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東京急行電鉄株式会社 課長補佐 

大学院で都市計画を学び、東急電鉄に入
社。2014年からは二子玉川ライズが完成
した後の街づくりとして、人と情報のコ
ネクションポイント「カタリストBA」、
「TOKYO ART FLOW」などのアートイ
ベントやセグウェイツアーといった、新
技術や都市の公共空間の活用などの社会
実験やイベントなどを手がける。

ファシリテーターとグラフィックファシリテーターの紹介

株式会社BIOTOPE CEO / Chief Strategic 
Designer　 

イリノイ工科大学Institute of design修士
課程修了。P&Gジャパンでブランドマー
ケティングを行い、ソニー株式会社にて
グローバルエスノグラフィープロジェク
トの全社導入を担当したのち株式会社
BIOTOPE設立。生態系、コミュニティと
いう環境をデザインすることに興味を持
ち、企業や団体のイノベーションをプロ
デュースする仕事を行なっている。
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小林乙哉 
ファシリテーター

佐宗邦威 
ファシリテーター

川崎未結 
ファシリテーターアシスタント
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松浦桃子 
グラフィックレコーディング



本日のスケジュール
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イントロダクション
TAMA X Citizen Labについて/プロセス, ゴール, タイムスケジュールの共有
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TAMA X Citizen Labについて

TAMA X Citizen Lab（タマクロス シチズ
ンラボ）の第１回で正直ドキドキです。多
摩川流域という一つのテーマで皆様とディ
スカッションをして、それだけで終わらせ
るのではなくて、社会思想や具体的なア
クションにつなげていきたいと考えていま
す。 
　 
まずは東急電鉄としての背景を話させてい
ただきます。東急電鉄が４月に発表した中
期計画では、今までやってきた街づくり
から少し方向展開をして、それぞれの地域
にあった街づくりをしていこうという大き
なメッセージがありました。今回議論し
たい多摩川流域も東急電鉄としては重要な
場所になると考えているので、ここの将来
像をしっかり考えていきたいと思っていま
す。これまでの街づくりでは「都心に働く
場を作って郊外に住む場所を作る」とい
う都市構造で需要をとり、東京首都圏で
のライフスタイルの一役を担ってきました。
しかし現状は、無駄が多い都市構造にな
り始めていて、住む場所の魅力がなくなっ
てきているのも課題になっています。 

これからは、それぞれの地域が自律的に
なり、それぞれのライフスタイルが一定程
度その地域で完結する形(自律分散型の都
市構造)が魅力的になってくると思いま
す。今日議論したい多摩川流域は、沿線の
中でもそういう意味では注目されていない
のですが、未来を考える上で一番価値が生
まれやすいと考えています。 
　 
2 0 1 0年からCCC（C r e a t i v e C i t y 
Consortium）は、色々な企業さんと一緒
に街づくりするための研究会として８年間
活動しています。この研究会の１つのアク
ションとして、今年から「多摩川流域の街
づくり勉強会」として将来図を考え始めま
した。そして７月に議論を通してTAMA X
というプロジェクトを立ち上げました。都
市と自然の両方あるエリアとして、社会実
験区として次世代のライフスタイルを作っ
てくために色々なプロジェクトをしていく
のが狙いです。　 
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TAMA X Citizen Labについて

ホームページにも出ていますが、多摩川流
域は非常にポテンシャルのあるエリアで
あると考えています。企業が集積したり大
学もあったり、多摩川という自然があっ
たりするためです。また、地域づくりを考
える１つのテーマとして、サーキュラーエ
コノミーというものを立ち上げたいと
思っていまして、地域事業をしっかり生か
しながら地域づくりをしていく事を目指し
ています。 
　 
すでに、この流域で起こってほしいアク
ションに共感していただいた方々と具体的
にいくつかアクションをしています。多摩
川の河原と自然を楽しもうという事を企
業さんとか地域の方々と取り組ませてい
ただいています。例えば、マルシェのよう
な、多摩川の河川敷で多摩で作られたビー
ルを飲む、豊かな空間を作る取り組みや、
川崎市さんと協力して多摩川の河川敷をオ
フィスにするなどの取り組みをしています。
今日はいくつかあるテーマの中からこの
エリアは東京の新しい働く場の実験場と
なるのではないかと考え、皆様と議論し
たいです。

イントロダクション Citizen Lab Workshop vol.1
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プロセス, ゴール, タイムスケジュールの共有

皆様はじめまして、BIOTOPEというデザ
インコンサルティングファームをやってお
ります佐宗と申します。私は二子玉川の住
人でもありながら、企業のイノベーション
支援、未来を作っていくプロセスを支援す
る仕事をしております。元々はマーケティ
ングの仕事をして、その後ソニーに転職し
大企業の中でもイノベーションを起こして
いく取り組みをしていました。特にテーマ
としては「共創」、いろんな人のアイデア
を集めながらそれを形にしていく事を支援
することを大事にしています。今日は色々
な属性の方々がいらっしゃっています。先
ほどTAMAXのお話がありましたが、この
多摩川流域を実験場としていった時に皆様
に関わっていただく事で、そのスペース
へのアイデア、未来のライフスタイルを考
えられると思っております。 

これからアイスブレイクを行った後に、ゲ
ストスピーカーからのインプットセッショ
ンがあります。この地域における新しい働
き方や、今の働き方改革について、この先
にどういう事が起こっていくと良いかと
いう視点をいただきます。

その後、ライトニングトークという形で、
簡単にこの地域の働くというテーマを考
える上で、事業の紹介をして頂こうと思っ
ています。そして、後半ほとんどがデザイ
ンワークショップになります。インプット
を刺激物として発想の種を受け取りながら、
ワークショップでは新しい働き方を描い
ていきたいと思います。 

ワークショップは、この地域で実際にどん
な働き方ができるのか、働く環境やサー
ビスを発想する時間となります。その時、
レゴを使ってグループで出てきたアイデア
のプロトタイプをしてもらいます。最後に、
多摩川流域地図のジオラマに各チームが
考えたアイデアが並んだ時、多摩川流域っ
てどういう地域だろう、何が変わるだろ
うといった事を全体で議論していく時間を
取りたいと思います。 

改めて、テーマは多摩川流域に作り出し
たい未来の働く場の世界を描く事です。一
般的に、多摩川流域は住む場所であって
働く場所ではないという感覚をお持ち
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プロセス, ゴール, タイムスケジュールの共有

だと思います。今回は「そうではない」が、
「ありえるのではないか」になるよう妄
想していきます。 

今回は川のみをテーマにしている訳ではな
いのですが、私は川はこの地域にしかない
象徴的な資源だと思います。また、空が広
くてスペースがあり、大きなキャンパス
がある場所だなという感覚を持って働い
ています。そしてまだ手付かずのものがた
くさんある。個人的にこのスペースがど
う創造性を産んでいくのかに興味がありま
す。今、働き方をテーマに都心の環境をど
う変えていこうというのは議論されていま
すが、あえてそうではない場所を土台にし
た時に、新しい働き方を捉え直していきた
いと思っています 

ちょっと個人的なストーリーもお話しさ
せていただくと、私は前職がソニーで、
等々力の家から品川まで毎日通っていま
した。その当時、品川駅の大きなコンコー
スを通っていく時に、働くモードに無理
やり切り替えるというライフスタイルでし
た。

当時はデザインセンターで、クリエイティ
ブな仕事をするという雰囲気にいたのです
が、「この環境が本当に創造的な環境なの
か」と薄々疑問に思いながら働いておりま
した。それから会社を作ったタイミングで、
自分の好きな環境を働く場所にしたい、そ
の環境に合わせて自分のライフスタイルを
作りたいと考えるようになりました。その
時に家も引っ越しまして、現在は多摩川沿
いに住んで、オフィスもこの地域に構えて
住んでおります。 

会社でキャンピングオフィスをした時に、
改めてこの地域には色々な顔がある事に気
づき、働く目的によっていろんなモードが
あるのではないかと思いました。例えば、
メールの返信、議事録の編集、打ち合わせ
資料作成など個人での作業モード、誰かと
打ち合わせや面談をするといった人とじっ
くり話すモード、企画書を作ったり自身の
振り返りや暗記をする集中モード。また今
までに無いものを作ったり新しい企画を考
える創造モード。普段の議論ではしにくい
関係性や未来について考えるような心の充
電モード。
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あとは完全に普段の仕事では無い休みモー
ドがあります。細かく分解し過ぎかもしれ
ませんが、このくらいの仕事のモードがあ
ると考えています。働き方というテーマを
考える時に、まず皆様の中で、働かれてい
る時にどんなモードを切り替えて働いてい
るか、多摩川流域という地区はどういう
モードの働き方に適しているのか、どうい
うモードの時にどんな環境があったらいい
かと考える所からスタートしたいと思っ
ています。 
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各グループでペアを決めて、自己紹介をしていただきます。インタビュー形式で6つの働くモードの普段の割合と理想
について描いていただきながら、現状と理想にどういう差があるのか考えていただきます。特に、理想の状態について
ヒアリングをしてみてください。改めて今自分がどういう状態で働いているのか、どういう所がテーマになるのかとい
うのを目的にしてみて下さい。 

働き方のモードに関して、理想の状態と現状についてどんなギャップがあるのかを考える 
・手元にアイスブレイクシート(A3）1人1部 
・最初に自己紹介し、ペアインタビューを行う。6つの働き方モードの普段と・理想の割合についてインタビューし、
自分はどのように働いているのか、変えるとしたらどこなのかを考えてもらう。 

感想 
「休みモードが意外と今も理想も変わらないというのがありまして、別に休みたいわけではないというのが共通してい
ました。それよりも創造とか充電を増やしたいという目標への意欲がありました。」 

「双方が企画を作る事業部にいるため、働き方の割合が同じで対人と創造が多くなりました。どちらも作業を減らし
たいというのがありました。理想の状態というのは、上司部下の関係をフラットに変えるなど今のオフィスとか働く環
境を改善できたらいいな、という思いがありました。」

アイスブレイク
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ゲストスピーカーによるインプットセッション
スピーカーセッション/ライトニングトーク
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か、しっかり見据える必要があると考えて
おり、その１つとして「人間性を回復させ
る」というミッションを掲げています。
キャンプを楽しむためのキャンプ用道具
を作るのがメインですが、今はキャンプを
通じて人間性を回復していただく事にも取
り組んでいます。そのためにも、スノーピー
クウェイという年間約10回のリアルイベ
ントをやっていて、社員、社長も参加し
ユーザーとリアルなコミュニケーション
をとっています。日本ではキャンプをする
人は全体の6パーセントしかいないと言わ
れていて、僕らがいくら人間性を回復させ
ようと思った所で残り94パーセントの方々
には届かないのかも知れませんが、だから
こそ数年前からアウトドアの持つ魅力を
色々な領域に掛け算で広げていく取り組
みをやっています。 

例えば、今日僕がお話しするのはオフィス
の領域に関してです。我々はオフィスワー
カーに人間性を回復してもらえるようなサー
ビスや製品を作ってきました。
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外で働くのはなぜか？  働き方改革での現状とニーズ 
多摩川でやってみての学び / 強みの可能性

今日はスノーピークビジネスソリューショ
ンズとして、「なぜ外で働く事をやってい
るのか」をお話しさせていただきます。 

スノーピークは今年で60周年になりまして、
本社はゴルフ場をキャンプフィールドとし
て使っております。キャンプ場として一般
の方がキャンプを楽しんでいるのを見なが
ら働けるコンセプト、あるいは製品やサー
ビスを作る時に、すぐにフィールドに出ら
れる環境なので、この場所で働いています。
我々からするとアウトドアやキャンピング
オフィスは、ずっと前からやって来た働き
方です。なので我々自身を、自然ととも暮
らす、いろんな自然環境の変化を楽しみな
がら働くという事をずっとやっているアウ
トドアパーソンであると考えています。そ
んな働き方が、もしかしたら今求められて
いるのではないかと思っています。　 

スノーピークとして多岐に渡って活動して
いる背景として、僕らは何をやる会社

インプット | スピーカーセッション Citizen Lab Workshop vol.1

岡部祥司 さん 
株式会社スノーピーク 
OSO / TOエバンジェリスト 



今まで通りにキャンプ道具を作るという
ドメインと、新規事業の推進を同時に進
めているのが現状です。オフィスワーカー
向けのサービスとしては、自然をどう感じ
てもらえるか、人間性を回復できるよう
なシーンをどのように演出できるかを掛
け合わせて実際の問題を解決していこうと
いうのを我々の会社のドメインとしてやっ
ています。 

僕らは「働く場所を変える」、「働き方
を変える」、「繋がり方を変える」の3つ
を軸に持っています。働く場所を変える
に関しては、オフィス内にアウトドア用品
を導入し、キャンプのような雰囲気によっ
て自然と生産性を高めたり人との繋がり
方を変えたりと、室内の空間に遊び心を
加える事に注目しています。リラックスや
ストレスへの効果として、集中力の向上で
は18％、ストレス減少では15%の数字が
取れていて、モードを変える場所として可
能性があるのだろうと考えています。 

今回は東急電鉄さんなどにご協力頂き常
設で多摩川キャンピングオフィスをやって
みました。金曜日の午後という時間帯に、
午後はここで働きながら、
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夕方以降にみんなでBBQや焚き火をして
帰れるという企画で展開しております。やっ
てみての感想は、まず多摩川の風をなめ
ていました。今年は雨が意外に多く、夏
は外が意外に暑かった事もあります。アウ
トドアパーソンしては雨が降っている、風
が吹いていることが悪いわけではないの
で楽しめましたが、その楽しみ方がなかな
か訴求しきれていないという反省点がある
と思いました。あと先ほどあった活用シー
ンについてですが、実際にどうやって使お
うという事に悩まれているのが結構見受け
られました。会議といっても色々な選択
肢があるので、会議を変えるとか働き方
を変えるというのは主語が誰かによって
も変わりますし、働き方についても裾野
が広がってきているので、僕らなりに提
供できる会議のシーンを訴求していく必要
があると思いました。その後、どういう
効果があるか提供できる形ができてきた
際、皆様の頭の中に、会議する時の選択
肢の１つとして外というのが存在する状況
を作れるかというのが課題です。 

あとは実際に我々のサービスとしても提供
しているのですが、企業研修の場所と

して使っていただくという可能性は十分に
考えられると思います。事例では、テント
を建てるのも自分たちでやりながらチーム
ビルディング要素を取り入れたり、部署の
新規事業などの新しい何かを生み出す場
所として使っていただいたりしました。ま
た、その間に料理するなどの時間もあり、
オンとオフの切れ目がない状態です。ただ
の会議で終わるより、一泊するとかなり
人間関係の関係値を上げるという効果が
実際に出ているように、オンオフの切れ
目が無い中で、人と人との関係値が高く
なる事を狙いにしています。 

僕らは、生産性を高めるというよりは、
人間同士の関係値を高めるという事を
キャンピングオフィスを使って感じていた
だければと思っています。そして何より、
笑顔でいた方がアイデアが出るような要素
も多いと思います。いかに笑顔が出るか、
関係値を高めるかというのはキャンピン
グオフィスを使って考えていけると思いま
すし、どういう活用シーンかを明確に提
示できれば可能性はあるのではないかと
思っています。 

Citizen Lab Workshop vol.1インプット | スピーカーセッション



女性やシニアなどを労働市場に出さない
といけない状況です。そのためフレキシブ
ルに働ける環境が求められています。今日
の日本はどちらかというと、後者のフレ
キシビリティに力を入れています。 

フレキシブルな労働環境の理想形はなんな
のかという話になりますが、そういった意
味ではアメリカは参考になりません。参考
になるのは、日本と非常に文脈が近いオー
ストラリアとオランダです。メルボルン駅
前に本社を移したNational Australia Bank
という企業は、通勤時間を短縮すること
で健康的に働けるオフィスを作りました。
誰一人席を持っていない、オフィスに来な
くても良いといった柔軟な働き方を最近
のトレンドでActivity Based Workingと
言います。オーストラリア大手の銀行はこ
の働き方を採用しています。こうした働き
方では、週1回しかオフィスに来なくて良
いため、田舎に住むという選択肢も取れ
ます。「ABW始めました」とメディアで
も言っているのですが、もともと
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環境デザインの視点から考える, 先進的な働き方とは？ 
現状の日本をみての課題, 多摩川流域の魅力

こんにちは、山下です。主に、グローバル
でどんな働き方トレンドがあってオフィス
環境が変わってきているのか、日本の働
き方とどう違うのかについてお話しできれ
ばと思います。現在はクリエイティブセン
ターのR&Dのリサーチャーをやっていま
す。仕事の仕方としては、企業のオフィス
づくりやコンサルもやっているのですが、
最近はワークサイトという色々な国々の
働く場所やオフィス環境がどうなっている
のかを旅をしながら調査研究しています。
移動が圧倒的に多いため、オフィスには
席がなくカバン一個でぐるぐる世界を周っ
ている状況です。　 

日本の働き方の文脈には、大きな２つの
問題があると思います。1つは、低成長の
時代がずっと続いたので根本的なイノベー
ションが起こっていない事です。そのため
社会が劇的に変わっていくようなことが
求められています。次に、生産年齢人口が
圧倒的に減ってくということで、生産年
齢人口の中でも今まで働けていなかった

Citizen Lab Workshop vol.1

山下正太郎 さん 
コクヨ株式会社 クリエイティブセンター 
WORKSIGHT編集長
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オランダからオーストラリアに展開して、
そして日本に来ています。オフィスの中だ
けではなく、外側の家やカフェなども全て
選択肢の１つとして数えるので、ワーカー
は副業や育児、介護、また趣味を充実さ
せるなどもできますし、その結果、柔軟な
働き方ができる場所で働きたいと思います。
そうすると企業にも良い人材が来るよう
に、お互いにメリットがある形が取れる
ので爆発的に広がっていくのです。 

ではオフィスには何もいらないか、すごく
小さくするだけで良いという訳ではなく、
長期的に見るとロイヤリティ、帰属意識
が下がるという問題があります。そのため
週１で集まれるハブのような、心理的な
繋がりを作るものや、プロジェクトルーム
やセキュリティに配慮した空間、カフェ
やキッチンなど会話を育む場所があった
りします。ABWのおかげで会話の質も仕
事の会話からソーシャルな会話へ変わっ
てきました。久しぶりに会うと、友達の
ような会話がオフィスの中で広がっていき
ます。つまりオフィスの中にもライフ的要
素が入ってくるのです。例えば託児所、スー
パー、カフェなど、
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ワークとライフがスムーズに繋がるよう
な機能が充実しています。オフィスの中に
コンシェルジュのような人がいて、奥さ
んに誕生日の花束買うとか、旅行のチケッ
ト手配するとかもできるのです。働いてい
る職場環境にライフが入ってくる、逆に
ライフ側にワークが入ってくる、そうい
うブレンドされた状況がオーストラリア
やオランダだったりします。あとは、コワー
キングスペースがオフィスの中にあって、
外の人を取り込む所もあります。コラボレー
ションをうまく作っていく機能です。ABW
のフェーズは３段階あり、１段階目は時
間の融通、２段階目はオフィスの中をフ
リーアドレスにする。そしてオーストラリ
アがそうであるように、３段階目は社外
の人も柔軟にチームとして集合離散できる
ような場としてのオフィスです。 

日本で本当にABW広まるのか、というの
が注目されるところだと思いますが、私は
思ったよりも早くきていると感じます。日
本の働き方が変わる契機というのが、１つ
は政府が後押しする事、そしてもう１つが
業界トップの企業が始める事で、同系列
の会社やライバル企業などに

一気に広がる事です。リクルートやファー
ストリテイリングやトヨタがやり始めて
いるので非常に良いと思います。ただ、色々
問題があります。例えば、家だと誘惑があっ
て集中できないとかのセルフコントロー
ルです。場を選択するという働き方ではそ
の場を使いこなさなければいけないので、
場をコントロールするリテラシーが必要
です。仕事の進捗管理の仕方も課題です。
日本のワーカーはシニアの割合が大きい
ので、デジタルツールを使いこなせるのか
といった課題もあります。 

しかし１番大きな問題は、ハイコンテク
ストカルチャーです。世の中の文化はコン
テクストによって左右されています。簡単
に言うと、ルールが文字通りに入ってき
て理解されるのがローコンテクスト。ロー
コンテクストカルチャーでは、「明日か
らABW始めます」と言うとすぐに明日か
ら家で働くことを理解する。ハイコンテ
クストカルチャーでは、まず一回みんな
オフィスに来ます。そのあとみんなで横目
を見ながら「本当にやっていいの？」と
か、上司がやるまで待つとか、そういう
理解の仕方が始まります。

Citizen Lab Workshop vol.1インプット | スピーカーセッション



ルールが設定されて整備されるだけではダ
メなのです。日本は最もハイコンテクスト
の国だと言えるでしょう。 

他にもABWはオフィスと家だけでは完結
しないので、社会の中にインフラとしてワー
クスペースがどれだけあるかも重要な問
題です。ホテルの中、銀行の店舗、図書館
などの公共空間のワークスペースもまだ
まだ手の加えようがある所です。シェアリ
ングエコノミーの話がありましたが、例え
ばアメリカでは、レストランの空き時間を
貸す、というコワーキングのサービスをやっ
ています。月額で払うと何十拠点のスペー
スが使えるそうです。こういう時間単位で
スペースを変えていく、街のスペックを使
いこなしていくのも重要です。観光地に、
中長期滞在者向けのサービスアパートメン
トとワークスペースが合体したようなサー
ビス形態も出来てきています。都心で疲れ
たら郊外の方で何週間か生活しながら働
く、ということも出てくると思います。移
動することが常だと考えると、考え方が
変わってくるように思ったりもします。
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生活と仕事がミックスされている状態を、
ダルトン・コンリーというプリンストン大
学の心理学者がw o r k と l e i s u r e で
「weisure」という言葉を使って、どうい
う職場環境を選ぶとか、生き方を考える
ことがすごく重要だと述べています。日本
人は生活と仕事が不可分すぎて難しいと
ころがあると思いますが、オーストラリア
など上手くミックスしていく国は、もとも
とライフとワークが綺麗にセパレートさ
れた生き方があり、だからこそこういう
働き方したいというニーズがとてもあっ
たようです。それが上手く働く環境を作っ
ていったのですが、日本人は働き方を取っ
た時に自分の生き方がイメージできません。
なので、働く中にいろんなライフスタイル
を整えることが日本人にとって近道なん
じゃないかと思ったりします。スペイン人
がフレームワーク化してくれた「ikigai」
という概念がありますが、これは日本人の
「生きがい」からとったコンセプトで、
日本人が全然考えられてないのに、世界中
で話題になっています。働く中に多元性を
見つける方が日本人にとっての近道なの
ではないか、と思っています。
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2013年から自分たちの働き方を見直さないと、なかな
か面白い未来が描けないなという事で働き方改革に取
り組んできました。それを自分たちが突き進めていく
と共に、お客様や世の中に向けてメッセージとして提
供しています。直近では「いい時間設計」をキーワー
ドにお客様にメッセージを出しています。働き方改革
は、削減や作業を減らしていく視点で語られることが
多く、かつ自分たちもその視点で取り組みをしてきま
した。しかし、本当にやりたい事は、創造や自分のた
めの時間を増やすために作業を減らす事であり、そも
そもの手段が目的化している事に気が付きました。「い
い時間」を増やしていくための支援をするというメッ
セージで働き方改革に自分たちも取り組み、そのノウ
ハウをお客様に提供するサービスを展開しています。
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テレワークの促進をしていくと言う事で今年の1月より
委員として働き方改革の推進という立場で活動してい
ます。今の労働法は、向上法を前提とした確立的な働
き方を前提とした法律なので、今の時代の働き方や環
境とかなり齟齬があります。これ自体は安倍内閣も問
題視しており、昨今、長時間労働の削減がピックアッ
プされています。しかし、大きなデザインとしては色々
な働き方の選択肢を設けていこうという所に主眼があ
ります。今後の流れとしては、政府の方でも考えてい
る、リモートワークで集中モードと作業モードを分け
ていくという所です。今日のように、民間の方からも
こういった働き方がいいじゃないかといった選択肢が
噛み合ってくると、全く新しい働き方や生活スタイル
が出てくるのではないかと思います。

インプット | ライトニングトーク Citizen Lab Workshop vol.1

荒井さん 
森・濱田・松本弁護士事務所 

原さん 
コニカミノルタジャパン

これからの新しい働き方とは？



シェアリングエコノミーというのは世界的にもきっち
りした定義はありません。１つはっきりしているのは、
遊休資産を活用している事になります。物、人、金そ
してスキルと色々ありますが、多摩川流域×シェアリ
ングエコノミーという所では、お金を稼ぐだけの働く
という文脈ではなく、「社会とのつながり」も働くと
いう事に含まれていると思っています。高齢者が家事
代行サービスを使ったり、子供を預ける場所が多摩川
流域だったりなど、「生活」と「働く」が一体となっ
た場所がシェリングエコノミーにもなると考えており
ます。また個人的には多摩川流域を歩いたり、サイク
リングしたりするのが好きなので、今世界的にすごく
流行っているシェア電動キックボードを使って多摩川
流域を観光資源としても活用したいと考えています。
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弊社はベンチャーやスタートアップのオフィス選定か
ら内装デザイン設計、施工まで一気通貫でお手伝いし
ている会社です。どういった働き方や、働く場所がい
いのかを事業計画と照らし合わせ、アウトプットとし
て内装を作っています。その中で、五反田の方で2年で
30社ほどのオフィス集会をお手伝いをさせていただき
ました。その企業同士によって五反田ウェルネスコミュ
ニティなどの団体が立ち上がっていて、アドバイザー
としてそこを盛り上げつつ、場づくりを仕掛けさせて
いただいております。その渋谷から五反田という流れ
が非常に面白いのですが、弊社はここから「郊外型」
という形で多摩川流域も働く場所への変化から暮らす
場所への領域として何か仕掛けられたらと思っていて、
今回はそのタネをみつけられたらと思っています。
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野田さん 
ヒトカラメディア 企画開発部  

新井さん 
シェアリングエコノミー協会

これからの新しい働き方とは？
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デザインワークショップ3
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ワールドカフェ / レゴプロトタイピング



店内が静かすぎて喋るのが申し訳ない環
境で、自分の話し声が気にならない程度
のざわざわ感も必要という気づきがありま
した。また、周りの視線が気になり、資
材を広げるのは申し訳ないと思いました。
一方で、静かなので個人作業はとても捗
りました。ここでの働きやすさは５段階
評価のうち4でした。 

次に話し合える環境へ移動しました。そし
て30分単位で借りられるカラオケに行き
ました。個室で閉鎖的なので安心して話す
事ができました。また空調が効いていて、
ドリンク、トイレ、机、照明があり働く条
件として悪くない環境でした。働きやすさ
は５段階評価のうち4でした。 

その後、充電モードでリラックスするた
め、スターバックス横の芝生に戻ってき
ました。赤ちゃん連れや親子でくつろいで
いる方もいて、私たちも姿勢を崩してリラッ
クスしながら充電モードで働けました。
ここの働きやすさは５段階評価のうち４
でした。
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働き方モードに関するインプット
多摩川流域のオフィス以外の場所で働い
てみるフィールドワーク体験の共有と気
づきの共有をさせていただきます。 
　 
今回は集中モードと創造モードと充電モー
ドの３つの働き方を体験しました。時間
はお昼から夕方の半日を使い、上流地域
と中流地域の２グループに分かれて働いて
みました。その際に、ブレストや創造モー
ドで使う用に、野外オフィスキットを持っ
て行きました。 

まず１つ目は、二子玉川駅周辺の上流地
域です。最初にどんな仕事がしたいかと行
く場所を決めました。お昼を食べながら
話すため、丘の上のスターバックス横の
芝生で創造モードを行いました。物が広
げられない、椅子がない、太陽が眩しい
という問題があり、仕事する姿勢を最低
限整えたいという気づきがありました。
ここでの働きやすさは５段階評価のうち
２でした。 

次にパソコンを使う仕事のため、その隣
のスターバックスに入りました。

デザインワークショップ | フィールドワークの共有 Citizen Lab Workshop vol.1

水上夏希 
株式会社 BIOTOPE



全体を通して、仕事場所の選択肢のある働
き方をしたいとか、自分で自習室のスペー
スを借りている方もいると言う話もあり、
自宅からもオフィスからも近い場所で働
きたい、コミュニケーションが取りやす
くなる環境が欲しいとかがありました。
いろんな場所で働いていて、次の場所に
移動する時間が結構あったり、その間の
移動時間に時間をかけると、仕事するモー
ドがどんどん消えていくという事に気づい
たので、場所の移動に時間をかけたくな
いと言う気づきがありました。
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次に充電モードのために、外でリラック
スできる田園調布せせらぎ公園へ移動し
ました。木漏れ日が心地よくて、木のざわ
めきも程よく、オープンな空気でリラッ
クスできました。かつ、ベンチ、机が大き
いため集中モードはやりやすいのではな
いかという気づきがありました。ここで
もイーゼルを立てたのですが、木のおかげ
で風が少なくて倒れにくかったです。ここ
の働きやすさは５段階評価のうち４でし
た。 

公園やカフェなどで仕事をして気づいた事
をまとめると、個人的に集中しやすい静か
さは個人で違うので、静かな場所を探す
のが一番難しい事に気付きました。ま
た、集中する内容によって集中モードでも
差があって、場所を見つけるのが難しい
という事も気付きました。その他に、公
園で働いていて、オープンな気持ちで時
計に縛られない働き方をしたいよねと言
う声がありました。時計ではなくて太陽
の傾きで働けたら幸せだなと思いました。
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働き方モードに関するインプット
次に多摩川駅周辺の中流域で働いてみま
した。お昼を食べながらやりたいという
事で、新丸子第二広場に移動しました。
アイデア出しのためイーゼルを立てました
が、イーゼルが風に飛ばされストレスにな
りました。道具を減らしながら効率の良
い仕事をする事が大事だと気づきまし
た。その一方で、風が気持ちよくて、開
けているので他人の声が聞こえず、自分た
ちの声の大きさも気にせずに話せて、オー
プンな気持ちになって働ける、アイデア出
しができるという気づきがありました。
ここでの働きやすさは５段階評価のうち
３でした。 

次に屋内で静かな場所を探しました。机
を求めてタリーズコーヒーへ行きました。
ここは机が狭いのと、机同士の距離が近
いために隣の人の声が耳に入ってくるの
で、単純作業はできそうですが、考える作
業はやりにくかったです。人が多いので長
く滞在できないのですが、その分時間的制
約ができて集中モードに入りやすいので
はと思いました。ここでの働きやすさは
５段階評価のうち３でした。

デザインワークショップ | フィールドワークの共有



このように色々な場所で働いてみて、今
の働き方と未来の働き方が場所でどんな風
に変わっていくのかをまとめてみました。
今の集中モードではオフィスとかカフェで
働いていて、未来の働き方では、シェア
スペースを使ったり、個人契約で自習室
を借りたり、カラオケルームが使われたり
すると思います。それにより、時間的に縛
られるけれど、強制的に集中できるような
空間を設ける事ができるのではないかと
思いました。 

創造モードでは、今はオフィスやミーティ
ングルームでやっていますが、未来ではコ
ワーキングスペース、ミーティングルーム、
カラオケや公園でやる事で、周りの雑音
がいい刺激になったり、物理的な閉塞感
が無いので話しやすくなるのではないかと
思いました。充電モードではオフサイト
ミーティングみたいな位置付けではある
のですが、公園や土手に行く事で姿勢を崩
して一緒に働けたり、身近だけどちょっと
公園や土手に移動する事で、いつものオ
フィスとは違う環境になりどんな会話もし
やすくなるのではないかと思いました。  
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５段階評価のうちの５でした。シェアス
ペースで働いた気づきは、好きな場所で
働けるので自分らしい働き方ができると
いう事です。また、仕事目的の人が同じ空
間にいるので、なんとなく監視されている
ような気分になり集中できるとか、程よ
い雑音は必要であるという気づきもあり
ました。閉鎖的すぎない程よい仕切りや、
物がごちゃごちゃしている状態も、創造モー
ドや話し合いをする際に、会話が途切れ
た時の目のやりどころに困らないとかで、
ある程度の混雑感というのは、話しやすさ
を良くする要素なのかと思いました。
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働き方モードに関するインプット
次にシェアスペースで働く事にトライ
しました。まずシェアスペースを予約す
る所から始まったのですが、予約の仕方
が難しく、時間に空きが無い事に気付
きました。最低でも4日前には予約しな
いと場所が埋まっているので、予約の必
要がない所へ行きました。 

まず勉強カフェという所に行きました。
個人作業スペース、ミーティングスペー
スがあり、ドリンクが飲み放題でした。
創造モードで働いたのですが、資材を思
い切り広げられるのと、BGMが心地良
く、静かすぎず話しやすかったです。働
きやすさは５段階評価のうち4でした。 

次に集中モードをするために、イミグレー
ションコワーキングスペースという場所
に行きました。電車の音や空調音が程
よい雑音で、キーボードの音を気にな
らなくさせるとか、照明の少し薄暗い
感じが集中しやすかったです。創造モー
ドでも、棚に仕切られて視線が気になら
なかったり、部屋だと感じられるので、
空間を共有している感じが話しやすいと
思いました。働きやすさは、

デザインワークショップ | フィールドワークの共有
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ワールドカフェとは

1
step

2
step

3
step

ワールドカフェの進め方

ワールドカフェの定義は、カフェでくつろいでいるようなリラックスした雰囲気のもと行われる対話のことです。 
参加者は4～5人ずつに分かれ、テーブルごとに対話をするといったもので、1,000人以上でも実施できます。一定時間が過ぎれば、
テーブルのメンバーを入れ替え、対話することを繰り返し行います。 
少人数で対話をすることで、相手の意見を聞きやすく、自分の意見も言いやすいのが特徴です。 

セッションを3回行います。セッション１は興味分野で集まったテーブルで、セッション２は一人だけが残って、他の興味のあるテー
ブルに移っていただきます、セッション３で元のテーブルに戻ってきてもらいます。作業モード、集中モード、充電モード、創造モー
ドがあるので、自分が関心があるところに行っていただきます。多摩川流域でどういうモードをつくりたいか、自分が今どれが足
りてないか、直感的にみなさんが興味あるモードでお考えください。 
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ワールドカフェの成果物
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ワールドカフェの成果物

デザインワークショップ | ワールドカフェ



【作業モードのテーブル】
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多摩川流域における理想の働き方

• 青空の下でもコンセントは欲しい 
• 喋れるライブラリが欲しい 
• 運動できる、走りながらミーティング 
• 自然とお腹が減ったら食べたり、眠くなったら
寝たりする 

• 程よい雑音などが欲しい、自然を大事にしたい 
• みんなと話すか、一人で悶々とするか

• 移動中にも集中したい 
• 街全体でモードにする（地区、駅） 
• なんとか駅までに終わらせるという時間制限 
• なんのために集中するのか、集中のあとに創造で
きるかも 
• 図書館、会話禁止の場所は良さそう 
• モードフリーパス

• 避けたい作業ほど河川敷で楽しみながら仕事を 
• 電車の中は程よい揺れによる睡魔との戦い 
• 選択肢のない中に行っても集中できそう 
• 外で働ける人いるんだと思った 
• 電源とWifiはマスト 
• 眩しいと集中切れそう 
• 一つの作業を一日中続けることはできない

• リモートしちゃうとメールが追いかけてくる 
• 昼間ではなく夜でも良いのでは 
• 飽きたらちょっと場所変えて、またもどって 
• 第三者の目など良い緊張感が欲しい 
• 完全にオフライン、インプットの時間ではない 
• コンクリートではない川がある事の重要性 
• 繋がり過ぎてもいやだ

【集中モードのテーブル】

【創造モードのテーブル】

【充電モードのテーブル】

デザインワークショップ | ワールドカフェ



＜説明＞ 
今日いままで色々議論をしてきて、様々なプロジェクトのアイデアを考えてきました。TAMA X自体が実験のプロジェクトなので、
ある意味、実験をしていくネタをどんどん作っていきたいし、できればその場でも皆様とご一緒していきたいと思っています。た
だアイデアを考えて終わりだと、もったいない気がしていて、もしこういうことがやりたいという方がいたら、例えそれが１名に
よるものでも是非ご一緒したいわけです。ということで、今から多摩川流域に作ってみたい働き方やプロジェクト、実際にこれやっ
てみたら面白い！と思うものを皆様に形にしていただきたいと思います。アイデアシートが手元にあると思います。これを使って
自分はこういうアイデアをやってみたいというのを書いて、それをレゴを使って簡単なもので結構ですので、形にしてみてくださ
い。プロジェクトを個人でこれをどうしてもやりたいという方がいらっしゃいましたら、作っていただいて結構です。最終的に作っ
たものを中央のジオラマの上に乗せてできたものが、実験的にやってみたいプロジェクトの一覧になるイメージです。先ほど質問
をいただいたのですが、このチームでない方がいいという方がいたら、変わってもらって構いません。例えば、作業モードではな
くて、集中モードのアイデアを考えたい方がいたら、席を移動していただいて構いません。 
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「多摩川流域における理想の働き方」を実現するアイデアを具体化

デザインワークショップ |  レゴプロトタイピング
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4
Citizen Lab Workshop vol.1



!32

Citizen Lab Workshop vol.1

多摩川流域働き方MAP全体の写真

アイデアプロトタイピング Citizen Lab Workshop vol.1
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「Creative Boat」 
橋と橋の間あたりに住んでいると、近いようで武蔵小
杉が遠いと思うことがあるので、そういう物理的な距
離を解消しつつ、船の上にクリエイティブキットとし
てコンセントやイーゼルを積み、ゆっくり船に乗り、
対岸へ渡りながらアイデア出しをするというものを考
えました。また、これによってアクセスも便利になる
と思います。置くのであれば、現在アクセスが不便か
つ置くことが可能な駅、近くてその後のアクセスに便
利なところになると思います。創造する力も働くし、
アクセスも便利になるので提案させていただきまし
た。 

「リバーサイドコア」 
あまり人気のなさそうな土地に、老人ホームや幼稚園、
スーパーなどの機能を集約します。場所は川縁、洪水
対策で高台です。発想という点で、子供に意見が聞き
たいという方はここに来て聞くことができます。発想
の天才の子供、人生の大先輩のシニアの方々、あとは
暮らしの立役者である主婦など、ここに来れば誰かの
発想を得られるようになります。かつ川縁なので、お
母さんが幼稚園にお迎えに行く時などは船を使うこと
ができます。船で迎えにくるお母さんと、その光景を
見て育った子供は、成長してもその情景を覚えている
のではないか、それってかなり特殊なのではないかと
思い、川縁に集めるアイデアを出しました。 

創造モードアイデア

アイデアプロトタイピング | LEGO個別アウトプット



!34

Citizen Lab Workshop vol.1

創造モードアイデア
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（創造チーム） 
川の一本通っているところで働く、一つのオフィスを
横に散らしたような形にしました。先ほど話に出てき
たゲルのような場所で、作業ゲル、集中ゲル、ミーティ
ングスペース、ご飯を食べる所が間にあります。狙い
としては、オンとオフを順番に切り分けて点在させて
います。皆さんも経験があると思うのですが、オフィ
スで働いていて、オンで働いていている間に、ご飯を
食べに行ったり、タバコ吸いに行ったりとオフを挟む
はずだと思います。そのオフの時に創造が生まれるか
もしれないということで、あえて創造ゲルは残しまし
た。あとは船で移動できます。

「川床コワーキング」 
コンセプトはシームレスです。アイデア創造のプロセ
スの情報収集、咀嚼、放棄、到来、固定化をシームレ
スに行えるような場を考えました。例えば情報収集す
るときは、ライブラリで調べたりこもって作業する、
ミーティングルームでシェアし構造化する、一旦放棄
するために川沿いで散歩やアクティビティをする、そ
のアイデアを街の人で検証していく、などのプロセス
をこのスペースを使ってできたら面白いなと思いまし
た。一応、川と河原と陸をまたいで作るのもシームレ
スになっていていいかなと思い考えました。

アイデアプロトタイピング | LEGO個別アウトプット
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創造モード / 充電モード アイデア
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「モンゴル式ゲル」(充電モード) 
ゲルにはソーラーパネルもついていて、自然の中だけ
ど快適に仕事ができるような工夫をしています。ま
た、川から水を引いてきたら宿泊施設にすることも可
能ではないかと話しました。充電というと、何かやら
なきゃというよりは、無理やり何もしない空間をあえ
て持ってくるのもありではないかという事で、形にし
ました。 

「多様な人とつながる創造の場」(創造モード) 
（発表なし）

アイデアプロトタイピング | LEGO個別アウトプット
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充電モードアイデア

「カフェのフリーパス」 
充電の前提として、切り替えがしたいとか、セレンディ
ピティのような思いもかけないインプットのようなも
のが欲しいよねというのがあり、そのための手段とし
て、何があるかと色々考えました。その時に、移動で
の切り替えがあるのではないかとなりました。あるい
は、全く関係ない第三者から話をもらうといったアイ
デアもありました。それが、カフェのフリーパスです。
色々な所で働く、それぞれのモードによって働く場所
を変えたい、という意見の解決場所の１つにカフェが
ある。一方でカフェってどこが混んでいるのかわから
ない、カフェを探すことが一苦労などと言う話もある。
今どこが空いているかが可視化されつつ、フリーパス
でずっと使えるといったアイデアになりました。

「多摩川バー」 
(カフェのフリーパス提案の)一方で、第三者からのイ
ンプットという話でいくと、働く場で繋がるってしん
どいという話があったので、それを飲みの場に変えよ
うという事で、六本木にベンチャーの人たちが集う
バーがあるというので、そんな感じで考えています。
多摩川にも意外と渋谷、六本木でバリバリ働いている
人が住んでいて、六本木のバーの多摩川版もありえる
よねという事で、多摩川バーができないかなと思って
います。例えば日替わり店長であったり、あるいは掘
建て小屋だけ川に作っておいて、雨が降ったら中止す
る程度のゆるさで、一つコンセプトを持っておくこと
で、そういうセレンディピティが生まれるのかなと思
います。 

アイデアプロトタイピング | LEGO個別アウトプット
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「集中メイト」 
集中する作業をする時に、作業がなかなかうまくいか
ない環境にいたりすると、ご近所さんが少し子供を見
てくれるなど、集中するためのヘルプをしてくれるサー
ビスを考えました。

「家の集中スペースシェア」（発表なし）

「集中する移動シェアリングスペース」（発表なし）

アイデアプロトタイピング | LEGO個別アウトプット
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集中モードアイデア
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「多摩川丸に乗って」（発表なし）「どこでも集中モードができる場の提供」（発表なし）

アイデアプロトタイピング | LEGO個別アウトプット
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「日帰り送迎コワーキングツアー」 
作業というからにはいかに効率よく着手できるかとい
うところに焦点を当てました。まずバスが迎えにきま
す。ターミナルは二子玉川やNEC事業所で、そこにバ
スが迎えに来て、どこか違う場所で作業したい人のた
めに、バスは多摩川沿線をその日によってルートを変
えてぐるぐる周ります。色々な業種の人たちが同じバ
スに乗るので、そういう人たちとのコミュニティを大
切にしながら、自分たちの気づきや発想をより深めら
れます。地域にも還元ができるように、その地域なら
ではのランチもツアーに組み込まれていて、地域の活
性化にもなるし、仕事も含めて、行政だけではなく、
地域の方にも喜ばれる移動型オフィス空間です。 

「日帰り送迎コワークターミナル」（発表なし）

「レンタルサイクル・オフィス」（発表なし）

アイデアプロトタイピング | LEGO個別アウトプット
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多摩川流域働き方MAP全体を元にダイアログ

（佐宗）出てきているジオラマを見て、
これからダイアログしたいと思います。
出てるアイデアとしてはモビリティ、
そもそも繋がっていないから繋げよう
よっていう所からくるボート。そうい
うものを通じて、その周りにコミュニ
ティができるという話があったり。あ
とは、働くモード切替を色々やりたい
とか、それをサービスとして一連でモ
バイルでできるような体験を作るのは
どうかというアイデアとか、モンゴル
プロジェクトみたいに物理的な河川敷
の場をもっと適用、活用できないかな
どですね。また、バーなど人を集めて
くる場所があったり、この地域で自分
の時間を作るために子育てを助けるサー
ビスや場所があったりとか、アイデア
が色々出て来てると思うんですが、こ
れらは、この地域のどんな魅力から生
まれてくるんだと思いますか。何がこ
の地域の働く時の大事なテーマか考え
てみたいと思います。

（参加者）川って大きいのかなと思い
ます。海でも湖でもなく、みんなが穏
やかで良いイメージを持っている多摩
川で、育まれる自然や人をうまく活用
していく事、多摩川が与えるイメージ
が要因になっていると思いました。 

（参加者）多摩川を中心に集まってい
るという話に乗っかるのですが、六本
木のベンチャーの方が結構住んでいた
りといった、個人の引力だったり、そ
こに集まる人の価値観なども大事だな
と思いました。街とか多摩川も、人あ
りきな気がしました。 

（参加者）モビリティ、移動が大きい
のかなと思います。移動をシームレス
にするとかもそうですし、人が移動す
るその先にある物や人が移動してどこ
かに行くなど、移動を一つの解決手段
にするのが大きいのではと思いました。

（佐宗）すごく同感で、あるチームの
テーマは移動や働く体験の話をメイン
にされていましたが、自然そのものが
移動を楽しくする１つのリソースになっ
ていると思います。この場所だけだと
面白く無いけれど、移動することによっ
て価値に変わる、というのがいくつか
ありました。今回は出ていませんが、
自動運転で循環するバスの中で働くと
いうアイデアもありました。この地域
の移動を新しい価値に変えられないか
が共通のテーマなのかもしれません。
また、移動の話もバスや自動運転など
は比較的に可能だと思いますが、色々
なモードのオフィススペースを町全体
で作る時、どんな風に実現したら良い
か、どういう場所を組み合わせたら良
いか、も大きなテーマになると思いま
した。実際に、ヒトカラメディアさん
が不動産の視点からこの地域の価値を
上げていく時、どういう所から始める
と良いと思いますか。
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（参加者）集まるインフラや自然と集
まりたくなる動機づけなどの演出が必
要で、例えばここにいたら作業できる
よね、という共通認識があるといいか
なと思っています。 

（佐宗）六本木のバーのような目的地
が何かしら必要ですね。目的地があり、
体験が伴ってきたら、繋がってくるか
もしれない話ですかね。ちなみにシェ
リングエコノミー協会の新井さん、こ
の地域に人が集まった時、こういう地
域をもっとシェアリングエコノミーと
して、遊休資産を使って活用していく
考え方もありますが、こういう場所の
インフラとしてシェアリングエコノミー
を使って実現する時に、どんな事がで
きるんでしょうか。 

（新井さん）すごく分かりやすいのは
点を広げて面にする考え方です。自転
車のポートなどの点を増やすことによっ
て面にしていく。

それによって個人の交通が自由になる
事があるので、その場所で点を作り、
点を繋いでいく事はすごい重要だと思
います。新しい物を作るというよりは
既にある物を活用していく事でいえ
ば、日本にも100くらいのシェアリン
グエコノミーのサービスがあるので、
それを点として繋いでいく事はできる
と思います。 

（佐宗）そういった時に、シェアサイ
クルは一つの切り口になるのですかね。

（新井さん）日本ではシェアサイクル
は導入されたばかりですが、海外では
電動サイクルはオワコンになってきて
います。なぜなら、あれでも車体が大
きく、障害者が通れない道を作ったり
するからです。でも今はシェアの電動
サイクルは折りたためるのが使われて
いるのが主流ですね。

（佐宗）多摩川沿いがサイクリングに
適した場所なのでオフィスを構えられ
た会社もあったりします。あと、山下
さんにお伺いしたいのですが、先ほど、
公共空間そのものを働く場所にすると
いったお話がありましたが、改めてこ
のジオラマを見た時、この地域で公共
空間として働く場所はできるのでしょ
うか。 

（山下さん）シェアリングの話に絡め
ると、時間の概念でもう少し細かく見
た方が良いと思います。割と今は、こ
の場所はこの用途で使う、朝から晩ま
で一つの用途での見方だと思いますが、
シェアリングはもう少しスペースの話
で、潮の満ち引きのように、潮の抜け
た所で何ができるかという話があると
思います。例えば住宅エリアは、出勤
後は何モードに使えるのかとか、オフィ
スエリアは昼間は人がいるが、夜はイ
ベント会場に使えるなど。

多摩川流域働き方MAP全体を元にダイアログ

多摩川働き方MAPづくり | ダイアログ
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多摩川流域働き方MAP全体を元にダイアログ

どういう時間帯でどういう場が展開す
るかを、公共空間や一般のスペースに
ついて考える際は、よく考えた方が良
いですね。あと、アイデアを見たり、
話を聞いていると、多摩川はパーソナ
ルなイメージがあるけれど、現実では
防波堤と土手と道という感じなので、
ヒューマンスケール化をどうしていく
かは結構テーマになるのではないか。
ヒューマン化した用途をどう置くかが
難しいと思います。ゲルはそういう意
味で、都合よく自然を取り込める１つ
のツールで、ヒューマンスケール化を
うまくできると思いました。 

（佐宗）今の話をNECさんにお聞きし
たいのですが、例えば、この周辺は住
宅街なので平日の昼は比較的人口が減
るスペースがいっぱいあると考えた時、
この地域で働かれている人が、この地
域で別のサテライトオフィスみたいに
活用するという考え方はあるんですか。

（参加者）大アリだと思います。私ど
もの事業所も遊休施設はあるので、シェ
アビジネスは会社がやると言えばやれ
ると思っています。ここをターミナル
として川につながる大きな流れを作れ
る仮説はあると思います。土日は稼働
してませんから、地域の人にも解放で
きれば、一つのコミュニティという発
想もあると思います。 

（佐宗）そうすると、その働く場以外
の人のコミュニティとの接点もあるか
もしれませんね。逆に先ほどありまし
た、山下さんがおっしゃっていたヒュー
マンスケールの話は僕は本質だと思っ
ています。例えば、土日の昼はサッカー
とか運動する人が来るのですごく人が
多いですよね。しかしそれ以外の時間、
平日の夜とかは時々ランニングの人が
いる程度で、あまり人がいないのがこ
の辺りの状況だと思っています。

この視点を変えてあげるためにどんな
事があったら良いのですかね。多摩川
堤防は、人が使うようには設計されて
いない、当たり前のように人が行かな
いような環境になっていると思いま
す。そういった物を変えていくために、
どんな事ができうると思いますか。 

（小林）土木スケールのものを人間の
スケールへと転換するようなテクニッ
クですね。１つは、スノーピークさん
がやっているようなキャンプというの
は、人のスケールを一瞬だけ作れる方
法論であると思います。 

（参加者）命題にあっているかわかり
ませんが、川って基本洪水が来たとき
に安全な状態を保っている必要がある
ので、物を作るという発想は基本捨て
た方が良いと思います。ただ、バスな
ど移動できる物は駆使して使えるとい
いと思います。 
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ここらでは街から土手があり水面なの
ですが、洪水時にも水面が町より低い
所にある地域とは全く利用形態が違い
ます。そのため、河川敷が町から遠く
なる傾向があります。どうやって近づ
けるか考えた時、「その土木スケール
を人のスケールにする」ということの
真逆で、人が使いやすくなるよう土木
スケールで彫り込み稼働を作るのがスー
パー堤防の発想なのです。そうすると
いきなり使いやすくなります。例えば
二子玉川の公園はその仕様で、あそこ
をもっと使えば良いと思っています。
また、無理に使えない環境を使うので
はなく、移動式の利用形態をもっと駆
使し、そのアイデアを採算取れるよう
に詰めていった方が良いと思います。
本当は河川敷で１番利用できるのが移
動できる物なのに、キッチンカーくら
いしかやってないので、そこはもっと
リアルに展開できた方が良いでしょう。
制度的、物理的にもできるけど実績が
無いというだけの話ですから。

（佐宗）なんでやられないんですかね。

（参加者）規制がかかっていたのです
よ。まだ知られていないですが、平成
23年以降はもう制度的にはできるよう
になりました。また、役所は前例がな
い事にハードルが高いんですよね。な
ので、前例にとらわれないが、方法的
にできるものを詰めていく方が良いと
思います。 

（佐宗）聞きながら、デザインチャン
スだなと思いました。もう１個お聞き
したいのが、渡し船的なのは規制ある
のですか。 

（参加者）個人的な見解としては、船
は諦めた方がいいと思います。多摩川
の場合は水深が安定せずに浅く、船の
維持費との採算が取れない。採算無視
するのならできますが。洪水時に船が
逃げる場所もない事も問題です。それ
もあって結局割りが合わないのです。

（佐宗）最近台風で家の前が増水をし
ていたので、リアリティを持ってお聞
きできました。岡部さん、キャンピン
グオフィスなど、この地域の見え方を
変えるというチャレンジを実際にする
事ができたと思います。その事でこれ
からを考えた時、この地域でやっていっ
たら面白い物はありますか。 

（岡部さん）グランピングや、ライフ
スタイルに寄った形で土地の物を使っ
た子供の遊び場とかを、ちんどん屋の
イメージで移動式の物ができると思い
ます。展開していく事のできるモビリ
ティだけ持っていれば、展開して行け
ば良いだけの話なので、うちの店舗で
もゲルサイズの物や大きなタープなど
色々できると思います。働くだけじゃ
なくても、僕らの商材やチーム作って
使って展開していくことはできるんだ
ろうなと思います。
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（佐宗）お話を聞いていると、モビリ
ティの切り口から攻めていって、移動
できる何かのサービスそのものをある
程度作っていけそうですね。働く場所
の話というと、ゲルやキャンプのよう
な考え方、それを移動していくとか、
ポップアップトラックみたいにして使っ
ていく考え方。また、働く環境自体を
循環させる考え方や、シェアリングを
使った電動自転車を駆使しながら、こ
の地域をモビリティを切り口に新しく
働ける環境を作っていくアイデアがあ
りました。そういう所にシェアリング
の概念を組み込んでやって行く事に関
して、もし事業として成立する目処が
うまく立てば、エコシステムとしては
繋がっていく可能性があるのかなと思
いました。そろそろ時間になるので、
小林さん、こういう未来のシナリオと
いうか、具体的な機会が見えてきまし
たが、さぁどうしましょうかね。

（小林）すごく面白かったなと思って
います。色々なヒントがありましたが、
感覚的には、どこがそもそも遊休かを
リアルタイムで、細かい時間単位で把
握できるベースと、例えばその空間に
風が吹いているかというレベルで押さ
えるという所まで情報がしっかり可視
化されていて、かつそこを人が使いた
いと思った時に、それを設えてくれる
ツールや人のサポートという物も、裏
側でしっかり仕組みが回っている。そ
の状態が作れると、今日の議論のやっ
てたことの世界観が生まれてくるんだ
な、とお聞きしていて思っていました。
それを実現するには企業の協力と行政
の主体性と、ベンチャーの技術と、こ
こに今日来ている人たちに関係者がい
ると思います。この場の議論で終わっ
てしまうとすごく勿体無いので、取り
組みにつなげていきたいので、関係先
の皆様是非お願いします。
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