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〈世田谷の産業のミライに向けて〉 

世田谷の産業の活性化と地域経済の持続可能な発展に必要な取組や 

拠点の在り方について  

 

【パネルディスカッション要旨】 

〈吉田氏〉 

今回のパネルディスカッションは「世田谷の産業の活性化と地域経済の持続

可能な発展」というテーマで開催する。このテーマに関して、アイデアや必要な

取組を伺いたい。 

先ほど納屋課長から説明があった通り、世田谷区内産業における売上げの減

少や、新型コロナ禍の影響といったことで、世田谷区の地域経済も大きな転換期

を迎えている。世田谷区の産業活性化や地域経済の持続可能な発展を見据えた

際の現状で感じている課題や、今後持続的な発展に向かっていく際に何が重要

になるかという点などについて話を伺いたい。 

産業振興基本条例の改正に携わる立場から、長山先生からどういった課題認

識を持たれているのか、どういったことが地域経済の活性化に重要になってく

るのか話を伺いたい。 

 

〈長山氏〉 

 コロナ禍で多くの事業者が大変困難な状況に置かれているという説明があっ

たが、これは全国的な傾向。私も中小企業の景気動向のＤＩ調査をやっているが、

同じような結果となっている。ただ、業種別・地域別でかなり差がある。世田谷

区に関しては飲食業や小売業などの生活関連の産業が主になるため、今回影響

が大きかった。 

産業振興基本条例に関しては、アフターコロナやウィズコロナといった今後

１０年を見据えた理念の条例であり、世田谷区として今後こうあるべきといっ

た方向性を示した。キーワードはＳＤＧｓをいうまでもなく持続可能な発展で

あり、その発展というのはいわゆる経済的な価値のみならず社会的な価値も両

立させていくという点がポイント。特に最近では、営利・非営利の境界が曖昧に

なってきており、また公共セクターがやってきた公益と、営利企業の私益、そし

て共益があり、これまで三者がセクターごとに成り立ってきたが、セクター間の

壁もなくなってきている。社会的経済セクターは、単なる市場の失敗や政府の失

敗を補完するものではなく、まさに１０年後を見据えた未来の社会の組織（アソ

シエーション）となる。世田谷区内にＮＰＯは５００ほど存在するが、市民の自

立・自発的な活動・運動が活発であるため、そのようなものも活かしていこうと

いうのが条例に含んでいる。条例ではそうした形で区民を主役に考えている。 
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本日は、ものづくり学校に関するテーマということで、創業支援からビジネス

よりの話になると思うが、世田谷区の場合はフリーランスや個人事業主が多く

いるため、生活者の視点からも社会課題の解決を地域で自ら解決していくとい

ったこともあっていいのではないか。 

 

〈宮本氏〉 

 国の視点で重要という全国一律の話をするよりも、世田谷区の産業を考える

際には、納屋課長の示した区内産業の分析が有用であると考える。地域ごとにお

ける創業支援策や、産業政策、もっと広く言うと市区町村をどうするかというこ

とは、各々の自治体によって異なる。 

本日の話を聞いていると、世田谷区はイメージ通り生活者に近い産業が強い

結果になっている。世田谷区の産業の発展においても、先ほどの長山先生の話に

もあったが、生活に密着した産業がより重要になってくるのではないか。生活に

密着した産業をどうするかについて、既存で頑張っている事業者がさらに頑張

っていくということも必要である一方、既存の事業者が実施している事業以外

で、区民の生活が良くなるというものがあるのであれば、その差分を起業・創業

政策として補うことも同時に必要になってくるのではないか。 

自分たちが置かれている状況を見ること、次にそれを踏まえて何が足りない

かをもう少し具体的に見ていくこと。起業・創業については何が区として足りな

いのか、区としてそれが分かれば、１０年後に向かってどう推進していくのかも

見えてくるものかと考える。 

 

〈保坂区長〉 

 世田谷区には９２万人の人口があり、多くの事業所がある。区の経済産業部に

は主に工業・ものづくり・雇用促進課、商業課、都市農業課の三課があり、５０

年前の農業・商業・工業の枠組みで取り組んできた。３つの産業は重要であるが、

世田谷区の産業や雇用の一部であるということであり、とりわけＩＣＴ・情報技

術関連が非常に収益率が高い等の報告がされたが、この分野において世田谷区

内にどのくらいの事業所があるのか、去年何社生まれて何社消えたか、というこ

とについては残念ながら明確に把握していない部分がある。一方、商業や工業に

ついては、例えば、どこの商店街の出店数が多いかや、商店街の中でも若い世代

の出店で回復し勢いづいている、あるいは高齢化が響いてシャッターを下ろし

ている店舗が増えた、ということは明確に分かる。SETAGAYA PORTという

事業を昨年から開始しているが、実際に現状を掴まないと本日のテーマに関し

てしっかり展開できないと思うので、どうやって把握していけばよいかについ

て、パネリストの皆様にヒントを伺いたい。 
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 世田谷区は住宅都市である。その中で、福祉系サービスの発展がこの１０年間

著しい拡大をみせた。例えば保育園にしても数が２倍になった。当然、保育士も

園に２０人、３０人と必要であり、雇用が生まれている。また、放課後学童など

の民間サービスも出てきた。高齢者福祉・介護については言わずもがなである。

認知症の方だけで世田谷区で認定を受けている方が３万人台、軽度の方も入れ

ると５万人近く認知症の方がいる。その背後には認知症を心配しているご家族

がどんなに少なく見ても十数万人いて、そのうちサービスを利用している方が

半数だとしても相当数の人たちが高齢化社会の中で動いている。この分野は縦

割りでやってきたが、縦割りでは間に合わなくなってきている。サービス需要の

絶対数は拡大し続けている。そうすると、横串を刺した形で地域住民が事業体を

作りながらお互いを支えていくような新しいコミュニティの形が必要。個人的

に発表の場を設け、個人で子育て広場を作ったり、あるいはお店や古民家を改修

して開店したり、そういった人たちに発表の機会を提供するイベントを続けた

ことがあるが、一つ感じたのは、登録しきれないくらいに次々とプレイヤーの人

たちが出てきたことが世田谷区の可能性だと思う。ただ、この中で新しい芽を完

全に見える化し、きちんと掴んで絞り込んでいくところには課題を抱えている

面がある。 

 

〈吉田氏〉 

 創業・起業などの新しい産業・事業を作っていこうという話と、既存事業をど

う盛り上げていくか、といった大きく 2つの視点があった。 

最初に、起業・創業について深く話を聞きたい。保坂区長の話に合ったように、

自分たちでやろうとするプレイヤーが多いことが世田谷の特徴ということは、

私自身も三茶ワークというコワーキングスペースを運営しながら感じていると

ころ。ただ、そこからいきなり起業・創業をしていこうということはハードルが

高く、実施できる人はいるものの、そこまで踏み切れない人も多いことは、私自

身の実体験として感じている。 

区の中で起業・創業を増やしていく、盛り上げていくことを目指していく場合、

どのようなことが大切になるか、もしくは全国的に見たときにこういった取組

が重要ではないか、といったアイデアや視点があれば伺いたい。 

 

〈宮本氏〉 

 いきなり起業・創業というのは難しい。時間軸が長い話をすると、社会に出る

までに色々な選択肢を知ることが必要だと考えている。例えば中小企業庁では、

高校生を対象とした起業家教育事業を行っている。そこでは出前事業として、経

営者がどういうことを考えて起業・創業したのか、どういう風に悩んだのか、と
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いった話を高校生のうちから伝え、こういった経験があるんだということを理

解してもらっている。または、実際に起業家教育プログラムをやってみて、高校

生のうちから起業・創業するというのはどういうものなのかを学んでもらうこ

とは、時間軸を長めにとった場合には有用だと考える。というのも、起業・創業

をしようとしても、イメージがない、身近なところに起業家がいないことで、職

業選択をする際に雇われることだけが選択肢になることが現状では多いと考え

られる。全員が起業に向くとは限らないが、起業・創業が身近になるような経験

を相対的に若いうちからすることによって、選択肢を増やすことは有用である。   

実際に日本の開業率の国際比較をすると、例えばイギリスやアメリカと比べ

ると、開業率は低い傾向にある。開業率を因数分解したときに、日本の場合は起

業・創業しようと思う人の率が低い。言い換えると創業無関心層の率が多い。一

方、データ上では、一旦創業しようと考えた人が実際に創業する割合は諸外国と

比べても低くない。したがって、起業・創業とはこういったものだということを

若いうちにインプットすることは有用なこと。その後での様々な起業・創業の支

援、例えば、伴走型支援も必要になるが、１０年後のビジョンを実現するという

ことであれば、もう少し前段階に着目したことをやっていくということも大事

になると考える。 

 また、起業家教育を通じて、自分が解決したい課題は何か、そのために必要な

リソースは何か、手に入れるためにはどうすればよいか、ということの体験も一

通りできることになる。この体験は、起業・創業に限ら、自らオーナーシップを

持って何かを創っていく時でも有用だと考えている。起業・創業だけを目的とす

るのではなくて、起業家マインドを身につけるという意味で幅広い人に起業家

教育を体験してもらうことがよいのではないか。 

 

〈吉田氏〉 

 国レベルで実現していく施策と、世田谷区のような地方行政レベルでやって

いくという大きく 2 つを踏まえたときに、地方行政レベルで創業を増やしてい

く場合に重要な点を伺いたい。 

 

〈宮本氏〉 

国の事業は全般的・最大公約数的な点を実施するため、例えば起業家教育につ

いても全ての高校で支援を実施することは難しいことから、方向性を示したり、

マニュアルを作成するということで事業を実施している。 

 一方、基礎自治体は、実際に暮らしている方の顔が見えるのが強み。例えば、

国が作ったプログラムがあれば、世田谷区なりにカスタマイズして使用するな

ど、国の事業を血が通ったものにすることについては、基礎自治体によって進め
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るほうがより実態に合ったものになる。事業の使い分けをしつつ、国が実施して

いるもので乗れるものには乗り、区民の顔を見ながら実施するものがあれば区

で補いつつ進めていくと、互いに補完関係になって良い。 

 

〈長山氏〉 

 現在、駒澤大学で取り組んでいるラボラトリーは、創業の無関心者層が日本に

は７割ほどを占めており非常に多いということで、まずは関心を持ってもらう

ことから開始し、関心を持ってもらった後に創業に対する希望、準備という形で

ステップアップしていく。創業の準備段階まで来れば既存の創業支援機関や金

融機関がサポートを行う。世田谷区においては、段階的な支援ができる、創業の

ためのネットワークは出来ている。 

 そもそも創業が意識されたのは１９９０年頃からである。それまで中小企業

は多く存在し過当競争しており、まとめて近代化ということを戦後から高度経

済成長期まで実施してきた。９０年代になり、開業率と廃業率が逆転し、創業に

対する問題意識が出てきた。なぜ創業が減ったのかというと、安定した「雇用」

の受け皿があったからである。１９８０年代に日本的雇用慣行という言葉にあ

る通り、学生の新規一括採用で雇用されるのが当たり前になり、自分で事業を起

こすよりは雇用という道が一般化していった。それ自体が悪いわけではなく、例

えば、発展途上国などでは起業率が異常に高く、これは起業しかできない、要す

るに、雇用できる大企業や安定的な職場がなく、自らが窮迫的に自立するしかな

いということ。戦後復興期の日本がそうであった。９０年代以降のバブル経済が

はじけた後、国としては経済成長の担い手として、ダイナニズムを取り戻す上で

担い手を創出したいという観点で創業に力を入れてきた。しかし、残念なことに

中小企業庁がいう創業とはベンチャー企業であった。改正中小企業基本法

（1999年）においても「創業・ベンチャー支援」となっており、結局、経営革

新のための担い手としての中小企業、いわゆるベンチャービジネスのための創

業支援であった。シリコンバレーのモデルを横目に見ながら、ベンチャービジネ

スの支援を行うことによって国として経済成長をしていく、ベンチャー起業＝

創業となってしまった。ベンチャーというのは１,０００のうち３つしか成功し

ないと言われ、ハイリスク・ハイリターンである。創業と言えば、リスキーなベ

ンチャービジネスを創業するという捉え方が国民に定着してしまった。この創

業支援を３０年やってきた。そうなると、若い人にとって、ベンチャーの社長は

特異・特別な人であり、普通の人はサラリーマンになったほうが良いというキャ

リアパスが一般化した。 

 中小企業庁が「小さな起業」ということを３，４年前から言い始めた。女性や

高齢者を含めて「小さな起業」を多く作っていくことが、経済成長だけではなく
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て、社会的課題を解決するという意味においても良い。それは、国レベルではな

くて、基礎自治体レベルの地域でやっていったほうが良いのではないかという

ことから、地域のプラットフォームを作るという点で駒澤大学ではラボラトリ

ーということに取り組んでいる。 

 国の行っている話と基礎自治体が行っている話をうまく役割分担を持ってや

る必要がある。世田谷区で全くベンチャーはいらないのかという話については、

東京都がユニコーンを創出していくということはあるが、世田谷らしいベンチ

ャーという形があるのではないか。それがグリーンである。世田谷らしいベンチ

ャービジネスというのもあっていい。 

ターゲットを決める産業政策――農業や商業、工業のような特定の産業を振

興する産業政策は古く、今はミッション型（課題解決型）の産業政策に取り組ん

でいくのであって、自治体は自治体として、世田谷は世田谷としての課題設定を

した産業政策があるのだろうと思う。 

 

〈吉田氏〉 

 世田谷区では、旧池尻中跡地という場を使った取組の検討をしている。これに

関連して、「場」の重要性について考えを伺いたい。 

 

〈宮本氏〉 

  「場」は重要か重要でないかといえば重要。ただし、単に「場」があればよ

いわけではない。「場」が物理的なハードを指すのであれば、実際に「場」が機

能するにはハード（場）とソフト（場で何をするのか）の両輪が必要。例えば、

インキュベーション施設を作る際に、単に場としてのオフィスやラボの代わり

になるのではなく、例えば、入居者が技術は詳しいが経営に詳しくないのであれ

ば、経営に強い人をインキュベーションマネージャーとして配置して相談に乗

るなどの互換関係的仕組みが必要。 

「場」をつくる際には、そこで何をしたいか、１０年後どうなりたいか、その

姿から逆算して必要な機能を考えて「場」を作り、「場」にあったソフト的支援

を作っていくべき。「場」をこれから改修するのであれば、「場」を使ったソフト

事業を想定した「場」づくりができるチャンス。何をしたいのかという点から逆

算した設計が必要になる。 

 

〈長山氏〉 

「場」の理論においては、「創発」がキーワード。リアルな場とサイバーな場

を相対的に比較して考える必要があるが、リアルな場としてものづくり学校が

念頭にあると思うので、そこで「創発」ができるような仕組みが必要。「場」で
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は、多くのアイデアが出てくることが必要であり、一定の数の人、繋がりが必要

となる。従前のように大企業が物を作って流通し、販売するといった直線的なビ

ジネスモデルではなくなっていく。全てがプラットフォームビジネス化してい

て、繋がりをどうつけていくか、共感をどう持ってもらうか、共感を持ってもら

う人さえ集まれば、そこからビジネスが生まれる。ビジネスの価値として、繋が

りを多く持つことそれ自体が重要だと言われている。そう考えると、ものづくり

学校において如何に繋がりを持たせるかが重要になる。繋がりはよく「近所付き

合い」と「遠距離恋愛」に例えられる。要するに、いつも同じ安心感のある近所

付き合いだけだと同質化してしまい新しいアイデアが出ないので、異質な遠距

離恋愛をしてオープンに外部の人たちを入れていくことが重要。 

世田谷は多様性や異質性があるためアイデアが出やすいが、地方は繋がりの

数も少なく、クローズドになってしまうなど難しい。いかようにもできるのが世

田谷の特徴。ただ、区長が言うように、顔が見えなくなってきてしまうため実態

把握が大事になる。 

 

〈保坂区長〉 

 若林小学校の跡地に教育総合センターがオープンした。小さな子どもが遊び

に来るレベルから、ラボ、教員の研修、区職員の研修があり、そこで大学や企業、

地域の学校とのコラボレーションなど縦横無尽の組み合わせが可能という仕立

てになっている。教育相談のように常時実施していることもあるが、世田谷にあ

る資源をしっかり活用していこうということで始まっている。 

例えば、区単独の事業ではないが下北沢の再開発計画の件がある。再開発だが

周辺の街と波長を合わせて全く無関係な商業施設を建てるのではなく、下北ら

しさということで、他の地域にはない温泉施設やインキュベーション支援など、

様々な施設を連坦させて 1，8キロ歩いて散歩できるようになった。京王・小田

急の線路跡地だが、京王線の土手があったところにも３月末に「ミカン下北」と

いう施設が誕生し、店舗も入る。私鉄沿線のまちづくりと一線を画したキャラ立

ちをしている。実際に店舗を選定したり商業施設を選定するのは鉄道会社だが、

根底にあるものとしてワークショップなど鉄道会社も入り 100 回～１５０回

重ねてきた。下北についてそれぞれ違う立場から、どんな思いを持っているのか

を理解しながら、壊した上で関係ないものを作るという再開発ではなく、あるも

のを活かしてより価値を発信していくことで何かできないかということで考え

たもの。 

ものづくり学校もこれまで知られてきた施設。当初インキュベーション施設

として作られ、そこに入居した企業の中には相当成長した企業、みんな電力（現

UPDATER）などもある。ゼロからの出発ではなくて、1７年取り組んできて、
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耐震性能の問題もあり、一度再整理して事業のあり方なども皆さんのアドバイ

スを得ながら、新しく刷新していこうというものである。 

世田谷区の中で把握しているニーズが福祉関係や幼児教育など多くある。そ

ういった分野で、プラットフォーム化していくのが大企業の特質という話があ

ったが、まさにプラットフォームとして様々な企業体や個人が刺激し合いなが

ら、先端的な価値を作り、技術を磨き、次世代の子どもたちも触発されたり、驚

きや学びがある場になっていくと良いと考えている。 

 昨日、「六方よし経営」という本を読んでいた。売り手よし、買い手よし、世

間よし、で三方よしとよく言われるが、そこに作り手よし、地球よし、未来よし

の３つのよしを加えて六方よし。非常に面白いチャレンジをしている小さな商

店や企業が紹介されている。読んでいて思ったのが、やはりゼロから出発した事

例よりは、父の代の事業を承継して一生懸命工夫してやっているという事例が

多かった。区内の挑戦者も元酒屋の店舗をどう活用するかといった点からスタ

ートするなどが多かった。世田谷区で一番障害になるのは、店舗を作ろうとして

も高すぎるということ。賃料がバリアになっていると思う。スペースを持ってい

て意欲がある人たちが仲間を作ってやれるような方向性を目指したいというこ

ととで、昨年、国会で成立した「ワーカーズコープ法（労働者協同組合法）」だ

が、みんなが出資して共同で経営するスタイルの事業体を法律上正式にできる

ことになった。これは福祉や様々なサービスの展開の中で使えるのではないか

とも思う。 

 

〈吉田氏〉 

 次に世田谷の既存産業・事業をどう盛り上げていくか？という点について伺

いたい。世田谷の産業を担っている既存事業者の成長、更には地域経済を持続可

能な形で発展させていく、という観点で課題や重要になる点は何か。 

 

〈宮本氏〉 

 事業承継はゼロから事業を作り上げるのではなく、先代が事業で培った資産

やビジネスモデルを有効活用できる。先代が今までのビジネスモデルで作り上

げてきたものをそのまま使うのではなく、今から起こりうる変化をうまくマネ

ジメントしていくことが必要。 

自分たちの企業を今までのビジネスモデルと違ってどういう風に時代に合わ

せていくのか、絶えず世間のニーズやマーケットのニーズに合わせていくとい

うことも必要になってくる。先代から資産やビジネスモデルを引き継ぐのは有

利な面はあるが、そこに甘んじていると置いて行かれることもあり、新しい取組

との両輪が必要になるのではないか。 
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〈長山氏〉 

 ネットワーキングといった点でいうと、必ず「構造上の穴」ができるといわれ

ている。簡単に繋がるというのが難しいものもある。既存産業と新規産業も一般

的にはそう言われており、世田谷などの多様性のある都市とは違って、地方は如

実にそれが出てくる。新しいことをやろうとする新規の事業者と既存の産業で

やっていた事業者は、そう簡単には繋がらない。仕掛けがないと繋がらない。営

利・非営利も同じであり、最近この境界がなくなったという話もあるが、そこに

は触媒になるような、接着剤になるような媒介が必要。セタカラーでは三茶ワー

クカンパニーが媒介の担い手になっているが、中小企業と地域経済の間の穴に

は、協同組合を含む社会的経済セクターがその役割を担うことになる。「ワーカ

ーズコープ法」施行を機にして、小さな協同労働がたくさん生まれる場を作ると

いうのも面白い。広島では多くの小さな協同労働が生まれている。このようなこ

とがものづくり学校でなされても良いのではないか。 

 

〈吉田氏〉 

 「起業、創業を促進していくにあたって、ソフトコンテンツが大事かと思いま

すが、あえて拠点としてのハード的な常設の場所が必要なのでしょうか。」や、

「世田谷区ではどういった産業をこの拠点で育てていくことが効果的でしょう

か。」という質問が来ている。今回校庭の使用も想定されているが、公共の場を

持つことが起業・創業に対してどういったメリットがあるのか、効果的なのか、

について意見を伺いたい。 

 

〈保坂区長〉 

 100％ゼロから組み立てるではなく、これまでの１７年の集積がある。例え

ば、よく知られているパン祭りは、ものづくり学校があって、地域の地元商店街

の発案から全国よりパン店が集結するフェスティバルとなった。子育て関係の

イベントも数多く行われてきた。１７年前は、三茶ワークカンパニーが運営する

ようなコワーキングスペースも少なかったと考えるが、現在は、下北沢だけでも

小田急・京王が大規模なコワーキングスペースを作っていたり、信用金庫もコワ

ーキングスペースやインキュベーション拠点を作っている。登記ができて事業

立ち上げができる場は徐々に拡充されている。他方で、ものづくり学校等で、大

勢の方が行き交う・クロスする、その中で他分野・異分野の色々な技術とか、あ

るいは新しい展開をしている事業を実際に担っている人が、ものづくり学校を

活動の拠点にしていただくことで、様々な化学反応が起こる。ものづくり学校の

次の展開により、これまでなかったサービス・技術が生まれたというようなこと
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を起こすだけでなく、発明・発見といったクリエイティブな場にしていくことに

よって、子どもたちに良い目標、世の中こんなに面白いのかと思ってもらえるよ

うな場にしていきたい。場所は世田谷区の真ん中ではないが、そのような計画を

検討している。 

 

〈長山氏〉 

 ものづくり学校に関しては、全国的にも注目を浴びた成功事例の存在。何が成

功かというと、ベンチャービジネスを創出するようなインキュベーション施設

ではなくて、世田谷の地域経済を踏まえた地域の実態に合わせた形の創業が生

まれていたということ。最初のコンセプトが良かったと思う。「ものづくり」だ

と工業と思ってしまうかもしれないが、「デザイン」を全面的に出していた。デ

ザインというのは芸術的なアートというものでもなく、ビジネスというもので

もなく、アートとビジネスを繋ぐような役割としてデザインがあり、デザインと

いうところで経営をしていくことも注目されるわけで、世田谷らしいクリエイ

ティブな事業者が多く生まれてきた。その人たちが外に出ていき、商店会の取組

や観光資源という形にもなってきている。 

ものづくり学校がこれまでやってきたことは、方向性としては間違ったもの

ではなかった。したがって、ゼロから作るというのではなくて、これまでの蓄積

を必ず活かしてもらいたいと思うが、校庭などより広く活用できる形になるな

らば、「池尻の」ではなくて、「世田谷区の」施設になることが大事。ものづくり

学校といえば池尻にあるとなるが、先ほど場所というのは繋がりが大事で、繋が

りがあるのはある程度の顔の見える範囲になってしまうと言ったが、そうする

とどうしても池尻のコミュニティ、池尻の起業家コミュニティになってしまう。

よって、それを波及させていく仕組み、例えば世田谷６大学でプラットフォーム

事業などもやっているが、ちょうど大学がバラついているため、ものづくり学校

と６大学の連携やサテライトキャンパスという形で、むしろものづくり学校が

池尻からどんどん出て行って出前授業をやるなど、世田谷全域に波及させてい

くことが９０万人都市という広い世田谷においては大事であると思う。 

 

〈宮本氏〉 

 長山先生が言われた仕掛けがないと繋がらない、触媒になるものが必要とい

う点については、その通りだと共感している。ハードなしにソフト事業だけを行

うのであれば、「場」も必要ないしオンラインでできるので良いと思う一方、元

となるところがないと活動がしにくいことも考えられるため、リアルで集まる

「場」も大事。場が必要か不要かという二元論ではなくて、オンラインツール等

のデジタルの力とリアルの「場」の力の強みを理解した上で、「場」づくりが必
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要なのではないか。 

 1７年の歴史の蓄積を力にしていくことが大事。「場」があることが目的なの

ではなくて、そこで何が生まれるか、「創発」を生み出すためにどういう機能が

必要なのかを考えたときに、拠点ありき、物ありきではなくて、「場」を使って

何をしたいのかということを考える必要がある。目的と手段を入れ替えないこ

とが重要。 

 

 

以上 


