
※新型コロナウイルスの感染拡
大の状況により、聖火リレー及
び交通規制の実施方法が変更と
なる場合があります。変更内容
は情報サイト「ふくしまプラス
����」でお知らせします。

交通規制のお知らせ須賀川市

ご協力のお願い 観覧上の注意事項

福島県 東京 ���� オリンピック聖火リレー

・ 必ず歩道上や指定された場所から観覧くださいますようお願いします。
　（車道には出られません。）

・ 聖火ランナーや隊列を追って移動することは非常に危険ですので、絶対に
　行わないでください。また、前後の人を押さないようにしてください。

・ 危険物の持ち込みは禁止です。また、紙テープ等の物の投げ入れは大変危
　険ですので、絶対におやめください。

・ コース及び会場周辺での無人航空機（ドローン等）の飛行は法律により禁
　止されます。

・マスクの着用や密集の回避など新型コロナウイルス感染症対策（裏面参照）
　にご理解とご協力をお願いします。

����年
※交通規制時間は、聖火リレー隊列の進行状況により予告なく前後する場合があります。

��:�� 頃～��:�� 頃�月��日㈯

・ コースおよびコース周辺の道路では、交通規制が行われるため交通渋滞が
　予想されますので、当日の自動車利用は極力ご遠慮ください。なお、自動
　車を利用される場合は、う回等のご協力をお願いします。

・ 歩行者、自転車共にコース横断はできません。
・ 路線バス等に一部、運休・う回運転、遅れが生じる場合がありますので、
　あらかじめご了承ください。

・ 沿道の駐車場・駐輪場からの出入庫規制にご協力をお願いします。
・ 駅をご利用の方は、あらかじめ交通規制・バスの運行予定等を十分にご確

認いただき、時間に余裕を持ってお出かけください。

公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 /
東京 ���� オリンピック聖火リレーふくしま実行委員会

���-���-����（コールセンター）（受付時間： ��:�� ～ ��:�� ／土日祝日は除く）

県内の走行スケジュールやその他の市町村
の交通規制情報等については、情報サイト
「ふくしまプラス����」にアップしています。

県内の走行スケジュールやその他の市町村
の交通規制情報等については、情報サイト
「ふくしまプラス����」にアップしています。

ふくしまプラス ����

主  催

お問い合わせ
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1日目  2020年3月26日（木）
実施市町村 詳細スケジュール

2日目  2020年3月27日（金）
実施市町村 詳細スケジュール

3日目  2020年3月28日（土）
実施市町村 詳細スケジュール

お問合せ先 観覧上の
注意事項

実施のお知らせ

https://www.fuku-plus2020.jp/

詳細ルートはTOKYO2020ふくしま情報サイト
「ふくしまプラス2020」にもアップしております。

3/26（木）セレブレーション
時 間　17:30頃～19:30頃（最終ランナー到着予定時刻19:07）
場 所　南相馬市 雲雀ヶ原祭場地

3/27（金）セレブレーション
時 間　18:30頃～20:00頃（最終ランナー到着予定時刻19:40）
場 所　会津若松市 鶴ヶ城公園市営駐車場（鶴ヶ城西出丸）

3/28（土）セレブレーション
時 間　16:45頃～19:00頃（最終ランナー到着予定時刻18:33）
場 所　郡山市 開成山公園自由広場

3月26日（木）
グランドスタート

セレブレーション8:40～10:00（予定）時 間

Jヴィレッジ 9番ピッチ
（臨時駐車場 二ツ沼総合公園）
※駐車台数に限りがあります。

場 所

日本国内オリンピック聖火リレースタートセレモニー（観覧自由）
8:40～8:55 福島県オープニングパフォーマンス
9:00～10:00 グランドスタートセレモニー
10:00～ 第一聖火ランナー（なでしこジャパン）が出発

内  容
聖火リレー終了後、10:30～（予定）
「ふくしまプライド。」
食の祭典inJヴィレッジを開催

共催イベント

福島県 東京2020オリンピック聖火リレー

ご協力のお願い
●ご通行・ご観覧の際は、係員、現場警備員、警察官の指示に従ってください。
●広範囲に交通規制が行われますので、迂回にご協力をお願いいたします。
●路線バス等に一部、運休・迂回運行、遅れが生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
●規制時間内は、沿道の駐車場・駐輪場からの出入庫規制にご協力をお願いいたします。

○必ず歩道上や指定された場所から観覧くださいますようお願いいたします。（車道には出られません。）
○聖火ランナーや隊列を追って移動することは非常に危険ですので、絶対に行わないでください。また、前後
の人を押さないようにしてください。
○危険物の持ち込みは禁止です。また、紙テープ等の物の投げ入れは大変危険ですので、絶対におやめください。

1日の最終区間では、セレブレーション（聖火到着を祝うイベント）が行われま
す。県実行委員会やプレゼンティングパートナーによるステージプログラム
のほか、ブース出展が予定されています。
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市町村名 実施時間
 Jヴィレッジ 10:00～10:10
 楢葉町 10:15～10:29
 広野町 11:15～11:34
 いわき市 11:39～12:52
 川内村 12:57～13:19
 大熊町 14:14～14:32
 双葉町 15:00～15:18
 富岡町 15:54～16:11
 葛尾村 16:16～16:29
 浪江町 17:20～17:30
 南相馬市 18:37～19:07

市町村名 実施時間
 相馬市 8:15～8:37
 飯舘村 8:50～9:08
 新地町 9:19～9:40
 川俣町 9:55～10:05
 福島市 12:50～14:02
 猪苗代町 14:41～14:52
 三島町① 16:05～16:15
 三島町② 16:37～16:55
 喜多方市 17:03～17:33
 会津若松市 18:57～19:40

市町村名 実施時間
 南会津町 9:00～9:29
 下郷町 9:44～9:51
 白河市 11:20～12:17
 須賀川市 13:18～13:54
 田村市 15:33～15:49
 本宮市 16:08～16:28
 郡山市 17:40～18:33

市町村名 出発予定地 到着予定地

Jヴィレッジ Jヴィレッジ 9番ピッチ Jヴィレッジ駅前
楢葉町 楢葉町役場 みんなの交流館ならはCANvas

広野町 福島県立ふたば未来学園中学校・高等
学校 広野駅東口

いわき市 いわき陸上競技場 いわき芸術文化交流館アリオス前

川内村 双葉地方広域市町村圏組合消防本部 
富岡消防署川内出張所前 川内村立川内中学校

大熊町 常磐自動車道高架下付近 大熊町役場本庁舎
双葉町 大野駅 双葉駅前
富岡町 富岡駅前 富岡町立富岡第一中学校
葛尾村 みどりの里ふれあい館 葛尾村復興交流館あぜりあ

浪江町 福島ロボットテストフィールド
（浪江滑走路・滑走路附属格納庫） 福島水素エネルギー研究フィールド

南相馬市 南相馬市役所 雲雀ヶ原（ひばりがはら）祭場地
セレブレーション会場：南相馬市　雲雀ヶ原（ひばりがはら）祭場地

市町村名 出発予定地 到着予定地

南会津町 びわのかげ運動公園
健康交流センター

南会津町消防団田島支団 
第1分団第1部

下郷町 大内宿駐車場 食堂前
白河市 白河市総合運動公園　陸上競技場 白河小峰城
須賀川市 栄町東交差点（須賀川二本松線） 須賀川市役所
田村市 都路大橋付近 古道体育館
本宮市 白沢公民館前ふれあい夢広場 英国庭園
郡山市 郡山駅西口駅前広場 開成山公園自由広場

セレブレーション会場：郡山市　開成山公園自由広場

市町村名 出発予定地 到着予定地

相馬市 相馬中村神社 相馬駅前
飯舘村 飯舘村交流センターふれ愛館 いいたて村の道の駅までい館
新地町 観海堂公園 釣師（つるし）防災緑地公園
川俣町 とんやの郷（さと） 川俣町立山木屋中学校
福島市 信夫ケ丘競技場 福島県庁西庁舎前県民広場
猪苗代町 葉山第3ファミリーリフト横 葉山中央駐車場
三島町① 第一只見川橋梁展望台（スポットD） 第一只見川橋梁展望台（スポットD）
三島町② 三島町立三島中学校 三島町観光協会駐車場

喜多方市 東四谷入口交差点（おたづき蔵通り） 喜多方プラザ文化センター駐車場（蔵
の里前）

会津若松市 馬場道下交差点（中央通り） 鶴ヶ城公園市営駐車場
（鶴ヶ城西出丸）

セレブレーション会場：会津若松市　鶴ヶ城公園市営駐車場（鶴ヶ城西出丸）

猪苗代町では、猪苗代のスキー場において、スキーによる聖火リレーの実施を予定しています。

東京2020オリンピック聖火リレーふくしま実行委員会
事務局 TEL024-521-7312（平日9：00～17：00）南相馬市
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1日目  2020年3月26日（木）
実施市町村 詳細スケジュール

2日目  2020年3月27日（金）
実施市町村 詳細スケジュール

3日目  2020年3月28日（土）
実施市町村 詳細スケジュール

お問合せ先 観覧上の
注意事項

実施のお知らせ

https://www.fuku-plus2020.jp/

詳細ルートはTOKYO2020ふくしま情報サイト
「ふくしまプラス2020」にもアップしております。

3/26（木）セレブレーション
時 間　17:30頃～19:30頃（最終ランナー到着予定時刻19:07）
場 所　南相馬市 雲雀ヶ原祭場地

3/27（金）セレブレーション
時 間　18:30頃～20:00頃（最終ランナー到着予定時刻19:40）
場 所　会津若松市 鶴ヶ城公園市営駐車場（鶴ヶ城西出丸）

3/28（土）セレブレーション
時 間　16:45頃～19:00頃（最終ランナー到着予定時刻18:33）
場 所　郡山市 開成山公園自由広場

3月26日（木）
グランドスタート

セレブレーション8:40～10:00（予定）時 間

Jヴィレッジ 9番ピッチ
（臨時駐車場 二ツ沼総合公園）
※駐車台数に限りがあります。

場 所

日本国内オリンピック聖火リレースタートセレモニー（観覧自由）
8:40～8:55 福島県オープニングパフォーマンス
9:00～10:00 グランドスタートセレモニー
10:00～ 第一聖火ランナー（なでしこジャパン）が出発

内  容
聖火リレー終了後、10:30～（予定）
「ふくしまプライド。」
食の祭典inJヴィレッジを開催

共催イベント

福島県 東京2020オリンピック聖火リレー

ご協力のお願い
●ご通行・ご観覧の際は、係員、現場警備員、警察官の指示に従ってください。
●広範囲に交通規制が行われますので、迂回にご協力をお願いいたします。
●路線バス等に一部、運休・迂回運行、遅れが生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
●規制時間内は、沿道の駐車場・駐輪場からの出入庫規制にご協力をお願いいたします。

○必ず歩道上や指定された場所から観覧くださいますようお願いいたします。（車道には出られません。）
○聖火ランナーや隊列を追って移動することは非常に危険ですので、絶対に行わないでください。また、前後
の人を押さないようにしてください。

○危険物の持ち込みは禁止です。また、紙テープ等の物の投げ入れは大変危険ですので、絶対におやめください。

1日の最終区間では、セレブレーション（聖火到着を祝うイベント）が行われま
す。県実行委員会やプレゼンティングパートナーによるステージプログラム
のほか、ブース出展が予定されています。
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市町村名 実施時間
 Jヴィレッジ 10:00～10:10
 楢葉町 10:15～10:29
 広野町 11:15～11:34
 いわき市 11:39～12:52
 川内村 12:57～13:19
 大熊町 14:14～14:32
 双葉町 15:00～15:18
 富岡町 15:54～16:11
 葛尾村 16:16～16:29
 浪江町 17:20～17:30
 南相馬市 18:37～19:07

市町村名 実施時間
 相馬市 8:15～8:37
 飯舘村 8:50～9:08
 新地町 9:19～9:40
 川俣町 9:55～10:05
 福島市 12:50～14:02
 猪苗代町 14:41～14:52
 三島町① 16:05～16:15
 三島町② 16:37～16:55
 喜多方市 17:03～17:33
 会津若松市 18:57～19:40

市町村名 実施時間
 南会津町 9:00～9:29
 下郷町 9:44～9:51
 白河市 11:20～12:17
 須賀川市 13:18～13:54
 田村市 15:33～15:49
 本宮市 16:08～16:28
 郡山市 17:40～18:33

市町村名 出発予定地 到着予定地

Jヴィレッジ Jヴィレッジ 9番ピッチ Jヴィレッジ駅前
楢葉町 楢葉町役場 みんなの交流館ならはCANvas

広野町 福島県立ふたば未来学園中学校・高等
学校 広野駅東口

いわき市 いわき陸上競技場 いわき芸術文化交流館アリオス前

川内村 双葉地方広域市町村圏組合消防本部 
富岡消防署川内出張所前 川内村立川内中学校

大熊町 常磐自動車道高架下付近 大熊町役場本庁舎
双葉町 大野駅 双葉駅前
富岡町 富岡駅前 富岡町立富岡第一中学校
葛尾村 みどりの里ふれあい館 葛尾村復興交流館あぜりあ

浪江町 福島ロボットテストフィールド
（浪江滑走路・滑走路附属格納庫） 福島水素エネルギー研究フィールド

南相馬市 南相馬市役所 雲雀ヶ原（ひばりがはら）祭場地
セレブレーション会場：南相馬市　雲雀ヶ原（ひばりがはら）祭場地

市町村名 出発予定地 到着予定地

南会津町 びわのかげ運動公園
健康交流センター

南会津町消防団田島支団 
第1分団第1部

下郷町 大内宿駐車場 食堂前
白河市 白河市総合運動公園　陸上競技場 白河小峰城
須賀川市 栄町東交差点（須賀川二本松線） 須賀川市役所
田村市 都路大橋付近 古道体育館
本宮市 白沢公民館前ふれあい夢広場 英国庭園
郡山市 郡山駅西口駅前広場 開成山公園自由広場

セレブレーション会場：郡山市　開成山公園自由広場

市町村名 出発予定地 到着予定地

相馬市 相馬中村神社 相馬駅前
飯舘村 飯舘村交流センターふれ愛館 いいたて村の道の駅までい館
新地町 観海堂公園 釣師（つるし）防災緑地公園
川俣町 とんやの郷（さと） 川俣町立山木屋中学校
福島市 信夫ケ丘競技場 福島県庁西庁舎前県民広場
猪苗代町 葉山第3ファミリーリフト横 葉山中央駐車場
三島町① 第一只見川橋梁展望台（スポットD） 第一只見川橋梁展望台（スポットD）
三島町② 三島町立三島中学校 三島町観光協会駐車場

喜多方市 東四谷入口交差点（おたづき蔵通り） 喜多方プラザ文化センター駐車場（蔵
の里前）

会津若松市 馬場道下交差点（中央通り） 鶴ヶ城公園市営駐車場
（鶴ヶ城西出丸）

セレブレーション会場：会津若松市　鶴ヶ城公園市営駐車場（鶴ヶ城西出丸）

猪苗代町では、猪苗代のスキー場において、スキーによる聖火リレーの実施を予定しています。

東京2020オリンピック聖火リレーふくしま実行委員会
事務局 TEL024-521-7312（平日9：00～17：00）

市町村名 実施時間 出発予定地 到着予定地
南会津町 �:�� ～ �:�� びわのかげ運動公園 健康交流センター 南会津町消防団田島支団 第 � 分団第 � 部
下郷町 �:�� ～ �:�� 大内宿駐車場 食堂前
白河市 ��:�� ～ ��:�� 白河市総合運動公園 陸上競技場 白河小峰城
本宮市 ��:�� ～ ��:�� 白沢公民館前ふれあい夢広場 プリンス・ウィリアムズ・パーク英国庭園
須賀川市 ��:�� ～ ��:�� 栄町東交差点（須賀川二本松線） 須賀川市役所
田村市 ��:�� ～ ��:�� 都路大橋付近 古道体育館
郡山市 ��:�� ～ ��:�� 郡山駅西口駅前広場 開成山公園自由広場（セレブレーション）

市町村名 実施時間 出発予定地 到着予定地
相馬市 �:�� ～ �:�� 相馬中村神社 相馬駅前
飯舘村 �:�� ～ �:�� 飯舘村交流センターふれ愛館 いいたて村の道の駅までい館
新地町 ��:�� ～ ��:�� 観海堂公園 釣師（つるし）防災緑地公園
川俣町 ��:�� ～ ��:�� とんやの郷（さと） 川俣町立山木屋中学校
福島市 ��:�� ～ ��:�� 信夫ケ丘競技場 福島県庁西庁舎前県民広場
猪苗代町 ��:�� ～ ��:�� ぶな平ゲレンデ 葉山中央駐車場
三島町➀ ��:�� ～ ��:�� 第一只見川橋梁展望台（スポット C） 第一只見川橋梁展望台（スポット D）
三島町➁ ��:�� ～ ��:�� 三島町立三島中学校 三島町観光協会駐車場
喜多方市 ��:�� ～ ��:�� 酒造会社前 喜多方プラザ文化センター駐車場（蔵の里前）

会津若松市 ��:�� ～ ��:�� 馬場道下交差点（中央通り） 鶴ヶ城公園市営駐車場（鶴ヶ城西出丸）
（セレブレーション）

福島県内実施スケジュール

新型コロナウイルス感染症対策について

� 日目 2021年 3月25日㈭

� 日目 2021年 3月26日㈮

� 日目 2021年 3月27日㈯

聖火リレーを沿道等で観覧される際には、上記の新型コロナウイルス感染症対策にご理解とご協力をお願いします。
また、聖火リレーの模様は NHK 聖火リレー専用サイトで中継されますのでぜひご覧ください。
※Ｊヴィレッジでのグランドスタート及びリレーにつきましては、感染症対策のため一般観覧をお断りさせていただき、関係者のみで実施する予定です。

また、各日のセレブレーション（聖火の到着を祝うセレモニー）の観覧は事前申し込み制となります。当日の申し込みはできません。
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市町村名 実施時間 出発予定地 到着予定地
J ヴィレッジ �:�� ～ �:�� J ヴィレッジ全天候型練習場 J ヴィレッジ駅前
楢葉町 �:�� ～ ��:�� 楢葉町役場 みんなの交流館ならは CANvas
広野町 ��:�� ～ ��:�� 福島県立ふたば未来学園中学校・高等学校 広野駅東口

川内村 ��:�� ～ ��:�� 双葉地方広域市町村圏組合消防本部
富岡消防署川内出張所前 川内村立川内中学校

いわき市 ��:�� ～ ��:�� いわき陸上競技場 いわき芸術文化交流館アリオス前
富岡町 ��:�� ～ ��:�� 富岡駅前 富岡町立富岡第一中学校
葛尾村 ��:�� ～ ��:�� みどりの里ふれあい館 葛尾村復興交流館あぜりあ
双葉町 ��:�� ～ ��:�� 双葉駅 双葉駅前
大熊町 ��:�� ～ ��:�� 常磐自動車道高架下付近 大熊町役場本庁舎
浪江町 ��:�� ～ ��:�� 浪江町立浪江小学校前 道の駅なみえ

南相馬市 ��:�� ～ ��:�� 南相馬市役所 雲雀ヶ原（ひばりがはら）祭場地
（セレブレーション）


