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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・
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京信用金庫・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・東春信用金庫・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・砺波信用金庫・
利根郡信用金庫・苫小牧信用金庫・富山信用金庫・豊川信用金庫・豊田信用金庫・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・日本海信用金庫・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・浜松いわた信用金庫・播州信用金庫・飯能信用金庫・東山口信用金庫・尾西信用金庫・備前
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・氷見伏木信用金庫・姫路信用金庫・
兵庫信用金庫・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・北星信用金庫・北陸信用金庫・松本信用金庫・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・
目黒信用金庫・盛岡信用金庫・杜の都信用金庫・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　（全国229金庫）

開催日時

会　　場

主　　催

協　　賛

1 「2019 “よい仕事おこし”フェア」 概要
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展示商談

後援・協力

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 
（16名）

内閣府・環境省・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・中小企業基盤整備機構・
東京商工会議所・東北六県商工会議所連合会・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・宮古市・石巻市・気仙沼市・東松島市・鶴岡市・新庄市・福島市・いわき市・南相馬市・西会津町・会津
坂下町・会津美里町・飯舘村・渋川市・一宮町・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・杉並区・横浜市・川崎市・相
模原市・三条市・柏崎市・高岡市・大垣市・下呂市・牧之原市・森町・橿原市・桜井市・新庄村・下関市・宇部市・
長門市・新居浜市・うきは市・諫早市・熊本市・人吉市・上天草市・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・信金中央金庫・中日新聞社・福島民報社

開会式、地方創生の取組みPR、
観光PRなど

47,620名
 7日： 26,538名
 8日： 21,082名

1,821件

4,134件

復興大臣 田中　和德 様
東京都知事 小池　百合子 様
金融庁長官 遠藤　俊英 様
環境事務次官 鎌形　浩史 様
衆議院議員 元復興大臣 吉野　正芳 様
福島県副知事 井出　孝利 様
いわき市長 清水　敏男 様
会津坂下町長 齋藤　文英 様
飯舘村長 菅野　典雄 様
目黒区長 青木　英二 様
新庄村長 小倉　博俊 様
宇部市長 久保田　后子 様
財務省関東財務局長 北村　 信 様
経済産業省関東経済産業局長 角野　然生 様
関東財務局東京財務事務所長 井上　 浩 様
日本銀行金融機構局審議役 菅野　浩之 様

出展小間 521ブース
●メイン展示会場（地下2階　展示ホール）：計395ブース
　①ビジネスエリア 265ブース
　②物産品販売エリア 123ブース（東北・熊本をはじめ全国各地の特産品）
　③飲食店エリア 7ブース（全国のおいしいもの、ご当地グルメ）
●エントランス展示会場（地下1階　ロビーギャラリー）：計99ブース
　①ご当地観光等ＰＲエリア 53ブース（全国の自治体・観光協会等）
　②社会関連エリア 46ブース（行政・大学・海外等）　
●バイヤー商談会場（ガラス棟　4階）
　バイヤー数 27ブース（㈱三越伊勢丹、㈱東急ハンズ等）

【特別展示コーナー】
東京都パネル展示／ふくしま産業賞／大谷こども未来基金（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／東京財務事務所／いわきワイナリーの歩み／「地域連携プロジェクト」展示・販売／環境省／地
域再生大賞／神奈川大学
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2 １０月７日　開会式 （ホールＢ棟 ５階ステージ）

● 田中復興大臣、小池都知事から御来賓挨拶
　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、２３信用金庫で運営するフェア実行委員会を代表して東北
地区信用金庫協会会長および福島信用金庫理事長である樋口
郁雄様、来賓を代表して田中和德復興大臣、小池百合子東京都
知事、遠藤俊英金融庁長官、鎌形浩史環境事務次官からご挨

拶をいただきました。

●「絆舞 令和」「絆咲」鏡開き
 「興こし酒プロジェクト～第３章～」に後援・協力いただいた

信用金庫・酒蔵をはじめとする関係者の皆様や信用金庫のイ

メージキャラクターを務める女優の咲坂実杏さんも加わって、

ステージ上で鏡開きを行い、フェアの幕が上がりました。

樋口東北地区信用金庫協会会長 田中復興大臣 小池東京都知事 遠藤金融庁長官 鎌形環境事務次官

開会式司会の矢島悠子さん、咲坂実杏さん（右）
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地域連携プロジェクト

『地域連携プロジェクト』
■「興こし酒プロジェクト～第3章～」■
　フェアのテーマでもある「被災地復興応援」「地域連携」を目的として、
2017年にスタートした「興こし酒プロジェクト」。
　岩手・宮城・福島・熊本の被災４県産のお米（ひとめぼれ）をブレンドして造った日本酒『絆結』（きゆ）は、今年で３年目の醸
造となりました。また、昨年、「興こし酒プロジェクト～第2章～」として、日本全国４７都道府県産のお米をブレンドした日本酒
『絆舞』（きずなまい）が大好評を博したため、『絆舞』の拡大版ともいうべき、全国４７都道府県から123地域のお米をブレン
ドして、『絆舞 令和』（きずなまい れいわ）が新たに誕生しました。今年も、福島県河沼郡会津坂下町の曙酒造が醸造を行い
ました。

■「焼酎」プロジェクト 『絆咲』■
 「興こし酒プロジェクト」のノウハウを活用し、被災８道県産のお米をブレンドして、熊本県人吉市の
深野酒造が復興・創生の想いを込めた球磨焼酎『絆咲』（きしょう）を造りました。
　パッケージに咲いたピンクの花弁８枚が、産地８道県を表しています。

■「スイーツコラボ」プロジェクト 『カステラ』『パウンドケーキ』■
 「興こし酒プロジェクト」の発展版として、原材料に絆舞令和の酒と酒粕を加えた『日本酒カステラ』と、小
麦を使用せずに絆舞令和の米粉を使用した『米粉で作ったカステラ』、さらに、焼酎絆咲を原料の一部に使
用したパウンドケーキ『絆咲の華』をつくりました。

プロジェクトの関連商品が並んだ
特設ブースも盛況

9/25に行われた新商品発表会

「わさび漬」山本食品(三島市)
「はべん」富山ねるもの
コーポレーション(高岡市)

「ぶり吟醸漬け」
葵食品(高岡市)

「絆舞 令和」、「絆咲」の醸造を手がけた曙酒造／深野酒造（右）のブース

三島信用金庫（静岡）と高岡信用金庫（富山）を「よい仕事おこしネットワーク」が結び、絆舞令和の酒粕を使用

「絆舞 令和」１本2,200円
「絆咲」　　 １本2,000円
売上１本につき100円を被災地へ寄付

「日本酒カステラ」
「絆咲の華」
スイーツならご家族皆で
召し上がれますね！芳醇
なお酒の薫りとしっとり
した生地が食べ応え◎

コ
ラ
ボ
商
品
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3 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」

▼出展する前は、初めてという不安もありましたが、担当者より丁寧な説
明をいただき、また、サポーター職員の手厚いフォローのおかげで楽しく
過ごせました。被災地支援を継続されている主催者の姿勢にも敬意を表
したいと思います。　【出展者：福祉】
▼マッチングに前向きな出展者が多く、異業種同士でも何かできないか
検討されていることを知り、視野がとても広がりました。信用金庫の取引
先という同じつながりで出展している安心感もあり、異業種の方でも安心
してお付き合いできる気がします。　【出展者：建築】
▼全国の信用金庫様の「絆」の強さを改めて感じるとともに、今回のフェ
アを取りまとめられた実行委員会の被災地復興への強い想いと細やかな
お心遣いに深く感動いたしました。私どもも、少しでもお客様のお役に立
てるよう努力してまいります。　【関係団体：金融】
▼ＯＥＭで小ロット対応可能な事業者との名刺交換ができ、今後の受注を
視野に交渉中です。また、新商品開発の展開を望める事業者とも今後コン
タクトをとっていく予定です。手厚いご支援をいただけて感謝しておりま
す。　【出展者：その他製造・小売】
▼初めて出展させていただき、普段では交流できない方 と々接することが
できて、大変貴重な機会となりました。他の自治体様、企業様のブースを
拝見し、よい刺激とアイデアをいただきました。 【出展者：後援自治体】
▼バイヤーとして全国を飛び回っていますが、この商談会に参加するたび
に、まだまだ自分の知らない魅力的な商品があることに驚きます。今回は
特に自社の特色を活かした商品が多いと感じられ、充実した商談を重ね
ることができました。　【バイヤー：百貨店】

出展者・参加者からの声

●多数の商談が成立！企業と企業との“新たな出会い”
　地下２階ホールＥの各ブースでは、265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ア

ピールし、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。

商談スペース

マッチング相談カウンター
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◆物産品販売エリア
◆全国のご当地グルメ「うまいもの広場」
　今回も、全国から自慢のご当地グルメが並んだ

「うまいもの広場」！仙台の牛たん焼きや横手やき

そばなど売切続出のフェア定番メニューはもちろん、

プロジェクトの特設ブースや物販エリアで購入され

たスイーツ・ドリンクも、ランチタイムを過ごす親子

連れのご来場者・商談の合間に休憩をとる出展者の

皆様で、終始大賑わいでした。

　各地のおいしい食材やすぐれた工芸品を通じ、日

本全国をつなぎ広がる信用金庫のネットワーク、繰

り返し襲う自然災害にも屈しない“絆”の確かさを、

皆様に実感いただけたのではないでしょうか。
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4 地下1階 ロビーギャラリー

◆全国ご当地ＰＲエリア
　信用金庫のネットワークを活かした「地

方創生」を掲げて、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

などが出展し、ご来場の方々に地域の魅力

をＰＲしました。

◆社会関連エリア・特別展示
　今回も、全国で頻発した台風などの災害報道紙面を掲示したり、障がい者支

援・東京五輪をはじめとしたスポーツ振興・大学など産学官民連携・自然エネル

ギー推進といったさまざまな社会貢献の取組みについて、特別展示コーナーを設

置して多角的にご紹介しました。

ふくしま産業賞

地域再生大賞 環境省

神奈川大学

いわきワイナリーの歩み
色々なワインを試飲できて、毎回人気！

台風１５号・１９号被害な
ど、相次いだ自然災害を報
道する新聞各紙を展示し、
各地域への応援メッセージ
ボードも設置。

被災地復興支援の募金も呼びかけ

今回のフェアも、ご当地
キャラのみんなが会場
のあちこちで盛り上げて
くれました～！
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イベントステージプログラム 10 ／ 7（月）・8（火）〔地下 2 階〕

5 イベントステージ

　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を

交えたパフォーマンス、アーティストのミニライブなど、４７都道府県から企業・団体が集結した本フェアを象徴するような多彩なイ

ベントが数多く行われました。

　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。

ステージプログラム 10 ／ 7（月）〔ホール B5〕
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5　イベントステージ

「地方創生プロジェクト」

つのだ☆ひろ

岐阜県

新潟県柏崎市

はなわ

“詐欺防止”警視庁

松木安太郎

【ふくしま産業賞】

【地域再生大賞】

奈良県橿原市

山形県新庄市

泉谷しげる

熊本県人吉市

愛媛県

宮城県

鳥取県

小泉純一郎元首相も、
サプライズ応援に！

『よい仕事おこしネットワーク』
パネルディスカッション

栃木県日光市

静岡県

和歌山県

岩手県

山口県宇部市

敬称略

ライブユニット喜多三

スパリゾートハワイアンズ
ダンシングチーム

千葉県

茨城県いわき市

10／7（月）

10／8（火）
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　１０月８日（火）１５時４０分から、グランドフィナーレが盛大に行われました！

　被災地復興支援のために募った募金やプロジェクト関連商品の売上の一部を合

わせた義援金を、東日本大震災で被災した福島県、九州北部豪雨で被害が発生した

佐賀県、台風15号および19号で被害が発生した千葉県に寄贈しました。

　また、地方創生・復興支援を応援しているご当地キャラのグランプリを決定する

「ご当地キャラグランプリ」では、グランプリに千葉県マスコットキャラクター「チー
バくん」、準グランプリに越後柏崎ＰＲキャラクター「えちゴン」が輝きました。

　最後に、スパリゾートハワイアンズのダンサーのみなさんや詰めかけた関係者、観

客のみなさんも全員で、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。

6 １０月８日  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）

「ご当地キャラグランプリ」表彰を受ける
チーバくん＆えちゴン

「絆舞 令和」の売上金などから、被災地支援寄付金を寄贈

10 11


