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第４３回北海道バル－ンフェスティバルも間近にせまり、北海道上士幌町でのフライトを楽しみにされている

ことと思います。 

今年の十勝の作物の生育状況は、天候不順により遅れ気味となっております。よって、大会時においては、

小麦の刈り取り作業が例年と違って遅いスタートとなり、離着陸地がかなり少ない状況が見込まれます。牧草も

生育の遅れにより、２番牧草の刈り取りにはまだ日数を要することから、ランディングに適した箇所はかなり少な

いことが見込まれます。 

今年もフライトに関しては、防疫上の観点から参加者の皆様にはお手数をおかけしますが、幾つかの約束

事項がございますので充分にご理解の上、フライトエリア確保のため、ご協力をお願いいたします。また、畑作

農家及び畜産農家のお宅に挨拶に行くときは、農場に勝手に立ち入らないこと、挨拶には必要最小限の人数

で伺うよう指導をされていますので必ず守るようにしてください。 

大会前のインフォメーションはこれが最後です。夏の北海道でのフライトを十分楽しんでいただければと思い

ます。 

記 

【競技地図について】 

地図はＵＴＭ（ＧＰＳ）対応になっています。 ＧＰＳは各チームで用意して下さい。 

 

【記録員(ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ)の配置について】  ☆重要 今大会新規事項です！ 

今大会より、競技役員であります記録員（※オブザーバー的な役割）を配置します。競技委員会が設定する

タスク（競技）のバリエーションを広げ、競技者が多種多様なタスクを楽しめるように考えておりますので、ご理

解とご協力をお願いします。 

(注)日本気球連盟の「競技オブザーバー登録制度」には基づいておりません。 

 

【着陸地へのお礼について】 

着陸時に地域の人とのコミュニケーションのため、皆さんの住んでいる地域の記念品をお礼としてご用意い

ただきますようお願いします。安価なものでもそれぞれ地方の特色をいかしたものを用意していただければよろ

しいかと思います。 

天候により、農作物の生育状況が変化した場合、離着陸フィールドにも影響が生じると思います。また、ほん

の一部のバルーニストの行い（車両の移動に対して口答えをする。ゴミを畑に捨てていく。作物に被害を与え

ても黙って帰ってしまう。土壌管理に気を配っている農地へ無断で車両を乗り入れる等）が、バルーニストのイ

メージを悪くし、普段気軽にフライトしている人などが、着陸後猛烈な勢いで苦情を言われたり、怒られたりする

事例があります。 

大会期間中はもちろん、大会前にフライトするグル－プにつきましても離着陸の際のご配慮をお願いします。 

 

【防疫体制について】 

農地への立ち入りについては必ずオーバーブーツを履き土の移動が行われないようにして下さ

い。また、車輌及びゴンドラ等に付着した土の移動も同様となりますので水を携行しブラシ等で

の洗浄を徹底してください。 

   また、フライトの前後についてはチェイスカー自動車両洗浄機をご用願います。 



 

 

【開会式について】 

   ☆エントリー受付 

     ●日 時 ：８月５日（金） ＡＭ ４：００～４：３０（開会式はＡＭ ４：３０開始です。） 

     ●場 所 ：航空公園 管理棟隣接 プレハブ 

   ☆開会式・ゼネラルブリーフィング 

     ●日 時 ：８月５日（金） ＡＭ ４：３０～５：００ 

     ●場 所 ：航空公園 管理棟南側 特設テント 

  ☆タスクブリーフィング 

     ●日 時 ：８月５日（金） ＡＭ ５：００   

     ●場 所 ：航空公園 管理棟南側 特設テント 

 

【ウェルカムパーティー及び閉会式について】 

ウェルカムパーティーは、上士幌町山村開発センター集会室にて開催いたします。 町内で収穫された農

産物や特産品が当たる抽選会やゲーム等を予定しております。また、閉会式については、航空公園ランチサ

イト内特設会場で開催いたします。 

☆ウェルカムパーティー 

●日  時 ：８月５日（金） ＰＭ６：００～ 

●場  所 ：山村開発センター集会室 

●参加費  : 一人 ２，０００円  （ウェルカムパーティー会場でお支払いください。） 

 

☆閉会式 

●日  時 ：８月７日（日） ＰＭ１：００～ 

●場  所 ：航空公園 管理棟南側 特設テント 

【バルーングローについて】 

バルーングロー参加気球を募集いたします。 

● 日  時 ：８月６日（土） ＰＭ７：３０～７：５０ 

● 詳細については、別紙のとおりですので皆さんの参加をお願いいたします。 

   ※ ２０機になり次第締め切ります。 

 

【大会前後のフライト及び合宿について】 

 大会当日以外にフライトを予定しているチーム（特に大会前）は必ず組織委員会事務局でフライトに関す

る情報を入手しフライトして下さい。 ＰＺの確認・着陸禁止エリアの確認・作物の状況確認・ノータムの入

手等の手続きが有ります。 

このインフォメ－ションは、チーム代表者又は、メインパイロットのみ連絡しており

ます。宿泊所の割当等参加グル－プ内の連絡をお願い申し上げます。 
※ お問い合わせ先 

北海道河東郡上士幌町５区 上士幌町役場内 

北海道バルーンフェスティバル組織委員会事務局 

ＴＥＬ ０１５６４－２－４２９１   ＦＡＸ ０１５６４－２－４６３７ 

URL    http://www.town.kamishihoro.hokkaido.jp/   

E-mail   syoukoukankouka@town.kamishihoro.hokkaido.jp 

http://www.town.kamishihoro.hokkaido.jp/
mailto:syoukoukankouka@town.kamishihoro.hokkaido.jp


■ 簡易宿泊所について 

●簡易宿泊施設の設置について、地区集会所（５ケ所）を簡易宿泊所として開放します。宿泊希望が多い

場合には、ご希望どおりにならなかったグループもございますが、施設の規模等も限られておりますので、ご

容赦下さい。 

  現在、申込のあったチームには、別途、郵送またはメールにて送付しましたので、宿泊を

予定しているチームは確認をお願いします。また、記載事項に変更がありましたら随時ご連

絡ください。 

●簡易宿泊所を利用するグル－プは、入る前に必ず事務局（役場２階商工観光課）へお立ち寄り下さい。 

※到着が夜になる場合は、必ず事務局へ連絡を入れるようにして下さい。 

●浴場については役場南側に「ふれあいプラザ」がありますのでご利用ください。(大人一人３８０円) 

利用可能時間   平 日        午後２時００分～午後１０時００分 

土・日曜日       午後１時００分～午後１０時００分 

※第１・３月曜日についてはお休みです。 

●申込みを頂いた簡易宿泊所の使用料は、期間中一人２,０００円です。受付時にお支払い下さい。 

（なお、利用人員に変更のある場合は必ず事務局まで連絡願います。） 

●寝具の貸出は行いませんので、各自で手配願います。（三浦蒲団店 01564-5-2066) 

●地区集会所では、炊事ができませんので、弁当か外食で対応して下さい。 

●地区集会所のゴミは、分別をし、役場北側の収集所に持参してください。（分別表は当日配布します。） 

●地区集会所は禁煙です。喫煙は施設の外でお願いいたします。 



■ バルーングローの実施について 

毎回、観客に好評を得ているバル－ングロ－について、一昨年同様今回もバルーンファンへの感謝の意を

込めて実施する予定です。（気球のみ） 

今大会は２０機を目標にしておりますので、皆さんの積極的な参加をお願いいたします。（先着順） 

なお、事前申込みを原則といたしますので、下記申込書に記載のうえメール又はＦＡＸにて事務局に送付

願います。 

●実施日時 ：８月６日（土） ＰＭ７：３０～７：５０（予定） 

●申込期限 ：８月２日（火）まで 

（別紙により申し込み下さい。メール、ＦＡＸ可） 

●参加チ－ムへ謝礼（１０，０００円）を用意しています。 

●詳細については、８月６日（土）午前タスクブリ－フィングの際に連絡いたします。 

 

バルーングロー参加申込書 

北海道バルーンフェスティバル 組織委員会事務局  宛  

（ＦＡＸ01564-2-４６３７ メール可 syoukoukankouka@town.kamishihoro.hokkaido.jp） 

参加チーム名  

責  任  者  

連絡先携帯電話番号  

連絡先 Email   

 

※チーム名、責任者及び Email は必ず記入してください。尚、エントリ－Ｎｏは事務局で記入

しますので空欄のままで結構です。 



◎ ＬＰＧの充填について 

大会期間中のガスは全量組織委員会で負担いたします。 

ガス容器（シリンダー）については、国内容器証明及び日本気球連盟指定のものとします。 

従来同様、大会期間中のガス充填については、業者による集配作業と充填所で直接充填する２通りの方法

を提供し、パイロットのリスクで充填作業を進めていただくことになっていますので、よろしくお願いいたします。 

充填及び集配作業については、業者の好意により、士幌充填所・エア．ウォーター．エネルギー㈱帯広充

填所・現地集配の３箇所となります。詳細については別紙資料をご参照下さい。 

 

※ ＬＰＧについては全量組織委員会で負担します。 

充填時にチーム名、ゼッケン番号を受付で記入し充填後に受け取りのサインを必ず行なっ

てください。 

   ※  前日充填は各自支払となりますのでご注意下さい。 

※耐圧検査期限の切れた容器は取扱いできませんので、ご注意下さい。 

 

【ＬＰＧ取扱所】 

 塚田プロパンガス販売店          ０１５６４（２）－２０７３ 

 士幌町農協ＬＰＧ充填所          ０１５６４（５）－２３１７ 

 北海道エア・ウォーター㈱        ０１５５（３７）－６７３１（充填所） 

帯広ハローガスセンター        ０１５５（２５）－２２２８（事務所） 

 

 各販売店の営業時間等は別紙にて標記します。 

 

  

【大会会場の通行】 

 

 ●航空公園（ランチサイト）への入場について 

    

   道道上士幌士幌音更線からの入場については、安全対策上、終日通行禁止となり

ます。競技車両の通行に関しては、ランチサイト北側町道 42 号線からの出入となり

ますのでご承知おきください。競技車両運転するクラブメンバーにもあらかじめご

連絡をお願いします。（別紙 図面参照） 

   また、ランチサイト及び付属駐車場への競技車両の進入については、ランチサイ

ト草地をいためることや、駐車場規模の関係から１チーム２台までとしています。

当日受付時に車両ゼッケンを各チーム 2 枚配付しますので、競技車両への貼り付け

をお願いします。 

 

     

 

 

 

 

 



 

ガ ス 充 填 時 間 

【塚田ガス販売店】 

 ８月４日（木） 回収 １６：００～１７：００ 山村開発センター東側 

 ８月５日（金）  納入 ４：３０        競技者駐車場内 

         回収 １０：００～１１：３０ 競技者駐車場内 

         納入 １５：００～１５：３０ 競技者駐車場内 

         回収 １６：００～１８：００ 競技者駐車場内 

８月６日（土） 納入 ４：３０        競技者駐車場内 

         回収 １０：００～１１：３０ 競技者駐車場内 

         納入 １５：００～１５：３０ 競技者駐車場内 

         回収 １６：００～２１：００ 競技者駐車場内 

 ８月７日（日）  納入 ４：３０         競技者駐車場内 

         回収 １６：００～１８：００ 競技者駐車場内 

         納入 ２１：００～２１：３０ 山村開発センター東側 

 

 

【北海道エア・ウォーター 帯広ハローガスセンター】 

８月４日（木） 充填可能時間  ８：３０ ～ １７：００ 

 ８月５日（金）  充填可能時間  ８：３０ ～ １７：００ 

 

 

【ＪＡ士幌町 LPG充填所】 

８月４日（木） 充填可能時間 １４：００～１７：００（平日通常営業） 

 ８月５日（金） 充填可能時間 ８：００～１７：００（平日通常営業） 

          ※12：00～13：00 休み 

８月６日（土） 充填可能時間 ８：００～１７：００（平日通常営業） 

          ※12：00～13：00 休み 

８月７日（日） 充填可能時間 １０：００～１４：００（臨時営業） 

 ※ 原則上記の時間でガスの充填を計画してください。なお、ご不明な点がございましたら組織委

員会事務局 佐藤までご連絡ください。 

 ※ 各充填所に対し、直接充填時間帯の交渉は行わないでください。 



バル－ン洗濯所の開設について 

８月１８日までの間、臨時の洗濯所を開放します。台数が少なく十分とは言えませんが、ご利用

ください。洗濯物は、終了後必ず各宿泊所にて干すようにしてください。また、今年も乾燥機を用

意しましたが、リースなので十分注意してお使い下さい。なお、節電節水を心掛けてください。 
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