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警 備 指 令 書 

有限会社ＪＡＣ                                               平成２９年８月１１日作成 

警備業務の種別 第２０回今治市民のまつり・おんまく花火に伴う交通誘導警備業務 

警 備 期 間 平成２９年８月１３日（日） 

警備の基本方針 

「おんまく」は、今治市民の祭典であり、警備員一人ひとりが謙虚な態度、正しい言葉遣い
等、「礼節」に留意して、市民に不快感を与えないようにするとともに、規律正しい部隊行
動によって交通規制に従った車両等の安全な誘導を行い、歩行者等観衆の安全を確保し、け
が人を出さないよう各種事故防止に万全を期すことを警備の基本とする。 

配 置 人 数 ３２名 

警 備 情 勢 等 

１．今治市民の祭典として、例年通り(約２１万人)多くの観衆が見込まれ、交通その他各会
場の混雑が予想される。 
おんまく実行委員会は、「ノー事故（二次災害の防止）・ノーゴミ」を推進目標としてい
る。「ノー事故」に関しては、観覧禁止場所への立ち入り防止、内港岸壁からの転落防
止等を、また「ノーゴミ」は配置箇所においてゴミ袋を観衆に配り、ゴミ及びタバコの
吸殻等を持ち帰って貰う方針であり、ゴミ袋の配布、観衆への持ち帰りを、個々依頼す
るようにとの要望があったため、実施すること。 

２．港湾施設等の警備にあたっては、多数の船舶が出入りする観光港での行事であり、海上
への転落事故等が懸念されるところである。 
岸壁周辺にはロープ等で立ち入り禁止処置を講ずる事としているので、岸壁側には絶対
に立ち入らせてはならない。 

連 絡 体 系 

報告         報告 

指示         協議 

※緊急時は隊長に速報する事。【本部は四国電力内に設置】  

 

 080-5582-9816(壷内/隊長)  

☎ 0898-23-3939(おんまく本部) 

配 置 要 領 配置図参照（配置場所・配置時間・業務内容等） 

交 通 規 制 
今治港周辺・広小路周辺・今治銀座周辺 １８：００～２１：３０ 
区域内道路を歩行者専用道路とし、一般車両進入禁止（路線バスも含む） 

花 火 概 要 １４，０００発【20:00～21:00】 15号玉２発同時打ち上げ・尺玉 100連発他・全５幕 

注 意 事 項 

① 服装は清潔で端正な見だしなみを心掛け、頭髪・無精髭に注意して下さい。 

② キャップ・夜光チョッキ・誘導灯・清潔な白手袋(軍手不可)を着用して下さい。 

③ 熱中症対策として、水分・塩分等を十分に取り体調に気を付けて下さい。もし、体に異常を感

じた場合は速やかに連絡して下さい。 

④ 始業前に夜光チョッキ・誘導灯の点検を行い電池の予備を携行して下さい。 

⑤ 各人の配置場所、配置時間、任務等は別紙のとおりであるので、事前に精読し理解しておいて

下さい。 

⑥ 配置予定時間のおおむね 10 分前までには配置に着き、隊長に報告して下さい。 

⑦ 任務終了時の引き上げの指示は、警備本部が実行委員会と協議して指示しますので、連絡が

あるまでは現場に待機していて下さい。 

⑧ 警備実施中の喫煙は出来るだけ我慢して下さい。もし、喫煙する場合も携帯用灰皿を使用し

観衆に与える影響を考慮して行って下さい。 

⑨ 観衆が部分的に過密状態になりそうな場合は、隊長に連絡し指示を受けて下さい。 

⑩ 「ノー事故」目標達成のため、港湾関係施設の屋根上り阻止、ロープ・バリケード等で規制し

ている箇所への進入阻止、岸壁よりの転落防止、観衆の押し合い、割り込み等の禁止の呼びか

けを実施して下さい。 

⑪ 不審者や不審物、不法行為等を発見した場合には、直ちに隊長に即報して下さい。特に、不審

物は危険物のおそれがあるので絶対に触らないで見張りを行い即報して下さい。 

⑫ 「ノーゴミ」目標達成のため、ゴミ袋の配布及びゴミの持ち帰りを観衆に案内して下さい。 

⑬ 緊急時における初動措置を如何に迅速、かつ適切に行うかが重要となる。万が一、花火による

事故(例：不発弾の落下事故)等があった場合は、沈着冷静に行動し、まずは群集を落ち着か

せ、二次災害等の防止、警備本部への報告、けが人の応急処置、救急車の誘導、誘導路の確保

等、適切に実施して下さい。 

⑭ 遺失物の届出又は拾得の届出を受けた場合は、隊長へ連絡して下さい。 

⑮ 迷子を保護したときは、しばらくその場で待機し保護者が現れない場合は、隊長へ連絡して

下さい。 

⑯ 勤務中に花火を見ていると事故の原因になる恐れがあります注意して下さい。また、関係者・

市民等から反感を抱かれることになるので、勤務中は誠心誠意任務を遂行して下さい。 
⑰ ドローン(遠隔操作マルチコプター)での撮影は禁止されています。 



各臨時駐車場について 
◎各臨時駐車場の状況等は「ＦＭラヂオバリバリ・78.9MHz」及び「Facebook」、「Twitter」で配信します。 

臨時駐車場名 住   所 時   間 備      考 

旧日吉小学校 南宝来町１－６－１ 12:00 ～ 22:00  

別宮小学校 別宮町５－１－７ 11:00 ～ 22:00  

日吉中学校 中日吉町１－３－７０ 12:00 ～ 22:00  

吹揚小学校 黄金町３－３ 12:00 ～ 22:00 雨天時使用禁止 

全農えひめ 天保山町２－１ 09:00 ～ 22:00  

常盤小学校 中日吉町２－６－５５ 12:00 ～ 22:00  

旧城東小学校 東門町４－３－１６ 12:00 ～ 22:00  

今治市営球場 大新田町５－１ 11:00 ～ 21:30  

○障 旧美須賀小学校 黄金町１－９ 09:00 ～ 22:30 身体障がい者用・警備スタッフ用 

○障 支援ｾﾝﾀｰときめき 天保山町２－２－１ 15:00 ～ 22:00 花火有料観覧席利用身体障がい者用 ２０台 

 

警備スタッフ用駐車場概略図 

 



有限会社ＪＡＣ 平成２９年８月１２日

氏名
配置

番号
配置場所 警備内容 開始時間 終了時間 資格

片原３

吉原石油北側

片原３

吉原石油南側

中浜３ 規制区域の説明・誘導

佐伯玉雄かた 出来るだけ直進する車両を少なくする

常盤１ 歩行者の安全誘導(信号機有)

中浜との信号交差点 規制区域内への車両進入阻止

美須賀町１ 歩行者の安全誘導

久保釣具店前 規制区域内への車両進入阻止/交通規制

美須賀町１ 歩行者の安全誘導

久保釣具店前 規制区域内への車両進入阻止/交通規制

美須賀町１ 歩行者の安全誘導(横断歩道有)

久保釣具店前 規制区域内への車両進入阻止/交通規制

美須賀町１ 歩行者の安全誘導(横断歩道有)

久保釣具店前 規制区域内への車両進入阻止/交通規制

通路確保・岸壁側への立入阻止と転落防止

大島フェリー岸壁 桟橋・防波堤・フェンス接近進入阻止

通路確保・岸壁側への立入阻止と転落防止

大島フェリー岸壁 桟橋・防波堤・フェンス接近進入阻止

通路確保・フェリー乗船車誘導

大島フェリー入口 ﾌｪﾘｰ敷地内進入阻止・通行車両の誘導・駐停車禁止

通路確保・フェリー乗船車誘導

大島フェリー入口 ﾌｪﾘｰ敷地内進入阻止・通行車両の誘導・駐停車禁止

18:00～21:30規制中の駐車場からの出庫車両阻止

第2駐車場出口

フェリー乗船車両誘導

第2駐車場前 交通規制解除後車両誘導

通路確保・巡回警戒

マリン広場付近 岸壁接近防止・転落防止・可動橋脚登り阻止

通路確保・巡回警戒

マリン広場付近 岸壁接近防止・転落防止・可動橋脚登り阻止

岸壁接近防止・転落防止・水難救助

第1桟橋～第2桟橋 第1桟橋進入阻止・巡回警戒

岸壁接近防止・転落防止・水難救助

第1桟橋～第2桟橋 第1桟橋進入阻止・巡回警戒

岸壁接近防止・転落防止・水難救助

第1桟橋～第2桟橋 第1桟橋進入阻止・巡回警戒

片原町１ 工事区間への立入禁止

米長旅館前海側 岸壁接近防止・転落防止

風早３

ニコニコ薬局前

横断歩行者の安全確保(横断歩道有)

みなと交流ｾﾝﾀｰ前

横断歩行者の安全確保(横断歩道有)

みなと交流ｾﾝﾀｰ前

中浜２

風早１ 銀座・広小路への車両侵入阻止

海運ビル前 18:00～21:30規制中の駐車場からの出庫車両阻止

風早１ 銀座・広小路への車両侵入阻止

海運ビル前 18:00～21:30規制中の駐車場からの出庫車両阻止

入館許可証持参者以外の入館阻止

みなと交流センター

入館許可証持参者以外の入館阻止

みなと交流センター

警備ｽﾀｯﾌ用駐車場 駐車場整理・車両誘導/障がい者・地域住民用駐車場 15:00
旧美須賀小学校 運営委員会用駐車場(プール側奥20台) 交代する

警備ｽﾀｯﾌ用駐車場 駐車場整理・車両誘導/障がい者・地域住民用駐車場 15:00
旧美須賀小学校 運営委員会用駐車場(プール側奥20台) 交代する

3 16:30 22:30

三谷　則文 4 16:30 22:30

12 16:30 22:30

5 16:30 22:30 交２

堀尾　健児

近藤　義大

小泉　諭史

15:00 22:30

13 15:00 22:30

14

西山妃都美

黒川　　晃

安村　好孝 16 15:00 22:30

白方　　稔 15 15:00 22:30

松原　豊和 20 16:30 22:30

影浦　弘己 18 16:30 22:30

松岡　恒生 23 16:30 22:30

山口　貞佳 22 16:30 22:30

交２

松山　崇興 25 16:30 22:30

森田　健一 24 16:30 22:30

亀井　　健 28 16:30 22:30

守谷　巨人 26 16:30 22:30

北岡　保晴 31 16:30 22:30

芳野　茂治 29 16:30 22:30

鎌田　義武 47 16:30 22:30

矢野　文夫 32 16:30 22:30

米子　隆雄 61 16:30 22:30

森山　明夫 56 16:30 22:30

鈴木　弘孝 63 16:30 22:30

藤田　賢二 62 16:30 22:30

交２

笹尾　末廣 82 16:30 22:30

西山　　巖 81 16:30 22:30

伊藤　武博　 駐 22:00

髙田　　清 115 16:30 22:30 交２

坂梨　良二 114 16:30 22:30

規制区域への車両進入阻止

規制区域への車両進入阻止

規制区域への車両進入阻止

規制区域(広小路)への車両進入阻止

遊撃・交代要員 緊急時等の増員・交代

第２０回今治市民のまつり

交２

壷内　　孝 本 12:00 22:30 交１雑１

田島　　学 遊 12:00 22:30

警備本部要員 部隊への連絡・調整等

田邉　秀人 駐 22:00
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