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今年で４9回目を迎える北海道バルーンフェスティバル。昨年、一昨年のコロナ禍によ

る開催中止を乗り越え、本年 3 年ぶりの開催が決定致しました。これまで多くのバルー

ニストの皆さまと並び、歩んできたこの街の空の歴史を、再び共に紡いでゆくことがで

きればと願っております。2022年夏、皆さまのおかえりを心からお待ち申しあげます。 

１ 大会名称 第４9回北海道バルーンフェスティバル 

２ 開催期間 2022年 8月 12日（金）～14日（日） 

３ 主 催 北海道バルーンフェスティバル組織委員会 

４ 開催場所 北海道河東郡上士幌町を中心とする十勝平野 

上士幌町航空公園（メインランチサイト） 

５ 公 認 一般社団法人日本気球連盟（NKR） 

6 後 援 一般財団法人日本航空協会（JAA）、帯広開発建設部、 

北海道、十勝町村会、公益社団法人北海道観光振興機構、 

公益社団法人北海道スカイスポーツ協会、十勝観光連盟、 

音更町、士幌町、鹿追町 など（予定） 

7 協 賛 株式会社共成レンテム、北海道エア・ウォーター株式会社、 

など他各社（予定） 

８ 参加機数 30機程度 

開催概要 
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※スケジュールは天候・その他の事情により変更することがあります。

※新型コロナウイルス感染症対策の為、今大会のウェルカムパーティーは

開催いたしません。

※1４日(日)のタスクは午前で終了し、閉会式及び表彰式を行いますが、参加希

望者のみの賞金レースを午後に開催しますので、日程等に余裕のある方は是非

参加して下さい。詳細については後日ご連絡いたします。

大会スケジュール 

参加資格 

【パイロット】 

・有効なパイロットライセンスを所有すること

・エントリー時点で機長として概ね 10時間以上の飛行経験を有すること

【機体】 

・有効な機体登録証・耐空証明証を有すること

・大会期間中有効な対人 1億円かつ、対物 1億円以上の第三者賠償責任保険

に加入していること

【新型コロナウイルス感染拡大防止対策】 

・大会前日に抗原定量検査あるいは PCR検査を受けて陰性であること



 

  

エントリー方法 

【 【WEBエントリー】 

  パイロットエントリーフォームからエントリー登録と必要書類を添付のこと 

 

  URL https://forms.gle/MPnUErGiqJhcwTX88   

   

 

 

  ［エントリーフォームでの添付必要書類］ 

 ・パイロット写真 

 ・パイロットライセンス 

 ・パイロットログブック（最新ページ） 

 ・熱気球写真（全体がわかるもの） 

 ・熱気球耐空証明書 

 ・第三者賠償保険証書 

  ・大会参加誓約書※ 

 ・新型コロナウイルス感染症対策の同意書※ 

  ※エントリーフォーム内にて同意 

  

 【郵送でのエントリー】 

  必要書類を揃え、期限内に下記住所宛に郵送すること 

 

  ［郵送でのエントリー必要書類］ 

  ・エントリー用紙※ 

  ・パイロット写真 

  ・パイロットライセンスのコピー 

  ・パイロットログブック（最新ページ）のコピー 

  ・熱気球写真（全体がわかるもの） 

  ・熱気球耐空証明書のコピー 

  ・第三者賠償保険証書のコピー 

   ・大会参加誓約書※ 

  ・新型コロナウイルス感染症対策の同意書※ 

   ※大会ホームページよりダウンロードしてください 

[宛先] 

北海道バルーンフェスティバル組織委員会事務局 

 〒080－1492 北海道河東郡上士幌町字上士幌東 3線 238番地 

 

【エントリー締切日】 

WEBエントリー ：2022年 7月 10日（日） 

郵送でのエントリー ：2022年 7月 8日（金） ※当日消印有効 

 

 

 
 QRコード 

https://forms.gle/MPnUErGiqJhcwTX88


  

エントリー料 

【  【エントリー料】 

 一般枠 30,000円／機 

 ゼロカーボン枠※ 3３,000円／機 

 

 【送金先】 

 帯広信用金庫 上士幌支店 

 普通預金口座 ０９７４１４９ 

   名義人 北海道バルーンフェスティバル組織委員会 

 

 【送金締切】 

   2022年 7月 11日（月） 

 

 

※「ゼロカーボン」 エントリー枠について 

「2050 年までに、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量を全体として

ゼロにする」という政府が打ち出したカーボンニュートラル宣言を受けて、近年多く

の企業や自治体でゼロカーボン（脱炭素）に向けた取り組みが行われています。 

そして、この北海道バルーンフェスティバルにおいても、行政が環境リスク評価を重

視する中で、ゼロカーボンに向けた取り組みを強く求められています。 

現在さまざまな対応を模索しておりますが、その足掛かりの一つとして今大会より

「大会中の熱気球活動にかかる CO2 排出量を、オフセットクレジット（自治体や企業

の保有する CO2排出権）を購入することで相殺する」 ゼロカーボンエントリー枠を

創設しました。通常のエントリー枠 30,000 円に 3,000 円を追加することで、オフ

セットクレジット購入にかかる費用に充当致します。 

熱気球の大会・活動を未来に残していくために、二酸化炭素の排出を削減していくこ

とをバルーニストの皆さんと共に考え、解決していくきっかけになればと考えており

ます。趣旨にご賛同いただける方は、ゼロカーボン枠でのエントリーをご検討いただ

ければ幸いです。 

 

[ゼロカーボン枠エントリー] 

 ［エントリー料］ 

 33,000円 

 ［付帯（予定）］ 

 ・オフセットクレジット購入証明書 

 ・ゼロカーボンバルーニング カーステッカー 

 



補助項目 

【LPガス補助】 

・大会期間中に使用する LPガスについては全量組織委員会が負担します

（8月 12日～14日フライト分） 

※シリンダーについては国内基準に適合したもののみ

※シリンダーの確保、保温、管理についてはチームの責任において行う

【宿泊費補助】 

本大会では、町内の対象宿泊施設で使用できる「宿泊補助クーポン」を提供致します。 

1枚でおひとり様一泊につき 2000円分の割引が最大三泊分（8月 11日、12日、 

１３日）適用されます。クーポンの配布ならびに詳細につきましては、エントリー締め 

切り後に大会組織委員会より各チームの代表者にご案内致します。 

宿泊費補助クーポンが利用可能な町内の対象宿泊施設 

［上士幌町 市街］ （市外局番０１５６４） 

会場までの距離 旅館・ホテル名 電話番号 

約１ｋｍ カミシホロホテル ７－７２６６ 

約１ｋｍ さかた旅館 ２－２５７０ 

［上士幌町 ぬかびら源泉郷］ （市外局番０１５６４） 

会場までの距離 旅館・ホテル名 電話番号 

２３ｋｍ 糠平舘観光ホテル ４－２２１０ 

〃 中村屋 ４－２３１１ 

〃 糠平温泉ホテル ４－２００１ 

〃 湯元館 ４－２１２１ 

〃 山の旅籠 山湖荘 ４－２３３６ 

〃 ペンション森のふくろう ４－２０１３ 

〃 プライマルステージ ９－４１６９ 



【簡易宿泊所】 

本大会では簡易宿泊所の提供を行いますが、新型コロナ感染症対策の為に 

利用可能なチーム数、人数を制限いたします 

［予約方法］ 

1. 簡易宿泊所を利用される方は、専用の申し込みページにて申し込み（希望利

用人数・利用期間）の受付を行います

簡易宿泊所申し込みページ 

URL https://forms.gle/BaMRRUEQaypGCVZv5 

 QRコード 

2. 簡易宿泊所の申し込みと、大会のエントリーおよびエントリー料の入金が完了

したチームから順次、利用希望人数・期間に合わせて簡易宿泊所の割り当て

を行います

3. 簡易宿泊所の予約が確定した方には、事務局よりご連絡いたします

既に予約が埋まっている場合につきましても事務局よりご連絡いたします

※最低利用人数 6名 ～ 最大利用人数 23名

※宿泊所の割り当ては、簡易宿泊所の申し込み、大会エントリー、エントリー料

の入金がすべて完了した チームからの先着順の割り当てとなります 

※一つの簡易宿泊所につき 1チームまたは 2チームの割り当てとなります

※利用する簡易宿泊所および部屋は事務局にて決定いたします

※申し込みが多数の場合、人数や期間により希望に添えない場合があります

［利用料金］ 

利用料金は大会開催期間、開催前後の期間でそれぞれ発生します 

① 8月１日～１0日まで （2,000円／人）

② 8月 11日～14日 （2,000円／人） ※大会前日から最終日の宿泊

③ 8月 15日～31日 （2,000円／人）

例：8月 9日から 8月 18日までの宿泊の場合 

   期間①、②、③において利用 → 利用料金 6,000円／人 

https://forms.gle/BaMRRUEQaypGCVZv5


新型コロナウイルス感染症対策 

・大会参加者には「新型コロナウイルス感染症 感染拡大予防ガイドライン」に基づき、

適切な感染防止対策を実施していただきます

・参加する全メンバーは、大会の２週間前から体温を計測し、体調チェックシートに

記入してください。体調チェックシートは大会初日に受付にチームの代表者が提出

してください

・大会当日は、「体調チェックシート（大会当日用）」にチームメンバー全員分を記載

してブリーフィング時に受付に提出してください。

なお「体調チェックシート（大会当日用）」はWEBフォームでも提出が可能です※

※WEBフォームの URLはエントリー締め切り後に各チームの代表者にお知らせ致します 

お問い合わせ 

事務局 北海道バルーンフェスティバル組織委員会 

TEL  ０１５６４－２－４２９１ 

FAX  ０１５６４－２－４６３７ 

ＵＲＬ  http://www.kamishihoro.jp/ 

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

※大会の情報およびイベント内容等には、上士幌町ホームページにて掲載致します

※参加チームメンバー内への連絡は、チームの代表者からお願い致します


