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第５章 世田谷区の経済産業政策 
「世田谷区産業ビジョン」では、課題軸・テーマ軸の２軸を設定し、それぞれをクロス

した施策体系を構成しています。 

これらの施策を進めるとともに、重点的施策や事業を合わせ、複合的に取り組むことで、

より世田谷区の都市の価値向上、価値の創造に向けた「せたがや価値創造プロジェクト」

を先導的に推進します。 

以下では「せたがや価値創造プロジェクト」について、白書で整理した内容を踏まえ、ど

のように進めていくべきかを整理します。 

 

  

プロジェクト１：地域と共に生活価値の創造を促す機能づくり 

プロジェクト２：コンパクトで多様な都市型ライフスタイルを支える産業の育成 

プロジェクト３：「３（×２）×１型農業」の推進と多面性の強化 

プロジェクト４：せたがや産業創造プラットフォームの設置とネットワークの形成 

プロジェクト５：世田谷人材マッチングの仕組み 

出典：世田谷区「世田谷区産業ビジョン」より抜粋 
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地域と共に生活価値の創造を促す機能づくり 

 

■プロジェクトの背景・趣旨 

・現在、区民の買物行動は大きく変化しています。買回品を中心としたネットショップの

利用による実店舗での買物行動の減少、消費の選択肢の拡大、さらにはキャッシュレス

化の浸透等、今後も買物・消費行動を中心として、区民のライフスタイルはより利便性

の高いものへと日々変化していくと考えられます。 

・一方、区民のまちに対する愛着を高めることや区外居住者の食べ歩きや散策といった「ま

ちなか観光」に対するニーズの向上を図ることで、今後は「生活するまちを楽しむ」と

いう観点において、区のブランド力を高めることが必要です。 

・そこで、世田谷区の持つ魅力的で居心地の良い地域生活の継続とさらなる向上を図り、

世田谷区のまちとしての魅力を高めていくために、生活価値を創造していく取組みを進

めていきます。 

 

■プロジェクトの進め方 

・区内の各地域において、区民が生活しやすい安全・安心、快適な生活を維持・向上でき

るよう、生活価値の向上を促すとともに、地域一体となった新たな価値を創造する場や

機会づくりの支援を行っていきます。 

・区民生活の変化を踏まえ、商店街をフィールドにしつつ、商店街関係者と顧客や企業、

ＮＰＯ等同じ地域で生活やビジネスに携わる関係者が一体となって、検討の場づくりを

行い、生活価値創造を促進するまちづくりを推進していきます。 
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■プロジェクトイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■該当施策 

・区民生活や地域環境を支え高める商店街振興 

・世田谷生活に活力を与える生活関連産業の育成 

・まちなか観光が生み出す産業の活性化 

・世田谷人材の育成と活躍促進 

・安全・安心な消費環境づくり 

  

出典：世田谷区「世田谷区産業ビジョン」より抜粋 

商店街等

地域に住む人、働く人等

機能

共に創る地域の生活価値
イベント・祭り
等での賑わい
づくりと住民同
士の相互認識
と安否確認等

買物、行事へ
の参加等関わ
りを通じた自分
のまち意識、
居場所づくり

毎日の消費生活
を支える

公共的な役割を
担っていく
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【関連する施策等：区民生活や地域環境を支え高める商店街振興】 

 

 区民の消費行動の変化（インターネットを利用した買物割合の増加、キャッシュレス決

済の進展等）が多方面で進み、商店街の日常利用割合は徐々に少なくなってきています。

その他、大規模商業施設の開発、商業・サービス業に係る人材・後継者不足等、商店街を

取り巻く環境は大きく変化しており、各個店の経営は非常に厳しい状況に立たされていま

す。加えて、商店街の加入店舗数は減少傾向にあり、牽引するリーダーが不足してきてい

ます。 

一方、世田谷区の商店街は、単なる商業活動のみではなく、AED・防犯カメラ・街路灯の

設置等、地域社会・区民生活を支える「公共的な役割」を担ってきました。また、人口変

動等の要因を背景とした高齢者支援や子育て支援等、区民の生活支援ニーズは今後も高ま

っていくことが想定され、刻一刻と変化していく地域社会の様々な課題に、生活に身近な

商店街が取り組んでいくことが求められています。 

これからも商店街が上記の活動を維持・拡大していくため、地域団体等と連携・協力を

進めていくとともに、商店街と個店の魅力を掘り起こし、様々な媒体を活用して情報を発

信していくことで、区民生活や地域環境を支え高める商店街振興による魅力向上を図って

いきます。 

 

 

区民生活や地域環境を支え高める商店街振興 

・商店街が担う公共的役割への支援 

・「まちの力」の参加促進 

・地域特性を活かした魅力を生み出す商店街の形成 

・商店街のマネジメント機能の育成 

 

 

  

図表：展開施策一覧 

出典：世田谷区「世田谷区産業ビジョン」より抜粋 
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【関連する施策等：世田谷まちなか観光交流協会（産業振興公社）の取組み】 

 

 

 

 

 平成 24 年に発足した「世田谷まちなか観光研究会」は、平成 25 年に「世田谷まちな

か観光協議会」、平成 28 年には「世田谷まちなか観光交流協会」へ発展しました。現在、

世田谷まちなか観光交流協会では、世田谷区が一般的な他の観光地とは異なり、閑静な

住宅街等、独自の特性を有すると考え、多数の事業者、団体、個人の参画によって、以

下の観光事業に注力した取組みが展開されています。 

 

 

 

 

出典：世田谷区産業振興公社「平成 28年世田谷区における観光強化策」より抜粋 

 

出典：公益社団法人 世田谷区産業振興公社より抜粋 

区内の歴史・文化・自然・人などの様々な資源を活用し、区民・事業者・団体・

行政などが連携して観光施策を推進することにより、区民が世田谷に誇りと愛着を

持ち、そうした区民の暮らしの魅力を発信することで来訪者を増やすとともに、多

様な交流を促進する、世田谷ならではの「住んでよし、訪れてよし」のまちなか観

光を推進し、地域の活性化及び産業の振興並びに文化の向上を図ることを目的とし

ています。 

図表：世田谷まちなか観光交流協会の目的 

図表：世田谷まちなか観光交流協会の体制と施策 
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【関連する施策等：代表的なまちなか観光の取組み】  

世田谷まちなか観光交流協会では、まちなか観光を推進する様々な取組みが展開され

ています。まちなか観光メッセといった催物のほか、平成 30年には観光ホームページが

開設され、世田谷の魅力を広く発信し、快適なまち歩きを楽しんでもらうための情報発

信ツールの充実が図られるとともに、区内５地域でのまち歩きツアーの実施や観光ボラ

ンティアガイドの養成及び活用など、来訪者と区民との交流や区の賑わいの創出を図る

取組みが進められています。 

 

図表：世田谷ぷらっとのチラシ 

図表：観光ボランティアガイドの取組み 

出典：世田谷区産業振興公社による提供資料 

図表：観光ホームページのチラシ 
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コンパクトで多様な都市型ライフスタイルを支える産業の育成 

 

■プロジェクトの趣旨・背景 

・医療,福祉や宿泊業,飲食サービス業、教育学習支援業等のサービス業が区内事業者のう

ちでも高い開業率で、特に医療,福祉は 23 区内でも事業者の売上高が個人で１位、会社

で３位と非常に高い水準となっており、高齢化に伴うニーズの高まりに応じて今後も区

民の様々なサービスニーズは高まっていくことが想定されます。 

・一方、東京 23区で２番目に広い面積（58.05 ㎢）を有する世田谷区では、駅や買物先へ

のアクセス環境が必ずしも良好でない場所もあり、高齢者を中心に移動不安や買物弱者

が生じる等、社会的孤立状況が懸念されます。同時に集合住宅割合が増加しているもの

の空き家戸数は増加傾向にあり、アクセス環境の良好でない地域でこうした空き家等も

増加していくことも考えられます。 

・そこで、様々な都市機能が集約して多様な暮らしが実現可能なまちづくりを進めると同

時に、関連の産業活性化につなげていきます。 

 

■プロジェクトの進め方 

・移動不安や買物弱者、社会的孤立が心配される区民等の困りごとや要望の把握を進め、

区内の駅周辺の集合住宅等を中心とした利便性の高い商業・サービス業等の集積と、空

き家対策等を視野に入れて自宅の安全管理や有効利用等に向けた総合マネジメントの推

進により安全・安心で快適な区民生活を実現します。 

・海外等の先進的な成熟都市の取組み等を参考にして、世田谷区に見合った安全・快適な

暮らしやすいコンパクトな生活創造と、それを支える産業の振興を進めていきます。 

・それに伴い、都市整備、住宅改修等に関わる産業の活性化と、まちなかでの安全、快適

な生活の実現に向けて、区内の大手企業、鉄道事業者等を中心に、建設、ＩＴ、各種サ

ービス業、その他事業者によるチームを形成し、各種生活支援サービスを提供します。 
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■プロジェクトイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■該当施策 

・地域や生活に身近なものづくりの産業 

・世田谷生活に活力を与える生活関連産業の育成 

・ものづくり技術を活かした産業の推進 

・潤いと活力に満ちた地域づくり 

・建設産業などが支える家・まち・都市の充実・発展 

 

  

出典：世田谷区「世田谷区産業ビジョン」より抜粋 
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【関連する施策等：潤いと活力に満ちた地域づくり】 

現在、世田谷区の人口は 90 万人を超え、約 10 年後には 100 万人を超えるものと推計さ

れています。しかし人口構成上は、老年人口割合の増加、生産年齢人口割合の減少は着実

に進んでおり、安全・安心に暮らせるまちづくりが今後ますます求められることが想定さ

れます。 

また世田谷区は 23区内でも大田区に次ぐ面積規模を有しており、東西を結ぶ鉄道網は充

実している反面、南北を結ぶ公共交通機関に乏しく、区の西部を中心に公共交通不便地域

が多くなっているのが現状です。こうした地域においては、高齢者を中心とした区民の利

便性確保が課題となっており、各地域拠点を中心とした産業活性化、区民生活の満足度の

向上が求められています。 

区民生活の利便性を高め、安全・安心の確保や環境に優しい暮らしを実現するために、

広域・生活文化拠点や区内各５地域のそれぞれの拠点を中心とした周辺地域の都市機能の

充実、産業を集積させるとともに、利便性の高い都市型コンパクトライフの実現を目指し

ていきます。 

 

 

潤いと活力に満ちた地域づくり 

・区民の利便性向上に資する都市型コンパクトライフの実現に向けた産業支援 

・広域生活・文化拠点を中心とした交流促進による産業活性化の推進 

・都市開発に伴う新たなまちづくりと一体となった商店街振興の推進 

・タウンマネジメント機能の育成による地域内連携と商業機能の充実 

  

図表：展開施策一覧 

出典：世田谷区「世田谷区産業ビジョン」より抜粋 
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【関連する施策等：地域や生活に身近なものづくりの産業】 

近年、ものづくり事業者を含めた区内事業者を取り巻く環境は、労働人口減少に伴う人

材・後継者不足、国内市場の縮小や準工業地域における住宅化の進展等の影響を受け、厳

しさが増している状況です。 

区内の多くのものづくり業種で事業所数・従業者数の規模縮小がみられ、「従業員の高齢

化」、「特性専門技術を有する人材不足」、「一般従業員の確保」等、人材に関する課題が多

く挙げられている状況です。 

こうした状況を踏まえ、世田谷区では、持続的なものづくりの維持・発展のためには地

域や生活に身近なものづくりの推進が重要であると位置づけ、住工共生のまちづくりを進

めるとともに、住生活の価値向上をめざした人材確保・事業承継等を支援していきます。 

 

 

地域や生活に身近なものづくりの産業 

・住工共生まちづくりの推進 

・環境・エネルギーに係る取組み推進 

・準工業地域の維持・保全 

・住宅・建築産業などの支援による住生活の価値向上 

 

 

  

図表：展開施策一覧 

出典：世田谷区「世田谷区産業ビジョン」より抜粋 
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【関連する施策等：住工共生のまちづくり】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 概要 

桜新町ものづくりの魅力発見ツアー 広くものづくりの魅力を周知することを目的とし、桜新

町地区のものづくり事業所（工場）の見学会、ものづくり

を体験できるイベントを年に１回実施。 

桜新町準工業地域事業所マップ 桜新町地区の準工業地域において、ものづくりを営んで

いる事業所を紹介したマップ。「桜新町ものづくりの魅力

発見ツアー」の内容も掲載。 

船橋準工業地域事業所マップ 船橋地区の準工業地域において、ものづくりを営んでい

る事業所を紹介したマップ。防災の観点を踏まえ、災害時

支援協力事業所一覧として、事業所概要を掲載。 

 

  

区民が住工共生に関して必要だと思うことは、「住民に対して、身近な工場やものづく

り事業所についての PR を強化する」こととなっています。そして、世田谷区では、居住

環境と操業環境が調和した住工共生のまちづくりの推進の取組みが進められています。 

具体的には、「住工共生まちづくりワーキング」や「住工共生まちづくり交流イベント」

の開催等において、区民のものづくりに対する理解促進や学習機会が数多く提供されて

おり、準工業地域の事業所マップの作成等も含め、以下のような取組みが進められてい

ます。 

出典：世田谷区「住工共生まちづくりの取り組

み HP」より抜粋 

図表：桜新町準工業地域事業所マップ 図表：住工共生のまちづくりに向けて必要な

こと 

出典：世田谷区「平成 28年世田谷区産業基礎調査」

より抜粋 

図表：住工共生のまちづくりの取組み例 

出典：世田谷区「住工共生まちづくりの取り組み HP」より抜粋 
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【関連する施策等：世田谷ものづくりの PRの促進】   

 

平成 30年、東京ビックサイトにおいて開催された「産業交流展 2018」に、「チ

ーム世田谷」として、産業振興公社とともに９ブース（区内事業者、団体等）が

出展しました。 

 

■産業交流展 2018への出展（世田谷区産業振興公社） 

■「ものつくるひと」等の冊子の作成による情報発信 

世田谷区は住宅街としての特性を有する一方、区内には高度な技術や製品を

扱うものづくり事業者が点在しており、こうしたものづくり産業の魅力を発信

し、広く広報するため、世田谷区では産業振興公社と連携することで、「ものつ

くるひと」冊子の作成や、「ものつくるひと展」等の取組みを積極的に展開して

います。 

図表：「ものつくるひと」冊子、「ものつくるひと展」 

出典：世田谷区産業振興公社 HPより抜粋 

図表：産業交流展 2018の取組み 

出典：世田谷区産業振興公社 HPより抜粋 
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【関連する施策等：建設産業などが支える家・まち・都市の充実・発展】 

区内の用途地域は 90％以上が住宅用途に指定されており、昼夜間人口比率が 90％を超え

る世田谷区は、住宅都市としての環境整備が進んでいます。同時に区内の建設業は、原材

料調達、生産の外注、設備投資を行う際の発注先等、他業種と比較すると相対的に区内へ

の発注割合が高いといった特徴を有しています。 

その反面、建設業では特定専門技術を有する人材不足が顕著な課題として挙げられてお

り、人材育成等を積極的に行っていくことが必要となっています。 

区の都市基盤や生活を支える建設・建築関連産業の振興という視点から、区民の居住満

足度を高めていく取組みを進めていきます。 

 

 

建設産業などが支える家・まち・都市の充実・発展 

・建設・建築関連産業の振興 

・都市インフラ高度化に向けた整備、推進 

 

 

  

図表：展開施策一覧 

出典：世田谷区「世田谷区産業ビジョン」より抜粋 



122 

 

「３（×２）×１型農業」の推進と多面性の強化 

 

■プロジェクトの趣旨・背景 

・世田谷区内の農地・農家戸数はそれぞれ減少傾向にある一方、農地等を活用した様々な

ふれあい事業、「せたがやそだち」の PR 等も功を奏し、区内で農業が行われていること

を知る区民は９割に近づきつつあります。 

・世田谷農業の大きな特徴は、区民と距離が近いことであり、他区と比較すると消費者に

直接販売する割合が顕著に高くなっています。また、他都市からの集客力が高い飲食店

が多い大消費地の中にある世田谷農業は、飲食店を通した消費者へのアプローチが容易

であるという利点を有します。 

・そこで、集客力が高い世田谷区の商業・サービス業（第３次産業）の利点と、消費者と

の距離が近いという強みを持つ「せたがやそだち」等の農産物（第１次産業）を結び付

け、区内農業を強化していく取組みを進めていきます。 

 

■プロジェクトの進め方 

・飲食店での調理やその技術を「ものづくり」に見立て【小文字の×２】として、商業・サ

ービス業（第３次産業）の利点と、農業（第１次産業）を結び付けた、せたがや独自の

デマンドチェーンの構築を行うとともに、区民や区外の消費者等の世田谷農業への理解

度向上に寄与する仕組みを構築していきます。 

・農家、飲食店に本取組みについて説明し、理解を求めるとともに、個々のニーズを把握

します。そして、各飲食店が区内農作物等の特長を理解して、顧客ニーズに応えるメニ

ュー開発を進めていきます。 

・関係者が協力して流通の効率化（低炭素化）、イベント等による効果的な PR 等を着実に

進めていくとともに、商業・サービス業と農業が一体となって様々な広がりを持つ取組

みを実行していきます。 
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■プロジェクトイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■該当施策 

・区民とともにつくる世田谷農業 

・世田谷生活に活力を与える生活関連産業の育成 

・世田谷の特性を活かした農業力の強化 

・産業創造基盤 

・農のある都市環境の維持・形成 

  

出典：世田谷区「世田谷区産業ビジョン」より抜粋 

 

最高の飲食のまち
ブランドの形成

安全・こだわり食材
等を使った美味しい

食事ニーズ

安全・こだわり食材を
使った美味しいメ

ニュー開発力と提供力

最高のシェフのまち
ブランドの形成

×
メニュー創作
ネットワーク

最高の食材のある
まちブランドの形成

美味しい！せたがやデマンドチェーン構築

世田谷農業への愛着
や理解へ

美食を求めて沢山の
人たちの来街・来店へ

最高の飲食店が多く集
まっているまちへ

食材供給
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【関連する施策等：「世田谷区農業振興計画」における方針・方向性】 

 世田谷区は 23区内でも多くの農地が残り、世田谷独自の認証農業者制度、後継者育成に

向けたせたがや農業塾等の先進的な取組みが行われています。 

加えて平成 21年度から 10年間を期間とした、「世田谷区農業振興計画」が策定されてお

り、この間、国においては都市農業振興基本法の成立、都市農業振興基本計画の策定等の

動きがみられます。また、東京都でも東京農業振興プランが策定されており、生産緑地法

の改正等も含めると、世田谷区を取り巻く都市農業は大きな変化の中にあります。 

こうした変化を踏まえ、世田谷区では平成 31 年度より、新たに 10 ヵ年を見通した農業

振興計画が策定されました。 

 

新たな世田谷区農業振興計画の理念のキャッチフレーズ 

農と住が調和した魅力あふれる世田谷農業 

～未来につなぐ「せたがやそだち」～ 

 

 

実効性の高い計画について 

本計画は、今後 10 年間の世田谷農業の指針として、実効性の高い内容とすることを基本的な考え

方に据えます。①農業の担い手、②農産物の流通、③農業経営、④農のある暮らし、⑤農地保全の５

つの論点について、従来からの課題に対しての着実な施策継続および拡充を図るとともに、特に、新

たな農業の展開に向け、世田谷区の立地特性を活かした農地利用や農業経営の多様化を推進します。 

農家の後継者の確保育成に加えて、区民による営農参加、担い手への農地集約などの新たな展開を

研究・推進するとともに、農業経営の多様化については、消費者・消費地が身近にある世田谷農業の

特性を最大限活かした地産地消の新たな流通構築や、サービス提供として農産物収入以外での経営の

展開についても研究・推進を図ります。 

 

  

図表：世田谷区農業振興計画の理念の一部 

図表：例①多様な農業者への支援 図表：例②農地を守るまちづくりの推進 

出典：世田谷区「世田谷区農業振興計画」より抜粋 
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せたがや産業創造プラットフォームの設置とネットワークの形成 

 

■プロジェクトの趣旨・背景 

・世田谷区の産業構造は、第３次産業の事業所・従業者割合が多く、長期的視点でみると、

事業者・従業者ともに増加傾向がみられます。これはそれぞれの地域でにぎわいを創出

している商店街、それを構成する小売業、飲食,サービス業等の魅力的な個店、さらには

様々な技術を有するとともに付加価値の高いものづくりを行う事業者が連携することに

よって、「生活しやすい住宅都市：世田谷」を構成しています。 

・今後ますます経済や社会のグローバル化が進展していく中で、こうした「生活しやすい

住宅都市：世田谷」においても、都市間競争や企業間の競争が激化するとともに、企業

同士の境界線があいまいになり、オープン化が進み、ネットワーク型企業が増加してい

くことが想定されます。 

・こうした社会や生活環境の変化を踏まえ、「生活しやすい住宅都市：世田谷」の維持・向

上に向けて、「せたがや生活スタイル」、「せたがやワークスタイル」、そして「せたがや

ビジネスモデル」等を創り出し、安全で快適、賑わいのある都市として成長させていき

ます。 

 

■プロジェクトの進め方 

・区内の産学金公等により構成される「（仮称）せたがや産業創造プラットフォーム」（以

下「プラットフォーム」という。）を設立します。そこで、IoT、AIを活用したワークス

タイル、ビジネス、社会経済トレンドや市場動向の分析・把握を行います。 

・プラットフォームでは「せたがやワークスタイル」や「せたがやモデル」等の世田谷区

らしい特徴と強みの検討を行い、国等との協力・連携のもと、社会経済状況の把握に向

けたマーケティングと国内外の都市に向けたプロモーションを強力に推進し、区内関連

産業全体の創造と振興を図ります。 

・上述のような観点から生活スタイルやビジネスモデルづくりを進め、国内外に向けて「世

田谷型産業」のプロモーションを進めていきます。 
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■プロジェクトイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■該当施策 

・産業創造基盤 

・世田谷生活に活力を与える生活関連産業の育成 

・ものづくり技術を活かした産業の推進 

・世田谷人材の育成と活躍促進 

・世田谷観光プロモーションの強化 

 

  

出典：世田谷区「世田谷区産業ビジョン」より抜粋 

 



127 

 

世田谷人材マッチングの仕組み 

 

■プロジェクトの趣旨・背景 

・区外へ通勤する区民は未だに多いものの、昼夜間人口比率は徐々に 100％に近づき、区外

から働きに来る人、区内で働く居住者が増加しており、住宅都市でありながらも職住近

接等、今後は区内で働くことが徐々に一般的になっていくと考えられます。 

・また AIや IoT等の産業技術の発展により、時間と場所に制約されない働き方が広がると

同時に、人が担う仕事が限定され、複数の企業が優れた能力を持つ人材を部分的にシェ

アリングする等会社と会社員との関係も変化していくことが想定されます。世田谷区に

は管理的職業や専門的・技術的職業従事者が多く、在宅勤務や家の近くで働くことを希

望する区民も多いことから、今後は社会のトレンドに併せて、区民個々人にあった働き

方が広がっていくと考えられます。 

・そのような中、新たな働き方とそれに対応できる人材の多様な組み合わせが必要となる

ことが想定されることから、こうした社会環境の変化を念頭に、区民が仕事を通じて幸

せになるマッチングの仕組みづくりを進めます。 

 

■プロジェクトの進め方 

・区内における人材ニーズとそのトレンド等を把握するとともに、仕事をしたい人とその

人の有する知見や技術等を類型化したデータの整理を進めます。 

・また、人材マッチング会社等と連携して、官民連携による仕組みの安全性を担保した人

材マッチングの仕組みを検討します。 

・女性・若者・高齢者・障害者等様々な属性を有する人材の特性とニーズ特性等を適切に

組み合わせることにより、就労側・雇用側双方にとって最適な仕事のマッチングを実効

的に図っていける仕組みを構築し、安定的に運用していきます。 
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■プロジェクトイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■該当施策 

・産業創造基盤 

・雇用・労働環境の充実 

・世田谷人材の育成と活躍促進 

・世田谷観光プロモーションの強化 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：世田谷区「世田谷区産業ビジョン」より抜粋 
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【関連する施策等：世田谷区役所版働き方改革の推進】 

 区では、平成 19年度からの男女共同参画プランにおいて、ワーク･ライフ･バランスの推

進を掲げ、仕事と家庭生活との両立支援や女性の起業、子育て支援等をはじめ、産業ビジ

ョンや教育ビジョンにおいても、ワーク･ライフ･バランスに関連付いた施策を展開してき

ました。その一方で、少子高齢化に伴う労働力人口の減少が見込まれることを背景に、長

時間労働の是正やワーク･ライフ･バランスの重要性が社会問題として認識されはじめ、基

礎的自治体である区は、複雑化・高度化する区民ニーズや地域の課題に的確に対応できる

持続可能な自治体経営が求められています。 

 厚生労働省が平成 29年３月に策定した「働き方改革実行計画」を受け、区では「世田谷

区役所版働き方改革」を目指し、基本的な取組み方針「ワーク･ライフ･バランスの推進」

「勤務時間の適正管理」「ワークスタイル改革」を３つの柱に据え、区政を支える全ての職

員を対象に取り組むこととしました。区役所が率先して取組みを行うことにより、区内外

の事業者等に対しても、ワーク･ライフ･バランスや子育て、介護等を社会全体で支えてい

く姿勢をみせることで、区自身が変わることを目指していきます。 

 また、平成 29年８月に実施した「世田谷区働き方改革の推進と子育て・介護と仕事の両

立に向けた多様な働き方に関する調査」の結果からみえた新しい働き方に関する情報誌「せ

たがや働き方改革プラスワン」を発行しました。情報誌では仕事と子育て等の両立の取組

み状況等の紹介、事業所インタビュー等を掲載しており、これら調査を参考にし、区では

新しい働き方の先取り、区内に潜在する人材の掘り起こしのきっかけとなれるよう取り組

んでいます。 

 

 

  

 

  
出典：世田谷区ＨＰ（平成 29年 7月区議会） 

図表：世田谷区役所版働き方改革のイメージ 図表：冊子「せたがや働き方 

改革プラスワン」 



130 

 

世田谷区内から活躍する事業者（ヒアリングコラム） 

 

【株式会社メルカード東京農大】 

１ 全国に広がる農のネットワークを活用した農大マルシェの開催とプロモーション 

 

【世田谷区建設団体防災協議会】 

２ 来たる時への備えに ひととまちの頼りになる存在へ 

 

【みんな電力株式会社】 

３ 日々の生活や企業活動の価値観にマッチしたエネルギー利用へ 

 

【株式会社 デジタルステージ】 

４ 社会や生活の変化を踏まえた中小企業の IT活用支援 

 

【楽天株式会社】 

５ 新しい働き方の推進と社内一丸となるための工夫による複合的効果の創出 

 

【株式会社三恵】 

６ インターネット販売の特徴を活かした販売力の拡大 

 

【三軒茶屋銀座商店街振興組合】 

７ まちや店の効果的なＰＲと賑わいづくりの充実化 
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【世田谷区内事業者の取組み（ヒアリングコラム①）】 

 

全国に広がる農のネットワークを活用した農大マルシェの開催とプロモーション 

 

［事業者］【株式会社メルカード東京農大（世田谷区桜丘１-1-1）】 

 

 東京農業大学（以下、「東京農大」という。）は世田谷区桜丘に所在する農学専門大学の１つで、

1891 年の創立以来、農学に加え、生命科学、環境科学等をけん引する大学である。これまでの長

きにわたる歴史の中で、全国にたくさんの人材を輩出している。区内においても東京農大 OB は、

ワイン用ブドウの栽培（用賀）等を行っている。また、全国の自治体をはじめとして、様々な企

業や団体等と連携して、地域農業の振興をはじめとして、様々な取組みを行っている。 

東京農大発の学生ベンチャー企業である「メルカード東京農大」は、こうした東京農大の持つ

ネットワークを活かし、農大市場という名前で「生産者→農大→消費者」という新しい流通チャ

ンネルの開拓を目指し、大学や卒業生等と連携して開発した農産物や加工品を、インターネット

を通して販売を行っている。こうした会社運営の体験を通じて、会社は「学内インターシップ」

という、教育の場としての側面も併せ持つ。 

メルカード東京農大では、全国の生産者(東京農大 OB)支援として商品開発や販促支援を行う

1986 年生まれの東京農大 OB「農大ハチロク会」が中心となって、江戸東京野菜、収穫祭の名物で

あるハチミツ、味噌蔵ぱん、枝豆やぶっかけゴボウ等、珍しい浅漬け等を出店する「農大マルシ

ェ」を全国の様々なところで地元自治体等と連携して実施している。その他、全国各地域からの

要請に応じてイベントに参加している。 

今後の展開としては、「区内には人が集まる場所がたくさんあるが、活用できていない現状があ

る。関係各所と連携して、農大の農作物をはじめとして、全国のゆかりの様々な品や農大自身を

見せていく取組み(農大ブランド力の発信等)を行っていきたい」とのことである。 

 

 

  ＜農大マルシェの様子＞ 
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【世田谷区内事業者の取組み（ヒアリングコラム②）】 

 

来たる時への備えに ひととまちの頼りになる存在へ 

 

［事業者］【世田谷区建設団体防災協議会（世田谷区上馬 5-34-16（東京土建世田谷支部内））】 

 

 1995 年（平成７年）阪神淡路大震災で地域の建設業が、人命救助に大きく貢献した。その際に、

区内の建設に係るメンバーも、全国から参集している同業界の方々とともに、ボランティアに参加

していたが、この活動を通じて、地域の建設業が大きな災害等の有事の際に、人命救助、道路のが

れき処理、そして防災等、安全・安心に係る役割を担うことが大切という問題意識を持つこととな

った。そこで、近い将来起こる可能性が高いとされる首都直下型地震に向けて、建設業に関わる労

使がともに共通の課題認識を持ち、関係する団体が一緒になり、世田谷区建設団体防災協議会を

1998 年(平成 10 年)３月に設立した。同時に世田谷区と災害協定を締結し、現在においても地道な

防災活動を続けている。 

一方、社会経済環境が変化していく中で、1997 年(平成９年)に 680 万人いた建設従事者は、2016

年(平成 28 年)には 490 万人にまでおよそ３割近くも減少しており、近年特に顕著となっている人

材不足は深刻化の一途を辿っており、地域防災に寄与する人手という意味でも厳しい状況になって

いる。 

今後、世田谷区の建設産業振興には、AI、IoT を用いた建設ロボットの活用促進等、業界の最新

動向を見つつ、地域の建設会社が担うべき機能や働きについて、必要な人材を育成し、現場で学ん

でいく仕組みが不可欠である。現状、世田谷区内の建設産業事業者の多くは、大型の建設重機や機

械を所有していないため、それらを使用する発注業務を数多く請け負うことは難しいが、地域に根

ざした建設産業として、社会貢献活動を踏まえ、建設産業関係各所と連携して解決を図っていきた

い。 

近年、全国的に空き家問題が深刻化している。空き家は所有権の問題もあり、進めていくのは難

しい状況である。地主・家主等貸主の不在や行方不明問題に対する法整備等は今後進展していくと

思われ、その際に、地元を知り、地元に信頼される建設事業者の存在は重要になる。関係各所と協

力して可能な対応をしていき、安全・安心の街づくりをめざしていく。 

引き続き、地域の経済を大事にしながら地域建設産業として邁進していくとともに、今後、区民

に対して、地域建設産業の重要性も PR していくことが必要であると考えており、広報活動に力を

入れて取り組んでいきたい。 

 

  
●「親子木工教室」等を開催し、建設産業を通し

て、地域コミュニティの形成を図っている。 
●被災地支援等の社会貢献活動にも積極的
に取り組む。 
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【世田谷区内事業者の取組み（ヒアリングコラム③）】 

 

日々の生活や企業活動の価値観にマッチしたエネルギー利用へ 

 

［事業者］ 

【みんな電力株式会社（世田谷区三軒茶屋２－１１－２２ サンタワーズセンタービル８階】 

 

 「生産者の顔が見える」電力小売りサービスをコンセプトに、全国各地より調達する再エネ発電

所の電力を、独自の電力取引プラットフォームで販売している。電力は、太陽光やバイオマスを中

心とした再生可能エネルギーを主な電力供給源として活用し、電力と合わせて「生産者の顔が見え

る」ことによる安心と安全を提供している。 

最近、国際的イニシアチブ「RE100」（Renewable Energy 100％：2014年(平成 26 年)に発足した

事業運営に必要な電力のすべてを再生可能エネルギーで賄うことを目標に掲げる企業が参加する

国際的な取組み）等の動きが広がりを見せており、海外企業では、「自社のデータセンター、オフィ

スを、100％グリーン電力で賄っている」、「次につくるデータセンターの電気は風力発電のファー

ムから買う」等と表明しているように、電気を選んで購入する動きとなっている。このような流れ

は日本でも広まっており、「電気を選んで買うこと」が「SDGs の１目標として重要な企業責任」に

なっていくと予想している。 

このような流れを踏まえ、みんな電力株式会社では国内で初めて、30分単位で、より精緻に電力

のトレーサビリティを行い、かつブロックチェーンを活用し低コストでの電力トレーサビリティの

仕組みを実用化予定である。オープンなプラットフォームで、誰もがこのシステムを活用できる環

境を整え、低コストで精度の高い電力トレーサビリティを当たり前に利用する社会にしていく目論

見を持っている。 

 世田谷区には、是非とも環境や再生可能エネルギー利用の先進都市としてのブランドづくりとさ

らなるアクションを推進して欲しいと考えている。 

 

 

 

出典：みんな電力株式会社ＨＰより掲載 

 

  

＜顔の見える電気の仕組み＞ 
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【世田谷区内事業者の取組み（ヒアリングコラム④）】 

 

社会や生活の変化を踏まえた中小企業の IT活用支援 

 

［事業者］【株式会社 デジタルステージ（世田谷区池尻2-4-5 IID世田谷ものづくり学校119）】 

 

 現在の主な顧客は中小企業であり、クラウドサービスや WEB サーバーやソフトウェア等の IT 活

用支援や効果的な情報発信をサポートしている。その中で、多くの中小企業等の経営者の方々と話

すと、近年では、ITに関してあまり知識や経験はないが、苦手意識があまりない方も多い。そうし

た意識を持つ企業のホームページ等を、どのようにして魅力的かつ活用性の向上について、顧客マ

ーケティングをしっかりと行うとともに、課題に対して丁寧かつ望ましいサポート内容等を考え、

様々なサービス対応を行っている。その結果、現在は 20万ユーザー以上となった。 

 世田谷区内（世田谷ものづくり学校内）に事業所を構えている理由は、区内にはデザイン、ITそ

してコンテンツ等を生業にする人が多く、IT企業が多い渋谷等とは違う趣がある。また、生活のま

ちであり、落ち着きありつつも文化性があり賑わいのある環境、加えて顧客との接点も多く、悩み

や課題等を掴みやすい環境であると認識しており、仕事がしやすいと思っている。 

今後は、世の中に AI や IoT が浸透すると、一般的には人々に意識されないところで、ますます

社会そして我々の生活の裏側で活用が進んでいくと思われる。そこで大切になるのは、様々な意味

でのデザインである。どのようなワークスタイル、生活スタイルをしていきたいのかといったもの

を、IT やテクノロジーを活用してどのようにデザインし、実現していくかを考え、情報発信、プロ

モーションに取り組んでいきたい。 

 これからの区の産業施策としては、世田谷の持つ様々な良さを理解し、ベンチャーが集まる機会

を作れると良いと思う。ベンチャー向けセミナーをやるにしても、一般的な話を聞くより、儲かる

話等生の情報が行きかう機会になると良い。参加者が面白いと思う場や機会を作るとベンチャーを

やろうとするような人は特に関心を持って集まってくるのではないかと思われる。 

 

  
＜職場の様子＞ ＜受賞の数々（各方面で高い評価を受ける）＞ 
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【世田谷区内事業者の取組み（ヒアリングコラム⑤）】 

新しい働き方の推進と社内一丸となるための工夫による複合的効果の創出 

 

［事業者］【楽天株式会社（世田谷区玉川１-１４-１ 楽天クリムゾンハウス）】 

楽天株式会社（以下、「楽天」という。）は、創業の頃から働く環境を大切にしており、「グループ

会社を含め、オフィスを一つに集約することによって、従業員間のさらなる連携や業務効率化を望

むことができる」という考えがある。そのため、従業員がより快適で健康的に過ごせるよう、オフ

ィス環境の整備を進めてきた。 

2015 年６月から９月にかけて、それまでオフィスが分散していた状態から、１万人規模の従業員

が一つの場所に集約できるということで、世田谷区二子玉川に本社を移転した。本社「楽天クリム

ゾンハウス」で働く人は約１万人で、楽天単体でも外国籍社員の割合は２割を超える等、働き方の

多様性が進んでいる。このような中、仕切りのない「オープンスペース」や世界中で活躍する社員

をつなぐ「ビデオ会議システム」等、働きやすいオフィス環境を実現している。また、社員一人ひ

とりの日々の生活を豊かにすることが良い仕事へつながる重要性を意識し、福利厚生施設として、

カフェテリア（社員食堂）、フィットネスジム、鍼灸、クリーニング、ヘアサロンやネイルサロン、

さらに薬局およびクリニックを設置している。子供のいる社員が利用できる、社内託児所や搾乳室

等も整備し、プライベートもサポートする環境づくりにも余念がない。 

 なお、他社と同様にリモートワークの仕組みも取り入れているが、基本的には介護や育児等の状

況によって遠隔地で働かざるを得ない場合にのみ、利用するという認識を持っており、同じ環境で

働くことへのこだわりは一貫している。 

 楽天グループのブランドコンセプトに掲げられている「一致団結」という言葉の通り、多様性に

富む人材がそれぞれの個性を生かしながらも、一つの目標に向かって進むための工夫も様々だ。 

「Rakuten Smile Project」では、従業員間のコミュニケーション促進を目標としているプロジ

ェクトで、ハロウィーン当日には仮装をしたまま勤務ができたり、終業後にパーティーを催したり

する「Rakuten Halloween」や社員の家族や友人をオフィスに招待する「Rakuten Family Day」等、

様々な社員参加型の行事について年間を通して実施している。 

さらに、学校の部活のような同好会やネットワークグループの制度もあり、参加者は趣味等共通

する活動やトピックを通じて、部署や会社の枠を超えて交流することができる。社内の職場環境の

改善につながる提案もそうしたグループから寄せられ、実際に採用されるケースも少なくないとい

う。このように、従業員が一丸となって、一つの方向へ邁進していく姿勢が、全世界に 70 以上の

サービスを展開する現在の楽天グループの原点となっている。 

 

 

 

  

【福利厚生施設の一部】 

＜社内託児所＞ ＜カフェテリア（社員食堂）＞ ＜フィットネスジム＞ 
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【世田谷区内事業者の取組み（ヒアリングコラム⑥）】 

インターネット販売の特徴を活かした販売力の拡大 

 

［事業者］【株式会社三恵（世田谷区太子堂２-１６-６）】 

 

 株式会社三恵（以下、「三恵」という。）では、現代表が以前よりインターネットの世界に興味が

あり、翌年の 2003 年(平成 15年)から楽天市場への出店する形によりネット販売を開始した。新た

な店舗を構えると数億投資が必要だがネットだとそれに比べると僅かであるため、低コストで販路

拡大の可能性を感じた。先進事例の研究等、様々に勉強をしながらの船出だった。当初は代表の自

宅で、家族だけで、自ら商品の写真を撮影し、ネット上にアップロードしていた。当時の売上は月

に数万円程度だった。 

そんな折、転機が訪れた。自店の強みは、高年齢者層向けの下着の品ぞろえだが、翌年が申年だ

ったこともあり赤い下着のラインナップを充実させていた。そこに、広島県のテレビ放映で、還暦

祝いには赤い下着が良いとの特集がされた。インターネット販売で赤い下着が数多く販売していた

ことで、視聴者のネット検索にヒットしたことが経緯として広島県の消費者から多くの商品を購入

されることとなった。 

この時に、正直「面白い！エリアはまさに全国で、欲しい人に直接売れる。売り方こそが大切！」

と感じた。しかし当時は、社内体制は基本的にアナログだったので、注文が１日に 30 件もあると

パニックになるような状況だった。 

ネット販売は、市場を広範囲に設定し、単品で勝負するスタイルである。徐々に個々の顧客との

コミュニケーション方法、ミスなく効率的な仕組みの導入、楽天担当者との良好な関係づくり等を

進め、年間売上 16億円（2017 年 8月期、ネット販売部門）までに成長した。 

 今後は、社内コミュニケーションツールの充実化を図っており、情報共有と意思疎通の迅速化等

を進めていくことや上手く人材のアウトソーシングを活用していくことで、消費者ニーズにあった

販売スタイルを構築していく。 

 

＜店舗事業、ＥＣ事業を中心に、他事業へ展開＞ 

 

 

 

   

  

店舗事業 ＥＣ事業 

介護事業 化粧品事業 制服事業 
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【世田谷区内事業者の取組み（ヒアリングコラム⑦）】 

 

まちや店の効果的なＰＲと賑わいづくりの充実化 

 

［団体］【三軒茶屋銀座商店街振興組合】 

 

 

 商店街にとって今後大切だと思うことは、まちの賑わいや、個性的な店の魅力等について、様々

な方法を通じて PR していくことである。三軒茶屋では、最近ますます手づくりパン屋が増えてき

て、新たな賑わいを創っている。制度を活用する等、知恵を働かせて効果的な PR を進めていきた

い。 

これから 2020 東京オリンピック・パラリンピック競技大会等により、外国人を含む来街者はま

すます増加していくと思われる。三軒茶屋駅周辺での再開発を契機に、メインの通りから、目的の

お店へ、そして新たな魅力探しのためのまち回遊へと、楽しみのある特徴づくり等進めていければ

と思っている。また、ショッピング等の際には、安全かつ効率的な決済手段の導入を促進していき

たい。 

一方、商店街組織については、活動の担い手が年々減少しており、イベントをはじめとして何を

するにしてもギリギリの体制での活動になっている。商店街への加入促進のため、新たな人材の巻

き込み等本格的に考えていく必要がある。 

 

 

 

  

＜様々なイベントを実施し、まちの賑わいを創出（下図は一例）＞ 

＜公式キャラクターによる積極的なＰＲ活動＞ 


