
-style ? 

レポート 



Tokyo Work Design Weekとは？ 

新しい働き方のための 

アイデアやヒントを共有・交換できる場 

Are you ready for the future of work ? 
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世田谷版キャッチコピー 

日本語： 
 「働くと暮らすをつなぐ7日間」 
英語： 
 「Why don’t you think of alternative work-style ?」 
 
 
 
【コンセプト文】 
 世田谷というフィールドをひとつの実験場／実践場として捉え、地域と関わり、暮らしを見据えた働き方にフォーカスして 
 みたい。 
 『TWDW SETAGAYA』を開催するに至ったわたしたちの関心は、自分の暮らしとその周辺のことを意識しながら仕事を 
 作っていく、もうひとつの働き方です。 
 世田谷に限らず、自分が働き暮らす地域がどんな場所であるかは、働き方／暮らし方と密接に関わっているということに、 
 多くの人が気づきはじめているのではないでしょうか。 
 そして「暮らしながら働く」ということを意識すると「自分の地域とどう関わるか」ということが大きな関心事にもなって 
 きます。 
 「地域で生まれる仕事と暮らし」をみんなで考えてみませんか？ 

 
【TWDW紹介文】 
【見出し】これからの「働く」と「暮らす」を考えよう。 
【本文】2013年に開催された第一回目の＜ＴＷＤＷ＞は、渋谷を中心にたくさんの人々が働くことの新しい可能性に出会っ 

 た「働き方の祭典」でした。渋谷を中心に開催したプログラムは多くの関心を集め、40組のゲスト、3,000名が参加。「働 
 き方」に関するムーブメントが起こりはじめています。今回の＜ＴＷＤＷ ＳＥＴＡＧＡＹＡ＞は、世田谷という地域でこ 
 れからの働き方／暮らし方について考え、アイデアをシェアする「地域に根差した働き方の祭典」です。職住近接、子育て 
 と仕事、マイクロワーク、地域づくりなどをキーワードに、世田谷ならではのトピックで「働くと暮らす」についてのイベ 

 ントを開催します。 



実行委員会 

TWDW本体の協力を得て、世田谷地域で活動する有志の団体による 
実行委員会形式で開催 

その他、世田谷地域内、ヒカリエ8/等告知提携パートナー 

【個別協賛】 
 ダッドウェイ、パソナ、サイボウズ、エンゲージメントファースト、クラウドワークス、まちクエスト等による 
 個別プログラム、サービス提供 

実行委員会メンバー 

他パートナー（協力） 



プログラム 
一覧 



こども見守りサービス（ダッドウェイ協賛） 

Polaris経由で二子玉川ライズS.C.テナントでもあるダッドウェイからこども用
玩具およびノベルティ提供を受け、子育て世代向けプログラムで利用 
mtgルームを臨時プレイルームとし、保育資格者、学生アルバイトで見守り 

これにより参加可能になった方も多数おり、”アクセシビリティ”は重要 

ストロー 
トレーニング用 

水筒を 
プレゼント 



TWDW  



セ タ ガ ヤ 

TWDW 
 

 

？ 



世田谷で働き方を考えるということ 
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実行委員コメント（総評にかえて） 

単独で主催するとき
とは違う属性、話を
持っている参加者に
たくさん会えた 

普段は地元地域中心
の参加者が多いけど
、地方から来てくれ
た方もいてビックリ 

「渋谷には行きずらか
ったけど世田谷だから
来れた」という人がい
たのでよかった 

“サイレントマジョリ
ティ”と思える人の声
をたくさん聴くこと
ができた 

場（BA）として”多
様な人々の交流”を実
現できてきている 

企業ゲストで事前の
イメージがつかなか
った方もやってみれ
ば満足していた 

実行委員含めて参加
者が”自然体”で話を
していた印象 

“話したいこと”を持
っている人は世の中
にたくさんいて、そ
れを引き出していき
たい 

イベントをきっかけ
にしてもっと具体的
なプログラムをしか
けていきたい 

実行委員が多様だっ
たおかげでパートナ
ーを初回から増やす
ことができた 

カタリストBA本体の
いいね！数をTWDW
ページの方があっさ
り上回ったのがすご
い（笑） 

来年は本体ともっと
シナジーを出してイ
ンパクトを出してい
きます！！ 



個別プログラム 
 

レポート 



TWDW世田谷 
キックオフミーティング＆パーティ 

2014年2月1日（土）13:00～19:00 

＜Time Table＞ 
13:20－ 「TWDWとは？ TWDW本編を振り返る」 
      TWDW本体メンバートーク 
 
14:50－ 「TWDWセタガヤの試み」 
      TWDW世田谷実行委員トーク 
 
16:20－ 「TWDWセタガヤのプログラム紹介」 
      プログラム提供者各5分で内容説明 
 
17:30－ ネットワーキングパーティ 

ゲスト：横石 崇氏（株式会社ベンチ・TWDW代表）、田中 翼氏（株式会社仕事旅行社） 

      伊丹ちひろ氏（TWDWボランティアスタッフ）、磯辺 陽介氏（東京急行電鉄株式会社（8/）） 

参加者数：70名／地域での仕事、働き方の未来と可能性に関心のある方（地方からも数名来場） 

参加費：2,000円（パーティ3,000円） 

主催：TWDW世田谷実行委員会 

 一般社団法人世田谷トラストまちづくり、非営利型株式会社Polaris、日本財団、カタリストBA 



知識・技術 

考え方・価値観 

あり方・存在 

成果としての仕事 

※引用＝「かかわり方のまなび方」西村佳哲・筑摩書房（P29） 

人と向き合う姿勢や関わり方が 
変わってきた。 

教えやすい 

教えようがない 



株式会社 仕事旅行社 

「新しい働き方」や「未来の会社」にまつわるアイデア
やヒントを交換して、多様な交わりから新しい未来を
つくっていく、ひらかれた場です。 

魅力的に働く方々の仕事や考えに触れる機会を 
仕事体験を通じて提供することで、 
働き方を見つめ直すきっかけを創造します。 

TWDW本編での連携 

働き方への「？」が出発点。 



「大学４年生なんです。」 
 
『あ、じゃあ就職活動なんだね〜。もう就職は決まったの？』 
 
「いえ、まだ決まってないんですよぉ」 
 
『まだまだ就職大変なんでしょ？』 
 
「いや〜厳しいです！いろいろ受けてはいるんですけどね。」 
 
『そうなんだ〜頑張ってね。』 
 
「ありがとうございます…。」 

92.4％（伊丹統計） 



らしく、ある 

既存のしごと 
今はまだ無い 

しごと 

今はもう無い 
しごと 



なぜ今こんなにも”働き方”が注目を集めているのか？ 
 
それは仕事の根っこにある”在り方・存在”が問われて 
きているからではないか。 
 
“お金になる””社会のために””楽しい”の3つのバランス 
をどう保つか。 
 
“在り方”は教えようがないので、それぞれがデザイン 
する。それがWork Design。 
 
モヤモヤした概念のボキャブラリーも増やしていきた
い。 

50～60の仕事を体験したけど、”みんなそれぞれ勝手
な事”を言っている。 
 
“旅”を通じて仕事の在り方・価値観を身に付ける。 
 
いわゆるゆとり世代ですけど、社会人も同じく悩んで
いるんだと気づきました。 
 
“就活楽しんで”と言われると嬉しい。 
 
渋谷に呼び水をつくり、”何かするなら渋谷！”にした
いです。 
 
“らしくある”ことが問われている。 

第１部 「TWDWとは？ TWDW本編を振り返る」  



今は会社というお社を見ていて、”働き方”ではなく”働かされ方”の議論をしてしまっている。 
本当に大事なのは会社というプラットフォームを”利用してやろう”という意気込み。 

会社員時代は”CAN”ばかり考えていたけど、起業してからは”WILL”を考えている。 

Linked inの創業者の本に『キャリアのつくり方が“はしご型”から”ジャングルジム型”に変わってきてい
る』という話がある。単純に働いていくのではなく、ジャングルジムのように楽しく仕事をすることだ
と理解している。 

“らしくある”ために仕事を整理すると”既存の仕事”と”今はまだない仕事”があると思う。 

↑”今はもうない仕事”もあるのでは？今しか見ていないと、10年、20年をかけて自己実現できない。 
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自分にとってのWork Designの意味 

カイシャ軸を… “触媒”を通して ジブン軸に！ 





「愛着と誇り」をもてる暮らし方、働き方 

Loco-working！ 
 
「暮らす」と「働く」が、 
  愛着のある場所でつながる働き方のこと。 
 
Loco＝Hawaiiの地元っ子。 
自分がいる場所、育った場所への 
「愛着と誇り」みたいなものを感じる言葉。 

 

– ｢地域」をちょっと刷新したかった 

– 「都会に行って働けない人たちによる家の近くできるシゴト」では
なく、「愛着と誇りを持って、そのまちにある資源を活用して創り
出すシゴト＝ロコワーク と定義してみました。 

大切な子どもたちの未来に手渡したい働き方を創る 





世田谷で”Work Design”を語る良さってなんだろう？ 
 
世田谷にはどういう可能性があるんだろう？ 
 
“住む街”を舞台にすることで若い人中心だった渋谷と
はまた違って、緩やか、敷居を下げて働き方を考えら
れる。 
 
世田谷は人の層が厚い。中層が分厚く市民活動がさか
ん。キャリアを積んでいる人もいる。世田谷がハブに
なり、他の街にスケールできる。 

今、世田谷のまちづくり活動も若い人の増加が顕著。
しかし公益ファンドも有限で持続可能な仕組みが今求
められています。 
 
不利だと思っていた環境を有利に、弱みを価値に変え
られる時代。 
 
地域での”つながり方”も変わってきていて、昔つなが
れなかった人もつながれるようになってきている。 
 
財団も、助成金を与え続けることではなくて、与えな
くて済むようにすることが本当のミッション。 

第２部 「TWDW世田谷の試み」  



仕事も根底が揺さぶられているが、地域は地域で揺さぶられている。TWDWシブヤは若者が面白い働
き方をしていた。世田谷では若くなくても、普通な人でも新しい働き方ができればと思っている。 

「暮らす」と「はたらく」がつながる生き方＝Loco-working。 
あえて地域という言葉ではなく、「Loco」にしてみた。 

（会場トークから）石垣島では地域土産開発をFacebookでプロセス公開して、地域住民が”自分ゴト”
としてそのまちの仕事を感じる仕組みづくりが行われている。 

↑そういう”地域への当事者意識”が世田谷でも働くと暮らすをつなぐために必要で、そして”地域を経
営する役回り”をそれぞれが担うことが大事。みなさんはどんな役回りになれますか？ 

↑”応援する役割” “Locoの外交官” “地域ぐるみでこどもを育てるための役割” 





「地域」×「組織」×「働き方」  
未来と可能性を考えるフューチャーセッション 

2014年2月2日（日）13:00～18:00 

＜Time Table＞ 

13:00－  フューチャーセッション 
 

 ・主催からの問い、ゲストからのインプット  

 ・フィッシュボウルダイアログ 

 ・ワーク  

 ・クロージング／発表（20分） 

 

17:00－  懇親会 

ゲスト：石川貴志氏（「働き方と組織の未来」ダイアローグ 主宰／ソーシャルベンチャー・パートナーズ東京 パートナー）、

都丸一昭氏（日本財団人事部カフェマスター／一般社団法人Stand for mothers 理事）、湯田健一郎氏（株式会社パソナ

テック Job-hub担当）、市川望美（非営利型株式会社Polaris 代表取締役/"cococi" Coworking Space運営／ファンドレ

イジング協会准認定ファンドレイザー） 

参加者数：45名／地域、働き方の未来と可能性に関心のある方 ／ 参加費：2,000円 

主催：日本財団ママの笑顔を増やすプロジェクト/人事部カフェ、非営利型株式会社Polaris 



「地域」×「組織」×「働き方」  未来と可能性を考える 
フューチャーセッション 



「暮らし方」を考えるフューチャーセ
ッション 

働き方の変革、ワークシフトに注目が集まる中、 

組織の中にも地域の中にも多くの新しい働き方の兆しが 

現れつつあります。働きにくさや、暮らしにくさは、古い意識やしがらみにとらわれすぎているからでは

ないでしょうか？ 

そこから一歩踏み出し、組織や地域の中で、個人として新しい働き
方、つながり方に取り組む人達をゲストに迎え、地域と組織と働き方の未来の

可能性を共に対話し考えてみましょう。 

石川貴志さん（「働き方と組織の未来」ダイアローグ主宰） 

市川望美さん（非営利型株式会社Polaris、"cococi"） 

都丸一昭さん（日本財団人事部カフェマスター） 

湯田健一郎さん（株式会社パソナテック、 Job-Hub ） 

ゲ
ス
ト 

「地域」×「組織」×「働き方」  

ファシリテーター 高島 友和（日本財団 ママの笑顔を増やすプロジェクト、人事部カフェ担当） 



１児のパパでもある都丸和一昭さん。 
平日は東京で「働き（稼ぎ）」、休日は群馬
県沼田市で「暮らす（子育て）」を行う二拠
点居住に取り組んでいます。起業経験や奥さ
んとのすれ違い、子どもの成長を通じて、「
働くこと」「暮らすこと」のバランスを模索
。現在は、「日本財団人事部カフェ」のカフ
ェマスターとして匿名式女性の働き方座談会

を運営。 
 

２児のママでもある市川さん 
企業で働き、結婚・出産を機に退職。
女性が地域で新しい働き方をするコミ
ュニティとしてcococi" Coworking 
Spaceを設立。母親を中心に無理なく
心地よく働きたい人が、コラボワーク
・ロコワークを行っています。「○○
できたら働けるのに・・・」という弱
みを転換し、新たな可能性と価値を見
出していきます。 

 

２児のパパでもある石川貴志さん。 
「日本を元気にしたい！」とＩＴ企業に入社
、その後リクルートを経て、現職の丸善へ。 
組織のミッションと個人のミッションは必ず
しも一致しないからこそ、「Why(なぜ？)」
を発見し、チャレンジすることが重要だと、
「働き方と組織のダイアログ」を主宰。 

変態とよく言われる湯田健一郎さん
（本人談）。数多くの事業の立ち上
げに携わり、現在は主に「パソナテ
ックJob-Hub」を担当。企業と在宅
ワーカーをクラウドソーシングでつ
なぐサービスを展開していらっしゃ
います。湯田さん自身も、働くこと
をもっと自由にすべく、通勤不要な
「働き方」を実践中。 

【レポート前半】ゲストトーク＆フィッシュボウルセッション～「働くこと」「暮らすこと」を変えるには 



 
【レポート後半】心地よい組織や家庭での働き方、暮らし方とを考える 
 

多様なバックグラウンドを持った人たちが、新しい「働き方」「暮
らし方」について考え、ワールドカフェで語り合いました。 

【参加者の感想】 
「暮らしと働き方について色んな考え方を知ることができた」 
「組織と働き方について、今後家庭を持ち働くにあたり、どのよ
うに地域と関われるかというテーマに関心がありました。他者に
何を提供できるかということを考えるきっかけになりました。」 
「パネリストの個性が心地良かった。有意義な時間。ワールドカ
フェこれまでで一番良かった」 
「色んな人の考えを聞けて新鮮だった。頑張る若者が大好き！！
」 
「多世代で考えると色々な意見出ますね」 
「働き方の多様性に関心を持って参加。もう少し地域との関わり
方について考えるきっかけがあると興味とマッチした。」 
「人数少なめだったけど、内容が濃かったです」 
「組織について様々な視点から考えたり、理想的な働き方や生き
方について思うことで新たな気づきを得られた」 
 
【印象的な言葉やキーワードは？】 
「行動する、自分はこれが出来ると旗揚げする」 
「多様性」 
「自分を表明する」 
「着火する人」 
「外に発信する」 
「心地よさ＝子どもに優しい時」 
「自分自身ｎブランディング←言ったもの勝ち」 
「働き方について、働かされていないか？！という問い」 

約30名の皆さんの新たな気づきの場となった 
フューチャーセッション。未来の働き方に近づくための 
アクションに繋がる充実した時間でした。（了） 



「ママ×IT」～ITが苦手なママたちへ 
ITが変える、子育て中の働きかたと暮らしかた 

2014年2月3日（月）10:00～12:00 
＜Time Table＞ 

10:00－  インスピレーショントーク 

 ・人を活かす働き方 サイボウズ式ワークスタイル 

 ・時間と場所に縛られず、チームで働く～セタガヤ  

  庶務部の実践 

10:45－  フィッシュボウルトーク 

  ～ITがもたらすもの、疎外するもの  

 

11:05－  ワークショップ ママ×ITの可能性  

11:50－  クロージング 

ゲスト：渡辺清美氏（サイボウズ式編集部／サイボウズ株式会社 ビジネスマーケティング本部ソーシャルコミュニケーション部） 

    山本弥和（セタガヤ庶務部） 

参加者数：25名／ITを使いこなせたら色んなことができるんだろうなと思いながら、どうしたらいいのかわからない方。 

        ITやクラウドをもっともっと使いこなして自由な働き方を実現したい方 

参加費：無料 

主催：サイボウズ式 ×セタガヤ庶務部 



 得られなかった環境が手にはいる 
 

KEYWORD 



インスピレーショントーク サイボウズ株式会社 渡辺清美氏 

フィッシュボウルダイアログ 活発に参加する様子が見られた 

ワールドカフェ 
   気づきとアイディアが次々と 

（講座を振り返って） 
新しい働き方の実現のためにITの活用を提案するサイボウズとPolarisによる実
践の紹介と対話のセッションを実施。  
ITによって時間と場所の制限を取払い、働く機会を拡充することで得られなか
った環境を得られたり、”暮らす”と”働く”が調和したライフスタイルの実現を
支えるツールであることをゲストや主催の実践から知り、一歩踏み出してもら
うことが今回のテーマ。 
苦手意識を克服するヒントが欲しいという方から、ITと女性を繋ぐ仕組みに興
味がある方まで、参加者のITリテラシーに関しては様々であったが、ワールド
カフェでは、具体的に心地よい働き方の理想と現実のギャップをどうITで埋め
ていくかの実践をシェアしたりアイディアを出し合った。 
これからの働き方において、多様性が求められる中、いろんなグラデーション
のメンバーがお互い補完しあいながらうまくチームとして機能するためにITは
必要。新しい発想でチームをマネジメントするためのインフラであり考え方と
してIT活用を考えていけたら、もっと自由な働き方の実現、そしてもっと高い
価値の創造が可能となるのではないかとセッションを通して感じられた。 



 アンケートより 

   
項目 内容 

参加者について 参加者25名（内男性2名）※アンケート回収17名 
  30代 9名、40代 6名、20代１名、未記入1名 子連れ参加 4名（※アンケートベース） 

参加目的 子どもがいても楽しく仕事がしたいと思い、子育てしながら働くことのヒントが欲しくて／暮らし
仕事に新しい形がないか考えていた／会社で女性の働き方について考えているため／ITがどれくら
い働き方を自由にしてくれるのか知りたい／周りの人にもっとITを活用して幸せになってほしいの
で、使わない人の気持ちを知りたく／ママをグループする、仕事×ママのためIT活用のヒントが欲
しいと思った／ITスキルの必要性を感じていて追いついてない自分がいるので／育児に関わる人向
けのサービスを考えており、コラボワークやIT活用に興味がありました 

満足度 期待通り 9名、まあまあ 4名、期待はずれ2名、未記入2名 

満足度の理由・感想 子育て中の女性と話をしながら問題を共有できた／いろいろな人の考え方や思ってることをきけた
ことよかった／課題を先送りせず、クリアーしていこうと思えました／男性なので、少し勇気がい
りましたが、アットホームでたくさんの「学び」を得られました／新しい発見がありました／様々
な主要クラウドについて、利点などを聞けるのでは？と期待していたので。シェアが参考になった
のでよかったです。苦手意識が少し緩和されました／いろいろな出会いがいろいろな意見を生み、
気づきへとつながる。毎回感じますが、とても大事なこと。本当にこの経験がありがたいです／ 

Polarisよりコメント クラウドツールの使い方のセッションではなく、ITがもたらすものに注目し、苦手意識を取り払う
ことが目的であったので、新しい視点がを持ってもらえたことはよかった。次の段階として、もっ
とツールとして使いこなすため学びたいというニーズも多く感じられます。 
普通の人達が、より多く自由な働き方を選べることになることで、働き方の変革が進むことを感じ
られたセッションでした。働きにくいとされる子育て中の女性から始め、仕組み化することでそれ
以外の人達にも広がっていき、多くの選択肢が増えることを実感しています。 



「地域デザインブランド futacolab」 
  クリエーター、パティシエ、そして福祉作業所との物語。 

2014年2月3日（月）13:30～15:30 

＜Time Table＞ 
 

13:30－ オリエンテーション 

 ・福祉作業所について（世田福＋グラディエ） 

 ・世田谷福祉作業所について（世田福） 

 ・futacolabについて（グラディエ） 

14:30－ 作業風景見学 

15:00－ 質疑 

15:30－ 終了 

開催協力／会場：世田谷福祉作業所（東京都世田谷区下馬2-31-34-101 世田谷公園そば） 

参加者数：15名／福祉作業所に関心のある方 

参加費：1,000円（焼き菓子付） 

主催：地域デザインブランド「futacolab」（企画／販売 株式会社グラディエ） 







世田谷福祉作業所の運営を担当している、社会福祉法人武
蔵野会の近藤七海さんから福祉作業所での利用者さんの状
況や現場の課題についてのレクチャー。 

・菓子作りや紙漉きなどの”自主生産”企業から
の”受託作業”公園清掃などの”官公作業”の3つ
が主な事業 
・福祉作業所は2007年から徐々に民間に移管
されているが、社会経済の変化にさらされ、受
託作業などは機械や海外に流れているし、公園
清掃などは行政の予算で決められ、また他の団
体との兼ね合いがあり、自主生産をいかに充実
させるかが重要 
・利用者さんの生活支援としても自主生産を充
実させる意義があるが、作業スペースや設備投
資の確保も難しいのが現状 

デザイナーとの協業で福祉作業所の製品の付加価値を上げ
る試み、地域デザインブランド”futacolab”を企画するグ
ラディエ磯村氏の事例紹介。 

・作業所の工賃は月1万～1.5万が相場で、これ
を改善するためにどうあるか、を考えている。
futacolabの工賃は通常の1.3倍に設定 
・製品のことは”物語”と呼ぶようにしている 
・futacolabでレシピや包装デザインを行った
焼き菓子を作ったが、クッキーなどは50パッケ
ージが生産の限界。いろいろな売り場からお声
掛けいただくが、数量勝負ができない 
・通常の流通で勝負できる体制ではないので、
”物語”に共感していただける方への定期販売な
どを考えたい 
・デザイン＋営業力=信用力をつけたい 



『 まち仕事をつくる 連続講座 』のこと 

＜告知＞ チラシなど 

 配布部数：5,000部 

 配 布  先：区役所,出張所,区内外図書館,財団関連などの公共
施設153箇所 ／そのほか、ファンド卒業生や関係団体へメー
ルなどで直接お誘い。 

※TWDW SETAGAYA本体と合わせて周知。 

・世田谷区ではこの20年間で、 

 「世田谷まちづくりファンド」 

 などの助成事業を通じて、様々 

 な市民のまちづくり活動を育て 

 てきた。しかし、ファンドをは 

 じめ、行政の補助金や助成金は 

 永遠にあるお金では無い。その 

 ため、これからは、持続可能な 

 仕組みとして経営的視点を兼ね 

 備えた市民の活動（＝まち仕 

 事）も重要と考え、これらを育 

 む土壌をつくっていきたいと考 

 えた。 

・そこで、この「まち仕事」の 

 可能性について、各地から実 

 践者を招き、参加者と一緒に 

 考える場をつくった。 

〈視点〉 

主催：一般財団法人 世田谷トラストまちづくり 



アンケートから見えてきたこと 
“『まち仕事』を支える支援の枠組み”について 

 
 

財団が持つ、これまで蓄積された地域
の様々な資源を投入し、外部主体と連
携しながら、地域まちづくりを新たに
支える総合的なまちづくり活動支援の
仕組みが求められている。 

参加者アンケート（有効回答数88名／参加総数147名） 

 “「まち仕事」を支えるための必要な仕組みついて”の集計結果は次のように整理できた。 

  ① 交流・人と人が結びつく・皆が同じビジョンを描けるような場や機会 

  ② 活動場所の情報提供 

  ③ 寄付等、新しい資金循環の仕組み 

  ④ 専門家の併走（助言・アドバイス） 

  ⑤ スキルアップ支援 

  ⑥ 情報の提供（参考事例、地域課題など） 

  ⑦ 助成金の仕組み 

寄付集め、 
投資WEBサイト運営 

メンターやプロボノ派遣、 
人材マッチング 

世田谷まちづくりファン
ド 

合同研修や講座の実施 

地域ニーズの情報提供 

融資先と団体との 
マッチング 

まちなかの活用したい！ 
資源プラットホームの 
運営 

団体の交流の広場を 
提供 

団 体 これらの結果も加味しながら… 

財団によるまちづくり活動支援プラットフォーム(イメージ) 



連続講座 まち仕事をつくる 【韓国ソウル市 ソンミサンマウルの事例より】 

“まちに必要なものは自分たちでつくる” 地域づくり 

2014年2月3日（月）19:00～21:00 

＜Time Table＞ 

 
 

19:00－ オリエンテーション 

19:05－   ゲストによる講演 

20:05－ 全体でQ＆Aタイム 

20:30－ ネットワーキング パーティー 

     ・アルコール,スナック用意しています(実費) 

21:30  終了 

ゲスト：桔川純子 氏（NPO法人 日本希望製作所 副理事） 

参加者数：53名／世田谷内外からまち仕事に興味がある方 

参加費：無料、申し込み不要 

主催：一般財団法人 世田谷トラストまちづくり 



連続講座 まち仕事をつくる 【韓国ソウル市 ソンミサンマウルの事例より】 

“まちに必要なものは自分たちでつくる” 地域づくり 

＜概要＞ 

・ソウル市内のソンミサンという標高わずか６７mの山のまわり
に出来たコミュニティ（行政自治区では無い）。 

・１９９４年、民主化運動に参加した当時３０代の夫婦を中心に、
25世帯から始まった。 

・「街の課題を解決するアイデアを発表した人に、共感した人た
ちが、共同出資をする。チャレンジする人を応援する」そんな仕
組みがゆるやかに出来上がってきた。 

・まずは、子どもの教育に疑問を持った共同保育のための施設を。
さらに、２０００年に協同組合をつくった。次は、共同保育で成
長した子どもたちの、小中高の学校。さらに、学校を卒業する子
どたちの雇用の創出を模索し、コミュニティカフェを経営する… 

・そして今もそのコミュニティはどんどん広がり、現在は5,000世
帯が居住。「人と人をつなぐ文化の拠点」としてつくった「劇
場」は、街の広場のようなもの。人が集まり、発表、情報交換、
議論をする場となっている。・現在は、国内外から視察が絶えな
い街となり、ソウル市も「ソンミサン」のような街を10か所作ろ
うという施策となっている。 

 

 
参加者：５３名 

 

※写真…桔川さん資料より 

＜まちの劇場＞ 

＜カフェ＞ 

＜生活協同組合＞ 



連続講座 まち仕事をつくる 【韓国ソウル市 ソンミサンマウルの事例より】 

“まちに必要なものは自分たちでつくる” 地域づくり 

＜アンケートより参加者の声(抜粋)＞回答29名 

・アンケートアンケートアンケートアンケートアンケートアンケートアンケートアンケートアンケートア
ンケートアンケートアンケートアンケートアンケートアンケートアンケートアンケートアンケートアン
ケートアンケートアンケートアンケートアンケートアンケートアンケートアンケートアンケートアンケー
トアンケートアンケートアンケートアンケー 

参加者 53名 
＊アンケート回答29名 

あなたの考える「まち仕事」のイメージは？ 

「まち仕事」を支える、どんな支援があるといいですか？ 

・生活とか仲間が循環し、仕事との距離がとても近い、というか一緒。 

・普段は、なかなか交流が生まれない人たちの間に交流が生まれること 

・その街に根差した仕事。地域経済が潤う仕事。地域に雇用が生まれること。 

・お金！地域通貨を流通させる、みんなで出し合う仕組み。 

・「私は○○ができます」という人が集まることができる 

 飲み会や人が多く集まれる家。 

・「こんなことをやってみたい」と思ったときに、気軽に 

 相談にいける場所。伴走してくれるようなサポート。 

・人が持つスキル・ノウハウ・人脈などを、それを必要な人、
希望する人と結び付ける仕組みがあるといいのでは？ 

・自由に無料で使える場所を提供。 

 

本日の感想をご自由にどうぞ。 

・「循環させていくこと」を感じた。一人、一人が途切れない、 

  仕事として回っていくってすごくクリエイティブ。 

・「説得」ではなく「共感」という言葉にピンときた。 

・「まち仕事」は未だイメージできていないが、「教育・保育」 

  から事業が始まったことに興味を持った。 



「こどもを預けること」から考える、 
 家族が幸せなはたらき方 

2014年2月4日（火）10:00～12:00 

＜Time Table＞ 

10:00－ インスピレーショントーク 

  ・こどもの可能性 

   ～こどもみらい探求社共同代表 小笠原舞さん 

10:30－ フィッシュボウルダイアログ   

   小笠原舞さん、Polaris代表市川望美 他 

11:05－  ワールドカフェ 

11:50－  クロージング 

ゲスト：小笠原舞氏（こどもみらい探求社共同代表 こども未来プロデューサー／asobi基地主催） 

    市川望美（非営利型株式会社Polaris） 

参加者数：40名／子育て世代の女性および男性 

参加費：無料 

主催：株式会社PASONA 



はたらく vs 子育て 

はたらく 

はたらくにまつわる不安や課題をあきらかに、 
対立軸から一歩先へ 

こどもの未来 

やりがい 
生きがい 

成長したい 

ちゃんと育てたい 

私がいないと 
かわいそう？ 

1人では無理・・ 



（講座を振り返って） 
子どものために自分が働く選択をあきらめたり、自分が働く
ことで家族が犠牲になっているのではと考えるのではなく、
家族全員が幸せな働き方を考える事がテーマの今回の講座。 
他のセッションと比較しても参加人数が多く、子連れでの参
加も最も多かったことからも、子育て中の女性の働く上での
課題や願いが、「子どもを預けること」に関連していると強
く感じた。（※当日は雪の予報が出ていた） 
最初に小笠原さんから、保育園という子どもの生活の場から
の視点と、保育園の枠を超えて運営する「asobi基地」の両方
から見えた親と子の関わりについてお話頂き、そのインスピ
レーションを元にゲストを交えての対話、ワールドカフェと
いう3部構成でテーマを深めた。 
多くの参加者が家族や社会と調和しながら働きたいと思って
おり、実現の方法は画一ではなく、多様であることに対話を
通して気づかされた。特に、今地域で子育て中の女性にとっ
て重要なテーマであり、今後も対話の中から次のアクション
や、柔軟で多様な課題解決と望みを実現する方法を見つけて
いくことの重要さを実感した。 



 アンケートより 

   項目 内容 

参加者について 参加者40名（内男性1人） ※アンケート回収24名 
  30代 18名、40代 2名、20代 2名、未記入2名 子連れ参加16名（※アンケートベース） 

参加目的 働くことに興味が有り考えたくて／将来育児と働くことのバランスをどう見つけるか、のヒントに
したい／育休中なので／ママや子供への環境を考えるため／子育てしながら働くことについていろ
んな方の話が聞きたい／なかなか子供を完全に預けられていないので、気持ちよく預けるきっかけ
を作りたかった／11月のTWDWのスタッフをしていた。新しい働き方の取材活動をしている。子
供を産んだばかりなのでテーマに興味があった／在宅で働きたいので／そろそろ子供が幼稚園なの
で／子供を預けながら自分の可能性を広げたい／4月から復職しようと思っていたため／自分自身
が今、そのことで悩んでいたから／小笠原さんの保育士としての「預けること」の話が聞きたかっ
た／働きたいけど不安という気持ちが今の気分にぴったりだったので。／復職前に再度働く意味を
考えてみたかったため／出産をきっかけに退職。子供・家族を大切にしつつ、自分のやりたいこと
や目標を叶えていくためにどうしていこうか考えたくて／ 

満足度 期待通り 14名、まあまあ 7名、ふつう1名、未記入1名 

満足度の理由・感想 舞さんや参加された方の話が参考になりました／盛りだくさんのワークがあって穏やかな雰囲気が
とても良かった／小笠原さんの話、子供と向き合う時間の大切さを見直せた／時間が短く残念／い
ろいろな方と話して、同じような悩みを持っていることが分かり、心強くなった／テーマが「預け
ること」から考えるだったので、もう少し預ける働き方・預けない働き方の具体例など聞ければよ
かった／人と話すことにより、改めて自分の考え方を見つめることのきっかけに／地元ママとは違
う話ができ、とても楽しく、学びが多かった／もっと講座（お話）があるかと思った／企業勤めで
育休中の人向けではあまりなかったかな？／小笠原さんの保育士さん目線のお話がとても参考にな
りました。ママたちのお話も伺えて、心が元気になりました／asobi基地の活動を知ることできた
のは大きな収穫でした。たくさんのお母様方の考え・悩み・活動が聞けたのもよかったです 

Polarisよりコメント 働く選択をしている人も、そうでない人にとっても、子どもを預けること、働くに向き合うあり方、
家族や社会との調和で課題や不安を多く抱えている。アンケートからも様々な人と対話する事で自
分なりのあり方に近づいているようです。あり方が多様である今、両立を乗り切る万能スキルでは
なく、自分なりのあり方を考える対話の場が必要だと改めて実感しています。 



【ロコワーキング体験】暮らしを価値にかえる“エンゲージメント・
マーケティング～企業と地域のママたちによるアイデア・ブレスト 

2014年2月4日（火）13:00～16:00 

＜Time Table＞ 

13:00－  インスピレーショントーク  

 [エンゲージメント・マーケティング×地域の可能性] 

13:30－     会場とのやり取り     

13:50－     Break 

14:00－     アイデアブレストの説明 

14:10－     テーマアップ～各企業からのプレゼン
（5min×6） 

14:40－   ラウンド 20分×3回  

15:40－     発表   

15:55－   クロージング 

 

ゲスト：原 裕氏（株式会社メンバーズ 執行役員兼株式会社エンゲージメント・ファースト代表取締役 共創エバンジェリスト） 

参加者数：25名／ロコワーキング、共創マーケティングに興味がある方、多様な視点、生活者の視点 

         から自身のアイデアや資源を磨いてほしい方 

参加費：無料 

主催：エンゲージメント・ファースト株式会社×非営利型株式会社Polaris 



テーマアップ！ 

調布経済新聞×地元のお店の嬉しいサービス 
 

働くママと食事・手間を省いて栄養を取る 
 

「あったらいいな」をカタチにするシンプル家電 
 

クラウド×みんなの心配 
 

“motozake”×新しいニッポン  
 

鳥取野菜×地域おこし×空き家 
 

自由が丘デパートの活用 
 

 



「共創マーケティング・CSVビジネスモデル」  
株式会社エンゲージメント・ファースト原裕氏に 
よるインスピレーショントーク 

各テーマグループに分かれて 
アイデアブレスト 

企業、団体のプレゼン 
前半5テーマ、後半4テーマ 

項目 内容 

参加者について 申し込み16名（欠席5名） テーマアップ 9名 ※アンケート回収11名 
  女性 14名、男性 6名 （子連れでの参加者 3名）  
  20代 2名、30代 7名、40代 1名、50代以上1名 

参加目的 新しい時代の価値を仕事にする考えを学びたかった/自分がどう働くかを考えているので/地域と企
業を繋ぐ事例の勉強に/クライアントにママの意見を届けられるよい企画だと思ったので/いつも出
会わない人と会いたい。企業の方と話ができて楽しかった/企業の人の繋がりができると思った/た
くさんのアイデアをいただきたかった 

満足度 期待通り 8名、まあまあ 1名、未記入 2 

満足度の理由・感想 期待以上でした！楽しかったです/様々な企業さんからの投げかけが有り、これだけの業種との繋
がりを作れる可能性を感じました/皆さんとても積極的でびっくりでした/地元企業が考えているこ
ともきけた/もっとあちこちの方と話をしたかった。またやってもらいたい/新しいアイデア 

Polarisよりコメント テーマアップ企業、団体の方と同じテーブルで対等に話ができる機会は大変貴重なものでした。ヒアリング
やリサーチとは違う、暮らしの目線を取り入れ、一緒に創っていくまさに共創ビジネスにこれからの新しい
もの作りの大きなカギがあると感じました。複数のテーマを同時に行うことで相乗効果もあり、今後もこの
ようなアイデアブレストの場を創っていきたいです。 

 アンケートより 



[アイデアのタネ] 
テーマアップした方々より「
思いもよらない発想が出て新
鮮だった。アイデアを持ち帰
り、さっそく検討していきた
い。」との声をいただいた 



アシュラワーク体験ワークショップ 
自分の資源を見つけよう 

2014年2月4日（日）19:00～21:00 

＜Time Table＞ 

19:00−  ライトニングトーク 

 

19:20−  自分のことゼンブたな卸し 

      ワーク／グループワーク 

      グループで発表 

参加者数：22名／テーマ、ネーミングに興味を持った初体験の方 

参加費：無料 

主催：アシュラワークプロジェクトチーム 

協賛：   



アシュラワークチームとは 

シェアビレッジ 
〜シェアのある暮らし〜 

日本ベジ＆ミート協会 世界に恩贈り 
Pay it forward 

エリアル 
～エリアのリアルを届けるオン

ライン中継メディア～ 

スポーツ×教育
spark 

30歳からの働き方
Reデザイン 

アラシエプロジェクト 
【alaciel】 

アシュラワーク ～きづく×つくる×つ
なぐ～カフェプロジェク

ト 

Share Life 
Project 

シェアでつながる本と人！ 

シェア読書会Shablio(
シェブリオ) 

「社会を変えるチームを創造する」ワークショップか

ら生まれた、新しい働き方の 

ムーブメントをおこそうとしているチーム 

https://www.facebook.com/asurawork 



アシュラワーク体験ワークショップ 

自分の強みや弱みを資源として
働くヒントを探ります。 

 
アシュラワーカーによるトーク 

自分の掘り起こしと、自分の資源を
活かしたチームづくりワークショップ 

https://www.facebook.com/asurawork 



自分の資源を見つけよう 

アシュラワーク体験ワークショップ【報告】 

0 1 2 3 4 5 6 7

20代 

30代 

40代 

50代 男 

女 

参加者属性 

①自分のキャリア（仕事以外も）を各自A4用紙に落とし込み 
②グループ内でシェア（このときネガティブな言葉については言い換えをする） 
③各グループでアイスクリーム屋さんを立ち上げると想定してプランニング（各自の特性を知った上でど
んなチームづくりができるかグループワーク） 

プログラム内容 

感想 

 とっても不思議な体験でした。一瞬にして仲良くなれる時間をつくれたこ
とにおどろきと感謝 

 「アシュラワークをする前段階、準備として自分のリソースを認識するの
が大切」というのはすばらしい視点ですね！ 

 自分のよいところをしっかりと伝えてもらえる機会はなかなかないので、
幸せな気持ちになりました 

 よいところを顕在化させるだけで、それぞれの個性が立ったアウトプット
がでたのは面白く感じました。 

 お互いのよいところ、悪いところをポジティブにとらえて分析することで
仲良くなれたのがいいと思いました 

 楽しくとても興味深かったです。何よりこんなに客観的に自分のよさを教
えてもらえてうれしかったです。 

 楽しかったです！アイスクリーム屋さん、みなさん本当に開業してほしい
し、このチームで開業したい。１人ではできないこともチームだとできる
楽しさが味わえました。 

 人に対してオープンになるとこんなに人を活かすことを考えることができ
るんだと思いました。 

 同じテーブルの皆様がだんだんと打ち解けてくるのが目に見えました。よ
かった。 

 遅れてきたので前半はあまり深堀できなかったのですが、後半は楽しめま
した。強みをコラボするのは楽しいけど難しい。難しいけど楽しいです。 

 周りからのフィードバックが意外に的確でおもしろかったです 

 ワークは楽しかったです 

 ・色々な職種の方、何足ものわらじをはかれていることとであえてよかっ
た。 
・持ち帰れるシートはうれしいお土産！！ 
・色々な人（考え方、感じ方の人）を知り、自分の中の心が広がりました。 

 可もなく不可もないワークショップ。子どもがいたのがよかった。彼らの
体験がすばらしいと思う。場慣れすればすてきな参加者。 

 参加者の方が場を作ってくださったワークになったと思います。つっちー
の引き出しパワーすごい！！ 

 今日は参加者として過ごさせていただきました。人の強み、好きなことを
引き出す・・・ とても心地よい時間だと思いました。ありがとうござい
ます。 

 スキル分析から弱み、強みを見つけるのではなく、その人の性格や経験を
活かして何ができるか？という視点が新鮮でした。明るくパワーのある方
が沢山いました！ 

 人から自分を評価してもらう？論評してもらうことが仕事以外でないので
よかった。 

 期待していた通り、色々な人と会えてよかったです。自分のことも、改め
て客観視できる機会になりました。 

 強み、弱みを知る部分の深いブラッシュアップ 

 それぞれの分野にいて多方面に関係性を築いていきたいという人々の集ま
りだから、その発想力やポジティブな考え方に驚いた。 

当日の様子 
雪の予報も出ており、参加状況が危ぶまれたが予想以上に参加された方が多かった。TWDWとの親和性も
高く、このイベントを知ったきっかけはFBやTWDWのサイト、グリーンズのサイトなどネット経由での
来場が多かった。アシュラワークをするにあたり、大事にしたいことを体験してもらうというのが今回の
主旨だったが、グループワークが非常に盛り上がり、仲良くなって帰られる方も多く見受けられた。 

28% 

24% 
5% 

43% 

正社員 

フリーランス 

正社員&フリーランス 

その他 



cocociの作り方 
～シゴト軸のコミュニティづくり 

2014年2月5日（水）10:00～12:00 

＜Time Table＞ 

10:00－  「cococi」の実践より 

  私たちを支える事業の考え方、実践からの課題、 

  乗り越えるための様々な仕組みづくり 

 

11:00－  質疑応答 

 

11:50－  クロージング 

講師：非営利型株式会社Polaris 代表 市川望美 

参加者数：20名／仲間づくり、場づくり、仕事づくり、コミュニティ運営に興味のある方。 

         働き方の未来に関心のある方 

参加費：1,000円 

主催：非営利型株式会社Polaris 





KEYWORD 

『シゴト軸のコミュニティ創り』 
 

『シゴト』だからこそ、多様＆対等な関係がつくれる 
ゆるやかだけど、本気ではたらくための新しい組織 

いい人材を集め、いい仕事をするための器 
 

人×場×仕事が機能してはじめて「チーム」がうまれる 

人 

仕事 

場 

仕事 × 母 ＝ 「庶務部」  
にはならない。 



（講座を振り返って） 
講義形式のPolarisの事業紹介と、ワークショップ形
式の質疑という２部構成で実施。 
「シゴト軸のコミュニティ創り」がテーマの本講座。
東京だけでなく、千葉、長野、鳥取と幅広いエリアか
らの参加者があり、「地元にどう仕事やコミュニティ
をつくりだすか」というテーマは、全国共通の思いで
あると実感。 
 また、「コミュニティのよさを活かしながら、持続
可能な稼ぎを産み出す」ことへの難しさを感じている
参加者も多く、質問も経営やマネジメントに関する具
体的な内容が多かった。地域に新しい仕事を生み出す
ためにはコミュニティ運営と経営のバランスをどう設
定できるかがポイントとなるようだ。まさに「郊外地
のビジネス生態系」をどう産み出していけるのか、継
続的に知恵とアイデアを集めていきたい。 



 アンケートより 

   
項目 内容 

参加者について 申し込み21名（欠席6名）※アンケート回収13名 
  女性 10名、男性 5名 （子連れでの参加者 3名）  
  20代 2名、30代 6名、40代 2名、50代以上3名 

参加目的 仕事の創り方を勉強したかった/コミュニティの創り方を仕事に活かしたかったため/コワーキング
スペース運営に興味があった/ママ達のMIND改革をするコミュニティを作りたいという想いを形
にしたいと思った/cocociのコンセプトを正しく理解したいと思った。新しく「はたらく」テーマ
に興味があった/以前からcocociに興味があり、どんな考えでこの事業をやっているか聞いてみた
かった/地元・長野でコミュニティビジネスをやりたい/能登でCoworkingスペースを作りたい/
「くらしの場で仕事をするお母さん」が増えて欲しい。そうした働き方をすすめている方のお話が
聞きたいと思った/ママを対象とする「自分の活躍の場」を提供すべく団体を立ち上げています。
勉強になると思い参加/cocociの活動に興味があった 

満足度 期待通り 9名、期待以上 1名、まあまあ 1名、未記入1、その他 1名（新しい発見があった） 

満足度の理由・感想 質問の出しやすいやり方がとてもよかった。みんなの問いにしっかりお答えいただけるのがよかっ
た/知りたいこと、それ以上のことを知ることができた/非常に分かりやすく面白かった/まさに私
がやりたい事/企業に勤めていて感じたストレスやしがらみからもっと柔軟に「その人らしい働
き」ができるんじゃないかと常々思っていた。次は仲間を連れてきたい/とても具体的でした/民間
企業ではなかなかできないユニークな発想で事業をされていることを聞けて非常に参考になりまし
た/遅れて参加したが、次回また最初から参加したい/実例がよくわかった/私がめざしたいまちの
スタイルとこれから関わっていただくことがあるとすれば、それはまだこれからのお話になるのだ
と思う/精神論だけでなく、ハウツー、資金面いろいろ体系的に考えをまとめることができました/
とても参考になりました。「テーブルの真ん中に置く」ってすごく好きですし、共感します 

Polarisよりコメント 参加者の皆さんは、地元に新しい働きかたを産み出そうと具体的に行動されている方が多かったで
す。その分質問なども具体的で、参加者同士の交流も活発でした。終了後1時間程度和気あいあい
とおしゃべりをされたり、一緒にランチに行かれているかたもいらっしゃったようです。また、開
催後すぐにPolarisが主催する講座やイベントに友人を連れて参加されたり、お申し込みをしてく
ださった方もあり、さらに知りたい、シェアしたいと思っていただけたようで何よりです。 



連続講座 まち仕事をつくる 【 虎ノ門 リトルトーキョーの事例より 】 

“やりたいことをチャレンジできる” 場づくり 
 
 

2014年2月5日（水）19:00～21:00 

＜Time Table＞ 
 

19:00－ オリエンテーション 

19:05－   ゲストによる講演 

20:05－ 全体でQ＆Aタイム 

20:30－ ネットワーキング パーティー 

     ・アルコール,スナック用意しています(実費) 

21:30－ 終了 

ゲスト：ナカムラケンタ氏（日本仕事百貨 代表／株式会社シゴトヒト 代表取締役） 

参加者数：51名／世田谷内外のまち仕事に関心のある方 

参加費：無料、申し込み不要 

主催：一般財団法人 世田谷トラストまちづくり 



連続講座 まち仕事をつくる 【 虎ノ門 リトルトーキョーの事例より 】 

“やりたいことをチャレンジできる” 場づくり 

＜概要＞ 

✔ 自身のこと 

・転勤族＝地元と呼べる場所がない。場づくりに興味を持った。 

・建築系の大学へ。実際の設計、ルール、コードのがんじがらめ。 

・自分は、空間を作る前のことから関わりたいのではないか、人と関わり
たいのではないか。 

✔ 「日本仕事百貨」のこと 

・「自ら機会をつくり成長していく」人と場をつなぐ仕事をつくった。 

・いい場所には、いい人がいる。いい人がいる場は、居心地が良い。 

・「やったらええんちゃう！」良い循環が始まる言葉。 

✔ リトルトーキョーのこと 

「地元をつくりたい、顔の見える場所をつくりたい」という想い。 

・目指しているのは「新しい自治」。 

・アクションする。手を挙げた人がどんどん何かを始められる場所。そし
て、それを応援するコミュニティ。 

・理解のある大家。時間と場所を提供する人がいるといい。 

・「市民権」のこと＝義務は「納税」と「ボランティア活動」。権利は
「リトルトーキョーを使えること」。納税は5,000円。市民議会でやりたい
ことの議案をだし、投票。票数に基づいて、資金がもらえる。 

・でも、あまり仕組み化しすぎないようにしている。 

・BID制度のこと＝町会が機能していたときにはいらないかったけど。受益
者負担。お金を出し合った人たちで、決めて進めていくこと。 

・将来的には、働く場所とともに住む場所もつくりたい。 

 

 

参加者：５３名 

 



連続講座 まち仕事をつくる 【 虎ノ門 リトルトーキョーの事例より 】 

“やりたいことをチャレンジできる” 場づくり 

あなたの考える「まち仕事」のイメージは？ 

「まち仕事」を支える、どんな支援が 
 あるといいですか？ 

・その地域にとって、新しい価値観や現象を生むこと。 

・顔のみえるスモールビジネス。 

・住んでいる人、働いている人にとってこのまちは楽しい、 
 面白い、ずっと住みたいと思わせる仕掛けをこしらえること。 

・提供する人、される人という一方通行な関係ではなく、循環する仕組み 

・地域ニーズの調査結果の提供 

・遊休地の時限的な解放 

・スタートアップ時の金銭的支援 

・企業との連携 

・すてきな大家さん情報の提供 

・市民の集う場所の創出 

本日の感想をご自由にどうぞ。 

・「新しい自治」「BID」これからの資本主義の変化を考える良いヒントになった。 

・漠然としているが、未来が明るい感じがした。よくわからないけど、単純にわくわくした。 

・まちに関わる仕事で、お金を集める仕組みはとても興味深い。 

参加者 51名  ＊アンケート回答34名 



二子玉川ではたらき、暮らし、成長する 
～しなやかなワークライフの姿を考える２時間～ 

2014年2月6日（木）18:00～21:00 

＜Time Table＞ 

18:00－ 開会・ネットワーキング（飲み物等を片手に） 

18:30－ 問題提起 

     ・「はたらく」の在り方の変化について～時代は「職住近接」へ～ 

     ・「暮らす」を起点にした新しい地域コミュニティ～二子玉川の事例から～ 

19:10－ 「Co-Lab二子玉川」と「二子玉川ライズ」コミュニティに集う 

      人々の紹介・パネルディスカッション 

20:00－ 中締め、引き続きネットワーキング   

ゲスト：木村仁哉氏・二上映美氏、神村浩平氏、橋本樹生馬氏（以上Co-Lab二子玉川会員）、 

    中川力太氏（二子玉川住民） 

参加者数：20名／職住近接、ワークライフ、地域コミュニティに関心がある方 

参加費：1,500円（軽い飲み物付き） 

主催：Co-Lab二子玉川会員コミュニティ（企画・運営：合同会社次世代創造） 



当日のキーワード 

「仕事の本質」「生きることの本質」に向き合いながら仕事に、生活に、地域に活動 
する登壇者の多さ（「100年以上存続する企業づくり」「長期的に繁栄する社会づくり」

「エコライフモデルの創造」・・・） 

職住近接 

「公」と「私」を分けなく
ても良い 

自然に近いところで暮らし
、働ける 

様々な立場の人との交流・
協働による相乗効果 

「公」（仕事や地域活動等）で
得られた経験を「私」（家庭・
趣味の活動等）で発揮できる 

「私」で得られた経験を「公」
で発揮できる 

街が持つ「美しさ」から得られ
るインスピレーション 

街が持つ「美しさ」のビジネス
への活用 

様々な立場・ビジネスの関係者
が集い、アイデアを出し合って

いる 
アイデアをすぐにビジネスに活

かせる 
「住んでいる地域」との関係の

深堀り 



今回のセッションでの気づき 

評
価
経
済 

貨
幣
経
済 

認知的価値 情緒的価値 社会的価値 

ボランティア 
NPO 

プロボノ 
勉強会事務局 

芸術家 
コミュニティ主催者 

パーティー幹事 
家族の一員としての

役割 

社会起業家 
公務員 
政治家 

右記仕事以外 
の全て 

デザイナー 
芸能人 

スポーツ選手 

モザイク的・パラレル的活動をする個人がオフライン・オンラインの相乗で活躍 
↓ 

その素地が、co-lab二子玉川・二子玉川ライズ界隈でできつつあることを実感 

一般社団法人ソーシャルデザイン長沼博之氏作成資料を参考に作成 

オフライン オンライン 

「キュレーター」 
「ファシリテーター」 
「プロデューサー」 

個々人の「モザイク化」の進行により、一人
数役の「パラレルキャリア」化が更に進む 

個々人は各々のプロジェクトやコミュニティで
オンラインとオフラインで常時つながる 



今後に向けて 

「住みたい街」二子玉川が「住みたい・働きたい街」のモデルとなることための 
ポテンシャルの高さが証明 

全ての人が自分軸ではたらきつづけ、暮らしつづけられるまち、 
二子玉川・世田谷へ 

ハード面の課題 ソフト面の課題 

「ワークプレイス」の横連携（必要な時に二子
玉川利用者が渋谷・都心等のワークプレイスを

活用する。逆も同様） 
地域間モビリティの向上（都心・駅・ 

空港等） 
地域内における他施設（職住遊学・・・）等と

の連携強化 

ネットワーキングの機会の更なる増強 
人材の「パラレルキャリア」を前提としたニー

ズとシーズの地域資源マッチングDBの構築 
地域コミュニティによる、「はたらく」と「く

らす」を合わせた「自治」基盤の強化 
「職住近接」実践者による他地域への展開（コ

ンサルティング、プロデュース） 



ママカレッジ～Locoなシゴトのつくり方～ 

2014年2月7日（金）10:00～12:00 

＜講座内容＞ 

愛着のある場所で、その場所の資源を活かしなが
ら、新しいはたらきかたやシゴトの価値を創って
いくことを、Polarisやcococi、Lococociの実践か
らヒントを得ます。 

自分のフィールドや軸足を確認した上で、今後の
羅針盤ともなるような「自分なりのLocoシゴト」
のプランをつくり、具体的な目標・踏み出すはじ
めの一歩について発表します。 

ゲスト：講師 非営利型株式会社Polaris 代表 市川望美 

参加者数：15名／その場所の資源を活かしながら、新しいはたらきかたやシゴトの価値を創っていきたい人  

参加費：2,000円 

主催： 日本財団ママの笑顔を増やすプロジェクト 



ママカレッジ 

子どもの成長とともに次のステップへ進むママをサポート 

70 

協働：ママ×NPO×企業×行政×日本財団 

ママが学び、ママを学ぶ 



挑戦 

Locoなシゴト 



（講座を振り返って） 
日本財団ママカレッジ×Polarisで開催したプログラムは、「地域なら
ではの価値とシゴトを産み出す方法」という、まさに「ビジネス地で
はない場所でコトを起こし、多様な働き方の時代をつくっていく」と
いうTWDW SETAGAYAのテーマに重なる内容。既存のビジネスを
「地域」に持ってくるだけではなく、そのまちだからこそ生み出せる
サービス、自分たちだからこそ提供できる価値などを見つけるために
は「視点を変えること」が重要。 
 

自分を資源化するためのコツ、アイデアを
「個人向けサービス」「企業向けサービス
」「地域事業者向けサービス」の3方向に磨
く方法など考え方をシェアし、最後は「お
にぎりにどんな価値を産み出せるか」グル
ープでビジネスプランを考えた。なれない
ワークに苦戦する参加者もいたが、自分た
ちの何気ないアイデアを、多様な発想で磨
いていく経験を得て、可能性や手ごたえの
ようなものを感じられたのではないか。 



 アンケートより 

   
項目 内容 

参加者について 申し込み15名（欠席0名）全員 女性 ※アンケート回収12名 
  30代 7名、40代 3名、未記入2名 子連れ参加 6名 

参加目的 子どもがいても社会と関わることを考えたい/いろんなママとの交流を楽しみたい/今まさに地域と、
地域で仕事をつくる段階にてめちゃめちゃ参考にさせていただきました/主婦インターンシップ  
ママカレッジに継続参加していたため/Locoワーク実現のため/TWDWが魅力的でしたし、前回の
ママカレッジもとてもよかった/チームで参加をして吸収したいと思った/働き方を迷っているため 

満足度 期待通り 9名、まあまあ 2名、未記入1 

満足度の理由・感想 期待以上。個人から人が集まることで発揮できるパワーや広がるアイデアを体験できたことがとて
もよかった/ワークのすっきり感、やった！できた！感がある。今日もたくさんのキーワードが自
分に残った/自分を見つめることができ、ためになった/講義もワークもとてもよかった。見ると
やってみるとじゃ大違い！/ワークは、自分の資源化と人の資源を組み合わせることでできること、
発想がひろがって楽しかった/ワークに参加したかったので、参加出来て良かった。自分の引き出
しが少ないなーと思ったりしましたが、それは、逆に言えばよいことで知ればよいと前向きに思え
た/参加型のグループトークや企画出しがとても楽しかった。普段使わない部分を意識した感じが
充実感につながった/想像力がかきたてられた/楽しく興味深い話をいっぱいきけた。グループワー
クも楽しかった/私には難しかったです。刺激を受けました 

Polarisよりコメント 「おにぎりのワーク」では、既存のビジネスの仕組みに精通されている方のほうが苦戦されている
様子が伺えました。プランの精度とは別に、ビジネスとは少し違う視点で暮らしている方のほうが、
のびのびワークを楽しめていたようです。（普段ない刺激だったということもあるとは思います）  
 自由な発想で面白がってアイデアを広げるチーム、こつこつと生活者・当事者として暮らしに根
ざした感覚を表現していくチーム、イベントなど事業を絞り込んでロジックを積み上げるチームな
ど、寄せ集めながらもチームの個性がはっきりと出て面白かったです。 
「ロコなシゴト」は、いかに多様な人たちを巻き込み、何気ないものに価値を生み出すかがポイン
ト。自分たちや事業で関わる多様な人たちに「新しい視点」をもって関わることで、きっと既存の
ビジネスでは産み出せなかったモノ・コトがもっともっと生まれ出るのではないかと思いました。 



まちクエストカフェ～開発者・ユーザトーク～ 

2014年2月7日（金）16:00～18:00 

＜トーク内容＞ 

・店舗にスタンプを設置するなどの特別な用意をしな
くても、記念碑や案内板、パブリックアートなどまち
がすでに持っている資産をそのまま利用したエンター
テイメントを作りたいという思いで作られた「まちク
エスト」がどのようにしてできたか？ 

・プログラマの定年といわれる35歳をとっくに過ぎた
40歳を過ぎた二人のおっさんプログラマーが起業、東
京と沖縄と離れた場所にいながらでも働くことができ
る「株式会社まちクエスト」メンバーの働き方 

・「マンホール」や「東海道」など様々な得意分野を
持ったまちクエストユーザーが語る「まちクエスト」
の魅力 。 

※2/1～2/7の期間中、「ニコタマクエスト」を開催 

参加者数：20名／スマホのレーダーを片手に、まちに隠されたなぞを解く「まちクエスト」に興味がある方   

参加費：無料 

主催： 株式会社まちクエスト 

協力：非営利型株式会社Polaris  







＜期間限定フィールドゲーム＞ 
「ニコタマクエスト」 スマホで謎解きに出かけよう 
～二子玉川を楽しむ”まちクエストラリー” 

2014年2月1日（土）～7日（金） 

＜ゲーム内容＞ 

「まちクエスト」は、スマートフォン上のレー ダー
を頼りにクエストを探し、隠された謎に答えてクエス
トをクリアしていくフィールドゲームです。クエスト
探しを通して、普段は足をはこぶ事のなかった場 所
を訪れたり、今まで気付かなかった新しい発見につな
がる事も。参加者がいる全ての場所がまちクエストの
舞台です。 

 

二子玉川駅周辺の現地に行ってこれらクエストをすべ
てクリアしてきたあとに、ゴールの二子玉川ライズ・
オフィス8F カタリストBA セタガヤ庶務部 ブース
内に来ていただければ、特典があるかも!?  

参加方法：iPhoneまたはAndroidスマホで「まちクエスト」webサイトからニコタマクエスト 

     （初級編）or（上級編）にアクセス 

参加者数：期間中2つ合計で20名程度 初級編はほぼ全員クリア 

参加費：無料 

主催：株式会社まちクエスト 



連続講座 まち仕事をつくる 【 社会起業家支援の事例より 】 

“まち仕事を支える” 仕組みづくり 
 
 

2014年2月7日（金）19:00～21:00 

＜Time Table＞ 
 

19:00－  オリエンテーション 

19:05－    ゲストによる講演 

20:05－  全体でQ＆Aタイム 

20:30－  ネットワーキング パーティー 

      ・アルコール,スナック用意しています(実費) 

21:30－  終了 

ゲスト：佐々木健介氏（NPO法人 ETIC.インキュベーション事業部マネージャー 社会起業家イニシアティブ等を担当） 

参加者数：43名／世田谷内外のまち仕事に関心のある方 

参加費：無料、申し込み不要 

主催：一般財団法人 世田谷トラストまちづくり 



連続講座 まち仕事をつくる 【NPO法人 ETIC. 社会起業家支援の事例より 】 

“まち仕事を支える” 仕組みづくり 

＜概要＞ 

・ETIC. １９９３年設立。今年２０年目。中心軸は、日本に挑戦を増や
す、そのための生態系をつくること。 

・企業NPO行政のセクター論ではなくて、人の生き方暮らし方働き方が変
わっているという延長線上で、ソーシャルビジネスを捉えている。 

・組織に依存せず、力をつけて自立したい人が増えている 

・自分の想いと仕事の距離を近づける。自分の想いに正直に仕事を転職し
ていく人も増えている。 

・社会も地域も、家族も自分も持続可能にしていくことを考えている。子
育てしながら、フロントでいい仕事する人いる。 

 

・まち仕事というと事業型NPO、組織化されることが最終ゴールとしてイ
メージされがちだが、ボランタリーでも継続したモデルになればよいので
はないか？これもひとつのゴール。 

・別に本質で飯を食べなくてもいいのではないか、契約ベースでお金を
とって、コンサルティング、アウトソーシングうけるとなっていても良
し。そのほうが、これを無理やり継続させなければいけない、という力も
いらないし。結果的に、どこかに転職して、その軒先でサービスでやる、
という落としどころもある。どういう状況をつくりたいのかによって変
わってくるものである。 

 

・自らの問題意識を大事に社会に働きかけている。これはとても大事。そ
の活動、事業がどういう風になったらよいかには答えはない。だからこ
そ、その活動の中心にいる人がこうしなければならない、ということが大
事。その人の問題意識を大事に事業を動かす。 

 

 

 

 

 

※写真…NPO法人ETIC.ホームページより  



連続講座 まち仕事をつくる 【 社会起業家支援の事例より 】 

“まち仕事を支える” 仕組みづくり 

あなたの考える「まち仕事」のイメージは？ 

「まち仕事」を支える、どんな支援があるといいですか？ 

・地域の人が主役 

・街の人が自分の出来ることを自分のできる範囲でやっていること 

・楽しい新しい「村」のイメージ 

・「こうだったらいいのに」に貢献できる仕組みづくりをすること 

・きっかけ、気づきの場、いろいろな人と交流できる場。 

・専門家による支援、定期的なチェックを受けられる機会。 

・持続可能なお金だけでなく、人の支援も必要。 

・たいそうなことではないけれど、何かしたいという人を 

 巻き込むこと。 

・事業性を高めていくための様々なつながり、スキルを伝授 

 してくれる人・場。 

 

本日の感想をご自由にどうぞ。 
・行政もメンターとして一緒に考えるスタンスが大事だ。 

・まさに、自分たちの置かれている状況そのものだった。仲間づくりを 

 することで、どんな場所にしたいか夢を具体的に語り合うところから 

 スタートしている。 

・NPOは想いがあってもうまく進行しない。活動にはチェックをして 

 くれるメンターが必要。 

参加者 43名 
＊アンケート回答25名 



＜地域における多様な働き方総合案内所＞ 
     セタガヤ庶務部×パソナ×世田谷産業振興公社 
                      期間限定ブース出展 

2014年2月3日（月）～5日（水）11:00～16:00 

＜ブース内容＞ 

セタガヤ庶務部って何？どういう仕事をしている
の？という方にTWDW SETAGAYA開催に合わせ
て2/3～2/5の期間限定で説明、仕事展示ブースを
カタリストBAに出展します！ 

 

また、株式会社パソナ、世田谷区産業振興公社の
協力も得て、子育て女性のアウトソーシング、在
宅勤務紹介、事業助成等の相談、説明を行いま
す。 

参加者数：3日間40名（1回に長く面談）／随時参加可 

参加費：無料 

主催：非営利型株式会社Polaris 

協賛：株式会社パソナ、世田谷区産業振興公社 



子どものいる暮らしの中で 
新しい働き方を探している人には 
「セタガヤ庶務部」を！ 

職場実習（インターンシップ）に参加して 
自分のペースではたらく勘を取り戻し、復職を
めざす人には 
「中小企業新戦力発掘プロジェクト」を！ 

フルタイム、パートなど具体的な求人を探し
ている人、再就職に向けてしごと相談やカウ
ンセリングをしたい人には「世田谷区 三軒
茶屋就労支援センターおしごとカフェ」を！ 

 

「しごと」ではなく、 
「はたらき方」の提案を！ 

 

開催期間中 のべ40名以上の来場あり 
実際にセタガヤ庶務部への登録やインターンシップへ参加、カ
ウンセリングを受けて仕事斡旋へと新たな一歩へ繋がった 

～参加者の声～ 
それぞれ話を聞くことでHintを得
ることができ、より多様な 
「はたらき方」を考えるきっか
けとなった。 




