パラリンピック聖火フェスティバル
パラリンピック聖火フェスティバル

採火（式）について（８月６日（金）時点）

採火（式）に関するお問い合わせは、各市町村担当部署にお願いします。

※現時点で、調整中と記載のある項目に変更・更新があった場合は、大阪府のＨＰにて適宜反映します。
※今後、変更の可能性があります。
【採火（式）】
日付

市町村名

8月15日

大阪市

8月15日

堺市

8月16日

岸和田市

8月14日

豊中市

採火会場
大阪市長居障がい者スポーツセン
ター
堺市立健康福祉プラザ

採火会場（英語名称）

Osaka City NAGAI Sports Center
for Persons with Disabilities

Kishiwada Castle

Housenka Senri Gymnasium

Satsukiyama Children Culture

8月15日

池田市

8月16日

吹田市

池田市立五月山児童文化センター
Center
池田市立水月児童文化センター

Suigetsu Children Culture
Center

吹田市役所

市町村の火ビ
ジット日付

市町村の火ビジット（会場、内容）

連絡先
電話番号

担当部署名

大阪市長居障がい者スポーツセンター本館のエントラ
経済戦略局スポーツ部スポーツ課
ンスにて「（仮称）大阪市・みんなの聖火」を展示す
福祉局障がい者施策部障がい福祉課
る。

06-6469-3863
06-6208-8075

採火者に大阪市の障がい者スポーツ振興に対する想い等についてお話し
いただき、火を起こして採火する。

8月15日

堺市立支援学校の生徒たちが堺市民を代表し、パラリンピックを応援する

―

―

堺市 健康福祉局 障害福祉部 障害施策
推進課

072-228-7818

だんじり造りでも使用されている欅で作った短冊に想いを書いてもらい、採
火式において、欅の短冊を焚き上げ、その火を採火する。

―

―

岸和田市教育委員会生涯学習部
スポーツ振興課

072-423-9521

豊中市内の障害福祉サービス（通所系、入所系）事業所、障害児通所支
援事業所から公募した参加者が、パラリンピックの応援メッセージを発表
し、その思いを込めて点火した火を、オリンピアン、パラリンピアンが集火
し、市長が採火する。

―

―

豊中市都市活力部スポーツ振興課

06-6858-3325

―

―

池田市教育部生涯学習推進課

072-754-6295

―

―

吹田市都市魅力部文化スポーツ推進室

06-6384-2431
0725-33-1131（代）

Sakai City Health and Welfare Plaza 心をひとりひとり炎でつないで採火する。

岸和田城

千里体育館

採火方法など

〇五月山児童文化センター
子供たちがリサイクルキャンドルを作成し、虫眼鏡で採火し
た火を作成したキャンドルに灯す。
〇池田市立水月児童文化センター
パラリンピックの４つの価値である「勇気」「強い意志」
「インスピレーション」「公平」をテーマとした造形物を事
前に制作し、会場に展示する。市立五月山児童文化センター
で採火した火を採火台に設置した「夢燈花キャンドル」に点
火する。その後、各オブジェの横に設置したキャンドルにも
順次点火し、パラリンピック・共生社会への理解を深める。

Suita city office

市イメージキャラクターの「すいたん」が火起こし器を使用し火を起こし採
火する。

MONTO PARK

採火参加者の募集により選出した複数の市民で弥生式の火起こしを行
い、各々が起こした火を１つにし、採火する。

―

―

泉大津市教育委員会事務局
教育部スポーツ青少年課

8月13日

泉大津市

8月13日

高槻市

安満遺跡公園

ama site park

火おこし器を使用して火を起こし、採火する。

―

―

高槻市街にぎわい部文化スポーツ振興課 072-674-7649

8月15日

貝塚市

貝塚市立善兵衛ランド

Zenbei Land - Observatory

江戸時代に日本地図を作成した伊能忠敬に用いられるほど優れた望遠鏡
を作った、貝塚市出身の岩橋善兵衛にちなんで建てた市立の天文台兼博
物館である善兵衛ランドにおいて、市内の子どもと障がい者で望遠のレン
ズや鏡を使って太陽光を集めることにより採火する。

―

―

貝塚市都市政策部政策推進課

072-433-7241

8月16日

守口市

守口市役所

Moriguchi city office

守口市立わかくさ・わかすぎ園（児童発達支援センター）に通う子どもたち
が火を起こし、その火を「守口の火」として市長が採火する。

―

―

守口市市民生活部生涯学習・
スポーツ振興課

06-6995-3158

8月14日

枚方市

百済寺跡

Kudara-dera Temple Ruins

旧暦の七夕である８月１４日に市のキャラクターのひこぼしくん等が見守る
中、支援学校の生徒が「枚方の火」を採火する。「七夕伝説ゆかりのまち・
枚方市」として、会場では多数のライトが幻想的な天の川を演出。

―

―

枚方市枚方市観光にぎわい部スポーツ振
072-841-1412
興課

8月13日

茨木市

非公表

non-public

舞いぎり式の火起こし器を用いて採火する。

―

―

茨木市福祉部障害福祉課

072-620-1636

8月16日

八尾市

大聖勝軍寺

ｄａｉｓｈｏｕｓｈｏｕｇｕｎｊｉ

2021年に薨去1400年を迎える聖徳太子が開基した、大聖勝軍寺の火を活
用して、市長と未来を拓く市内の子どもたちにより、採火式を行いパラリン
ピックの成功を祈願する。

―

―

八尾市魅力創造部
文化・スポーツ振興課

072-924-3875

8月12日

泉佐野市

七宝瀧寺難切不動明王前広場

Nankirifudomyouo Square 、
Shipporyuji Temple

市民がパラリンピックへの応援メッセージや共生社会への想い等を記入し
た護摩木を燃やし、その火から「犬鳴山の火」として採火する。

―

―

泉佐野市教育委員会事務局
ポーツ推進課

8月15日

富田林市

富田林市立喜志小学校

―

―

富田林市生涯学習課スポーツ振興係

0721-26-8062

―

―

寝屋川市福祉部障害福祉課

072－838-0382

―

―

河内長野市教育委員会
生涯学習部文化・スポーツ振興課

0721－53－1111(代表)

南海高架下広場（MONTO PARK）

教育部

ス

072-462-2000

富田林市内では、連携協定を結んでいる岩手県大槌町が東日本大震災で

Tondabayashi City Kishi Elementary 被災した時に生き残った稲の苗を2014年から毎年育てている。そこででき
た「奇跡の復興米」のワラを、喜志小学校の生徒含む人々が火起こし器で
School
起こした火をもって燃やし、それを採火する。

8月16日

寝屋川市

池の里市民交流センター

8月13日

河内長野市

河内長野市立障がい者福祉センター
「あかみね」

Neyagawa City Ikenosato Citizens 虫眼鏡で太陽光を集めて火を起こし採火する。
Exchange Center
Kawachinagano City Welfare Center
施設利用者と協力し、センター敷地内のグラウンドで、「かわちながの『あ
for the Persons with Disabilities かみね』の火」として、焚火から採火する。
Akamine

【採火（式）】
日付

市町村名

採火会場

採火会場（英語名称）

採火方法など

市町村の火ビ
ジット日付

市町村の火ビジット（会場、内容）

8月15日

松原市

松原市役所玄関前市民プラザ

shimin plaza

社会福祉法人の障害者支援施設の協力のもと、パラリンピック出場選手に
向けた”応援メッセージ”を記入した短冊と、地場産業の”欄間”制作時に
生じる木くずを纏めて「協働のまち松原の火」を起こし採火する。

―

―

松原市 市民協働部 いきがい学習課

072-349-3274

(調整中)

大東市

大東市立野外活動センター(キャンピィ
だいとう)

Daito City Outdoor Activity Center マイギリ式火起こし器でゼロから火を起こし、その火種と、太陽光を集めて
起こした火を合体させ、採火する。
（Campii Daito）

―

―

大東市産業・文化部都市魅力観光課

072-870-0442

8月12日

和泉市

（調整中）

―

―

和泉市教育委員会生涯学習部
スポーツ振興課

0725-99-8162

―

―

箕面市子ども未来創造局
保健スポーツ室

072-724-6998

8月16日

箕面市

箕面市役所

8月16日

柏原市

柏原市立自立支援センター

8月16日

羽曳野市

羽曳野市立西浦小学校

（調整中）

Minoh City Office

（調整中）
地元で行われる伝統的な祭りで起こされる火を、「箕面まんどろの火」とし
て採火する。

Kashiwara municipal independence 火起こし器を使用して火を起こし、採火する。
support center

連絡先
電話番号

担当部署名

―

―

柏原市政策推進部企画調整課

072-971-1000

Nishiura elementary school

マイギリ式火起こし器や太陽光等により火を起こし、火を１つに集め、採火
する。

―

―

羽曳野市教育委員会
生涯学習室スポーツ振興課

072-958-1111

―

―

門真市市民文化部生涯学習課

06-6902-7195

8月16日

門真市

門真市役所

Kadoma City Office

市内福祉サービス事業所から集まった「パラリンピックへの想い」を、前日
に太陽光から集火した火とともに市長がランタンに、「門真みんなの火」と
して採火する。

8月16日

摂津市

摂津市立ふれあいの里

Settsu City Fureainosato

障がい者及び老人の福祉の推進を図ることを目的として設置された摂津
市立ふれあいの里で使用している陶芸用の窯から採火する。

―

―

摂津市保健福祉部障害福祉課
摂津市生活環境部文化スポーツ課

06-6383-1374
06-6383-5790

8月13日

高石市

芦田川ふるさと広場

AsidaRiver FurusatoPark

芦田川ふるさと広場にて、焚き火台に木を組み、障がい者の方々でそこに
火を付け、その火をランタンに集め、「高石の火」として採火する。

－

－

高石市教育部社会教育課

072-275-6437

8月15日

藤井寺市

藤井寺市立生涯学習センター（アイセル
シュラホール）

AICEL Shura Hall

障がい者とその支援者が短冊に願いを書き、その短冊を種火にして火を
起こし、採火する。

－

－

藤井寺市福祉部福祉総務課
藤井寺市教育部スポーツ振興課

072-939-1141
（スポーツ振興課）

8月16日

東大阪市

市内モノづくり企業

Manufacturing company in
Higashiosaka City

東大阪市のモノづくり企業の溶解炉から火を採火する。

-

-

東大阪市都市魅力産業スポーツ部
スポーツのまち推進室スポーツビジネス 06-4309-3019
戦略課

8月16日

四條畷市

四條畷市役所

Shijonawate city office

東京2020パラリンピックへの応援メッセージやイラスト、またパラリンピック
の理念である共生社会の実現に向けてのメッセージやイラストを、聖火トー
チの展示の際に募り、メッセージやイラストに火をともし、みんなの思いが
つまった火を採火する。

―

―

泉南市教育部生涯学習課

072-483-2583

支援学校等、障がい者支援団体と協力し、泉南市埋蔵文化財センターで
火起こし体験を行い、その火を泉南市の火として採火する。

―

―

四條畷市教育委員会
教育部生涯学習推進課

072-877-2121

毎年7月に天の川の川辺にて行われる「天の川七夕まつり」で会場内に飾
られる想いのこもった手作りの灯篭から採火する。

―

―

交野市

キャンプファイアーを設置し、参加者の小中学生が思いを書いた短冊を
キャンプファイアーに投入して起こした火を採火する。

―

―

大阪狭山市教育委員会事務局教育部
社会教育グループ

太陽の光を虫眼鏡を使って市民から集めたメッセージを書いた紙に着火し
採火する。

8月16日

泉南市

泉南市埋蔵文化財センター

The Center for Archeological
Operations of Sennan City．

8月16日

交野市

私市水辺プラザ

Kisaichi Waterside Plaza

8月16日

大阪狭山市

大阪狭山市立市民ふれあいの里

Osakasayama Ｃity
ShiminFureainosato

生涯学習推進部

社会教育課

072-892-7721
音声ガイダンス１

072-349-9487

8月15日

阪南市

阪南市総合体育館

Hannan City Gymnasium

―

―

阪南市教育委員会事務局生涯学習推進室 072-471-5678

8月16日

島本町

島本町ふれあいセンター

Shimamoto Town Fureai Center

町内の障害者事業所が作成したキャンドルを使用して採火する。

―

―

島本町健康福祉部福祉推進課

075-962-7460

8月16日

豊能町

豊能町立西公民館

Toyono Town West Community
Center

豊能町イメージキャラクター「とよのん」と職員により火起こし器を使用して
火を起こし、採火する。

―

―

豊能町教育委員会生涯学習課

072-738-4628

8月16日

能勢町

淨るりシアター

Jyoruri Theater

地元の小学生・中学生の代表が、点火棒により地元産材のスウェーデン
トーチに点火した炎から採火する。

―

―

能勢町教育委員会生涯学習課

072-734-3241

8月16日

熊取町

熊取交流センター（煉瓦館）

Kumatori Commuity Center
（RENGAKAN）

スポーツ少年団団員が火起こし器を使用して火を起こし、町民代表のパラ
アスリートがその火を採火する。

―

―

熊取町教育委員会事務局
課

生涯学習推進

072-453-0391

8月16日

田尻町

田尻町立公民館前

Tajiri Town Community Center

火起こし器を使用して火を起こし、採火する。

―

―

田尻町教育委員会事務局

社会教育課

8月15日

岬町

岬町役場

Misaki town office

―

―

岬町教育委員会事務局

8月16日

太子町

太子町立総合福祉センター

The welfare center of Taishi Town

―

―

教育委員会事務局生涯学習課

0721-98-5534

8月13日

河南町

河南町役場

Kanan town office

太陽光などにより採火する。

―

―

河南町教・育部生涯まなぶ課

0721-93-8866

8月16日

千早赤阪村

楠公誕生地前広場

Nanko Tanjochi Square

太陽光をレンズによって集光し採火する。

―

―

千早赤阪村教育委員会事務局教育課

0721-72-1300

町民代表がキャンプファイヤーを点火し、岬町スポーツ少年団の協力を得
て事前に集めた「願い薪」（パラリンピックや共生社会への願いや想いを書
いてもらった薪）をくべて、町長が採火する。
事前に種火として採った「聖徳太子・1400年の灯」より採火する。

※市町村の火ビジット・・・市町村で採火した火を、大阪府内の集火式までの間において、市町村内の施設を訪問し、展示すること。

生涯学習課

072-466-0030
072-492-2715

