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人に優しい

● そこで働く人に優しい、働きやすい工場
● 工場が安全で快適
● 社員の福利厚生への配慮、やりがい創出 など

まちに優しい

特に優れた工場には
部門賞として
表彰を行っています

● 近隣の住民、周辺のまち並みに優しい住工調和の工場
● 環境への配慮
● 緑地整備、地域活動への取り組み など

技術・技能 及び 経営に優れた
● 高技術・高技能を有し、経営状態も良好である工場
● 独自の技術・技能がある
● 成長性・将来性が認められる など
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令和元年度
大田区「優工場」認定にあたって
令和の日本の経済状況は、長引く米中貿易摩擦や中東情勢の影響、欧州・中国をはじめとした世界各国の成長減速
により輸出が落ち込み、
さらに比較的堅調であった内需も昨年の台風の影響等から力強さを欠く状況となっています。
５ＧやＡＩ分野を中心とした世界的なＩＴ需要の底入れが輸出の持ち直しに繋がっているものの、世界経済は先行きが不
透明です。政府による経済対策には一定の効果があるものの、賃金の伸び悩み等により力強い回復力とはいいがたい
現状です。
中小企業においても、
いわゆる
「働き方改革」による時間外労働の上限規制や年次有給休暇の取得義務化
等の着実な実施が求められ、人材不足が続く中で変革を迫られています。
このような状況下であるからこそ、私たちは大田区企業と共に、官民あげた国内外からの受注獲得やイノベーション
の創出、企業間の連携、人材確保・育成に向けた取り組みを一層強化することが必要であると考えます。
世界でも有数のものづくり企業の集積地である大田区には、様々な課題解決に向けて優れた取り組みを行っている
工場が数多くあります。大田区では、平成7年度から人に優しい
（働きがいのある労働環境）、
まちに優しい
（周辺環境と
の調和）、経営や技術に優れた工場を大田区「優工場」
として認定し、国際社会の共通目標であるSDGsに先駆け、国
内外に広くPRしています。特に優秀な工場は部門別（総合、人に優しい、
まちに優しい）
に表彰しています。令和元年度
は１０社が大田区「優工場」に認定され、
これまでに認定された企業は、延べ2６５社（再認定含む）
となりました。
これらの
工場が、
これからも地域産業の牽引役として活躍・発展されることを期待しております。
大田区「優工場」認定にあたりまして、事業創造大学院大学の里見泰啓教授をはじめ、審査委員の皆様に格別のご
尽力いただきましたことに、
あらためて厚く御礼申し上げます。

松原 忠義
舟久保 利明

大田区長
一般社団法人大田工業連合会 会長

東京商工会議所大田支部 会長
公益財団法人大田区産業振興協会 理事長

深尾 定男
川野 正博
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令和元年度
大田区「優工場」審査委員長講評
今年度は10社を「優工場」に認定した。認定企業のうち4社を総合部
門に選定し、
このうち2社をそれぞれ人に優しい部門、
まちに優しい部門
の表彰企業に併せて選定した。今年度の認定企業のうち再度認定した
企業、新たに認定した企業はそれぞれ5社であり、再認定のうち3社が総
合部門賞を受賞した。再認定された企業を取り巻く環境は一様ではない
が、
それぞれが置かれた状況に対応し、前回の受賞のときから大きな進歩
を遂げてきたと考えられる。新たに認定された企業も意欲的な取り組みを
重ね経営基盤を固めてきたものと考えられる。
総合部門と人に優しい部門に選ばれた株式会社フルハートジャパン
は、電子機器、制御機器の設計製作を手掛ける企業である。入退室管理
システムや立体駐車場用電装品など多くの自社製品を持ち、創業以来
培った電子制御技術に磨きをかけている。近年は社員教育の計画的実
施や５Ｓサークル活動、経営会議や工程会議などの開催を通じて人材育
成を図っている。
また、人事評価制度を運用して社員のモチベーションの
高揚にも努め次世代に向けた体制づくりをしていることが注目できる。
総合部門とまちに優しい部門に選ばれた株式会社渡辺鍍金工場は、
自動車部品、弱電部品などに金、銅、
ロジウム、
クロム、すずメッキを施して
いる。同社はバレルメッキを中心に秀でたメッキ技術や技能を有していると
ともに、万全の検査体制の下で品質の高いメッキ加工を提供し高収益を
実現している。同社は住宅に囲まれた場所で操業を続けているが、
エコア
クション21の認証を取得する他、
アクセサリーに装飾メッキを施す「鍍金で
リメイクサービス」を近隣住民向けに提供するなど、地域との共生を経営
上の重要戦略に位置づけている。中小製造業が大都市の中で操業スタ
イルのあり方を示すものとして評価できる。
総合部門賞に選ばれた株式会社アイシーテクノは、半導体関連の各
種製造装置や検査装置を設計製作している。創業以来、半導体製造装
置メーカーとの協業で装置開発に取り組む他、ODM、OEM生産で業容
を拡大してきた。近年はISO9000を発展させた独自の品質管理マニュア
ルを作成し、高品質化を図っている。社内研修による技術の向上、受注・
生産システムの整備による効率化にも努めている。近年は、
ロボット制御技
術や画像処理技術を強化し、医療関連の新製品を開発しており、今後の
成長、発展が期待される企業である。
同じく総合部門賞に選ばれた株式会社渡辺精機は、時計部品の切削
加工からスタートした企業である。創業当初から丸モノの加工を得意とし、
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現在は光学機器や医療機器などの部品の超高精度加工を手掛けてい
る。熟練技能を基礎に高度設備を駆使するとともに、独自の品質マニュア
ルの下での徹底した品質管理により質の高い加工を実現している。同社
には試作品をはじめ多様な注文があり、
この様な注文に対応する中でノ
ウハウを蓄積し、技能や技術を向上させている。近年は積極的に若手を
採用し技能や技術の継承に努めており、一層の発展が期待される。
認定を受けた企業を見ていくと、大森精密工業株式会社は複合自動
旋盤を駆使してローレット、六角孔、星孔などの切削加工を手掛けている。
創業4年目という若い企業だが代表者が培ってきた技能や技術を活かし
た品質の高い加工は定評を得ている。
有限会社里中精機は、主に小ロットの切削加工を事業の柱としている。
現在の経営者は二代目で、
これまで培われてきた熟練技能を向上させな
がら高度設備を融合させ高収益を実現している。現在は新しいステージ
への飛躍を目指して社内体制の整備に努めている。
株式会社芝橋は、省力化機器などを設計製作している。効率的な印刷
に不可欠なインキ自動計量装置、半導体製造の要となるラップ研磨装置
を開発し、特徴あるポジションを確立している。
信和パーツ株式会社は70年以上にわたりパーツフィーダを製作する業
界屈指の企業である。ユーザーにとって部品の供給タイミングと不良部品
の選別は効率性と品質保持には欠かせない条件だが、同社はこの両面
に独特のノウハウを持ち、際立った評価を得ている。
株式会社トップウォーターシステムズは産業用小型純水装置や水処理
装置を設計製作している。創業者は30年以上にわたり純水装置の開発
や設計に携わり、
この経験を基に特色ある装置を開発している。
ハネダ株式会社は、
プレス技術を基にクリーンルームや調理場などに設
備される送風機の羽根車の製作を事業の柱としている。羽根車は送風機
の性能を左右するもので回転精度を精緻にする独特の技能やノウハウを
持ち他の追随を許さない地位を築いている。
今回の認定企業の経営者の中には、創業者も後継者もいる。創業者は
会社の発展のために強い意思を持ち進歩を遂げてきた。後継者は先代
から受け継いだものの進歩に取り組んだ。経営者としての真摯な生き方
が進歩を生むのではないだろうか。
日々繰り返される進歩は漸進的かもし
れないが、
その積み重ねが大きな成果となり、未来を切り拓いていく。
事業創造大学院大学教授

里見 泰啓
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人に優しい部門賞

電子機器・制御システムの設計製造

株式会社 フルハートジャパン
■ 代表者／國廣 愛彦

■ 従業員数／ 68 人

〒 143-0024 大田区中央 3-20-8

■ 創業年／ 1968 年

TEL 03-3776-2126

FAX 03-3776-2258

https://www.fullheart.co.jp

I nte r v ie w
電子制 御のあらゆる分野で技 術向
上に前向きに挑戦し、確立され
た一貫体制でオールマイティな

蓄積された設計・製造技術を融合した一貫生産体制と
多岐にわたる電子制御でソリューションを提供。

総合部門賞

ものづくりをお届けいたします。
代表取締役

会社の特徴：3つの柱

1

ソリューション提供
電子制御のソリューションを
一貫生産体制で実現

創業 50 年以上にわたり計測制御をメインとした設計から
製作までのソリューションを提供。一貫生産体制（ワンス
トップ対応）で完成品を生み出せることが強み。

5
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2

技術・技能継承
定期的な教育訓練を行い
ＯＪＴ指導にも力を入れる

國廣 愛彦

3

人事管理システム
クラウドサービスを導入し
生産性の向上を図る

社内外での教育訓練を年間計画に基づいて実施。また資 社員の目標設定と人事評価・分析をクラウドで管理する
格取得制度やベテラン技術者によるマンツーマン指導で、 サービスを導入。社長と部門長が毎月目を通し、社員の
若手社員に技術・技能を継承している。
モチベーションと生産性の向上に繋げている。

工業製品の機能めっきから高精度な貴金属めっき加工まで
半世紀を超えて歩み続ける表面処理企業。

総合部門賞

まちに優しい部門賞

電解めっき及び無電解めっき加工、表面処理全般

株式会社 渡辺鍍金工場
■ 代表者／渡辺 淑子

■ 従業員数／ 10 人

〒 146-0083 大田区千鳥 2-2-16

■ 創業年／ 1963 年

TEL 03-3750-0215

FAX 03-3750-0216

http://www.watanabe-mekki.co.jp

I nte r v ie w
当社の強みは既成概念にとらわれない
「チャレンジ力」。金属表面処理の
エキスパート集団として、試作・単
品から量産まで､ より良い製品づく
りに向けたご提案をしています。
代表取締役 渡辺 淑子

会社の特徴：3つの柱

1

環境への配慮

「まちに優しい」活動で
地域との共生を図る

環境省策定「エコアクション 21」の継続的な取組みが評
価され表彰を受けた。工場内部と外周の 5S に加え緑化
にも気を配り、地域との共生を図っている。

2

快適な作業環境
生産インフラを整備し
社員の労働環境にも配慮

設備の新設・更新を図るとともに、工場内の照明や空調､
局所排気、労働力相互扶助、定期健康診断､ 体調への気
配りなど、社員が安心して働ける環境を実現している。

3

幅広い産業分野に貢献
優れた知識・技術を持つ
社員一人ひとりの存在が強み

多岐にわたる顧客ニーズを正確に理解し応える。その背
景には、確かな知識と技能・技術を持ち、知恵を絞りな
がら日々の仕事に真摯に向き合う社員の存在がある。
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半導体・液晶・電子部品の製造関連装置から
医療用装置まで幅広い製品を扱う技術者集団。

総合部門賞

半導体装置製造

株式会社 アイシーテクノ
■ 代表者／藤本 雅司

■ 従業員数／ 21 人

〒 144-0033 大田区東糀谷 4-6-34

■ 創業年／ 1992 年

TEL 03-5736-3500

FAX 03-5736-3503

https://ic-techno.co.jp

I nte r v ie w
お客様に満足していただける製品
づくりと、社員一人ひとりが誇
りと喜びを持て、笑 顔で過ご
せる企業を目指しています。
代表取締役社長

会社の特徴：3つの柱

1

製作は全て手作業
生産作業を全て人の手で行う
きめ細かな製品づくりが強み

設計段階から図面を作成し、製作は全て手作業で行う。
機能や生産性、使い勝手などを考慮したきめ細かな製品
作りとアフターケアで高い信頼を得ている。

7
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2

メンテナンスも即対応
導入後のメンテナンスまで
社内で即対応できる体制

社内での仕様打合せや導入後のメンテナンスも自社で可
能。製造に必要な部品も多数のサプライヤーの協力を得
るなど高度な生産システムを構築している。

藤本 雅司

3

技術の継承

ベテラン職人の高度な技術を
若手作業員が見ながら学ぶ

若手作業員は熟練の職人が製造している姿を見習い、そ
の場で手ほどきを受けながら技術を受け継いでいる。今
後も人材育成に力を注ぎ技術を継承していく。

光学機器、複写機、医療機品等の超高精度部品加工と、
試作、冶具等の１点モノの多品種、短納期加工が強み。

総合部門賞

精密部品加工業

株式会社 渡辺精機
■ 代表者／渡辺 穣

■ 従業員数／ 17 人

■ 創業年／ 1951 年

本社

〒 143-0015 大田区大森西 2-9-6

TEL 03-3761-7535

工場

〒 144-0047 大田区萩中 3-14-17 TEL 03-5735-7511 FAX 03-5735-7512

FAX 03-3761-6450

http://watanabeseiki.jp
I nte r v ie w
製品に「真心」込めて作り、
「安心」
を お 届 けし、 永 続 した「 信 頼 」
商品を提供することがモットーです。
今後も皆様に喜ばれる企業に
向けて努力します。
代表取締役社長

会社の特徴：3つの柱

1

微細加工技術

祖業で培った技術力で高品質
高精度の製品加工を実現

時計部品加工で培った微細加工技術が強み。日本に２台
しかないＣＮＣ自動旋盤により、φ 30.0× 長さ 500.0㎜、
同軸度 0.005㎜保証の加工を実現。

2

短納期と品質管理

新製品開発の試作から既製品の
追加加工まで短納期で対応

ＣＡＤデータからの加工で納期を厳守し、品質管理を徹
底している。完成品（支給品）の不具合調整や、部分的
な修正を行う追加加工も得意としている。

渡辺 穣

3

人材育成

最適な素材や加工方法を
ベテラン技術者が若手に指導

量産は一切無いため、毎回違う図面を見て製品にする必
要がある。そのため、ベテラン技術者によるマンツーマン
指導で若手社員の人材育成に努めている。

Ota Excellent Factory

8

精密部品切削加工

大森精密工業 株式会社
■ 代表者／土方 徹之助

■ 従業員数／ 4 人

〒 146-0083 大田区千鳥 2-1-15

■ 創業年／ 2015 年

TEL 03-6423-9155

FAX 03-6423-9154

http://omori-seimitsu.com

I nte r v ie w
納期の遵守と迅 速な対応でお客 様

ＮＣ自動盤による高精度・高品質な精密複合加工。
二次加工のコストがかからず量産にも柔軟に対応。

認定工場

の満足度を重視しています。また、
ローレットや六角穴など特徴の
ある加工要素を積極的に取り入
れています。
代表取締役

会社の特徴：3つの柱

1

ＮＣ自動盤で全加工
全加工をワンチャックで行い
二次加工のコスト削減を実現

複合加工品を全工程ワンチャックで完成品まで加工する
ため、二次加工のコストがかからない。最大加工径 20 φ
までの小径部品を少量から量産まで扱う。

9
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2

美しいローレット加工
用途・形状による多彩な
加工バリエーションが可能

土方 徹之助

3

積極的な設備導入
常に良い製品をつくるために
設備の導入、更新を行う

様々な業種の部品に対応する中でも、特にローレット加工 創業以来、４年間でＮＣ自動盤を 10 台に増やすなど積
の美しい仕上がりには定評がある。アヤ目、平目
（タテ目）、 極的に設備投資を行っている。今後も順次、新たな機械
斜め目など多様な種類に対応する。
を導入し顧客の多様なニーズに対応していく。

マシニングセンター、ＣＮＣ旋盤、汎用機等を用いた
加工技術でお客様のあらゆるニーズに対応。

認定工場

金属加工業

有限会社 里中精機
■ 代表者／中村 裕樹

■ 従業員数／ 13 人

〒 144-0054 大田区新蒲田 1-22-6

■ 創業年／ 1979 年

TEL 03-3735-7120

FAX 03-6681-6461

http://satonaka-seiki.com

I nte r v ie w
お客様の困り事を解決するために
難しい加工でも断ることなく受注
し、一つひとつの仕事が「点」
から「線 」につながるように
尽力しています。
代表取締役社長

会社の特徴：3つの柱

1

新旧の技術を融合
昔ながらの手技を駆使しつつ
最新の加工技術を生かす

創業 40 年のノウハウと近隣工場とのネットワークにより、
他社では不可能な製品も形にすることができる。昔なが
らの手技と最新技術を融合させた加工が強み。

2

積極的な設備投資

複雑な加工もワンチャックで可能な
ＣＮＣ複合加工機を導入

中村 裕樹

3

右肩上がりの成長
社員数や取引先の増加とともに
売上げも順調な伸びを見せる

2018 年の第３工場立ち上げに伴い最新の複合加工機を 10 年 前 は１名 だった 社 員 が 現 在 は 13 名 に なり、 取
導入。旋盤やフライス等の加工を全てワンチャックで行い、 引先 の 増 加とともに売 上げも年 々順 調 に伸び ている。
1/100 ミリ単位の寸法も可能にしている。
離職率が少なく、新人教育に力を入れているのも特徴。

Ota Excellent Factory
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インキ自動計量装置設計・製造

株式会社 芝橋
■ 代表者／渡辺 大

■ 従業員数／ 9 人

〒 144-0034 大田区西糀谷 2-7-15

■ 創業年／ 1905 年

TEL 03-3744-6551

FAX 03-3744-6553

https://www.sibahasi.co.jp

I nte r v ie w
私たちは人が活きる、未来をつなぐ、
おもいやりがある“ ものづくり”
を目指し続けます。東京都の
働き方改革に沿って社員の働
く環境も整備中です。
代表取締役社長

会社の特徴：3つの柱

1

国内トップシェア
顧客の多様なニーズを満たす
さまざまなモデルを設計製作

オフセット印刷の特色インキ自動計量装置で国内トップ
シェアを誇り、各種液体の高精度計量分野においても他
の追随を許さない優れた対応力を持つ。

11

Ota Excellent Factory

2

社内一貫対応

ものづくりを一貫して行う
メーカーとして信頼を確保

営業から開発・設計・製造・金属加工・メンテナンスまで
一貫したものづくりが可能。印刷関係の自社ブランド商品
だけでなく研磨装置のＯＥＭ生産にも対応。

渡辺 大

3

各種液体自動計量・吐出装置 、研磨装置等 、各種省力機械装置の
設計・製造、メンテナンスまで全て社内一貫対応。

認定工場

若い人材が成長中
全社的な目標を可視化して
モチベーションに繋げる

営業、加工、資材部門において若い人材が成長中。期
首に経営計画書を作り、個別面談を年２回行うなどして
社員一人ひとりのモチベーションを高めている。

食品・薬品・化粧品・自動車などの製造ラインに
部品を供給するパーツフィーダを製造・販売。

認定工場

機械設計・製作・販売

信和パーツ 株式会社
■ 代表者／高島田 政紀

■ 従業員数／ 19 人

〒 146-0085 大田区久が原 5-2-13

■ 創業年／ 1957 年

TEL 03-3753-1616

FAX 03-3755-1430

http://www.shinwa-parts.co.jp

I nte r v ie w
社名にもありますように、お客様か
・

・

らの信頼と社長を中心とした和を
モットーに仕事に取り組み、社会
に貢献いたします。
代表取締役社長

会社の特徴：3つの柱

1

製図無しの手作り
部品の形状ごとに受注するため
一人ひとりの技術力が重要

アタッチメントに流す部品の形状ごとに依頼を受けるため
マニュアル化はできず、技術者は図面無しで製作している。
その精度の高さにリピーターが絶えない。

2

品質管理・メンテナンス
社内テストを繰り返し行い
万一の不具合があっても即対応

出荷前のテストを十分に行い高い品質で製品を提供。ま
た、製作した製品を出荷前に撮影しておくことで、万一の
不具合にもスピーディーに対応している。

高島田 政紀

3

社員の定着率の良さ
変化に富んだものづくりの環境が
技術者たちのモチベーションに

従業員 10 人以上の同業者は東京 23 区内では同社のみ。
常に新たなものづくりに挑 戦できる環 境が 現 場のモチ
ベーションを高め、社員の定着率も非常に良い。

Ota Excellent Factory

12

産業用純水装置・災害用浄水装置製造

株式会社 トップウォーターシステムズ
■ 代表者／武田 龍太郎

■ 従業員数／ 12 人

■ 創業年／ 2004 年

〒 143-0015 大田区大森西 5-27-15 京浜急行高架下複合施設「梅森プラットフォーム」
TEL 03-6715-1902

FAX 03-6715-1903

https://www.top-water.co.jp
I nte r v ie w
モットーは「誠意・創造・挑戦」。

産業用小型純水装置や災害時移動型浄水装置などの
開発・設計から保守管理までトータルに展開。

認定工場

水を求める人々の声に確 かな
技術と真心でお応えし、限りあ
る水資源を活用して持続可能な
社会の実現を目指します。
代表取締役

会社の特徴：3つの柱

1

安心・安全な水を供給
ソーラーパネルを使用し
非常時の医療現場にも対応

逆浸透膜方式で有害物質、化学物質、放射性物質を分子
レベルで除去。太陽光発電で安全・安心・衛生的な水を
造り、溜めて、移動するシステムを開発。
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Ota Excellent Factory

2

積極的な人との交流
各種研修やセミナーに参加し
イベント等で製品をＰＲ

ISO9001 取得に基づく教育訓練を実施し、社内外での
技術研修やセミナー、交流会に積極的に参加。また様々
なイベント等を通して自社製品のＰＲに努めている。

武田 龍太郎

3

海外戦略

現地販売ルートを確立し
新規需要の開拓に努める

海外の展示会（フィリピン、タイ、ベトナム、中国、フランス）
に出展し、現地で製造を実施するなど海外向け製品の開
発にも力を入れている。

鉄道車両、エレベーター、コインランドリー等の
送風機に使用する金属ファン羽根車を設計・製造。

認定工場

金属製品
（送風機用羽根車）製造

ハネダ 株式会社
■ 代表者／宮川 茂樹

■ 従業員数／ 16 人

〒 143-0013 大田区大森南 4-10-19

■ 創業年／ 2009 年

TEL 03-6715-1022 FAX 03-3743-0457

http://www.hanedafan.com

I nte r v ie w
「心を込めたものづくり」をモットー
に、ファンの品質を高める重要な
ファクターとなるフレ修正やバラ
ンス修正等の仕上げ作業を丁寧に
行っています。
代表取締役

会社の特徴：3つの柱

1

ハネへのこだわり
熟練の技術者たちによる
極めて高精度な製造が強み

巻締、軸穴調整、フレ調整、バランス調整などの各工程
において製品の精度を徹底的に高め、他社の追随を許さ
ない高品質なハネを製造している。

2

設備の刷新

積極的な設備投資で
最新のプレス機や測定機器を導入

最新のＮＣパンチプレス、サーボプレス機の導入で難しい
形状や素材の製品づくりも可能に。品質レベルを向上させ
る３次元測定器やバランス試験機も導入。

宮川 茂樹

3

技術の伝承

汎用機と最新設備の操作を
ベテラン職人が後輩に指導

金属ハネを安定した品質でつくり続けていくためには職人
の手によるところも重要と考え、ベテランの職人に後輩の
社員を一人つけてマンツーマンで指導。

Ota Excellent Factory
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歴代認定工場
平成30年度

▲

平成27年度

平成 27 年度

平成 28 年度

株式会社 飯山特殊硝子

株式会社 山小電機製作所

株式会社 三輝

株式会社 オリエンタル工芸社

クレハエクストロン 株式会社

株式会社 三陽機械製作所

平賀機械工業 株式会社

株式会社 三美テックス

ケーディークロート 株式会社

株式会社 酒井製作所

株式会社 エース

アロニクス 株式会社

株式会社 極東精機製作所

株式会社 岩崎成型

株式会社 文星閣

株式会社 エポゾール
王大工業 株式会社
株式会社 品川測器製作所
株式会社 中央電機製作所
有限会社 矢澤製作所

平成 29 年度

平成 30 年度

シナノ産業 株式会社

株式会社 マテリアル

株式会社 上島熱処理工業所

株式会社 クライム・ワークス

株式会社 三和デンタル

株式会社 信栄テクノ

株式会社 コトブキ

株式会社 イソダメタル

大日精機 株式会社

株式会社 植木製作所

佐藤工業 株式会社

山王鐵工 株式会社

堤工業 株式会社

株式会社 西尾硝子鏡工業所

日新電気 株式会社

富士セイラ 株式会社
睦化工 株式会社

大田区

