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事 業 概 要

「NoMaps※」は、札幌・北海道という象徴的な開拓の地で、
クリエイティブな発想や技術によって次の社会を創ろうとする

“現代的フロンティアスピリット”を持った人たちのためのコンベンションです。

集った人々はもちろん、この地で暮らす人々のクリエイティビティを高め、
地図にまだ描かれていない、新たな領域を切りひらいていこうとするものです。

アメリカのＳＦ作家、ウィリアム・ギブスンを追った同名のドキュメンタリー映画にちなんで命名。
「地図なき領域を開拓する」という願いを込めている。

NoMaps（ノーマップス）の名前の由来
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ベースキャンプ

事 業 概 要

アイディアと技術で、
いまよりもっと良い社会を、と考え、
行動する人のためのベースキャンプとして、
未来志向の人や技術、情報が行き交い、
結びつく場を目指していきます。

・クリエイティブ産業の活性化と他産業への波及
・創業支援・新産業の創造・投資の促進
・クリエイティブな市民文化の醸成
・札幌・北海道の国際的知名度・魅力の向上
・｢世界屈指のイノベーティブなまちSAPPORO」の実現

私たちのミッション

コンセプト



先端テクノロジーや
斬新なアイディアなどが軸

｢新しい価値観」｢新しい文化」
｢新しい社会の姿」を提案

対象コンテンツ

事業区分 NoMapsは、５つの事業。

新しい提言や
プレゼンテーション、
いきいきとした
意見交換を。

コンテンツ・技術・
サービスが体感できる
コミュニケーション

の場を。

映画・音楽・デザイン・
メディアなど

クリエイティブな
体験型イベント。

異業種・異世代が
出会い、新たな
ビジネスやコラボを
創出していく。

札幌・北海道を
「可能性探求のまち」

として
実証実験の聖地に。
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＜民間企業＞ ＜官公庁＞

札幌市
北海道

北海道経済産業局
北海道総合通信局
北海道運輸局

＜教育機関＞

北海道大学
札幌市立大学

など など

など

NoMaps実行委員会は、
産官学が連携した「ALL HOKKAIDO 体制」で運営しています。

ローカルパートナー／エデュケーショナルパートナー／メディアパートナー

事 業 概 要



開催概要

会期
2021年10月13日（水）～17日（日）（5日間）
◯NoMaps Conference 2021             10/13（水）～17（日）
◯Touch the NEW Square 10/13（水）～17（日）
◯第16回札幌国際短編映画祭 10/9（土）～31（日）
※オンライン配信として23日間開催。

主催
NoMaps実行委員会

メイン会場
オンライン配信を軸に、リアルイベントも実施
＜リアル会場＞
・札幌文化芸術交流センター SCARTS 10/13（水）～17（日）

※その他、社会情勢等を考慮しながら、必要に応じて他会場も活用します。
※新型コロナウィルスの感染拡大状況等を考慮し、
新北海道スタイルに賛同し、適時必要な対応・対策を取りながら、
安全・安心を確保した上で、リアルイベントを開催していきます。

5

開 催 概 要

激変し、リアルな接続が分断されたすべての人に、
オンラインという「地図なきフィールド」での邂逅を。
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開 催 に あ た っ て

社会はいま、”大きな辛抱”から立ち直ろうとしている。
その鍵は２つの抗体だ。
１つは言うまでもなく新型コロナウイルスの抗体。そしてもう１つは、テクノロジーに対する抗体だ。

コロナ禍により、地方でもオンライン会議などが積極的に実施されるようになった。
テレワークも社会にすっかり定着してきた。
これは北海道のように距離が制約になっていた人や地域にとっては良い変化で、
東京の会社に勤めながら北海道に移住することもできるし、
北海道の企業が世界トップクラスのエンジニアに仕事をお願いすることもできる。
物理的距離の制約を受けずに暮らす場所や仕事を選べることは、きっと北海道に良い効果をもたらすはずだ。

最たる活躍の場が”3密”のライブステージだったミュージシャンは、
コロナ禍で行き場を失ったかに見えた。
しかし、テクノロジーを活かした、自宅やガレージなどから配信する
カジュアルなオンラインライブが現在人気を博している。
視聴者数はリアルの観客数よりも多い。
なぜならオンラインライブの入口は世界に開けているからだ。

テクノロジーを信じること、採り入れることは、アフターコロナの社会の正しい姿勢だ。
間違ってもビフォーコロナの社会に戻ろうと思わないことが大事だ。
テクノロジーを積極的に活用して、社会をより良くしていくことが重要だろう。

NoMapsを始めたのも、元々はそんな着眼点からだ。
この広い北海道で、社会をより良くするための様々な実証実験・社会実装を重ねてもらい、
その過程でこの地から挑戦・起業する人が増えていけばいいと考えた。
新しい技術やアイデアを基にしたチャレンジが数多く生まれる土地にしようと、
産官学が連携して2016年から始めたイベントでありムーブメントが、この【NoMaps】である。

コロナ禍が少しずつ収束に向かう中で、漫然とこれを終えるのではなく絶好の変化の機会と捉え、
多様で新しい社会の姿を提起していくことがNoMapsの役割だと考えている。

オンライン開催2回目となるNoMaps2021にぜひ期待してほしい。
NoMaps実行委員会委員長

伊藤博之



事 業 内 容 （ C o n f e r e n c e  2 0 2 1 ）  ／ Conference

NoMaps Conference 2021
Conference

◆実施概要
日時／2021年10月13日（水）～17日（日）

◆セッションテーマ（予定）
・データサイエンス ・SDGs ・シビックテック ・宇宙 ・教育
・エンターテイメント ・観光 ・スタートアップ ・アグリテック
・ダイバーシティ ・新しい働き方 ・マーケティング など

◆会場情報

オンライン配信（YouTube・リアルタイム視聴は無料）
※タイムテーブルの発表、およびアーカイブ視聴チケットの販売は2021年9月予定。
※入場を伴う会場での開催につきましては、新型コロナウイルスの感染拡大状況に
よって開催直前まで検討を続けます。
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◆セッション数

約30～40セッションを予定

◆連携団体（予定）
・STARTUP CITY SAPPORO ・北海道経済産業局
・北海道IT推進協会 ・北海道モバイルコンテンツ・ビジネス協議会
・KOTRA など

NoMaps Conferenceは、新しい技術・サービス・アイディアで道なき道を切り拓く
多様な講師を招き、様々なテーマのカンファレンスを集中的に開催します。新型コロ
ナウィルス感染症の拡大という大きな困難に直面した2020年は初のオンライン開催。
台湾のデジタル大臣オードリー・タン氏によるオープニングセッションなど約40本の
オンラインセッションを実施しました。
2021年の今年も引き続きオンライン開催とし、各セッションで展開される新しい社
会・未来をつくるための知見を、幅広く共有いたします。



NoMaps Conferenceでは、多様なテーマでのカンファレンスセッションを展開し
ていく予定です。ここでは、複数のセッションを束ねる形で大きく展開する予定の
テーマについて、いくつか紹介します。

Conference Topic

©NoMaps Committee 8

昨年、国の「世界に伍するスタートアップ・エコシステム拠点形成戦略」による
スタートアップ・エコシステム推進拠点都市に選定され、札幌市を中心に
北海道全域において、スタートアップが盛り上がっています。

NoMaps Conferenceでは、宇宙ビジネスやアグリテック、地方スタートアップ支
援の現状などについて、「STARTUP CITY SAPPORO」によるカンファレンスを
実施します。

＜想定するセッション内容（予定）＞
・地方スタートアップの今
・北海道×宇宙ビジネス
・Agritech Summit 他

SDGsTOPIC 1

NoMapsでは、コロナ禍を転機とする教育改革こそが、今後の未来を大きく変える
ものと考え、様々な角度から学校教育・社会教育について多様な主体と意見を交わ
し、その意見を実践する場へとつなげていくために、2020年度より『NoMaps 
EDU』として展開しています。

NoMaps Conferenceでは、ITやビジネス、地方創生など多様な分野から見た今後
の教育のあり方について模索していくことで、“新しい教育”の共創に向けて、多様
な主体が交わり、つながっていく機会を創出していきます。

新しい教育TOPIC 3

2015年9月、国連の「持続可能な開発サミット」により採択されたSDGs
（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）。6年経った今、新た
に経営に取り入れ、社会課題の解決と企業価値向上に取り組む企業も増えています。
また環境・社会・企業統治に配慮している企業を重視・選別して行なう「ESG投
資」も、昨今注目されています。

NoMaps ConferenceではSDGsに関するセッションを複数実施。
サステナブルな社会の実現に向け、どのように考え、何に取り組むべきか。
一緒に考える機会を提供いたします。

スタートアップTOPIC 4

STARTUP CITY SAPPORO
札幌市・さっぽろ産業振興財団、（株）D2Garageで事務局を担い、「街に
もっとチャレンジを。街からもっと、イノベーションを。」をテーマに、革
新的なアイデアや技術で社会に新しい価値を提供するスタートアップの育
成・支援を産官学民連携でサポートするプロジェクト。

現代は様々なデータが日々の生活の中に溢れており、AIなどのデータ活用技術が急
速に身近になることで、インターネットサービスはもちろん小売や広告などあらゆ
る分野にデータサイエンスが利活用されています。

NoMaps Conferenceではその最前線の研究分野について知る機会を提供すると共
に、データの力で新しい社会を創造していく可能性をご紹介いたします。

データサイエンスTOPIC 2

事 業 内 容 （Conference 2021） ／ Conference
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NoMaps conferenceの実施時期と合わせ、特に学生に向けて聞いてほしいセッ
ションやプログラムを束ねて展開する複合型のセッション。
テーマは起業やクリエイティブ、テック、教育など多様。これらのセッションを一
つのきっかけとして、学生コミュニティ創出や学生を対象としたプログラムへの積
極的参加の促進を目標として実施します。

◆実施概要
日時／NoMaps2021会期内

NoMaps for Students 2021
学生向けセッション

高校生・大学生対象起業系セッションTOPIC 1
札幌市が取り組む起業創出プログラムの大学生・高校生に向けたアプローチを連携
して進めています。
今年度はNoMaps2021会期内で高校生・大学生に向けた起業家のロールモデルを知
ることのできるトークセッションを企画中。東京の団体とも連携し、札幌/北海道
の学生に向けたキャリアとしての起業を感じれるセッションを届けます。

未完project（学生向けIT教育事業）TOPIC 2
IRENKA KOTAN合同会社とCAPG合同会社が連携して取り組むエンジニアの育成
発掘を目指すテックコミュニティ事業。
北海道大学やはこだて未来大学を中心としたエンジニア志望の学生に向けたメディ
アやコミュニティイベントを展開しています。
NoMaps2021では道内のテック系の学生に向けたスタートアップや技術習得に関す
るセッションを連携して提供予定。

NoMaps EDU for StudentsTOPIC 3
昨年実施したNoMapsEDUと連携し、学生が仕掛ける教育アクションや、教育問題
について学生と語るセッションを、NoMaps Students2021でも開催。教育に興味
のある学生を中心に参加を呼びかけていく予定。

企業・大学連携プロジェクトセッションTOPIC 4
学生に向けた取り組みをしている企業や大学との連携プロジェクトの発表会やセッ
ションを企画中。昨年に比べ企業と大学をより巻き込んだ取り組みに発展できるよ
う様々な組織との連携模索を進めています。

事 業 内 容 （Conference 2021） ／ Conference



事 業 内 容 （第16回札幌国際短編映画祭）／ Event

第16回札幌国際短編映画祭
（SAPPORO SHORT FEST 2021）
16th Sapporo International Short Film Festival & Market

今年で16回目を迎える『札幌国際短編映画祭』のインターナショナルコンペティショ
ンの応募作品数は日本を含む世界105の国と地域から2,960作品（注1）が応募されまし
た。しかし、コロナウイルスの影響で世界中の映画祭が現在もオンラインで開催して
います。札幌国際短編映画祭もオンライン上映とリアル会場での特別上映会を行な
う、ハイブリッド開催を予定しています。これまで以上に世界中の映画ファンやオー
ディエンスとつながり交流する機会の創出など、今年もチャレンジをしていくつもり
です。

Event

◆実施概要
日時／オンライン開催：2021年10月9日（土）～31日（日）

特別上映会（リアル上映会場）：準備中
料金／未定

◆上映プログラム概要
インターナショナルコンペティション
・インターナショナル・プログラム（海外作品）
・ナショナル・プログラム（国内作品）
・ジャパン・プレミア・プログラム（国内作品）
・ファミリー＆チルドレン・プログラム（ファミリー向け）
アウトオブコンペティション
・ジャパンパノラマ・プログラム（国内作品）
・北海道セレクション
・特別上映プログラム
・特別招待上映プログラム、など

約100作品上映予定
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1プログラム約90分（5-7作品）

◆2 0 2 1年応募数

インターナショナル・コンペティション
日本を含む世界105の国と地域から2,960作品
が応募されました。
（注1）ジャパン・プレミア・エントリー40作品含む



事 業 内 容 （第16回札幌国際短編映画祭）／ Event

国際審査員
インターナショナルコンペティション

岩井俊二
Shunji IWAI（日本）
映画監督・小説家・音楽家

1963年生まれ。1988年よりドラマやミュージックビ
デオ、CF等多方面の映像世界で活動を続け、その独
特な映像は“岩井美学”と称され注目を浴びる。映画監
督・小説家・音楽家など活動は多彩。2018年10月に
発表された小説『ラストレター』を原作にした初の中
国映画『你好，之華（チィファの手紙）』が同年11
月、中国全土で公開。 2020年1月に、同原作の映画
『ラストレター』(出演︓松たか子/広瀬すず/神木隆
之介/福山雅治)を公開。7月、緊急事態宣言中に撮影
されたリモート作品『８日で死んだ怪獣の１２日の物
語』が公開され、9月には『チィファの手紙』が日本
で公開。2021年6月に、およそ3年ぶりとなる新作長
編小説『零の晩夏』(文藝春秋)が発売された。
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メリー・ルー・ベリー
Mary Lou Belli（アメリカ）
監督

テレビ番組の監督として30年活躍し、エミー賞を2回
受賞している。これまでに『NCIS New Orleans』
『Black Lightning』『Bull』『Legacies』『Station 
19』やディズニーの『The Secret of Sulphur 
Springs,』など多くの作品を監督している。短編作品
『America／アメリカ』では4大陸の14の映画祭で上
映され、ハーグの映画祭では最優秀ミニショート賞を
受賞。全米監督協会のWomen’s Steering 委員会で
は共同代表を務めている。多くの若い俳優達に
ABC/Disney, CBS, Sony, HBO Access, AFI’s 
Directing Workshop for Womenなどを通して演技
指導をしてきた。これまでに4冊の書籍を出版、
2019年夏に『Acting for the Screen』がFocal 
Pressから出版された。

スティーブ・スペンサー・ベイカー
Steve Spencer Baker（イギリス／日本）
作家、アーティスト・マネージャー、プロデューサー

レコーディング・アーティストを40年以上マネージ
メントしている。これまでに多数のゴールドとプラチ
ナ・アワードを獲得している。イギリスのコレクティ
ブ・クリエイティブ集団 TOMATOのファウンダーで
1991年から2004年までマネージング・ディレクター
を務める。
これまでに3冊のSF小説『Slabscape: Reset』
『Slabscape: Dammit』『Slabscape: Reboot』を
発表。リバプールのインディペンデント・ミュージッ
クレーベルで出版社のNero Schwarz Music Limited
のCEOでアイルランドのFastnet 映画祭の審査員も務
めている。



事 業 内 容 ／ Exhibition＆Experiment

Touch the NEW Square 

札幌における多様な文化芸術活動の中心的な拠点であるとともに多くの交流が生ま
れ、新たなつながりや発想につながる札幌の新しいランドマーク・札幌市民交流プ
ラザ。札幌における多様な文化芸術活動の中心的な拠点で、様々な技術の実験展示
や参加型のイベントなどを展開予定です。

Exhibition

◆実施概要
日時／2021年10月13日（水）～17日（日）

NoMaps Future Lab

NoMapsには、札幌市、北海道をはじめ、国の出先機関ら多様な官公庁や経済団体が
実行委員メンバーとして参画。
「NoMaps Future Lab」がワンストップ窓口となり、実証実験・社会実装における
様々な規制や障壁を調整し、スムーズな連携ができる体制を整えています。

Experiment

場所／札幌文化芸術交流センター SCARTS

＊メイン展示会場はさっぽろ創世スクエアですが、展開により会場が追加になる場合もございます。

札幌を中心に北海道全域の超広域を舞台とし、
ローカルアセットをフル活用可能な先駆的実証実験プラットフォーム

＊実証実験の内容及び展開場所は調整中です。
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会期を問わず展開



事 業 内 容 ／ Meet-up
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NoMaps Official Meet-up
「the Meeeeeeeet!」

NoMaps Business Conferenceの開催に合わせて、同会場で行われてきたたミート
アップ「the Meeeeeeeet!」。全国から集まるカンファレンススピーカーを中心に、
フランクな空間で一堂に会し、新しいビジネスチャンスにつながる交流の機会を設け
てきました。
カンファレンスのオンライン開催に合わせて、こちらの「the Meeeeeeeet!」もオン
ラインを軸に開催。新たな出会いを創出します。

Meetｰup

◆実施概要
日時／ 2021年10月13日（水）～15日（金）
※参加方法等は後日発表

◆会場情報
オンライン（予定）

NoMapsの最も大きな価値は、多様な分野・職種・エリアで
活躍する“現代の開拓者”たちが、未来を創るベースキャンプ
であるNoMapsで出会い、語り合い、意気投合して新たな動
きを生み出していく【交流】にこそあったと考えています。

コロナ禍により、人と交流することに大きな制約を受けてい
る現状に対して、NoMapsでは、その壁を超えウィズコロナ
下での“新しい交流様式”を構築することを目指し、リアル／
オンラインを問わず、実験的な試みを仕掛けていく予定です。

ウィズコロナ下での“新しい交流様式”創出に向け、
NoMapsは実験的試みを仕掛けていきます。

写真はNoMaps2019の様子。今年度は2,020年に引き続き、オンラインを軸に開催予定。

“新しい交流様式”を創出するチャレンジに、
NoMapsと一緒に取り組みませんか？

＜アイデア・技術等のご提案をお待ちしています！＞



10/13
WED

10/14
THU

10/15
FRI

10/16
SAT

10/17
SUN

Touch the NEW Square
（会場：札幌文化芸術交流センター SCARTS）

第16回 札幌国際短編映画祭（NoMaps2021会期を挟み、10/9～10/31の期間で展開）
（会場：オンライン）

期 間 中 の 実 施 に 向 け て 調 整 中

Conference

Exhibition

Event

Meet-up

Experiment
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NoMaps Conference 2021
平日日中：ビジネス系セッション 夜間帯及び土日：その他多様な分野のセッション

その他、ワークショップ等も実施予定
（会場：オンライン 配信スタジオ：札幌文化芸術交流センター SCARTS内）

会 期 ス ケ ジ ュ ー ル

NoMapsオフィシャルミートアップ「the Meeeeeeeet!」などの交流事業を実施予定
（会場：オンライン）

その他、実験的な取組について調整中
（会場：オンライン含め今後検討）



事 業 内 容 ／ Conference

Deep Dialog from NoMaps Conference

2020年の新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、私たちを取り巻く環境は大きく
変化しました。世界は「NoMaps」と言える時代に突入し、新しい課題が生まれつづ
けています。NoMapsはこうした状況を受け、2020年にウェビナ―シリーズ「Deep 
Dialog」をスタートしました。「Deep Dialog」は様々なテーマを元に対話を試み、
考えを深め、今後の行動のきっかけとなる創造的なコミュニケーションの場。2021年
6月からは装いも新たに新シリーズを展開しています。

Conference

◆実施概要
日時／2021年6月～
※月に1回程度の開催

◆会場情報

オンライン配信
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会期外事業
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◆実施概要

日時／2021年10月29日（金）13:30～17:30（予定）

会場／オンライン開催

主催／経済産業省北海道経済産業局

共催／総務省北海道総合通信局

（公財）北海道科学技術総合振興センター

チャレンジフィールド北海道

協賛（予定）／(国研)新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）(国研)
情報通信研究機構（NICT）

協力／(一社)北海道モバイルコンテンツ・ビジネス協議会

特別協力／NoMaps実行委員会

NoMaps Dream Pitch 2021
技術シーズや斬新なアイディアを基に事業化を目指す起業家・スタートアップ企
業が、投資家や成功を収めた起業家等に向けてビジネスプランを発表する、ピッ
チコンテストを開催します。優秀チームには、全国規模のピッチコンテストへの
参加権授与等、ビジネス拡大に向けた取組を支援します。ビジネスチャンス獲得
をかけて競う、熱いピッチバトルにぜひご注目ください。

Conference

◆審査委員
伊藤博之
クリプトン・フューチャー・メディア（株）
代表取締役/NoMaps実行委員会委員長

各務茂夫（審査委員長）
東京大学大学院工学系研究科 教授
産学協創推進本部副本部長

里見英樹
（株）メディア・マジック代表取締役

田中慎也
BIJIN & Co.（株）代表取締役社長

小笠原治
（株）ABBALab 代表取締役
さくらインターネット（株）フェロー
京都造形芸術大学 教授

廣川克也
一般財団法人SFCフォーラム 事務局長
SFCフォーラムファンド ファンドマネージャー

山田真治
チャレンジフィールド北海道
総括エリアコーディーネーター
(株)日立製作所技師長

事 業 内 容 （Conference 2021） ／ Conference

連携事業

会期外事業



事 業 内 容 ／ Conference

NoMaps 釧路・根室

2019年、北海道の東にある釧路・根室地域でNoMaps初の地域開催「NoMaps釧路・
根室」が立ち上がり、釧路湿原に代表される自然を生かした酪農業をはじめ、水産基
地である釧路港・根室港を有している地域ならではのセッションが実施されました。
2020年は初のオンライン開催として「新しい地方での働き方」や「高度IT人材の発
掘・育成と地方創生」といったビジネスカンファレンスをはじめ、「高校生ビジネス
コンペティション」を実施。2021年もオンライン開催を予定しています。

Conference/ Event/ Meet-up

◆実施概要
日時／2021年11月～順次開催（予定）
主催／NoMaps釧路・根室実行委員会
共催／NoMaps実行委員会

北海道大学ロバスト農林水産工学国際連携研究教育拠点
大地みらい信用金庫・一般財団法人大地みらい基金

協力／クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

◆会場情報
オンライン開催（予定）
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連携事業

会期外事業



事 業 内 容 ／ Event

北海道高等学校軽音楽連盟
第5回全道高等学校軽音楽新人大会
～NoMaps, High School Music Grand Prix～

◆実施概要

◆会場情報

◆出演

◯コピー・カバー部門 10組 /  ◯オリジナル部門 10組

日 時：2022年1月7日（金）
時 間：14:00 配信予定
料 金：無料
主 催：北海道高等学校軽音楽連盟
共 催：北海道高等学校文化連盟軽音楽専門部、NoMaps 実行委員会
後 援：北海道教育委員会（申請中）、札幌市
主 管：北海道高等学校軽音楽連盟
協 力：北海道高等学校軽音楽連盟石狩地区

道内の高等学校で軽音楽活動に所属する生徒に発表の場を与えると共に、各校軽音楽
系活動の活性化を図ることを目的とし、新しい音楽文化の醸成と発展に努め、次世代
アーティストが誕生する可能性や文化を北海道に根付かせていきます。

NoMaps YouTube チャンネル（オンライン配信）
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昨年はオリジナル部門で奨励賞を獲得した
「札幌新川高等学校 / LAUSBUB」の大会動
画が話題となり、全国放送のテレビやラジオ
で大きく取り上げられて大会の動画は30万回
以上再生され、全国の音楽レーベル、事務所
から問い合わせが殺到しました。LAUSBUB

BUZZ NEWS

会期外事業Event

会期外事業
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日程：2021年9月25日（土）、9月26日（日） 
時間：未定
主催：NoMaps実行委員会、あしたのしあたあ、

公益財団法人札幌市芸術文化財団
後援：札幌市教育委員会
料金：前売3,500円 / 当日4,500円

（野外美術館入場券、FMラジオレンタル付き）
※中学生以下無料（参加の際は、ポータブルFMラジオ・イヤホンをご持参ください） 

映画：札幌国際短編映画祭 presents 2021年開催記念プログラム （仮）日常中で非日常を体験する新感覚のフェスティバル

あしたのげいもり

Event＆Experiment

「あしたのげいもり」は、「withコロナ」の状況下で何ができるのか可能性を探
る企画。紅葉が進む札幌市南区にある芸術文化施設「札幌芸術の森」を会場に、
自分の感覚を研ぎ澄まして、映画や音楽、光と映像作品を「世界一静かなフェス
ティバル」でご体験してください。

◆実施概要

◆会場情報

◆出演・上演作品

会場：札幌芸術の森 野外ステージ、野外美術館
（札幌市南区芸術の森2丁目75番地）

事 業 内 容 ／ Event＆Experiment会期外事業



事 業 内 容 ／ Event＆Experiment

Event＆Experiment
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「都心まちづくりプラットフォーム 公共的空間活用プロジェクト」は官民のイ
ノベ―ターがタッグを組んで札幌都心のパブリックスペースを面白く活用して
いく「プラットフォーム」をつくるプロジェクトです。事業を実行するプロセ
スの中で挑戦者が様々な制約や課題に立ち向かう様を常に公開し、子ども・大
人・行政・民間…、多様な主体が協働しながら「世界一コミュニケーションが
誘発される」ための仕組みづくりを行います。
NoMaps実行委員会は、このプロジェクトへ参画し「メディア・アート」を展
開します。

都心まちつ ゙くりプラットフォーム 公共的空間活用プロジェクト

日 程 ：2021年8月下旬
共 催 ：札幌都心プレイスメイキング実行委員会、札幌市
協 力 ：株式会社フロントヤード、 commons fun、

NoMaps実行委員会、日本セイフティー株式会社、
株式会社ジェイ・アール商事、東洋物産株式会社、
株式会社JML

後 援 ：株式会社北海道新聞社
社会実験参加：札幌新陽高等学校、札幌日本大学高等学校、

株式会社HARP、WOTA株式会社、
株式会社フロンティアコンサルティング

◆実施概要

◆会場情報

◆公共空間利活用実証実験コンテンツ

札幌大通公園（10丁目・11丁目）予定世界一コミュニケーションが誘発される街

・都市空間メディア・アート
・SAPPORO防災キャンプ ・SAPPORO COFFEE CITY 
・SAPPORO ワーケーション ・SAPPORO Library 
・シェアキャンパス

※実施内容は新型コロナウィルス感染症に関する状況により変更となる可能性があります。

連携事業

会期外事業



事 業 内 容 ／ Exhibition＆ Others

ローカル・クリエイターズ・エキシビション

札幌都市圏でメディアアーツ作品の制作や、最新テクノロジーを応用した創造的問
題解決に取り組む学生たちの作品展示会を開催します。学生間の交流機会の創出や
クリエイター人材の育成を目指すと共に、札幌全体のクリエイティビティ喚起と創
造都市さっぽろの認知向上を目的とします。

◆実施概要
日時／2022年2月予定
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Exhibition

写真はNoMaps2019の様子。今年度は2,020年に引き続き、オンラインを軸に開催予定。

NoMaps for Students
学生による挑戦への支援と、学生と大学・企業等との連携窓口として『NoMaps 
for Students』を設置しています。
NoMapsに関わる学生向けのセクションを担い、NoMaps事業に学生の参加を促
すことや、NoMaps関連のコミュニティを生かした学生に向けた挑戦支援、機会
提供を目的に活動を行っています。

Others

〇挑戦したいことがあり、NoMapsの支援を受けたい学生の方
〇NoMapsと一緒に学生向けの展開を検討したい企業・団体の方

NoMapsを通じて、札幌・北海道の学生の多様な挑戦のサポートや、学生向
けに展開したい事業とのコラボレーションを進めていきます。

【NoMaps学生窓口】
NoMaps公式Twitter宛に ＃学生窓口 と記載してダイレクト
メッセージ（DM）をお送りください。

通年展開若い力が描く未来を、NoMapsとともに

会期外事業



常識を脱ぎ捨てよう｡

NoMapsは、新しい価値と出会いを探す場所。
リラックスした空気の中で生まれる、

自由でクリエイティブな発想を大切にしたいから。

NoMapsは、「No Dress Code」。
リラックスできる自由な服装でご参加ください。
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推 奨 ド レ ス コ ー ド



＜お問い合わせ＞

NoMaps実行委員会事務局

〒003-0005
札幌市白石区東札幌5条1丁目1-1

インタークロス・クリエイティブ・センター2FH
TEL: 011-812-2000 FAX: 011-812-2001

E-mail: info@no-maps.jp
URL: https://no-maps.jp

※本企画書に掲載されている情報は一部調整中の内容が含まれています

お 問 合 せ

＜沿 革＞

2015年12月 準備委員会発足
2016年14月 NoMaps実行委員会設立
2016年10月 NoMaps2016 プレ開催
2017年10月 NoMaps2017（本格開催第1回）

メイン会期11日間開催
2018年10月 NoMaps2018（第2回）

メイン会期5日間開催
2019年10月 NoMaps2019（第3回）

メイン会期5日間開催
2020年10月 NoMaps2020（第4回）

オンライン軸にメイン会期5日間開催
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