
 5年間の野洲市の観光行事（2017～2021年度）

年次 四半期 観光PR 物産関係 定期行事 広域観光 歴史・文化 その他 日本全国

４～６月

4月　野洲市観光物産協会　
Instagram　開始

5月　湖南4市共通観光グルメパン
フレット「びわこなん」第一弾作
成（肉と魚と酒特集）
発行：湖南地域観光振興協議会

4/8・9「第1回花緑公園桜まつり」
主催：近江富士花緑公園、野洲市ラ
イトアップ実行委員会

5/21「やす環境フェスタ」
主催：野洲市

6/3・4「BIWAKOアウトドアフェス
タ」
主催：BIWAKOアウトドアフェスタ実
行委員会

6月～9月「野洲史跡学習塾」
全9回
主催：野洲市ボランティア観光ガ
イド協会

７～９月

7/22「おいでやす!! 野洲市夏まつ
り花火大会」
主催：野洲市夏まつり実行委員会

7/2「JRで行く！夏の旅さがし　旅ミルン　
岡山」（情報発信）
場所：イオンモール岡山　未来スクエア
参加：湖南地域観光振興協議会

9/16「イナズマロックフェス2017　おいで
～な滋賀体感フェア」
ゆるキャラフェイスペイント、観光パンフ
レット配布等
参加：南びわ湖観光推進協議会

7/5・6「平成29年7月九州北部豪
雨」

10～12月

10/29「兵主マルシェ」開催
主催：兵主マルシェ実行委員会

11/22・23「野洲駅前バル」
主催：野洲市商工会駅前支部

12月　ドウタクくんとやよいちゃん
の市内幼稚園・こども園　クリスマ
ス訪問

12/10「第29回全日本びわ湖クロス
カントリー大会（BIWAKOクロカ
ン）」
主催：希望ヶ丘文化公園

10/21「ご当地キャラ博in彦根」
場所：彦根市
参加：野洲市観光物産協会

2017年11月～2018年2月　
兵主大社フォトコンテスト　主
催：兵主マルシェ実行委員会

11/17～11/26「兵主大社庭園紅葉
ライトアップ」　
主催：野洲市ライトアップ実行委
員会

10月　秋雨前線や台風の影響を受
け、西日本の10月降水量が気象庁
の統計開始以来最大となる。

1～３月

1/28「おいでやすマルシェ」
（場所：三井アウトレットパーク
滋賀竜王）
主催：野洲市観光物産協会

1/14「おいで～な滋賀　～観光物産展
～」
場所：名古屋金山総合駅
参加：湖南地域観光振興協議会

3/3.4.17.18「虹色の旅へ。滋賀・びわ
湖　観光キャンペーン」
場所：広島・博多
参加：湖南地域観光振興協議会

2017年度
（平成29年）

資料５



 5年間の野洲市の観光行事（2017～2021年度）

年次 四半期 観光PR 物産関係 定期行事 広域観光 歴史・文化 その他 日本全国

４～６月

5月　湖南4市共通観光グルメパン
フレット「びわこなん」第二弾作
成（スイーツ特集）
発行：湖南地域観光振興協議会

5/26「兵主マルシェ」開催
主催：兵主マルシェ実行委員会

4/6～4/8「第2回花緑公園桜まつ
り」
※ライトアップは中止
主催：近江富士花緑公園、野洲市ラ
イトアップ実行委員会

5/20「やす環境フェスタ」
主催：野洲市

6/10・11「BIWAKOアウトドアフェス
タ」
主催：BIWAKOアウトドアフェスタ実
行委員会

5月「兵主大社と八ヶ崎神事」が日
本遺産（祈りと暮らしの水遺産）
に認定

6月「兵いち」御朱印巡りマップ　
配布開始
内容：鎮座1300年を記念し、兵主
祭に参加する神社約30社を自転車
で巡る御朱印マップ。
主催：兵主大社

6/18「大阪北部地震」
大阪府北部を震源とするマグニ
チュード6.1の地震

７～９月

7/1「おいでやすマルシェ」（場
所：三井アウトレットパーク滋賀
竜王）
主催：野洲市観光物産協会

9月　野洲市の特産品を使った地
ビール（鮒BEE、蓼BEE）完成発表

7/21「やす花火大会」
主催：野洲市夏まつり実行委員会

7/28～8/5「おいで野洲ひまわり迷
路」
主催：野洲市青年農業者クラブ

9/22・23「オクトーバーフェストや
すJAZZ UP!」
主催：オクトーバーフェストやす
JAZZ UP!実行委員会

7/15～12/24「虹色の旅へ。滋賀・びわ
湖」実施
内容：滋賀県の魅力を7つのカテゴリー
に分けて魅力を発信。
主催：（公社）びわこビジターズビュー
ロー

7月～8月「野洲市内全学童保育所　
紙芝居上演」
ガイド協会設立30周年特別事業
主催：野洲市ボランティア観光ガ
イド協会

6/28～7/8「西日本豪雨災害」
死者数が200人を超える平成最悪の
豪雨災害

7/23　埼玉県熊谷市で41.1℃まで
気温が上昇。（歴代最高気温）

9/6「北海道胆振東部地震」
マグニチュード6.7の地震。道内全
域が長時間に渡って大規模停電と
なる。

10～12月

10/28「おいでやすマルシェ」場
所：三井アウトレットパーク滋賀
竜王
主催：野洲市観光物産協会

11月　野洲オリジナル地ビール
（鮒BEE、蓼BEE）　野洲市内一般
販売開始

12月　ドウタクくんとやよいちゃん
の市内幼稚園・こども園　クリスマ
ス訪問

10/14・15「びわこキャンペーン推進協
議会主催金沢観光展」
場所：金沢市香林坊アトリオ
参加：湖南地域観光振興協議会

11/4「虹色の旅へ。滋賀・びわ湖 ～観
光物産展～」
場所：名古屋金山総合駅
参加：湖南地域観光振興協議会

1～３月

3月　自転車で野洲を巡る「ヤスイ
チ」MAP作成
発行：野洲市観光物産協会

3/2、17「インスタグラマーと行く、
南びわ湖カメラツアー」
主催：南びわ湖観光推進協議会

2月「野洲のええもんまるかじり」
内容：野洲の農産物『しゅんぎく
娘』と『吉川ごぼう』のオリジナ
ルメニューの紹介。
主催：おいで野洲まるかじり協議
会

2/17「BIWAKOクロカン2019」「滋賀
グルメほかほかフェス」主催：希
望ヶ丘文化公園

3/27～4/5「近江富士花緑公園春ま
つり・桜ライトアップ」主催：近江
富士花緑公園

2/23　ここ滋賀『ビワイチ 寄り道 出会
いのまち 草津』公開記念イベント参加
（物産）
場所：東京日本橋
参加：湖南地域観光振興協議会

2018年度
（平成30年）



 5年間の野洲市の観光行事（2017～2021年度）

年次 四半期 観光PR 物産関係 定期行事 広域観光 歴史・文化 その他 日本全国

４～６月

6月「すまいる市」リニューアル
オープン

6/23「おいでやすマルシェ」
場所：三井アウトレットパーク滋
賀竜王
主催：野洲市観光物産協会

5/19「やす環境フェスタ」
主催：野洲市

6/1・2「BIWAKOアウトドアフェス
タ」
主催：BIWAKOアウトドアフェスタ実
行委員会

4月　南びわ湖観光推進協議会解散
（※平成21年7月設立。湖南４市のほ
か、大津市、甲賀市、湖南市を含めた7
市の観光推進を目的とした広域観光協議
会）

4/27～5/6　10連休のゴールデンウ
イーク

７～９月

7/20「やす花火大会」
主催：野洲市夏まつり実行委員会

8月「おいで野洲ひまわり迷路」
主催：野洲市青年農業者クラブ

9/21、22「オクトーバーフェストや
すJAZZ UP!」
主催：オクトーバーフェストやす
JAZZ UP!実行委員会

7/27「野洲の魅力、詰め込み
マッセ」（場所：アル・プラザ
野洲店駐車場）
内容：特産のたでめんを使用し
た流しそうめん、兵主太鼓演奏
体験、野洲野菜物販
主催：一社）野洲青年会議所

9/20～11/2　「ラグビーワールド
カップ2019」

10～12月

12月　ドウタクくんとやよいちゃん
の市内幼稚園・こども園　クリスマ
ス訪問

2019年10月22日～2021年3月7日
「戦国ワンダーランド 滋賀・びわ湖」
主催：（公社）びわこビジターズビュー
ロー

10/19・20「戦国ワンダーランド滋賀・びわ
湖〜観光物産展〜」
場所：イオンモール福岡
参加：湖南地域観光振興協議会

11/2「京都競馬物産展」
場所：京都競馬場
参加：湖南地域観光振興協議会

2019年（令和元年）の訪日外国人
旅行者数が、過去最高の3,188万人
となる。

1～３月

1月　JR野洲駅の観光パンフレット
置き場をリニューアル

3月　湖南4市共通観光グルメパン
フレットびわこなん第三弾「麺が
来た」作成
発行：湖南地域観光振興協議会

2/1～2/29　「野洲のええもんまる
かじり」
内容：野洲の農産物『吉川ごぼ
う』、『兵主かぶ』を使ったオリ
ジナルメニューの紹介。同時に
Instagramフォトコンを実施。
主催：おいで野洲まるかじり協議
会

2/9「BIWAKOクロカン2020」
「滋賀グルメほかほかフェス」
主催：希望ヶ丘文化公園

1/12「ご当地キャラクター感謝祭」場
所：三重県四日市市
参加：野洲市観光物産協会

2/2「戦国ワンダーランド滋賀・びわ湖
〜観光物産展〜」
場所：愛知県名古屋市金山
参加：湖南地域観光振興協議会

3月　永原御殿跡　国史跡認定 1/6　中国 武漢で原因不明の肺炎 
厚労省が注意喚起

3月　WHO　現コロナの状況に対し
てパンデミック宣言

3/24　2020年東京五輪・パラリン
ピックを1年程度の延期決定

2019年度
（平成31年）
（令和元年）



 5年間の野洲市の観光行事（2017～2021年度）

年次 四半期 観光PR 物産関係 定期行事 広域観光 歴史・文化 その他 日本全国

４～６月

4/1～4/28　近鉄百貨店草津店『近
江路』出店（食品）：野洲市単独

4月「近江富士花緑公園　春まつ
り」→中止

6月「BIWAKOアウトドアフェスタ」
→中止

4/1　全世界からの入国者に２週間
の待機要請決定

4/16　第一回「緊急事態宣言」　
13都道府県は「特定警戒都道府
県」に→　最終、全国発令分は
5/14まで延長

6/19　都道府県またぐ移動の自粛
要請 全国で緩和

７～９月

7/11「やす花火大会」→中止

8月「おいで野洲ひまわり迷路」→　
中止

9/19・20「オクトーバーフェスト
JAZZ UP!」→　中止

7/15「野洲市健康スポーツセン
ター」グランドオープン

7/22　Go To トラベル開始（令和3
年1月末まで）

10～12月

11/14・15「おいでやすマルシェ」
場所：平和堂アル・プラザ野洲
主催：野洲市観光物産協会

12月　ドウタクくんとやよいちゃん
の市内幼稚園・こども園　クリスマ
ス訪問

12/5「八ヶ崎神事と水辺の舞楽」
主催：兵主大社、野洲市観光物産
協会

12/12～3/8「日本遺産滋賀カード
めぐり」　
主催：日本遺産「水の文化」ツー
リズム推進協議会

11月～12月　野洲駅前イルミ
ネーション
主催：野洲市商工会

10月　Go To Eat　開始（最終期限
は令和3年6月末まで）

12/19　関西の2府4県が「緊急宣
言」を採択 帰省や忘年会 自粛呼
びかけ

12/28～1/11　Go To トラベル一時
中止

1～３月

2月　野洲市観光物産協会　
Instagram
フォロワー数1,000人到達

2月　野洲市観光物産協会ホームペー
ジリニューアル（スマートフォン対
応化）

3月　湖南4市　観光マップ作成
発行：湖南地域観光振興協議会

3/7「野洲市観光大使・ファミリーレ
ストランと行くバスツアー」
企画：野洲市観光物産協会

2/3～3/2　近鉄百貨店草津店『近江
路』出展（食品）
参加：野洲市・守山市共同

2/15～2/23　近鉄百貨店草津店「ワ
ン（一番）ダフルSHIGA」出展（工芸
品）
びわこ豊積窯、銅鐸等

3/13　湖南４市物産展inピエリ守山
主催：湖南地域観光振興協議会

３月　「鮎家の郷」閉店
（野洲市吉川）

2/14「BIWAKOクロカン」→中止 3/6「やすの農産物 de アート」
主催：おいで野洲まるかじり協
議会

1/8～3/21　第二回「緊急事態宣
言」

2020年
令和２年



 5年間の野洲市の観光行事（2017～2021年度）

年次 四半期 観光PR 物産関係 定期行事 広域観光 歴史・文化 その他 日本全国

４～６月

4/3、4「近江富士花緑公園　春まつ
り」
主催：近江富士花緑公園

4/25～5/31　第三回「緊急事態宣
言」

７～９月

7月「やす花火大会」→　中止

8月「おいで野洲ひまわり迷路」
→　中止

9月「オクトーバーフェストJAZZ 
UP!」→　中止

10～12月

1～３月

2021年度
(令和３年）


