
ほっかいどう住宅フェア2022

イベント概要



実施概要

◼ 名 称： ほっかいどう住宅フェア2022

◼ 日 時： 令和４年（2022年）10月15日（土）9：00～19：00 16日（日）10：00～18：30

◼ 会 場： 札幌市北３条広場「通称：アカプラ」全面使用（札幌市中央区北３条西３丁目）

札幌駅前通地下歩行空間「通称：チカホ」全館使用（札幌市中央区北３条～大通）

■主 催： ほっかいどう住宅フェア実行委員会

■協 賛： 北海道ガス株式会社、独立行政法人住宅金融支援機構北海道支店、大和ハウス工業株式会社、積水ハウス株式会社、公益社団法人北

海道宅地建物取引業協会、丸彦渡辺建設株式会社、岩田地崎建設株式会社、岩倉建設株式会社、株式会社アートピアemina編集部、北海道マツダ販

売株式会社、スズランキッチン（株式会社樋口）、サッポロビール株式会社、ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社、公益社団法人日本建築

積算協会北海道支部、一般社団法人リノベーション協議会、あいもり株式会社、岩倉化学工業株式会社、株式会社ゴール、株式会社ドンクモデル、

株式会社ヴォークス、株式会社ドゥ・クリエーション、株式会社ゼン、株式会社三新

■後 援： 北海道開発局、北海道教育委員会、札幌市教育委員会

■連携開催：

・第34回住生活月間中央イベント「住まいフェスin北海道」

・第38回全国削ろう会北海道いわみざわ大会（岩見沢市開催）

・北総研シンポジウム「これからの住まいのあり方」

JR札幌駅

大通公園

札幌都心の2大イベント会場
「アカプラ」「チ･カ･ホ」に
住まいの今とミライに触れる
情報・展示を集結

チ・カ・ホ

アカプラ

道庁
赤れんが庁舎

1



2

■テーマ：

■PRイメージ：

・ゼロカーボン北海道やSDGsの実現のため、地球環境にやさしい社会を目指し行っている北方型住宅やZEH、省エネ住宅、

地域材の活用など、北海道らしい家づくりに関する様々な取組について、自治体や住宅関連団体、ハウスメーカー、工務

店、資材メーカー、エネルギー事業者など住宅に携わる多様な団体・事業者が集結して、一般ユーザー向けにPR

・高齢者や障がい者など社会生活に不安を抱える方々が安心して暮らせる環境づくりの基盤となる住まいの確保が、身近な

未来を描く第一歩となることから、いわゆる“安心住まい”としての住宅セーフティネット制度について周知するため、広

く道民にＰＲ

・これらを通じて、来場者に「住まい」の多様なあり方について知っていただき、考えてもらう機会とする

明日の暮らしを支える住まい、地球環境の100年後1000年後に影響する住まい
住まいを考えることは、未来を考えること

広く道民が「住まい」について「住まいがもたらす未来」について
触れて、感じて、考えるイベントに

イベントロゴ

イベントテーマ
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実行委員会

【ほっかいどう住宅フェア実行委員会】

■設立：令和３年６月

■構成員：29団体・企業

■目的：

ほっかいどう住宅フェアその他住まいづくりに関わるイベントの準備

及び運営

イベントの広報

関係団体及び関係機関との連絡調整

その他住宅施策及び住まいづくりに役立つ情報の道民等への周知に必要

なこと

■役員：

顧 問 鈴木 直道 北海道知事

顧 問 秋元 克広 札幌市長

会 長 蝦名 大也 釧路市長

（ほっかいどう安心住まいづくりネットワーク会長）

副会長 細谷 俊人 北海道建築企画監

副会長 中村 範仁 札幌市都市局長

副会長 椿谷 敏雄 一般財団法人北海道建築指導センター理事長

監 事 東原 文彦 独立行政法人住宅金融支援機構北海道支店長

監 事 西澤 拓哉 地方独立行政法人北海道立総合研究機構

建築研究本部長（北方建築総合研究所長）

北海道
公益社団法人
北海道不動産鑑定士協会

札幌市
一般社団法人
北海道空調衛生工事業協会

釧路市
一般社団法人
北海道設備設計事務所協会

南幌町
公益社団法人
日本建築積算協会北海道支部

独立行政法人
住宅金融支援機構北海道支店

北海道建具工業協同組合連合会

地方独立行政法人
北海道立総合研究機構建築研究本部

公益社団法人
日本建築家協会北海道支部

一般財団法人
北海道建築指導センター

地方独立行政法人 北海道立総合研究機
構森林研究本部林産試験場

一般社団法人
北海道建築士事務所協会

北海道電力 株式会社

一般社団法人 北海道建築士会 北海道ガス 株式会社

一般社団法人
北海道住宅都市開発協会

北海道木材産業協同組合連合会

一般社団法人
日本ツーバイフォー建築協会北海道支部

株式会社 ヒルコ

一般社団法人
日本木造住宅産業協会北海道支部

一般社団法人日本住宅リフォーム産業協
会（JERCO）

一般社団法人
北海道ビルダーズ協会

一般社団法人リノベーション協議会

北海道R住宅事業者ネットワーク 札幌商工会議所

公益社団法人
北海道宅地建物取引業協会
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北海道（建設部建築指導課）※北方型住宅PR 株式会社 ヒルコ 岩倉化学工業 株式会社

北海道（ゼロカーボン戦略課）※テーマ展示 札幌商工会議所
大和ハウス工業 株式会社
北海道支社

札幌市
一般社団法人
日本住宅リフォーム産業協会（JERCO）

積水ハウス 株式会社
札幌支店

南幌町
一般社団法人
リノベーション協議会

北海道セキスイハイム 株式会社

一般財団法人
北海道建築指導センター

住友林業 株式会社
三井ホーム北海道 株式会社
（三井不動産連合）

一般社団法人
北海道建築士事務所協会

株式会社 土屋ホーム 株式会社スウェーデンハウス

一般社団法人
北海道建築士会

株式会社 一条工務店 ミサワホーム北海道 株式会社

一般社団法人
北海道ビルダーズ協会

YKK AP 株式会社
株式会社 日本ハウスホールディングス
札幌支店

一般社団法人
北海道住宅都市開発協会

コスモ建設 株式会社
旭ファイバーグラス 株式会社
北海道支店

北海道木材産業協同組合連合会 日本グランデ 株式会社 株式会社 稲葉製作所

地方独立行政法人
北海道立総合研究機構森林研究本部林産試験場

アース21 株式会社 藤城建設

北海道電力 株式会社 株式会社 キクザワ 大平洋建業 株式会社

北海道ガス 株式会社 あいもり 株式会社

出展企業・団体

■企業・団体PRブース及びテーマ展示出展者一覧（38企業・団体）

※このほか、体験コーナーの運営協力、大学研究成果展などを合わせると総勢47の企業・団体の参加となる。
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連携開催イベント

第38回 全国削ろう会

北海道いわみざわ大会

プロアマ、男女問わず全国の大工職人や木工家などが
集い、1/1000㎜の薄さを競うかんな削りの全国大会。
手道具や伝統技術の可能性を追求するとともに、技術
の研鑽と次世代への技 術の伝承などを目的とした全
国の職人の交流や、一般の方へのＰＲの場でもある。
入場無料。見学、体験も可能。

■日程 令和４年(2022年) 10月15日（土）、16日（日）
■会場 岩見沢スポーツセンター（岩見沢市総合公園40）
■主催 全国削ろう会 北海道いわみざわ大会実行委員会
■内容 薄削り・五寸鉋（一般の部・女性の部）
■備考 薄削り一般の部決勝の模様をほっかいどう住宅

フェアアカプラステージ大型ビジョンでLIVE中継
中継レポーター 木下遥（モデル・タレント）

北総研シンポジウム
『これからの住まいのあり方』

「所有」から「利用」、「つくる」から「使う」「在
宅」から「地域」へと変化するこれからの時代の“住ま
い”について、(株)市原ハウジング＆プランニング代表
取締役社長の川崎直宏氏による基調講演や、有識者ら
によるパネルディスカッションを通して、そのあり方

を探るシンポジウム。参加無料。Zoomウェビナーに
よる視聴も可能。

■日程 令和４年(2022年) 10月15日（土）
15：00 ～ 17：20

■会場 かでる２・７ 大会議室（及びWeb配信）
■主催 北海道立総合研究機構建築研究本部

広く国民に住生活、住環境に関する知識や理解を深め
てもらうことを目的に国土交通省が定める「住生活月
間」の10月にイベントを開催。中央イベントは、毎年
いずれかの都道府県で開催しており、今回の北海道
（札幌市）開催はＨ30の栃木県（宇都宮市）開催以来、
４年ぶりのリアル開催となる。
「家族にも環境にも優しい『住み心地の良い家』～ゼ
ロカーボンを実現するあったか健康省エネ住宅～」を
テーマにチカホ（北３条交差点広場など）でパネル、
タペストリーなどの展示や、京王プラザホテル札幌で
各種コンクールの表彰などを行う合同記念式典を執り
行う。道外から多くの来賓、関係者が参加。

■日程 令和４年(2022年）10月15日（土）、16日（日）
■会場 アカプラ、チカホ

（展示、テープカットセレモニー）
京王プラザホテル札幌（合同記念式典等）

■主催 住生活月間中央イベント実行委員会



北海道の美味しいグルメが食べられるキッチンカーが集合！

ハウスメーカー・工務店など家づくり

関連企業・団体が集結

一流職人のスゴ技を伝授してもらえる！？
かんな掛けの体験が出来るコーナーや、丸太切り、
薪割りなども行える木材加工体験コーナーのほか、
入って遊べる「子どもの家」などもある道産木材の
魅力にふれるゾーン
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会場構成（アカプラ）

◎Lucci 石窯で焼き上げる本格ナポリピッツァ 他
◎K&Lスマイル 極上の逸品！豚ホルモン丼 他
◎Kukuru 道産ホワイトチキンのケバブサンド他
◎ハピネスカー 小麦を味わう焼きたてクレープ他
◎フェリシダッド 十勝産チーズのトルティーヤ 他
◎市原精肉店 道産豚の旨味たっぷりウィンナー 他

Hokkaido AOZORA DINING 企業・団体展示ブースHOKKAIDO WOODゾーン

AOZORA DININGには
パフォーマーが飛び入りで
パフォーマンスを披露！



～北海道の気候風土に根ざした質の高い住ま

い～「北方型住宅」の魅力を、VRモデルハウ

ス、動画、クイズなど、様々なアトラクショ

ン・展示を通じて体感するブース
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会場構成（チ・カ・ホ）

住まいフェスin北海道 住まいで描くゼロカーボンミライ

北方型住宅PRコーナー

高齢者や障がい者など住宅の確保が困難な方々に

対して、空室を活用した住宅提供や住宅確保のお

手伝いをする「住宅セーフティーネット制度」を

を紹介するコーナー

住宅セーフティネットPRコーナー

10月の住生活月間に合わせて行われ

る全国規模の住宅イベント！開催地

は都道府県単位で毎年変わり、34回

目を迎える今年は北海道での初開催

ハウスメーカー・工務店など家づくり

関連企業・団体が集結

企業・団体展示ブース

家づくり関連のセミナー、暮らしを彩るアイテム

づくりのワークショップなどを実施

ワークショップセミナー

「ゼロカーボン北海道」の実現に向けた行政・

エネルギー関連企業の取り組みや先進技術の紹

介に加え、住まいがCO₂の削減に貢献すること

をイメージさせる体験もできるブース

連携開催イベント
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平面図

アカプラ出展ブース仕様
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チカホ出展ブース仕様



コーナー詳細「木材加工等体験コーナー」

■「かんな削り」「削り花」体験
・実施日時：15日（土） ９：00～17：00

16日（日）10：00～17：00
・会場：アカプラ「HOKKAIDO WOODゾーン」
・運営：（公益財団法人）竹中大工道具館
・内容：かんな削りのプロ指導によるかんな削り体験。スーパー大工によるデモンストレーションもあり。

かんな掛けで生じたかんなくずを使った「削り花」のワークショップも実施。親子で楽しめるコーナー

■「丸太切り（コースター作り）」「薪割り」体験
・実施日時：15日（土） ９：00～19：00

16日（日）10：00～18：30
（いずれも材料の状況等で予定より早く閉める可能性あり）

・会場：アカプラ「HOKKAIDO WOODゾーン」
・運営：北海道立北の森づくり専門学院（北森カレッジ）
・内容：学院の生徒と一緒に丸太をのこぎりで切る丸太切りを体験。切った

丸太は電熱で模様や文字を書き入れコーターに！薪割りも体験でき、
割って出来た薪は「Hokkaido AOZORA DINING」の石窯焼きナポ
ピッツァの「Lucci」へもっていくと、300円引きでピッツァを購入
できるコラボ企画もあり！

■「組子コースターづくり」体験
・実施日時：15日（土） ９：00～19：00

16日（日）10：00～18：30
（いずれも材料の状況等で予定より早く閉める可能性あり）

・会場：チカホ（総合information centerと大学研究成果展の間）
・運営：ほっかいどう住宅フェア実行委員会

（資材提供：北海道建具工業協同組合連合会）
・内容：日本の建具制作（飾り）の伝統的技法「組子」を使ったコースターづ

くり。接着剤を一切使わず、製作キットに入った材料の木組みのみで
できる職人の精巧な技術を体験できるコーナー。親子で楽しめるとと
もに、完成品は素敵な模様が出現！

■北総研「こどものいえ」体験
・実施日時：15日（土） ９：00～19：00

16日（日）10：00～18：30
・会場：アカプラ

「HOKKAIDO WOODゾーン」
・運営：道総研建築研究本部
（協力：ほっかいどう住宅フェア実行委員会）
・内容：実際の２×４工法を用い、２分の１ス

ケールで作られた木造の家が赤れんが
前に出現！子ども達にとっての秘密基
地的な遊び場になること間違いなし！
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コーナー詳細「住まいで描くゼロカーボンミライ」

住まいで描く
「ゼロカーボン北海道」が描く‟ミライ“を実現するために、住宅はどうあるべきか？住まいの果
たす役割は？行政やエネルギー関連企業の取り組みと先進の技術を紹介するブース

◎会場：チ・カ・ホ 北2条交差点広場（西）
◎出展者：北海道ゼロカーボン推進局・札幌市・北ガス・ほくでん

■参加型アトラクション
『ゼロカーボンミライビジョン』あなたが描いた「夢の家」がCO₂を消す！

・こんな家に住みたい！あなたが思う夢の家を描いてください。

・あなたが描いた夢の家が大型ビジョンに登場します！

・すると画面に漂っていたCO₂が消えます！

・みんなで夢の家を描いて、CO₂ゼロを目指しましょう！

・参加者には「家型ボックスクレヨン＆色鉛筆セット」プレゼント！
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コーナー詳細「ワークショップ・セミナー」

10月15日（土）

ワークショップ
『松ぼっくりリースづくり』（先着10名）
11:30～12:30（約60分）
講師：金丸 智子

セミナー
『知っ得はじめての家づくり』（先着30名）
13：50～14：20（約30分）
講師：山本 亜耕
（株式会社山本亜耕建築設計事務所代表取締役）
内容：お金の事、暖房方式のことなど
建て主にとって絶対知っておくべき家づくりのコツ

ワークショップ
『モザイクタイルコースターづくり』（先着25名）
15：40～16：40（約60分）
講師：野口 るみ子

（住まいと暮らしの相談室コーディネート事務局）

10月16日（日）

ワークショップ
『モザイクタイルコースターづくり』（先着25名）
11：30～12：30（約60分）
講師：弘田 安（株式会社 ふじ研究所代表取締役）

セミナー
『リフォームのポイント』（先着30名）
13：00～13：30（約60分）
講師：新谷 孝秀
（株式会社 アルティザン建築工房代表取締役）
内容：実例を交えてリフォーム・リノベーションを
成功するためのポイントを解説

セミナー
『インテリアを素敵にするための３つのヒント』
（先着30名）
14:30～15:00（約60分）
講師：新海 直美（ｎｅｓｔ代表）
内容：ちょっとしたコツでお部屋がスッキリ整う
３つのヒントをご紹介

ワークショップ
『木製サイコロカレンダーづくり』（先着20名）
15：30～16：30（約60分）
講師：今野 由美

（道水産林務部森林環境局 森林活用課木育推進係）

◎会場：チ・カ・ホ 北2条交差点広場（西）
◎参加：無料（参加者にはノベルティをプレゼント）

家づくり関連セミナー、暮らしを彩るアイテムづくりの

ワークショップなど開催



■PICKUP情報

札幌円山のPIZZERIA e TRATORIA 「Lucci」がキッチンカーとして初出店！

東京の名店「ピッツァサルバトーレクオモ」の料理長を務めた経験や、本場イタリ

ア・ナポリで開催された「ナポリピッツァ世界選手権」で好成績を収めるなど、ナ

ポリピッツァ職人協会の認定職人である冨田浩司シェフがイベントのグルメコー

ナーで腕を振るいます！真のナポリピッツァ認定店の「岩見沢店」と同様に、キッ

チンカーでありながら薪窯で一枚一枚丁寧に焼き上げます。

13

コーナー詳細「キッチンカーラインナップ」

■会場：アカプラ

■営業時間 15日（土）10：30～19：00

16日（日）10：30～18：30

■出店・メニューラインナップ

北海道の美味しいグルメが食べられるキッチンカーが集合！

PIZZERIA Lucci 薪窯で焼き上げる本格ナポリピッツァ 他

K&Lスマイル 極上の逸品！豚ホルモン丼 他

Kukuru 道産ホワイトチキンのケバブサンド他

ハピネスカー 小麦を味わう焼きたてクレープ他

フェリシダッド 十勝産チーズのトルティーヤ 他

市原精肉店 道産豚の旨味たっぷりウィンナー 他

★ ピッツァメニュー

マルゲリータ

クワトロフォルマッジ

■コラボ企画

HOKKAIDO WOODゾーンの「丸太切り（コースター作り）」「薪割り」体験コー

ナーの参加者の方は、体験コーナーで調達した薪を持って「Lucci」でピッツァを購入

すると１組につき300円の割引になります！



14

会場周遊イベント「スマホでBINGO！」

ホッポとなかまたちのスマホでBINGO！
ほっかいどう住宅フェア2022、アカプラ会場・チカホ会場の各ブースに設置
されている「 スマホでBINGO！」QRボードをスマホで読み込んで北方型住宅
イメージキャラクターの『ホッポ』とそのなかまたちのスタンプをゲット！抽
選で豪華プレゼント！

・1ライン完成で抽選権ゲット！
・ライン数に応じて抽選回数が増加！（最大8回）
・スタンプは8種、QRボードは全部で55カ所

※キャラクターが重複した場合、スタンプはゲットできません
・当選（５等以上）が出た時点で抽選終了とさせていただきます
・抽選後、同一端末でのスタンプ取得はできません

１等 回転ずし お食事券（１万円相当） 6名様
２等 高級スープカレーレトルトセット（４食入分）14名様
３等 ホッポちゃんぬいぐるみストラップ 100名様
４等 北方型住宅トートバック or ハンカチ 200名様
５等 ホッポちゃんクリアファイル 1000名様
残念賞 お好きな駄菓子 ２つ もれなく

豪華賞品
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応募コンテスト「ほっかいどう住宅フェア2022小学生住宅俳句コンテスト」

ほっかいどう住宅フェア2022
「小学生住宅俳句コンテスト」

住む人をしあわせにする住まい。未来の地球にやさしい住まい。
あなたが考える理想の住まいを俳句にして応募してください！

対象

作品

募集期間

選考

賞

応募方法

発表

道内在住の小学生（学年は問いません）

季語の入った5・7・5の俳句（原則）

2022年7月15日～9月9日

ほっかいどう住宅フェア2022小学生俳句コンテスト審査会により選考
・ほっかいどう住宅フェア実行委員会により審査委員会を設置
・審査委員長 中北海道現代俳句協会会長 五十嵐秀彦

最優秀賞 １作品（賞状、副賞_旅行ギフト券３万円、粗品）
優秀賞3作品（賞状、副賞_図書カード1万円、粗品）
入選10作品（賞状、副賞_図書カード3千円、粗品）

ほっかいどう住宅フェア実行委員会ホームページ
ほっかいどう住宅フェア チ・カ・ホ総合インフォメーション
ほっかいどう住宅フェア 会場モニター

会場：ほっかいどう住宅フェア アカプラステージ
日時：10月16日 14:30～
対象：最優秀賞・優秀賞受賞者

・大雪にも負けない頑丈な家
・南側の壁が太陽光パネルなので冬でも発電

快適な住まいで素敵な休日

天窓から光が入る明るい住まい

大工さんが建てる高品質の家

暖炉や薪ストーブのある暖かい家

木をふんだんに使った温もりある家

作品づくりのヒント
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アカプラステージイベント：スケジュール

15日（土） 16日（日）

イベントナビゲーター（北方型住宅PR大使）
・小俣彩織
・藤尾仁志（オクラホマ）
・河野真也（オクラホマ）

総合司会
国井美佐（フリーアナウンサー）

時刻 内容 時間

9:00 イベントオープン

11:00 オープニングイベント

　イベントナビゲーター（北方型住宅PR大使）開会宣言

　　・出演：小俣彩織、藤尾仁志・河野真也（オクラホマ）

20分

11:30 オープニングアクト

　アコースティックライブ

　　・出演：瀬川あやか

30～45分

13:00
キャラクターイベント（じゃんけん大会） 20分

13:30 トークセッション

　『北海道の理想の住まい』

　・出演：小俣彩織、藤尾仁志・河野真也（オクラホマ）×専門家

60分

15:00 アカプラ・チカホ連動企画

　イベントナビゲーターの会場レポート

　　・出演：小俣彩織、藤尾仁志・河野真也（オクラホマ）

100分

17:00 ダンスステージ

　G1 itter チアダンスショー
20分

18:00 クローズドアクト

　イベントナビゲータークローズドトーク

　　・出演：小俣彩織、藤尾仁志・河野真也（オクラホマ）

15分

19:00 イベントクローズ

時刻 内容 時間

10:00 イベントオープン

11:00 キャラクターイベント（じゃんけん大会） 20分

11:30 アコースティックライブ

　・出演：Chima
30分

14:30 ほっかいどう住宅フェア 2022小学生住宅俳句コンテスト　表彰式 20分

15:00 岩見沢会場

　「削ろう会全国大会 一般の部決勝」中継

　・出演（アカプラステージ）：

　　小俣彩織、藤尾仁志・河野真也(オクラホマ)

　・岩見沢会場：木下遥（現地レポーター）

20分

17:00 札幌大谷高校吹奏楽局パフォーマンス 30分

18:00 ファイナルアクト

　イベントナビゲーターファイナルトーク

　出演：小俣彩織、藤尾仁志、河野真也（オクラホマ）

15分

18:30 イベントクローズ

13:00

60分

オープニングアクト

　イベントナビゲーター（北方型住宅PR大使）オープニングトーク

　・出演：小俣彩織、藤尾仁志・河野真也（オクラホマ）

トークショー

　『北海道で家、建てました。』

　・出演：鈴井貴之

10:30

30分
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アカプラステージイベント：トークイベント

15日（土）13:30～14:30 16日（日）13:00～14:00

トークセッション『北海道の理想の住まい』 トークショー『北海道で家、建てました。』

■時間：13:30～
■出演：小俣彩織、藤尾仁志・河野真也（オクラホマ）

菊澤里志（株式会社キクザワ代表取締役）
照井康穂（株式会社照井康穂建築設計事務所）

■司会進行：国井美佐（フリーアナウンサー）
■時間：13:00～
■出演：鈴井貴之
■司会進行：国井美佐（フリーアナウンサー）

HTB制作の人気番組「水曜どうでしょう」の番
組企画で、地元赤平市に「どうでしょうハウ
ス」を建築したほか、赤平市の広大な敷地に自
身の自宅を建築。北海道の内陸に位置し、夏冬
の寒暖差が大きく北海道でも屈指の豪雪地帯と
いう赤平市。厳しい自然環境の中で快適に暮ら
すため、家づくりにおける様々な工夫やこだわ
りをトークで展開。

■内容
イベントナビゲーターを務める北方型住宅
PR大使の3名と家づくりの専門家による、
積雪寒冷地の北海道における理想の住まい
づくりについて語るトークセッション。
PR大使３名がモデルハウスを訪問した際の
感想や現場見学の体験談を交えながら、専
門家とともに、建築家や職人など家づくり
のプロの知識、経験、技術の高さにより築
かれる「北方型住宅」など質の高い北海道
の住宅の魅力について語ります。

■内容



18

アカプラステージイベント：ライブ＆ダンス

15日（土）11:30～12:00 16日（日）11:30～12:00

瀬川あやか アコースティックライブ

午前中は都内の病院で看護師として勤務し、午後はアー
ティストとして活動をする異色の“二刀流”女性シンガー
ソングライター。大学時代にミスキャンパスコンテスト
で準グランプリを獲得し、2016 年 6 月にメジャーデ
ビュー。

今までリリースした曲の多くにCM や番組のテーマソン
グ等のタイアップが決定し、多くのメディアで取り上げ
られている。 2019 年の 4 月の全国ツアーでは、ファ
イナルを初めて Zepp sapporoで行い、大成功を収めた。

多くのバラエティにも出演し、 2019 年公開の映画「ダ
ンスウィズミー」（矢口史靖監督）で女優デビューと、
音楽以外にも活動の幅を広げている。また、国立病院機
構八雲病院にてライブを行ったり、旭川医療センター市
民公開講座にて講演会を行うなど、歌で人々を元気づけ
る活動にも力を入れている。

北海道出身、昼は看護師午後はアーティストの
“二刀流”シンガーソングライター

Chima アコースティックライブ

ほっかいどう住宅フェアテーマソング「おうち」
ライブで初披露！

大阪出身、北海道在住のシンガーソングライター。
幼少期をドイツ・アメリカで過ごす。帰国後に訪れた北海道の
空に感動し大阪から移住。
そこで触れた札幌の音楽シーンに感化され、自らも音楽の道を
目指すことに。
小さな体にギターを背負い、全国各地を巡ってライブ活動を
行っている。
近年では、TVアニメやTV・ラジオCM曲の歌唱、他アーティ
ストへの楽曲提供など、活動は多岐にわたる。
自身のソロ活動の他、市川和則氏（羊毛とおはな）、岩井俊二
氏と「ikire（イキレ）」としても活動中。

15日（土）17：00～

16日（土）17：00～

G1 itter チアダンスショー

札幌大谷高校吹奏楽局
アンサンブルパフォーマンス

吹奏楽コンクールで優秀な成績を収め、今年の夏の
甲子園でもそのパフォーマンスが注目された札幌大
谷高校吹奏楽局。
選抜メンバーによるアンサンブルミニコンサートを
行います！
また、「北方型住宅」など北海道での快適な暮らし
をイメージして作られたアーティスト「手風琴」の
楽曲「しあわせすまい」をアンサンブル用にアレン
ジして披露し、イベントを締めます！

札幌市・石狩市・小樽市・江別市・岩見沢市・千歳
市・苫小牧市で活動するダンスエンターテイメント
チーム。現在、3歳～高校生までの総勢300名が所属。
チアダンスを中心に様々なダンスジャンル・アクロ
バットにも挑戦し、各種イベントで活躍中。
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アカプラステージイベント：キャラクターイベント

■実施概要
対 象：小学生以下の子ども
進行役：国井 美佐
進 行：キャラクターとじゃんけん対決！

5名に勝ち残ったらステージへ！
キャラクターと記念撮影、ポッカ製品プレゼント！

記念品：ポッカレモン・リボンナポリン詰め合わせ

15日（土）13:00～13:20

テレビ父さん やべーべや
ホッポ

（北方型住宅）

キャベッチ
（南幌町）

てん太くん
（北ガス）

会場にいるキャラクターたちも応援に駆け付けます！

16日（日）11:00～11:20

ジンくんテレビ父さん

アカプラステージに人気者大集合！

キャラクターとじゃんけん対決！
勝ち残ってポッカ製品をゲットしよう！



20

アカプラ・チカホ連動企画

15日（土）15:00～16:53

イベントナビゲーーががほっかいどう住宅フェア2022会場を練り歩き
レポート。
アカプラステージと中継でつなぎ、イベントの見どころを紹介します。

イベントナビゲーターの会場レポート

会場レポート

小俣彩織 藤尾仁志 河野真也 国井美佐

アカプラステージ担当

訪問レポートイメージ
（ほっかいどう住宅フェア2021）

15:00 ステージとレポーターのトークでスタート

15:02 レポーター2名（藤尾さん・小俣さん）アカプラ会場レポートスタート

企業団体ブースBレポート

２ブース程度訪問

15:10 HokkaidoAOZORA DINING　レポート

　「Lucci」訪問（食レポ・体験で割引紹介）・パフォーマーさらりと紹介

15:20 企業団体ブースBレポート

　２ブース程度訪問

15:27 HOKKAIDO WOODレポート

　「竹中大工道具館」訪問（かんな掛けデモンストレーション、削ろう会紹介）

　「北の森づくり学院」「こどもの家」「道木連」もさらりと紹介

15:40 アカプラ会場レポート終了～チカホ会場移動

15:55 住まいフェスin北海道（北3条広場西）レポート

　会場スケッチ・担当者インタビュー

16:02 北方型住宅PRコーナーレポート

　「クイズコーナー」「VR」などレポート

16:12 企業団体ブースAレポート

　２ブース程度訪問

16:20 住宅セーフティネットレポート

　見学しながら担当者にインタビュー

16:25 ワークショップセミナーレポート

　モザイクタイルづくりの様子紹介（講師へさらりとインタビュー）

　小俣さんの昨年の作品（写真）用意、いじる

　タイムスケジュール看板で翌日予定紹介

16:35 企業団体ブースBレポート

　「ワークショップ」さらりとレポート

　「総合インフォメーション」立ち寄り「スマホでBINGO」紹介

16:40 ゼロカーボンミライレポート

　「北海道ゼロカーボン推進局」訪問

　「ゼロカーボンミライビジョン」紹介

16:50 ステージとつないで締め
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YoutubeでLIVE配信

トークショー・トークセッション・ミニLIVE・キャラクターじゃんけん大会・会場レポートなど
ステージイベントの模様をYouTubeで無料LIVE配信！

■実施概要
配信メディア：YouTube
視聴費用：無料
配信日時：15日11:00～18:10

16日10:30～18:10
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感染対策について

■各施設の管理者が示しているコロナ対策を遵守

■消毒の徹底

・手指消毒の設置や体験ブースの備品の都度消毒など、消毒の徹底を図る

■会場内でのマスク着用

・来場者や出展に関わる全員が常時マスクを着用する

■運営スタッフ、出展に関わる全員の体調管理を徹底

・開催日１週間前から、発熱等の症状や濃厚接触者などの入場禁止

・関係者全員に事前健康チェックシートの提出を要請

■体温測定器の設置と名簿作成

・ワークショップ、セミナーの会場では体温測定を実施

・ワークショップ、セミナーの参加者については、名前、連絡先を控え名簿を作

成

■入場制限の実施

・人と人とが接触しない程度の間隔を確保できなくなった場合は、運営スタッフ

が会場の入場規制を行うなどして調整する。

・ワークショップ、セミナー、体験ブース等で待つ方が多くなった場合は、ス

タッフが時間予約を受け付けるなど密集しないように対応する。

■大声を出さないなど迷惑行為の禁止

・大声を出す方に対してはスタッフが注意する。

■コロナ通知システムや「新北海道スタイル」の周知

・会場や公式HPで感染防止の取組とともに、北海道コロナ通知システムや「新北

海道スタイル」を掲載し周知する。
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イベントテーマソング

あなたが繋いで来た道の
好きとか綺麗だとか
少しでも同じでいたいと
飾らなく言えたら

夕方の意味が変わって
夢の後味が苦くなくなった

この窓へと 映してく未来は
頼もしいと思える それが嬉しい

同じように過ごし 笑った
テレビとか思い出とか
涙の理由に戸惑って
朝まで交わした

僕らだけの形になって
いつの間にか家族みたいだ

この窓から 探した答えは
今もそばで私を支えて
この場所へと いつから 迷わず
帰りたいと思える 日々が嬉しい

『おうち』 song by Chima

大阪出身、北海道在住のシンガーソングライター。
幼少期をドイツ・アメリカで過ごす。帰国後に訪れた北海道の空に感動し大阪から移住。そこで触れた札幌の音楽シーンに感化され、自らも音楽の道を目指
すことに。小さな体にギターを背負い、全国各地を巡ってライブ活動を行っている。
近年では、TVアニメやTV・ラジオCM曲の歌唱、他アーティストへの楽曲提供など、活動は多岐にわたる。自身のソロ活動の他、市川和則氏（羊毛とおは
な）、岩井俊二氏と「ikire（イキレ）」としても活動中。2013年～2016年蓮沼執太氏のイベント企画、TO-MAS(クラムボンミト氏が参加する劇伴ユニッ
ト)へフィーチャリングボーカル、Galileo Galileiへのコーラス参加

2017年5月 メジャーデビューシングル『はじまりのしるし』（TVアニメ「ゼロから始める魔法の書」ED主題歌）をリリース
2018年1月 サウンドプロデューサーに高野寛氏を迎えた、『urar（ウラー）』（TVアニメ『ハクメイとミコチ』OP主題歌）をリリース
2018年11月 岩井俊二監督作品映画「チィファの手紙」ikireとして音楽を担当
2019年3月 ikire 1stフルアルバム『知らない世界も見飽きた』を配信リリース
2019年6月 『lien（リアン）』（アプリゲーム「最果てのバベル」EDテーマ）を配信リリース
2019年11月 愛知県内TVCM「ネイエ設計」歌唱/ 「LINE CUBE SHIBUYAコンセプト映像」歌唱
2020年3月 上田麗奈アルバム「Empathy」への楽曲提供/ ライブ音源CD『ふりこのふりこ-Live-』リリース
2020年4月 AIR-G’「KITARHYTHM（キタリズム）」MC担当/ よつ葉TVCM「濃厚ヨーグルト・のむヨーグルト」歌唱

TVアニメ「かくしごと」劇中音楽歌唱
2020年7月 岩井俊二監督作品劇場版「8日で死んだ怪獣の12日の物語」劇中歌をikireとして担当
2020年10月 Chima Film Live “ten.”をYouTubeにて公開/ 上田麗奈2ndシングル「花の雨」「たより」楽曲提供
2020年11月 ikire静岡市美術館10周年テーマソング「aoi」配信リリース
2021年3月 茅野愛衣10thメモリアルブック&ミニアルバム「むすんでひらいて」収録曲「モノグラム」楽曲提供

北海道中川町 公式イメージソング『きみの記憶』リリース
2021年4月 「劇場編集版かくしごと-ひめごとはなんですか-」劇中音楽歌唱/ 空知プロモーション動画へ楽曲提供
2021年9月 関西テレビ制作「HDRショートフィルム『さくらノート』」音楽をikireとして担当
2021年10月 『ありふれたいつか』（TVアニメ「月とライカと吸血姫」ED主題歌）含むミニアルバム「nest」リリース
2021年12月 札幌のイラストレーターシンヤチサトとtuLaLa（下川佳代ソロプロジェクト）がコラボレーションした音楽絵本「LOMP」のフューチャリン
グボーカルとして参加
2022年3月 tuLaLa（下川佳代ソロプロジェクト）とユニット「Socca（ソッカ）」を始動。第1弾シングル『雪のあしおと』配信リリース
2022年4月 Socca第2弾シングル『nine』配信リリース

Chima■PROFILE

■MESSAGE

家族や一人暮らし、ルームシェア、どんなかたち
であってもふと隣にいるような曲になれたらとい
う思いで歌詞を書かせていただきました。
１番近くで、静かに見守ってくれる“家”。
新たに踏み込む一歩も、玄関から踏み出す一歩も、
住み続けた日々の中で見えてきたものも、住宅と
共に過ごす暮らしの数だけ思いがあると想像しな
がら作る時間は楽しかったです。


