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平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年３３３３月月月月    記者会見記者会見記者会見記者会見    

 

２０１６２０１６２０１６２０１６年熱気球世界選手権開催決定年熱気球世界選手権開催決定年熱気球世界選手権開催決定年熱気球世界選手権開催決定についてについてについてについて    

日時：平成２６年３月２４日（月）１４：００～１４：４５ 

場所：佐賀市役所 本庁２階 庁議室 

出席：佐賀市長 秀島 敏行 

佐賀市議会議長 黒田 利人 

佐賀バルーンフェスタ組織委員会会長 水町 博史 

   佐賀バルーンフェスタ組織委員会事務局長 堤 正之 

   佐賀バルーンフェスタ組織委員会理事 碇 雅行 

 

 

（秘書課長） 

 皆さんこんにちは。定刻になりましたので、ただいまから２０１６年熱気球世界選手権

の佐賀市開催決定についての記者会見をはじめさせていただきます。 

今月２２日の土曜日になりますが、スイス連邦ローザンヌで開催されました国際気球委

員会定例本会議におきまして、２０１６年熱気球世界選手権が佐賀市で開催されることが

決定されました。 

佐賀市での熱気球世界選手権の開催は、１９９７年以来１９年ぶり３回目の開催とな 

ります。 

 （出席者紹介） 

 

■■■■市長概要説明市長概要説明市長概要説明市長概要説明    

 

（市長） 

もう皆さんたちご存じの様に、新聞で大きく取り上げていただきまして、そして市民の

皆さん達からも喜びの声というのが役所にも届いているところでございます。 

 それぞれの団体の方にも届いていると思いますが、おかげさまで２０１６年の世界選手

権を佐賀で開催することができるようになりました。これまでご苦労いただきました関係

者の皆さんに感謝を申し上げたい。特に今回、国際気球委員会の皆さん達、いろいろ事前

の会議等でも真剣な議論をされているのを私たちも聞かせていただきましたが、そういう

真剣な議論の中に佐賀市を選んでいただいた部分に対しまして、感謝を申し上げますと共

に、私達を支えていただきました日本の気球連盟の皆さん、それから航空協会の皆さんと

関係される団体の皆さんに感謝を申したいと思います。 

率直に言って非常に終盤重たいものがございました。私達がバルーンの世界選手権を佐

賀でやりたいというふうに言った頃はかなり強いところで評価していただけるのではなか
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ろうかというお言葉もいただいていたんですが、このローザンヌの会議が近づいてくるに

従って競争相手でありますドバイさん、アメリカのアルバカーキさん、こちらのほう結構

盛り上がっている様ですよ、あと強くなってまいりましたよ、ということで楽観はできま

せんと。私達がスイスに着いた時には、かなり雰囲気はむこうの方も盛り上がっています

よというような形で、極端な例ではフィフティーフィフティーですよというような。その

時はドバイが落ちて（辞退して）いましたので、五分五分ですよと。そういうような言い

方をして、えーそれじゃあリラックスした所で言わせていただきますが、ひょっとしたら

ちょっと頭を下げて下向いて帰らなければならないことになるのかなと。私の選挙の時よ

りきびしいのかなと、そういう思いをするぐらいに状況としてはかなり厳しい部分を示唆

されておりました。 

最終的には皆さんご存じの通りでございますが、この結果というのはその前段にかなり

今年の世界選手権こういったものについて議論をされておりましたが、やっぱり確実に決

められたことをやると、競技ができると、そういう開催地の地元の力というのをやっぱり

そういったものを問われるような雰囲気だったと思います。 

そういう意味からしますと、佐賀の場合は過去３４回大会をそれぞれやってきて、そし

てその中に２回の世界選手権、それから毎年ほとんど世界大会、こういったものもやって

いるということで、そういったものの部分での事業の運営に対する評価というのがありま

した。 

これはやっぱり佐賀市の組織委員会のこれまでのご苦労の力がその後出てるんじゃない

かなと思います。それに合わせて行政のほうも執行部とそれと議会と両方行かせていただ

きましたので、そういった意味での組織の力というものを感じていただいた期待していた

だいたとそういうのがあって私達のところに決定していただいたんじゃないかなとそうい

うふうにも思います。そういう一体感がございますので、あと２年ですか、２０１６年の

世界選手権にむけて組織委員会と一緒になって行政も手を携えてがんばらせていただきた

いと、そして期待に応えられるように、そしてまた日本の信頼がこれで崩れることがない

ように頑張らなければならないという意味で、そういう意味では非常に責任の重い大会で

もあった。あるいは決定であったとそういうふうに私は思っているところでございます。 

いずれにしましても、佐賀で開くそしてバルーンのミュージアム等も建設計画も議会で

方向性というか承認いただいておりますので、そういう部分でこれからバルーンをもっと

もっとやっぱり定着してそしてバルーンで佐賀、佐賀はバルーンだと。そういったものを

評価を高めていただくようにこれからも、もっともっと頑張らせていただきたいとそうい

う気持ちを新たにした会議でもあったわけでございます。以上です。 
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■■■■質疑応質疑応質疑応質疑応答答答答    

    

（（（（記者記者記者記者）））） 

 市長にまず２点質問をさせていただきたいと思います。 

 先ほどおっしゃっておりました、組織の力を会議で感じていただいて評価していただい

たとおっしゃておりました。もう少し具体的にお願いします。 

 佐賀にあってアルバカーキになかった所をどのように感じていたのか、誘致が決まった

のかをもう一度詳しくお聞かせください。 

 

（（（（市長市長市長市長）））） 

 一つは、アルバカーキも過去、大きな大会をずっとやっておられますので佐賀以上にあ

る程度の力をお持ちかもしれない。その辺はあとで水町会長からお話しいただいたほうが

いいと思いますが、かなりの力をお持ちだと思います。 

ただ、アメリカ・アルバカーキにとって不利な条件というのは、２０１２年にアメリカ

で違う所ですが、大会やられているようですね。２０１６年というのは中に４年おいただ

けでまたアメリカかというような部分で、少しぐらい動かしていいんじゃないかと、そう

いう部分で私達が有利でなかったかなとそういうふうに思います。 

ただ、アルバカーキさんの過去の組織の力というのは、それなりに行政も後押しされて

いるようでございますが、今回は私が聞くところによりますと、後でそういう力が固まり

つつあるというのが伝わっているような感じもしました。 

こちらの方は早めにそういう部分をして行政としてもやらせていただきたいと。そして

組織委員会とちゃんと連絡をとってこいうことを進めてきましたので、そういう部分での

横の連携の強さというのが私は佐賀の方がアピール力が強かったんじゃなかろうかと。向

こうで誘致の発表されるときもそういう部分ではどちらもまとまりがあったんじゃないか

なと私は感じました。 

  

（（（（記者記者記者記者）））） 

 誘致成功の時いただいたコメントの中で今後、海外からお客様を受け入れる準備は嘉瀬

川ローンチサイドの整備等ということで課題を挙げていただいたんですが、あと２年の中

で一番急がれる世界選手権開催にむけた目下の課題というところをもう一度詳細をお聞か

せください。 

 

（（（（市長市長市長市長）））） 

 昨日もむこうのほうで話をしておりました。いろんな問題点を出し合って、それをひと

つひとつ解決していく、改善していく、そういうようなことをしていかなければなりませ

んねと。私のほうから思うのは去年の大会、前半３日間はよかったけれども後２日間は雨



平成 26 年 3 月 記者会見 

4/13 

でたたられたと。その最終日は雨があがったけれども、前日の雨がちょっと酷かったので

下がビチョビチョになったというのがありますね。その次の時も雨の影響が主に起因して

だめになったと思いますので、そういう部分でせっかく佐賀で大会をして、お天気任せの

ところがあるわけですが、雨で何日も（開催）されないような、あるいは非常に条件の悪

いところでしなければならないような部分ですね、何か方法的に水はけ等考えるようなと

ころがあればそういったものをしなければならないかなとそういったものが頭に浮かんで

おります。 

 （開催地に）決めてもらった、あとは天気に、天気は風も災いしますが、支障になるよ

うなものをできるだけ事前に解決できるようなものがあれば、解決されるように関係団体

にもお願いしてみたいと思いましたので、ああいうコメントになっております。 

 

（（（（記者記者記者記者）））） 

数日間空いてしまったんですけれども、市長に改めて決定した感想、ほっとしたのか、

肩の荷が下りたというのか、まずお気持ちの部分を改めてお聞かせ願いたいんですけれど

も。 

 

（（（（市長市長市長市長）））） 

これは天国と地獄じゃないですけれども、（開催地に）決めていただいて本当にほっとし

たというよりも、嬉しいという部分と、やはりほっとしたという部分が当てはまりますか

ね。ほっとしました。 

 これはもう自分だけの力ではどうしようもないですし、過去の実績がそれなりに評価を

されているとは思うけれども、お金の部分とか、いわゆる助成金ですね。特に佐賀の場合

はヨーロッパから遠いというわけで、旅費関係を含めて不利な条件にありますので、そう

いった部分で、よそはかなり話に聞きますと、いい条件を提示される予定だとか、されつ

つあるという話も聞きましたので、どうかなという部分が、非常に心配な部分の想いが強

かったですね。そういったものがなくなったということで、ご理解いただけると思います

が、まずはほっとしたということで。そして次なるバルーンミュージアムとか、あるいは

選手権（開催）につなげていけるという希望が出てきたというかですね。固まってきたと

いいますか。 

 

（（（（記者記者記者記者）））） 

勝因についてなんですけれども、アメリカでの大会の回数などについておっしゃいまし

たし、横の連携の話とかですね、おっしゃったんですけれども、一番の勝因は何でしょう

か、気象条件なのか何なのか、何だと思われますか。 

 

（（（（事務局長事務局長事務局長事務局長）））） 
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市長から言いにくいと思いますので、はっきり申し上げますけれども、過去２回の世界

選手権と、今回のブラジルでありますが、ブラジルと、先のルクセンブルグとかですね、

いわゆる（開催）決定のときに出した条件から（開催決定後）ずいぶん変わってきている

んですね。 

開催の地域が変わったり、そういった変更がずいぶんありまして、国際気球連盟のほう

も非常に対応に苦慮している状態です。ですから、選手たちも、選手の招聘条件なども途

中で変更されて、補助金の額が減るとかですね、そうなりますと、なかなか出たい人が出

られなくなったり、そういうこともありうるんですよ。 

そんな中で、やはり安定した大会をきちっとやってくれるのがどこなのかということが

国際気球連盟の中で一番重要なところで、アルバカーキと佐賀というのは（バルーンの大

会を開催するようになった）スタートも大体同じ時期でございますけれども、自治体とし

っかり組んでどちらも大きく育ってきた大会なんですね。 

アルバカーキは通常の大会で６００機から７００機という、とんでもない世界一の規模

の大会を毎回やっているわけです。専用のローンチサイトを持っているとか、大きなミュ

ージアムも持っているわけです。本当に気球の街なんですね。佐賀もそれに見合うほどの、

安定した大会をずっとやってきているということで、連盟からいわせれば、どちらがとっ

てくれても安心してやっていけると、非常に今回、国際気球連盟としては安心していたと

思うんですね。 

 では、何が代議員さんたちの心を射止めたのかといいますと、その上でなおかつ、市長・

議長が出向いて自治体として責任をもって保障するということを言ってくれたこと、これ

が非常にやはり大きかったと思います。 

先ほど言われたように、アメリカ大陸ばかりでやってもどうだろうかとかですね、それ

はもちろんございますし、そういう配慮も働いたと思います。ただ、各国の代議員の多く

は、アルバカーキの大会はみんな行っているんですね。佐賀の大会も半分近くが来たこと

があるんですよね、何年のときは知ってるよ、来たよという人たちばかりなんですね。 

ですから、我々が強調したのは今回の条件、アルバカーキよりも私たちの提示した条件

は低かったんですよ、向こうが高かったんです、正直言って。ただ、きちっとした大会を

やろうねということで明確に打ち出して、それは絶対お約束いたしますということを言え

たこと。やはり今言ったように行政、そして議会が責任持ってやるんだと保障したこと自

体が、今回の決定打になったのかなと。 

 もちろん、向こうのほうでは市長レセプションという簡単なパーティではありますが、

お呼びをして、そこで交流を深めたこと、非常にそういったことが人の気持ちを打ったん

だなあと実感いたしております。違いはそこに尽きると思います。 

 

（（（（記者記者記者記者）））） 

市長にまた伺いたいんですけれども、いよいよ開催に向けてということになるかと思い
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ますけれども、ちょうど２年後、有田焼の４００年と重なるということで、そのへん連携

を取って佐賀県全体を盛り上げるようにですね、つなげていきたいというお考えがござい

ますでしょうか。 

 

（（（（市長市長市長市長）））） 

今も日程的にやっているもの、以前は佐賀のバルーンだけやっていたけれども、それだ

けではなくて唐津までという、佐賀の日程を繰り上げて合わせたような形でやっています。 

 もう佐賀市だけのバルーンではなくて、佐賀県のバルーンにほぼなっていると思います。 

そういう意味では、他の地域のいろんな催し物と、できればつながって行くと、もっと

もっとよくなると思いますので、先ほど提案があっていたような話については我々も望む

ところでありますし、そういう中に県などの力も借りながら盛り上げをしていただくと、

そういうのがこの世界選手権であると思っております。 

 

（（（（記者記者記者記者）））） 

事務局長に１点お伺いしたいのですが、アルバカーキとの勝因として市長議長が出向い

てしっかりＰＲしてきたと自治体としての保障をしたというのが大きいということですが、

アルバカーキのほうは自治体関係者とか来なかったんですか。 

 

（（（（バルーンバルーンバルーンバルーン組織委員会組織委員会組織委員会組織委員会事務局長事務局長事務局長事務局長）））） 

プレゼンの中で、いわゆる州知事、それから市長さんのメッセージは入っておりました。

ですから、アルバカーキも町を挙げてやっているということは事実ですし、資金的にも非

常に余裕があったことは事実です。ただ、やはり出向いたというのがですね、数十名の代

議員の気持ちを打ったのではないのかなと思います。 

 

（（（（記者記者記者記者）））） 

市長にお伺いしたいんですが、決定直後のコメントの中に着実に準備を進めていきたい

というコメントがありましたけれども、２０１６年の世界選手権はどういう大会にしたい

というのを、佐賀市にとって、バルーン関係者にとってどういう大会にしたいという２つ

の観点からどういう大会にしたいというのをお聞かせ下さい。 

 

（（（（市長市長市長市長）））） 

過去２回の部分もあって、内容が、世界選手権になるともう一歩高度なものになるとい

うことで、ご覧になる方も違った意味での楽しみ方があると思いますが、我々としてはバ

ルーンで世界選手権までやれる佐賀市だということで、これが佐賀を知ってもらう意味で

きっかけといいますか、そういうものにつながっていけばと。 

佐賀を知ってもらうという部分での大きな材料になれば、そういった大会にしたいと思



平成 26 年 3 月 記者会見 

7/13 

っております。 

 あと、具体的な運営等については私たちだけがやれる部分ではなくて、実行委員の皆さ

ん、組織委員会の皆さん達の主体性がでてまいりますので、そういった部分で後押しをす

ると。 

私が最初に申し上げましたとおり、期待がかなり寄せられる部分があると思いますので、

それに恥ずかしくない、そして世界選手権というものはこういうものだということを、ひ

とつのモデルになるような、そういう大会にできればと思っています。 

 

（（（（記者記者記者記者）））） 

もう一点、天候の話をされましたけれども、雨とか風の影響で競技ができなくても、色々

出店などが会場に出ますが、先ほど雨が降ると地面がべちゃべちゃになってしまうという

ことで、そこをどうにかしたいというお話もありましたが、具体的に雨とかで競技ができ

なくても、どういったことを楽しんでもらえるような会場作りというか、整備を行いたい

というようなことについてお聞かせ下さい。 

 

（（（（市長市長市長市長）））） 

どういう風な会場整備をするのか、まだそこまでは考えておりません。 

ただ、最近風あるいは雨ですね、災いされる大会が私にとっては印象的ですので、そう

いったものを会場の整備をある程度することによって、その影響の度合いを減らすことが

できれば、心がけていったほうがいいのではないかと。一回きりではなくて毎年投資をす

れば使えるものになると思いますので、そういうことを考えて、そして関係者の了解を得

たりとか、あるいは支援をいただけたらというようなことを感じているところです。 

 

（（（（記者記者記者記者）））） 

１００万人ほど大会期間を通して来られると思いますが、受け皿をしっかり作って、夢

のある話にあれだと思うんですけれども、お金をしっかり落としていってもらわないとい

けないんじゃないかと、使ってもらって楽しんでもらわないとならないんじゃないかと。  

そのあたりの仕掛けとしてバルーンミュージアムもあるんじゃないかと思うんですが、

はやりもうちょっと行き来してほしい、県内を行き来したりとかしてほしいという意味で

は動線を作ったりですとか、どういうことをしていかないとならないとお思いか、教えて

いただけますか。 

 

（市長）今度は期間も長うございますので、選手の皆さんあるいは観客の皆さんどちらに

も適用されることなんですが、やはり佐賀市だけではなくて、佐賀県のよその町に寄って

から帰ろうかとか、そういうようなことをされるような、こちらからのメニュー等もやは

り用意しなければいけないかなと。 
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もちろん、その前段として大会会場だけでなくて（佐賀市）中心部にお客さんが流れて

いただくようなそういう仕掛けもしていかなければならない。そういう仕掛けが上手なの

は、後ろ（の席）に経済部長がおりますので、やってくれると思います。 

 

（（（（記者記者記者記者）））） 

２点お尋ねですが、世界選手権となりますと、大会の規模も大きくなります。１点は宿

泊施設の関係ですね、どういう風に検討されているのか。大幅にパイロットを含め、クル

ーの方とか来られますけれども、どういうイメージを描かれているのかというのが１点。 

世界選手権で海外の選手がたくさん来られると思いますので、外国人向けの英語表記で

すとか、英語に限らず中国語・韓国語を含め、そういう情報発信の体制だったり、取り組

みというのを現段階でどういうものを考えられているのかお教え下さい。 

 

（（（（市長市長市長市長）））） 

他所からおいでになるお客様たちが、佐賀であちこちまわるにしても、まわりにくかっ

たと言われないようにしなければいけない。これはバルーン大会に限らず、今、どちらか

というと観光的な戦略の部分については、アジアに狙いを定めて検討してるわけですけれ

ども、そういう分に合わせてやっていこうとしています。 

そういう意味からすると、案内板、標識のあり方ですね、今、だいたい四カ国語でやっ

ていますが、そういったものだけでいいのかと問われてますが、そういった部分を徹底さ

せていただきたいと思っています。 

 あと、バルーン大会だけのために、何かを作ったり整えたりするというのはなかなか大

変なことでありますので、既存の部分をできるだけ使わせていただいて、既存の部分で改

良改善を加えなくてはならないようなものがあれば、この際手がけさせていただくという

ことはあると思います。 

 ホテルについても、アパホテルとサガシティホテルは名前を出しています。 

特段選手向けのホテルが不足するような状況ではない。ただ、お客さんが多くみえます

ので、佐賀市中心部だけでなくて、山のほう、または他の地域へのお客さんの流れという

のは当然出てくると思います。 

それと、選手の皆さんにはホームステイもいくらか出てまいります。 

 

（（（（記者記者記者記者）））） 

サガシティホテルとアパホテルと出てきましたが、こちらの２ホテルは期間中（客室を

選手のため）押さえているということでしょうか。 

 

（（（（バルーンバルーンバルーンバルーン組織委員会理事組織委員会理事組織委員会理事組織委員会理事）））） 

毎年バルーンフェスタの時には、海外の選手用、オブザーバー用としてホテルとしては、



平成 26 年 3 月 記者会見 

9/13 

今、アパホテルとサガシティホテルとこの２つを使っております。 

 世界選手権になりますと、選手が１０５人来るということで、チーム合わせますと大体

１チーム３人から５、６人、多いところは１０人くらい来られるところもありますので、

１９８９年と１９９１年に佐賀で世界選手権やっていますが、その時より駅前等にビジネ

スホテルがだいぶ増えておりますし、市役所前にもありますので、そういったところでボ

リューム的には昔より大分楽になったといいますか、できているかと思います。 

 それと、ホームステイですね。通常の大会のときも毎年十数組はホームステイをされて

おりますので、これの倍以上にはリクエストがあるかと思いますので、そういったところ

は今担当していただいている佐賀市の国際交流協会のほうと連携をして、もっとホストフ

ァミリーになっていただけるところを増やしていくという風なところを力を入れていきた

いと思っております。 

 

（（（（記者記者記者記者）））） 

せっかく今日は組織委員会の人もいらしてますので、会長にお伺いしたいのですけれど

も、改めて直接バルーンに関わっている方、バルーニストとして今回の決定についてどう

受け止めて、どう取り組もうと思っているかをお願いします。 

 

（（（（バルーンバルーンバルーンバルーン組織委員会会長組織委員会会長組織委員会会長組織委員会会長）））） 

佐賀のバルーン大会は１９８０年から始まったんですよね。当初は十数機の小さな大会

でしたけれども、１９８４年に国際大会がスタートいたしました。 

それから、運がよかったとは思うんですけれども、５年後の１９８９年には第１回目の

世界選手権、そして１９９７年に２回目、しばらく時間が空きまして今回再度チャレンジ

を致しまして、１９年ぶりというような、私も１９９７年の頃どういうことをしたのかな

と思い起こすのも難しい位くらい、昔になってしまいましたけれども、そういう意味でも、

この佐賀の大会はこれからもずっと続けていこうねということは、我々気球サイドだけで

はなくて佐賀市も、それから一般市民の方もけっこう思ってらっしゃると思うんです。 

そういう中では、いずれはもう一回はぜひ世界選手権をやってみたいねというのが今回、

私たち組織委員会だけではとてもできませんので、組織委員会、佐賀市、日本気球連盟、

そして窓口は日本航空協会ですから、この４者が一丸となって事前の準備をしながらやっ

てまいりました。 

そして先ほど事務局長が申しましたように、今回行政のトップとして市長さんと、それ

から議長さんが現地に赴いて、ＰＲ、アピールをしていただいた。これがやっぱり私は最

大の決定打になったと思います。 

決まったからには、いろいろ競技サイドの方面でクリアしていかなければならないこと

も山積しておりますけれども、過去の経験を思い起こしながら、多くのボランティアの皆

さんに訴えながら、また気球のフライトで一番大事なのは、田んぼのオーナーである農家
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の皆さん、この方々のご協力を今まで以上にいただかなければいけない。そういうことを

全般的に私たち組織委員会と佐賀市と、これまでもそうですけど、これからもしっかりス

クラムを組ましていただいてですね、見る方もそれから参加する方も、楽しい大会になれ

ばなということを思っています。 

 そういう意味で、非常に市長さんじゃないですけれども、ほっとしたというか、ほっと

したからには、よしこれからやるぞという気持ちもありますし、大変だという気持ちもご

ざいます。それと、これから非常に競技サイドの方で、大変だなと思うことは、海外チー

ムがですね、今回１０５チームの中の１００チーム近くが海外からですから、こういう方々

の機材のリクエストがどれ位あるかなというのがですね、私なんかは、その辺がこう心配

事というかあります。 

それから、チームの大体１チーム５人から６人が必要なんですけれども、先ほど理事も

申しましたけれども、チームによっては２人位しか来ないとかいう場合は、地元でボラン

ティアクルーの方を募集してチームとして動いていただくということも必要になってきま

す。そうしますと、ボランティアクルーの皆さんも今から養成をしながらですね、作って

いかなければならないとか、こういう問題もございます。 

それから、ホストファミリーの皆さんもどれくらいやっていいよという方が増えてく

るのか。実は、海外の方は佐賀の大会ではそういうのが非常に人気があるというのを聞い

ております。佐賀は非常にいいよということをですね。ですからホテルだけじゃなくて、

そちらの方のリクエストも結構あるんではないかなということを思っておりまして、まあ

いずれにしましても大変嬉しく思いました。 

 

（（（（バルーンバルーンバルーンバルーン組織委員会事務局長組織委員会事務局長組織委員会事務局長組織委員会事務局長）））） 

ちょっと補足なんですけれども、パワーポイント資料の右上のところに「to pass all the 

next generation」という言葉が書いてありますが、私たちがプレゼンをやっていく中で何

をＦＡＩないし世界中のバルニストに何を訴えていきたいのかというのは、これに尽きて

いるんですよ。 

３５年やってきたんだけども、実は水町会長もスタートの時からずっと会長でして、我々

もほとんどメンバーが変わってないんですね。 

 理事なんて７名いますけれども、ずっと前からやっているものばかりで、もうそろそろ

若い人たちに、やっぱり次につないでいきたいという気持ちが強うございます。 

すでに親子でパイロットになっている人たちとか、親子でボランチィアをずっとやって

るよという人たちがいっぱいいるんですね。今 30代の人たちでも、こどもの頃からずっと

バルーン見てきてますという人はいっぱいいますのでいいんですが、本当にこの運営の母

体として続けていく我々自体がもっともっと若返って、力強くやっていかないと続かない

わけですね。 

そういったことも含めてですね、今回の大会では、佐賀で世界選手権があることの意義
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っていうのは、次の人たちに役員とか運営の中に入ってもらって、バルニストですね、そ

れから市民の方ですね、そして新しい血を入れるためのひとつの作業というのが、我々が

ＦＡＩに対して訴えた世界選手権をやる意義なんですね。 

この点は非常に大きかったと思います。 

 

（（（（記者記者記者記者）））） 

２月の熱気球大会の運営委員会の中でなんですけども、誘致活動に対して、関係者は一

生懸命やっているけれども、市民への浸透、盛り上がりを指摘する声があったんですけれ

ども、２年後に向けてどういう風に地元の盛り上げを高めていくかということについて、

何かお考えがありましたらお聞かせください。 

 

（（（（市長市長市長市長）））） 

そういう声が届いているのも事実ですが、こちらの方から手を上げて誘致をしていきま

すよと市民の皆さんにどんどん言うのもひとつの手だったかもわかりませんが、まだ決ま

らない前に、どんどんＰＲしていくのもいかがなものかというのもありました。 

率直にいって、あちこちの場で世界選手権に向けて誘致のために頑張りますとは、機会

を捉えてそれなりに言ってきてはいたのですが、ただ、市民運動的にどういうことをして

くださいというお願いはしてなかったと。大体、佐賀の市民の皆さんたちは、過去世界選

手権とかそういうものがあると、やっぱり地元でどういった協力をしなければならないか、

それなりに分かっていただけると、そういう期待感を我々もっていたんですよ。それが過

去ずっと積み上げられてきた実績の中にちゃんと備わっていると。だからそういうことを

具体的に言うと市民の皆さんたちの協力が出てくると。そして、そういう中に具体的にど

ういったものをお願いしますというものを、これから出していくということでございます。 

だから今までは、そういう大きな大会を佐賀に誘致をしようとしているんだなというこ

とを分かっていただければ、それで私はよかったと思います。あと期間的には２年半位し

かございませんが、その中で詰めていくということですね。そういった部分では、３４回

の過去の実績、そしてその中に２回の世界選手権が入っていると。時代は違うかもわかり

ませんが、そういった部分の基礎があるということ。 

それともう一つは、ボランティアの話を先ほどされておりましたが、ボランチィアもど

んどんメンバーが変わってきているかもわかりませんが、アルバカーキーが１，０００名

のボランティアを用意するということで、力強いと言っていますが、佐賀市の場合は、  

１，０００名に対する数をどれだけ比較していいのか分かりませんが、私の頭の中にはい

ろんなところで聞かされているのは３，０００人のボランチィアが動いていると、大会期

間中ですね。そういう風にも聞いておりますので、決して引けをとるような数字ではない

と思いますので、そういうボランティアの力というのをですね、また今回の大会にも必ず

期待できる、そういう力強さは感じております。 
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（（（（記者記者記者記者）））） 

先ほどからもお話がありましたけれども、久しぶりの世界選手権ということで、状況が

変わってきていると思うんですけど、経済効果などが現時点で分かれば教えてください。 

 

（（（（市長市長市長市長）））） 

経済効果は、ある新聞でとりあげられていたのは８０億とか、そういう数字が出ており

ますが、先ずは経済効果でこれをやっているというのではなくて、当然そういったものも

付随的にはついて参りますが、要は市民の一体感と、市民の感動といったものにつなげて

いきたいということが基本であります。そういう中から、経済というのが次に出てくる。  

経済効果が先に出て、それに向けてこの大会をやっているということになると、ちょっ

と先日の総会のイメージを壊すことにもつながりますので、やっぱりそういう意味で感動

とか一体感とか、そういったものに外からあるいは内の人も一緒ですが、応援あるいは見

に駆けつけてこられる人たちの動きによって、必然的に経済効果が出てくればと、そうい

う風に思います。 

 

（（（（記者記者記者記者）））） 

今回、２０１６年の開催に向けて、市役所内部の組織体制といいますか、どういったと

ころを変えるとか、どういった部署を増員するとか、そういった点があれば教えてくださ

い。 

 

（（（（市長市長市長市長）））） 

私も１７年前の大会がどういう形で、役所の組織をどうしたか、そこまでまだ調べてい

ないのですが、当然今の体制では不足するということになると思います。だから、その部

分でどの時点から組織を変えていくのか、そういったものはこれから話を進めていただき

たいとそういう風に思っています。 

 

（（（（記者記者記者記者）））） 

ちょっと細かいところですけれども、事務局長によろしいですか。最初の方で、勝因の

あたりで補助金とかアルバカーキの方が条件が良かったと仰ったんですけど、その辺をも

う少し詳しく説明していただけませんでしょうか。 

 

（（（（バルーンバルーンバルーンバルーン組織委員会事務局長組織委員会事務局長組織委員会事務局長組織委員会事務局長）））） 

僕らも事前に調べたわけでも何でもないのですが、私どもの方は通常やっぱりあのファ

ーイーストの日本ですから、どうしてもヨーロッパやアメリカ、特にヨーロッパの選手た

ちからすると凄い遠いんですね。ですから、そういった意味では通常大会で用意している

位の旅費補助はしようということで考えておりましたけれども、それ以上のことはあまり



平成 26 年 3 月 記者会見 

13/13 

考えてなかったんですね。 

ただ、アルバカーキの条件を聞きますと、たとえば旅費を出すよ、それからホテルはタ

ダだよ、車も１台つけます、それからＧＰＳという機械、それからパソコンを１台セット

で貸しますということで、随分僕らが聞いていても凄いなということで、かれこれ金額で

換算すると、佐賀よりも随分いいような条件を出しておられました。 

ただ、大会直前に私どもの方で行った者の中で話してたのは、それを聞いて吊り上げる

ようなことをやるのはお互い得策ではないと。やはり初めに私どもが出した条件書がある

んですね。ですからそれを変に目の前で釣り上げるような形だけはやめようと。そういう

金額による誘致合戦だけはやめようということを思って淡々とやってきました。その辺も

ある一定程度は評価されたのかなと思いますけど。 

 

（（（（秘書課長秘書課長秘書課長秘書課長）））） 

それでは以上をもちまして記者会見を終わらせていただきます。皆さんありがとうござ

いました。 

 


