
走行日 自治体名 募集期間 募集人数 応募要件（抜粋） 募集ホームページURL

狛江市 令和2年2月15日(土)～3月27日(金)
200人程度

※応募多数の場合は抽選

■市内に在住、在勤、在学している方

■平成14年(2002年)4月1日以前に生まれた方

https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm

/55,103750,545,html

町田市
令和2年2月3日(月)～3月31日(火)

※当日消印有効

900人程度

※応募多数の場合は抽選
■令和２年(2020年)4月1日現在満15歳以上の方

https://www.city.machida.tokyo.jp/smph/b

unka/olympic_paralympic/2020olympic_par

alympic/supporter/2018supporter.html

檜原村 令和2年2月5日(水)～3月1９日(木)
100人程度

(予定)
■１５歳以上の方  ※中学生は申込不可。

https://www.vill.hinohara.tokyo.jp/0000000

947.html

瑞穂町 令和2年2月3日(月)～3月31日(火) 100人程度 ■平成17年(2005年)4月1日以前に生まれた方
http://www.town.mizuho.tokyo.jp/tyosei/02

5/002/p007183.html

羽村市 令和2年3月2日(月)～3月31日(火)
210人（予定）

※先着順

■在住・在勤・在学の方、羽村市内で活動する団体に所属している

方、杏林大学の学生・教職員

■平成14年4月1日以前に生まれた方

http://www.city.hamura.tokyo.jp/00000132

07.html

福生市 令和2年3月16日(月)～5月15日(金)
430人程度

（予定）
■平成14年(2002年)4月1日以前に生まれた方

https://www.city.fussa.tokyo.jp/municipal/

others/1005665/1008681.html

武蔵村山市 令和2年3月31日(火)まで 80人程度 ■平成17年4月1日以前に生まれたかた
http://www.city.musashimurayama.lg.jp/shi

sei/1008023/1011358.html

立川市 令和2年3月10日(火)～3月31日(火)

80人程度

※応募者多数の場合は抽

選

■平成17年(2005年)4月1日以前に生まれた方
https://www.city.tachikawa.lg.jp/oripara/to

rchrelay/volunteer.html

国立市 2020(令和2)年4月17日(金)必着 360人程度(予定) ■平成17年(2005年)4月1日以前に生まれた方
http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/kyouikuii

nkai/shougaigakushu/1583892657584.html

国分寺市 令和2年3月31日(火)まで

520人程度

※応募者多数の場合は国

分寺市民を優先して抽選

■平成17年4月1日以前に生まれた方
http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/kurashi/

1011357/1016834/1020940/1022569.html

小平市
令和2年3月5日(木)～3月27日(金)

（必着）

200人程度（予定）

※今後の配置計画によっ

て選考をさせていただく

場合があります。

■平成14年4月1日以前に生まれた方
https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/0

79/079976.html

東大和市 令和2年3月1日(日)～3月31日(火)

450人程度（予定)

※応募者多数の場合は、

市内在住・在勤・在学の

方優先

■平成17年4月1日以前に生まれた方　等
https://www.city.higashiyamato.lg.jp/news/

index.cfm/detail.34.101506.html

東村山市
令和2年2月3日(月)～3月31日(火)

※当日消印有効
460人程度

■市内在住、在勤、在学又は市内で活動する団体に所属している方

■平成17年（2005年）4月1日以前に生まれた方

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp

/shisei/olypara/osirase/tokyo2020opvolu.ht

ml

７/12(日)

東京都オリンピック聖火リレーサポーター（区市町村ボランティア）募集状況
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７/14(火)
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清瀬市 令和2年2月17日(月)～4月30日(木)
230人程度

※先着順
■平成17年(2005年)4月1日以前に生まれた方

http://www.city.kiyose.lg.jp/s056/080/2020

0212093915.html

東久留米市 令和2年3月2日(月)～3月31日(火) 310人 ■平成17年(2005年)4月1日以前に生まれた方
http://www.city.higashikurume.lg.jp/bunka/

sports/1008562/1014692.html

西東京市 令和2年2月5日(水)～3月31日(火)

230 人程度

（予定）

※申込順

■平成14年(2002年)4月1日以前に生まれた方
https://www.city.nishitokyo.lg.jp/enjoy/enj

oy/OTR_nishitokyo-supporter.html

小金井市
令和2年2月3日(月)～3月31日(火)

※必着
380人程度

■在住、在勤要件はありませんが、応募者多数の場合、市内在住・在

勤・在学者を優先します。

■令和2年4月1日現在で満15歳以上（中学生は不可）の方

https://www.city.koganei.lg.jp/kurashi/455/

olympic/2020-torch-relay.html

府中市
令和2年2月12日（水）～3月31日

（火）

400人程度

※応募者多数の場合は抽選
令和２年4月1日時点で、満15歳以上の方（中学生不可）

http://www.city.fuchu.tokyo.jp/bunka/olypa

rarugby/seikavola.html

７/16(木) 調布市 令和2年2月5日(水)～3月31日(火)
400人程度

(予定)

■市内在住または在勤・在学の方

■平成17(2005)年4月1日以前に生まれた方

■原則、電子メール及び携帯電話の両方で事務局からの連絡を受け取

ることのできる方

https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/conte

nts/1547792853999/index.html

三鷹市 令和2年2月16日(日)～3月31日(火)
100人程度

※抽選

■三鷹市在住、在勤または在学のかた

■高校生以上の方

https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/085

/085138.html

武蔵野市 令和2年3月15日(日)4月15日(水) 200名程度

■市内在住、在勤、在学または市内で活動する団体に所属しているか

た

■令和2年4月1日現在で満15歳以上（中学生は不可）のかた

http://www.city.musashino.lg.jp/kurashi_gu

ide/sports/olympic_etc/1026344.html

https://www.shinsei.elg-

front.jp/tokyo/uketsuke/dform.do?id=1581

467057963

https://www.city-suginami-tokyo-

volunteer.jp/

中野区

令和2年3月13日(金)～4月17日(金)

※募集人数に達した時点で募集を終

了

630人(予定)

※先着順（募集人数に達

し次第締め切ります）

■平成14年(2002年)4月1日以前に生まれた方
https://www.city.tokyo-

nakano.lg.jp/dept/403200/d028202.html

豊島区 令和2年3月11日(水)～4月10日(金) 600名程度
■区内在住・在勤・在学または区内で活動する団体に所属している方

■平成14年4月1日以前に生まれた方（満18歳以上）

https://www.city.toshima.lg.jp/413/200212

1547.html

北区 令和2年3月13日(金)～3月31日(火)

50名

※申込順（定員になり次

第締切）

■区内に本拠地を置くスポーツ・レクリエーション団体等の構成員

■2020年4月1日時点で18歳以上の方

https://www.city.kita.tokyo.jp/ori_para/oly

mpic_kita_volunteer.html

足立区
令和2年3月31日(火)

午後11時59分まで

500人

※申し込み多数の場合は

抽選

■区に在住・在学・在勤の方

■平成14年(2002年)4月1日以前に生まれた方

https://www.city.adachi.tokyo.jp/sesaku/20

20seikasupport.html

①シティキャストに登録している方（上段URL）

②シティキャストに登録していない方（下段URL）→杉並区独自ボラ

ンティア「TEAM NAMISUKE」への登録が必要です。

※応募要件はそれぞれのサイトでご確認ください。

①100人

②200人
令和2年2月4日(火)～3月31日(火)杉並区

７/17(金)

７/18(土)

７/19(日)

７/15(水)
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目黒区
令和2年3月15日(日)～4月6日(月)

必着

50人程度（予定）

※応募者多数の場合は抽

選

■区内在住・在勤・在学の方

■平成14年(2002年)4月1日以前に生まれた方

https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/s

ports_koen_yoka/sports/olympic_paralympi

c/games/ori-volunteer.html

港区 令和2年3月1日(日)～4月30日(木) 1,030人 ■平成14年(2002年)4月1日以前に生まれた方
https://www.city.minato.tokyo.jp/oriparatan

/tokyo2020volunteer.html

※3月19日時点で、募集情報を公開している都内自治体の情報を掲載しています。（今後随時更新予定）

※詳細は各区市町にお問い合わせください。

７/23(日)
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