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北海道で
暮 らす︒
朝起きて窓の外を眺め︑家を出て外の空気を深く吸い込む︒
一年
日繰り返している何げない動作が︑
私たちにどれほどの影響を与えていることだろ う︒
北海道で暮らすことのすばらしさと大切さを︑
たくさんの人に感じてもらいたい︒
photo: Kentauros Yasunaga (P4-7), Ikuya Sasaki (P8·9),
Takeshi YAMAGISHI (P12·13)
text:Tami Okano (P4-7·12·13), Chigusa Ide (P4·14·15),
Satoko Nakano (P8-11)
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北海道のほぼ中央に位置す
る上川郡東川町。
〈 mono
kraft 〉を主宰する清水徹さ
んの家は築50年の民家のリ
ノベーション。外壁は道産
材のトドマツ。木製サッシは
津別町の〈 山上木工 〉の作。

上

川郡東川町の中心部から車
で約 分︒農地に囲まれた
坪の敷地に︑小さな建物が

つ並んでいる︒三角屋根の住宅

とアトリエ︑そして平屋の家具工
房︒住人は︑家具や内装のデザイ
ンを手がける︿ monokraft
﹀
の清水
徹さん︒東京の家との往来を長く
人の子ど

続けてきたが︑この春から拠点を
ここ東川に絞り︑妻と
清水さんと東川との縁ができた

もと共に移住することになった︒
のは今から 年以上前のこと︒家
具製造を依頼していた会社が東川

それでも移住は簡単な決断では
年間︑留

なかったと言うが︑踏み切れた背
景には︑ 代の初めに
学でスウェーデンのエーランド島
に暮らした経験がある︒
﹁それまで大自然の中で暮らした
ことがなかったけれど︑四季を楽
しむ工夫がさまざまにあり︑冬の
暮らしも快適だった︒北国だから
できないことは僕にはとくになく
て︑北国だからできること︑その
楽しみのほうが大きい﹂
敷地から徒歩 分の距離にある
忠別川の存在も重要なポイントだ︒
日

回︑朝

趣味はフライフィッシング︒
﹁以前から滞在中は
と夕方に 分くらい川に行くのが

2

にあり︑仕事で定期的に通ううち︑
ここに家があったらいいなあ︑と
年前︒知人の紹

ぼんやり︑思い始めたという︒
転機は今から
介で︑築 年ほどの古屋に出合い︑
改修を前提に購入︒北海道でよく
見る三角屋根の規格型住宅で︑﹁形
がシンプルだから改修しやすいと
思った﹂と清水さん︒
地元の大工に手伝ってもらいな
がら︑当初は仕事場として︑年に
年には古屋のデ

︑ 回は滞在して改修作業に勤

しんだ︒
ザインを踏襲したアトリエ棟を新
築︒家具作りのパートナー︑遠藤
覚さんの工房も敷地内に設け︑一

1

1

日課でした︒それが日常になるな
んて︑最高です﹂
そして︑ここに住む理由として
外せないのが︑価値観の合う友人
知人が多くいること︒﹁東川には面
白い活動をしている人がたくさん
いて︑励みにもなるし︑刺激にな
ります︒この 年でリモートワー
クが進み︑以前より場所に縛られ
なくなったことも︑移住への後押
しになりました﹂と清水さん︒
歳と 歳の子どもはこれから

が育ち盛り︒いましかない家族の
時間も大自然の中︑思いきり楽し
みたいと思っている︒

清水さんが気に入っている
という1階の窓からの景色。
晴れていれば、十勝岳連峰
のオプタテシケ山が望める。
この雪原の右側、小さな林
の向こうに忠別川がある。

歩ずつ︑その歩みを楽しみながら

10

1

Living in
Hokkaido
右／母屋のキッチンはこれから棚を付けて整える予定。棚は家具作りのパートナー、
遠藤さんに依頼中。中央／趣味の釣りが生活の一部になることも、東川での暮らしの
大きな魅力。左／薪ストーブのある1階のリビングにて。室内にいる時間が長い冬は、
デザインだけではなく、
小さな木工製品の制作にも挑戦してみたいと今後を語る。
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Why Move to a New Base
科・多摩美術大学デザイン科卒業。幅広い分野の
デザイン経験を経て、2001年に木の家具作りを
行う〈 monokraft 〉設立。www.monokraft.jp

1968年東京生まれ。早稲田大学理工学部建築学
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環境を整えてきた︒

清水 徹さん
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新たな拠点を持つ理由。
Profile
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味

坪のお宅の隅まで 度近い室温

が保たれている︒
ど︑そうではなくて︑冷やさない︒
建物から熱を逃さないことが大事
ミリだった

です﹂と宮島さん︒たとえば壁の断
熱材︒ 年前は
が︑最近は
ミリに︒屋根は

ミリくらい入るそう︒
﹁建物

の性能を上げて︑暖房器具はシン
プルに︒そして︑極力エネルギーに
依存しないようにと考えています﹂
またトドマツの床材を例にして︑
﹁実は︑木材もコンクリートも表
面の温度は同じ︒だけど体温を奪
う速度が︑材料によって異なる︒
体感温度を下げない材料を︑体に
触れるところに使うといいんです﹂︒
意 識 す る の は︑ 快 適 な 環 境 を
キープすること︒そのための素材と
して木の役割は大きいが︑宮島さ
んがこだわる理由はほかにもある︒

﹁たとえば︑郵便ポストの取っ手を
どうしようと考えたとき︑現場で
作るには木しかない︒逆に言うと
木があれば︑ちょっとした知識と
腕があったら︑どうとでも作れる
じゃないですか﹂︒大切にしたいの
は︑小さな規模であること︒使う
木も︑作る職人も︑できるだけ地
域で完結すれば︑省エネになるし︑
ルーツがわかる安心できる家にも
つながる︒だから宮島さんは︑木
の可能性を考える︒家の中を見渡
すと︑
キッチンの天板も︑
バスルー
ムの浴槽も︑木︒
﹁水回りに木は敬
遠されるけど︑濡れても乾けばい
いんです︒だけどコーティングし
ていると︑染み込んだ水が抜けな
くて傷んでしまう︒だから素地の
ままか︑オイルを塗るだけにして
います﹂︒結果︑かえって手入れ
が楽になることも︒地元の木で︑
自分たちの力で︑その先にエネル
ギーの自給自足も目標に掲げて︒
宮島さんの〝 考える 〟家づくりに
は︑これからの暮らし方のヒント
も詰まっているようだ︒

www.humu.jp

Home Building in Hokkaido

わいのある木の外壁︒家の
中も︑壁︑床︑天井まで自

然素材を使い︑省エネの観点から
も定評がある︑︿フーム空間計画工
房﹀宮島豊さんの設計︒赤井川村
に完成したばかりの家に伺った︒
取材日は︑気温マイナス 度︒換
階の隅に置いた灯油ストーブを

気も考えた空気の流れをつくり︑
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エコモードで稼働させるだけで︑

1
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﹁暖房って暖めると思っているけ

20

3
1
5 1
0
5

〈フーム空間計画工房〉代表。
札幌市出身、在住。1988年
に福岡県にて独立し、96年
に札幌市へ本拠地を移す。
既製品を極力使わず「機能
も デ ザ イ ン も 性 能 も 」を
モットーに、心地よい住環
境づくりを目指している。

新たな時代の家づくりとは？ 人気の建築家に教わった。

8
9

25

宮島 豊さん

北海道の家づくり。
北海道の家には、
設計者や職人たちの工夫が詰まっている。
Living in
Hokkaido

4
0
0
Profile

断熱をはじめとする機能に優れ、
先進的だといわれる
1.宮島さんが設計デザインした、赤井川村の米生産者、木津悠樹さんのお宅。至るところに創意工夫が施されている。 2.2階は壁など
で仕切らず広いまま。昼は子どもの遊び場、
夜は布団を敷いて寝室に。 3.外壁も木材。断熱材の厚みを利用して、
開閉式の郵便ポスト
を付けた。 4.木の浴槽も無垢のため、
木に染み込んだ水分が蒸発しやすく、
使った後はサッと水洗いして乾かすだけでカビも生えな
い。 5.建物裏に広がるのは広大な水田。冬は一面の銀世界になる。 6.木を使ったキッチンはステンレス以上に手入れしやすく、
レ
ンガは油が飛んでも気にならない。 7.自分たちで手入れができるシンプルな暖房器具を考えるとき、
薪ストーブも外せない。
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三角屋根のリノベーション。
Renovation of Gable Roof Houses

Living in
Hokkaido

味のあるブロック壁も
オール電化の外断熱仕様に

木造の三角屋根は
土間の薪ストーブが主役

床面積121.65平方メートル、ブロック造りの三
角屋根の物件。古い屋根には新たに断熱材をたっ
ぷり入れ、
コンクリートブロックの壁には厚み10
センチの外断熱を施した、オール電化の暖かい家。
外壁の表面は、左官職人により味わいのある土壁
に仕上げられている。室内は、壁も天井も白くす
ることで、
より広々とした印象に。2階の壁にはア
ンティークのガラスを使った小窓を設置。吹き抜
けとの相乗効果で明るさも加わった。

築 37 年。かつては札幌土木現業所の職員用住宅
だった、補強コンクリートブロック造りの平屋2
世帯分（3LDK×2）を、広々としたLDKのある一
軒家に改築。内断熱を外断熱に変更して性能を上
げ、壁面結露などの問題も解消。壁のブロックと
長い年月使われてきた柱は生かし、無垢のフロー
リングや薪ストーブを加えて、古きよき余韻を感
じる空間に。
「リノベーション・オブ・ザ・イヤー
2019」地域風景デザイン賞受賞。

で包み︑内側の空間を広く確保す

こうした物件を外側から断熱材

れど︑三角屋根は鉄筋コンクリー

オーストラリアに渡り広い大陸を

るのが︑
︿スロウル﹀流だ︒
﹁外壁と

ロウル﹀代表の平賀丈士さ

満喫した後︑帰国して考えた︒
﹁さ

屋根には断熱材を加えて暖かさを

トとブロックの混構造︒
丈夫です﹂

て︑どこに住もうか？﹂︒そのと

んは︑広島県出身︒ 代で

き頭に浮かんだのは︑子どもの頃

確保し︑内壁や天井は基礎を見せ

︿ス

か ら 憧 れ て い た 北 海 道︵﹃ ム ツ ゴ

たままにする︒名付けて〝表しの

さらには︑
﹁三角屋根には︑煙突

40

ロウのゆかいな動物王国﹄が大好

がついているんです︒それを生か

I
T
リノベーション〟︒ 年前に造ら

所にある安い物件を買って︑週末

せば︑そのまま薪ストーブをつけ

きだった︶︒札幌に移住して

に 自 分 で ペ ン キ を 塗 っ た り︑ フ

ることも︒新たに設置するよりは︑

れたブロックの壁や天井の梁には︑

ローリングを張り替えたり︒それ

企業に勤めながら︑時代の流れに

を貸し出したら︑思いのほか需要

多分半額以下でできます︒これも

新築にない味がありますから︒そ

がある﹂︒構造補修や断熱改修も

メリットですね﹂と平賀さん︒北

乗り︑投資目的で中古物件を購入

しっかりやりたいという思いが強

海道の中古物件は︑探し方と工夫

の雰囲気をいかに楽しむか﹂

くなり︑
︿スロウル﹀を設立した︒

次第で思いがけない魅力を発揮し

す る︒
﹁札幌からちょっと離れた

とくに魅了されたのが︑
通称
﹁三

﹁きちんと直せばまだまだ住める︒

28

てくれるのだ︒

︵北海道防寒住宅建設等促進法︶

そんな物件はたくさんあります︒

年以上住

1
0
0

角屋根﹂︒
﹁昭和 年制定の寒住法

により︑
住宅供給公社が筆頭になっ

だって昔の人は︑

1
0
0

築50年近い木造三角屋根の床面積は、96.39平方
メートル。広い土間に薪ストーブを設置して、
1階
は暖かいLDKと4.5畳の洋室に。吹き抜けにする
ことで、
より開放感のある空間になっている。2階
は、
〈 スロウル 〉が得意とする移動式間仕切り家具
を入れて、3部屋に。天井は抜いたままなので、部
屋に居ながら三角屋根が実感できるのも楽しい。
窓枠は、道産木材を使ったオーダーメイド。トリ
プルガラスで、
断熱効果も優れている。

てどんどん建てていったブロック

90

んでいたわけですから︒いまの時

代︑断熱や気密の基準は上がって

80

造りの家です ﹂︒床面積約

平方メートル︒屋根から雪が落ち

ドアップする︒だけど使える素材

いるので︑そこはきちんとグレー

くらい︒それなりに余裕のある庭

は生かそう︑資源はもっと大切に

ることを考慮し︑敷地は 〜 坪

と︑日当たりの良さもある物件が

しよう︑という思いで取り組める

のが︑リノベーションのいいとこ

年以上の木造建築は

基礎が弱くて︑新築に造り直すく

ろだと思います﹂

多 い︒
﹁築

らいの手間がかかることが多いけ
11

40

おなじみ二軒長屋も

4LDKにリノベーション

20

市街地に暮らしながら、
北海道らしい心地よさもある。

煙突のある
「三角屋根」。
これぞ、北海道の遺産！
〈 スロ
1973年に建てられた通称「三角屋根」の家は、
ウル 〉のファーストモデル。床面積は約100平方メー

トル。ほぼ長方形のシンプルな家は、壁や天井を取り
払い、
ブロックや鉄骨の梁をそのままにすることで、
住
空間を立体的に広げることができる。吹き抜けや天窓
も作り、天井の高さをフルに活用。集合煙突は、薪ス
トーブに再利用。外壁には外断熱を施し、内壁には透
湿性のある仕上げ材を採用することで結露も解消した。

そんな理想を叶える
〈スロウル〉
のリノベーション。

着目したのは、おなじみのシルエット
「三角屋根」
でした。

Profile

平賀丈士さん
〈 スロウル 〉代表。札幌市居住歴、21年。北海道で暮らす魅力は、
「豪雪があって、
除雪に疲弊して、
春の訪れに喜んで……毎年こ
の繰り返し。自然の中で生きていると実感します」。slowl.jp
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で︑玄関前にポコッと付いたガラ

建て主の徳留裕敏さんは構造設計
間として出会い︑
徳留さんから
﹁ニ

家で︑道南の﹁伊達の家﹂で仕事仲

い出す人も多いはずだ︒
セコに自宅をセルフビルドした

外壁はガラスではなくプラスチッ

巨大な風除室を提案したのは青

に惹かれて計画に加わったという︒

い︒風除室と知らずに外観だけ見

ポーツが好きで︑ 年の約半分を

セコを選んだのは︑ウインタース

吹き抜けの天井高は メートル近

2

ると︑こんな透明な大空間︑どう

木さんだ︒そもそも徳留さんがニ

ク板のポリカーボネートで︑ 層

明な建物は︑なんと巨大な風除室︒ い﹂と聞き︑その主体的な生き方

﹁ニセコの家﹂
の北側にそびえる透

スのフードと言えば︑その姿を思

設計は建築家の青木弘司さん︒

南側には︑しっかりと断熱を施し

青木弘司さん

の家特有ともいえる住宅設

Profile

たスギ板張りの住居棟がある︒

北の家の、
新たな可能性にも挑戦しています。

備に︑風除室がある︒寒風

Self-build House

や雪の吹き込みを防ぐための空間

北

大工の父と二人三脚でその夢を実現させた
「ニセコの家」
は、

夢は自らの手で家を建てること。構造設計家の建て主が

10

大切ですが︑家全体を高い性能で

〝シェルター〟としての家の機能は

﹁北国の厳しい環境から身を守る

部分を風除室に収めようと考えた︒

を大胆に分け︑プラスアルファの

といったプラスアルファのスペース

に必要なスペースと︑趣味や仕事

設希望︒そこで青木さんは︑生活

どの遊び用具も多く︑仕事場も併

れないが︑心配はご無用︒敷地の

やって暮らすの？ と思うかもし

れば﹂と青木さん︒

ちな北の暮らしを拡張する場にな

この場所が﹁とかく閉じこもりが

な気軽さで友人知人と集うことも︒

見ながら︑半屋外のテラスのよう

は机と椅子も置かれ︑白樺の林を

の遊び場にもなっている︒ 階に

仕事場であると同時に子どもたち

納庫であり︑食料の備蓄庫であり︑

の多目的・風除室は︑用具類の収

暮 らしたいか ら︒スノー ボードな

雪と過ごすこの地でアクティブに

がかかる︒トリプルサッシは値段

年︒敷地の整地から始め︑

家の工事がスタートしたのは

1
棟との温度差︑場所ごとの温度ム

目的ルーム〟︒コストも低い︒住宅

対して風除室は︑
明るく自由な
〝多

が小さくなり︑暗くなる︒それに

ずれは住宅棟のある南側に露天風
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Living in
Hokkaido
1976年北海道生まれ。室蘭工業大学大学
院修士課程修了。藤本壮介建築設計事務
所を経て、2011 年青木弘司建築設計事
務所設立。18年岡澤創太とAAOAA一級
建築士事務所設立。aaoaa.co.jp
撮影：徳留裕敏

暮らしながら造る
セルフビルド住宅。
右ページ写真：北海道虻田（あぶた）郡ニセコ町。木造2階
建ての巨大な風除室は、
セルフビルドのための作業道具
や資材置き場としても活躍。左ページ写真：上／白樺の林
を間近に見る北側の大開口。ポリカーボネートは1階を
透明に、上部3分の2ほどをグレースモークに。中／住み
ながら内装を整えている住居棟。丸太柱は敷地内に立っ
ていた木を1年間乾燥させて活用した。下／住居棟1階の
ダイニング。住居棟の南側の窓は高性能な木製サッシ。

移住に興味を持つ人が増えている昨今、
自治体の取り組みも進化している。

いまこそ夢を現実に！

地域の魅力を生かした新たな提案が次々と！ 広い北海道、
じっくり探してみては。

「1年後移住するぞ !」プロジェクト

ローカルベンチャースクール

下川町

この町ならではの挑戦をサポート。
学ぶことで可能性はさらに広がる

大人気の移住準備プロジェクト。コロナ禍以降にスタートしたが、
この内容が楽しい。オンライン移住相談のみならず、プロジェクト
加入者を“移住同期”と呼んで交流会を開催したり、
毎月下川らしい
贈り物が届いたり。ほかにも先輩移住者とつながるイベントもある
などワクワクする内容で、
すでに何名も移住しているそう。

自治体と起業家育成を推進する民間事業体〈 エーゼロ厚真 〉が連携
して、起業する人をサポート。地域おこし協力隊の3年間で、地元に
なじみながら目標に向かって勉強し、
結果的に定住するという仕組
み。今年は初の卒業生が2名。馬で木材等を搬出する“馬搬（ばはん）”
という技術を使った林業と、
国内外での流通業に就くことに。
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シェアオフィス

釧路市

上士幌町

人気移住先として名高い町では、
大自然の景観の中で会議ができる

全国の天気予報で札幌と並んで登場する釧路。
「夏でもそんなに涼し
いの？」と興味を持った都会の人に向けて、長期滞在用の物件を紹
介する窓口を設けたことから需要が増え、
道内の「ちょっと暮らし」
利用者数1位という結果が続いている。リピーターも多く、
移住につ
なげる人も。最近はリモートワークの拠点としても注目されている。

NPO法人〈 上士幌コンシェルジュ 〉が、移住ワンストップ窓口とし
て的確にアドバイス。活発な移住者交流でも定評があり人気が高い
上士幌町が、またまた進化。昨年7月には、ネット環境や会議室を備
えたシェアオフィスが完成。昨年6月にオープンした〈 道の駅 か
みしほろ 〉では、
土・日・祝日含めいつでも移住相談が可能に。

Information

Information

「長期滞在」に関する問い合わせは、
釧路市 総合
政策部 市民協働推進課（☎0154-31-4538）へ。

〈 かみしほろシェアオフィス〉
（www.kamishihoro.work）。
上／1時間利用から年間契約まで。
右上／新たなランドマーク
〈道の駅 かみしほろ〉
。右下／道の駅のインフォメーションで相談。

上士幌町への移住に関する情報は、移住促進オ
フィシャルサイト『移住 .com 』
（ www.ijyuu.
com）をチェック。

新規就農支援

三笠市

知内町

ターゲットを絞った新たな提案が
魅力的なまちづくりにもつながる

地元の農業法人と手を組んで
リスクを負わずに就農できる道を

グラフィカルなデザイン、
感度の高い移住者の紹介etc.。いままでと
は異なる “みかさぐらし”を提案し、
40代以下の子育て世帯にアピー
ル。札幌からも富良野からも車で約1時間、
ここならではのライフス
タイルが、いまの時代にいかにマッチしているかを実感できる。人
が変われば、
地域もより魅力的に。そんな期待まで膨らんでくる。

ニラやトマトの産地として有名な知内町は、
新規就農を目指す移住
者を丁寧にサポート。最低2泊3日の農業体験の後に2、3年の研修に
入るが、
希望次第では、
町内計7社の農業法人で正社員として働きな
がら学ぶことができる。期間が限定されないので“居抜き就農”を待
つこともでき、
独立時の初期投資が抑えられるという利点も。

Information

Information

移住ハンドブックは、
希望者に郵送。HPではPDF
版も閲覧可。詳細は『みかさぐらし』
（www.city.
mikasa.hokkaido.jp/mikasalife）に。

逆単身赴任

上／〈 暮らし体験館 〉では、
東川町の工房で作られた家具も使用。右上／キトウシ展望台か
ら望んだ、
東川町の全景。右下／地場産木材を使用した東川小学校など、
子育て環境も魅力。

上／新規就農も支援。研修風景。右上／居住しながらリモートワーク。
〈 お試しサテライト
オフィス 〉は1週間から利用可能。右下／家族で移住する方には、
子育て支援住宅も。

ローカルベンチャースクールの詳細はHP（www.
a-zero.co.jp/lvslll-atsuma-lvs#）に。移住情報
は、
厚真町のHP（www.town.atsuma.lg.jp）に。

避暑を目的に、道内外から！
気軽な長期滞在がますます人気に

移住ハンドブック

上／東京の編集者と考えた、
新鮮なビジュアル。明治15年に敷設された駅をフィーチャー。
右上／表紙には〈 山﨑ワイナリー 〉が。右下／ユニークなインスタグラムの投稿を公開。

Information

「1年後移住するぞ！」プロジェクトをはじめ、
下川
町への移住に関する問い合わせは、移住専用の
（shimokawa-life.info）から。
HP『タノシモ』

長期滞在

上／釧路湿原国立公園もすぐそばに。右上／賛同する民間事業者は、
計43社も。マンスリー
マンションをはじめ選択肢も多い。右下／8月は「くしろ市民北海盆踊り」が開催される。

厚真町

疑問や不安もオンラインで解決。
時代に合わせた魅力的なシステム

Information
上／町を深く知るために、
贈り物も届く。右上／移住者も多く、
活気ある町。毎年7月にはイ
ベント「森ジャム」が。右下／アイスキャンドル発祥の地といわれ、
冬は家の前に並ぶことも。

先進的な移住への取り組み。

上／農業体験は、
通年で実施。夫婦での参加も歓迎！ 右上・右下／体験や研修時の滞在に
は、
3年前に建設された〈 しりうち地域産業担い手センター 〉を利用することができる。

農業体験や就農研修に関する問い合わせは、
知内
町地域担い手育成センター（☎01392-5-6161）
まで。

テレワーク

東川町

美瑛町

ニーズに合わせてフレキシブルに
一歩も二歩も先を行く移住先進地

“パッチワークの丘を眺めつつ
都会感覚で仕事” が実現可能に

豊かな自然と、おいしい水。空港からも近く、2拠点生活が叶う町と
しても注目の東川町。今年は、子育て環境に惹かれて移住を決めた
家族が、すでに2組。仕事がある旦那さんを東京に残し、奥さんと子
どもが先に移住する、
名付けて「逆単身赴任」。旦那さんの航空運賃
を助成するなど、
自治体の柔軟な対応も人気の秘密だ。

テレワークに必要な環境を知るために、
昨年テレワークモニターを
実施。市街地にある5LDKの住宅で、都市部で働く個人、NPO法人、
企業など6団体が、
各1か月間滞在した。今年はその意見をもとに、
理
想的な環境を整えていく予定。また、
セカンドホームという名の移住
体験住宅がある美瑛町。まずは別荘気分で始めてみるのもいい。

Information

Information

東川町の移住に関する情報は、
東川町役場のHP
内（town.higashikawa.hokkaido.jp）から。

テレワークや移住体験住宅に関する問い合わせ
は美瑛町 まちづくり推進課 移住定住推進室（☎
0166-74-6171）まで。

＊今回ご紹介した以外にも、
多くの移住情報が『北海道で暮らそう！』
（www.kuraso-hokkaido.com）でご覧いただけます。

上／〈 丘のまち交流館 ビ・エール 〉内には、サテライトオフィスもある。右上／テレワー
クの拠点となる体験住宅。右下／居住体験住宅〈 セカンドホームびえい 〉。

＊北海道でのワーケーションに関する相談は、
HP（hokkaido-work-vacation.com）へ。
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