
 

 

 

 

 

 

東京 2020オリンピック・パラリンピック フラッグツアー 

石川県巡回日程の決定について 

 

東京都、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、

公益財団法人日本オリンピック委員会及び公益財団法人日本障がい者スポーツ協会

日本パラリンピック委員会は、オリンピックフラッグ・パラリンピックフラッグが

全国を巡回する「東京 2020オリンピック・パラリンピック フラッグツアー」を実

施しています。 

昨年１０月８日から東京都内で開始され、東京都内及び震災で被災した岩手県・

宮城県・福島県・熊本県の巡回を経て、このたび、全国展開の一環として、下記の

とおり本県での巡回日程が決まりましたのでお知らせします。 

 

＜本県のフラッグ巡回期間＞ 

  平成３０年４月３０日（月）～５月２８日（月）まで（２９日間） 

 

  ※上記期間中に、フラッグ歓迎イベントや県内でのフラッグ巡回展示を実施 

予定です。 

 

平成２９年９月１３日 

スポーツ振興課 

担当者 北山 

内線 ４３７４ 

外線 ２２５－１３９１ 



 
参考 

 

 

 
平成 29 年 9 月 13 日 
オリンピック・パラリンピック準備局 

 

 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック フラッグツアー 

今後の巡回日程と秋田県でのフラッグ歓迎イベントについて 

 

 昨年 10 月に開始した「東京 2020 オリンピック・パラリンピック フラッグツ

アー」は今年 6 月で都内全区市町村及び被災地を一巡し、７月からは競技会場所在都

市を巡回しております。今後、２年間をかけて全国を北・南ルートに分け巡回し、

オールジャパンでの気運醸成を図っていきます。 

この度、各府県を巡回する日程が、別紙のとおり決定いたしましたので、お知らせ

します。 

また、9 月 30 日（土）に秋田県にて実施するフラッグ歓迎イベントについて、出演

するアンバサダー等が下記のとおり決まりましたので、併せてお知らせします。 

 

記 

 

１ 「東京 2020 オリンピック・パラリンピック フラッグツアー」全国巡回について 

 

 各府県への巡回日程等については別紙をご覧ください。 

 フラッグ歓迎イベントに関しては、詳細が決まり次第随時お知らせいたします。 

 

 

２ 秋田県でのフラッグ歓迎イベントについて 

 

（１） 日    程  ：9 月 30 日（土）15 時 30 分～16 時 00 分  

（２） 会    場  ：男鹿総合運動公園内 特設会場 

            （秋田県男鹿市船川港比詰大沢田） 

             <雨天時>男鹿市総合体育館 サブアリーナ（同上） 

（３） アンバサダー  ：高橋 勇市（たかはし ゆういち） 

  （パラリンピアン・パラ陸上競技／アテネ 2004 大会  

  金メダル、北京 2008 大会、ロンドン 2012 大会  

  秋田県横手市出身） 

  ｽﾍﾟｼｬﾙｱﾝﾊﾞｻﾀﾞｰ：長瀬 智也（ながせ ともや）（TOKIO） 

 

 都庁記者クラブ 

 体協・JOC 記者クラブ 同時発表 



 
参考 

（４） 問い合わせ先  ：秋田県 観光文化スポーツ部スポーツ振興課 

  （TEL：018-860-1243） 

 

※「東京 2020 オリンピック・パラリンピック フラッグツアー」についての情報は、 

随時更新されますので、下記 WEB サイトをご確認ください。 

  【公式ホームページ】 http://flagtour.jp/ 

    【フェイスブック】 https://www.facebook.com/flagtour.jp/ 

 

 

 

  

 

 本件は、「2020 年に向けた実行プラン」に係る事業です。 

「ダイバーシティ 政策の柱８ 誰もがスポーツに親しめる社会」 

 

「2020 年に向けた実行プラン」事業 

 本件は、「ホストシティ Tokyo プロジェクト」に係る事業です。 

「カテゴリー：大会気運醸成 プロジェクト名：都民・国民参加プログラムの展開」 

【フラッグツアー全般に関する問合せ先】 

オリンピック・パラリンピック準備局 

総合調整部 連携推進課 事業調整担当 

電話：03-5320-7769（直通） 

都庁内線：38-763 

 

【スペシャルアンバサダーに関する問合せ先】 

「東京 2020 オリンピック・パラリンピック フラッグツアー」広報事務局 

電話：03−6263-9132 

 

http://flagtour.jp/
https://www.facebook.com/flagtour.jp/


 
参考 

別紙 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック フラッグツアー巡回日程 

 

  下記の巡回期間中に、各府県において、フラッグ歓迎イベントの開催、及びフラッグ 

展示を実施いたします。 

※フラッグ歓迎イベントについては、同時開催イベントや出演者の都合等により、巡回

期間外に実施する場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

府県名 府県名

秋田県 9月30日 ～ 10月24日

山形県 10月25日 ～ 11月18日 鹿児島県 10月3日 ～ 10月29日

新潟県 11月19日 ～ 12月13日 沖縄県 10月30日 ～ 11月10日

青森県 12月14日 ～ 1月13日 長崎県 11月11日 ～ 12月7日

長野県 1月14日 ～ 2月8日 福岡県 1月9日 ～ 2月4日

富山県 2月9日 ～ 3月5日 大分県 2月5日 ～ 3月2日

福井県 3月6日 ～ 3月30日 宮崎県 3月3日 ～ 3月29日

島根県 4月1日 ～ 4月29日

石川県 4月30日 ～ 5月28日 愛媛県 4月30日 ～ 5月28日

栃木県 6月5日 ～ 7月3日 香川県 5月29日 ～ 6月26日

京都府 7月4日 ～ 8月1日 徳島県 6月27日 ～ 7月25日

奈良県 8月2日 ～ 8月30日 兵庫県 7月26日 ～ 8月23日

三重県 8月31日 ～ 9月28日 鳥取県 8月24日 ～ 9月21日

岐阜県 9月29日 ～ 10月27日 広島県 9月30日 ～ 10月28日

愛知県 11月1日 ～ 11月29日 山口県 11月1日 ～ 11月29日

群馬県 11月30日 ～ 12月28日 大阪府 11月30日 ～ 12月28日

滋賀県 12月29日 ～ 2月1日 岡山県 12月29日 ～ 2月1日

和歌山県 2月2日 ～ 3月2日 佐賀県 2月2日 ～ 3月2日

山梨県 3月3日 ～ 3月31日 高知県 3月3日 ～ 3月31日

29年度

30年度

巡回期間 巡回期間

南ルート北ルート
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