
自治体アンテナショップ　研修・視察等実績一覧　　　　　　　地域活性化センター　２０２１．８．２更新

開催日時 ２００９年（H２１）１０月３０日
【研修会場】有楽町・ふるさと情報プラザ
【視察】ぐんまちゃんち（群馬県）、銀座熊本館（熊本県）、かごしま遊楽館（鹿児島県）

1 テーマ 農村女性起業とアンテナショップ

海外
依頼団体

（社）農山漁村女性・生活活動支援協会（ＪＩＣＡ委託事業）、日本国際協力センター、日本汎太平洋東南アジア婦人協会
研修員（バヌアツ、 レソト、 ナイジェリア、 スワジランド、 ウガンダ、 アンゴラ、 ブルキナファソ、 ブルンジ、 ニジェール）

研修者人数 １２名
開催日時 ２０１０年（H２２）６月２８日

【研修会場】有楽町・ふるさと情報プラザ
【視察】どさんこプラザ（北海道）、おいしい山形プラザ（山形県）、銀座わしたショップ（沖縄県）

2 テーマ 農村女性起業とアンテナショップ

海外

依頼団体

（社）農山漁村女性・生活活動支援協会（ＪＩＣＡ委託事業）、日本国際協力センター、日本汎太平洋東南アジア婦人協会
研修員（アフガニスタン、アルバニア、インド、ブルキナファソ、ナイジェリア、タジキスタン、イエメン）、学生（ハーバード大学
／昭和大学）

研修者人数 １１名
開催日時 ２０１０年（H２２）１１月１日

【研修会場】財団法人　地域活性化センター　大会議室
【視察】北海道フーディスト（北海道）、富士の国やまなし館（山梨県）、京都館（京都府京都市）、おいでませ山口館（山口
県）

3 テーマ 農村女性起業とアンテナショップ

海外
依頼団体

（社）農山漁村女性・生活活動支援協会（ＪＩＣＡ委託事業）、日本国際協力センター、日本汎太平洋東南アジア婦人協会
研修員（フィジー、パキスタン、パレスチナ、アンゴラ、ブルンジ、レソト、スワジランド）

研修者人数 １１名
開催日時 ２０１０年（H２２）１１月２２日

【研修会場】有楽町・ふるさと情報プラザ
4 【視察】有楽町・ふるさと情報プラザ、おいしい山形プラザ（山形県）

海外 テーマ 地域活性化視察（自治体アンテナショップ）
依頼団体 韓国大使館、抱川市職員（６名）

研修者人数 ７名
開催日時 ２０１１年（H２３）３月７日

【研修会場】有楽町・ふるさと情報プラザ
5 【視察】有楽町・ふるさと情報プラザ、ふくい南青山２９１（福井県）

海外 テーマ 国際交流実務担当者（自治体アンテナショップ）
依頼団体 韓国大使館、韓国１６自治体職員

研修者人数 １７名
開催日時 ２０１１年（H２３）６月３０日

【研修会場】（財）地域活性化センター　会議室

6
【視察】北海道フーディスト（北海道）、福島八重洲観光交流館（福島県）、富士の国やまなし館（山梨県）、京都館（京都府
京都市）、
おいでませ山口館（山口県）

海外 テーマ 農村女性起業とアンテナショップ

依頼団体
（社）農山漁村女性・生活活動支援協会（ＪＩＣＡ委託事業）、日本汎国際協力センター、日本太平洋東南アジア婦人協会
ジンバブエＮGＯ、研修員（フィジー、タジキスタン、アフガニスタン、ブルキナファソ、ナイジェリア、レソト）

研修者人数 １３名
開催日時 ２０１１年（H２３年）１０月３１日

【研修会場】（財）地域活性化センター　会議室
【視察】富士の国やまなし館（山梨県）、奈良まほろば館（奈良県）、にほんばし島根館（島根県）、おいでませ山口館（山口

7 テーマ 農村女性起業とアンテナショップ

海外
依頼団体

（社）農山漁村女性・生活活動支援協会（ＪＩＣＡ委託事業）、日本汎国際協力センター、日本太平洋東南アジア婦人協会、
研修員（アンゴラ、ブルンジ、パキスタン、スワジランド）

研修者人数 １０名
開催日時 ２０１１年（H２３）１２月１２日（月）

【研修会場】（財）地域活性化センター　会議室
【視察】富士の国やまなし館（山梨県）

8 テーマ 地域活性化と自治体アンテナショップ

海外
依頼団体

ＪＩＣＡ　平成２３年度（国別研修）中国「森林事業管理」　黄土高原（山西省、陝西省、内蒙古自治区、甘粛省、寧夏回族自
治区、河南省、青海省）、（社）海外林業コンサルタンル協会、(財）日本国際協力センター

研修者人数 １０名
開催日時 ２０１２年（Ｈ２４）７月１８日

【研修会場】（財）地域活性化センター　会議室
【視察】富士の国やまなし館（山梨県）、おいでませ山口館（山口県）

9 テーマ 農村女性起業とアンテナショップ

海外
依頼団体

（社）農山漁村女性・生活活動支援協会（ＪＩＣＡ委託事業）、日本汎国際協力センター、日本太平洋東南アジア婦人協会
研修員（ケニア、ベナン、トルコ、スワジランド、ナイジェリア、アフガニスタン）

研修者人数 １２名
開催日時 ２０１２年（Ｈ２４）９月２６日

【研修会場】（財）地域活性化センター　会議室
【視察】富士の国やまなし館（山梨県）

10 テーマ 地域活性化と自治体アンテナショップ

海外
依頼団体

ＪＩＣＡ　平成２３年度（国別研修）中国「森林事業管理」　黄土高原（山西省、陝西省、内蒙古自治区、甘粛省、寧夏回族自
治区、河南省、青海省）、（社）海外林業コンサルタンル協会、独立行政法人　国際協力機構

研修者人数 ７名

会場
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内         容
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内         容
開催日時 ２０１３年（Ｈ２５）２月６日

【研修会場】（財）地域活性化センター　会議室
【視察】富士の国やまなし館（山梨県）

11 テーマ 地域活性化と自治体アンテナショップ　
海外 依頼団体 ＪＩＣＡ　国別研修「ケニア／一村一品サービス改善プロジェクト」（ケニア産業省）

研修者人数 １７名
開催日時 ２０１３年（Ｈ２５）１０月２８日

【研修会場】（財）地域活性化センター　会議室
【視察】富士の国やまなし館（山梨県）、おいでませ山口館（山口県）

12 テーマ 農村女性起業とアンテナショップ

海外
依頼団体

（社）農山漁村女性・生活活動支援協会（ＪＩＣＡ委託事業）、日本汎国際協力センター、日本太平洋東南アジア婦人協会
研修員（ペナン、コンゴ民主共和国、ガンビア、ケニア、マレーシア、ナイジェリア、スワジランド、トルコ、アフガニスタン、）

研修者人数 １４名
開催日時 ２０１３年（Ｈ２５）１２月１４日

会場 【研修会場】（財）地域活性化センター　会議室
13 テーマ 地域活性化と自治体アンテナショップ

海外
依頼団体

ＪＩＣＡ　平成２３年度（国別研修）中国「森林事業管理」　黄土高原（山西省、陝西省、内蒙古自治区、甘粛省、寧夏回族自
治区、河南省、青海省）、（社）海外林業コンサルタンル協会、独立行政法人　国際協力機構

研修者人数 ８名
開催日時 ２０１４年（Ｈ２６）１０月２０日

会場 【研修会場】（一財）自治体国際化協会　会議室
14 テーマ 「Using Local Resources to Create and Promote an Enchanting City」

海外 依頼団体 （一財）自治体国際化協会　参加者（アメリカ合衆国、カナダ）
研修者人数 ２０名
開催日時 ２０１４年（Ｈ２６）１０月３１日

【研修会場】（社）農山漁村女性・生活活動支援協会　会議室
15 【視察】広島ブランドショップTAU（広島県）、かごしま遊楽館（鹿児島県）

海外 テーマ 農村女性起業とアンテナショップ

依頼団体
（社）農山漁村女性・生活活動支援協会（ＪＩＣＡ委託事業）　研修員（ペナン、コンゴ民主共和国、ガンビア、ケニア、マレー
シア、ニジェール、ナイジェリア、スワジランド、トルコ）

研修者人数 １１名
開催日時 ２０１４年（Ｈ２６）１１月１７日

会場 【研修会場】（一財）自治体国際化協会　会議室
16 テーマ Using Local Resources to Create and Promote an Enchanting City」

海外 依頼団体 （一財）自治体国際化協会　参加者（オーストラリア、ニュージーランド）
研修者人数 ６名
開催日時 ２０１４年（Ｈ２６）１２月１１日

【研修会場】ユニコ　インターナショナル　会議室
17 【視察】北海道どさんこプラザ（北海道）

海外 テーマ Antenna Shops in Japan Using Local Resources to Create and Promote Enchanting Cities　
依頼団体 ＪＩＣＡ（フィリピン全国産業クラスター能力強化プロジェクト）

研修者人数 ２１名
開催日時 ２０１５年（Ｈ２７）１月３０日

【研修会場】とっとり・おかやま新橋館
18 【視察】とっとり・おかやま新橋館

海外 テーマ 「日本における自治体アンテナショップの取り組み」
依頼団体 日韓知事会議（全国知事会）

研修者人数 ８名（韓国知事）、平井鳥取県知事ほか事務局
開催日時 ２０１５年（Ｈ２７）９月１１日

【研修会場】地域活性化センター　大会議室
19 【視察】いしかわ百万石物語江戸本店、まるごと高知、銀座わしたショップ

海外 テーマ 「Antenna Shops in Japan Using Local Resources to Create and Promote Enchanting Cities」　
依頼団体 文京学院大学（アメリカ、ブルガリア、トルコ、ネパール交換留学生）

研修者人数 ２１名
開催日時 ２０１５年（Ｈ２７）１１日４日

会場 【研修会場】一般社団法人　農山漁村女性・生活活動支援協会　会議室
20 　 【視察】かごしま遊楽館、広島ブランドショップＴＡＵ

海外 テーマ 農村女性起業とアンテナショップ

依頼団体
（社）農山漁村女性・生活活動支援協会（ＪＩＣＡ委託事業）　研修員（アフガニスタン、ペナン、コンゴ民主共和国、エチオピ
ア、モザンビーク、ニジェール、ナイジェリア、パレスチナ、東ティモール）

研修者人数 １２名
開催日時 ２０１６年（Ｈ２８）４月４日

会場 【研修会場】地域活性化センター　大会議室
21 テーマ 自治体アンテナショップの現状について

依頼団体 自民党大阪府連市町村議員連盟
研修者人数 ２５名
開催日時 ２０１６年（Ｈ２８）１０日１７日

会場 【研修会場】地域活性化センター　大会議室
22 テーマ 自治体アンテナショップの現状について

依頼団体 東三河広域連合（愛知県豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、東栄町、設楽町、豊根村）
研修者人数 １４名
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内         容
開催日時 ２０１６年（Ｈ２８）１０日２７日

会場 【研修会場】地域活性化センター　大会議室
23 テーマ 自治体アンテナショップの現状について

依頼団体 滋賀県　愛荘町議会
研修者人数 ６名
開催日時 ２０１６年（Ｈ２８）１０日３１日

会場 JAICA東京国際センター
24 テーマ 農村起業とアンテナショップ

海外
依頼団体

（社）農山漁村女性・生活活動支援協会（ＪＩＣＡ委託事業）　研修員（アフガニスタン、ブータン、ケニア、リベリア、ニジェー
ル、フィリピン、マラウイ、タンザニア、東ティモール、パレスチナ、トーゴ）

研修者人数 １２名
開催日時 ２０１６年（Ｈ２８）１１日９日

会場 【研修会場】自治体国際化協会　大会議室
25 テーマ 一村一品運動と自治体アンテナショップについて

海外 依頼団体 自治体国際化協会　北京事務所（中国政府、自治体）
研修者人数 ６名
開催日時 ２０１６年（Ｈ２８）１１日２４日

会場 【研修会場】自治体国際化協会　大会議室
26 テーマ 自治体アンテナショップの現状について
　　 依頼団体 千葉県議会議員

研修者人数 ６名
開催日時 ２０１７年（Ｈ２９）２月２３日

会場 【研修会場】地域活性化センター　大会議室
27 テーマ 自治体アンテナショップについて

海外 依頼団体 在日本大韓民国民団
研修者人数 ７名
開催日時 ２０１７年（Ｈ２９）６月１９日

会場 【研修会場】地域活性化センター　大会議室
28 テーマ 自治体アンテナショップについて

海外 依頼団体 JICA関西　研修員（アルバニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、モンテネグロ、セルビア、ウズベキスタン、キルギス）
研修者人数 ６名
開催日時 ２０１８年（Ｈ３０）1月２２日

会場 【研修会場】地域活性化センター　中会議室
29 テーマ 自治体アンテナショップについて

海外 依頼団体 韓国ソウル特別市
研修者人数 ６名
開催日時 ２０１８年（Ｈ３０）３月１日

会場 【研修会場】地域活性化センター　中会議室
30 テーマ 自治体アンテナショップ実態調査について

依頼団体 福岡市議会
研修者人数 ２名
開催日時 ２０１８年（Ｈ３０）６月１５日

会場 ホテル・グランドパレス（東京）
31 テーマ 都心で自治体アンテナショップがなぜ支持されたのか？

依頼団体 百貨店経営研究会（㈱ストアーズ）
研修者人数 ２１名
開催日時 ２０１８年（Ｈ３０）８月８日

会場 【研修会場】地域活性化センター　大会議室
32 テーマ 地域資源の発掘とプロモーション　自治体アンテナショップ

海外 依頼団体 自治体国際化協会パリセミナー（フランス自治体対象）
研修者人数 ３名
開催日時 ２０１８年（Ｈ３０）８月８日

会場 【研修会場】地域活性化センター　大会議室
33 テーマ 地方開発のためのコミュニティ・ベースド・アントレプレナーシップ

海外 依頼団体 国際協力機構（JICA）ドミニカ共和国対象
研修者人数 ３名
開催日時 ２０１９年（Ｈ３１）２月１日

会場 【研修会場】都市センターホテル　会議室
34 テーマ 地域資源の再発見とプロモーション　自治体アンテナショップの役割

依頼団体 全国市議会議長会地方行政委員会
研修者人数
開催日時 ２０２１年（Ｒ２）２月１日

会場 【研修会場】全国地方銀行協会
35 テーマ アンテナショップから生まれるイノベーション

依頼団体 全国地方銀行協会　九州・沖縄東京事務所長会議
研修者人数
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内         容

　

視察・研修の様


