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プロジェクトの背景・狙い
①

不活性な公的施設を核とした中小ビル連携による地域の再生・活性化
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千代田区の全体像・地域的な特徴

■面積／11．64平方キロメートル
・一番大きい区は大田区で59．46平方キロメートル、一番小さい区は
台東区で10．08平方キロメートル。
・東京都23区の中では、下から5番目の大きさです。
・区の面積の約12パーセントを占める皇居(1.42平方キロメートル)

■人口／22,997世帯・43,660人（平成17年10月1日現在）
・昼間人口：853,382人　昼夜間の格差が20倍以上
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千代田区の全体像・地域的な特徴
☞ 神田の再生・活性化：特色ある街々の中でどのような機能・役割を果たすか？

・明治大学を核とする学生街
・古書店街、楽器・スポーツ用品街

お茶の水・神保町
九段・飯田橋

永田町・霞ヶ関
丸の内・大手町

神田・秋葉原
・江戸情緒を感じさせる老舗が多い
・世界で最も刺激的なデジタル文化のまち

市ヶ谷・麹町

・法政大学、東京理科大学など数多く
　の教育機関が集まる文教地区
・都内屈指の高級住宅街

日比谷・有楽町 ・有名企業の本社が立ち並ぶ経済の中枢
・高級ブランドの旗艦店が集積

・三権が集中する国権の中枢
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夜間人口の回復

新しい産業の振興

ＳＯＨＯの振興
空床対策

（地域の活性化）

コミュニティの新生

!"千代田区の課題

#
地域の特性を活かした

神田の再生・活性化：官民協働による「SOHOまちづくり」の推進
☞ 先行事例を踏まえ、不活性な公的施設の再生に現代版「家守」の手法を活用
　（外郭団体の機能・役割の見直し、再編・統合）

現代版「家守」による空室対策

▲　　▼

空室を地域資源として活性化

●条例を廃止して、公共施設を普通財産化
●用途を限定して、RFPにより物件を貸付
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☞ 賑わいの再生・地域コミュニティの新生 ☞ 都市型産業の振興・起業促進 ☞ 成長支援、様々な地域課題の解決（まちづくり）

「ちよだプラットフォームスクウェア」の基本コンセプト
☞ 不活性な公共施設を「SOHOまちづくり」の総合拠点として再生
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「ちよだプラットフォームスクウェア」の基本コンセプト
☞ 集積対象とする事業者の類型と展開シナリオ

支援対象とするナレッジワーカーの類型
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ＳＯＨＯ予備軍独立系フリーエージェント 起業家・社会起業家 大企業系ＳＯＨＯ

■神田地区は江戸文化・都市のダイナミズムを支えた職人街（鍛冶町、鍋町、紺屋町、等々）
■旗本・武家屋敷には多くのサムライ（専門士業）が集積
■情報・メディア産業の集積地 = ニューヨーク「SOHO地区」との類似性
（シリコンバレー型ではなく、シリコンアレー型）
　☞ コア・ターゲットは、大丸有・秋葉原を支えるインディペンデント・コントラクター

［地域資源、歴史的・文化的背景］

↓現代版の「職人」像：

▲　連携・協働　▼
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「ちよだプラットフォームスクウェア」の基本コンセプト
☞ 現代版「家守」に求められる２つの基本的な機能・役割

01

夜間人口の回復

新しい産業の振興

ＳＯＨＯの振興 空床対策

（地域の活性化）

コミュニティの新生

外郭団体の見直し

公的施設の見直し

!"千代田区の課題

#

ＳＯＨＯエージェントを核とした
連携・協働プロジェクトの推進

（ビジネスコミュニティの形成）

コア - サテライト・モデルによる
中小ビル連携の推進

［店子側のエージェント］

［地主側のエージェント］

地域の特性を活かした 現代版「家守」制度による
融
合
化
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「ちよだプラットフォームスクウェア」の基本コンセプト
☞ 店子の世話役 = 「悉皆屋」としてのSOHOエージェント
　　　　　　　　　　>> 社会起業家（親方？）を中心とする地域プロジェクトの編成

■関係者各々が自律的・主体的にプロジェクト活動に参画・協働
■「支援する／支援される」→  水平的な互恵（協働）関係を醸成
■事業計画・成長性ではなく、「連携・協働の可能性」を重視
■「顔の見える関係」を地域に定着化

誘致するＳＯＨＯエージェントに自社に登録し
ているＳＯＨＯの中から将来性のある事業者を
推薦してもらい、施設利用者として集積します。

ＳＯＨＯ
　エージェント

ＨＯ
ＨＯ

ＨＯ

ＳＯ

ＳＯＳＯ

登録・所属ＳＯＨＯ

［ 初動段階 ］
ビジネス・マッチングなど、ＳＯＨＯに
対して様々な支援サービスを提供する複
数のエージェント事業者を誘致します。
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「ちよだプラットフォームスクウェア」の基本コンセプト
☞ 「悉皆屋」→ 地域に根ざした新産業としての現代版「家守」

（施設利用者）

現代版「家守」

ＳＯＨＯ事業者

地域コミュニティ

ＳＯＨＯ
　エージェント

協力機関
協力企業

区・公社

マネジメント事業者

ＳＯＨＯエージェントに対し、ファシリティ・マネジメントなどの
ノウハウ、「家守」業のフィジビリティ・スタディやテスト・マー
ケティングの機会を提供するとともに、ＳＯＨＯエージェントを核
として、区・公社、マネジメント事業者、協力機関・協力企業等が
連携・協働し、施設利用者に対する各種支援サービスを提供します。

［ 拠点施設に於ける中小空きビル活用のモデル開発と運用 ］

SOHOエージェントの経営基盤の安定化・高度化

株式会社RCF
→ 創業資金提供によるベンチャー支援等
NPO法人コミュニティビジネスサポートセンター
→ コミュニティビジネスの立ち上げ支援
財団法人社会経済生産性本部「SOHOポータル協議会」
→ 各種情報提供・トラブル相談窓口サービス
NPO法人産業技術活用センター
→ 産学連携コーディネート、技術移転サポート
全国デジタル･オープン･ネットワーク事業協同組合
→ ビジネスマッチング、プロジェクト・インキュベート
株式会社バリューアップ
→ SNS/ASP等を活用した各種情報交換・交流サポート
株式会社アデッセ
→ 弁護士・公認会計士など、専門家のネットワーク
電子商取引安全技術研究組合（ECSEC）
→ EC分野の技術標準化・セキュリティ対策・人材育成等
その他（計:13社）
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「ちよだプラットフォームスクウェア」の基本コンセプト
☞ 現代版「家守」による近隣中小ビルのコンバージョンと施設間連携

ベンチャービジネス、コミュニティビジネスとして発展し、近隣の空き
ビルに転出したＳＯＨＯ（MＥ）や、現代版「家守」として新たな拠点
施設の運営に取り組むＳＯＨＯエージェントなどに対し、拠点施設の機
能を補完的に提供します。

MＥ MＥ MＥＨＯ集積型の
　現代版「家守」

ＨＯ

ＨＯ ＨＯ

ＨＯ

SＯ集積型の
　現代版「家守」

SＯ

SＯ SＯ
SＯ

マネジメント・システム

オフィス・システム サービス・システム

拠点施設の機能

［ ＳＯＨＯまちづくりの効率的・効果的な展開 ］
新たな空きビル活用を担う現代版「家守」
を育成・輩出します。

エージェントを核としたビジネスコミュニティの形成

SOHOとの協働による各種プロジェクト展開

▲　　　　　▼

→ 各種プロジェクト = 地域政策プラットフォームの形成

中小ビル連携によるSOHOまちづくりの推進
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「ちよだプラットフォームスクウェア」の基本コンセプト
☞ 産業振興・コミュニティ振興など、まちづくりの課題を一体的に解決する仕組み作り

マネジメント・システム

オフィス・システム サービス・システム

●利用者参加型の施設運営
●非営利型株式会社の採用
●「志ある投資」と優先株の組み合わせ
　　による資金調達

●施設の諸機能が有機的に連携
●エージェントを核として、利用者どうしが
　お互いに支援し、支援され合う環境

●小さく借りて大きく使える
●ビジネスニーズや企業の成長・発展に
　応じて柔軟に変化するオフィス
●中小ビル連携による分散型テレワーク環境

産業振興・コミュニティ振興など、まちづくりの課題を一体的に解決する仕組み作り
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ちよだプラットフォーム推進協議会

プラットフォームサービス
　　　　投資事業有限責任組合

プラットフォームサービス株式会社

（コミュニティファンド）

（非営利型株式会社）

（自治会）

第２条（理念）
当会社は、社会性のある事業を展開することで、プラットフォーム機能を
提供するまちづくり会社として社会の公器となることを理念とする。

第30条（剰余金）
剰余金は、優先配当分を除き内部留保し、当会社の理念遂行のために再投資するものとする。

第31条（残余財産）
当会社が解散した場合における残余財産は、以下のとおり分配する。
1.資本金の額までは株主へ分配する。
但し、分配にあたっては、普通株主に先立って優先株主に分配するものとする。
2.資本金の額を超える部分は、当会社の理念に沿った団体に寄付するものとする。

「ちよだプラットフォームスクウェア」の基本コンセプト
☞ 非営利型株式会社による公的施設のマネジメント >> 新たな地域経営モデルの創造
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「ちよだプラットフォームスクウェア」の基本コンセプト
☞ 段階的な資金調達（志ある投資）

2004.12. 提案応募
2004.02. 提案採択
（会社設立）

2004.04. 契約締結
（縁故増資）

1,750万円 1,750万円

1,750万円

コンソーシアム形式（約20名）

現在の役員4名による出資

普通株式による出資受入

+ +

2004.10. 工事完了
（地域ファンド）

3,500万円

優先株式による出資受入

3,500万円

日本政策投資銀行

商工組合中央金庫

興産信用金庫

7,500万円

2003.12.公募開始 2004.02.提案採択

2004.04.契約

2004.10.提案採択
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「ちよだプラットフォームスクウェア」の基本コンセプト
☞ サービスシステム：連携・協働を通じた互恵的な関係財を（域内に）戦略的に形成

SEEDs START-UPs STEP-UPs EXPANs

▼ ▼ ▼

ＳＯＨＯエージェントに期待される機能・役割

 

ミドルステージに達し、施設の利用段階を卒業
したＳＯＨＯとは退出後にも一定の連携関係を
保ちつつも、マネジメント事業者がパイプ役と
なり支援の中心的役割をビジネスインキュベー
ターやベンチャーキャピタルに移すことで、公
的な性格を持つ本プロジェクトとの役割分担を
明確化し、継続的かつ効果的な支援体制を構築
します。

キープラネット：
●年間40回以上の交流イベント

エージェント各社：
●ビジネスパートナーや販路の紹介など

ブレンディングセクター：
●年間60回程度のビジネストーク・セッション
●月2回程度の各種資格関連セミナー、スクリーング

 

ＳＯＨＯエージェントとの連携・協働による各種サービスの提供

区・公社との連携・協働による各種サービスの開発・提供

人的交流、情報交配の場づくり ビジネスマッチング・サポート プロジェクト・コーディネート プロジェクト・インキュベート

 

ディーワン、日本ＳＯＨＯ協会：
●会社登記に必要な諸作業のサポート、事業コンセプト
　の策定や商標登録、ビジネスモデル特許等の取得支援
●施設利用者どうしの相互扶助を促す同業種・異業種
　連携、産学連携のコーディネート

 

コンソーシアム・メンバー：
●インキュベーター、ベンチャーキャピタルの紹介

各々の段階に於ける適切な各種相談サービスの提供
・（財）社会経済生産性本部
・（財）日本ＳＯＨＯ協会
・（社）日本テレワーク協会

ディーワン、コンソーシアム・メンバー：
●事業計画・収支計画・資金計画の策定サポート
●法務・経理・財務・人事等の基盤整備のサポート
●異業種連携や同業種による共同化の支援ならびに
　共同プロジェクトのマーケティング活動、SP/PR
　活動等、直接的で踏み込んだ業務支援

インキュベーターやベンチャーキャピタルは起業
家が既に踏み切った後の支援を提供する役割を担
うものであり、重要ですがベンチャービジネスの
創出には間接的にしか貢献しません。ＳＯＨＯエ
ージェントに求められるのは、ＳＯＨＯの起業家
としての第一歩に於ける負担を減らし、ベンチャ
ーやコミュニティビジネスの創出と成功確率のア
ップに直接的に貢献することです。

ベンチャーキャピタルによるハンズオン支援では
ビジネスプランの作成や経営スタッフの確保など
は起業家本人が行うことが前提ですが、初期段階
に於いてＳＯＨＯエージェントに期待される役割
は、事業コンセプトの立案、市場調査・分析から
関係者間でのナレッジの共有化に至るまで、支援
というよりはむしろ事業主体に限りなく近いもの
となります。
（但しあくまでも経営者の代わりにはならない。）

オープンな施設環境が実現する日常的な情報交換
に加え、シード段階のＳＯＨＯに対しては有識者
や成功ベンチャーなどによる講演・セミナーや定
期的な交流イベント等の開催を通じて良質な刺激
に満ちた人的交流の場を提供し、事業テーマやビ
ジネスモデルの明確化、専門能力の獲得・向上な
どに結びつく実践的な学習機会 = 自己啓発の場を
提供することが期待されています。

▲

▲

収益

時間

●事業アイデア・構想
●起業意欲の芽生え

●メンターとの出会い
●ビジネスモデルの明確化

●パートナーの発見
●アライアンスの構築

●事業システム、プロトタイプの開発
●事業戦略の仮説立案と検証（マーケティング）

●マネジメント体制の構築
●人材確保・育成

●経営基盤の強化
●資金調達

ビジネスアイデアをビジネスモデルに ビジネスモデルをビジネスプランに ビジネスプランの有効性を検証 体制確立とビジネスプランの実行

マネジメント事業者が実施する事業と公社事業との詳細な摺り
合わせを行い、施設利用者への業務のアウトソース（シティプ
ロモーションの実施、各種セミナーの開催、各種相談サービス
の提供等）をご検討頂けますと幸いです。

国・都・区や公的機関などの創業支援・ＳＯＨＯ支援策に関する
情報の収集・提供、窓口紹介等。

近隣ＳＯＨＯ物件や地域コミュニティの活動などに関する情報の
収集・提供、窓口紹介等。

（社）日本テレワーク協会／マイクロビジネス協議会が実施する優良なＳＯＨＯエージェントの
認定制度（ＭＢＡ審査制度）などとの連携等により、キャリアカウンセリング、キャリアコンサ
ルティング、コーチング、ファシリテーション、キャプテンシップ、プロジェクトコーディネー
ト、プロジェクトインキュベート、プロジェクトマネジメント、ファシリティマネジメントなど、
「家守」に必要とされる知識・ノウハウを体系化し、育成プログラムとして開発・提供。

各種情報の提供 ＳＯＨＯへのアウトソーシング実施 「家守」育成プログラムの開発・提供

（上記コンテンツのインターネットでの配信）

15



「ちよだプラットフォームスクウェア」の基本コンセプト
☞ オフィスシステム：連携・協働を創発させるプロジェクト・インキュベーター
　　　　　　　　　　　　　　　＋ 中小ビル連携モデルの開発（プラットフォーム・アネックス）
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プロジェクトの特徴
②

3つの間違い探し
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③ 役員報酬が無い

① ベンチャー支援施設（インキュベーション施設）

② 千代田区から運営を委託（指定管理者）

>> まちづくりの総合拠点
（官民協働による地域経営のプラットフォーム）

>> （外郭団体を経由して）区から借り受け
（10年間の定期建物賃貸借契約）

>> 役員賞与が無い
（非営利型株式会社）

プロジェクトの特徴
☞ ３つの間違い探し
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プロジェクトの特徴
☞ インキュベーション施設 >> まちづくりの総合拠点 

インキュベーション施設 ちよだプラットフォームスクウェア

目的 経済開発、産業振興 地域の再生・活性化

対象 成長志向のベンチャー企業 問わない

条件 入居審査、入居期限 現代版「家守」= 世話役の推薦

支援 専門家による支援 ビジネスコミュニティを基盤とした相互扶助

予算 税 施設利用料
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プロジェクトの特徴
☞ 運営委託（指定管理者）→ 借り受け

0

5,000

10,000

15,000

20,000

直営
指定管理者

財
政
貢
献

様々な民間手法、経営努力
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プロジェクトの特徴
☞ 運営委託（指定管理者）→ 借り受け

① 都市型産業の振興

② まちの賑わい創出（地域再生）

③ 地域コミュニティの活性化

④ 空きビル・空床対策

官民協働のまちづくり
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プロジェクトの特徴

通常の株式会社 非営利型株式会社（NPC）

理念 経営方針 定款による規定

剰余金 株主配当・役員賞与 理念追求の為に再投資

残余財産 分配 寄附

☞ 役員報酬がない → 役員賞与がない

22



ちよだプラットフォームスクウェアの概要
③

プロジェクトの現状と成果
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「ちよだプラットフォームスクウェア」施設概要
☞ 施設環境全体を有機的に連携させ、効率的・効果的な分散型テレワーク環境を実現

首都圏への進出を目指す地方企業

近隣のホームオフィス・ワーカー

スタートアップ段階の起業家

神田地区 → Platform Annex

近隣物件 → Platform Style

各地のインキュベーション施設

e-Community Platform

▲　分散型テレワーク環境　▼

【連携施設】

【ターゲット】

☞ 地域協働によるSOHOまちづくり
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「ちよだプラットフォームスクウェア」施設概要
☞ 1Ｆ：人・情報が集まる「交流の場」

公開空地→現代版「縁側」
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「ちよだプラットフォームスクウェア」コンセプト・ 施設概要
☞ 2Ｆ：「連携・協働の場」

Agent Office
（ Closed Nest）

Open Nest

Trunk StationConcentration Booth
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「ちよだプラットフォームスクウェア」コンセプト・ 施設概要
☞ 3Ｆ：「連携・協働の場」

Agent Office

Closed Nest

Communication Lounge
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プロジェクトの現状・課題と将来
④

施設間連携と郊外型施設開発
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第2次「SOHOまちづくり」を展開。
ちよだプラットフォームスクウェアを中小ビル連携の中核拠点施設（コア）と位置づけ、

地域の活性化に向けて「SOHOまちづくり」は 新たな段階へ ━━━━。

▲
▲

求心力の維持、持続的・安定的な運営管理体制の確立、

全国的にも例の無いユニークな施設・運営形態による国内最大規模のSOHO事業者の集積拠点として
注目を集め、ビル単体での有効活用に成功。

抜本的な空ビル・空床対策事業として

裾野の拡大

ハイリスク・ハイリターン型の研究開発型ベンチャー
企業等に対する成長支援などは様々な政策ツールを有
する国・都道府県を支援主体とし、連携により実施。

神田の歴史的背景・地域特性を活かし、ミドルリスク
・ミドルリターン、ローリスク・ローリターンなど、
多様な形態の起業・開業を促進することに注力し、ベ
ンチャー企業が自律的に輩出される仕組みづくり、風
土づくりを推進する。

また、個別企業に対する成長支援はもとより、小規模
事業者等支援機関（SOHOエージェント）を核に、
企業同士の連携・協働による新たなプロジェクト開発
に対する支援を重点的に展開する。

→
→

→

→

→
→

成長・退出促進

100/120

800

35/35
Closed Nest

Open Nest

（登録利用者）
SEED

START-UP

STEP-UP

［基本的な考え方］

会議室稼働率　平日:72.8%　休日:60.5%

2005.10.現在

施設・地域の情報発信力、メッセージ性を高める
一般公開型の各種セミナー・勉強会などの誘致

空ビル・空床対策

まちづくり

コミュニティ
      振興

産業振興

■「SOHOまちづくり」をテーマに
各事業分野の知見・取り組みを統合・
融合し、総合力を発揮。

現状・今後の課題と展望
☞ 区長報告（2005.12.19. 第2次SOHOまちづくりの展開に向けて）
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現状・今後の課題と展望
☞ 区長報告（2005.12.19. 第2次SOHOまちづくりの展開に向けて）

空室にも短期間でスムースに対応。

現在35区画あるクローズドネストは施設オープン以来、常にフル稼働の状況。
これまで17件（うち内部移動8件）の入退出が生じているが、新規需要・オープンネストからの移動により、

対応ノウハウのシステム化、域内共有化   による空ビル・空床対策事業の展開▲

近隣中小ビルへの退出・成功事例の創出  に向けて・・▲

<< 支援機関の集積 >>

<< 退出・成長支援 >><< 転入・定住促進 >>

3F
2F

!SOHO支援機関との連携・協働による組織的・体系的なSOHO支援（支援体制の構築）
"受け皿となる良質な賃貸SOHO物件の供給（抜本的な空ビル・空床対策、ビルオーナー支援）

コア施設との連携による
スモールオフィスの供給支援事業

コア施設との連携による
ホームオフィスの供給支援事業
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パイロット事業

コア-サテライト型の中小ビル連携モデルの確立  が課題。▲

現在、100/120事業所となったオープンネストの利用者。この集積規模を5倍、10倍に拡大し、
地域的に幅広いSOHO事業者の裾野を形成する為、

<< コア >>

<< サテライト >>

2年半借り手の付かなかった中小ビルのB1部分
を借受け、SOHOの新連携拠点、次世代型ワー
クスタイルの実験施設としてリニューアル。

オープンネストが地域的に発展・拡大していくことにより、
<コア>に求められる機能・役割も変化する。

パイロット事業の成果を基礎に、ある程度の「まとまり」
として中小ビル群をリニューアル、コンバージョンする。

中小ビル連携モデル事業

（コア施設の高度化）

2F

現状・今後の課題と展望
☞ 区長報告（2005.12.19. 第2次SOHOまちづくりの展開に向けて）

annex-02

annex-03(3F,4F)

annex-01
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現状・今後の課題と展望
☞ 区長報告（2005.12.19. 第2次SOHOまちづくりの展開に向けて）

積極的な広報支援　を実施。施設や地域の情報発信力、メッセージ性を高める戦略資源と位置づけ、▲

5階会議室の稼働状況は大幅に改善され、施設運営上は喜ばしいことだが、施設予約が困難な状況が
続いている。顧客（住民）満足の観点から何らかの対応が必要ではないか。

ナレッジワーカーを支援する特色ある施設群を
地域内に分散的に開発・提供。

5F

1F
B1

アダプトシステム、指定管理者制度を活用し、
中小ビル連携の交接部となる公開空地・街路
の環境を整備（緑化、景観の統一化など）。

連携ゾーン環境整備事業

カフェ、ラウンジ機能など、路面部の空床を活かした
コミュニケーション・ゾーンの開発

公共部の分散・連携

共有部の分散・連携

［まちづくり、産業振興、コミュニティ振興］に係る各種一般公開型セミナー、勉強会など

会議の高い生産性を実現する先進的なモデル施設・設備などを開発・誘致し、公共部を▲非公開型の会議・セミナーなど

地域的に分散・連係化させることで、点と点を結び、線から面へと施策を展開・深化 させる。

!"#$%!"&'

(#)*+,-./)01234
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　プラットフォームとは「何らかの機能や仕組みによって利用する者の利
便性を向上させる共通基盤」を意味する言葉です。当社の経営理念・経営
ビジョンは、社名に示すとおり様々な「プラットフォーム」を開発し、
サービスとして提供していくこと。より具体的には、創造的な新しいライ
フスタイル、ワークスタイルの実現を支援し、様々な協働が育まれる
「場」を、その利用者（地域住民・企業等）の「共通基盤」として開
発・提供していくことです。
　当社はこのような事業を、江戸文化に由来した「家守（やもり）」と
いうキーワードを使って説明しています。
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　江戸のまちには「家守」と呼ばれ、地主に代わって土地や建物の管理
を行い、全国から気のいい職人さんを探してきて長屋に誘致したり、職
人さんが地域で快適に暮らし・働けるよう「読み書き・算盤」を教える
など様々なサポートを行う人たちがいました。
　「家守」は、このような仕事に加え、住民基本台帳の整備をしたり、
下肥の処理を行うなど、今日行われている様々な行政事務の基礎となる
ような仕事も手掛け、お互いに連携しながら、幅広くタウンマネジメント
に携わっていました。
　私たちはこのような温故知新の考え方に倣い、現代版「家守」を旗印
として官民協働による｢まちづくり｣ = ソーシャル・マネジメント（社会
経営）に取り組んでいます。
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官民協働による社会経営のプラットフォーム構築に向けて

ちよだプラットフォーム推進協議会

プラットフォームサービス
　　　　投資事業有限責任組合

プラットフォームサービス株式会社

（コミュニティファンド）

（非営利型株式会社）

（自治会）

協働のプロトコル = 「社会経営」研究

地域の「担い手」の育成

社会経営（ソーシャルマネジメント）
　　　　
パブリック・マネジメント
　　　　　×
ソーシャル・マーケティング

= 

■住民ニーズの多様化、マス・マーケティングの終焉
■「公」の領域が縮小され「共」の領域が拡大
■民の共同により「共益サービス」を増進
■新たな共益サービスの開発・提供が産業振興に繋がる
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官民協働による社会経営のプラットフォーム構築に向けて

(各種政策プラットフォーム)
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