
「商工会青年部・女性部全国組織化 50周年記念式典」並びに 

「第 18回商工会青年部・女性部全国大会 福島大会」実施報告書 

 

全国商工会青年部連合会 

全国商工会女性部連合会 

福島県商工会青年部連合会 

福島県商工会女性部連合会 

 

１．名 称  商工会青年部・女性部全国組織化 50周年記念式典 

第 18回商工会青年部・女性部全国大会 福島大会 

 

２．期 日  平成 28年 11月 8日（火）、9日（水） 

 

３．会 場  ビッグパレットふくしま  【式典・全国大会・物産展等】 

ホテルハマツ  【交流会】 

         

４．スローガン  「想」・「創」・「奏」 

～ふるさとを想い、人を創り、未来を奏でる  

友よ ほんとうの空へ～ 

 

５．主 催  全国商工会青年部連合会・全国商工会女性部連合会 

         福島県商工会青年部連合会・福島県商工会女性部連合会 

 

６．後 援  中小企業庁、福島県、郡山市 

全国商工会連合会、福島県商工会連合会 

 

７．来 賓  松村 祥史  経済産業副大臣 

宮本 聡   中小企業庁長官  

内堀 雅雄  福島県知事 

杉山 純一  福島県議会議長 

品川 萬里  郡山市長 

田川 和幸  東北経済産業局長 

渡辺 猛之  参議院議員 

宮本 周司  参議院議員 

他【別添 1 来賓名簿のとおり】 

 

８．総参加人数  商工会青年部・女性部リーダー等 5,183名 

【別添 2 都道府県別参加者数のとおり】 

 

９．開 催 内 容 

（１）大会 



[第 1部：商工会青年部・女性部全国組織化 50周年記念式典] 

・オープニング（オープニング映像・挨拶） 

  ・オープニングステージ（郡山高等学校合唱部） 

  ・大会旗、47都道府県旗入場 

・開式の辞、物故者及び東日本大震災被災者追悼、国歌斉唱 

・式辞、内閣総理大臣お祝いメッセージ、来賓祝辞 

・表彰、被表彰者代表謝辞【参考資料：別添 7】 

・来賓紹介、閉式の辞 

 

  [第 2部：第 18回商工会青年部・女性部全国大会 福島大会（1日目）] 

  ・開会の辞、開会宣言、挨拶 

・主張発表 

〔女性部〕 

全国 6ブロック（東北・北海道、関東、中部、近畿、中国・四国、九州）

の代表者各１名が「女性部活動に参加して」または「女性部活動と地域振

興・まちづくり」をテーマに、女性部の活動を通じて得た活動事例を主体

として発表を行った。 

全国から参加した女性部員は、改めて女性部活動の意義を見つめ直すと

ともに、組織に対する帰属意識を高める有意義な大会となった。 

〔青年部〕 

全国 6ブロック（東北・北海道、関東、中部、近畿、中国・四国、九州）

の代表者各１名が「青年部活動に参加して」または「青年部活動と地域振

興・まちづくり」をテーマに、青年部の活動を通じて得た活動事例を主体

として発表を行った。 

全国から参加した青年部員は、地域リーダーとしての自覚と意識の高揚

をはじめ、若手経営者・後継者として資質向上に資することができ、改め

て青年部活動の意義を見つめ直すとともに、組織に対する帰属意識を高め

る有意義な大会となった。 

   【別添 3・4 平成 28年度主張発表大会結果のとおり】 

  ・閉会の辞 

 

[第 2部：第 18回商工会青年部・女性部全国大会 福島大会（2日目）] 

・開会の辞 

・プレゼンテーション 

テーマ：ふくしま VOICE～想・創・奏 次の 100年へ～  

プレゼンター：福島県商工会青年部連合会 副会長 押田洋平 

       福島県商工会青年部連合会 理事 佐藤健太 

福島県商工会女性部連合会 副会長 二瓶恵美子 

  想・創・奏の 3文字をキーワードに発表者３名がそれぞれ１文字ずつ 

使用し、震災から復興までの道のり、今後の展望を含め実体験を交え伝 

えた。 



・主張発表大会表彰 

天野審査委員長（福島大学うつくしまふくしま未来支援センター准教授）

より、主張発表大会について「非常にレベルの高い主張発表大会で、甲乙

つけ難かった」との講評をいただき、発表内容等にふれながら各発表者に

対してあたたかなコメントを添えていただいた。 

審査委員による厳正な採点と協議の結果、女性部は九州ブロック代表の

沖縄県・渡嘉敷村商工会女性部 国吉 佳奈子（くによし かなこ）氏が

最優秀賞に輝き、また、青年部は東北・北海道ブロック代表の宮城県・南

三陸商工会青年部 及川 善弥（おいかわ ぜんや）氏が最優秀賞に輝き、

表彰式が行われた。 

【参考資料：別添 5 平成 28年度主張発表大会審査委員】 

・次回開催地発表（青年部） 次年度開催地 沖縄県の PR 

・次回開催地発表（女性部） 次年度開催地 岐阜県の PR 

・閉会の辞 

 

[第 3部：第 18回商工会青年部・女性部全国大会 福島大会 青年部事業] 

 ・開会の挨拶、開会挨拶、青年部の歌、青年部宣言・誓いの言葉 

・表彰（部員増強運動）【参考資料：別添 8】 

・商人ネットワーク PR（10事業所） 

・青年部長会議（黙祷、熊本県青連会長お礼） 

・次期会長予定者発表（広島県商工会青年部連合会 会長 越智俊之） 

・大会旗引継ぎ、大団円、政策提言、閉会挨拶 

 

[東北・北海道ふくしま物産展 商人ネットワークブース 飲食ブース（いも 

煮の陣）］ 

屋内では、地域資源等を活用した特産品等をはじめ、東北・北海道及び福

島県内各地の特色を生かした心のこもった自慢の品が一堂に集められ、全国

からの大会参加者に販売・PRを行った。また、商人ネットワーク参加者も自

社の自慢の逸品の販売、技術等の PRに努め、全国からの大会参加者に販売・

PRを行いビジネスチャンスの創出を図れた。 

屋外では、県内の B 級グルメを中心に、地域色の強い食を中心に用意し、

全国からの大会参加者に販売・PRを行った。 

・出展事業所数及び売上 

東北・北海道ふくしま物産展 27ブース 売上 12,205,870 円 

（8日 6,923,472円、9日 5,282,398円） 

商人ネットワーク 10ブース 売上 898,440円 

（8日 639,380円、9日 259,060円） 

飲食ブース 14ブース 売上 2,999,950円 

（8日 2,045,550円、9日 954,400円） 

いも煮の陣 4ブース 売上 500,000円 

（8日 299枚、299,000円・9日 201枚、201,000円） 



 

【別添 6「東北・北海道ふくしま物産展、商人ネットワークブース、 

飲食ブース、いも煮の陣ブース」のとおり】 

 

  [観光 PRコーナー］ 

   のぼり、ポスター、パンフレット等により、福島県内の観光等の PRを図っ 

た。 

 

［献血運動］ 

 11月 9日実施 

協力者 参加青年部員 180名 

  

 

（２）交流会 

大会終了後に、大会参加者の交流・親睦を図るため、交流会を以下の通り開

催した。（8日女性部、9日青年部） 

 1日目 女性部（交流会参加者：1,164名） 

・開会挨拶、主催者挨拶、来賓祝辞、来賓紹介、祝電披露、鏡開き、乾杯 

  ・アトラクション 

    フラダンス    ハーラウ ラウラーナニ 

    ひょとこ踊り  郡山高柴デコ屋敷 

    踊り  会津磐梯山参加者総踊り 

  ・閉会挨拶 

 2日目 青年部（交流会参加者：約 1,800名） 

・開会挨拶、主催者挨拶、来賓祝辞、来賓紹介、祝電披露、鏡開き、乾杯 

  ・アトラクション 

    歌  小椋誠也 

    歌  ave＆デフロックターキー 

    太鼓  うねめ太鼓 

    歌・踊り  アイくるガールズ 

  ・閉会挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

商工会青年部・女性部全国組織化 50周年記念式典 来賓名簿 

 

 

【行政機関】 

経済産業副大臣 松村 祥史 様 

中小企業庁長官 宮本 聡 様 

福島県知事 内堀 雅雄 様 

福島県議会議議長 杉山 純一 様 

郡山市市長 品川 萬里 様 

東北経済産業局局長 田川 和幸 様 

参議院議員 渡辺 猛之 様 

参議院議員 宮本 周司 様 

中小企業庁経営支援部部長 高島 竜祐 様 

中小企業庁経営支援部小規模企業振興課課長 苗村 公嗣  様 

 

【商工会関係：全国】 

全国商工会連合会会長 石澤 義文 様 

全国商工会連合会専務理事 乾 敏一 様 

全国商工会壮青年部連合会会長 亀山 彰 様 

全国商工会青年部連合会相談役 宮本 博史 様 

全国商工会女性部連合会顧問 

(鹿児島県商工会女性部連合会会長) 
林 麗子 様 

全国商工会連合会常務理事 後藤 準 様 
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「商工会青年部・女性部全国組織化 50周年記念式典」 

「第 18回商工会青年部・女性部全国大会 福島大会 」都道府県別参加者数 
 

式典・全国大会 交流会 式典・全国大会 交流会

1 北海道 72 83 65

2 青森県 29 33 33

3 岩手県 50 38 1

4 宮城県 106 60 32

5 秋田県 54 30 30

6 山形県 105 130 26

7 福島県 473 219 1

8 茨城県 209 85 0

9 栃木県 36 31 0

10 群馬県 66 22 22

11 埼玉県 85 16 16

12 千葉県 104 74 0

13 東京都 54 112 109

14 神奈川県 70 30 30

15 新潟県 86 149 147

16 富山県 61 44 42

17 石川県 27 22 2

18 福井県 16 12 0

19 山梨県 24 32 22

20 長野県 39 45 20

21 岐阜県 61 46 44

22 静岡県 35 17 17

23 愛知県 113 39 0

24 三重県 31 23 23

25 滋賀県 45 54 1

26 京都府 41 74 0

27 大阪府 25 14 0

28 兵庫県 153 41 3

29 奈良県 31 36 36

30 和歌山県 17 29 1

31 鳥取県 18 15 15

32 島根県 20 41 41

33 岡山県 31 42 42

34 広島県 52 27 27

35 山口県 10 12 12

36 徳島県 29 17 17

37 香川県 18 21 21

38 愛媛県 31 41 41

39 高知県 12 27 0

40 福岡県 57 49 49

41 佐賀県 35 31 0

42 長崎県 29 25 0

43 熊本県 58 45 0

44 大分県 20 15 0

45 宮崎県 27 32 0

46 鹿児島県 26 89 89

47 沖縄県 133 90 87

合計 2924名 約1800名 2259名 1164名

5183名式典・大会参加者青年部・女性部合計

女性部
都道府県No.

青年部
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   平成 28年度 青年部主張発表大会 結果 

 

１．最優秀賞 1 名  

 テ ー マ：青年部活動と地域振興・まちづくり 

 サブテーマ：地域の笑顔は未来の種 

 所 属：東北・北海道ブロック代表 宮城県 

南三陸商工会青年部 及川 善弥（おいかわ ぜんや） 

 

２．優秀賞 1名 

テ ー マ：青年部活動と地域振興・まちづくり 

サブテーマ：～ジビエで人を呼び込め～  

 所 属：中国・四国ブロック代表 愛媛県 

しまなみ商工会青年部 渡邉 秀典（わたなべ ひでのり） 

 

３．優良賞 4名（発表順） 

テ  ー  マ：青年部活動に参加して 

 サブテーマ：青年部活動と地域振興・まちづくり 

 所 属：中部ブロック代表 岐阜県 

下呂商工会青年部 佐々木 さち（ささき さち） 

 

テ  ー  マ：青年部活動と地域振興・まちづくり 

 サブテーマ：ふるさとへの想いと私なりの地域振興 

 所 属：関東ブロック代表 新潟県 

吉川商工会青年部 矢澤 雄一郎（やざわ ゆういちろう） 

 

テ  ー  マ：青年部活動と地域振興・まちづくり 

 サブテーマ：まちの宝を掘り起こそう！！ 

 所 属：近畿ブロック代表 兵庫県 

豊岡市商工会青年部 谷垣 賢司（たにがき けんじ） 

 

テ  ー  マ：青年部活動に参加して 

 サブテーマ：大好き！その旨み 

 所 属：九州ブロック代表 福岡県 

粕屋町商工会青年部 石津 聖彦（いしづ きよひこ） 
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   平成 28年度 女性部主張発表大会 結果 

 

１．最優秀賞 1 名  

 テ ー マ：女性部活動と地域振興・まちづくり 

 サブテーマ：小さな島のものづくり・ひとづくり 

 所 属：九州ブロック代表 沖縄県 

渡嘉敷村商工会女性部 国吉 佳奈子（くによし かなこ） 

 

２．優秀賞 5名（発表順） 

テ ー マ：女性部活動に参加して 

サブテーマ：ＭＪＹプロジェクト 

 所 属：東北・北海道ブロック代表 山形県 

庄内町商工会女性部 渡部 伊君子（わたなべ いくこ） 

 

テ  ー  マ：女性部活動と地域振興・まちづくり 

 サブテーマ：～街を感動でいっぱいにしたい♡三方よしのブライダル事業～ 

 所 属：近畿ブロック代表 滋賀県 

日野町商工会女性部 森田 礼子（もりた れいこ） 

 

テ  ー  マ：女性部活動と地域振興・まちづくり 

 サブテーマ：もう一度 花嫁 

 所 属：関東ブロック代表 東京都 

羽村市商工会女性部 矢部 久子（やべ ひさこ） 

 

テ  ー  マ：女性部活動と地域振興・まちづくり 

 サブテーマ：（無し） 

 所 属：中国・四国ブロック代表 愛媛県 

久万高原町商工会女性部 中里 あゆみ（なかざと あゆみ） 

 

テ  ー  マ：女性部活動と地域振興・まちづくり 

 サブテーマ：女性パワーで魅力発信 

 所 属：中部ブロック代表 富山県 

富山市八尾山田商工会女性部 毛利 禮子（もうり れいこ） 
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平成 28年度 主張発表大会 審査委員 

 

審査委員長 天野 和彦 福島大学 うつくしまふくしま未来支援センター特任准教授 

審 査 委 員 高島 竜祐 中小企業庁経営支援部部長 

審 査 委 員 鎌田 喜之 株式会社福島民報社編集局次長 

審 査 委 員 丹野 孝典 株式会社福島民友新聞社郡山総支局次長・報道部長 

審 査 委 員  乾 敏一  全国商工会連合会専務理事 

オブザーバー 植村 和宣 全国商工会女性部連合会長 

オブザーバー 末武 栄子 全国商工会女性部連合会長 
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東北・北海道ふくしま物産展 

 

No. 商工会名 事業所名 出展品目 

1 伊達市商工会 伊達市商工会女性部 まんじゅう、マドレーヌ、他 

2 伊達市商工会 森藤食品工業株式会社 漬物各種 

3 伊達市商工会 福島紅葉漬株式会社 漬物各種 

4 あだたら商工会 株式会社ＧＮＳ ドライベジ五穀ご飯の素、他 

5 あだたら商工会 ふくしま農家の夢ワイン株式会社 ワイン各種 

6 桑折町商工会 株式会社鞄工作社いたがき バッグ各種、他 

7 保原町商工会 玉鈴醤油株式会社 ふりかけ、だし醤油、他 

8 富岡町商工会 おだがいさま工房 ショール、ハンカチ、他 

9 富岡町商工会 おだがいさま工房ＩＷＡＫＩ バッグ、衣類、他 

10 飯野町商工会 飯野町商工会女性部 ブローチ、人形、他 

11 鏡石町商工会 アトリエドア Tシャツ、パーカー、他 

12 鏡石町商工会 有限会社かぎや ぶどう氷 

13 石川町商工会 石川方部商工会広域連携協議会 りんごジュース、さるなしドリンク、他 

14 熱海町商工会 株式会社栄楽館ホテル華の湯 レトルトカレー 

15 鮫川村商工会 特産さめがわ合同会社 えごま油、えごまドレッシング、他 

16 鹿島商工会 株式会社菅野漬物食品 みそ漬け各種 

17 好間町商工会 株式会社クラフト夢現 コースター、他 

18 好間町商工会 有限会社長久保食品 漬物各種、缶詰、他 

19 四倉町商工会 食処くさの根株式会社 さんまと野菜のハンバーグ、他 

20 福島県商工会連合会 福島県観光物産館 日本酒各種 

21 只見町商工会 ヤマサ商店 ゆべし各種、みそ各種、他 

22 会津坂下町商工会 株式会社太郎庵 会津の天神さま、他 

23 南会津町商工会 田島万古焼 勝三窯 急須、湯飲み、他 

24 岩手県商工会連合会 雫石商工会 拭漆 

25 岩手県商工会連合会 矢巾町商工会  南部煎餅、盛岡冷麺、他 

26 岩手県商工会連合会 矢巾町商工会 南部煎餅、盛岡冷麺、他 

27 青森県商工会連合会 青森県商工会連合会 かりんとう、ジュース、他 

 

商人ネットワーク 

 

No. 商工会名 事業所名 出展品目 

1 香川県・三豊市商工会青年部 有限会社たなか 出汁 

2 広島県・尾道しまなみ商工会青年部 島ごころＳＥＴＯＤＡ レモンケーキ、アロマオイル、他 

3 香川県・小豆島町商工会青年部 フラワーショップ瑞香 オリーブの苗木 

4 茨城県・つくば市商工会青年部 有限会社清和製作所 金属加工品 ※販売無し 

5 岩手県・陸前高田商工会青年部 菅久菓子店 マドレーヌ 
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6 茨城県・土浦市新治商工会青年部 常磐商店 白魚、わかさぎ、海老 

7 福島県・矢祭町商工会青年部 アートポップマシコ -雫屋- ステッカー、キーホルダー、他 ※販売無し 

8 兵庫県・宍粟市商工会青年部 株式会社伊藤拡播社 LED アクリルボード使用製品 ※販売無し 

9 兵庫県・新温泉町商工会青年部 黒左技 漆喰 PR ※販売無し 

10 愛知県・日進市商工会青年部 ＩＴサポートセンタータッチ パソコン保守 

 

飲食ブース 

 

No. 商工会名 事業所名 出展品目 

1 会津地区商工会青年部連絡協議会 会津地区商工会青年部連絡協議会 会津地鶏ラーメン塩白湯 

2 いわき地区商工会青年部連絡協議会 いわき地区商工会青年部連絡協議会 さんまの蒲焼重 

3 相双地区商工会青年部連絡協議会 相双地区商工会青年部連絡協議会 なみえ焼そば 

4 県北地区商工会青年部連絡協議会 県北地区商工会青年部連絡協議会 伊達鶏からあげ 

5 県北地区商工会青年部連絡協議会 県北地区商工会青年部連絡協議会 川俣シャモメンチ 

6 県北地区商工会青年部連絡協議会 県北地区商工会青年部連絡協議会 黒毛和牛串 

7 県北地区商工会青年部連絡協議会 県北地区商工会青年部連絡協議会 野草樹麗茶・磐梯豆 

8 県北地区商工会青年部連絡協議会 県北地区商工会青年部連絡協議会 ほばらもんもバーガー 

9 県中地区商工会青年部連絡協議会 県中地区商工会青年部連絡協議会 キャベツ餅スティック 

10 県南地区商工会青年部連絡協議会 県南地区商工会青年部連絡協議会 聖丼（ひじりどん） 

11 県南地区商工会青年部連絡協議会 県南地区商工会青年部連絡協議会 お茶と和菓子 

12 県中地区商工会青年部連絡協議会 県中地区商工会青年部連絡協議会 コーヒーと洋菓子 

13 県中地区商工会青年部連絡協議会 県中地区商工会青年部連絡協議会 濃厚なプリン 

14 県北地区商工会青年部連絡協議会 県北地区商工会青年部連絡協議会 さばみそ煮バーガー 

 

いも煮の陣 

 

1 福島県・伊達市商工会青年部 伊達市商工会青年部 いも煮 

2 秋田県・東成瀬村商工会青年部 東成瀬村商工会青年部 いも煮 

3 宮城県・栗原ブロック商工会青年部連絡協議会 栗原ブロック商工会青年部連絡協議会 いも煮 

4 山形県・もがみ南部商工会青年部 もがみ南部商工会青年部 いも煮 

 

 



商工会青年部・女性部全国組織化 50周年式典 被表彰代表者 

 

 

中小企業庁長官表彰 

【団体】 野洲市商工会女性部（滋賀県） 

【個人】 入善町商工会青年部（富山県）中瀬 淳哉 ※表彰者代表謝辞 

 

全国連会長表彰 

【団体】 あただら商工会青年部（福島県） 

【個人】 愛南町商工会女性部（愛媛県）土居 美幸 

 

 

全青連会長表彰 

【団体】 豊岡市商工会青年部（兵庫県） 

【個人】 御船町商工会青年部（熊本県）吉田 忠敬 

 

全女性連会長表彰 

【団体】 富士市商工会女性部（静岡県） 

【個人】 小坂町商工会女性部（岐阜県）中谷 敬子 
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第 18回商工会青年部・女性部全国大会（福島大会）青年部 部員増強運動受賞者 

 
1. 部員数増加数 

       

  
(1)商工会青年部連合会 (2) 商工会青年部 

  

  
順位 都道府県 増員数 

 
順位 都道府県 商工会 増員数   

  
1 新潟県 156 

 
1 茨城県 取手市 31   

  
2 茨城県 131 

 
2 千葉県 富里市 18   

  
3 愛知県 79 

 
〃 新潟県 栄 18   

           

 
2. 新規加入部員数 

      

  
(1) 商工会青年部連合会 (2) 商工会青年部 

  

  
順位 都道府県 増員数 

 
順位 都道府県 商工会 増員数   

  
1 新潟県 179 

 
1 茨城県 取手市 40   

  
2 茨城県 159 

 
2 千葉県 富里市 19   

  
3 愛知県 118 

 
3 新潟県 栄 18   

           

 
3. 部員増加比率 

       

  
(1) 商工会青年部連合会 (2) 商工会青年部 

  

  
順位 都道府県 増加比率 

 
順位 都道府県 商工会 増員数   

  
1 鳥取県 110% 

 
1 山口県 熊毛町 233%   

  
2 新潟県 109% 

 
2 新潟県 山古志 213%   

  
3 茨城県 107% 

 
3 新潟県 三川 200%   

      
〃 新潟県 栄 200% 

 

           

 
4. 女性部員新規加入数 

      

  
(1) 商工会青年部連合会 (2) 商工会青年部 

  

  
順位 都道府県 増員数 

 
順位 都道府県 商工会 増員数   

  
1 埼玉県 22 

 
1 千葉県 富里市 4   

  
2 広島県 13 

 
〃 三重県 みえ熊野古道 4   

  
3 長野県 6 

 
        

 

  
〃 兵庫県 6 

      

  
〃 宮崎県 6 

      

           

 
5. 若手部員新規加入数 

      

  
(1) 商工会青年部連合会 (2) 商工会青年部 

  

  
順位 都道府県 増員数 

 
順位 都道府県 商工会 増員数   

  
1 新潟県 37 

 
1 福岡県 久留米南部 6   

  
2 北海道 28 

 
2 山形県 東根市 5   

  
3 福岡県 25 

 
〃 長崎県 雲仙市 5   
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