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人と企業が出会う
想いがつながる
はじまりの場所
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平成28年8月2日（火）10:00 ～18:00
　　　　 8月3日（水）10:00 ～16:00

〔平成28年8月1日（月）17:30 ～20:00（内覧会）〕

東京国際フォーラム（展示ホールＥ１・２／ロビーギャラリー／ホールＢ５）
〒100-0005　東京都千代田区丸の内3-5-1　TEL：03-5221-9000

城南信用金庫

会津信用金庫、青い森信用金庫、秋田信用金庫、阿南信用金庫、あぶくま信用金庫、石巻信用金庫、一関信用金
庫、羽後信用金庫、愛媛信用金庫、大分みらい信用金庫、大垣西濃信用金庫、大阪信用金庫、大阪シティ信用金
庫、岡崎信用金庫、おかやま信用金庫、鹿児島信用金庫、金沢信用金庫、亀有信用金庫、北上信用金庫、北群馬信
用金庫、きのくに信用金庫、九州ひぜん信用金庫、京都信用金庫、京都中央信用金庫、釧路信用金庫、熊本中央信
用金庫、気仙沼信用金庫、甲府信用金庫、郡山信用金庫、コザ信用金庫、埼玉縣信用金庫、さわやか信用金庫、三
条信用金庫、滋賀中央信用金庫、島根中央信用金庫、湘南信用金庫、白河信用金庫、新庄信用金庫、須賀川信用金
庫、巣鴨信用金庫、諏訪信用金庫、仙南信用金庫、高岡信用金庫、高鍋信用金庫、高松信用金庫、高山信用金庫、た
ちばな信用金庫、多摩信用金庫、筑後信用金庫、銚子信用金庫、鶴岡信用金庫、敦賀信用金庫、東奥信用金庫、栃
木信用金庫、富山信用金庫、奈良中央信用金庫、南郷信用金庫、にいかわ信用金庫、二本松信用金庫、沼津信用金
庫、延岡信用金庫、萩山口信用金庫、幡多信用金庫、花巻信用金庫、浜松信用金庫、ひまわり信用金庫、姫路信用
金庫、広島信用金庫、福島信用金庫、三重信用金庫、三島信用金庫、水沢信用金庫、水戸信用金庫、宮城第一信用
金庫、宮古信用金庫、都城信用金庫、宮崎信用金庫、盛岡信用金庫、杜の都信用金庫、山形信用金庫、米子信用金
庫、米沢信用金庫　（以上、82金庫）

内閣府、復興庁、経済産業省関東経済産業局、経済産業省東北経済産業局、東京都、青森県、岩手県、宮城県、秋
田県、山形県、福島県、奈良県、和歌山県、熊本県、宮崎県、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、横
浜市、川崎市、相模原市、宮古市、石巻市、気仙沼市、東松島市、いわき市、南相馬市、新庄市、釧路市、中小企業基盤
整備機構関東本部、東京商工会議所、東北六県商工会議所連合会、日本政策金融公庫、全国信用金庫協会、東京
都信用金庫協会、東北地区信用金庫協会、信金中央金庫、福島民報社、中日新聞社、東京新聞

「2016 “よい仕事おこし”フェア」 の概要

開催日時

会　　場

主　　催

協　　賛

後　　援
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出展小間381ブース
● ビジネスエリア：224ブース
①機械・金属・電子 製造（64ブース）　②加工技術（25ブース）　③印刷・その他製造（18ブース）
④IT・情報通信（17ブース）　⑤健康・医療・福祉（18ブース）　⑥建設・土木・住宅（29ブース）
⑦卸・小売（37ブース）　⑧その他（16ブース）
● 社会関連エリア：30ブース
①行政関連（9ブース）　②学校関連（4ブース）　③海外関連（2ブース）　④その他団体等（15ブース）
● 全国の観光・物産販売エリア：56ブース
● ふるさと「にっぽん」観光エリア：22ブース
● 東北応援！飲食店：9ブース
● バイヤー大商談会：40ブース

【特別展示コーナー11ヵ所】
熊本応援コーナー（熊本応援メッセージボード）熊本日日新聞社
第1回ふくしま産業賞受賞企業・団体紹介コーナー／財務省関東財務局東京財務事務所展示コーナー
経済産業省関東経済産業局展示コーナー／熊本県展示コーナー／東京都復興支援対策展示コーナー
千葉県一宮町展示コーナー／下町ボブスレー展示コーナー／自然エネルギーシアター
子どもたちの心の音（書）展示コーナー／ＳＬ銀河乗車体験記念絵画展示コーナー

　去る8月2日 （火）、3日（水）の2日間にわたり、東 京国際
フォーラムで5回目となる「“よい仕事おこし”フェア」が開催さ
れました。
　今年は「信用金庫による地方創生！」「日本を明るく元気
に！」をテーマに掲げ、これまでに育んできた絆をさらに広め、 
47都道府県の信用金庫よりご協賛・ご出展が実現しました！
日本全国から、信金、出展者、関係者の皆様が心をひとつに集
い、企業と企業、人と人を結んで、また次回へとつながる “新し
い出会い”が数多く生まれました。

場　　内

ステージイベント

当 日 来 場 者 数

事前商談申込件数
当 日 商 談 件 数

来　賓  （ ８ 名 ）

出 展 者 サ ポ ー タ ー
そ の 他 ス タ ッ フ
ＯＢ・アルバイトスタッフ

インターンシップ（大学生）スタッフ

　381にのぼる出展企業・団体の各ブースにお越しのビジネ
スマンの方々だけでなく、夏休み期間中ということもあり、親
子連れや外国人観光客の姿も見られ、2日間で37,570名の方
にご来場いただきました。

※ビジネスエリアやイベントステージの模様は、城南信用金庫
のホームページより動画でご覧いただけます。

（http://johnanshinkin.jp/2016-goodjob-fair/）

開会式、地方創生の取組みＰＲ、観光ＰＲなど

37，570名（2日：20,750名、3日：16,820名）

2,221件
5,674件

復興副大臣 若松謙維様
福島県知事 内堀雅雄様
経済産業省関東経済産業局長 藤井敏彦様
財務省関東財務局総務部長 川瀬透様
一般社団法人全国信用金庫協会長 佐藤浩二様
一般社団法人東京都信用金庫協会長 神保和彦様
一般社団法人東北地区信用金庫協会長 佐藤利久様
信金中央金庫理事長 田邉光雄様

313名
221名
73名
20名
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日本全国47都道府県より、
82信用金庫にご協賛いただきました！
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　9時30分から地下2階ホールＥ中央の特設イベントステージ
で行われた開会式には、 来賓8名が列席。守田理事長の挨拶に
続き、来賓を代表して若松復興副大臣含む4名の方からご挨拶
をいただきました。
　守田理事長は、信用金庫の絆を通じ全国47都道府県からご
出展いただく念願を果たせた感謝とともに、第1回のフェアから
継続している東北復興応援、また、今回は熊本地震復興応援も
テーマに加え、フェアを開催すること、そしてフェアを通し全国
の信用金庫が集結して「地方創生」に取組む意義について挨拶

しました。
　若松復興副大臣からは、平成24年度より復興庁が実施して
いる地域復興マッチング「結の場」を事例に挙げながら、官民連
携した取組みとして本フェアの重要性を評価いただき、 内堀福
島県知事からは、ステージ脇のご当地キャラクターキビタンにも
声をかけながら震災復興だけでなく地方の経済発展によって、
福島県から日本全体へ元気を発信したいという和やかで明るい
メッセージをいただきました。 藤井経済産業省関東経済産業局
長は “離見の見”という世阿弥の言葉を引き、ビジネスを掘り起

こす内在的なイノベーションを推進するた
めには、離れて自分自身を客観視できるフェ
アのような場が不可欠と述べられ、ご自身も
東北出身という川瀬財務省関東財務局総
務部長は石巻信金への出向など今も当金庫
が行っている東北復興支援の意義・さらな
る継続の必要性を強調されました。

● 守田理事長が代表挨拶・若松復興副大臣から御来賓挨拶

守田理事長 若松復興副大臣 内堀福島県知事 藤井経済産業省関東経済産業局長 川瀬財務省関東財務局総務部長

　会場内の「熊本応援コーナー」には、石垣や桜型の応援メッセージカードを貼り付けて
熊本城を復元していく“熊本城応援ボード”が設置されました。
　最初に若松復興副大臣が「負げでたまっか！」、内堀福島県知事が「復興に向け、未来
に向け、共に歩んでいきましょう！」という力強いメッセージを寄せられました。

1. 8月2日 開会式 （地下2階 ホールE内 特設イベントステージ）

被災地から被災地へ

“熊本城応援ボード”にメッセージ
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　地下2階ホールＥでは、224の企業・団体が各ブースで独
自の新製品やものづくり技術など自社の魅力を積極的に
PRし、B棟5階のバイヤー大商談会など、数多くの商談が行
われました。

2．地下２階 ホールＥ 「ビジネスエリア」、Ｂ棟５階 「バイヤー大商談会」

企業と企業の“新たな出会い”で
活気にあふれました

多数の商談が実現！
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■ 出展者：デザイン
　多業種が集まる展示会は少なく、新規開拓が非常にやりやす
い。バイヤー企業との商談でも貴重な意見を聞くことができて、
有意義なフェアだった。
■ 出展者：服飾卸
　当初フェアの規模感が分からず、商品を絞って準備したが、無
塵服から着物などさまざまなご要望をいただいた。このチャンス
を活かしたい。
■ 出展者： IT
　後日来社いただき、デモを含め他社から弊社システムへの切
替を検討する具体的な商談を希望された。
■ 出展者：樹脂製造
　知人が出展企業に転職していたことをこのフェアで知り、また
仕事づきあいが始まるかもしれない。 
■ 出展者：観光・物産
　バイヤーから手ぬぐいの別注品の依頼を承ることができた。
■ 出展者：金属加工
　金網に特化した加工を依頼できる会社を探している企業と出
会えた。弊社の得意分野を活かせるので期待大。
■ 出展者：雑貨小売
　さまざまな企業が出展していたので、幅広く情報収集ができ
た。新商品への関心度を計ることができた点もよかった。

■ 出展者：精密加工
　製作所から図面を徴求し受注が確定するなど、有意義な商談
ができた。
■ 出展者：服飾製造
　バイヤーから短納期・小ロットを評価いただき、8月のホーム
ゲーム用に発注いただけることになった。
■ バイヤー：サービス
　通常ではなかなかお会いすることのできない企業様ばかり
で、商いのチャンスを広げられそうな気がする。
■ バイヤー：ネット通販
　面談した企業様から、ネットや電話で問い合わせるよりも、こ
ういった商談会で直接顔を見ながら話を聞きたかったと言って
もらい、機会をつくってくださった城南信用金庫には本当に感謝
している。次回の商談会もよろしくお願いいたします。
■ 信用金庫：九州
　地方の事業者にとっては、首都圏での商談会は関東のみなら
ず、全国に向けての販路拡大の場として願ってもない好機であ
る。今回、ご出展いただいた当金庫のお客様も数多くの商談を
頂戴するとともに、複数のバイヤー様と商談ができて大変喜ん
でおられたことを感謝したい。

出展者・来場者からの声
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　昨年ご好評いただいた「マッチング相談カウンター」は、今年
もビジネスエリア入口の正面に設置され、城南なんでも相談プ
ラザに所属する「ものづくりコンシェルジュ」が来場されたお客

　コンセントにつなぐだけで簡単に
見守りができる介護向け人感センサー

「e-watch」などを会場でご紹介された
蒲田支店お取引先：株式会社エフティエ
ス・ディスカの木村社長。
　事前に城南なんでも相談プラザをご
利用いただき、提案のあったビジュアル
広告で本フェアに臨まれたそうです！

　「東北応援！うまいもの広場」に並ぶ前沢牛たま丼・大間漁師
のマグロ丼など飲食店のご当地グルメは、売切が続出する大盛
況！夏休みの親子連れや外国人観光客の姿も見られ、休憩ス
ペースで東北駅弁などとともに購入した各地のおいしい逸品を
味わっていらっしゃいました。
　東北を中心に全国から出展された特産品販売も、今年４月に
被災した熊本県の特設コーナーをはじめ、好評を博しました。商
談の合間に立ち寄られた出展者やビジネスマンの方々に、日本
全国で育まれた信用金庫のネットワーク、災害にも負けない “絆”
の強さを感じていただくことができたのではないでしょうか。

2．地下２階 ホールＥ 「ビジネスエリア」、Ｂ棟５階 「バイヤー大商談会」

　フェアで紹介された災害
用非常食「フリーズドライ
ご飯 」が、ひまわり信用金
庫から熊本中央信用金庫
へ贈呈されました！

はじめよう！熊本応援

マッチング相談カウンター

「全国！物産品販売エリア」／「東北応援！うまいもの広場」

様にお探しの企業・業種エリアなどをご案内し、スムーズなマッ
チングのサポートを行いました。

これからも東北応援NEXTステージ
東北応援!うまいもの広場

東北の“ご当地グルメ”が大集合！東北の“ご当地グルメ”が大集合！東北の“ご当地グルメ”が大集合！
いわいもも唐揚げ

黒石つゆやきそば 大間漁師のマグロ丼 前沢牛たま丼 仙台牛タン焼

横手ホルモン焼きそば 米沢牛コロッケ なみえ焼きそば 会津地鶏唐揚げ 

熊本県コーナーも大賑わい！



9

1 （2日午前） 　　　   大七酒造  株式会社

2 （2日午後） 　　　　株式会社  遠藤商店

3 （3日午前） 　　　   田中菓子舗

4 （3日午後） 　　　　株式会社  滝の湯ホテル

　昨年に引続き、東京新聞の全面的なご協力のもと、千葉商科
大学・昭和女子大学の学生計20名に、東北からの出展企業を取
材し、東京新聞「国際フォーラム特別版」号外に掲載する記事の
作成を体験してもらいました。
　東京新聞のブース前に集合してからインタビュー▶記事作
成▶校正▶印刷まで2時間強のタイトなスケジュール、原稿も
30分程度で記者専用のPC端末に打ち込むという臨場感あふれ

撮 影 記事作成インタビュー

校 正

　今回は、例年フェア会場内で「国際フォーラム特別版」を発
行している東京新聞に加え、福島民報、熊本日日新聞も号外を
発行しました。

熊本日日新聞 →

↑ 福島民報
東京新聞 →

　取材時以外、学生のみなさんは、各ブースのサポートスタッ
フとして信金の法被を身につけ、呼び込みや販売の手伝いなど
フェアを盛り上げてくださいました。

産学官金連携：大学生の記者体験　―東京新聞―

る体験の中、取材企業や東京新聞のブースで社会人の生の仕事
ぶりに触れ、学生たちにとっても貴重な時間となったようです。

完成！

1 2 3

4



むすび丸
(宮城県)

アスパラくん
(北越後農協)

菊松くん
(二本松市)

なみすけ
(杉並区)

左：キビタン(福島県)、
右：チョウカンヌ(東京新聞)

はねぴょん(大田区)

左：わかぱん(和歌山県)、
右：よっしー(福井県敦賀市)

左：ももりん（福島市）、
右：きぼっこちゃん(土湯温泉)

つるまる
(釧路湿原等観光協会)

みやざき犬の「むぅ」ちゃん
(宮崎県)

せんとくん
(奈良県)

左：いしだんくん(伊香保温泉)、
右：ぐんまちゃん(群馬県)

ゆきむらさま（「真田丸」
くどやま推進協議会) くまモン

(熊本県)

10

３．地下1階 ロビーギャラリー

　信用金庫のネットワークを活かした「地方創生」を掲げ、東北
地方だけでなく日本各地から行政機関や観光関連団体などが
集まり、地域の魅力をアピールしました。

　東 京新聞やOurPlanet-TVなどのメ
ディア関連では、今回熊本日日新聞社も、
熊本地震の被災地の現状や復興支援を
訴え出展されました。

ふるさと「にっぽん」観光エリア

社会関連エリア

会場内で号外を配
布する熊本日日新
聞社のスタッフ

「子どもたちの心
の音」活動にも協
力を続けています

全国各
地の

「ゆる
キャラ

」

大活躍
！
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　地下2階ホールE内の特設イベントス
テージでは、「地方創生」をテーマに、東北
地方をはじめ、奈良県や和歌山県、宮崎県
など全国各地の観光PRイベントやトーク
ショーなどのイベントが多数開催され、47
都道府県から企業・団体が集結した本フェ
アを盛り上げました。

４. 地下２階 ホールＥ内 特設イベントステージ

「ポリネシアンダンスショー」／スパリゾートハワイアンズ・ダンシングチーム「フラガール」

「ふくしま産業賞」PRイベント／福島民報社 「世田谷区総合戦略について」／世田谷区

ステージプログラムステージプログラム
8月2日（火） 8月3日（水）

「ポリネシアンダンスショー」
スパリゾートハワイアンズ・ダンシングチーム「フラガール」

「ふくしま産業賞」PRイベント／福島民報社
福島県  内堀知事、二本松市  新野市長、郡山市  品川市長、
いわき商工会議所  小野会頭、福島民報社  高橋社長、受賞企業社長、

〈司会〉安田菜津紀（フォトジャーナリスト）

「世田谷区総合戦略について」世田谷区  世田谷区  保坂区長

風流   最上川舟下り／最上峡芭蕉ライン観光株式会社
横井ゆき（船頭）、山﨑昇（最上峡芭蕉ライン  観光アドバイザー）

映画「超高速!参勤交代  リターンズ 」
スペシャルトークイベント／松竹株式会社  本木克英監督

「和歌山県に観光にお越しください」 ／和歌山県
岡本玲／〈ご当地キャラ〉わかぱん、ゆきむらさま

「奈良県  観光PR ステージ」 ／奈良県 〈ご当地キャラ〉せんとくん

「未来へはばたく国際都市おおた」 ／大田区  大田区  松原区長

「関ケ原古戦場  PR」／ 岐阜県  関ケ原女性武将隊「巴組」

「宮城県さ、来てけらいん」 ／宮城県  中村雅俊

「ポリネシアンダンスショー」
スパリゾートハワイアンズ・ダンシングチーム「フラガール」

「思い立ったら伊香保温泉」／渋川市、渋川伊香保温泉観光協会
山本一太参議院議員、渋川市  阿久津市長、大沢悠里、
渋川伊香保温泉観光協会大森会長 〈ご当地キャラ〉ぐんまちゃん、いしだんくん

「燕三条  工場の祭典」の取組について 「燕三条  工場の祭典」 実行委員会

日本のひなた宮崎県  観光PR／宮崎県
〈ご当地キャラ〉みやざき犬の「むぅ」ちゃん

Jリーグにおける地方創生
公益社団法人日本プロサッ力一リーグ  常務理事  中西大介

ビジネスにちょっと役立つ東京新聞・出前講座
「『東京五輪』首都開催でも実は地方創生の切り札」／東京新聞

東京新聞論説委員（前運動部長）鈴木遍理

「金融トラブルに巻き込まれないで!
～その電話・メールなど信じて大丈夫?～」
財務省  関東財務局  東京財務事務所

「ポリネシアンダンスショー」
スパリゾートハワイアンズ・ダンシングチーム「フラガール」
唐橋宙子／〈司会〉唐橋ユミ

「世界ーのお酒を生み出した福島の魅力」
ほまれ酒造  唐橋社長、唐橋宙子／〈司会〉唐橋ユミ

「エコ温泉地ってなんだ!?若旦那と学ぶ土湯温泉」
土湯温泉観光協会
土湯温泉  若旦那衆（土湯温泉観光協会）

〈ご当地キャラ〉きぼっこちゃん／〈司会〉唐橋ユミ

「南相馬市の現状と今後について」／南相馬市
南相馬市  桜井市長、菊池製作所  菊池社長／〈司会〉唐橋ユミ

品川区が取り組む復興支援ならびに
総合戦略・地域活性化について

「『わ!しながわ』っておもしろい!」／品川区
品川区  濱野区長

「熊本県 PRイベント」／熊本県
ヒロシ／〈ご当地キャラ〉くまモン

「目黒区の未来について」／目黒区
目黒区  青木区長

「宮城県復興・観光  PR」／ 宮城県
WATALlS  引地社長、セッショナブル  梶屋社長

〈ご当地キャラ〉むすび丸

グランドフィナーレ

●10:05～10:20

●10:25～11:15

●11:30～11:50

●12:00～12:20

●12:30～12:50

●13:00～13:20

●13:30～13:50

●14:00～14:20

●14:25～14:45

●14:50～15:10

●15:15～15:30

●15:35～15:55

●16:00～16:20

●16:30～16:50

●17:00～17:20

●17:30～17:50

●10:40～11:00

●11:30～11:45

●11:45～12:20

●12:30～12:50

●13:00～13:20

●13:30～13:50

●14:00～14:20

●14:30～14:50

●15:00～15:25

●15:30～

風流 最上川舟下り／
最上峡芭蕉ライン観光株式会社
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　大田区のステージイベントに続いて、会場内の下町
ボブスレー特別展示ブースにて、当金庫守田理事長
より松原区長へ協賛金の贈呈が行われました。
　「下町ボブスレー」はジャマイカボブスレー連盟に
よる採用が決定しており、2018年２月の韓国ピョン
チャン五輪出場をめざす同プロジェクトを、当金庫は
これからも応援していきます！

４. 地下２階 ホールＥ内 特設イベントステージ

「下町ボブスレープロジェクト」に引続き協賛

「和歌山県に観光にお越しください」／和歌山県

「未来へはばたく国際都市おおた」／大田区

「燕三条 工場の祭典」の取組について

「思い立ったら伊香保温泉」／渋川市、渋川伊香保温泉観光協会 「金融トラブルに巻き込まれないで!
〜その電話・メールなど信じて大丈夫?〜」

日本のひなた宮崎県 観光PR ／宮崎県 Jリーグにおける地方創生

「宮城県さ、来てけらいん」／宮城県

熊本城ボードに
メッセージを
貼る中村雅俊さん

東京財務事務所
の皆さん、振込詐
欺実演中…

映画「超高速!参勤交代 リターンズ 」
スペシャルトークイベント／松竹株式会社

本木克英監督
「奈良県 観光PR ステージ」／奈良県 「関ケ原古戦場 PR」／岐阜県
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「世界ーのお酒を生み出した福島の魅力」

グランドフィナーレ

「南相馬市の現状と今後について」／南相馬市 「熊本県 PRイベント」／熊本県

「『東京五輪』首都開催でも
実は地方創生の切り札」／東京新聞

「エコ温泉地ってなんだ!?若旦那と学ぶ
土湯温泉」／土湯温泉観光協会

品川区が取り組む復興支援ならびに総合戦略・
地域活性化について

「『わ!しながわ』っておもしろい!」／品川区
「目黒区の未来について」／目黒区 「宮城県復興・観光 PR」／宮城県

場内でも、熊本産品をＰＲするくまモン
＠茣蓙屋金平衛ブース



「2016“よい仕事おこし”フェア」事務局

in 東京国際フォーラム 8／2・3in 東京国際フォーラム 8／2・3

全国47都道府県
82信用金庫からのご協賛が実現！
全国47都道府県
82信用金庫からのご協賛が実現！

■ 発行　城南信用金庫  企画部  東京都品川区西五反田7-2-3　TEL：03-3493-8133（ダイヤルイン）　　■ 印刷　光写真印刷株式会社

　今年も「2016 “よい仕事おこし” フェア」を

無事に終えることができました。準備・内覧会

など、本当にお疲れ様でした！

　こうしてフェアを継続することができてい

るのも、47都道府県から出展いただいた企業・

団体の方々をはじめ、東京国際フォーラムから

全国へ元気を発信するため、被災地への応援

の輪を広げるため、一心に取組んでくださった

すべての皆様の努力の賜物です。

　日本をつなぐたくさんの “絆” と“笑顔”を実

感することのできた3日間でした。改めて、ご協

力ありがとうございました。

【 あ と が き 】


