
信用金庫による地方創生！ 日本を明るく元気に！

「“よい仕事おこし”フェア実行委員会」事務局
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　去る９月１９日（水）、２０日（木）の２日間にわたり、通算７回目、東京国際

フォーラムでは６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、４７都道府県から過去最多！ 

全信用金庫数の８割を超える212信用金庫にご協賛・ご出展いただくととも

に、ご来場者も最多の45,980人を数えました。日本全国の、信金、出展者、関

係者の皆様が心をひとつにし、企業と企業、人と人との絆を一層強く結びな

がら、また次回へとつながる “新しい出会い”が数多く生まれました。

　ご協力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 9／19・20

2018
“よい仕事おこし”フェア



平成30年 9月19日（水）10:00 ～18:00
 9月20日（木）10:00 ～16:00

〔平成30年9月18日（火）18:00 ～20:00（内覧会）〕

東京国際フォーラム（ホールＥ１・２／ロビーギャラリー／ホールＢ５／ガラス棟4階）
〒100-0005  東京都千代田区丸の内3-5-1  TEL：03-5221-9000

＂よい仕事おこし＂フェア実行委員会

アイオー信用金庫・愛知信用金庫・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・朝日信用
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・天草信用金庫・奄美大島信
用金庫・新井信用金庫・アルプス中央信用金庫・飯田信用金庫・飯塚信用金庫・石巻信用金庫・いちい信用金庫・
一関信用金庫・磐田信用金庫・上田信用金庫・羽後信用金庫・宇和島信用金庫・永和信用金庫・愛媛信用金庫・
遠州信用金庫・青梅信用金庫・大分信用金庫・大分みらい信用金庫・大垣西濃信用金庫・大川信用金庫・大阪
信用金庫・大阪厚生信用金庫・大阪シティ信用金庫・大阪商工信用金庫・大田原信用金庫・大牟田柳川信用
金庫・岡崎信用金庫・おかやま信用金庫・渡島信用金庫・帯広信用金庫・遠賀信用金庫・掛川信用金庫・鹿児
島信用金庫・柏崎信用金庫・かながわ信用金庫・金沢信用金庫・蒲郡信用金庫・亀有信用金庫・加茂信用金庫・
烏山信用金庫・唐津信用金庫・川口信用金庫・川崎信用金庫・北伊勢上野信用金庫・北おおさか信用金庫・北
上信用金庫・北群馬信用金庫・きのくに信用金庫・吉備信用金庫・岐阜信用金庫・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・熊本信用金庫・熊本中央信
用金庫・倉吉信用金庫・呉信用金庫・桑名信用金庫・気仙沼信用金庫・興産信用金庫・興能信用金庫・甲府信
用金庫・神戸信用金庫・郡山信用金庫・コザ信用金庫・湖東信用金庫・小松川信用金庫・西京信用金庫・埼玉
縣信用金庫・佐賀信用金庫・さがみ信用金庫・佐野信用金庫・さわやか信用金庫・佐原信用金庫・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・新発田信用金庫・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・上越信用金庫・湘南信用金庫・城南信用金庫・昭和
信用金庫・白河信用金庫・新宮信用金庫・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・瀬戸信用金庫・仙南信用金庫・高岡信用金庫・高崎信用金庫・高鍋信用金庫・高松
信用金庫・高山信用金庫・田川信用金庫・瀧野川信用金庫・たちばな信用金庫・館林信用金庫・館山信用金庫・
多摩信用金庫・玉島信用金庫・但陽信用金庫・筑後信用金庫・千葉信用金庫・中栄信用金庫・中南信用金庫・
中日信用金庫・銚子信用金庫・津山信用金庫・鶴岡信用金庫・敦賀信用金庫・鶴来信用金庫・東榮信用金庫・
東奥信用金庫・東京三協信用金庫・東京シティ信用金庫・東京東信用金庫・東京ベイ信用金庫・道南うみ街信
用金庫・東濃信用金庫・東予信用金庫・徳島信用金庫・栃木信用金庫・鳥取信用金庫・利根郡信用金庫・富山
信用金庫・豊川信用金庫・豊橋信用金庫・長岡信用金庫・長野信用金庫・長浜信用金庫・中兵庫信用金庫・奈
良信用金庫・奈良中央信用金庫・南郷信用金庫・新潟信用金庫・にいかわ信用金庫・西尾信用金庫・西中国信
用金庫・西兵庫信用金庫・日新信用金庫・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・八幡信用金庫・花巻信用金庫・浜松信用金庫・飯能信用金庫・尾西信用金庫・
日田信用金庫・日生信用金庫・備北信用金庫・ひまわり信用金庫・姫路信用金庫・兵庫信用金庫・枚方信用金
庫・平塚信用金庫・広島信用金庫・広島みどり信用金庫・福井信用金庫・福岡ひびき信用金庫・福島信用金庫・
富士信用金庫・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・宮崎都城信用金庫・村上信用金庫・盛岡信
用金庫・社の都信用金庫・焼津信用金庫・山形信用金庫・大和信用金庫・山梨信用金庫・結城信用金庫・横浜
信用金庫・米子信用金庫・米沢信用金庫　（以上、全国212金庫）

開催日時

会　　場

主　　催

協　　賛

「2018 “よい仕事おこし”フェア」 の概要
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展示商談

後　　援

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 
（10名）

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・北海道・青森県・岩手県・宮城県・
秋田県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・石川県・
福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・
鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・
大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県・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・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・関東信用金庫協会・信金中央金庫

開会式、地方創生の取組みPR、
観光PRなど

45,980名
 19日： 25,439名
 20日： 20,541名

2,469件

3,672件

復興大臣　吉野 正芳 様
東京都知事　小池 百合子 様
財務省関東財務局 局長　田中 琢二 様
経済産業省関東経済産業局 局長　角野 然生 様
財務省関東財務局東京財務事務所 所長　加藤 博紀 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　澁谷 哲一 様
一般社団法人東北地区信用金庫協会 副会長　浅沼　晃 様
一般社団法人関東信用金庫協会 会長　原　徹爾 様
信金中央金庫 理事長　柴田 弘之 様

出展小間 526ブース
●メイン展示会場（地下2階　展示ホール）
　①ビジネスエリア　266ブース
　②全国の物産品販売エリア　121ブース（東北・熊本をはじめ全国各地の特産品）
　③「東北応援！うまいもの広場」（ご当地飲食エリア）　9ブース（被災地をはじめとした東北企業）
　計396 ブース
●エントランス展示会場（地下1階　ロビーギャラリー）
　①ふるさと「にっぽん」観光エリア　63ブース（全国の県・観光協会等）
　②社会関連エリア　30ブース（行政・大学・海外等）　
　計93ブース
●バイヤー商談会場（ガラス棟　4階）
　バイヤー数　 37ブース（㈱三越伊勢丹、㈱東急ハンズ等）

【特別展示コーナー】
●東京都展示コーナー
●ふくしま産業賞展示コーナー
●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）
●経済産業省関東経済産業局展示コーナー
●財務省関東財務局東京財務事務所展示コーナー
●いわきワイナリーの歩み展示コーナー
●フコク生命オリジナルキティ展示コーナー
●西日本豪雨を伝える紙面展示コーナー
●信用金庫の絆で集結する全国の銘酒展示コーナー
●お米で結ぶ全国の米袋デザイン展
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９時３０分からホールＢ棟５階ステージで行われた開会式で
は、フェア実行委員会を代表して東北地区信用金庫協会副会長
および盛岡信用金庫理事長である浅沼晃様、来賓を代表して吉
野正芳復興大臣、小池百合子東京都知事からご挨拶をいただき
ました。

浅沼副会長は、「平成２４年に東日本大震災からの復興支援
を前面に打ち出して東京ドームで開催した本フェアも、７回目を
数えます。震災から７年半が経過した今も復興道半ばの東北地
方のみならず、全国各地で災害が頻発し、地方の人口流出・過疎
化も加速している暗いムードを払拭するかのように、今年は526
ブースのご出展、過去最多212 にのぼる信用金庫からご協賛い
ただくことができました。規模の拡大に伴って、今回からフェア
実行委員会を立ち上げ、９信金協力のもと運営を行いました。特
別企画『地域連携プロジェクト』で造った日本酒『絆舞』や全国
４７都道府県のお米をブレンドして握ったおむすび、『心の寄せ
鍋』も、今この会場でしか味わえない逸品です。ぜひたくさんの
皆様にご賞味いただき、結んだ絆の強さを感じてもらいたい」と
挨拶されました。

また、吉野復興大臣も、西日本豪雨や北海道胆振東部地震
など今年相次いだ全国の災害に言及し、「東北をはじめとする被
災地の『産業・生業の再生』に向け、復興庁ではグループ・企業
補助金や復興特区税制、大手企業等が技術や販路拡大支援と
いった経営資源を提供して “地域復興マッチング”を進める『結

（ゆい）の場』を中心に、さまざまな取組みを続けています。信用
金庫の皆様のネットワークを通じてこうした仕組みを全国の中
小企業へ広め、地域経済のさらなる活性化を促進していただき
たいですし、今日の会場で日本各地の魅力を体感してほしい」と
述べられました。

小池都知事は「災害の多発している今だからこそ、“苦しいと
きはお互いに助け合おう”と協力されている全国の信金ネット
ワークが素晴らしいですね。東京都でも被災地へ職員を派遣し
たり『液体ミルク』の導入を決定したり、色々な支援を進めてい

ます。2020 年東京オリンピック
もご承知のように “復興五輪”
として、中小企業のビジネスチャ
ンスなど復興のさらに “先”を見
据え、一層の発展に結びつけた
いと思っております。最後に、こ
のフェアがお米など４７都道府
県の産物を活かしたプロジェク
トの文字通り、絆を確かめる実
り多い催しとなりますよう祈念いたします」と、官公庁・金融機関・
民間企業一体となった本フェアの “絆”を強調されました。

● 吉野復興大臣、小池都知事から御来賓挨拶

9／19  開会式  （ホールＢ棟 ５階ステージ）

浅沼 東北地区信用金庫協会副会長 吉野復興大臣

小池東京都知事

司会の唐橋ユミさん（左）、
信用金庫の新イメージキャラクターに
就任された咲坂実杏さん

1
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鍋1杯500円＆
おむすび1個150円
田村様曰く「確かな絆を表
した煮崩れない具材を厳
選」したこだわりの１杯。具
沢山で温かく、おむすびと
も相性◎！

 「興こし酒プロジェクト～第２章～」に後援・協力いただいた信用金庫・酒造をはじめとす
る関係者の皆様や咲坂さんも加わり、開会式ステージで「絆舞」の鏡開きを行いました。

■「心の寄せ鍋」プロジェクト■
全国の被災各地から取り寄せた食材でつ
くる鍋料理！
レシピは、ＮＨＫ「今日の料理」でもおなじみ！日本料理「つ
きぢ田村」三代目田村隆様監修。

■「絆のおむすび」プロジェクト■
全国47都道府県で収穫されたお米をブレン
ドして、炊いたごはんを「おむすび」に！
お米以外も、有明産一番刈り焼海苔や能登の浜塩、北海道
産明太子や鮭、紀州の梅干しなど、各地の特産物がぎゅっと。

■「興こし酒プロジェクト」～第２章～■
全国47都道府県産のお米をブレンドして醸
造された、オールジャパンの新たな純米大
吟醸「絆舞」（きずなまい）！飲めば思わず
舞い踊りたくなるような旨いお酒にという願いと、「米」（ま
い）の音を掛けて命名され、まさに【お米の絆】を表現した
お酒です。昨年の「興こし酒プロジェクト」で「絆結」を造っ
た曙酒造（福島県河沼郡会津坂下町）が、今年も【地域連
携】【被災地復興支援】の想いをこめた日本酒造りを手がけ
ました。

● 「絆舞」鏡開き

　地域連携プロジェクト

～心を寄せ合い、絆を結び、未来を興こす～

寄せ鍋、おむすび、絆舞・
絆結を販売する特設ブー
スも盛況！

「絆舞」仕込みの様子など、プロジェクト
の経過を開会式でご紹介

「絆舞」１本2,200円
大好評で13,000本完
売！１本につき100円
を被災地へ寄付
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地下２階ホールＥの各ブースで
は、２６６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”

ビジネスエリア  （地下２階 ホールＥ） ／ バイヤー大商談会  （ガラス棟4階）2
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出展者・来場者からの声

▶ 職員の方が間に入って、同じ信用金庫のお取引先をご紹
介くださるなど結果としてたくさんの商談につながりました。
今年で３回目の出展ですが、出展するたびに営業担当のスキ
ルが向上するので、フェアは従業員育成のよい機会にもなっ
ています。　【出展者：製造】
▶ 当フェアで久しく取引がストップしていた事業先と面談で
き、今後の売上につながりそう。　【出展者：基板実装】
▶ デジタルと私たち印刷業とのコラボレーションができそ
うな案件をいただきました。また、同業種の方 と々の交流もで
きました。　【出展者：印刷】
▶ 金庫の担当者によるマッチングが非常に有効でよかった。
サンプルのテスト施工を約束し、サンプル提供も行った。　

【出展者：建設】
▶ 同じエリアに出展されている事業者様と連携できる可能
性がたくさんありました。次回はもっと社内の参加人数を増
やして出展させていただきたいと思います。　【出展者：塗料】
▶ 初めて異業種の多い展示会に参加しましたが、同業者以
外にも、来場されていた一般の消費者の方のご意見や要望な
どを聞くことができる貴重な機会となりました。また、担当い
ただいた方のサポートが徹底しており、大変助かりました。　

【出展者：美容・化粧品販売】
▶ フェアに参加されていた有名料亭が弊社の特産品をご使
用くださるということで、商談が成立した。　【出展者：土木・
農業】
▶ 地域の名店などは、規模が小さくなかなか見つけることが
困難なので、信用金庫のネットワークは素晴らしいといつも
感じています。今回はその中の数社ととても中身の濃い商談
ができました。今後開催される商談会にも積極的に参加させ
ていただきたいと考えています。　【バイヤー：ＷＥＢ関連】
▶ ３日間、大変お世話になりました。弊金庫からは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の機会となり
ました。弊金庫としてもお客様の喜ぶ姿を見ることができま
して大変感謝申し上げます。今後とも引続きよろしくお願い
いたします。　【協賛信用金庫】
▶ 色々なアイデア製品・日本各地の珍しい食材が並んでい
て、会場を回っているだけで面白かったです。全国200以上と
いう信用金庫のネットワークを実感しました。　【一般来場
者】
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今 年 も、ビ ジ ネ ス
エリア入口のインフォ
メーション横に、例年
ご好評いただいている

「マッチング相談カウ
ンター」を設置。

 「 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や業種
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。

 「地域連携プロジェクト」で用意された “絆のおむすび”や “心の寄せ鍋”のほか、今年も「東北応援！うまいもの広場」には東北各
県から自慢のご当地グルメが並んで大盛況！仙台牛たん焼きや盛岡冷麺など完売が続出し、物産品エリアで購入されたドリンクやス
イーツも一緒に広げてランチタイムを過ごす入場者や商談の合間に休憩をとる出展者の皆様で終始賑わっていました。

日本各地を結び広がっていく信用金庫のネットワーク、度重なる災害にも負けない “絆”の強さを、全国のおいしい食材を味わいな
がら皆様に体感していただくことができたのではないでしょうか。

マッチング相談カウンター

「全国の物産品販売エリア」／「東北応援！うまいもの広場」

ビジネスエリア  （地下２階 ホールＥ） ／ バイヤー大商談会  （ガラス棟4階）2
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ふるさと「にっぽん」観光エリア

社会関連エリア／特別展示

　信用金庫のネットワークを活かした「地
方創生」をテーマに掲げ、東北・九州地方
をはじめとする日本各地から行政機関や
観光関連団体などが集まり、来場の方々
に地域の魅力をアピールしました。

地下１階・地下２階の各所に、特別展示コーナーが設置されました。
今年頻発した地震・豪雨など各地の災害報道紙面や障がい者支援・東京五輪を中心とし

たスポーツ振興といった各地域で行われている社会貢献活動、ソーラーシェアリングをはじ
めと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ご紹介しました。

北海道胆振東部地震など、
今年相次いだ災害を報道
する各地の新聞紙面を展
示。各地域への支援寄付金
受付や応援メッセージボー
ドも設置しました。

「大谷こども未来基金応援コーナー」

「ふくしま産業賞
展示コーナー」

色々なワインの試
飲が楽しめる「い
わきワイナリー
の歩み展示コー
ナー」も好評！

「信用金庫の絆で集結する
全国の銘酒展示コーナー」

毎年フェアの動画配信を担当してい
るOurPlanet-TVのインタビューに
答える城南信用金庫の渡辺理事長。
銘酒コーナーで福島・兵庫など全国
から集まったおいしい日本酒をご紹
介しつつ、信用金庫を通じて日本全
国の絆を一層深める「地域連携プロ
ジェクト」といった今回のフェアの注
目ポイントについてご説明しました。

「フコク生命オ
リジナルキティ
展示コーナー」
も人気の撮影ス
ポット。

ロビーギャラリー  （地下1階） 3
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地下２階ホールＥ内の特設ステージでは、「地方創生」をテー
マに全国各地の県・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さらに盛り
上げました。また、ホールＢ５では、被災地復興支援をめざした
チャリティーステージを展開しました。

イベントステージ4
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【和み、和らぐ、和歌山からはじまる旅】 【伊豆稲取温泉観光PR】 【おいでませ山口へ】

【奈良県観光PR】

【心の寄せ鍋プロジェクト】 【「海のかしわざき」いまがあそびどき！】 【私の好きな広島県の魅力】

【大垣市制100周年PR】 【兵庫県観光PR】

【カルミナ・クインテットLIVE】 【巡LIVE】 【スパリゾートハワイアンズ　　　　
　　　　ダンシングチーム特別公演】

【岩手県県観光ＰＲ】わんこそば大会

小泉純一郎
元首相も、
サプライズで
応援に！

協賛信用金庫の役員も
参加して、大盛況！

全国
のご

当地

ゆるキ
ャラた

ちも、

出演者の方々が
募金の呼びかけにも
ご協力くださいました★

賑やか
にフェ

アを

盛り上
げて

くれま
した！
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「絆結」「絆舞」販売寄付金

被災地支援寄付金 応援メッセージボード

９月２０日（木）１５時３０分から、地下２階ホールＥ内特設イベントステージでグランドフィナーレが盛大に行われました！

 「絆結」「絆舞」の売上金から被災各県へ、また、今年災害に見舞われた各地方への寄付金目録、応援メッセージボードが贈呈され、

スパリゾートハワイアンズのダンサーのみなさんやくまモン、詰めかけた観客のみなさんも一緒に、これからも日本を元気にしていこ

う！と勝どきを上げ、フェアは無事に閉幕しました。

9／20  グランドフィナーレ  （地下２階ホールＥ内特設イベントステージ）5



今年も、「2018 “よい仕事おこし” フェア」本当にお疲れ様でした！
毎年こうしてフェアを継続・発展させ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

の皆様、東京国際フォーラムから日本全国へ、被災地へ元気を発信していくために、準備・運営などさまざま
な場面で支えてくださったみなさんの熱意と努力の賜物です。各地域をつなぎ育ててきたたくさんの “絆” と “笑
顔” を再確認することができた 2 日間でした。

改めて、みなさんのご協力ありがとうございました。

あ　と　が　き



■ 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10月7日・8日も、
東京国際フォーラムでお会いしましょう !

2018
“よい仕事おこし”フェア

東京国際フォーラム

「絆のおむすび

プロジェクト

東北・熊本応援特別企画

物産品の展示即売

「興こし酒」   

   プロジェクト

「心の寄せ鍋」

プロジェクト


