おおたプロジェクト [2015-2018]
2015 年度から 2018 年度に渡るまで行われ
た「モノづくりのまちづくり」の実践活動の
様子について紹介します。
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［5th(2015) 〜 8th(2018)］の展開

おおたプロジェクト [2015-2018]

おおたオープンファクトリー（OOF）

メディアでの報道や表彰（主要なもの）
日付

報道・表彰など

2012 年 2 月 3 日
2012 年 2 月 4 日
2013 年 11 月
2014 年 12 月 16 日
2015 年 1 月
2017 年 1 月 30 日

日本経済新聞 「観光協会，首都大などツアー 大田ものづくり体験」
NHK ニュース 7
第 7 回産業観光まちづくり大賞金賞 公益社団法人日本観光振興協会
朝日新聞夕刊 1 面 「オープン町工場魅力発信」
大田ブランド登録
とくらく（東急電鉄の web メディア）
第 6 回 おおたオープンファクトリー「モノづくりたまご」ドキュメント
2017 年 9 月
「第３回ジャパン・ツーリズム・アワード」地域部門賞
2017 年 11 月 25 日 NHK 首都圏ネットワーク
2018 年 1 月 31 日
とくらく（東急電鉄の web メディア）
第 7 回 おおたオープンファクトリー 舞台裏で支える人たち
2018 年９月
「第４回ジャパン・ツーリズム・アワード」地域部門賞

2

2-1

第５回以降のおおたオープンファクトリーの実施概要
回

日程

テーマ

参加企業数

来訪者数

第５回

2015/11/28 〜 12/5

職人が一番しゃべる一週間

55 社

3500 人

第６回

2016/11/26 〜 12/3

職人が一番しゃべる一週間

61 社

3300 人

第７回

2017/11/25 〜 12/2

職人が一番しゃべる一週間

60 社

4000 人

第８回

2018/9/29 〜 11/24

職人が一番しゃべる日

60 社

4063 人

おおたオープンファクトリースタッフ」集合写真。

おおたオープンファクトリー (OOF) のあゆみ
安定期に入った OOF

オープンファクトリーとは、特定の

や形式が概ね整えられたことで、その

地域において、期間限定で複数の工場

その間、新聞やテレビ等のメディア

を公開し、来訪者に対して見学・体験

での露出や、「産業観光まちづくり大

企画や運営に関わる新たな人材を巻き

プログラムやツアーを提供し、モノづ

賞 金賞」受賞などの表彰機会に恵ま

込んだりすることに注力してきたこと

くり及びモノづくりのまちを地域内外

れたことなどにより（右表）、もはや

が挙げられる。このことは、イベント

にアピールするイベントのことであ

区内の一地域のイベントではなく、大

のテーマが、長らく「職人が一番しゃ

る。東京都大田区では、一般社団法人

田区全体のモノづくりの価値や魅力を

べる１週間（１日）」で統一されてい

大田観光協会を事務局とし、地元工業

発信する絶好の機会となっている。ま

ることからも裏付けられる。また、当

団体である工和会協同組合、大学等か

た、モノづくりの現場に魅力的な人材

初は台風や大雪など天候面での不運も

ら構成される「おおたオープンファク

を惹きつけるプラットフォームにも

あったが、近年は総じて好天に恵まれ

トリー実行委員会」が組織され、東急

なっている。

ている。

多摩川線沿いの下丸子駅・武蔵新田駅

26

2018 年秋に第 8 回目を迎えた。

後は既存コンテンツの質を高めたり、

おおたオープンファクトリーの来訪者数・参加工場数の推移

第 5 回おおたオープンファクト
リー（2015/11/28 〜 12/4）

リーを実施することとなった。くわえ

ボランティア組織を結成したが、第 5

て、島部（京浜島・城南島）を新たに

回では、チームとして愛着を持てるよ

対象地とし、バスツアーが企画された。 う名称を「ねじまき隊」
（後述）に改め、

右のグラフに示すとおり、第５回以

本 項 で は、「 大 田 モ ノ・ ま ち

周辺エリア（新田丸エリア）において、 降は参加工場数 60 社前後および来訪

BOOK2014」ですでに紹介した第４

2012 年 2 月 4 日（土）に第１回が

者数 4000 人前後と、安定傾向にあ

回 以 降 の ４ 回 分（OOF 5th 〜 8th）

丸子駅・武蔵新田駅周辺から臨海部に

グラム」として、
「くりらぼ多摩川」で、 だけでなく連続講座を受講しながら大

行われた。以後、おおよそ年１回のペー

ることが分かる。その背景としては、 を振り返る。

エリアは拡大されたが、第 5 回から

カフェや展示企画を実施した。

スで継続的に開催され、対象エリアや

第４回までにおおかたエリアの拡張が

はエリアごとに開催日を分けることと

また、第 4 回時に「モノづくり観

企画・運営メンバーを拡大しながら、 実現したため、イベントの開催エリア

なり、２週にわたりオープンファクト

光サポーター」として一般公募による

第 4 回時に従来の開催地である下

また、間の平日は「ウィークデイプロ

オープンファクトリーのイベント当日
田のモノづくりや工場に関わりを深め
ていけるような仕組みづくりを行っ
た。
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あるいは新たな工場の勧誘を図るた

追加されたため、これまでの 2 週と

てなしチーム」に分け、モノづくりに

め、これまでの工場公開のノウハウを

いう期間では収まらないことから、9

対する多様なニーズに応えられるよう

まとめた「工場オープンマニュアル

月 か ら 11 月 に か け て、 島 部 エ リ ア

に受け入れ体制を整えた。また、とく

vol.1」（2017 年 8 月）を作成した。 （9/29、10/13 のバスツアー）、臨海

工場公開の内容を充実させるため、

第 8 回では、新たに六郷エリアが

おおた 第5回
オープン
ファクトリー

～ 職人が一番しゃべる一週間 ～

開催エリア・日程に関しては、第 6

部エリア（10/6 ※昭和島の東京モノ

遊性を高めるための企画として、町工

回から大きな変更点はないが、臨海部

レールまつりと同時開催）、下丸子駅・

場の社長や職人をキャラクター化した

エリアのなかで昭和島にある東京モノ

武蔵新田駅周辺エリア（11/17）、六

レールの車両基地もオープンファクト

郷エリア（11/24）という具合に分

大
田
区の
町工
場を
探検
して
みよ
う

リーに加わり、公開対象とした。

散開催することとなった。

！

さらに、近年区内に集積をみせてい
るアーティストやデザイナー等との連

また、これまで「モノ・ワザラウンジ」

内容としては、横浜国立大学と首都

携企画（クリエイティブタウンネット

として本部機能を担い、展示企画など

ワーク）を進めた。これは、オープン

を実施してきた工和会館は、「WAZA 「おおたの町工場シュウカツプロジェ

ファクトリー期間中（週末間のウィー

Cafe」と改称し、学生によるコーヒー

クト」に取り組み、とくに工業系高校

クデイも含む）にそれぞれの活動拠点

の提供や、子どもも楽しめるモノづく

生をはじめとしたモノづくりに関心の

り体験プログラムを実施した。

ある若者をターゲットに、企業紹介パ
ンフレットの制作、トークショー、工

おたクリエイティブタウン研究会」に

場を巡るツアーなどの企画を実施し

代わり、2017 年４月に設立された「お

た。

( 土)

2

015

開催

日

時

16

オープンファクトリー・ウィーク
11月28日（土）～12月5日（土）
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[工場オープン]
※荒天中止の場合も有。
最新情報はHPにてご確認ください。
●11月28日（土）10:00-16:00
東急多摩川線
「下丸子」駅・
「武蔵新田」駅周辺エリア

ch
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た。

主催団体としては、これまでの「お

12月5日

【 開 催 期 間・会 場 】
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ムを束ねて紹介するというものであっ

最 新 情 報は WEBで

http://www.o-2.jp/oof/
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大学東京の学生プロジェクトとして、
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●12月5日（土）10:00-16:00
・テクノWING（本羽田2-12-1）
・OTAテクノCORE（東糀谷6-4-17）
・テクノFRONT森ヶ崎（大森南4-6-15）
・京浜島工業団地
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おたクリエイティブタウンセンター」
（後述）が加わった。

「工場オープンマニュアル vol.1」の紙面（一部）
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べる一
ゃ
し
番
一
が
人
－職

※一部有料・予約制のプログラムもございます

も
平日 開催！
間の ラム
グ
)
プロ

11月2
8

に地域の子どもたちの関心を惹き、回

「S( 職人 ) カード」を制作した。

を一斉公開
大田の町工場
週間－

おおたプロジェクト [2015-2018]

じまき隊」を「企画チーム」と「おも

第６回では、第５回時に結成した「ね

2

第 8 回おおたオープンファクト
リー（2018/9/29 〜 11/24）

0

第 7 回おおたオープンファクト
リー（2017/11/25 〜 12/2）

:0

第 6 回おおたオープンファクト
リー（2016/11/26 〜 12/3）

第６回

おおたオープンファクトリー

11 月 26 日
12 月 3 日

土

土

10 時 ～ 16 時

東急多摩川線「武蔵新田駅」
・
「下丸子駅」周辺

10 時
～ 16 時

＜工場アパート＞
＜工場島部＞
テクノWING（本羽田2-12-1）
京浜島、城南島
OTA テクノCORE（東糀谷6-4-17）
テクノFRONT森ヶ崎（大森南4-6-15）
創業支援施設BICあさひ（羽田旭町7番1号）

工場島バスツアーや他団体との連携企画など、平日企画も充実！最新情報は WEB で
【主催】おおたオープンファクトリー実行委員会（工和会協同組合×一般社団法人大田観光協会×首都大学東京×横浜国立大学）
【後援】大田区、一般社団法人大田工業連合会、公益財団法人大田区
産業振興協会、東京商工会議所大田支部、大田ブランド推進協議会、東京急行電鉄株式会社、東京都京浜島工業団地協同組合連合会、日本工学院専門学校、下丸子商店会、下丸子商栄会、武蔵新
田商店会【協力】東急バス株式会社、ART FACTORY 城南島、おおたfab、カマタ ブリッヂ、新田神社、株式会社ラ・ヴェール

料
参加無
要
予約料不
の
・予約制
有
＊一部 ラムあり
プログ

おおたオープンファクトリー

検 索

【主催】おおたオープンファクトリー実行委員会（工和会協同組合 × 一般社団法人大田観光協会 × 首都大学東京 × 横浜国立大学）【後援】大田区、一般社団法人大田工業連合会、公益財団法人大田区
産業振興協会、東京商工会議所大田支部、大田ブランド推進協議会、東京急行電鉄株式会社、東京都京浜島工業団地協同組合連合会、日本工学院専門学校、下丸子商店会、下丸子商栄会、武蔵新田商店会
【協力】東急バス株式会社、Gallery Hasu no hana、Glass Forest、gaku-6616、カマタ _ ブリッヂ、おおた Fab、ギャラリー南製作所、オオタノカケラ、BUCKLE KOBO、ART FACTORY
城南島、大田・品川まちめぐりガイドの会、株式会社ラ・ヴェール

第 5 回～第 8 回のフライヤー一覧
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島部への展開

ル車両基地の「東京モノレールまつり」
と臨海部の日程を合わせ、車両基地内

もう一つのメインエリアが、工業専

におおたオープンファクトリーの紹介

は、主催団体の１つである工和会協同 用の埋立島である島部（京浜島・城南

ブースを設けた。また、昭和島から臨

組合の本拠地下丸子・武蔵新田駅周辺 島・昭和島）である。第５回において

海部へ来訪者をスムーズに誘導するた

エリア（新田丸エリア）から始まった 初めて京浜島、城南島内の３社を巡

めに、町歩きマップ「ぶらりんかいぶ」

が、当初からいかにして「ALL OTA」 るバスツアー 1 コースが企画された。

を制作した（編集：首都大学東京）。

で実施できるかが課題として挙げられ 続く第６回では、同島において 2 コー

なお、第８回では、テクノ WING お

ていた。そして回を重ねるごとに関係 ス計７社が参加した。第７回では、同

よび BIC あさひは参加を見送った。

第１回おおたオープンファクトリー

者の協力を得ながら、徐々にそのエリ 規模のバスツアーを提供するととも

京浜島・城南島で、エンターテイメ

アを拡大させてきた。また、企業とし に、新たに昭和島を対象とした。昭和

ント性を加味した比較的高価格帯のバ

ての機密保持や休日出勤の問題から工 島には、東京モノレールの車両基地が

スツアー「バスで巡る「おおたの工場

場公開は難しいものの、企業 PR の点 あり、その施設公開が実現した。

島」匠にスゴ技体験を実施した。

でオープンファクトリーに関心のある

ンサート等が企画された。

さらに、第８回では、ツアー形式な

このように、おおたオープンファク

がらも六郷エリアもおおたオープン

トリーのエリアは徐々に拡大してき

ファクトリーに加わった。空音舎（建

た。工場アパートという施設内工場の

築設計事務所併設の音楽スタジオ（（南

公開であったり、バスツアーによる見

六郷２丁目））の主宰者が、ねじまき

学であったりと各エリアの特性に合わ

隊としてオープンファクトリーに参画

せて工夫を凝らしてきたが、「工場の

したことを端緒に、徐々に関りを深め、 あるまち」として、面的に広がりのあ
六郷エリアでのオープンファクトリー

るエリアをどのように対象としてゆく

が実現した。空音舎を拠点に、ピアノ

かは、依然として残された課題である。

六郷の空音舎

おおたプロジェクト [2015-2018]

エリアの特性に合わせた展開
臨海部への展開

づくりのワークショップ、ツアー、コ

六郷への展開

2

開催エリアの拡大：臨海部・島部・六郷

第５回 OOF

第７回 OOF

第６回 OOF

第８回 OOF

そして、第８回では、東京モノレー

企業に対しては、「企画のみの参加」
という窓口も開いてきた。
最初に目をつけたのが、臨海部にあ
る工場アパートである。工場アパート
とは、複数の工場が集合住宅のように
１つの建物なかに入居している建築の
ことで、おおたオープンファクトリー
では、大田区が整備してきた施設の公
開を試みた。まず、第４回では、テク
ノ WING 大田（本羽田２丁目）及び
OTA テ ク ノ CORE（ 東 糀 谷 ６ 丁 目 ）
を公開対象とし、新田丸エリアとは巡
回バスで結んだ。第５回では、テクノ
FRONT 森ヶ崎（大森南４丁目）が新
たに加わった。町工場の雰囲気を残す
テクノ WING、最先端かつ機密性の高

公式パンフレットにみる開催エリアの変遷

い工場が集まる OTA テクノ CORE、

おおたオープンファクトリーの開催エリアの変遷

野菜づくり、水づくりからロボット開
発まで多様なモノづくり企業が集積す
るテクノ FRONT 森ヶ崎という具合
に、それぞれ個性ある工場アパート群
を臨海部エリアとして確立していっ
た。第６回には、創業支援施設 BIC
あさひ（羽田旭町）が追加され、回遊
性も向上したものの、施設間をどのよ
うにつなぐのかは、毎回試行錯誤を繰
り返している（クイズラリーの実施や
マップの制作など）。また、第７回で
は、工場アパート周辺への展開を目指
し、テクノ CORE 周辺の２工場が参
画した。

30

町歩きマップ「ぶらりんかいぶ」

31

ボランティア組織「ねじまき隊」の結成
おおたオープンファクトリーは、開
始当初は大田観光協会、大学（主に大

ねじまき隊の結成から展開

やモノづくりとの接点をできるだけ多
く持てるように工夫してきた。

学院生）、そして工業団体（工和会協

続く第５回では、「ねじまき隊」と

また、「おもてなしチーム」として

同組合）を中心に企画運営を進めてき

して名称を改め、大学生からモノづく

の当日の来訪者対応だけでなく、企画

たが、徐々に多様な人々を巻き込める

りに関心のある一般区民から成るボラ

立案に関わるメンバー（企画チーム（第

ようになってきた。

ンティア組織が結成された。さらには

５回〜６回））やおおたのモノづくり

地元金融機関（共立信用組合）や青年

ネットワークを生かして自身の活動や

会議所大田支部の有志メンバーまでが

ビジネスを生み出していくことを目指

参画し、関係者の裾野を広げることが

すメンバー（クリエイティブチーム（第

できた。

８回））など、大田のモノづくりに対

モノづくり観光サポーター結成
その発端は、第４回のオープンファ
クトリー時に取り組んだ、当日の運営
を支援する「モノづくり観光サポー

ねじまき隊のメンバーには基本的

ター」の募集である。手探りのなか、 に、当日の運営補助だけでなく、工場
まちづくりの経験豊富な若手からボラ

訪問を含む事前学習、全体キックオフ

ンティア活動に熱心なシニアまで 20

会への参加、あるいは担当工場との事

名が応募し活動が始まった。このメン

前打ち合わせなどの機会を設け、工場

して様々な関わり方ができるようメン

回次

内容

第４回

モノづくり観光サポーターとして、当日運営ボランティアス
タッフを募集
ねじまき隊の発足
ねじまき隊「企画チーム」「おもてなしチーム」を分けて募集
地元金融機関の共立信用組合や青年会議所有志メンバーがね
じまき隊に参画

第５回
第６回
第７回
第８回

チーム構成と人数
20 名
おもてなしチーム 7 名

企画チーム 22 名

おもてなしチーム 34 名（共 企画チーム 21 名
立信用組合：19 名、青年会
議所：5 名含む）
ねじまき隊「おもてなしチーム」のみ募集
おもてなしチーム 43 名（共
立信用組合：20 名、青年会
議所：5 名含む）
ねじまき隊「おもてなしチーム」に加えて、「クリエイティブ おもてなしチーム 43 名（共 クリエイティブチーム 6 名
チーム」を新たに募集する
立信用組合：22 名、青年会
議所：6 名含む）

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第８回（クリエイティブチーム）

おおたプロジェクト [2015-2018]

ねじまき隊（モノづくりに関心のある区民等のボランティア組織）の変遷

2

地域力の導入

バーを集めてきた。

バーの一部は、その後「くりらぼ茶論」
として、「くりらぼ多摩川」を拠点に、
工場訪問やその情報発信を行う活動へ
と展開した。

事前講座の流れ（第５回おおたオープンファクトリー）
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ねじまき隊応募説明会の様子

ねじまき隊企画会議の様子

ねじまき隊事前の工場見学の様子

オープンファクトリー当日：朝のミーティ
ングの様子

オープンファクトリー当日：駅インフォ
メーションでの案内の様子

オープンファクトリー当日：工場での訪問
客対応の様子

モノづくり観光サポーター・ねじまき隊の募集チラシ

33

おおたプロジェクト [2015-2018]

多様なステークホルダーの関わり
ニティの関わり

おおたオープンファクトリーは、多

じまき隊」）に取り組んで頂いた。臨
海部を通る東京モノレールは、車両基
地の公開（第７回）や「東京モノレー
ルまつり」との同時開催（第８回）な

くの団体・企業との連携も進めている。 ど連携を深めている。

意思決定プロセスの明確化
このように、おおたオープンファク
トリーは、観光協会、大学、そして工

「地学地就」のキーワードで、地域の

また、普段区内各所で町歩きツアー

業団体だけではなく、様々なステーク

モノづくりとの連携を重視する地元専

を提供している大田・品川まちめぐり

ホルダーを抱えるようになり、第８回

門学校・日本工学院専門学校は、機械

ガイドの会は、工場巡りと町歩きを組

では企画運営に関わる意思決定の仕組

設計、建築、グラフィックなど多様な

み合わせたツアーを毎回実施してい

みをより明確になるように試みた。す

専門性を持つ学生が、教育プログラム

る。

なわち、企画立案を行う各部会「工場

の一環としてオープンファクトリーの
各種企画に参画している。「モノづく

工場側の関わりの変化

公開」「企画」「広報・デザイン」「ね
じまき隊」、そして全体統括、予算管理、

りたまご」では、アイデアコンペへの

さらに、工場側にも変化の兆しが見

関係各所との連絡調整などを担う「事

参画、そして製品化に向けて工場との

え始めている。当初は、工場の経営者

務局」（大田観光協会）が、事務局会

コラボレーションに取り組んできた。 がおおたオープンファクトリーの企画

議を開催し企画立案を行い、最終的に

S（職人）カードでは、図案の作成を

に関わるのが一般的であったが、複数

は意思決定機関としての「実行委員会

行った。また、製品などの展示のため

の工場を巡り一つの製品を完成させる

運営会議」
（年３回程度実施）を設けた。

の木製の什器やオブジェのデザイン・ 「仲間回しツアー・ラリー」において

おおたオープンファクトリーに参加す

製作を行ってきた。

は、社内の若手職人が集いアイデアを

る全工場や関係者は、「実行委員会総

出し合い、交流を深めている。工業団

会」（キックオフ（9 月）、振り返り会

地元商店街や地元町会は、フラッグ

34

取りまとめなど担っている。

やポスターの掲示に協力頂き、おおた

体など既存の工場間のネットワークに （1 月））の場で集い、コミュニケーショ

オープンファクトリーの地域イベント

はみられない新たなつながりが生まれ

としての側面を支えて頂いている。

ている。一方、工場アパートに関して

電鉄系では、東急電鉄は駅や社内で

は、施設の指定管理者であり、地域貢

のポスター掲示のほか、WEB メディ

献を重視する野村不動産パートナーズ

ア「とくらく」での情報発信（特集記

が、入居企業へオープンファクトリー

事として、
「モノづくりたまご」や「ね

への参加依頼や、共用空間での企画の

2

地元教育機関・企業・地域コミュ

ンを図った。

日本工学院建築学科制作の展示棚

WEB メディア「とくらく」での情報発信

武蔵新田商店街に掲げられたフラッグ

仲間回しツアー・ラリーの企画会議の様子

事務局会議の様子

実行委員会総会の様子

おおたオープンファクトリーのステークホルダー

第８回おおたオープンファクトリーの体制図
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田丸エリアで 10 枚以上）を集めると、 リー」を実施し、工場を巡りクイズに
「ゴールドカード」がもらえるという 答え、抽選で当選した人は実際に、職
仕組みを導入し、回遊性の向上に貢献

おおたオープンファクトリーでは、 での 300 円から値上げを図り 500 円

し、多くの子どもたちが、自転車で地
おたオープンファクトリー内の連携企

基本的に工場見学という機会を通じ

とした。第６回以降は、日本工学院専

画「クリエイティブタウンネットワー

て、町工場の技術、製品、職人の魅力

門学校内の教育プログラムとの連携を

ク」に関係するデザイナーの参画を得

を来訪者に伝えることを大事にしてき

強め、学校内でのコンペを実施し、優

て、ミニカーのデザインを洗練させて

た。ただし、そうした個々の工場での

秀作品 9 点が製品化された。また、
「モ

いった（第 7・８回）。いずれも比較

発信だけに頼るのではなく、工場の集

ノワザトーク」と題したトークイベン

的高価格帯の企画ではあるが、毎回人

積やつながりを生かして複数の工場が

トを開催し、学生と職人が一緒に製品

気企画として多くのモノづくりファン

参加する企画を提供することにより、 化までの道のりを語った。第７回、第

を惹きつけている。

その魅力を強力に発信できると考えて

８回は「セレクション」という形で、

「仲間回しラリー・ツアー」企画の

きた。その代表的企画として、「①モ

過去の作品をリファイン・リニューア

主力メンバーは、基本的に各工場の経

ノづくりたまご」「②仲間回しラリー・

ルして販売した。

営者ではなく、若手職人・従業員が中

ツアー」
「③ S（職人）カード」がある。
同時に、これらは町工場の技術にデザ
インや創造性を掛け合わせることで、

仲間回しラリー・ツアー
これもモノづくりたまご同様に、
「大

くことを実現したものであり、月１回

への訴求力を高めることに注力した企

でその内容が報告されているが、複数

造に取り組んでいる。また、オープン

画でもある。

の工場を巡り一つの製品を完成させる

ファクトリー終了後には、参加メン

という企画であり、従来工場集積地大

バーがお互いの工場を見学する企画な

田のまちでみられたモノづくりのあり

どを実施して、これまでにはない新た

これは、若者のアイデアを大田の

方を一般の来訪者に体験してもらうと

な交流が生まれている。

町工場の職人の技術と経験により製

いうものである。第 4 回おおたオー

品化する MADE IN OTA のカプセル

プンファクトリーにおけるフライパン

トイであるが、すでに「モノ・まち

づくりの企画が最初の取り組みであ

BOOK2014」（p.24） で 詳 細 が 報 告

る。

緯のみについて触れたい。

各回の詳細は、次ページの表を参照

S（職人）カード
これは、工場の経営者、社員、職人
の持つ技術や人柄を的確に読み取り、
キャッチフレーズとともにキャラク

して頂きたいが、第６回では新たに、 ターとして図化し、カードとしてデザ

第４回おおたオープンファクトリー 「仲間回しラリー」として、異なる金

では、合計 25 工場（新田丸 15、臨
海部エリア 10）を対象とし、前回同
様に、ゴールドカードも制作・配布し
た。また、これまでキャラクターの図
化はプロのデザイナーに委託していた
が、地元専門学校の日本工学院専門学
校のグラフィックデザインを学ぶ学生
にも参画してもらった。続く第８回で
は、これまで制作してきた職人カード
を用いた「S（職人）カードクイズラ

インしたものであり、主に子どもを対

に引き続き、第５回でも日本工学院専

属素材を異なる技術で加工したミニ

門学校の学生を中心にアイデアコンペ

カー４種を工場を巡りながら収集する

第５回では、新田丸エリア 17 の工

を実施し、応募約 100 件のなかから

企画を実施した。また、第７回で企画

場を対象とし、オープンファクトリー

選ばれた 12 作品（日本工学院専門学

した「クリスマスツリー」は NHK の

当日に配布した。第６回では、合計

校 11、愛知教育大学 1）が見事製品

首都圏版ニュース番組にも取り上げら

30 工場（新田丸エリア 21、臨海部

化された。当日の販売価格は、それま

れ、大きな反響を呼んだ。さらに、お

エリア 9）を対象とし、所定の枚数（新

第 5 回～ 8 回 OOF で実施した、仲間回しラリー・ツアーでの製品
ラリー）下町タムタム
（3000 円）
（レーザー加工→絞り→
溶接→樹脂切削）
第５回

ラリー）スマホ
スピーカー
（4000 円）
（レーザー加工→
曲げ加工→樹脂切削
第６回
→溶接）
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モノワザトーク（第６回）

ラリー）下町こけし
（1500 円）
（旋盤加工→マシニング
センターによる金属切削
→刻印）

ツアー）ミニカー
４種（6000 円）

象とした企画である。

第７回

第８回

モノづくりたまごコンペ（第 7 回）

S（職人）カード

のある一般の人々をひろく巻き込んで

田 モ ノ・ ま ち BOOK2014」
（p.26） の定例会を開催し、企画から設計、製

されているので、本項ではその後の経

画を実施した。

域の工場を巡る様子が伺えた。第７回

心となり、さらにはモノづくりへ関心

子どもから大人までより一般の来訪者

モノづくりたまご

人カードを作成してもらえるという企

2

工場の集積やネットワークを活かした取り組み

おおたプロジェクト [2015-2018]

技術 × デザイン

ラリー）
クリスマスツリー
（2000 円）
（鈑金→樹脂切削→溶接）

ツアー）ミニカー
４種（4000 円）

ラリー）輪ゴム銃
（4000 円）
（設計→鈑金→表面
処理→樹脂切削→
金属切削）

ツアー）ミニカー
４種（6000 円）

モノたまセレクション（第８回）
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くりらぼ写真展

新田丸百景 （くりらぼ多摩川）

新田丸の魅力はまちの風景である
第７回 OOF では、新田丸エリアを

ファンを増やすことが、新田丸エリア
でのモノづくりの継続に繋がると考え
た。

一風変わった視点で切り取った写真約

まず新田丸エリアの面白い場所を見

100 枚を工場棟に展示した。この写

つけ分析することから始めた。まち

真展は、「新田丸エリアの魅力は、町

を歩き撮りためた写真を分析すると、

当日の様子

工和会館外観

工場も含めたまちの風景そのものだ」、 10 つのほどのカテゴリーに分けられ
という思いから生まれた。「新田丸百

た。そして、それぞれに馴染深い端的

景」を通してまちあるきの新しい視点

な名前をつけ、まちの個性をわかりや

を見つけ、外部から来た人がもう一度

すく表現することができた。また写真
ションをつけて、カテゴリーごとに展

の魅力を再発見する。そうしてまちの

示した。

する町工場の組合である工和会協同

が加わった。内装は、ガーランドや天

組合が所有する、「工和会館」という

幕を設置したり、日本工学院の建築学

建物が下丸子駅から程近い場所にあ

生が製作した木製のテーブルや棚を置

る。２階は工和会協同組合の事務室と

いたりすることで、会議室の無機質さ

して使われ、１階は、普段は習字教室

を感じさせない雰囲気づくりを目指し

や児童学習教室として貸し出されてい

た。

る。この建物の１階を、おおたオープ

2017 年度 ( 第７回）では、「３種

ンファクトリーの際に拠点施設として

のモノづくり体験セット」、「町工場ス

活用することを試みた。おおたオープ

ゴ技映像」、「ワザ＆ハート展」、「歴代

展示方法

カテゴリー：

キャプション：

どんぐりのせいくらべ

偶然か、必然か。

キャプション：どのポスト

たまねぎ、なし、トマト

か見分けるのに、飛ばし飛
ばしにある部屋番号のみ。

カテゴリー：

カテゴリー：

道端モーターショー

サビサビアワード 2017

キャプション：

キャプション：

親子で仲良くヘアサロン

青い空、青い大地に悠然と。

工和会館活用時「WAZA Café」の様子
( 第 8 回おおたオープンファクトリー )

テンツを企画した。第３回〜第６回で

に関する展示・トークショー、凸版印

は「モノ・ワザラウンジ」として、第

刷 ( 株 ) による「おおたの町工場 VR

７回目からは「WAZA Café」と名称

体験」が行われた。

2017 年度 WAZA Café
( 第７回オープンファクトリー )

つわるエピソードや親しみやすいイラ

「ワザ＆ハート展」では、工場をよ

うきっかけ作りを狙った。また、「３

り身近なものに感じることができ、見

種のモノづくり体験セット」はおおた

た人がその工場に行ってみたくなるよ

の工場の製品や廃材を使用したモノづ

うな製品の展示を行った。展示物にま

くりワークショップを行なった。

ストを添え、各工場に足を運んでもら

地元の子供たちの視点

工場棟空間全体を展示空間として使

大パネル（新田丸百景の

おうと、ダンボールを積み上げること

タイトルと企画趣旨）

で曲面の壁を作成し、カテゴリーごと
に写真を展示した。簡単な施工、安全
性の確保の満たした上で、さらりと通
り抜ける人とじっくり見る人を共存さ

近所の人からは「こんな場所、知ら
なかった」という驚きの反応、遠くか
ら来た人からはキャプションと写真を
見比べてクスリ、という反応をいただ

展示コーナー

いた。また子供は登下校中に多くのア

展示コーナー

ンテナを張っているようで、ほんの一
部分しか写っていない写真から撮影場

展示コーナー

所を割り出し、親御さんに教える様子
展示コーナー

展示コーナー

機械

日曜くりらぼ
倶楽部の棚

画を企画、2018 年度（第８回）には、

訪者を各拠点や町工場に誘導するコン 「町工場のシュウカツ・プロジェクト」

カテゴリー：組体操

せられた。

したドリンクを提供するカフェ的要素

イベントの情報が集まり、そこから来

まちの個性を切り取った写真と、その見所を伝えるカテゴリーとキャプション

ダンボールを用いた展示空間

ショップ (WORLD BEANS) とコラボ

矢口、下丸子地域を中心として活動

ンファクトリーの総合本部を設置し、 S カード / モノたま大集結！」の４企

このエリアを歩いてみたいと感じる、 一枚一枚見所を伝えるため、キャプ
近くに住んでいる人が自分の住むまち

を変え、武蔵新田の商店街のコーヒー

工和会館の活用

おおたプロジェクト [2015-2018]

ストックを活用してモノづくりのまちづくりを魅せる

2

【WAZA Café】
（工和会館）

拠点実験

手作りの木製棚での展示

2018 年度 WAZA Café
( 第８回オープンファクトリー )

「ワザ＆ハート展」展示物と展示パネル
( 作品：( 有 ) 共栄溶接「鉄犬」)

工場の廃材や製品を用いた
３種のモノづくり体験セット

どが行われた。日本工学院の建築学生

作し、それを用いてカフェ提供を行

が製作した棚は展示棚として利用さ

なった。会場には凸版印刷 ( 株 )・富

「町工場のシュウカツ・プロジェク

れ、テーブルは来訪者のための休憩ス

士通 ( 株 ) によるおおたの町工場の空

ト」の拠点施設として利用され、参加

ペースに使われた。また、「リヤカー

間を VR で体験できるコーナーも設置

企業のパンフレットやパネルの展示、 ゴプロジェクト」のワゴン を参考に

され、幅広い層に楽しんでもらうこと

※

職人によるシュウカツトークショーな

可動式屋台「くりらぼスタンド」を製

ができた。

がみられた。
その後、まちを楽しむ視点を育む機
会を子供に提供しようと、くりらぼ
ワークショップ「おおたのまちの思い
出を作ろう」に発展させた。

当日の様子

模型写真

会場構成検討

パンフレットを日本工学院作の棚に展示

「くりらぼスタンド」でカフェ提供

シュウカツトークショーの様子
※尾道市で民間により行われている移動式屋台推進プロジェクト
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おおたプロジェクト [2015-2018]

町工場のシュウカツ・プロジェクト

2

担い手の発掘！

「町工場のシュウカツプロジェクト」で作成したパンフレットの表紙一覧

シュウカツ・プロジェクトとは

40

大田区には多くの町工場があり、長

らの発掘と育成が、これからのおおた

としての魅力にフォーカスし、就職を

これまで進めてきた活動の中でも、 当て直すために、今年度「町工場のシュ

らく日本の経済の発展を支えてきたエ

を支える大きなカギとなっている。
「お

考えてもらうきっかけにしてもらうべ

町工場の魅力を伝えるプロジェクト

ウカツ・プロジェクト」を新たに立ち

①各工場のパンフレット制作、②社長

リアであったが、海外との競争や住宅

おたオープンファクトリー」において

く、就職活動をなぞらえた「シュウカ

や、こども向けの体験ワークショップ

上げた。目的は、主に町工場への就職

や職人によるトークショー、③工場を

需要の高さから町工場は年々減少して

も、町工場からの声で最も多かったの

ツ」プロジェクトを行うことにした。

などは行なってきたが、企画側として

を考えている人（工業高校生、専門学

目で見て聞いて体感してもらうツアー

いる。その理由の一つに担い手（職

が、担い手発掘につながる企画の実施

も、取材する立場で感じる生の町工場

校生、機械系分野の学生、再就職を考

の３コンテンツを実施した。

人・経営者）の減少が挙げられ、これ

であった。そこで、町工場の「仕事現場」

の魅力や、「就職」という視点で光を

える社会人など）に向けて、工場で働

くことの魅力を発信することであり、
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参加企業：工和会協同組合、（株）Piezo Sonic、
（株）Xenoma、（株）北嶋絞製作所
第 8 回おおたオープンファクトリー
当日、伝統的な技術を受け継ぐ工場か

それぞれの工場の技術や働く場所と

ら新進気鋭のベンチャー企業まで、大

しての魅力、就職に関する情報を発信

田区の工場の職人さんや社長さんが、
「町工場で働く」魅力を熱く語る「シュ

するパンフレットを作成し、展示・配

ウカツトークショー」を開催した。普

布した。今年度は、事前のアンケート

段の講演とは違う「仕事」にフォーカ

にてパンフレット作成を承諾していた

スしたトークショーということで、町

だいた 10 社の町工場にご協力いただ

おおたプロジェクト [2015-2018]

協力企業：有限会社アイエヌビー、株式会社伊和起ゲージ、有限会社共栄溶接、（株）北嶋絞製作所、
（株）Xenoma、千蔵工業株式会社、新妻精機株式会社、（株）Piezo Sonic、
有限会社ファクタスデザイン、有限会社安久工機

2

おおたの町工場シュウカツトークショー

パンフレットの制作

工場への就職を考えている方はもちろ

いた（新田丸エリア：６社、テクノ

ん、就職の予定はないが町工場の様子

FRONT 森ケ崎：３社、京浜島：１社）。

や技術について知りたい方など、様々

最初に、パンフレットのターゲット
や内容の検討が行われた。その結果、

Xenoma の富取 CFO による会社紹介

基本は就職を考えている人をターゲッ

な年代の方にお越しいただいた。

トとするが、誰でも読んで楽しめる内
容にすることとし、特に工場自体の「働
く場所」としての魅力と、職人さんの
「働く人」の魅力についてメインで取
り上げることとした。

表紙は工場を表すメインビジュアルで、裏表紙は人に焦点を当てた Q&A

働く場所としての魅力を伝えるため
に、工場内部を細かく取材し「平面パー
ス」を作成することとした。まず最初

工和会協同組合の佐山さん

に工場を訪問して実測し、そのデータ

WORK ×2 工場ツアー

を元に３D モデリングを行った。更

Piezo Sonic の多田社長によるプレゼン

参加企業：有限会社アイエヌビー、有限会社安久工機、新妻精機株式会社

に風合いを表現するため、モデリング

第 8 回おおたオープンファクトリー

を手書きでなぞり、機械や家具など詳

当日、「WORK×2( ワクワク ) 工場ツ

細を書き込んで着色した。働く人の魅

アー」として、町工場への就職・転職

力については、社長さんや社員さんな

を目指す若者を対象に、大田の町工場

ど様々な人に対してインタビューを行

3 社を巡り、工場見学、モノづくり体

い、町工場との出会いや仕事のやりが

験などを通じて、町工場の魅力を知っ

いなどを聞いた。加えて、どんな人材

てもらうツアーを実施した。今回のツ

を求めているかなど就職を考えている

アーでは特別に、一般公開では入れな

人にも有益であろう項目についても質
問した。

い場所へ潜入したり、職人の遊び心が

内面は工場の平面パースと関連する技術や機械を紹介

詰まったオリジナルグッズのプレゼン

作成したパンフレットは OOF 当日

トなどワクワクが止まらないツアーに

に各工場と拠点で配布し拠点で展示を
行った。また、データは工場の方にお

なった。

社長自ら機械や技術について説明中

当日は、町工場への就職・転職を考

送りし、今年度以降も継続的に活用し

えている人だけでなく、モノづくり好

てもらうようにした。今回パンフレッ

きで普段とは違う町工場の魅力を体験
したい方などたくさんの方にご参加い

ト製作を行わなかった工場の方から

ただいた。

「ウチのパンフレットも作って欲しい」
という声をいただけたため、今後も改
良を重ねつつ継続してパンフレット制
作に取り組んでいこうと考えている。
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北嶋絞製作所の北嶋さんによる質疑応答

工場取材の様子

パース作成のための測量の様子
ジャイロゴマの不思議な感覚を体験

社長自ら機械や技術について説明中
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■燕三条 工場の祭典
（新潟県燕市・三条市）

企画運営間の交流

わたって実施するタイプ（かぬまオー
プンファクトリー）、特定の工業団地

オープンファクトリーの全国的展

をまるごと対象とするタイプ（高岡銅

開については、すでに「モノ・まち

器団地オープンファクトリー）などで

地域ブランディング手法としての
活用

られる。「燕三条工場の祭典」は、公

るが、その時点で「おおたオープン

予約なしで工場に訪問できるもの、事

開の対象を「工場（こうば）」だけで

ファクトリー」（2012 〜）の他、「モ

前予約が必要なもの、あるいはツアー

なく、「耕場（こうば）」や「購場（こ

ノマチ」（台東区、2011 〜）、「スミ

形式（要予約）で決められた工場を訪

うば）」へと拡大し、モノづくりに関

フ ァ」（ 墨 田 区、2012 〜）、
「尼崎

問するものなどがみられるが、ツアー

連する農業や商業も含めた地域の産業

ものづくり博覧会」（尼崎市、2013

形式のみのオープンファクトリーが多

総体のブランディングを試みている。

〜）、A-ROUND（台東区、2013 〜）、 い。さらに、屋内の会場に各企業のブー

また、10 月のイベント時だけではな

「燕三条工場の祭典」（燕市・三条市、 スを設けて工場紹介をする形式（展示

く、常時工場公開できる施設が 15 箇
増加していると言う。さらに、「工場

工業会オープンファクトリー」（川崎

の祭典」のブランド力を活かし、国

市高津区、2013 〜）、「関の工場参観

内外での展示会への出展や販売イベ

（関市、2014 〜）などが実施さ
日」

ン ト の 開 催 を 行 っ て い る。2018 年

れていた。加えて、B to B のビジネ

秋には、英国ロンドンにおける外務

スマッチングを主眼とした日帰りツ

省所管の日本文化の発信拠点「ジャ

アー「ヤマナシハタオリ産地バスツ

パン・ハウス」において、「London
Design Festival 2018」の一環とし
て、『BIOLOGY OF METAL: METAL

くが数年に一度（2017 年、2019 年）

CRAFTSMANSHIP IN TSUBAME-

集まる交流会が台東デザイナーズビ

SANJO ｜燕三条 金属の進化と分化』

レッジにおいて開催され、工夫点や課

展を主催し、世界に燕、三条の名を轟

題の共有が行われている。

かせた。

地方の工業都市への展開
現在（2019 年 3 月）までに、日本
全国各地の工場集積地において、オー
プンファクトリーが取り組まれている

川口オープンファクトリーの様子

（次ページの図表）。なかでも地方の工
業都市での実施が顕著である（鹿沼市、
五泉市、瑞浪市等）。
上記の先行して実施されてきたオー
プンファクトリーの多くが、狭域に工
地であったのに対して、比較的広域の
れる。複数の自治体にまたがり広域で
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（岐阜県瑞浪市）

■A-ROUND

■つやまオープンファクトリー

（東京都台東区浅草）

（岡山県つやまエリア）

■スミファ

■勝央工業団地オープン
ファクトリー（岡山県勝央町）

瑞浪オープンファクトリーの様子

ロンドンでの燕三条

金属の進化と文化

（東京都墨田区）

東京都

■職人めぐり ～オープン
ファクトリー 工場見学～（福岡県大川市）

■モノマチ

（東京都台東区南部地域）

■えひめさんさん物語プレ
イベント「オープンファク
（愛媛県四国中央市・新
トリー」

居浜市・西条市）

■ヤマナシ
ハタオリ産地
バスツアー

（山梨県富士吉田市）

■オープンファクトリー IN
あまがさき （兵庫県尼崎市）

■おおたオープンファクトリー

（東京都大田区）

神奈川県
■港北 OPEN FACTORY

（神奈川県横浜市港北区）

■大正・港オープン
ファクトリー

（大阪市大正区・港区）

■川崎北工業会オープンファクトリー
（神奈川県川崎市高津区）

全国に広がるオープンファクトリー
全国に広がるオープンファクトリー（詳細）
イベント名

開催地

※「大田モノ・まち BOOK2014」で取り上げてない事例

日程（2018 年度）

参加
フリー
フリー
開催エリア
ツアー
企業数
（予約なし） （要予約）

オープンファクトリー五感 岩 手 県 一 関 市・ 平 2018/11/9 〜
市
泉町・奥州市
11/11

30 社

広域

●

●

●

か ぬ ま オ ー プ ン フ ァ ク ト 栃木県鹿沼市
リー

2018/5/306/2

41 社

市全域

●

●

●

彩 の 国 オ ー プ ン フ ァ ク ト 埼玉県狭山市
リー in 狭山

2018/10/19

8社

市全域

川口オープンファクトリー 埼玉県川口市

2018/9/28 〜
9/29

30 社

市全域

●

GOSEN KNIT FES

新潟県五泉市

2019/2/8 〜
2/9

22 社

市全域

●

高岡クラフツーリズモ

富山県高岡市

2018/9/22

15 社

市全域

高岡銅器団地オープンファ 富山県高岡市
クトリー

2018/9/22

18 社

工業団地

瑞浪オープンファクトリー 岐阜県瑞浪市

2018/11/2 〜
11/3

10 社

市全域

●

大正・港オープンファクト 大阪府大阪市大正 2018/11/16 〜 20 社
リー
区・港区
111/7

区全域

●

オープンファクトリー IN 兵庫県尼崎市
あまがさき

4社

市全域

●

47 社

広域（工業
団地）

勝央工業団地オープンファ 岡山県勝央町
クトリー

実施するタイプ（オープンファクト
リー五感市）
、ひとつの自治体全域に

■彩の国オープンファクトリー ■川口オープンファクトリー
（埼玉県川口市）
in 狭山 （埼玉県狭山市）

（岐阜県関市）

2018/7/25

つ や ま オ ー プ ン フ ァ ク ト 岡山県つやまエリ 2018/7/28 〜
リー
ア
7/29

場と住宅が混在する都市型の工業集積
エリアを対象地とする事例が多く見ら

（栃木県鹿沼市）

■関の工場参観日

所（2013 年 開 始 当 初 は 3） に ま で

（横浜市港北区、2013 〜）、「川崎北

いた。これらの企画運営メンバーの多

■かぬまオープン
ファクトリー

■高岡銅器団地オープンファ
クトリー（富山県高岡市）

■瑞浪オープンファクトリー

一方、先発組にも変化（進化）がみ

工場公開の方式は、フリーで

かぬまオープンファクトリーの様子

■オープンファクトリー五感市
（岩手県一関市・平泉市・奥州市）

（富山県高岡市）

ある。

アー」（富士吉田市）なども始まって

（新潟県五泉市）

■高岡クラフツーリズモ

BOOK2014」において述べられてい

2013 〜）、「港北 OPEN FACTORY」 会方式）もみられる。

■GOSEN KNIT FES

2

地域特性に合わせたオープンファクトリーの実施

おおたプロジェクト [2015-2018]

オープンファクトリーの全国的な広がり

2018/10/27

えひめさんさん物語プレイ 愛媛県四国中央市、 2018/11/11、
ベント「オープンファクト 新居浜市、西条市 11/17
リー」
職 人 め ぐ り ～ オ ー プ ン 福岡県大川市
ファクトリー 工場見学～

2018/10/7 〜
10/8

●
●

●

●
●

●

●

●

工業団地
3社

各市 1 社

6社

市全域

その他

展示会
●

●
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おおたプロジェクト [2015-2018]

くりらぼワークショップ

2

2-2 くりらぼ多摩川の発展

くりらぼ多摩川でできること (「くりらぼ通信 Vol.01」より )

使い方の拡張

第 9 回ワークショップの様子

「創造製作所」としての活用
「くりらぼ多摩川」は、敷地内に引

ン DAY として週 2 回地域に向けて開

き込む路地の両側に小さな町工場が集

放されているほか、隔月の「たまり

まる「工場長屋」の中にあり、モノづ

BAR」開催時には、お酒を交わしな

くりのまちを味わえる空間となってい

がら小話が楽しめるバーに変身する。

る。また、東急多摩川線武蔵新田駅か
ら徒歩 5 分でアクセス可能で、かつ
立地特性上多くの住民の目に触れるこ

工場棟

以前町工場として利用されていた工

場棟は、主にモノづくりの体験の場と

とから、「モノづくりのまちづくり」 して利用されている。横浜国立大学の
を発信拠点として大きな期待が寄せら

学生や地域のクリエイターによる「く

れている。2013 年 12 月にオープン

りらぼワークショップ」や、大人が自

したこの施設では、当初は大学を中心

由に工作できるサークル「日曜くりら

としたワークショップや大田観光協会

ぼ倶楽部」などが定期的に開催されて

によるイベント ( 町工 BAR) などが中

いる。最近では、工場棟の魅力的な空

心であったが、近年では、区民が自主

間を活かした演劇やマルシェも開催さ

的に活動する「日曜くりらぼ倶楽部」 れ、活用の幅が広がりつつある。
や、クラフト作家・デザイナーのワー
クショップ、演劇など、拡張した利用

らぼ多摩川の事務所棟を地域に向けて

事務所

開放している。スタッフが常駐し、地

かつての事務所空間を改修した事務

域住民と町工場の職人、クリエイター

所棟は、道路に面した立地を活かした

らとのマッチングに関する相談を受け

地域に開かれた拠点として活用が進め

付けている。

る 3 社のコラボレーションによるス
マートフォンスタンドの製作や、外国

組みは、くりらぼ多摩川オープン時か

の伝統楽器の製作に取り組む職人にご

ら年に 3 回程度、くりらぼ多摩川工

協力頂いたスピリットキャッチャーの

場棟にて定員 10 名前後で実施されて

製作などを実施した。また、大学生

きた。参加対象は小学生までで募集す

自身が講師となって行う企画として、

ることがほとんどだが、保護者がモノ

チェキで切り取ったまちの風景を作品

おおたの工場で製作したバネを使ったスプ

づくりに興味を持たれることも多く、 化するワークショップも実施された。 リングドラムづくり ( 第８回 )
大人も楽しめるイベントとなってい 最近では、くりらぼワークショップが
る。今までに多くの町工場にご協力頂

地域のクリエイターによって開催され

き、普段体験できない町工場の技術を

ることも増え (pp.56-57 にて後述 )、

手軽に楽しんでもらえるように企画を

今まで以上に幅広いモノづくりの体験

進めてきた。一例として、鈑金、刻印、 の場としての運営が期待される。
プラスチック加工をそれぞれ得意とす

事務所棟平面パース

毎週火・木曜 10 時～ 16 時にくり

が行われている。

られている。くりらぼ多摩川オープ
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オープン DAY

くりらぼ多摩川事務所棟外観

「町工場と大学生による出張モノづ
くり体験教室」として始まった本取り

これまでに開かれたくりらぼワークショップ（大学生が企画・主催したもののみ）
vol
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ワークショップタイトル
真空成型の技術を体験しよう！
樹脂加工の技術に触れてみよう！
ぼく / わたしだけの町工場をつくろう！
世界に 1 つだけのノートをつくろう！
町工場の技術でスマホスタンドをつくろう！
サンドブラストの技術で金属に彫刻しよう！
伝統楽器「スピリットキャッチャー」をつくろう！
不思議な打楽器「スプリングドラム」を作ろう！
おおたのまちのおもいでをつくろう！

チェキでお気に入りの風景を撮影 ( 第９回 )

講師
㈱城南村田
シナノ産業㈱
横浜国立大学
光写真印刷㈱
㈲多摩川鈑金工業所、赤塚刻印製作所、シナノ産業㈱
Dune sannd works
㈲いわき精機製作所
㈲信成発條製作所、ホワイト・テクニカ
横浜国立大学

開催日
2014/6/14
2014/7/12
2014/10/19
2015/7/4
2016/2/21
2016/8/21
2017/3/25
2017/7/29
2018/2/25

工場棟平面パース
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「町工 BAR」とは、ゲストに町工場

映画のまちとして名高い蒲田の映画文

の社長や職人、モノづくりのまちづく

化について蒲田図書館長の三橋氏から

りに関わる方を講師にお招きして、モ

ご講演頂いた。その他、第 21 回では

ノづくりやまちへの想いを、お酒を嗜

くりらぼ多摩川に隣接する新田神社の

たまり場？多摩リバー？
「たまり BAR」！！
酒 場 (BAR) と し て だ け で は な く、
様々な人が交流・情報交換できる場と
してくりらぼ多摩川の事務所棟にオー
プ ン さ れ た バ ー。2018 年 4 月 に 試

みながらお伺いするイベントである。 宮司である品川氏に、第 23 回には沿
一般社団法人大田観光協会とくりらぼ

線事業者の東急電鉄の平江氏、第 26

多摩川の共催で企画され、くりらぼ

回には東急プラザ蒲田総支配人の城間

多摩川工場棟を会場として定員 20 名

氏にご講演頂くなど、大田区のまちづ

で実施されている。また、2018 年 4

くりに関する講演が数多く実施されて

月からは、後述の「たまり BAR」（場

いる。さらに、第 19 回、20 回、25

所：くりらぼ多摩川事務所棟）と同時

回では大田区を舞台にクリエイターと

験的に実施され、その後町工 BAR の
開催に併せて隔月で開催されている。
くりらぼ多摩川の活動に協力的なサラ

クリエイターによるハンドパンの演奏と講
演の様子 ( 第 20 回町工 BAR)

リーマン脇行雄氏をリーダーに、学生
を含むメンバーがバーテンダーに扮
し、毎回違ったテーマでのお酒やおつ
まみ、ちょっとした小話を提供する。

開催されている。2019 年 2 月現在、 して活躍されているゲストにご講演頂
開催回数は 27 回を数える。2017 年

いている。講演と合わせて作品展示や

度以降に開催されたテーマをみてみる

演奏会が実施され、町工場とのコラボ

と、第 24 回では、町工場の最前線で

レーションによって生まれた作品や音

活躍されている若手の職人をお招き

楽に多くの聴衆が魅了されるなど、モ

し、町工場の将来について聴衆と議論

ノづくりのまちづくりの幅広いネット

を重ねた。最近では製造業以外の方を

ワークを感じられるイベントとして人

お招きする機会も多く、第 18 回では

気を博している。

会費は特に設定しておらず、「お気持
ち料」として、自分が満足した分の代
金を「くりらぼ多摩川基金」に投げ銭

vol トークテーマ
1 モノづくりの魅力〜音楽とつながる ?! 〜
2 下町ボブスレーのネットワークから新たな取り組みへ
3 夢を詰めた缶詰の魅力
4「下町ボブスレー」にかける想い
5 レンズから見た蒲田切子
6 アイデアが出るまで
7 モノづくりの原点 夢とひらめき
8 大田区の「仲間回し」って？？
9「町工場」へのこだわり
10 町工場三代目は夢いっぱい～技術と心の襷渡し～
11 大田の新人職人奮闘記
12 大田のフライパン伝説
13
14
15
16

親子で作ってきた町工場
町工場から上場企業となった「イナバ」の強みとは？
映像で振り返るおおたオープンファクトリー
モノづくりのまちで創造する

町工 BAR のウェイティングバー・アフターバーとしても

東急電鉄による講演の様子
( 第 23 回町工 BAR)

たまり BAR のオープンは夕方 17
時。工場棟で開催される町工 BAR は
た人にウェイティングバーとして利

ゲスト
小宮祐樹氏 ( ㈲いわき精機製作所 )
横田信一郎氏 ( ㈱ナイトペイジャー )
谷内啓二氏 ( ㈲谷啓製作所 )
細貝淳一氏（㈱マテリアル）
森谷修氏（写真家）、鍋谷孝氏（グラスフォレスト）
高田栄一氏（高田玩具）、鍋谷孝氏（グラスフォレスト）
西村英雄氏（一栄化学㈱）
平本叔之氏（プレシジョンファクトリー㈱）
福富善大氏（㈲安久工機）
大野和明氏（㈲大野精機）
増田翔平氏（㈱アイエヌジー）
遠藤元晴氏（㈱多摩川鈑金工業所、小川健一氏（シナノ産業㈱）、北嶋隆之

開催日
2014/2/26
2014/3/26
2014/4/23
2014/5/28
2014/6/27
2014/7/25
2014/8/27
2014/9/30
2015/1/28
2015/2/25
2015/3/18
2015/4/22

氏（㈱北島絞製作所）、波田野哲二氏（㈲共栄溶接）
柏良光氏（㈲カシワミルボーラ）
2015/8/26
多田一志氏（㈱稲葉製作所）
2015/12/2
岡村祐氏（首都大学東京）
2016/8/27
田中幹氏（ART FACTORY 城南島）、茨田禎之氏（カマタ _ ブリッヂ）、2016/10/29

伊藤悠氏（BUCKLE KOBO）
17 小関智弘さんが語る、大田の町工場
小関智弘氏（ノンフィクション作家）
2017/3/11
18 流行は蒲田から。松竹キネマの時代とトイフィルム
三橋昭氏（蒲田図書館館長）
2017/6/24
19 多摩川オープンアトリエ × おおたオープンファクトリー フクマカズエ氏（Hasu no hana）、長坂絵夢氏（鉄アーティスト）、伊藤 2017/10/28

20
21
22
23

循環する鉄
製作者と奏者、生み出す世界
新田神社の歴史と武蔵新田の今昔
妖精の輝き～オードリー・ヘップバーンの生涯～
田園都市株式会社創立 100 周年をテーマとしたブラン

由博氏（㈲伊藤精機）
園部良氏（ハンドパン製作者）、峯モトタカオ氏（ハンドパン奏者）
品川宗久氏（新田神社 宮司）
岡茂光氏（蒲田映画祭プロデューサー）
平江良成氏（東京急行電鉄㈱）

2017/11/29
2018/2/24
2018/4/21
2018/6/30

ドプロモーション
24 工場男子 × 工場女子 ファインダーを通してみる若い職 波田野哲二氏（㈲共栄溶接）、緑川玲子氏（㈱三陽機械製作所）、神谷圭祐 2018/8/25
人たち
氏（横浜国立大学）
25 音楽と映像に織り込まれた町工場への想い
INDUSTRIAL JP（supported by 電通 B チーム）
26 これまでの「50」年と、これからの「50」年～「Shopping 城間剛氏（東急プラザ蒲田 総支配人）

Center」から「Sharing Community」へ～
27 クラフトビールで創る大田の都市伝説
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大屋幸子氏（㈲大鵬・羽田バル）

してもらうシステムで経費を賄う。

たまり BAR の様子

18 時開演のため、町工 BAR に訪れ
これまでに開かれた町工 BAR の企画一覧

おおたプロジェクト [2015-2018]

たまり BAR ＠事務所棟

2

町工 BAR ＠工場棟

2018/10/27
2018/12/22
2019/2/23

用してもらうことを狙っている。ま
た、 町 工 BAR が 終 わ っ た 後 の ア フ
ターバーとしての役割も大きく、町工
BAR では話す側と聞く側だった人々
が、隣同士で座りながら他愛のない会
話を楽しむ姿もよく見られる。

18:00
START

町工
BAR

たまり
BAR

20:00
END

17:00
OPEN

22:00
CLOSE

WAITING
BAR

AFTER
BAR

町工 BAR とたまり BAR の関係

自然と交流の生まれる空間
たまり BAR では、近所の工場の方

に区別せずに、一緒にお酒やおつまみ、

やくりらぼの運営に関わる方、町工

小話を楽しむように心がけている。そ

BAR の帰りに立ち寄った方、くりら

ういったゆるい関係性が、自然と交流

ぼ多摩川の前をたまたま通りかかった

が生まれる雰囲気を作り出している。

方など、様々な人々が集まり、楽しく

何か新しいことをしたい人同士が新し

飲み語らって時間と空間を共有してい

く繋がれる場を作ることが、たまり

る。たまり BAR を運営する側として

BAR としての役割である。今後開催 一緒に飲み語らうことが交流のきっかけに

も、サービスする側・される側を明確

頻度を増やすことも検討されている。

これまで開かれたたまり BAR の内容一覧
プレ OPEN
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回

提供おつまみ
闇お好み焼き
ホットプレートで作れるおつまみ
夏野菜を使った冷たいおつまみ
おでん
チーズフォンデュ
缶詰食べ比べ

小話テーマ
たまり BAR ロゴ決め
東京看板彩集トーク
東京ドローン研究会トーク
町工 BAR 出張
-

開催日
2018/4/21
2018/6/30
2018/8/25
2018/10/27
2018/12/22
2019/2/23

プレオープン (2018/4/21) にてお客さんの
投票により決定したたまり BAR のロゴ
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おおたプロジェクト [2015-2018]

くりらぼ通信

2

くりらぼ多摩川での活動を発信するフリーペーパー

くりらぼ通信 Vol.05 [p.1]

くりらぼ通信 Vol.05 [p.2]

学生が取材・編集を手がける活動報告紙
「くりらぼ通信」は、くりらぼ多摩

た通信は、くりらぼ多摩川や大田区内

川での活動を発信するフリーペーパー

の公共施設、おおたオープンファクト

である。2014 年度に創刊され、当初

リー等のイベントで配布されている。

は年に一度活動を総括する媒体として

くりらぼ通信は、くりらぼ多摩川で

制作が進められたが、定期発行とさら

行われる日々のイベントの取材記事お

なる情報発信を見据えて 2016 年 11

よび号ごとの特集記事で構成され、今

everyday くりらぼ

くりらぼ多摩川で行われたイベント
を「ふりかえり List」にまとめ、取材

新たな通信は、（一社）大田観光協会

のインタビューや町工場の職人紹介、

や OCTC の協力のもと年に数回ずつ

学生のコラムなどの特集が組まれてい

発行を続け、2018 年 11 月には第 5

る。親しみやすいデザインとコンテン

きの記事を掲載している。

号の発行を迎えた。通信に掲載される

ツにより、拠点の情報発信の強化に大

記事は、学生メンバー（横浜国立大学

きく寄与している。【発行の履歴】

くりら VOICE

地域課題実習「おおたクリエイティブ

Vol.01

2016 年 11 月

タウン研究プロジェクト」に参加する、 Vol.02

2017 年 7 月

建築・土木・経済・社会共生学等を学

Vol.03

2017 年 11 月

ぶ学生）が取材を担当し、くりらぼ多

Vol.04

2018 年 7 月

摩川のスタッフをはじめとする多くの

Vol.05

2018 年 11 月

方々と共に編集を進めている。発行し

くりらぼ通信 Vol.05 [p.4]

「くりらぼ通信 Vol.05」の中身

月から紙面をリニューアルしている。 までにくりらぼ多摩川に関わる方々へ
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くりらぼ通信 Vol.05 [p.3]

を行ったイベントについては、写真つ

2018 年度に新しく横浜国立大学地域

の全 4 回の連載で、くりらぼ多摩川

課題実習に参画した学生（張安 : 横浜

工場長の山本章子氏、くりらぼ多摩川

国立大学年都市科学部 2 年 ) は、初

技術部長の泉昭子氏、( 一社 ) おおた

めて町工場に見学に行った際の感動を

観光協会事務局長の栗原洋三氏、くり

綴り、また、2015 年度から４年間に

らぼ多摩川スタッフであり絵本専門士

わたりプロジェクトを続けてきた学生

の水上祐佳氏を取り上げた。

( 神谷圭祐 : 横浜国立大学都市イノベー

リレーコラム 新田丸と私
おおたプロジェクトに関
わって来た学生が、くりら
ぼ多摩川のある下丸子・武

ション学府博士課程前期２年 ) は、長
い間おおたと付き合ってきて感じたお
おたの町工場の面白さを綴っている。

＠くりらぼ多摩川

蔵新田エリア =『新田丸エ

発行
発行
発行
発行
発行

気込みなどを綴ったコーナー。今まで

Vol.01 〜 Vol.05 のタイトルロゴ
毎回変わる背景の町工場関係のイラスト

リア』への思いを綴ったリ

今後くりらぼ多摩川で開催予定のイ

くりらぼ多摩川に所縁のある方に直

レーコラム。くりらぼ通信

ベント情報等を紹介するコーナー。魅

接インタビューを行い、くりらぼ多摩

Vol.04, Vol.05 に て 全 2 回

力ある「モノづくりのまちづくり」を

川に関わるようになったきっかけや、 連載され、学生目線で新田

推進する活動拠点として、モノづくり

これからのくりらぼ多摩川に対する意

体験の情報が配信されている。

丸エリアの魅力が語られた。
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くりらぼ多摩川に所縁のある方にクローズアップしたコーナー。

おおたの町工場の未来を支える若手の職人さんに、町工場で働く「職人の今」に
フォーカスを当ててインタビューをするコーナー。Vol.01 と Vol.02 で全２回掲載。

2

「くりらぼ通信 Vol.05」までに、全４回連載している。

おおたプロジェクト [2015-2018]

過去の連載の紙面紹介

第１回工場男子 × 工場女子 (「くりらぼ通信 Vol.01」にて )

第１回くりら VOICE(「くりらぼ通信 Vol.01」にて )

第２回くりら VOICE(「くりらぼ通信 Vol.02」にて )

第２回工場男子 × 工場女子 (「くりらぼ通信 Vol.02」にて )

おおたオープンファクトリーでの
展示企画として

第３回くりら VOICE(「くりらぼ通信 Vol.04 にて )
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第４回くりら VOICE(「くりらぼ通信 Vol.05 にて )

各所への反響
このプロジェクトに対する反響は

くりらぼ通信 Vol.01, Vol.02 にお

大きく、蒲田図書館で行われた「工

いて連載された「工場男子 × 工場女

場 男 子 × 工 場 女 子 16 人 の 若 手 町

子」は、2016 年度のおおたオープン

工場職人 夢を語る 展示＆トーク」

ファクトリーで行われた、くりらぼ多

(2017/9/16-18) や、 第 24 回 町 工

摩川での展示企画として始動したプロ

BAR「工場男子 × 工場女子 - ファイ

ジェクトである。横浜国立大学の学生

ンダーを通してみる若い職人たち -」

が、おおたの町工場の未来を背負う若

(2018/8/25) な ど の イ ベ ン ト で は、

手の職人さんに直接インタビューを行

取材を担当した学生 ( 神谷圭祐 : 横浜

い、自身の仕事や町工場に対する思い

国立大学都市イノベーション学府博

を伺い、職人としての姿を写真におさ

士課程前期２年 ) が登壇し、このプロ

めた。工場男子 12 名、工場女子 4 名

ジェクトに対する思いを語るトーク

の計 16 名 ( 会社数 9 社）の取材を行

セッションを行なった。また、本プロ

い、おおたオープンファクトリー当日

ジェクトで撮影したおおたの若い職人

には写真をメインに一人ずつの冊子に

を捉えた写真は、海外向けの日本紹介

まとめ（右写真）、「職人の今」を伝え

冊子「JAPAN ※ 」に掲載され、おお

るべくくりらぼ多摩川の工場棟にて展

たの町工場で働く職人を世界に向けて

示を行なった。

広く発信する機会となった。
※ Mizuho Financial Group,Inc. p.75( 非売品 )

インタビューの様子

完成した冊子 ( 第 6 回おおたオープンファ
クトリーにて展示
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パッキンを製作している工場から出
たスポンジの廃材を利用して何かつく
ることができないか、と考えて生み出
されたワークショップである。まず、
樹脂粘土で装飾パーツをつくり、完成
型のイメージに合わせてスポンジ廃材
を切り出す。スポンジにアクリル絵の

おおたプロジェクト [2015-2018]

スポンジ廃材 de ブローチ作り

2

これまでに開催したワークショップの紹介

クラフト系モノづくりへの拡張

具を塗り、装飾パーツをレイアウトし
て完成。スポンジに絵の具を塗ったこ
とで、盆栽のような独特な雰囲気を持
つブローチが完成した。

布プラバンのアクセサリー作り
布の裁断工場から出た布の廃材を利

スポンジ廃材で作ったブローチ

用したワークショップ。布単体では加
工の種類が限られてしまうため、プラ
バンと組み合わせることにした。まず、

ワークショップ中の作業風景

プラバンを好きな形に切り出し、熱を
加えて縮める。そして布とプラバンを

モノづくりワークショップの企画にあたって

接着し、その上にパーツを配置してレ

ねじまき隊としてオープンファクト

いるということを知ってもらうことで

リーに関わり、普段は地域で活躍する

ある。そのために、難易度が上がるこ

アクセサリー作家をくりらぼ多摩川の

とは承知の上で、完成型の形や色の選

スタッフに迎えたことで、くりらぼ多

択肢が多いもの、できあがりに参加者

摩川において継続的にクラフト系モノ

それぞれの個性が出るものをワーク

づくりのワークショップが開催される

ショップの題材にしている。また、基

ようになった。このことにより、これ

本的に大田区の工場で譲ってもらった

までは利用する人が限定されていたく

廃材を利用しており、作り方の説明を

りらぼ多摩川に、幅広い人が訪れるよ

する際に工場の紹介を交えるようにし

うになった。ワークショップを開催す

ている。

る目的は、モノづくりの楽しさを共有

近年、会場はくりらぼ多摩川に留

すること、通常は捨てられてしまう工

まらず、大田区の各所で出張ワーク

場で出される廃材の素材としての魅力

ショップを行っている。

ジンで固めて完成である。

廃材を使ったキーホルダー作り
金属加工をしている工場で出た金属
の切粉や革・布のはぎれを利用した
ワークショップ。好きな形の型を選び、
布とプラバンで作ったイヤリング
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ワークショップタイトル
Kirico de アクセサリー作り
スポンジ廃材 de ブローチ作り
サンキャッチャー作り
エコバッグ作り
布プラバンのキーホルダー作り
革のキーホルダー作り
布プラバンのアクセサリー作り
刻印体験・キーホルダー作り・エコバッグ作り
廃材を使ったキーホルダー作り

くりらぼ多摩川の変化と今後の展開

身近に工場があり、ものづくりをして

場所
くりらぼ多摩川
くりらぼ多摩川
大田区観光情報センター
大田区産業プラザ Pio
大田区観光情報センター
大田区民プラザ
くりらぼ多摩川
くりらぼ多摩川
大田区観光情報センター

開催日
2016/7/30
2017/3/4
2017/8/19
2018/3/10
2018/3/24
2018/3/25
2018/7/16
2018/8/2-30
2018/8/19

ログラム、ナットなどを入れて硬化さ
や布のはぎれを組み合わせて完成であ

2016 年〜 2018 年に開催したクラフト系ワークショップ一覧
vol
1
2
3
4
5
6
7
8
9

その中にレジンを流し込み、切子やホ
せる。仕上げに、スタンプを押した革

を知ってもらうこと、そして、自分の
ワークショップのチラシ

廃材で作ったキーホルダー

第８回おおたオープンファクトリー
くりらぼ多摩川工場棟の様子

る。

ワークショップを継続的に企画し始

もっていたものや、くりらぼ多摩川の

めてからこれまでの間に見られた変化

オープン DAY での出会いにより新し

として、くりらぼ多摩川に関わるクリ

く生まれたものである。

エイターや工場が増えたことが挙げら

現在は限られた日程でワークショッ

れる。第７回のおおたオープンファク

プを開催しているが、今後、通常のく

トリーでは外部から作家を招いてワー

りらぼオープン DAY にいつでもモノ

クショップを開催し、第８回にはくり

づくりを体験できる仕組みづくりをし

らぼ工場棟にて、作家の作品や工場

ていきたいと思っている。その先駆け

が開発した BtoC 製品の展示・販売を

として、2018 年の夏休みの１ヶ月間、

行った。外部の作家や BtoC 製品の開

オープン DAY にワークショップを開

発をする工場とのつながりは、アクセ

催した。今後、ここで得られた課題を

サリー作家であるスタッフがもともと

もとに体制を整えていきたい。
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設立経緯としては、2009 年より任
意団体「おおたクリエイティブタウン
研究会」（当初は、大田観光協会、首
都大学東京、東京大学に横浜国立大学
を加えて「モノづくり観光研究会」活
動）として、上記構想（おおたクリエ
イティブタウン構想）の計画および
活動の実践を行っており、モノづく
りたまごの企画 (2011 ～ ) やおおた

おおたプロジェクト [2015-2018]

OCTC の設立経緯

2

2-3 OCTC の設立

オープンファクトリー (2012 ～ ) の
実施、くりらぼ多摩川の立ち上げ運
営 (2014 ～ ) など、数々のプロジェ
クトを大田観光協会と大学、地域の工
場等を巻き込んで進めてきたが、より
広く主体が連携しあって進めてゆく必
要性や、具体的実践を行うための事業
化などの必要性から、一般社団法人と

研究会設立時の体制図

して新たに立ち上げられることとなっ

OCTC 運営体制図

た。

OCTC（おおたクリエイティブタウンセンター）
「一般社団法人おおたクリエイティ

に設立された法人組織である。モノづ

を加えたもの）の進展と、これに基づ

ブタウンセンター（OCTC）」は、大

くり観光研究会（2009-）、大田クリ

く「まちづくり」の進展を多主体連携

田区の特徴や個性を大切にするまちづ

エイティブタウン研究会（2014-）を

によって実現するためにそのプラット

くりの方法を考える中で生まれた「モ

母体としながら、公（一般社団法人大

フォームでありマネジメント主体とし

ノづくりのまちづくり」を推進しなが

田観光協会ほか）× 民（工和会協同組

て立ち上げられた。

ら、これをさらに高めるための構想で

合）× 学（首都大学東京・横浜国立大
ノづくり」（従来の製造業によるもの

動の育成を図るために 2017 年 4 月

づくりに創造産業による高付加価値化

アーバンデザインセンター（Urban

新たな形のまちづくり組織や拠点とし

は、全国１６番目のアーバンデザイン

Design Center、略称：UDC）とは、 て、全国 19 拠点（2018 年 8 月現在） センターとして、その理念である「公
2006 年 11 月の柏の葉アーバンデザ

に展開している。公 × 民 × 学連携とは、 × 民 × 学連携」を受け継いで組織を

インセンター（UDCK）創設時に構想 「公」
（行政及び新しい公共と呼ばれる、 運営しているほか、他地域で展開する
された、課題解決型＝未来創造型まち

公共的な役割を担う中間団体等）、
「民」 アーバンデザインセンター同士のネッ

づくりのための公 × 民 × 学連携のプ （地域住「民」および「民」間企業）、
「学」 トワークを通じて、全国の UDC とも
ラットフォームである。行政の都市計 （大学や学生、専門技術を有する機関、 情報交換しながら、その進め方を検討

ある「大田クリエイティブタウン構想」 学ほか）連携をベースとしながら、
「モ
を実現すべく、その検討と実践的な活

全国 16 番目のアーバンデザインセンター

画や市民まちづくりの枠組みを超え、 専門家等）がフラットな立場で協力し
地域に係る各主体が連携し、都市デザ

合いながら、一つの目標像に向けて

インの専門家が客観的立場から携わる

活動してゆく連携体制である。OCTC

している。

OCTC の運営体制
基本的には、個人の集まりとして運
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工学院専門学校などと連携しながら進

校、専門学校などとともに、連携しな

営されている一般社団法人であるが、 めている。その他、協力団体も多く存

がら進めている。また、OOF を始め

アーバンデザインセンターの理念（公

在しており、公としては、自治体であ

とする連携団体として、各地のクリエ

× 民 × 学連携）に則り、パートナー

る大田区、公的団体である大田工業連

イター・デザイナーや諸団体（おおた

として、「公」的な一般社団法人大田

合会・東京商工会議所大田支部・大田

クリエイティブネットワーク）とも連

観光協会のほか、「民」の組織として

区商店街連合会・産業振興協会など、 携し、さらに、一般市民を含めた「サ

は、工和会協同組合（下丸子矢口地域

民としては、地域の商店街（武蔵新田

ポーター」の応援（「ねじまき隊」と

等を中心とした、中小製造業による地

商店会、下丸子商店会、安方商店街な

呼ばれる、区民の「おおたオープンファ

域産業組合団体）、「学」としては、横

ど）のほか、エリアの鉄道事業者、地

クトリー」応援組織など）も受け、非

浜国立大学・首都大学東京などを中心

域の様々な団体、工場、企業、そし

常に多くの主体が関わって活動を推進

として、近隣の学術機関でもある日本

て、学としては周辺小中学校、工業高

している。

全国アーバンデザインセンター分布図
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OCTC は、パートナー団体を始め

おおたクリエイティブタウンセン
ターでは、「おおたクリエイティブタ
ウン構想」において掲げている目標
（「技術」×「創造」×「生活」の掛け
合わせを通じた「価値を育むまち」づ
くり）の達成を目指して、具体的なプ
ロジェクト実践を積み重ねて、まちづ
くりのマネジメントを推進している。

おおたクリエイティブタウンセン
ターのミッションとして、

②計画【プロジェクトの計画推進】

④連携【ネットワークづくりとマネジ

計画的なプロジェクトの立案とこれを

メント】

実行するためのアクションプログラム
を計画する。

多主体のつながりをつくる、地域価
値向上のために多主体を調整するおよ
びマネジメントする

①構想【地域の将来ビジョン（構想） ③実行【地域まちづくりの実践とサ
づくり】

ポート】

大田区におけるモノづくりを中心と

プロジェクトおよびプログラムを実

したまちづくりの将来像「おおたクリ

践する、および地域主体が進めるまち

エイティブタウン構想」を構想、検討

づくりを支援する。

する。

ク (OCN)

(6) モノづくりのまちづくり
大田区には、モノづくりだけでなく、

大田区内に集まりつつある、多様な

商店街、自然資源、歴史文化も豊かで

とした多くの主体と協働することで、 アイデア・技術・ビジネスモデル・コ

あり、これを活かした「地域まちづく

下記の６つのプロジェクトのような実

ミュニティを有するクリエイターやデ

り」の育成を図る。また、全国にも、

践活動やその支援を進めている。

ザイナー、アーティストなどの創造的

かつては製造産業をベースにしながら

人材が、それぞれの個性を活かしなが

も、近年は活力低下に悩む都市が増え

(1) おおたオープンファクトリー（大

ら相乗効果を生みだせるように、相互

ており、全国的な「モノづくりのまち

田観光協会と協働で企画運営）

の交流、職人や区民との交流、チャレ

づくり」の課題と可能性を確認しなが

モノづくりの価値を地域で共有し、 ンジングなプロジェクト実践などをし

ら、国内外の産業都市ともシンポジウ

国内外に発信してゆくために、町工場

かけることで、豊かな「クリエイティ

を期間限定で無料一斉公開するイベン

ブネットワーク」を構築します。

ムなどで交流を図る。

ト で あ り、2012 年 2 月 か ら 開 始 し

OCTC パンフレットおもて面

＜ 5 つのミッション＞

(3) おおたクリエイティブネットワー

おおたプロジェクト [2015-2018]

＜ 6 つのプロジェクト＞

2

事業内容

⑤発信【エリアブランディングとプロ
モーション】
活動を一体的にパッケージ化と「地
域ブランド」づくりや取組の発信を行
う。

て、2018 年で 8 回になる。武蔵新田・

(4) モノづくりマッチング

下丸子エリア、臨海部、島部などを中

職人の技術にさらに創造的な付加価

心に、地域のこどもたちやモノづくり

値を加えた製品開発などが進むよう

FAN、クリエイターなどにも親しまれ

に、クリエイター・デザイナーとのモ

て い る。OCTC と し て は、2017 年

ノづくりマッチングを醸成する。学生

度より、一般社団法人大田観光協会と

アイデアを町工場で製品化するカプセ

ともにおおたオープンファクトリー実

ルトイプロジェクトである「モノづく

行委員会の事務局運営を行っている。

りたまご」や、大田特有の工場間協働
（仲間回し）を体験する「仲間回しラ

(2) くりらぼ多摩川（運営）
モノづくりに関わり、交流するため
の創造活動拠点でありモノづくりのま

リー」などに加え、今後はマッチング
の仕組みづくりや、より専門的なテー
マ型の技術活用なども検討する。

ちづくり拠点である、「くりらぼ多摩
川」( 地権者より大田観光協会が貸借 )

(5) モノづくり観光

の運営に携わっている。中小工場では

普段なかなかうかがい知ることので

なかなか手の届かないモノづくりブラ

きないモノづくりの現場への理解を深

ンド構築、ワークショップ等を通じた

め、その価値を知り、生活や創造に結

モノづくり体験や魅力発信など、「創

びつけるチャンスを知ることのできる

造製作所」として、様々な事業を展開

ような機会の創出、豊かな資源のたく

している。ストック（空き物件・工場） さんあるモノづくりのまちを体感する
を改修して利活用しながらモノづくり

ようなツアーや体験、研修、就職情報

の「場」を形成している。2017 年度

提供などの具体的なプログラムを企画

より OCTC が運営に携わる。

する。

OCTC パンフレット裏面
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@ カマタとの活動の連携
＠カマタとは、「蒲田という場が秘

門家などが集まり、ネットワークを活

ンバーとともに「仲間回し」プロジェ

めている「ものづくり」という可能性

用した様々な活動を展開している。具

クトでの製品のデザイン化を推進した

を最大限に活用し、クリエイターの、 体的には、カマタ _ クーチ（モクチン

第 6 回 OOF で行われたクリエイティブネットワーク連携企画

おおたクリエイティブネットワーク (OCN)
周辺に広がる豊かな創造活動
産業構造が変化しつつある現在、産

の製造業や町工場とデザイナーとのコ

し、ここ数年で、デザイナー・クリエ

業形態の中心は、重厚長大型・大量

ラボレーションマッチング及び製品開

イター・アーティスト・クラフト作家

生産型から軽薄短小型・少量多品種

発が進んでいる。また、台東モノマチ

などの存在や活動が、大田区内におい

型・高付加価値型・試作実験型の製造 （台東区）、工場の祭典（燕市・三条市） ても顕在化してきている。
「おおたオー
業へと移行してきている。これに伴っ

などでは、オープンファクトリーイベ

プンファクトリー」では、2016 年頃

て、各地の産業都市では、高付加価値

ントを契機として、デザイナーと町工

から、こうした各種のクリエイター組

化を図るために、デザイナーやクリエ

場が一体となった活動を進めている。

織や創造拠点などとの連携企画を実施

しかし、金属加工を中心とした大

し、これを基にして創造系ネットワー

イター等、創造人材との連携による、
新たな製品開発や技術革新、デザイン

田区では、B to B 型の工場が多いこ

化を狙って、町工場とデザイナー・ク

ともあり、デザイナーとのマッチング

リエイターとのマッチングが企画され

は進んでいない。特に、地域の下町感

ている。例えば墨田区では、「ものづ

や地域性も相まって、あまり創造人材

くりコラボレーション」として、地元

の集積は顕在化していなかった。しか

クリエイターによる、クリエイターの

アパートのリノベーションとその前の

また、近年では、京急梅屋敷駅～大

ための制作環境を生み出すプロジェク

空地の一体的活用から発展した波及的

森町駅間の高架下を利用して、町工場

ト」とあるように、蒲田に集まるクリ

再生）、カマタ _ ブリッヂ（１階に工房・

やシェア工房を含めた新しいモノづく

エイター・デザイナーのネットワーク

アトリエ・活動空間、２階にシェアオ

り拠点である「KOCA」（コーク）を

によるプロジェクトである。まちのな

フィス空間を設けた賃貸マンションの

計 画 し て お り（2019 年 オ ー プ ン 予

かに点在する制作に必要な機材や空間

再生）、カマタソーコ（空き倉庫のギャ

定）、＠カマタ自体も具体的な事業を

をシェアし、蒲田全体を大きなシェア

ラリー的利活用と全国の美術館とのコ

転換するための株式会社化（2018）

オフィスに見立てて活用しており、蒲

ラボ）などの具体的な再生と運用を行

も達成しており、積極的な活動を進め

田エリアに不動産ストック（土地・ア

うプロジェクトを展開している。おお

ている。

パート・マンション）を有するオー

たでの活動としては、「おおたオープ

ナー（元海苔問屋）の下に、建築家・

ンファクトリー」とも連携企画を推進

デザイナー・アートマネジメントの専

したり、地域の町工場と＠カマタのメ

カマタブリッヂはアパートの１階部分

レーザーカッターが導入されている

広い机でのびのびと作業できる

ART FACTORY 城南島
ART FACTORY 城南島は、株式会

をリノベ―ションしてできた 4 階建 「制作スタジオ」があり、アーティス

社東横インの社会貢献活動の一環と

てのアート複合施設であり、館内には

トたちの活動しているアトリエは常時

して、アーティストの活動を支援し

アーティストが作品を制作するスタジ

見学できる。また、新作の制作や元麻

芸術文化の振興を主な目的とする施

オや、創造作品鑑賞スペースなどが用

布ギャラリーのグループ展への参加、

設として、株式会社東横イン元麻布

意されている。特に、スタジオでは、 ワークショップ講師などを条件に、ス

ギャラリーが運営している創造拠点で

経験者向けの金属と木材の加工専門的

タジオを約 1 年間、無償貸与するク

ある（2015 年 10 月グランドオープ

な機材が取りそろえられた「加工スタ

リエイターサポートプログラムも用意

ン）。元々、城南島に立地していた株

ジオ」と、継続して制作をしたいと考

されている。

式会社東横インの倉庫（約 3,000㎡） えるつくり手に安価に場所を提供する

クが少しずつ構築されつつある。

ART FACTORY 城南島
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り、様々な連携も実現している。

おおたプロジェクト [2015-2018]

OCN( おおたクリエイティブネットワーク ) の進化

2

2-4

ART FACTORY 城南島の内部

展示の様子
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地域のクリエイティブ主体との連携

ドファンディングで資金を募集し（目

融合したクリエイティブフェスイベン

する鉄工所（須田鉄工所）の一部を貸

標金額 200 万円）、3 週間で目標金額

トがモノづくりの空間を舞台にして繰

借し、
「オープンアクセス型アートファ

を大きく上回る形でこれを達成して、 り広げられた。ミュージシャンのライ

クトリー」にリノベーションすること

2016 年 6 月に実現した（約 80 人の

ブや映画映像上映のほか、アートカー

で創造拠点を形成するプロジェクトで

支援者）。

のパレード、防災キャンプなどが、須

あり、株式会社寺田倉庫が運営して進

工業専用地域である京浜島の中に新

田鉄工所＋ BUCKLE KÔBÔ やその前

められている。２階建の工場（300㎡） たに生まれたこの空間は、島部のあり

の道路空間、近接する公園などを中心

の１階には様々な加工作業ができる

方を少しずつ変化させる動きを展開

に実施されたほか、2018 年には、島

オープンなアートファクトリー、２階

し て お り、2017 年（9/30-10/1）・

内の工場（酒井ステンレス第二工場、

にはオフィスとアーティストの制作・

2018 年（11/4）には、
「鉄工島フェス」 北嶋絞製作所）なども会場となり、広

滞在スペースを展開している。クラウ

と呼ばれる音楽・アート・映像などが

BUCKLE KÔBÔ の内部。工場の面影が残る

Hasu no hana

2011 年 6 月に大田区鵜の木に設立
された「Hasu no hana」は、古民家

アートの展覧会を主に、その他プロ

を再生して作られた企画ギャラリー。 様々な企画展が実施されているととも

展示などが実施された。残念ながら、

ギャラリーでは、彫刻、絵画、版画、 に、アーティストのマネジメントも行

2018 年 12 月に鵜の木から戸越公園

写真、映像、写真など幅広いジャンル

われている。また、アーティストの

に移転している。

の展示を行っている。脳内のどこかが

作品販売も行われている。2017 年に

開かれるような、また、世界に接続す

は、「多摩川オープンアトリエ」の一

る扉を開くようなコンテンポラリー

拠点としても活躍しており、OOF の

がりをみせている。

アーティストの作品展示も行われる

「Hasu no hana」の内装

趣のある外装、隣はバーバー

ギャラリー南製作所

鉄工島フェスの様子。普段人の訪れない京浜島に
たくさんの客が訪れる

工場が１日限定のライブ会場に
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おおた fab

西糀谷に立地する本工場として利

かいをそのまま残す空間を用いて、工

3 D プリンタなどの機器を設置しな

用されていた建物の 1 階を再生利用

場の素材などを活かしたフロッター

がら用可能な会員制デジタル工房・コ

して用いられているギャラリー（約

ジュワークショップを行う活動である

ワーキングスペース・３D プリンタの

120㎡）であり、2015 年に仮オープ 「オオタノカケラ」など、クリエイティ

造形サービス・貸出し・販売などが行

ン、そして 2016 年には本オープン

われている創造拠点空間（運営は、ス

ブな企画が多く進められている。

した。中では、様々な展示会やワーク

マイルリンク株式会社）。蒲田駅から

ショップ、イベントが開催されており、

徒歩１分の場所に移転して、様々な活

例えば、工場として使われていた息づ

動や利用が展開されている。

ギャラリー南製作所の外観
お酒の販売も行われた

連携企画として、
「鉄」を扱うアーティ

ダクトなどの展示会も開催しており、 スト ( 長坂絵夢氏 ) によるギャラリー

2

BUCKLE KÔBÔ は、京浜島に立地

おおたプロジェクト [2015-2018]

BUCKLE KÔBÔ と鉄工島フェス

「オオタノカケラ」展示会の様子

会員なら誰でも 3D プリンターが使える

イベント時には多くの人で賑わう
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