
地区(都道府県) イベント開始 イベント名 移動基地局情報

青森 7月30日～8月5日 黒石ねぷた祭り

青森 8月1日 浅虫温泉花火大会（ねぶた前夜祭）

千葉 8月1日 水郷おみがわ花火大会

東京 8月1日 第30回江東花火大会

神奈川 8月1日 第27回神奈川新聞花火大会 ●

富山 8月1日 北日本新聞納涼花火

大阪 8月1日 教祖祭PL花火芸術

福岡 8月1日 西日本大濠花火大会 ●

岩手 8月1日～5日 盛岡さんさ踊り

新潟 8月2日～3日 長岡大花火大会 ●

青森 8月2日～7日 青森ねぶた祭り

茨城 8月3日 水戸黄門まつり花火大会

福井 8月3日 福井フェニックス花火

愛媛 8月3日 大洲川花火大会

香川 8月3日 さかいで大橋まつり

熊本 8月3日 玉名納涼花火大会 ●

兵庫 8月3日～4日 宝塚観光花火大会

静岡 8月3日～5日 清水みなと海上花火大会

茨城 8月3日～5日 ROCK IN JAPAN 2012 ●

愛知 8月3日～5日 安城七夕まつり

山形 8月4日 酒田花火ショー2012星の火祭り

茨城 8月4日 古河花火大会

栃木 8月4日 2012わたらせ・サマー・フェスタ 足利花火大会 ●

埼玉 8月4日 朝霞市民まつり彩夏祭

埼玉 8月4日 戸田橋花火大会

埼玉 8月4日 あげお花火大会

埼玉 8月4日 入間川七夕まつり納涼花火大会

東京 8月4日 第37回江戸川区花火大会 ●

神奈川 8月4日 2012年よこすか開国祭　開国花火大会

神奈川 8月4日 第23回小田原酒匂川花火大会

神奈川 8月4日 第66回あつぎ鮎まつり大花火大会 ●

千葉 8月4日 松戸花火大会イン2012 ～みんなであげる夢花火～

千葉 8月4日 千葉市民花火大会

千葉 8月4日 江戸川区花火大会・市川市民納涼花火大会 ●

長野 8月4日 長野びんずる

長野 8月4日 松本ぼんぼん

群馬 8月4日 第38回高崎まつり大花火大会 ●

大阪 8月4日 平成淀川花火大会

兵庫 8月4日 みなと神戸海上花火大会

愛知 8月4日 岡崎観光夏まつり花火大会

岐阜 8月4日 長良川全国花火大会

石川 8月4日 川北まつり北國大花火川北大会 ●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●：移動基地局が配備する予定のイベント　　

2012年　夏季イベント対策



岡山 8月4日 おかやま桃太郎まつり花火大会

山口 8月4日 錦川水の祭典花火大会

長崎 8月4日 させぼシーサイドフェスティバル

栃木 8月4日～5日 ふるさと宮まつり

福岡 8月4日～5日 わっしょい百万夏祭り ●

新潟 8月5日 新潟まつり　花火大会

埼玉 8月5日 川口市たたら祭り花火大会

長野 8月5日 信州上田大花火大会

山梨 8月5日 第９６回河口湖湖上祭 ●

兵庫 8月5日 加古川花火大会

愛媛 8月5日 今治市民のおんまく夢花火

愛媛 8月5日 三津浜花火大会 ●

鳥取 8月5日 米子がいな祭り花火大会

岡山 8月5日 津山納涼ごんごまつり大花火大会

福岡 8月5日 筑後川花火大会 ●

宮城 8月5日～8日 仙台七夕花火祭り

岩手 8月6日 北上・みちのく芸能まつり

滋賀 8月6日 彦根大花火大会花火大会

青森 8月7日 青森花火大会 ●

神奈川 8月7日 三浦海岸納涼まつり花火大会

静岡 8月7日 藤枝花火大会(蓮華寺公園花火大会)

山梨 8月7日 第24回神明の花火大会 ●

宮城 8月8日 雄勝大花火大会 

千葉 8月8日 館山観光まつり・館山湾花火大会

滋賀 8月8日 びわ湖花火大会

大阪 8月8日 辯天宗夏祭奉納花火大会

徳島 8月9日 鳴門市納涼花火大会

高知 8月9日～12日 よさこい祭り・高知市花火大会

山形 8月10日 赤川花火大会

岐阜 8月10日 日本ライン夏まつり花火大会

静岡 8月10日 按針祭海の花火大会

静岡 8月10日 大井川大花火大会

和歌山 8月10日 白浜花火大会 ●

京都 8月10日 宇治川花火大会

北海道 8月10日～12日 RISING SUN ROCKFESTIVAL 2012 in EZO ●

東京 8月10日～12日 コミックマーケット８２ ●

東京 8月11日 第24回東京湾大華火祭 ●

茨城 8月11日 とりで利根川大花火

埼玉 8月11日 熊谷花火大会 ●

千葉 8月11日 八千代ふるさと親子祭花火大会

千葉 8月11日 とりで利根川大花火大会

栃木 8月11日 うつのみや花火大会2012 ●

群馬 8月11日 第56回前橋花火大会 ●

静岡 8月11日 ふくろい遠州の花火

福井 8月11日 三国花火大会 ●



愛知 8月11日 東海まつり花火大会

大阪 8月11日 HIGHEST MOUNTAIN ●

島根 8月12日 出雲神話まつり花火大会

広島 8月11日 宮島水中花火大会

徳島 8月12日～15日 阿波踊り

北海道 8月13日 勝毎花火大会 ●

和歌山 8月13日 新宮花火大会（熊野徐福万燈祭）

山口 8月13日 関門海峡花火大会

香川 8月13日 さぬき高松まつり花火大会

福岡 8月13日 関門海峡花火大会 ●

愛知 8月13日～14日 濃尾大花火大会(一宮市・羽島市・市民花火大会)

秋田 8月14日 男鹿日本海花火

山形 8月14日 山形大花火大会

静岡 8月14日 焼津海上花火大会

東京 8月15日 大田区平和都市宣言記念事業　「花火の祭典」

千葉 8月15日 木更津港まつり花火大会

長野 8月15日 諏訪湖祭湖上花火大会 ●

京都 8月15日 ドッコイセ福知山花火大会

鳥取 8月15日 鳥取市民納涼花火大会

広島 8月15日 福山夏まつり花火大会

秋田 8月16日 大館大文字まつり　花火大会

山形 8月16日 大石田まつり最上川花火大会

福井 8月16日 とうろう流しと大花火大会

大阪 8月16日 エミネムコンサート ●

鹿児島 8月16日 第53回川内川花火大会 ●

三重 8月17日 熊野花火大会 ●

宮城 8月18日 ap bank fes 2012 ●

福島 8月18日 須賀川市釈迦堂川全国花火大会 ●

栃木 8月18日 尊徳夏まつり大花火大会

茨城 8月18日 常総きぬ川花火大会

東京 8月18日 2012年世田谷区　たまがわ花火大会 ●

神奈川 8月18日 第71回川崎市制記念多摩川花火大会 ●

岐阜 8月18日 おん祭MINOKAMO夏の陣

愛知 8月18日 刈谷わんさか祭り花火大会

兵庫 8月18日 猪名川花火大会

東京 8月18日～19日 横田基地日米友好祭2012

千葉 8月18日～19日 サマーソニック2012

大阪 8月18日～19日 SUMMER SONIC ●

兵庫 8月18日～19日 小野まつり

山梨 8月21日 第48回石和温泉花火大会 ●

山形 8月24日 新庄まつり

神奈川 8月24日 第62回湘南ひらつか花火大会

愛知 8月24日～26日 にっぽんど真ん中まつり

秋田 8月25日 全国花火競技大会「大曲の花火」 ●

宮城 8月25日 泉区民ふるさとまつり



新潟 8月25日 おぢやまつり花火大会

新潟 8月25日 阿賀野川ござれや花火大会

茨城 8月25日 いなしき夏まつり花火大会

神奈川 8月25日 第38回金沢まつり花火大会 ●

神奈川 8月25日 相模原納涼花火大会

鹿児島 8月25日 第11回かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会 ●

香川 8月25日～26日 MONSTER baSH

山口 8月25日～26日 しものせき馬関まつり

三重 8月26日 四日市花火大会

茨城 8月27日 鹿嶋市花火大会

長野 9月1日 全国新作花火競技大会 ●

福岡 9月1日 Fukuoka東区花火大会 ●

栃木 9月9日 2012ベリテンライブ ●

新潟 9月9日～10日 浅原神社秋季例大祭奉納大煙火(片貝まつり花火大
会)

宮城 9月15日～16日 AIR JAM 2012 ●

滋賀 9月15日～16日 イナズマロック フェス 2012 ●

茨城 10月6日 土浦全国花火競技大会 ●

東京 10月13日 第34回足立の花火大会

東京 10月20日 第30回調布市花火大会

茨城 10月21日 百里基地航空祭 ●


