
   

令和２年11⽉２⽇（⽉）〜 令和２年11⽉10⽇（⽕） 東京都
東京都庁第一本庁舎２階北側
オリンピック・パラリンピックフラッグ展示コーナー

令和２年11⽉12⽇（⽊）〜 令和２年11⽉13⽇（⾦） 世⽥⾕区 世⽥⾕区役所第一庁舎
令和２年11⽉16⽇（⽉）〜 令和２年11⽉17⽇（⽕） 町⽥市 町⽥薬師池公園四季彩の杜⻄園ウェルカムゲート
令和２年11⽉19⽇（⽊）〜 令和２年11⽉20⽇（⾦） 多摩市 多摩市役所本庁舎１階ロビー受付
令和２年11⽉24⽇（⽕）〜 令和２年11⽉25⽇（⽔） 稲城市 稲城市役所本庁舎１階ロビー
令和２年11⽉26⽇（⽊）〜 令和２年11⽉27⽇（⾦） ⽇野市 ⽇野市役所本庁舎1階当直室前
令和２年11⽉30⽇（⽉）〜 令和２年12⽉１⽇（⽕） 昭島市 昭島市役所 市⺠ロビー
令和２年12⽉３⽇（⽊）〜 令和２年12⽉４⽇（⾦） ⼋王⼦市 ⼋王⼦市役所本庁舎１階ロビー
令和２年12⽉７⽇（⽉）〜 令和２年12⽉８⽇（⽕） 檜原村 檜原村役場本庁舎
令和２年12⽉10⽇（⽊）〜 令和２年12⽉11⽇（⾦） 奥多摩町 奥多摩町役場
令和２年12⽉14⽇（⽉）〜 令和２年12⽉15⽇（⽕） ⽇の出町 ⽇の出町役場 １階 町⺠談話室
令和２年12⽉17⽇（⽊）〜 令和２年12⽉18⽇（⾦） ⻘梅市 ⻘梅市役所
令和２年12⽉21⽇（⽉）〜 令和２年12⽉22⽇（⽕） 瑞穂町 瑞穂町役場
令和２年12⽉24⽇（⽊）〜 令和２年12⽉25⽇（⾦） ⽻村市 ⽻村市役所 1階市⺠ホール
令和３年１⽉７⽇（⽊）〜 令和３年3⽉30⽇（⽕） 16区市9町村 −
令和３年４⽉３⽇（⼟）〜 令和３年４⽉４⽇（⽇） 府中市 府中公園
令和３年４⽉５⽇（⽉）〜 令和３年４⽉６⽇（⽕） 三鷹市 三鷹中央防災公園・元気創造プラザ １階 情報コーナー
令和３年４⽉５⽇（⽉）〜 令和３年４⽉６⽇（⽕） あきる野市 あきる野市役所 １階
令和３年４⽉８⽇（⽊）〜 令和３年４⽉９⽇（⾦） 武蔵野市 武蔵野市役所
令和３年４⽉８⽇（⽊）〜 令和３年４⽉９⽇（⾦） 福⽣市 福⽣市郷⼟資料室
令和３年４⽉12⽇（⽉）〜 令和３年４⽉13⽇（⽕） 杉並区 杉並区役所本庁舎
令和３年４⽉12⽇（⽉）〜 令和３年４⽉13⽇（⽕） 武蔵村⼭市 武蔵村⼭市総合体育館
令和３年４⽉15⽇（⽊）〜 令和３年４⽉16⽇（⾦） 中野区 中野区役所
令和３年４⽉15⽇（⽊）〜 令和３年４⽉16⽇（⾦） ⽴川市 ⽴川市役所1階多目的プラザ
令和３年４⽉19⽇（⽉）〜 令和３年４⽉20⽇（⽕） 練⾺区 練⾺区役所本庁舎１階アトリウム
令和３年４⽉19⽇（⽉）〜 令和３年４⽉20⽇（⽕） 国⽴市 旧国⽴駅舎内 広間
令和３年４⽉22⽇（⽊）〜 令和３年４⽉23⽇（⾦） 国分寺市 cocobunjiプラザ 042-325-0111(内線276) https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/kurashi/1011357/1016834/1020940/1025072.html 〇

令和３年４⽉23⽇（⾦）〜 令和３年４⽉24⽇（⼟） 豊島区 豊島区⽴芸術文化劇場（パークプラザ） 03-4566-2767 https://www.city.toshima.lg.jp/413/documents/2103031743.html 〇

令和３年４⽉26⽇（⽉）〜 令和３年４⽉27⽇（⽕） 板橋区 板橋区役所本庁舎 03-3579-2667

令和３年４⽉26⽇（⽉）〜 令和３年４⽉27⽇（⽕） ⼩平市 ⼩平市役所 １階ロビー 042-346-9612

令和３年５⽉６⽇（⽊）〜 令和３年５⽉７⽇（⾦） 北区 北とぴあ 03-5390-1136

令和３年５⽉６⽇（⽊）〜 令和３年５⽉７⽇（⾦） 東⼤和市 東⼤和市役所本庁舎 042-563-2111(内線1424)

令和３年５⽉10⽇（⽉）〜 令和３年５⽉11⽇（⽕） ⾜⽴区 ⾜⽴区役所中央館１階アトリウム 03-3880-5492

令和３年５⽉10⽇（⽉）〜 令和３年５⽉11⽇（⽕） 東村⼭市 東村⼭市役所本庁舎1階 正面エントランス 042-393-5111

令和３年５⽉13⽇（⽊）〜 令和３年５⽉14⽇（⾦） 葛飾区 葛飾区役所２Ｆ区⺠ホール 03-5654-8575 http://www.city.katsushika.lg.jp/1022264/index.html

令和３年５⽉13⽇（⽊）〜 令和３年５⽉14⽇（⾦） 清瀬市 清瀬市役所１階 042-495-7001 http://www.city.kiyose.lg.jp//index.html

令和３年５⽉17⽇（⽉）〜 令和３年５⽉18⽇（⽕） 東久留⽶市 東久留⽶市スポーツセンター 042-470-7784 https://www.city.higashikurume.lg.jp/

令和３年５⽉18⽇（⽕）〜 令和３年５⽉19⽇（⽔） 文京区 文京シビックセンター 1階 03-5803-1309 https://www.city.bunkyo.lg.jp/bunka/olympic.html

令和３年５⽉20⽇（⽊）〜 令和３年５⽉21⽇（⾦） 江⼾川区 江⼾川区役所本庁舎 03-5662-0373 https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e005/kuseijoho/keikaku/tokyo2020/gaiyo_nittei/rire-toti.html 〇

令和３年５⽉20⽇（⽊）〜 令和３年５⽉21⽇（⾦） ⻄東京市 ⻄東京市役所⽥無庁舎 042-420-2818 http://www.city.nishitokyo.lg.jp/

令和３年５⽉24⽇（⽉）〜 令和３年５⽉25⽇（⽕） 荒川区 荒川区役所１階展示スペース 03-3802-3111 https://www.city.arakawa.tokyo.jp/sport/sportstokyo2020oripara/index.html

令和３年５⽉24⽇（⽉）〜 令和３年５⽉25⽇（⽕） ⼩⾦井市 ⼩⾦井市役所第二庁舎 042-386-2462 https://www.city.koganei.lg.jp/index.html
令和３年５⽉27⽇（⽊）〜 令和３年５⽉28⽇（⾦） 台東区 台東区本庁舎１Fロビー 03-5246-1259 https://www.city.taito.lg.jp/index/kusei/olympic/taikaikanren/seikatorchtenji.html 〇

令和３年５⽉27⽇（⽊）〜 令和３年５⽉28⽇（⾦） 品川区 品川区役所 本庁舎３階 総合受付横 03-5742-9109 https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/

令和３年５⽉31⽇（⽉）〜 令和３年６⽉１⽇（⽕） 墨⽥区 墨⽥区役所 03-5608-1445 https://www.city.sumida.lg.jp/kuseijoho/2020tokyo/seikarelay/2020torch.html 〇

令和３年５⽉31⽇（⽉）〜 令和３年６⽉１⽇（⽕） 調布市 調布市文化会館たづくり 2階北ギャラリー 042-481-7447 https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1603431470627/index.html 〇

令和３年６⽉３⽇（⽊）〜 令和３年６⽉４⽇（⾦） 千代⽥区 千代⽥区役所１階 03-5211-4188 https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/bunka/tokyo-olympic/index.html

令和３年６⽉４⽇（⾦） ⼤島町 ⼤島町役場内 04992-2-1453 https://www.town.oshima.tokyo.jp/

令和３年６⽉５⽇（⼟） 利島村 利島村勤労福祉会館 04992-9-0011 http://www.toshimamura.org/

令和３年６⽉７⽇（⽉）〜 令和３年６⽉８⽇（⽕） 中央区 中央区役所 03-3546-5766 https://www.city.chuo.lg.jp/bunka/olympic/olympicparalympictorchdisplay.html 〇

令和３年６⽉10⽇（⽊）〜 令和３年６⽉11⽇（⾦） 江東区 江東区役所 03-3647-5513 https://www.city.koto.lg.jp/

令和３年６⽉11⽇（⾦） ⼩笠原村（父島） ⼩笠原村役場
令和３年６⽉12⽇（⼟） ⼩笠原村（⺟島） ⼩笠原村役場⺟島⽀所
令和３年６⽉14⽇（⽉）〜 令和３年６⽉15⽇（⽕） ⼤⽥区 ⼤⽥区役所本庁舎 03-5744-1189 https://www.city.ota.tokyo.jp/kuseijoho/tokyo_olypara_ota/index.html

令和３年６⽉16⽇（⽔） 三宅村 三宅村役場 04994-5-0984 https://www.vill.miyake.tokyo.jp/

令和３年６⽉17⽇（⽊） 御蔵島村 御蔵島村役場 04994-8-2121 https://www.mikurasima.jp/

令和３年６⽉17⽇（⽊）〜 令和３年６⽉18⽇（⾦） 狛江市 狛江市役所２階ロビー 03-3430-1111 http://www.city.komae.tokyo.jp/

令和３年６⽉20⽇（⽇） ⼋丈町 ⼋丈町多目的ホールおじゃれ（⼋丈町役場庁舎内） 04996-2-7071 https://www.town.hachijo.tokyo.jp/

令和３年６⽉21⽇（⽉） ⻘ケ島村 村⽴図書館コミュニティルーム 04996-9-0201 http://www.vill.aogashima.tokyo.jp/

令和３年６⽉21⽇（⽉）〜 令和３年６⽉22⽇（⽕） 目⿊区 目⿊区総合庁舎 03-5722-9361 https://www.city.meguro.tokyo.jp/

令和３年６⽉24⽇（⽊）〜 令和３年６⽉25⽇（⾦） 渋⾕区 渋⾕区役所15階 03-3463-1849 https://www.city.shibuya.tokyo.jp/

令和３年６⽉24⽇（⽊） 新島村（新島） 新島村住⺠センター
令和３年６⽉25⽇（⾦） 新島村（式根島） 新島村式根島開発総合センター
令和３年６⽉26⽇（⼟） 神津島村 神津島村役場 04992-8-0011 https://vill.kouzushima.tokyo.jp/

令和３年６⽉28⽇（⽉）〜 令和３年６⽉29⽇（⽕） 港区 港区役所１階ロビー 03-3578-2572 https://www.city.minato.tokyo.jp/oriparatan/event/torch.html 〇

令和３年７⽉２⽇（⾦）〜 令和３年７⽉３⽇（⼟） 新宿区 新宿スポーツセンター 03-5273-4220 http://www.city.shinjuku.lg.jp/kanko/tokumei01_002141_00001.html 〇

東京2020オリンピック・パラリンピック聖火リレートーチ 展示スケジュール・展示場所一覧（令和３年４月２３日現在)
 変更があった場合には、東京都オリンピック・パラリンピック準備局ホームページ（https://www.2020games.metro.tokyo.lg.jp/）等でお知らせします。
（注１） 展示場所及び時間の詳細については、各自治体へ直接お問い合わせください。 
（注２）「聖火リレートーチ巡回展示」の該当ページがない自治体は、各自治体HPのトップページや、展示施設HP等のURLを記載しています。

展示日程 自治体名 展示場所
お問合せ先
（注１）

自治体ホームページ等
トーチ巡回展示
該当ページの
有無（注２）

04998-2-3117 http://www.vill.ogasawara.tokyo.jp

04992-5-0204 http://niijima.com/

展示は終了しました

延 期 （注３）

展示は終了しました

延 期
※延期後の日程については、

今後調整の上、お知らせします。
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