＰＯ法人全国ラジオ体操連盟、ＮＨＫおよびかんぽ生命の三者にて協議の上、

選考させていただきます。選考にあたっては、開催会場、地域バランス等を考慮するとともに、主催三

者が提示する日程候補と調整可能な自治体さまを優先いたします。

なお、開催地に選定された場合であっても、当初のご希望の日程とならない場合もございますので、

あらかじめご了承ください。

２ スケジュール（予定）

日程 スケジュール概要

2020 年 9月 1日（火) 開催希望の申込受付開始

2020 年 10 月 5日（月） 開催申し込みのメール受付期限

2020 年 10 月～11 月中旬

都道府県単位の選考およびエリア内での調整（かんぽ生命支店より）

 主催三者にて選考を行うため、開催希望をご提出いただいた自治体

さまに対し、お申込内容確認のご連絡をさせていただきます。

 開催会場の安全性、収容可能人数、生放送を実施する際の会場環

境等を確認するため、会場の図面・地図等をご提出いただく場合が

ございます。また、候補会場の下見をさせていただきます。

～2020 年 12 月 1日（火）

自治体さまに「内定」のご連絡（かんぽ生命支店より）

 選考を通過した自治体さまにのみ、「内定」のご連絡をします。

※ 「内定」については、2021年2月の報道発表まで部外秘でお願いしま

す。

2020 年 12 月上旬

～2021 年 1 月中旬

内定した自治体さまへ開催日程調整のご連絡（NHK地域放送局より）

 開催候補日とその前日の会場の確保についても併せて確認をさせて

いただきます。

※ お申し込み時の会場の使用状況から大幅に変更が生じた場合等、

日程調整の状況により、内定を取り消し、別の自治体さまを内定させ

ていただく場合がございます。

2021 年 1月～2月中旬 自治体さまへ決定（選外）通知を発出

2021 年 2月中旬～下旬 開催地決定の報道発表



巡回体操会開催までの流れ

巡回体操会の運営に必要な準備

※詳しくは同封資料(参考1～2)を参照ください。

※準備物・使用物の一例となります。詳しくは運営事務局までお問い合わせください。

回答書・開催希望調書に必要

事項を記載のうえメールにて

お申し込みください。

1.お申し込み 2.開催地決定

開催会場や地域バランス等を

考慮の上、選考いたします。

内定時期：2020年12月(予定)

3.事前準備

会場や必要物の手配、動員の

計画など開催に向けて準備を

行います。

4.体操会開催

前日から設営・リハーサルを

行います。

過去の開催の模様は、Webサイトでご覧いただけます。 巡回体操会 検索

巡回体操会の申し込みをご検討される自治体担当者さまに向けて、

お問い合わせ窓口をご用意しております。ご不明な点などお気軽にご相談ください。
※開催地の選考状況・結果についての対応はいたしかねます。

申込期間：

2020年9月1日～2020年10月5日

巡回ラジオ体操・みんなの体操会運営事務局

T E L： 03-6435-7403 (平日10:00～17:00)

メールアドレス：  junkai2021@fcrest.co.jp

生のピアノ演奏で快適な雰囲気の中
ラジオ体操を行います♪

(電子ピアノは不可となります。)

たくさんの方が円滑に参加でき
るよう駐車場・駐輪場の確保。

会場までの案内、整列のお声
がけも関係者全員で行います！

ご来賓の方、放送機材の保全、参加記念品配布などの
さまざまな用途でテントやパイプイスなどが必要となります。

体操講師を見えやすくするために
は高さが必要となります。
(会場により体操台が無くとも対応
できる場合があります。)

ピアノは2台用意
ステージがある会場の場合は、
ステージを使う場合もあります

体操台の広さは最低120cm×120cm

怪我や体調不良などの
一時対応のため
救護所を設置

安全確保のため
誘導員を配置 雨や朝露、強風などに

対応するためのテント

必要なテントの数などは
会場・参加人数により

異なります



参考４

新型コロナウイルス感染症への対策について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大等が懸念され、「 2021 年度巡回ラジオ体操・ みんなの体操会」
の例年どおりの開催が困難である場合は、以下のとおり規模を縮小して開催する等の代替策の実施を検

討しております。

また、通常開催時においても新型コロナウイルス感染者発生状況等を踏まえ、政府等のガイドライン

に則り、必要に応じた対策を講じ、参加者のみなさまに安心してご参加いただけるよう努めてまいりま

す。

なお、縮小開催の要否または開催中止の判断については、主催三者で協議の上、決定します。

ご理解、ご協力の程、何卒よろしくお願いいたします。

＜縮小開催の概要（ 案） ＞

1. 参加人数の制限（ 事前申込制の導入）
会場ごとの収容人数に応じて参加人数の上限を設定し、事前申込制とします。参加者には事前

に参加証を配布することで入場をスムーズに行います。

※ 参加人数の上限は雨天会場でも収容可能な人数を設定します。
※ 事前申込にかかる事務や経費については、主催者側が負担します。
※ Webやハガキでの申込を想定しております。

2. 参加者情報の管理
感染者が出た場合に備え、感染経路を追えるよう、参加者の情報を取得・ 管理します。項番１

の事前申込の際に、参加者の氏名・ 住所・ 連絡先を記載していただき、情報取得等に係る同意を

いただく予定です。個人情報は弊社で適切に管理し、用途以外の目的で使用することはありませ

ん。一定期間保管した後は、適切な方法で廃棄します。

3. 体操会当日の対策
参加者の入場時に検温およびアルコール消毒を実施し、ソーシャルディスタンスを保って体操

ができるよう誘導を行います。


