平成27年度

「地域経済活性化を通じた面的支援」に関する調査研究

地域資源・観光等を活用した地域経済活性化事例
テーマ：C.地域活性化ビジネスの創出

事例
C-③

広島県・商工会連合会
県民向けアンテナショップによる地産地販で地域活性化
（平成27年11月取材）

1.

面的支援の概要

（1）活動・支援のきっかけ

（２）支援概略と特徴

①

①

地域の状況
広島県には14市5郡9町があり、瀬戸内海の牡蠣
やもみじ饅頭以外にも、中山間地域の梨や野菜など
の農作物や漬物、お酒、お蕎麦など多くの特産品が
ある。しかし、都市部などの大消費地での販売拠点
を持たない事業者は域内での地産地消に頼る他なく、
販路確保が大きな課題となっていた。
こうした課題を解決すべく、広島県商工会連合会
（以下、広島県連）の倉岡指導部長（当時、現在は
嘱託専門員で「ひろしま夢ぷらざ」の店長）は平成
10年に国の提案公募型事業を活用して、広島市内
商店街に商工会会員の特産品を扱うアンテナショッ
プ＆交流拠点の「商工会夢ぷらざ」を立ち上げた。

ショップ運営の経緯の概略
当初は、広島県と「（公財）広島県市町村振興協
会」から補助を受けていたが、その額は徐々に減り、
平成23年度からは物販に関する助成金はゼロに
なった。現在は、扱う特産品の販売手数料で家賃や
14名のスタッフの人件費等の経費を賄っている。
夢ぷらざの知名度向上には、マスコミの協力も大
きかった。平成11～12年にかけてNHK広島放送局
が毎週「ひろしま夢ぷらざ」の生放送をしてくれる
など、マスコミとの連携による広報活動を展開した。
②

活動の特徴
最大の特徴は、広島県内における＜地産地販→地
消＞の仕組みを構築している点にある。通常は特産
品の県外大都市圏での販路開拓を目指すことが多い
が、本活動の場合は、県外でなく、広島市内の地元
市民をターゲットにしている。商店街一等地という
ロケーションの良さもあって、地元の消費者を惹き
つけ、No1の特産品ショップに成長している。
また、当初県の事業計画だったために、商工会と
商工会議所が連携するスキームであることも大きな
特徴である。他でもありそうだが、実際にはなかな
か見られない形である。

② 県の事業計画との統合
ところが、平成11年に、県が同様の事業を計画
しているという情報を掴む。倉岡指導部長は、県知
事に事業の統合計画を提案し、これを了承した県の
後押しにより、同年3月末に、県内の商工会、商工
会議所の会員が開発した特産品販売と県内市町の
「人・物・情報」の発信を行うアンテナショップ
「市町村情報センター ひろしま夢ぷらざ（以下、
夢ぷらざ）」が、広島随一の商店街に移転オープン
した。夢ぷらざは、地元のシルバー世代をターゲッ
トに、無添加で素朴な地域特産品を扱うというコン
セプトとし、百貨店OBを嘱託専門指導員に招き、
品揃えやイベントなどの店づくりを進めていった。

店内の広島みやげコーナー
の商品陳列。取材当日は、
広島県が押し進めているレ
モン関連商品をまとめていた。

地域特産品の域外での販売機会がない
→中山間部エリアの事業者への販路提供が
地域経済活性化支援の大きな課題に

活
動
の
流
れ

上：広島市の一等地の本通商店街にある
アンテナショップ「ひろしま夢ぷらざ」。平日
でも多くの客が訪れる。
左：店長を務める倉岡さん（左）と、広島県
連・地域振興課長兼ひろしま夢ぷらざ所長
の遠山さん。倉岡さんは、本事業を立ち上
げた立役者であり、平成27年3月まで夢ぷ
らざの所長を務めていた。現在は広島県連
の嘱託専門員として店長を務めている。
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広島県連が、商工会会員を対象にしたアンテナ
ショップ「商工会夢ぷらざ」をオープン

z

県の類似計画と統合
→「市町村情報センター ひろしま夢ぷらざ」を
本通商店街にオープン。広島県連が運営。
物販事業の自立運営化
広島県内No1の特産品ショップへ成長
→商店街のマグネット店舗へ

1

平成27年度
事例
C-③

「地域経済活性化を通じた面的支援」に関する調査研究

広島県・商工会連合会
県民向けアンテナショップによる地産地販で地域活性化

2.

ー

ひ
ろ
し
ま
夢
ぷ
ら
ざ
の
運
営
ス
キ

支援組織・地域内連携スキーム

広報・PR、マスコミへの情報発信、集客

• 商品改善アドバイス
• 経営支援
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【特産品販売事業】

【情報発信事業】

• 広島県内の市町（旧村）
の特産品の販売

• 広島県内の市町の
観光案内やイベント等の
情報提供、チケット販売

会員

ム

（旧村）

情報提供

（1）特産品販売事業

（2）情報発信事業

「ひろしま夢ぷらざ」の管理運営と特産品販売事
業は、「（公財）広島県市町村振興協会」からの委
託で広島県連が行っている。県内の商工会や商工会
議所が推薦した会員の特産品を、広島県連と夢ぷら
ざで検討し、取扱うかどうかを決める。出品事業者
は売上に応じて15～20％の販売手数料を払う仕組
みである。売場は、地域ごとの特産品を扱うコー
ナーと、2週間おきにメニューが変わるイベントス
ペース、広島みやげコーナー、日替わりの店頭コー
ナーなどから成り、商品を頻繁に変えていく。
また、倉岡店長や百貨店OBの嘱託専門指導員が、
扱わなかった商品や売行きが思わしくなかった商品
の改善指導をして、事業者のサポートも行っている。

「市町村情報コーナー」では、「（公財）広島
県市町村振興協会」より別途受託している情報発
信事業を行っている。協会に加盟する市町から、
地図やイベント案内などの観光情報が提供され、
コーナーに設置・掲出される他、3名のスタッフが
情報提供からアクセス案内、イベント等のチケッ
ト販売な ど観光 案内を丁 寧に行って くれる 。ス
タッフは定住相談まで応じており、広島県の詳細
情報が入手できる情報ポータルとなっている。
夢ぷらざ内に設置されてい
る「市町村情報コーナー」。
コーナーには3名のスタッフ
が交代で詰め、様々な相
談に応じてくれる。情報量
や提供情報のエリアの細
やかさは、総合観光案内
所でもなかなか難しいと思
わせる充実ぶりである。
観光情報を得るために立
ち寄る人も増えており、日
に30～50件の相談に対応
している。

（写真左）地域ごとの特産品を扱うコーナーには、平成の大合併前の市町村の
86のブースがある。年配の女性客からは、「ここでしか買えないものや懐かしい
ものが多い。」と喜ばれている。（中）2週間おきにテーマが変わるイベントスペー
スも人気で、スケジュール表をもらいに来るリピーターも多いと言う。（右）日替わ
りの店頭コーナー。野菜や魚介類などが人気ですぐに売り切れてしまう。
商品は、ネットでも買える。（http://shop.yumeplaza.com/）
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３

成果・地域への影響

① 県内No1の特産品ショップへの成長
夢ぷらざの物販事業の売上は、初年度の2億円か
ら17年目の平成26年度には5.5億円へと増加した。
今 で は 、 1 日 平 均 約 5,900 人 の 来 客 者 を 迎 え 、
400の事業者が約2,000品目を出品する県内有数
の特産品ショップとなっている。
知名度も向上し、中高年客に加えて若い人や観
光客の来店も目立つようになってきた。また、ア
ンテナショップの成功例としてマスコミの注目度
も高く、ビジネス朝日などの大手メディアの取材
を受けるほか、JICA研修生や自治体、民間の派遣
研修の要望が寄せられるようになっている。

③

商店街活性化への貢献
夢ぷらざの集客力が高まるにつれ、離れていた
高齢者の 顧客が 商店街に 戻ってきた 。当初 は、
「民業圧迫」などと否定的な意見も多く聞かれた
が、店舗前の人通りが増えた結果、商店街の他の
店舗にも立ち寄る客が増えているという。夢ぷら
ざが商店街のマグネット店舗となることで、商店
街のにぎわいづくりに貢献している。

②

事業者の活性化
夢ぷらざという販路の提供は、事業者の活性化
に大いに 役立っ ている。 出品により 火が付 いて
ヒット商品を生んだ事業者や、年間1,000万円程
度の売上を確保する事業者も出てきた。現在では、
百貨店やスーパーのバイヤーが商品リサーチに来
店するといい、新たな取引が開始された例もある
という。また、店頭での販売などで消費者の生の
声をすくいあげて商品開発に活かすなど、アンテ
ナショップとしての機能も十分発揮し、事業者の
やる気促進を通して地域を活性化している。

４

今後の計画

①

広域連携とネット販売の拡充
倉岡店長は、今後は他の都道府県連合会とタイ
アップした店内催事を行うなど、広域連携による品
揃え強化を図りたいと考えている。既に島根、山口、
鳥取の各県連と連携したイベントの実施も計画して
いる。また、現在800万円程度のネット販売の売
上を2,000万円程度まで引上げたい意向で、専門家
や県連、スタッフとネット戦略を検討中である。

５

広島県連では、商品改善の支援も熱心に行っており、倉岡店長（写
真右）や百貨店OBの嘱託専門指導員などが改善の指導にあたる。
写真の「こいわしふりかけ」や蕎麦なども、支援を受けて、商品仕様
やパッケージデザインを改善し、販売にこぎつけた。

②

参画事業者のサポート
広島県連としては、夢ぷらざの運営維持・発展
が最大の目標である。遠山課長は、順調に進んで
いる今の波を崩さないことが重要と考えている。
そのためには、出品する事業者のサポートを手厚
く行う必要がある。前述した商品改善指導などを
商工会指導員と連携して行い、個々の事業者の活
性化を図るのが県連の務めと思っている。

地域経済活性化のポイント・商工会連合会の役割

【ポイント】
① 広島県連が特産品のアンテナショップを運営し、広島県内での＜地産地販→地消＞の仕
組みを作っている。県内の商工会、商工会議所が参画しているため、県内全域のローカ
ル色豊かな特産物が集まり、他店舗との差別化の源泉となっている。
② 敢えて家賃の高い一等地の商店街に立地することで、年間185万人の来客を得ている。
③ 店頭の日替わり市や2週間ごとに代わるイベントコーナーなど、常に消費者を飽きさせ
ない工夫を行ってショップを運営し、リピーターを生んでいる。
【広島県連の役割】
① 県の計画と県連の事業を統合させる計画を策定して事業をスタートした。また、行政で
はなく県連が事業主体となることで、事業の継続性を保っている。
② 継続できる事業の仕組みを作る。本事例の場合で言えば、①一等地での立地 ②リピー
ターを作る売場づくり ③魅力的な商品作りのサポートなどを行える仕組み作りである。
③ 百貨店OBの嘱託専門指導員や店長、県連、商工会の指導員を通して、商品の改善支援
を行い、事業者のチャレンジをサポートしている。
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