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OTA CITY
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大田区
面積：60.66Km2
人口：723,000人

（ 385,000家族）
昼夜人口がほぼ同じ



大田区の紹介
人口：726,191人(2018.4.1現在)
面積：60.83平方キロメートル(23区内第1位）

大田区の特色！！
都内一位
●工場数【高度な技術力を持つ】
●商店街の数
●銭湯の数

その他
●東京国際空港（羽田空港）
●田園調布に代表される美しいまちなみや多摩川などの自然
●歴史ある伝統文化
●手軽に楽しめる多国籍グルメ

羽田空港

まさに、
東京の縮図
大田区



大森

大田区の産業集積地域

●区内には、機械・金属加工を中心とする約3,500の製造業が集積（都内一）

蒲田

工場数：（資料）H26年度大田区ものづくり産業等実態調査
製造品出荷額：（資料）平成25年工業統計調査

（従業員4人以上）

羽田空港跡地
（第１ゾーン）

工業専用地域

準工業地域

特別工業地区

工業地域

調布地域



大田区のものづくり産業の構造

●多品種・少量・短納期・高精度の生産体制を構築
●試作品の製造・加工の需要に応じる地域風土を有する
●企業間の分業体制をはじめとする域内ネットワークが機能

オイルショック後から、仲間まわし（横受けネットワーク）が発達

技術の高度化

技術の専門特化



金属製品
21%

鉄銅・非金属
4%

一般機械
34%

電気機械
12%

輸送用機械
5%

プラスチック製品
5%

その他
19%

大田区内の工場の主要業種
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大田区の工場従業員規模等

50.0%

13.0%

2.9%

32.0%

23.0%

10.4%

10.4%

18.0%

13.0%

4.5%

13.8%

14.8%

2.6%

16.5%

17.5%

0.6%

11.3%

17.7%

0.1%

4.4%

23.8%

工場数

従業者数

製造品出荷

額等

1～ 3人 4～ 9人 10～ 19人 20～ 29人 30～ 99人 100～299人 300人以上

Revenue

Factories

Employees
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大田区中小企業のご紹介
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ＪＲ蒲田駅
上空から空撮



小松ばね工業株式会社
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株式会社信栄テクノ
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Aluminum  φ3μ×12μ

SUS303 40μ×100μ

TITANIUM φ20μ×50μ

mechanical pencil lead φ30μ×500μ

hard material φ50μ×350μ

quartz glass Φ25μm×15μ
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北嶋絞製作所
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ダイヤ精機株式会社
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三益工業株式会社
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有限会社安久工機
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株式会社桂川精螺製作所
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大洋塗料株式会社
SL REFLECOAT (High reflective paint) Ordinary paint SL REFLECOAT

60% reflection of light

After 30 minutes

27℃（28.5）
↓

85.4℃（41.9）

27℃（28.5）
↓

50.2℃（33.2）
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株式会社共立模型
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農工連携のスタート 平成22年～
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農工連携実施の黎明

山陰合同銀行との提携

島根県の松江市に拠点を持つ山陰合同銀行
（島根県と鳥取県の指定金融機関）と

島根県の連携のもと、
H22年4月に（公財）大田区産業振興協会が

業務提携
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各金融機関との連携

大田区産業
振興協会

秋田

銀行 北洋

銀行

山陰

合同銀行

みずほ

情報総研

H22年4月

H24年10月
H26年7月

1

2
3

22

大田区＆

大田区産業
振興協会

4 H28年6月



各地方への貢献

•大田区の技術を各地域の課題解決に役立てていただけるよう

コーディネイトしていく

•開発、試作品の製造は大田区 ⇒ 量産を各地域と連携
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農工連携セミナーの実施（講師：（株）農援隊）

• Ｈ２５年度 農工連携セミナー（無料）

５月・７月・９月・１１月に実施 各回４０～６０名程度の参加

• Ｈ２６年度 農業機械技術研究会（有料）

５月・７月・９月・１１月・１月に実施 １９名の登録・参加

• Ｈ２７年度 農業機械技術研究会１部（有料）

５月・７月・９月・１１月・１月に実施 ２２名の登録・参加

• Ｈ２７年度 農業機械技術研究会２部・・機械製作（有料）

毎月１回～２回実施 ８名の登録・参加

山陰合同銀行との共同企画として開始
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農業法人等訪問ツアーの実施

• Ｈ２５年度 島根県農業法人等訪問ツアー（実費）５社訪問・１５名参加

１件成約２００万円

• Ｈ２６年度 島根県農業法人等訪問ツアー（実費）６社訪問・９名参加

１件成約１００万円

• Ｈ２７年度 秋田県食品製造法人等訪問ツアー（実費）６社訪問・９名参加

２件成約１５０万円

• Ｈ２７年度 鳥取県食品製造法人等訪問ツアー（実費）６社訪問・１０名参加

１件成約１２０万円

山陰合同銀行・秋田銀行との共同企画として開始
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目的：大田区の技術を利用して地域の生産拡大に貢献する



企業誘致

•農工連携に役立つ企業を誘致

Ｈ２８年に島根県の企業１社、川崎市の企業１社を誘致

現在も複数社を誘致中
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おおた農水産業研究会の結成
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おおた農水産業研究会の歴史

• Ｈ２８年度 異業種交流会農業技術研究会発足 ８社参加

３件成約２１０万円

• Ｈ２９年度 おおた農水産業研究会発足 ９社参加

１件成約３,２００万円
• Ｈ３０年度 おおた農水産業研究会 ９社参加+参加希望２社
複数の案件を検討中
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目的：大田区の技術を利用して地域の生産拡大に貢献する

入会資格：大田区に拠点のある企業、個人



総合経営コンサルタント

照明開発・販売

ポール、遊具等製造

PLC・マイコン

セールスプロモーション・コンサルティング

プリント基板回路設計・製作

「誰でも、どこでもできる」水質の簡易分析

機械装置の製造・修理

システム

農業技術の開発

宍戸俊文

ワンオーナインジャパン（合同）

テック大洋工業（株）

広沢電機工業（株）

（有）アジル

(有)さつき電子

(株)共⽴理化学研究所

（有）関鉄工所

(株)クリエーション・コア・コーポレーション

（株）農援隊

(株)カセダ

装置設計、植物工場



おおた農水産業研究会の成果物（国内）
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農業機械製作の一例 1/3
大根の持ち上げ機（秋田）

これまでの作業
いぶりがっこ製造の為に1.5キロ×10本の
大根複数を天井に吊るす

問題点 10畳程度でも100本もの大根の束を吊るすため重労働
で作業者が減ってきている。

大田区企業 農業技術研究会（おおた農水産業研究会の前身）
大田区の企業８社が集まる異業種交流会

機械製作 滑車を使い規定の高さまで持ち上げる構造の機械を製
作。今回の依頼は手動。

備考
横手市議会からの相談が発端。横手市役所から発注
いただきＨ28年に1号機納品済み。60万円。
図面も含め所有権は横手市役所。
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農業機械製作の一例 2/3
ミニ植物工場（山陰）

これまでの機械 1層式

問題点 機械製作上細かなところがなおざりになっている為、メ
ンテの難しさや拡張性が不十分

大田区企業 おおた農水産業研究会
大田区の企業９社が集まる異業種交流会

機械製作 高品質な生産物を作るための工夫と大規模展開を見
越した拡張性に配慮した設計を実施

備考 （株）農援隊に納品済み。Ｈ28年3月に1号機納品。100
万円。現在、蒲田女子高等学校に設置中
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農業機械製作の一例 3/3
ピートモス搬送器

これまでの作業
手作業でビニールハウス内の
畑に培土を敷設していた

問題点 ２㎝～３㎝を均一に敷設することから時間がかかる

大田区企業 おおた農水産業研究会
大田区の企業９社が集まる異業種交流会

機械製作 一定の量が自重で落下する仕組みの機械を製作

備考 Ｈ31年秋より市販予定
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おおた農水産業研究会の成果物（アフリカ）
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農業機械製作の一例 1/2
ひまわりの種の播種機（その他）

これまでの作業 木製の播種機により作業

問題点 耐久性に難がある。作業量に課題がある。

大田区企業 農業技術研究会（おおた農水産業研究会の前身）

機械製作 アルミ、ステンレス、耐水性ベニヤ板にて２台製作。

備考 ルワンダ共和国の農業委員会へＨ２８年１月に納品。
41万円
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農業機械製作の一例 2/2
ルワンダ花卉出荷のカビ対策

これまでの作業
欧州へ出荷時に虫対策として水洗
浄を行っている

問題点 水の除去が不完全の場合は輸出先でカビ発生

大田区企業
（株）インパクトワールド（大田区羽田旭町７大田区創

業支援施設ＢＩＣあさひ）

機械製作 プラズマと光触媒を使用した技術ＰＡＣＴにより空中に
浮遊するカビ菌、雑菌、ウイルスを滅菌

備考
ＪＩＣＡ案件化調査採択 約３２００万円
当該技術はルワンダ国では医療用に緊急の必要性が
あることが判明
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アフリカ案件の実施

• ＪＩＣＡ Ｈ２８年２月 中小企業海外展開支援事業～案件化調査～に大田区

企業が採択 約３,２００万円

• ＪＩＣＡ Ｈ２９年２月 案件化調査１回目に（公財）大田区産業振興協会が同行

• ＪＩＣＡ Ｈ２９年４月 案件化調査２回目に大田区が同行

• 農水省 Ｈ２９年夏 アフリカにおけるフードバリューチェーン構築のための

～ 能力強化委託事業にみずほ情報総研が採択

H３０年秋 協会及び大田区企業が出張し、ガーナ、ウガンダ、

マダガスカル、コートジボワール等と商談開始

Ｈ３１年２月 農水省に成果報告

みずほ情報総研との共同企画として開始
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取組中案件例

• モロッコ 種子破砕

• マダカスカル 養蚕

• ルワンダ・ウガンダ等 石混在の米の分別と利用

• 貝の分別
• バイオマス発電の灰の活用
• トマトのハウス栽培時の各種課題解決
• ミニ植物工場のバージョンアップ
• 柿の皮むき器のバージョンアップ
• 食品工場の製造装置製作
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Proposal of Agricultural system and Food processing machines
for ＡＦＲＩＣＡ

39

Ota Agri-Fishery Improvement Group
in MAFF booth  at TICAD7 from August 28 to 30, 2019



Nouentai Co., Ltd.
Imec® Film Farming
Cultivation method with high yield, high quality and
high profitability
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For Farmers, 
Companies, etc.



Kaseda Co., Ltd.
Rice and stone sorting machine
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For Household, 
Farmers, Companies, 

etc.



TECH-TAIYO KOGYO Co., LTD.
Puffed cereal confectionery machine
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Puffed cereal

For Farmers, 
Companies, etc.



KYORITSU CHEMICAL-CHECK LAB Co.
Pack Test
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大田区企業が製作した農業機械等の例
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農業機械製作の一例 1/6
西条柿の皮むき器（山陰）

これまでの作業
外周面を機械により皮むき後、手作
業により溝部を除去

問題点
溝に残った皮を除去する工程が人が行うため、作業に
時間がかかる。また、作業者が高齢化していることから
今後生産量の低減が必至。

大田区企業 医療機器等製造会社

機械製作 柿をキャッキング後、特殊な方法を使い皮を除去

備考
（株）農援隊（島根県）・島根県農業技術センターとの共
同開発。特許取得済み。１号機をＨ２８年に２００万円で
納入済み。今後おおた農水産業研究会で取組予定 45



農業機械製作の一例 2/6
大麦刈り取り機（山陰）

これまでの作業
トラクターにアタッチメントを取り付
け後に作業を実施

問題点
地元企業はアタッチメントについてクライアントの希望通
りの仕様で製作できていない。 現状品の改良の為の
図面作成の依頼

大田区企業 金属加工会社

備考 島根県企業へ１月に納品済み。50万円。
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農業機械製作の一例 3/6
水田の水位センサー（山陰）

これまでの作業
数百反ある水田全ての水位を現場
近くに行き目視でチェック

問題点 時間がかかるため作業を短縮化したい。全自動でバル
ブの開け閉めを行うことは今回は予算上問題で断念

大田区企業 バルブメーカー

機械製作 水位センサーを導入し、LEDでライトを表示することによ
り１００メートル先からも目視できるようにした。

備考 鳥取県の企業にＨ27年4月に試作品納品。20万円
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農業機械製作の一例 4/6
雑草対策（山陰）

これまでの作業
畑周辺の草刈りを草刈機や手作業
で実施

問題点 夏場は毎日のように草刈りを行わなければならず、作
物の世話にかけられる時間が減ってしまっている

大田区企業 ケミカル材研究会社

機械製作 自動草刈機の製作を依頼されたが、草が生えてくること
がないように発想を転換し「防草名人」を納品

備考 （株）農援隊（島根県）に納品済み。Ｈ29年100万円。
アフリカ各地へサンプル提出済み
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農業機械製作の一例 5/6
じゅんさい刈り取り機（秋田）

これまでの作業 沼に桶などを浮かべ手摘みする

問題点 夏場は炎天下の作業のため難作業。じゅんさいは滑り
やすい為、ベテランでも1日でバケツ一杯程度の収穫。

大田区企業 アミューズメント機器製造メーカー

機械製作 木製の舟を制作し協同で研究した方式により収穫を実
施。

備考 秋田県の企業からの発注。１号機を納品済み。250万。
２号機の図面製作実施。20万。以降は地元企業の予定。
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農業機械製作の一例 6/6
木の苗植付用ドリル（北洋）

これまでの作業 手作業により穴掘り

問題点 短期間に数多く苗を植えなければならないため重労働

大田区企業 金属加工会社

機械製作 草刈機の回転を穴掘りに利用するためのドリルを製作。

備考 北海道北見市の団体にＨ２７年に５本納品済み。
19万円。
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農林水産分野に取り組んでいる大田区企業

51



農林水産分野に取り組んでいる大田区企業

（株）エージーピー

（大田区羽田空港1丁目7番1号空港施設第2綜合ビル）
フードカート製造のJALグループ企業

千葉で植物工場にて「Dr.Vegetable」ブランドの低カリウムレタスを4000
株／日栽培
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農林水産分野に取り組んでいる大田区企業

楽天ソシオビジネス（株）（大田区 テクノフロント）

栽培したレタス野菜を楽天本社内の社員食堂で提供
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農林水産分野に取り組んでいる大田区企業

（株）サングローブフード（大田区東海３丁目９−１ 大田ステイタスビル 7F）

完全閉鎖型の植物工場で結球レタスの栽培に成功
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農林水産分野に取り組んでいる大田区企業

（株）カセダ（大田区テクノWING)

冶具・機械設計、キャリパーゲージ製造会社

霧化式の植物工場の研究
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農林水産分野に取り組んでいる大田区企業

NPO都会で炭焼きプロジェクト（大田区大森西１丁目１９番１５号）

母体は藤東造園建設（株）

大田区の公
園の木々の
剪定作業で
大量に発生
する枝や葉

現在は廃
棄・焼却に
費用が発生

炭にして
公園の肥
料などに
する構想

H27年度ビジネスプランコンテスト
共立信組賞受賞
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農林水産分野に取り組んでいる大田区企業

•菱熱工業（株）（大田区南馬込２丁目29番17号） 空調メーカー

福井県にてレタスの
水耕栽培

植物工場を運営

明治大
学との産
学連携

H３０年
規模
拡張

日本最大
の耕作
面積
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農林水産分野に取り組んでいる大田区企業

株式会社農援隊

農業コンサルタント、アイメック農法
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農林水産分野に取り組んでいる大田区企業

大田市場（青果・花卉・水産）・・・青果・花卉の取扱量は日本最大

（大田区東海三丁目2番1号（青果））

（大田田区東海二丁目2番1号（花卉））
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農林水産分野に取り組んでいる大田区企業

• CSN地方創生ネットワーク（株） （大田区羽田空港三丁目２番６号）

生産者と消費地をつなぐネットワーク構築（全国の漁師との直取）

飲食店向けオンラインマーケット運営（羽田市場）
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大田区の農工連携とは

•優れた大田区企業の技術

•大田区には農工連携を志向する企業が多数存在する

• ニーズが国内外から大田区産業振興協会に多数寄せられる

•大田区産業振興協会の豊富なネットワークを背景とした

コーディネートにより農業分野のイノベーションが可能

農林水産分野での課題解決による双方の共栄
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ものづくりの
お困り事があれば
ぜひ大田区へ！！

１６人のコーディネーター
がお手伝いいたします
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お問い合わせ先

公益財団法人大田区産業振興協会
ものづくり・イノベーション推進課

innovation@pio-ota.jp

ものづくりの
お困り事があれば
ぜひ大田区へ！！
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