
 

 

 

 

令和４年７月２８日 

 

▼タイトル 

 

「自衛隊フェスタ５０・７０ in 滋賀高島」の開催について 
 

 

▼概 要 

陸上自衛隊今津駐屯地創立７０周年および航空自衛隊饗庭野分屯基地創立５０周年を記

念する合同記念行事を開催し、自衛隊活動への市民理解を深めるとともに、本市の観光・物

産振興等を通して地域経済の活性化を図ることを目的に、下記の概要で「自衛隊フェスタ５

０・７０ in 滋賀高島」を開催します。 

 

記 

 

▼開催日時  令和４年８月７日（日）９時３０分～１６時（予定） 

 

▼開催場所  高島市民会館および今津総合運動公園ほか 

 

▼主  催  自衛隊フェスタ５０・７０ in 滋賀高島実行委員会 

 

▼内  容  別紙開催要領のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼問い合わせ先 

○所  属：高島市役所政策部企画広報課 

○担  当：藤森、大浦、中村 

○電  話：０７４０（２５）８１３０ 

○ＦＡＸ：０７４０（２５）８１０１ 
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自衛隊フェスタ５０・７０ in 滋賀高島開催要領 

 
 
Ⅰ．全体概要 

１ 主  催  自衛隊フェスタ５０・７０ in 滋賀高島実行委員会 

２ 実行委員会構成団体 

 （実行委員） 
高島市、あいば野自衛隊協力会、饗庭野分屯基地協力会饗親会、高島市商工

会、公益社団法人びわ湖高島観光協会、高島経済会、公益財団法人ひばり、滋
賀県防衛協会高島支部、陸上自衛隊今津駐屯地、航空自衛隊饗庭野分屯基地 

（協力団体） 
自衛隊滋賀地方協力本部、滋賀県自衛隊家族会高島地区協議会、陸上自衛隊

今津駐屯地ＯＢ会、航空自衛隊饗庭野分屯基地「ＯＢ会」、防衛省近畿中部防
衛局、西日本旅客鉄道株式会社近畿統括本部京都支社、滋賀県知事公室防災危
機管理局 

３ 目  的 

   陸上自衛隊今津駐屯地創立 70 周年および航空自衛隊饗庭野分屯基地創立 50
周年を記念する合同記念行事を開催し、自衛隊活動への市民理解を深めるとと
もに、本市の観光・物産振興等を通じて地域経済の活性化を図る。 

 
４ 期  日  令和４年８月７日（日） 

５ 開催概要  高島市民会館 
記念式典・音楽祭（陸上自衛隊中部方面音楽隊） 

        今津総合運動公園 
          物産展、自衛隊装備品展示・車両パレード、ブルーインパル 
          ス飛行隊員によるトークショー及びサイン会 
        ＪＲ近江今津駅周辺 
          観光ＰＲおよび物産展 
        市内上空 
          ブルーインパルス展示飛行、救難ヘリ展示飛行 

６ 来場者想定数 

約 30,000 人 
うちＪＲ湖西線利用者 15,000 人、自家用車利用者 15,000 人 
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Ⅱ．行事・イベント概要 

１ 記念式典 

   高島市民会館（9：30～10：15） 
     主催者あいさつ、来賓あいさつ等 
     スライド上映（陸上自衛隊今津駐屯地、航空自衛隊饗庭野分屯基地の歩み） 

   ※来賓及び招待者（実行委員会構成団体等） 約 750 名に案内状を送付済 
    出席者の確定は 7 月中旬頃（出欠報告期限は 7 月 7 日） 

 
２ 音楽祭（陸上自衛隊中部方面音楽隊） 

高島市民会館 
午前の部 10：30～12：00  午後の部 14：30～16：00 
収容人数 約 700 名（午前の部は、式典来場者を含む） 

    周知および整理券配布 
    ・広報たかしま（7 月号） 6 月 24日（金）以降、市内各戸に配布 
    ・整理券配布        7 月 1 日（金） 文化ホール３ヶ所にて 

    関連事業：「航空自衛隊饗庭野分屯基地開設 50 周年記念音楽演奏会」 
          主催：饗庭野分屯基地、共催：高島市 
          周知広報・整理券配布は、陸上自衛隊音楽祭と同様に実施 
 
３ 物産展 

今津総合運動公園（第１グラウンド）（9：30～16：00） 
JR 近江今津駅前（東口広場および南沼市有地周辺）（9：30～16：00） 
○出店者募集 
高島市商工会・びわ湖高島観光協会の各会員を対象に 6 月 10 日（金）～
24 日（金）まで実施。 
出店料：１店当り 7,000 円 

○応募状況 
 ・今津総合運動公園（第１グラウンド） 65 ブース 
 ・JR 近江今津駅前          3 ブース 
 
※市外業者の対応 
 全国の基地祭等に出店されている自衛隊グッズ販売業者等は、空きブース
の範囲内で出店を許可することとする。２会場で 10 ブース程度を予定。 
出店料：１店当り 15,000 円  

※JR 近江今津駅東側の物産展にあたり、東口ロータリー、市道湖岸線の一部
通行止めを計画する。 



3 
 

４ 野外イベント（ブルーインパルス展示飛行を除くイベント） 

◆今津総合運動公園 
①装備品展示（シンボル広場）（9：30～16：00） 
  陸上自衛隊 ６車両等 
  航空自衛隊 ９車両等（給水車のみ第１グラウンドで展示） 
  展示装備品の搬入は 8 月 7 日（日）午前 6 時 

②ブルーインパルス飛行隊員のサイン会＆トークショー（今津スタジアム） 
  サイン会（10：15～10：45）、トークショー（11：15～11：45） 

 ナビゲーターによる進行を行う。 

③救難ヘリ展示飛行（12：00～12：30） 

ブルーインパルス飛行観覧ポイント上空（主に今津町・マキノ町上空） 
  UH-60J １基 

④車両パレード（運動公園内通路）（12：45～13：15） 
  陸上自衛隊・航空自衛隊 23 車両 

JA カントリーから出発のため、県道日置前線の一時通行止めを計画。 
   

◆大供臨時駐車場（饗庭野演習場内） 
①装備品展示（9：30～16：00） 
 陸上自衛隊 ２車両（74 式戦車） 

 
５ ブルーインパルス展示飛行 

   ブルーインパルス展示飛行には多数の集客が予想され、１か所に人や車両が
集中することに伴う混雑や危険回避を図るため、予め飛行隊員との調整のもと、
市内の複数場所での観覧が可能となる飛行ルートを調整する。 

   ①飛行時間  13：30～（20～25 分間） 
   ②飛行観覧場所（特に展示飛行が観覧しやすいポイント（7地点）） 
    ・今津総合運動公園（野外イベント会場） 
    ・JR 近江今津駅周辺湖岸 
    ・びわこ箱館山 
    ・大供臨時駐車場（饗庭野演習場内） 
    ・マキノピックランド 
    ・JR マキノ駅周辺湖岸 
    ・道の駅しんあさひ風車村 

   ※今津総合運動公園会場では、展示飛行のアナウンスを実施する。 
   ※前日（8 月 6 日）予行飛行にかかる事前周知については、高島市民を対象

に行うこととし、市外向けの情報発信は行わないものとする。 
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Ⅲ．各種の対応・対策について 

１ 交通・渋滞対策  

  8 月 7 日（日）は国道 161 号を中心に相当な渋滞や混雑が予想されるため、滋
賀県警高島警察署において必要な対策を講じていただくほか、実行委員会として
以下の対応を講じることとする。 

 
  ①公共交通機関の利用促進（道路情報表示板等の活用、ラジオ広報等） 

    国土交通省滋賀国道事務所、福井国道事務所や滋賀県高島土木事務所との
調整により、道路情報表示板等を活用して、8 月 7 日（日）に渋滞が予想さ
れることやイベント来場者は公共交通機関を利用されるよう事前周知を行う。 

    滋賀県トラック協会との調整により、同日の国道 161 号の通行回避の協力
を呼びかける。 

    日本道路交通情報センター（JARTIC）によるラジオ放送での事前周知を
行う。（KBS 京都、エフエム滋賀、NHK） 

  ②公共交通機関の利用促進（ＪＲ湖西線の増便等の対応） 

    8 月 7 日（日）に、京都方面から JR 近江今津駅、JR マキノ駅に向かう電
車の増便を行うほか既存ダイヤにおける車両数の追加を行う。 
また、午後（イベント終了後）に JR 近江今津駅から京都方面に向かう電

車についても同様の対応を行う。 
・JR 近江今津駅着 11 時前後、12 時前後の計 2 便の増便および 9 時台ダイ
ヤの車両数追加。JRマキノ駅着 12 時前後の 1便の増便。 

・JR 近江今津駅発 15時台、16 時台、17 時台の計 3 便の増便等 
以上の対応について、現在 JR 西日本に要請中。 

  ③駐車場の確保 

    集客見込み数 30,000 人のうち約半数が自家用車で来場されることを想定し、
今津町周辺で 5,000 台以上の駐車場を確保する。 

駐車場 用途 
今津総合運動公園（500台） 飛行観覧・野外イベント 
大供臨時駐車場（1,800台） 飛行観覧・野外イベント(今津総合運動公園) 
びわこ箱館山(有料)（1,100台） 飛行観覧 
JR マキノ駅周辺（320台） 飛行観覧 
マキノピックランド周辺(515 台） 飛行観覧 
道の駅しんあさひ風車村(250 台) 飛行観覧 
高島市民会館周辺（660台） 記念式典・音楽祭 
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２ 来場者の輸送対策  

  JR 近江今津駅に降りられた方、および大供臨時駐車場（饗庭野演習場内）に駐
車された方が、野外イベント会場である今津総合運動公園にスムーズに移動でき
るよう循環シャトルバスを運行する。 

  ◆JR 近江今津駅 ⇔ 今津総合運動公園（9：00～18：30） 
    大型バス（50人乗り）８台を運行。5 分間隔で 2 台が到着する想定。 
    JR 近江今津駅前乗降場所（名小路商店街西側県道） 

  ◆大供臨時駐車場 ⇔ 今津総合運動公園（8：30～18：30） 
    大型バス（50人乗り）4 台を運行。8分間隔で 2 台が到着する想定。 

※上記２系統の運行および乗降に際し、市道名小路線、県道停車場線、市道荒
谷道線、市道弘川藺生線の一般車両通行止めを計画する。 

 

３ 救急・救護対策  

  ①野外イベント会場における暑熱環境の改善 

    人々の集中が予想される今津総合運動公園の物産スペース（第１グラウン
ド）および循環シャトルバス待合所に微細ミストを導入し、暑熱環境の改善
を図る。 

  ②ＳＮＳ等による事前の啓発情報の発信 

夏季の暑熱環境や熱中症リスクに備えるため、ホームページ等でのイベン
ト告知にあわせて十分な熱中症対策を講じて来訪いただくよう呼びかけを徹
底する。また会場での熱中症等の発生に備えて救急救護の体制を整える。 

  ③イベント会場における救護所等の設置 

   ◆今津総合運動公園 
    ・体験交流センター「ゆめの」（救護テント・休養施設） 
      医師、看護師、保健師等の救護スタッフ（計 7 名）を配置 
    ・シャトルバス乗降場所（救護テント） 
      看護師、保健師等の救護スタッフ（計 4 名）を配置 
    ・救急自動車の配備 
      救急自動車（1 台）、消防本部救急隊員２名、自衛隊２名を常駐 
   ◆JR 近江今津駅周辺 
    ・現地本部（救護テント）および JR近江今津駅構内（休養施設） 

看護師、保健師等の救護スタッフ（計 6 名）を配置 
    ・南沼救護所（救護テント）および教育支援センタースマイル（休養施設） 

看護師、保健師等の救護スタッフ（計 5 名）を配置 



6 
 

   ◆JR マキノ駅周辺 
    ・現地本部（救護テント）および旧商工会館施設内（休養施設） 

看護師、保健師等の救護スタッフ（計 4 名）を配置 
   ◆大供臨時駐車場 
    ・陸上自衛隊所有の救急車（一般搬送は不可）を配備 
      准看護師等の救護スタッフ（計 5 名）を配置 
 
  ④イベント当日における市内の医療救急体制の強化 

   ・救急受入病院である「高島市民病院」および「マキノ病院」では、医師・
看護師をそれぞれ１名ずつ増員し、高島市消防本部では、通信指令課で２
名、北部消防署、南部消防署においてそれぞれ３名を増員する。 

 
４ 雑踏警備および美観対策について  

   混雑が予想される以下のポイントには関係団体の協力のもとに十分なスタッ
フを配置し、雑踏警備や不測の事態に備えるとともに、ごみの散乱防止と美観
保持に努める。 
・ブルーインパルスの各飛行観覧場所 
・今津総合運動公園、JR 近江今津駅周辺、JRマキノ駅周辺 
・各駐車場、シャトルバス乗降場所 

 
５ 広報・情報発信  

  ①ホームページ・高島市公式 LINEでの周知（「自衛隊フェスタ」特設ページ） 

   ブルーインパルスの飛行観覧ポイントの周知 7 月 11 日（月）～ 
   その他、駐車場情報、野外イベント情報、JR 利用促進・増便情報、循環シャ

トルバス情報、熱中症予防対策などの情報を、随時更新して発信する。 

  ②ＪＲ広告 

  ・広告ポスターの掲出 
    関西主要駅 26駅 7月 25日（月）～7月 31日（日） 

    滋賀県内の駅（ＪＲ西日本が協力事業として掲出） 
  ・情報誌（電車＆ウォーク 8 月号） 25万部 
    JR 西日本が協力事業として近畿県内の駅に配置 7 月 25日（月）～ 

③コールセンターの設置 

   イベント全般にかかる電話での問い合わせに的確に対応するため、市役所内
にコールセンターを設置する。 

  ・設置場所 高島市役所新館３階会議室 
  ・期  間 7月 25 日（月）～8 月 7 日（日）9：00～17：00 
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６ 統括本部（情報管理センター）の設置  

   8 月 7 日（日）は、様々な現地情報を集約するための機能を市役所新館３階
に設け、高島警察署や陸上自衛隊、航空自衛隊をはじめ、市職員が分担して担
当する業務（駐車場管理、雑踏警備、循環バス輸送、救急救護、各現地本部、
情報発信、広域交通情報等）の各班の責任者が統括本部（情報管理センター）
に詰め、行事等の円滑な進行や不測の事態におけるトラブル回避につなげるこ
ととする。 

 
７ その他  

 ・行事は雨天決行とする。但し、展示飛行の可否は当日午前中に判断される。 
・高島市内に暴風、大雨、洪水の気象警報が発令された場合、来場者の安全確保
の観点から、イベントの全行程を中止する。 

 
 
付則 
当記念行事の企画運営は、本開催要領（令和４年７月７日現在）に基づく事項

を基本とし、今後、軽微な変更が生じた場合は実行委員長の専決により対応する
ものとする。 

 

以上 

 


	02_自衛隊フェスタプレスリリース
	03_開催要領（第2回総会議決）

