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NHK チーフ・ディレクター
井上 直樹

北海道新聞社
報道センター記者
岩崎 志帆

オープンデータやオープンソースを駆
使して社会課題に挑戦するシビック
テック、そして昨今注目されるデータ
ジャーナリズム。これらデータを軸とし
た取り組みは、分断と格差が進む地域
社会の課題解決のために、いま何がで
きるのか？自治体、市民、マスメディア
による共創の可能性は？
西日本新聞社やGoogleを経て今年
NHKに入局した井上直樹さんと、
Code for Japanフェローの古川泰人
さんが最新の動向を紐解きながらそ
の可能性を探ります。
◉主催／NHK札幌拠点放送局
◉共催／NoMaps実行委員会

#シビックテック #オープンデータ #ジャーナリズム 

10月15日(金)19:30-20:30

ジャーナリズムと
シビックテックから見た
オープンデータの未来
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「札幌のイマを解き
明かす！？過去から
さかのぼって現在
を眺め、未来の札
幌への提言をおこ
なう連続トークライ
ブ企画『札幌解体新書』」のNoMaps特別編を開催し
ます。この特別編では、深夜0時までの耐久企画として、
過去の講座（札幌のまちづくりや金融、経済産業）を振
り返っていくと同時に、スペシャルゲストを招いたトーク
セッションをオンライン配信します。札幌を楽しく深く知
る本企画、どうぞお楽しみに！！！
◉主催／えぞ財団、札幌移住計画
◉共催／NoMaps実行委員会

#札幌解体新書 #札幌の未来 #トークライブ

10月16日（土) 18：00-24：00

札幌解体新書～
中間テスト＆特別セッション
@NoMaps
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経済産業省 商務・サービスグループ
サービス政策課長/教育産業室長
浅野 大介

株式会社すららネット
代表取締役社長
湯野川 孝彦

2021年、いよいよスタートしたGIGA
スクール構想。全国の小中学校で
Windows、iPad、Chromebookが
児童・生徒たちに配布され、いま、子
どもたちや教員を取り巻く環境は大
きく変化しています。
しかし、これまでの教育のあり方を大
きく転換しようというこの急激な波
は、旧体質な学校教育の現場に少な
からぬ問題や混乱を招いてもいます。
新しい教育のあり方を「当たり前のも
の」として現場に浸透させ、教育の
アップデートを進めていくために今、
必要なことはなにかを考えるセッ
ション。

#教育 #学校

10月17日(日)14:30-15:30

GIGAスクール構想の現在、未来
～これからの日本の教育、学校はどう変わるのか～
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国土交通省が出す3D都市のプラット
フォーム「プラトー」を活用した、新しい
都市・街づくりや必要なビジネスを考え
るアイデアソンを開催。その導入セッショ
ンとして、xR起業家を招いて、プラトーに
よってどんなビジネスが生まれるのかを
考えます。
◉主催：Spread
　（北海道のU25世代向けスタートアップコミュニティ）
◉連携：NoMaps for Students

#学生 #アイデアソン #PLATEAU

10月17日(日)11:00-12:00

「Spread IDEATHON!プラトーを
使うことで生まれるサービスとは？」 その他のセッションの一部をご紹介！

#フードロス このままだと未来の食と環境ってどうなる？
#ローカル テレビを使って地域を作る
#STEAM教育 自分のワクワクを知り・創る、STEAMな学びの未来
#スタートアップ 大学発研究開発型スタートアップの挑戦
#コミュニティ 北海道ではたらくこと、北海道にはたらくこと
#IT ITエンジニアの自由と繋がりの力

#アントレプレナーシップ 起業も「選べる」自己研鑽のススメ
#地方創生 SDGs的視点で紐解くこれからの地方創生
#高校教育 人口減少下の高校存続最前線

バーチャルスペース「Ovice」にNoMaps2021オフィシャルラウンジを設け、ミート
アップイベントを開催します！今回のホストはNoMapsアンバサダーの河原あずさん
が務めます。気負わず聞けるライトなトークイベントをスペース内で展開！セッション
の裏話などもここなら聞けるかも？自由に動けて気軽に話せるバーチャルラウンジ
で、登壇者、NoMaps関係者と一緒に楽しく語らいましょう！

NoMapsアンバサダー
コミュニティ・アクセラレーター

河原 あずさ

10月13日（水) ～15日（金) 1７：00-18：30

今年もやります、
オンラインミートアップ
「NoMaps Meeeeeeet！」

けい／エディター

kentaro@NoMaps

タナカ＠ABC企画

広報ナツコ@NoMaps

気軽に参加して

登録不要！

▶NoMapsオフィシャルラウンジの入り方

ラウンジにいる人に気軽に
話しかけることができるほ
か、お互いの顔を見ながら
のビデオチャット、プレゼン
も可能です。

URLは https://nomaps2021.ovice.in
PC・スマホのブラウザでアクセス。会員登録は不要
で簡単に参加できます。アバターに名前と社名・所
属名などを書くとお互い話し
かけやすいです。

EVENT
ドローンサッカー®は、球状のプラスチックフレームに覆われ
た専用ドローンボールを使用し、5対5で戦う最新戦略型
チームスポーツです。ドローンボールを専用ケージ内のフィー
ルド両サイドの空中に設置したリング状のゴールに入れるこ
とで、その得点を競う競技。子どもから高齢者まで、年齢や性
別を問わずに同じフィールドで楽しめるバリアフリーな競技
として注目されています。
2016年に韓国で発祥し、2019年日本に上陸。各地で大会
が開催されるなど広がりを見せている中、北海道でも本格的
な普及をと活動を開始。今回、北海道では初めての大会開
催となります。

◉日時：10月16日（土）10:00-18:00（観覧無料）
◉会場：サッポロファクトリー アトリウム（中央区北2条東4丁目）
◉問合せ：drone@dream-base.jp
◉主催：北海道ドローンサッカー大会実行委員会
◉特別協力：一般社団法人コンサドーレ北海道スポーツクラブ
　JUAVAC北海道／NoMaps実行委員会

北海道ドローンサッカー大会

北海道初の大会開催！
コンサドーレ杯

成長が著しいeスポーツ業界！コロナ禍の影響
もあり、世界中でオンラインゲームのプレイヤー
が増えています。
オンラインでのeスポーツの面白さを実感して
もらおうと、北海道モバイルコンテンツ・ビジネ
ス推進協議会（HMCC）と北海道IT推進協会
（HICTA）が合同で、世界で1億人のプレイヤー
数を誇る「Apex Legends™」オンライン大会
を企画しました。
「Apex Legends™」は、チームワークが勝利の
鍵を握るキャラクター重視の、チームバトル形
式バトルロイヤルシューティングゲームです。
北海道在住のプレイヤーならどなたでも参加可
能。戦いの模様はYouTubeでLIVE配信します！
◉日時：10月15日(金) 20:00-23:00
◉配信：NoMaps YouTubeチャンネル
◉参加方法：60チーム（180名）先着順／
　右QRコードから参加申し込み
◉主催：北海道モバイルコンテンツ・ビジネス推進協議会
　（HMCC）／北海道IT推進協会（HICTA）
◉共催：NoMaps実行委員会

2021年にIPA未踏IT人材発掘・育成事業に採択された北海道大学 工学部4年の鈴
木湧登さんが考案した、誰でも簡単に合気道を学べる開発ソフトの体験会を開催。マ
イクロソフトの拡張現実（AR）デバイス「HoloLens2」と開発ソフトにより、新しい方法
で合気道が習得できます。
今回は、習得した合気道を応用して、介護等の身体的負荷を軽減することができること
を体験して頂きます。

明日から役に立つ身体の使い方が学べる？
ARで合気道を体験するワークショップ

◉日時：10月17日(日)  ①14:00-15:30 ②16:00-17:30
◉会場：札幌文化芸術交流センター SCARTS／SCARTSスタジオ（札幌市民交流プラザ2階）
◉参加申込/問合せ：右QRコードのフォームから参加申し込み（先着各回5名）
◉主催：北海道大学ヒューマンコンピュータインタラクション研究室　◉共催：NoMaps実行委員会

さまざまな業界のトップランナーたちが登壇するNoMapsカンファレンス。その登壇者
や関係者が今読んでもらいたい書籍をヒアリング。そこから札幌市図書・情報館の司
書チームがセレクトし、特設コーナー「NoMaps Books」として展示します。新しい価
値やアイデアを生み出す源泉としての書籍の力を感じてください！

◉期間：10月1日（金）予定～10月26日（火） 9:00-21:00（土日祝は10:00-18:00）
※開館状況についてはウェブサイト、SNSをご確認ください
◉会場：札幌市図書・情報館1階（中央区北1西1）　◉休館：10月13日（水）

NoMaps登壇者の
おすすめ書籍コーナー
「NoMaps Books」

札幌市図書・情報館コラボ企画
札幌市図書・情報館とNoMapsの共同企画で送る
トークセッション「Book for Change」シリーズ。登壇
いただくゲストには、学びのきっかけや人生の転機に
影響を受けた本について話を伺いながら、図書・情報
館の所蔵書籍の紹介や、そこから生まれる新たな本と
の出会いを楽しむ1時間です。
今回は、NoMaps2021のメインビジュアルのイラスト
も手がけている、イラストレーターの坂本奈緒さんを
ゲストにお届けします。

◉日時：10月17日(日) 16:00-17:00
◉会場：札幌文化芸術交流センター SCARTS／SCARTSコート（札幌市民交流プラザ1階）
◉参加：無料（状況によりオンライン開催に変更する可能性があります）

Book for Change ～“好き”はすべての原動力～
トークセッション

イラストレーター
坂本 奈緒

Code for Sapporo/
Code for Japan

古川 泰人

モデ
レーター

株式会社バーチャルキャスト代表取締役社長
株式会社インフィニットループ代表取締役

松井 健太郎

株式会社POLAR SHORTCUT
代表取締役 CEO

大久保 徳彦

NoMaps for Students企画

10月17日(日)13:00-15:00
「Spread IDEATHON!ワークショップ！」
参加方法：右QRコードから申込
（10月13日(水)まで先着20名）

Drone Soccer
ドローンサッカー

eスポーツビジネスの現状について、ゲーム開発会社、広告代
理店、配信事業者などのキーマンをお呼びし、IT業界にとって、
eスポーツをどうビジネスにつなげていけるかを探っていきます。
ファシリテーター：北海道IT推進協会 会長 入澤拓也
パネラー：順次公開

◉日時：10月15日（金）18:30-19:30
　NoMapsカンファレンス2021内
　NoMaps公式YouTubeチャンネルで視聴可能

IT業界から見た
esportsビジネスの可能性について

eスポーツの今が分かる！パネルディスカッションも開催
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突出した才能や独創的なアイディアを持
つIT人材を発掘する国家プロジェクト「未
踏」。北海道からも毎
年のように未踏人材
が生まれていることは
あまり知られていませ
ん。北海道企業と未踏
人材の共創によるDX
の可能性について議
論します。

#未踏 #IT人材 #DX

10月14日(木)18:00-19:00
NoMaps北海道未踏企画第4弾
未踏人材との共創で
北海道のDXを加速する！

北海道大学大学院 准教授
2002～2004未踏採択
坂本 大介

公立はこだて未来大学
情報アーキテクチャ学科 准教授

2002,2003未踏採択
塚田 浩二

北海道テレビ放送
ネットデジタル事業部 平社員
三浦 一樹

クリプトン・フューチャー・メディア
株式会社 代表取締役社長

NoMaps実行委員長
伊藤 博之

モデ
レーター

～NoMaps北海道未踏の考える
　高度IT人材の活用とは～

Apex Legends
NoMaps CUP 2021

オヴィス

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、中止・延期となる場合があります

P3 P4



昨年に引き続き、オンライン配信での上映と、
3日間だけの特別上映会の2本立てで開催し
ます。今年も世界各地から応募作品が集まり、
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作品の応募がありました。その中から選
び抜かれた112作品（35の国・地域）が上映
されます！

全世界が新型コロナウイルス感染症と戦っ
ているという特異な状況下。応募作品の中
には、COVID-19をテーマにした作品も多く
見られました。そのため、今年は新たに
「CORONA,COVID-19プログラム」を新設。
シリアスなドキュメンタリーや、ドラマ、アニ
メーションなど、その描かれ方にも注目で
す。その他、世界のさまざまな課題・問題が
創作の根っこにある作品が多いのも短編
映画の特徴の1つ。

知的好奇心と想像力を広げる短編映画の
世界をぜひお楽しみください！

管理から活用へ、変化していく公共空間
都市の公共空間と聞いて、どんな場所を思い浮かべるでしょうか。例
えば、街路、河川敷、公園、広場、札幌で言えば札幌駅前通地下歩
行空間（チ・カ・ホ）や札幌市北3条広場（アカプラ）なども公共空間
の1つです。
街の中には市民が利用できるさまざまな公共空間が用意されている
ものの、いざその場所を活用して何かを催したいとなると、途端に高
いハードルが立ち塞がります。
その理由に、これらの場所は行政が管理し、誰かに不利益が起こら
ないよう維持管理される体制であること。さらに、場所によって行政
の管轄が違い、対応窓口、手続きのプロセスなども一市民には分か
りづらいということがあります。
しかし、世界各地では、都市空間を市民により広く解放し「管理」か
ら「活用」にシフトするという変化が起きています。

都市のパブリックスペースが、
私たちの“やりたい”を実現する場所に
「札幌都心プレイスメイキング実行委員会」は、公共空間を市民が
もっと利用しやすく、面白く活用していくためのプロジェクトです。札
幌市をはじめ、官民のイノベーターがタッグを組み、都市空間を舞台
にしたさまざまな企画を立ち上げ、実行までのプロセスを公開。どん
な制約や課題があるかを共有しながら次の企画者がチャレンジしや
すいような環境をつくっていきます。
その第一弾として開催されるのが大通西11丁目を会場にした『世界
一コミュニケーションが誘発される街』です。中高生からクリエイ
ター、企業などが参加し、大通公園の活用を模索していきます。

都心まちづくりプラットフォーム 公共的空間活用プロジェクト
「世界一コミュニケーションが誘発される街」 
日時 ：10月8日（金）～10月11日（月）
場所：札幌大通西11丁目
◉共催：札幌都心プレイスメイキング実行委員会、札幌市
◉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、有限会社 恒志堂、
◉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 北海道ジェイ・アール商事、
　東洋物産株式会社、株式会社JML、一般社団法人さっぽろ下町づくり社、
　札幌駅前通まちづくり株式会社、株式会社内田洋行、
　北海道大学工学研究院建築デザイン学研究室、石屋製菓株式会社、
　三進金属工業株式会社、サツドラホールディングス株式会社、
　一般社団法人スポーツ環境デザイン研究所、株式会社日建設計、
　北海道教育大学スポーツ環境デザインR&Dプロジェクト室
◉協賛：三井不動産株式会社、大成建設株式会社、北海道ガス株式会社、
　アクサ生命保険株式会社、大丸札幌店
◉後援：株式会社北海道新聞社

　※9月17日現在

https://sapporoshortfest.jp

「世界一コミュニケーションが
誘発される街」とは？

大通公園を舞台に行われる実証実験

札幌都心プレイスメイキング
実行委員会 事務局長
林 匡宏

このプロジェクトはいつからスタートしている？
3年前に開催された都心の街づくりを考える札幌市のワークショップがきっかけだったと思
います。そこで、みんなが思い描く都市の未来を話し合いながら、そのイメージを絵に起こし
たことが「世界一コミュニケーションが誘発される街」のスタートでした。

「世界一コミュニケーションが誘発される街」とは？
いろいろなところでコミュニケーションが起こればいいなと思っています。例えば、ビルの足
元でミートアップが行われていたり、ふとした所にカフェの屋台が入ってきたりと、意図しない
偶発的なコミュニケーションも含めて、人が交ざりあって面白いことが始まりつつある、そん
な状態をつくりたいと。

都市空間にどんな可能性を感じていますか？
札幌には『自分はこんなことやってみたい！』とやる気に溢れた人がたくさんいます。そう
いった人が表現できる場所として都市空間が生きてくると、めちゃくちゃ面白い街になる
と思います。

これから考えていることについて教えてください
今回は大通公園が舞台ですが、今後は道路や河川、さらには都市の再開発により生まれて
くる都市空間を抜群に使いこなせる仕組みづくりを目指したいと考えています。年代・立場
など関係なく「みんなで何かやろう！」と企画を出し合えるような、チームアップができるとい
いなと思っています。

その他、詳細はNoMaps公式ウェブサイトをご覧ください

プロジェクト例（高校生企画）
①大通うぇいLIBRARY
「もしかして読書って面白いのかも...?」という発見を大通
公園からアプローチ。
札幌都心プレイスメイキ
ング実行委員会のメン
バーや関係者が公園に
設置した本棚をコーディ
ネート。読書が好きにな
るきっかけになるかも！

②ゆらぎコワーキングスペース
コロナ禍での青空ワークプレイスを確保しながら、最高に
集中力が高まる「1/fゆら
ぎ」が感じられるワークプ
レイスを開設。光のゆらぎ、
水の音など、様々なパター
ンのゆらぎを複数箇所つ
くり、仕事や勉強に最適な
環境を検証します。 

「第16回札幌国際短編映画祭」
開幕迫る。

COVID-19他、今の時世を切り取る短編映画

実施
◉チケットの購入はこちらから

Short Film

11月12日（金） 12:00 ～ 12月5日（日） 23:59

で約       作品を観放題!!2,800 110円（
税
込
）

オンライン上映パスポート
〈期間中観まくり放題〉

2,800円(税込)TICKET

❶電子チケットサービス「PassMarket」にて
　『オンライン上映パスポート』を購入。
❷購入時に使用／入力したメールアドレスに
　「購入明細書／注文番号」が届きます。
❸映画祭HPの視聴ユーザー登録ページで
　「注文番号」と氏名などを登録してアカウントを作成。

❹「第16回札幌国際短編映画祭／オンライン上映会場」に
　ID、パスワードでログイン。 完了

いつでも、いくつでも、なんどでも！ 期間中は好きな時間に好きなだけ観放題！
スマホやタブレットで1人での視聴も、家族や、仲間を集めての視聴もOKです。

受賞作品特集、北海道セレクションなど凝
縮したプログラムを3日間限定で上映しま
す。（チケットは10月下旬頃販売予定）

特別上映会
11月19日（金）～21日（日）
◉場所:札幌文化芸術劇場 hitaru
　クリエイティブスタジオ

大きなスクリーンでも短編映画を！

今年の国際
審査員を務
める岩井俊
二監督。
札幌・北海道
にまつわる作
品も制作して
いる岩井監

督のショートフィルム上映やトークイ
ベントなど、特別プログラムの開催を
予定しています。（詳細は公式ウェブ
サイト、SNSをご覧ください）

1,500円(税込)
TICKET

特別上映会 1プログラム

岩井俊二プログラム

P5 P6

今年もオンラインと特別上映会のハイブリッド開催。
おうちで、会場で、たっぷり短編映画に浸る
至福の3週間がやってくる！


