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県内の採火について 

 

※発表時点の検討案であり、今後変更の可能性があります。 令和３年８月４日現在 

自治体名 日程 会場 内容 

神奈川県 ８月 15 日 
江の島弁天橋北側入

口 

セーリング競技開催記念モニュメ

ント前で採火する。 

横浜市 ８月 13 日 開港広場公園前 

日米和親条約締結の地「開港広場公

園」前にて、日本の近代化の象徴で

あるガス灯から採火する。 

川崎市 ８月 14 日 等々力緑地内 

市内７区のそれぞれの地域性を生

かした火を各区の代表者が持ちよ

り、「かわさきの火」として集火し

その後、採火する。 

相模原市 ８月 15 日 
相模原市役所本庁舎

正面玄関前広場 

共生社会の実現を願いながら、市の

代表者等が火をおこし、「共にささ

えあい生きる社会さがみはらの火」

として県の集火・出立式へと送り出

す。 

横須賀市 ８月 15 日 市役所前公園 

障がい者のスポーツ大会に出場す

る市民等で火をおこし、その火を集

めて採火する。 

平塚市 ８月 14 日 
平塚市総合公園 

大池周辺 

平和や共生社会の実現を祈念した

灯ろうの火から、市内の障がい者就

労支援等を行う団体の方が採火す

る。 

鎌倉市 ８月 14 日 大船観音寺 

平和と共生社会実現への思いを込

めて、大船観音寺に灯り続ける平和

を願う火から採火する。 

藤沢市 ８月 15 日 藤沢市役所分庁舎 

藤沢市役所分庁舎前にある「平和の

灯」モニュメントから、パラリンピ

アン等が採火する。 

小田原市 ８月 14 日 小田原城址公園 
市の代表者が、小田原提灯の火から

採火する。 

茅ヶ崎市 ８月 13 日 県立茅ケ崎養護学校 

県立茅ケ崎養護学校にてソーラー

クッカーを用いて採火し、ランタン

に点火する。 

逗子市 ８月 13 日 逗子市役所 
ソーラークッカーを用いて太陽光

からおこした火を、採火する。 
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自治体名 日程 会場 内容 

三浦市 ８月 13 日 潮風スポーツ公園 

市内の障害福祉サービス事業所で

作製したろうそくランタンの火を

各事業所の障害者が市の代表者と

ともに採火する。 

秦野市 ８月 14 日 

クアーズテック秦野

カルチャーホール市

民広場 

本市が平和の日事業として毎年実

施している「ピースキャンドルナイ

ト」の中で用いる、「秦野市平和の

灯」を灯したトーチから市長が採火

する。 

厚木市 ８月 13 日 厚木市役所 
ソーラークッカーを用いて太陽光

からおこした火を、採火する。 

大和市 ８月 13 日 
大和スポーツセンタ

ー 

大和市イベントキャラクターの「ヤ

マトン」と「ハートン」が立会い、

採火台の火から採火し、ランタンに

点火する。 

伊勢原市 ８月 15 日 伊勢原市民文化会館 

事前に各障がい者施設で採取した

火を代表者が持ち寄り、一般公募の

小中学生がソーラークッカーなど

で採取した火と一つの火に集火す

る。 

海老名市 ８月 14 日 
市役所１階エントラ

ンスホール 

市内障がい者施設２法人がそれぞ

れ火おこし体験などで採取した火

を集火し、「ともに認め合うまち・海

老名の火」とする。 

座間市 ８月 13 日 
座間市役所ふれあい

広場 

市役所ふれあい広場にて、太陽光か

ら起こした火により採火する。 

南足柄市 ８月 13 日 大雄山最乗寺 
大雄山最乗寺にて御真殿の火を用

いて、採火する。 

綾瀬市 ８月 15 日 
綾瀬市役所敷地内シ

ンボル広場 

昔ながらのまいぎり式火起こしで

着火し、点火棒で採火し、ランタン

に保管する。 

葉山町 ８月 13 日 
葉山町役場正面玄関

前 

パラスポーツ選手でもある町職員

が、ろうそくから火をとり、ランタ

ンに移すことで採火式とする。 
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自治体名 日程 会場 内容 

寒川町 ８月 13 日 さむかわ中央公園 

さまざまな願いを込めて町民がつ

くる折鶴を燃やし、願いを昇華する

とともに、その火を種火とし、町長

が採火する。 

大磯町 ８月 14 日 
大磯町役場本庁舎

(駐車場) 

焚火台に東海道松並木から松ぼっ

くりなどを集め、メタルマッチで着

火。福祉団体の方がキャンドルの火

をつなぎ、最終者の点火棒に着火

後、ランタンへ火を点ける。 

二宮町 ８月 13 日 東京大学果樹園跡地 

障がいスポーツ関係者によるキャ

ンドルで火をつなぐイベントを行

い、採火する。 

中井町 ８月 13 日 
なかい里都まちＣＡ

ＦＥ 

町内の障害福祉サービス提供施設

やスポーツ関係団体等が灯した火

を、町の代表者等が一つに集め採火

する。 

大井町 ８月 13 日 
大井町保健福祉セン

ター 

ろうそくなどの種火から、町の代表

者が福祉団体の代表者とともにラ

ンタンに火を移す。 

松田町 ８月 12 日 
松田町生涯学習セン

ター 

事前に障がい者通所施設において

種火を起こし、会場にて小学生から

町代表者へのリレーの後、採火す

る。 

山北町 ８月 13 日 山北町役場 

毎年開催している町内の祭りにお

いて、五穀豊穣・無病息災を願う祭

事に使われる火を種火として採取

し、その火を活用して、町の代表者

等が採火する。 

開成町 ８月 13 日 あしがり郷瀬戸屋敷 

「あしがり郷瀬戸屋敷（茅葺屋根の

古民家）」主屋の囲炉裏の火から採

火する。 

箱根町 ８月 13 日 

星槎大学箱根キャン

パス（旧仙石原中学

校跡地活用） 

町内の祭りの火から種火を採取し、

その火を活用して車椅子を使用さ

れる町民代表が採火する。 

真鶴町 ８月 13 日 真鶴町役場 
真鶴町役場正面玄関前にある町民

憲章碑の前で採火し、町長が火を預
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かる。 

湯河原町 ８月 13 日 
湯河原町立湯河原小

学校 

町内の子ども達に参加を呼びかけ、

町内の地域作業所にも協力してい

ただき、採火イベントを実施し、参

加者の中から採火者を選出し、採火

する。 

愛川町 ８月 13 日 
県立あいかわ公園 

風の丘 

県立あいかわ公園風の丘にて太陽

光から起こした火により採火する。 

（町長及び町職員のみで執り行う） 

清川村 ８月 15 日 清川村役場 

カヤやワラ等で制作された龍から

種火を採取し、その火を活用して村

の代表者が採火する。 

 


