
信用金庫による地方創生！ 日本を明るく元気に！！

in  東京国際フォーラム 8／22・23

「2017“よい仕事おこし”フェア」事務局

全国47都道府県の
信用金庫の力が集結！
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　去る8月22日 （火）、23日 （水）の2日間にわたって、通算6回目、
東京国際フォーラムでは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がさらに深まり、過去
最多となる47都道府県の129信用金庫よりご協賛・ご出展いた
だくとともに、ご来場者も過去最多41,000人に上りました！日本
全国の、信金、出展者、関係者の皆様が心をひとつに、企業と企
業、人と人との絆を一層強く結びながら、また次回へと広がる“新
しい出会い”が数多く生まれました。
　お力添えいただきましたすべての皆様、本当にありがとうござ
いました！！

in  東京国際フォーラム 8／22・23



平成29年 8月22日（火）10:00 ～18:00
　　　　  8月23日（水）10:00 ～16:00

〔平成29年8月21日（月）18:00 ～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／ガラス棟会議室4階）
〒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・青木信用金庫・秋田信用金庫・足利小山信用金庫・足立成和信用金庫・阿
南信用金庫・あぶくま信用金庫・飯田信用金庫・石巻信用金庫・一関信用金庫・羽後信用金庫・愛媛信用金庫・
遠州信用金庫・青梅信用金庫・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・帯広信用金庫・掛川信用金庫・鹿児島信用金庫・かながわ信用金庫・金沢
信用金庫・亀有信用金庫・川口信用金庫・北大阪信用金庫・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・京都北都信用金庫・桐生信用金庫・釧路信用金庫・
熊本中央信用金庫・呉信用金庫・気仙沼信用金庫・興能信用金庫・甲府信用金庫・郡山信用金庫・コザ信用金庫・
小松川信用金庫・埼玉縣信用金庫・さがみ信用金庫・さわやか信用金庫・三条信用金庫・滋賀中央信用金庫・
しずおか信用金庫・しののめ信用金庫・芝信用金庫・島田信用金庫・しまなみ信用金庫・しまね信用金庫・島
根中央信用金庫・湘南信用金庫・昭和信用金庫・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・静清信用金庫・関信用金庫・仙南信用金庫・大地みらい信用金庫・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・玉島信用金庫・筑後信用金庫・銚子信用金
庫・津山信用金庫・鶴岡信用金庫・東榮信用金庫・東奥信用金庫・東濃信用金庫・栃木信用金庫・富山信用金庫・
豊川信用金庫・長野信用金庫・奈良中央信用金庫・南郷信用金庫・にいかわ信用金庫・西尾信用金庫・二本松
信用金庫・沼津信用金庫・のと共栄信用金庫・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・播州信用金庫・飯能信用金庫・尾西信用金庫・日生信用金庫・日田信用金庫・備北信用金庫・
ひまわり信用金庫・姫路信用金庫・広島信用金庫・福井信用金庫・福島信用金庫・富士宮信用金庫・碧海信用
金庫・北陸信用金庫・松本信用金庫・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・村上信用金庫・盛岡信用金庫・杜の都信用金庫・焼
津信用金庫・山形信用金庫・米子信用金庫・米沢信用金庫

（以上、129 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・和歌山県・熊本県・茨城県・品川区・大田区・世田谷区・目黒区・中野区・杉並区・相模原市・
川崎市・横浜市・南相馬市・宮古市・東松島市・石巻市・気仙沼市・いわき市・新庄市・釧路市・熊本市・橿原市・
養老町・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・神奈川新聞社・熊本日日新聞社

「2017 “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



展示商談

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 
 （ 11名 ）

開会式、地方創生の取組みPR、
観光PRなど

41,000名
 22日： 22,500名
 23日：  18,500名

1,728件

5,703件

復興大臣  吉野正芳様
岩手県知事  達増拓也様
宮城県知事  村井嘉浩様
福島県副知事  畠利行様
熊本県副知事  小野泰輔様
経済産業省関東経済産業局長  後藤収様
財務省関東財務局東京事務所長  石村幸三様
一般社団法人全国信用金庫協会会長  佐藤浩二様
一般社団法人東京信用金庫協会会長  神保和彦様
一般社団法人東北地区信用金庫協会会長  佐藤利久様
信金中央金庫 理事長  田邉光雄様

出展小間 433ブース
● ビジネスエリア： 233ブース
Ａ-機械・金属・電子製造（67ブース）
Ｂ-加工技術（24ブース）
Ｃ-印刷・その他製造（26ブース）
Ｄ-IT・情報通信（15ブース）
Ｅ-健康・医療・福祉・環境（14ブース）
Ｆ-建築・土木・住宅（32ブース） 
Ｇ-卸・小売（21ブース）
Ｈ-その他（34ブース）
● 特産品販売エリア： 79ブース
● 東北応援！飲食店エリア： 8ブース
● ふるさと「にっぽん」観光エリア： 35ブース
● 社会関連エリア： 43ブース
Ｌ-行政関連（8ブース）  Ｍ-その他団体等（28ブース）  Ｎ-海外関連（4ブース）  Ｏ-学校関連（3ブース）
● バイヤーエリア： 35ブース

【特別展示コーナー14 ヵ所】
● 興こし酒プロジェクト「絆結」販売コーナー
● 熊本地震パネル展示コーナー（熊本日日新聞社）
● 九州北部豪雨紙面展
● 第2回ふくしま産業賞受賞企業・団体紹介コーナー
● 「いわきワイナリー」の歩み
● 「大谷こども未来基金」応援コーナー（気仙沼スクールバスプロジェクト）
● サンフレックス永谷園フリーズドライご飯展示コーナー
● 下町ボブスレー展示コーナー
● 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
● 東京都展示コーナー
● 自然エネルギーシアター
● 「モガミの町火消し達」写真展
● 全国協賛信用金庫カレンダー・ポスター展



　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
で行われた開会式では、渡辺理事長の挨拶に続き、来賓を代表
して吉野正芳復興大臣、達増拓也岩手県知事、村井嘉浩宮城県
知事からご挨拶をいただきました。
　渡辺理事長は、信用金庫の絆がさらに深まり全国47都道府
県129もの信用金庫にご協賛いただいたことに感謝するととも
に、東日本大震災や熊本地震などの被災地支援をきっかけとし
た地域活性化こそ「真の地方創生」につながると挨拶し、第6回
になる本フェアを今後も継続していく意義を再確認しました。
　ご自身も福島出身という吉野復興大臣は、被災地の仕事おこ
しに対する本フェアの貢献を評価いただくとともに、「産業・生業
の再生や風評被害の払拭に向けたリスクコミュニケーションを
継続し、一層の連携を深めたい」と述べられました。達増岩手県
知事は東北被災企業への支援を象徴する『興こし酒プロジェク
ト』や2019年ラグビーＷ杯・2020年東京五輪など、復興の “先”
をも見据えながら地域を越えた経済活性化をめざす各種取組
みの推進について述べられ、村井宮城県知事は東日本大震災か
ら7年目に入り今後さらに懸念される記憶の風化という面でも、
本フェアが「被災地応援」を掲げて継続的に開催されている重
要性を強調されました。

● 渡辺理事長が代表挨拶・吉野復興大臣他から御来賓挨拶

渡辺理事長 吉野復興大臣

達増岩手県知事 村井宮城県知事

1. 8月22日 開会式 （地下2階 ホールE内 特設イベントステージ）

た っ そ

　「興こし酒プロジェクト」に後援・協力いただいた地方公共団
体・信用金庫・酒蔵を
はじめとする、ご来賓
の皆様と、ステージで

「絆結」の鏡開きを行
いました。

●「絆結」鏡開き



『興こし酒プロジェクト』…絆結

　地震で被災した岩手・宮城・福島・熊本4県で収穫された「ひとめぼれ」をブレン
ドして掛け米とし、会津坂下町産の酒造好適米「五百万石」をこうじ米に使って、
純米大吟醸を造るというプロジェクトです。
　地元福島の産品を使用した地域活性化に取組んでいる曙酒造（福島県河沼郡
会津坂下町）が、被災地創生の想いをこめた新酒造りを手がけました。
　当金庫が呼びかけ、東北・熊本地区の15信用金庫のご協力のもとで醸造された
この日本酒は、“震災をきっかけに各地の人々が強い絆を結んでほしい”という想い
と日本酒を一杯 “きゅっ”と引っかける音のイメージをかけて、「絆結」（きゆ）と名付
けられました。

〈協力信用金庫〉
■ 岩手県　一関信用金庫／花巻信用金庫／宮古信用金庫／盛岡信用金庫
■ 宮城県　石巻信用金庫／気仙沼信用金庫
■ 福島県　会津信用金庫／あぶくま信用金庫／郡山信用金庫／白河信用金庫
　　　　　 須賀川信用金庫／二本松信用金庫／ひまわり信用金庫
　　　　　 福島信用金庫
■ 熊本県　熊本中央信用金庫
■ 東京都　城南信用金庫

　ステージの鏡開きでお披露目された後、吉野復興大臣や
一般のご来場者の方々にも試飲していただきました。通常
は土壌や湿度など条件の異なる環境で栽培した米を合わ
せて醸造することは難しいそうですが、絆結の枡を手に「甘
口で旨いね！いくらでも呑めちゃいそうだよ」と相好を崩し
た大臣の言葉通り、「フルーティーでどなたでも飲みやすい
日本酒に仕上がりました」と曙酒造の鈴木専務も太鼓判を
押す逸品に！ 曙酒造の鈴木専務と2017ミス日本酒

「絆結」を試飲される吉野復興大臣 ご来場のお客様にも振る舞われました！
福島民報の掲載記事など、「絆結」誕醸の過程
をパネルでご紹介

「絆結」や手ぬぐいなどの関連グッズを販売す
る特設コーナーも盛況！

「絆結」に使用されているひとめぼれを栽培、フェア会場で販売した株式会社深谷農産のみ
なさんと村井宮城県知事（左から３人目）

　フェア会場内の特設ブースで発売された1,000本は、
2日間で 完 売と
なりました。1本 
2,800円の うち 
200円が、被災地
4県に寄 付され
ます。

『興こし酒プロジェクト』とは
お



2．地下２階 ホールＥ 「ビジネスエリア」、ガラス棟4階 「バイヤー大商談会」

　地下2階ホールEの各ブースでは、233の企業・団
体が独自の新製品・サービスやものづくり技術など自
社の魅力を積極的にPRし、ガラス棟4階のバイヤー
大商談会をはじめ、数多くの商
談が行われました。

多数の商談が成立！
企業と企業との“新たな出会い”



出展者・来場者からの声

■ 初めての出展でしたが、製造や食品卸売などさまざまな
業種の企業様と、即ビジネス展開が望めそうな商談ができ
ました。ご担当者様が紹介などの橋渡しをしてくださり、非
常に満足です。

【出展者：物流】

■ 仕様書の翻訳ニーズがあるお客様やタイへの特許出願
を検討されているお客様と、有意義な商談ができました。普
段は接点のない業種の方ともつながりができるよい企画だ
と思います。

【出展者：知財関連】

■ 当社が求めていた加工企業様が来訪され、図面交換を
するところまで商談が進みました。

【出展者：金属加工】

■ 紙おむつ、マスクや女性向けの小物入れとしてコラボのお
話をいただき、手応えがあります。フラの衣装をつくる企画
や、ホテルや旅館とノベルティー販促の商談ができました。

【出展者：服飾雑貨】

■ 当フェアのおかげで複数企業との商談が大成功に終わ
り、これから具体的な仕事の話に移行しそうです。本当にあ
りがとうございました。

【出展者：建設】

■ 輸出向けの案件をいただきました。既存の商流を利用し
て商談を進めたいと考えています。企業以外にも、一般の消
費者の声を聞けたことがよかったです。

【出展者：食品（協賛信金）】

■ たくさんの事業者様をご紹介いただいたこともあり、と
ても中身の濃い商談ができました。弊社が知らない、魅力
ある事業者様がたくさんいらっしゃることが分かりました
ので、今後も商談会に積極的に参加させていただきたいと
思います。

【バイヤー：WEB関連】

■ 21日からの3日間、大変お世話になりました。当金庫か
らは２ブース出展させていただきましたが、前向きな商談も
多く、出展企業にとって大変実りの多いビジネスマッチング
でした。このような企業支援の機会をいただき、大変ありが
とうございました。

【協賛信用金庫】



　例年ご好評いただいている「マッチング
相談カウンター」では、今年もビジネスエリ
ア入口のインフォメーション横で、「ものづ
くりコンシェルジュ」を中心にご来場された
お客様にお探しの企業・業種を分かりやす
くご案内し、スムーズなマッチングにつなが
るようサポートしました。

　「東北応援！うまいもの広場」に並ぶ仙台牛たん焼きや前沢牛
たま丼など飲食店のご当地グルメは、売切が続出する大盛況！
国産唐辛子100％という珍しいグリーンカレーも。横手やきそ
ばやコロッケ、特産品エリアで販売された全国の各種スイーツな
ど夏休みのお子さんにも食べやすく、家族連れの姿も目立ちまし
た。
　商談の合間に休憩いただいた出展者やビジネスマンの皆様
に、日本各地へ広がっていく信用金庫のネットワーク、災害にも
負けない “絆”の強さをおいしい「食」からも感じていただくこと
ができたのではないでしょうか。

インフォメーション・マッチング相談カウンター

「特産品販売エリア」／「東北応援！うまいもの広場」

全国のご当地グルメ集合

前沢牛たま丼 米沢牛コロッケ 清水森ナンバ・グリーンカレー 横手やきそば

八戸せんべい汁会津ソースカツ丼仙台牛たん焼いわいどりもも唐揚げ

いわいどりのもも唐揚げを試食される達増岩手県知事

2．地下２階 ホールＥ 「ビジネスエリア」、ガラス棟4階 「バイヤー大商談会」



ふるさと「にっぽん」観光エリア

社会関連エリア／特別展示

産学官金連携：大学生の記者体験　―東京新聞―

　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・九州地方をはじめ
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。

　被災地や障がい者支援といった各地域で行われている社会
貢献活動や当金庫も関連する自然エネルギー推進などのさまざ
まな取組みについて、各ブースやパネル展示でご紹介しました。

熊本地震パネル展示コーナー

ひまわり信金による「フリーズドライご飯」の展示コーナーには、畠福島
県副知事やなすびさんも

エネルギー問題を扱う『日本と再
生』などを上映したミニシアター

試飲も楽しめる
「いわきワイナリー」コーナー

「モガミの町火消し達」
写真展示

「大谷こども未来基金」
応援コーナー

　今年も、東京新聞の全面的なご協力のもと、当金庫と提携し
ている千葉商科大学・昭和女子大学の学生計19名が出展企業

インタビュー・撮影など取材中 記者用のPCで記事作成、校正を重ねて… 

完成！

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
事の作成を体験しました。

3．地下1階 ロビーギャラリー



イベントステージプログラムイベントステージプログラム 地下2F／イベントステージ

8月22日（火） 8月23日（水）

開会式

「興こし酒プロジェクト」
〈出演〉達増拓也岩手県知事、村井嘉浩宮城県知事、畠利行福島県副知事、
小野泰輔熊本県副知事、2017ミス日本酒　〈司会〉唐橋ユミ

「ふくしま産業賞」PRイベント
〈出演〉福島民報社　〈司会〉唐橋ユミ

福島県会津若松市観光PRステージ
～東山温泉芸妓さんによる踊り～
〈出演〉東山温泉芸妓　〈司会〉唐橋ユミ

石川県観光PRステージ
〈出演〉ひゃくまんさん

ラグビーワールドカップ2019みんなで応援！大きく声援！
〈出演〉村上晃一、田中美里

山形県新庄・最上観光ＰＲステージ
〈出演〉テツandトモ、新庄市地域おこし協力隊

和み、和らぐ。 和歌山からはじまる旅。
〈出演〉岡本玲、きのくにフレンズ、わかぱん

奈良県橿原市観光PRステージ
〈出演〉吉木誉絵、橿原市観光親善大使ささら姫、ささらちゃん

宮城県PRステージ
〈出演〉マギー審司

熊本県観光並びに2019女子ハンドボール世界選手権大会
PRステージ
〈出演〉くまモン

日本を明るく元気に！chay弾き語りミニライブ
〈出演〉chay

福島県いわき市観光PRステージ
～いわきワイナリーについて～
〈出演〉清水敏男いわき市長

佐賀県 嬉野温泉 芸者の舞踏
〈出演〉嬉野温泉芸妓

これからの目黒区について
〈出演〉青木英二目黒区長

ドリームプラン  プレゼンテーション
in 2017“よい仕事おこし”フェア
〈司会〉辰島佳寿美

15:30～15:50

新潟県三条市「燕三条  工場の祭典で地場産業が変わる」
〈出演〉國定勇人三条市長、第５回「燕三条　工場の祭典」実行委員長

「2020年に向けた世田谷のまちなか観光と地方創生」
〈出演〉保坂展人世田谷区長

福島県復興応援PRステージ
～ふるさと福島への想いと願い・なすびなりの応援の形～
〈出演〉なすび

茨城県観光PRステージ
〈出演〉磯山さやか

「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？～」
〈出演〉財務省　関東財務局　東京財務事務所

「Jリーグがつくる活力」
〈出演〉都並敏史

岐阜県養老町、養老改元1300年祭について
〈出演〉鈴木ちなみ、大橋孝養老町長、スマイルげんちゃん

群馬県渋川市「伊香保芸妓 湯の香の集い」
〈出演〉渋川伊香保温泉観光協会長、伊香保芸妓、
ぐんまちゃん、いしだんくん

「2020・そして未来へテイクオフ」／大田区
〈出演〉松原忠義大田区長、はねぴょん

「わ！しながわ  品川区シティプロモーション」
〈出演〉濱野健品川区長、不動麗子

栃木県宇都宮市
「カクテルで愉快だ うつのみや ～餃子だけじゃないよ！～」
〈出演〉うつのみや親善大使、宇都宮カクテル倶楽部代表、ミヤリ－

グランドフィナーレ

9:30～

10:05～10:35

10:40～11:00

11:05～11:25

11:30～11:50

12:00～12:20

12:30～12:50

13:00～13:20

13:30～13:50

14:00～14:20

14:30～14:50

15:00～15:20

15:30～15:50

16:00～16:20

16:30～16:50

17:00～17:50

10:05～10:25

10:30～10:50

11:00～11:20

11:30～11:50

12:00～12:20

12:30～12:50

13:00～13:20

13:30～13:50

14:00～14:20

14:30～14:50

15:00～15:20

　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、『興こし酒プロジェクト』のご紹介をはじめ、全国各
地の県・自治体観光PRイベントやご当地ゆるキャラのパフォー

マンス、ミニライブ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大いに盛り上げました。

４. 地下２階 ホールＥ内 特設イベントステージ



「興こし酒プロジェクト」

奈良県橿原市観光PR

ラグビーワールドカップ 2019

いわきワイナリーについて 福島県いわき市

東山温泉芸妓  福島県会津若松市

宮城県PR
マギー審司

山形県新庄・最上観光PR
テツandトモ 他

嬉野温泉芸妓  佐賀県

ひゃくまんさん（石川県） くまモン（熊本県） 伊香保芸妓のみなさんと
ぐんまちゃん、いしだんくん（群馬県）

ひごまる（熊本城）と
うながっぱ（岐阜県）

「ふくしま産業賞」PRイベント
福島民報社

和み、和らぐ。和歌山からはじまる旅。

chay 弾き語りミニライブ

これからの目黒区について



　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
金庫渡辺理事長より松原区長へ協賛金の
贈呈が行われました。
　韓国の平昌五輪開催まで半年を切りま
した！
　いよいよ、ものづくり大田の夢を乗せた
下町ボブスレーが海を越えて走り出します。

　ステージに登場した奈良時代の装束 、
華やかですね！
　お祭りでは
こうした歴史
装束を着て街
歩きもできる
とか。
  ぜひ行ってみ
てください！

平昌五輪へ！「下町ボブスレープロジェクト」に引続き協賛

ドリームプラン プレゼンテーション

福島県復興応援PR
なすび

「伊香保芸妓 湯の香の集い」群馬県渋川市

「Jリーグがつくる活力」
都並 敏史

「2020・そして未来へテイクオフ」 大田区

茨城県観光PR
磯山 さやか 他 

「わ！しながわ 品川区シティプロモーション」

養老改元 1300年祭について 岐阜県
鈴木 ちなみ 他

「2020 年に向けた世田谷の
まちなか観光と地方創生」

「金融トラブルに巻き込まれないで！」
東京財務事務所

「カクテルで愉快だ うつのみや」
栃木県

「燕三条 工場の祭典で地場産業が変わる」
新潟県三条市

４. 地下２階 ホールＥ内 特設イベントステージ



グランドフィナーレ

【最後に】
　今年も「2017 “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・運営など、本当にお疲れ様でした！

　毎年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

ムから日本へ、被災地へ元気を発信していくために取組んでく

ださった皆様の熱意の賜物です。全国を結んで生まれたたくさ

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。



■ 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

来年9月19日・20日も、
東京国際フォーラムでお会いしましょう!


