澁谷 多くの成功事
例が生まれていますが
群馬県のクリマの例で
は同社の「氷室豚」の
採用が活発です。豚肉

話では、「地方銀行フ
ードセレクション」が
地域出展企業の繁栄の
きっかけを提供してい
ることは間違いないで
すね。澁谷さんの目指
すものといまやってい
ることはまさに「天職」
です。銀行と企業を結
びつけ、銀行にバック
アップしてもらい、商
談が成立すれば、企業
が成長し、銀行に喜ば
れ、返済もできる。人
材育成にも取り組め
る。この循環型が最高
ではないですか。
澁谷 地方創生の究
極の姿は人材育成で

活を送っていました。
みずほ証券公開営業部
部長時代の 年 月、
妻ががんで亡くなり
人の子どもの子育てと
仕事を両立させるため
独立起業を決意。翌
年に 年にわたるキャ
リアを捨てリッキービ
ジネスソリューション
株式会社を設立しまし
た。ところが銀行時代
の知人に電話をかけて
も相手にしてもらえな
い。会ってくれても冷
遇される。「銀行を辞
めるときに何かトラブ
ルがあったのではない
か」と疑われたようで、
銀行のブランドを背負
っていたときには考え
られない惨めな体験を
しました。
セミナーやイベント
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の開催、企業の事業計
画書の作成など請け負
う中で、群馬銀行さん
から「 社東京に連れ
ていくのでバイヤーを
集めてほしい」と依頼
がありました。わたし
のビジネス哲学に「重
複の排除」があり、今
後、小規模の商談会に
多忙なバイヤーの方々
に度々足を運んでいた
だくのは申し訳ない。
何かよい方法はないか
と考えていたところ、
イトーヨーカ堂創業者
の伊藤雅俊名誉会長が
「澁谷君、地銀と親し
いのなら一緒に食の商
談会をやったらいいじ
ゃないか」とおっしゃ
った。
今野 それはいいア
ドバイスをいただきま
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今野 その後、規模
拡大にどのような取組
みをされたのですか。
澁谷 銀行には他の
業種にまねのできない
大きな強みがありま
す。企業の信用状況を
調べるには帝国データ
バンクや東京商工リサ
ーチなどを使うことが
多いのですが、銀行は
取引開始の際に企業の
決算書、納税申告書、
勘定明細、事業計画、
会社概要書といったた

くさんの書類を分析し
融資を判断する。何を
言いたいかというと、
メーンバンクは、お取
引先企業の財務内容と
経営内容、経営者の意
欲や考え方、経営理念
などすべてを把握して
いるのです。「地方銀
行 フ ー ド セ レ クショ
ン」の出展対象は地方
銀行のお取引さまで
す。伝統・歴史のある
老舗から観光関連事
業、人気のスイーツメ

まっている。その人た
ちがチャレンジすれば
間違いなく地域は活性
化に向かいますが、現
状は行政は行政、銀行
は銀行でとバラバラ。
これを合体することで
新しい動きが作れる。
これまで銀行と企業を
つなぎ、地方の食品メ
ーカーとバイヤーをつ
ないできた、今度は行
政と金融機関をつな
ぐ。自分の能力はそう
いう「つなぐ」ところ
にあ る よ う に 思 い ま
す。
いま県と連携した事
業が増え、区や市など

したね。
澁谷 ところが「商
談会で販路拡大のお手
伝いをしたからといっ
て、借入金や預金、外
為などの商売にどう結
び付くのか」「銀行法
の禁止条項に抵触しな
いか」と先々で断られ、
その数 行に。これ
が最後と八十二銀行、
静岡銀行にお願いし両
行の頭取からご承諾い
ただけた。七十七銀行、
千葉銀行、群馬銀行と
続き、 行
社の
出展が決定。 年 月
発案、 月に参加行決
定、 月 日の東京国
際フォーラム開催とそ
の間わずか ヵ月。相
談先で無謀といわれ続
けた事業ですが何とか
実現できました。

ーカー、地域ブランド
産品を生産する農家さ
んなど地域を代表する
企業や生産者が出展さ
れます。さらに、「や
る気のある社長さんを
連れてきてください」
とお願いしていること
もあって、成約率、バ
イヤーの皆さまの満足
度ともに高く、その評
価が規模拡大に一役買
っています。
他の展示会や商談会
との違いは地方銀行の

3

の自治体からもご相談
いただくようになっ
た。これできめ細やか
な「地方創生」が可能
になる。産業育成、
次産業化のお手伝いも
できると思います。
今野 地方銀行に、
第二地方銀行（「地方
創生『食の魅力』発見
商談会」主催）、県や
市町村の事業、農林水
産省の補助事業と意欲
的に取り組んでおられ
る。地方創生にこれほ
ど力を注ぐ情熱やエネ
ルギーはどこから湧い
てくるのでしょう。
澁谷 地図を見て育

強力なサポート。初日
の開会式に報道陣が詰
めかける理由は、全国
の地方銀行頭取と人気
のゆるキャラが勢ぞろ
いすることにありま
す。頭取自ら取引先企
業経営者の努力を感じ
ることで、この商談会
が銀行業にとって重要
な取組みと認識いただ
けるようになった。社
員研修の場として利用
する銀行も増加してい
ますし、経費削減の時
代に 人の行員を出張
させる思い入れの強さ
があってこそ出展企業
との信頼関係が醸成さ
れ、取引関係もさらに
深まります。企業ブー
スで担当行員が大きな
声で集客し、出展社と
一緒に商品のＰＲを懸
命に行った結果、取引
先の社長の対応が変わ
った、経理部全員が立
ち上がって「いらっし
ゃい」と歓迎してくれ
るようになったという
報告もあります。
「地方銀行フードセ
レクション」は 回、
回の節目に参加行
数、出展社数ともに伸
長し、今回、 月 ～
日の 日間、東京ビ
ッグサイト西ホールと
アトリウムで展開する
規模は過去最高の 行
参加、出展社は
社に迫る勢いです。事
前エントリー性の個別
商談会参加のバイヤー
の数が年々増えている
ことも出展社の意気込
みにつながっていま
す。
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共感と感謝の思い生まれる
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す。海があるとか川が
ある、おいしい食べ物
があるだけでは地域の
競争力は弱い。そこに
魅力的な人がいるから
行くといった新たな視
点が必要とされる時代
に突入しています。
「地域が盛り上がって
いるよ」と外に向けて
発信する人材を育て
る。そのためには活動
しやすい環境が必要で
す。そうした地域の変
革のお手伝いもしてい
きたい。もっと地方銀
行の可能性が引き出せ
るはずです。県庁や地
銀には優秀な人材が集
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「地方銀行フードセ
」
レクション
が 月 ～ 日、東京
ビッグサイト西ホール
で開催される。 回目
を迎えた今年は、地方
銀行 行中 行が参
加、出展社も
社
を超える勢いだ。この
「地方銀行フードセレ
クション」を企画、育
成してきたリッキービ
ジネスソリューション
代表取締役澁谷耕一氏
に、これまでの経緯と
躍進の背景、さらに地
方創生の今後の取組み
を聞いた。
（聞き手＝今野正義
日本食糧新聞社代表取
締役会長ＣＥＯ）

澁谷 わたしの前職
ですが、大学卒業後
年に日本興業銀
行に入行し、ニューヨ
ーク支店で日系営業、
米国投資・Ｍ＆Ａを担
当、その後、日本橋支
店、香港支店に勤務。
典型的な仕事人間の生

1

ち、地理学者への夢を
描いたこともありまし
た。実際には銀行マン
という人生を選んだ
が、思いがけず人生の
転機を迎え好きなこと
が仕事になった。そこ
に国が推進する地方創
生事業が追いついてき
た。先日有田焼の海外
輸出を本格化したい、
とのご相談を佐賀県知
事からいただいた。伝
統工芸品や民芸品など
に領域を広げ、これま
でにない新しい手法で
地域活性化に取り組み
たいと考えています。
（文責・山田由紀子）

地方銀行のネットワーク活用
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リッ キ ー ビ ジ ネ ス ソリ ュ ー シ ョ ン

た地方創生総合戦略に
よりさらにパワーアッ
プした感があります。
まさに「地方創生型展
示会」といえる同商談
会のこれまでを回顧し
ていただき、何が武器
になりここまで来れた
のかお話しください。
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は牛肉や鶏肉に比べ、
熟成が難しいといわれ
ていますが、クリマは
独自開発の「豚枝肉氷
温熟成技術」で甘くま
ろやかな味わいと軟ら
かな食感の熟成肉を生
み出しました。百貨店
バイヤーやホテル、レ
ストランシェフに認め
られ、三越伊勢丹百貨
店では増設ブースをつ
くり、週末販促を実施
するなど注力商品に採
用されています。
今野 これまでのお

循環型の地方創生は「天職」か
今野 商談の成果も
上がっていると思いま
す。出展者の成功事例
にどのようなものがあ
りますか。

全国有力

今野正義日本食糧
新聞社会長ＣＥＯ
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澁谷 耕一 代表取締役
今野 地方銀行のネ
ットワークを活用し地
域企業を応援する「地
方銀行フードセレクシ
ョン」の手法は、日本
を代表する地域活性化
のビジネスモデルとし
て高く評価され、
年に国が打ち出し
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