
MICE誘致戦略・施設のあり方に関する調査報告書・MICE施設のあり方≪概要≫

アジア・大洋州のMICE市場は拡大が見込まれるが、同時にMICE誘致競合国において大規模MICE施設の整備が進めら

ズ 本 おける 施設 あり方

れている。我が国のMICE誘致競争力の維持・強化には、施設の拡充方策を検討することが望まれる。

このような観点から、本調査事業では、「今後求められる施設形態の実現に向けて」として、施設の複合化・大規模化、既
存の都市機能集積の活用等の方向性を示すとともに、費用負担のあり方の検討の必要性について取りまとめを行った。

経済・産業への波及効果、産業・学術・文化の振興、地域の国際化等の“質”
を重視したMICE誘致の実現

アジア・大洋州におけるリージョナルレベルの国際会議の増加
国際会議の収益性追求に伴う展示規模の拡大
インセンティブツアー市場の拡大

MICE開催ニーズの動向 日本におけるMICE施設のあり方

～基本的な考え方～

我が国MICE施設の課題

を重視したMICE誘致の実現

アジア競合国との施設規模と価格面での競争ではなく、高付加価値・高品質
なMICE開催地を目指して差別化を推進

大都市圏立地施設、地方都市立地施設それぞれの特徴を踏まえた拡充方
策の検討

～今後求められる施設形態の実現に向けて～

拡大するMICE市場とニーズの変化

会議施設の展示規模不足
稼働率が高く予約が取りづらい首都圏MICE施設
大規模会議場の不足
MICEに求められる宿泊施設の不足

我が国MICE施設の課題

施設の複合化・大規模化
①平土間型多目的大型ホールの整備

• 大規模会議の誘致協力強化、展示会と会議の同時開催ニーズ・大型レ
セプションの開催ニーズへの対応

～今後求められる施設形態の実現に向けて～

バンケット施設の不足
稼働率・都市機能集積に課題を抱える地方施設

②展示施設の規模拡大
• 首都圏における展示場拡充の可能性に関する情報収集・分析

施設整備・改修の費用負担のあり方の検討
• 自治体・第３セクターによる大規模改修費用負担のあり方の検討
• 国際競争力のある施設整備における国としての支援制度のあり方の検討
• 民間資本による施設整備の可能性の検討 及び国の支援・規制緩和競合国のMICE誘致競争力の向上 • 民間資本による施設整備の可能性の検討、及び国の支援・規制緩和

等の検討

既存の都市機能集積の活用
• 周辺施設、交通インフラとの連携による、付加価値の高いMICE開催地と

しての総合力強化
• 都市機能集積の活用に向けた域内連携の強化競合国において整備される大規模MICE施設

中国における大規模展示施設の整備

競合国における施設整備

競合国のMICE誘致競争力の向上

• 中国における大規模展示施設の整備
• 韓国における既存展示施設の規模拡充 等

アフターコンベンション機能を含めた複合開発
• シンガポールにおけるIR（Integrated Resort）開発
• 韓国・オーストラリアにおけるMICEエリア開発 等

上記施設形態の実現方策としてのIRについては、国民的な議論を踏ま
えつつ、多面的・総合的に検討することが必要
観光庁では引き続きIRについて情報収集・分析を行うとともに、日本にお

ける可能性について検討を行っていくことが望まれる １



MICE誘致戦略・施設のあり方に関する調査報告書・受入環境整備の方向性≪概要≫

MICE誘致競争力強化には、施設だけでなく、自治体やコンベンションビューロー、MICE誘致に関連する人材、地域住民を

今後求められる受 環境整備 向けた取り組

誘致競争力強化には、施設だけでなく、自治体や ン ンション 、 誘致に関連する人材、地域住民を
含めた、広義の受入環境の整備が求められる。
本調査事業では、国際的なMICE誘致に焦点を当て、施設や都市等の課題を抽出し、 MICE誘致競争力強化に資する
「今後求められる受入環境整備に向けた取り組み」の検討を行った。

地方自治体やコンベンションビューロー等、受入主
体の課題

MICE施設の運営と受入都市の現状と課題

コンベンションビューローの規模拡充
• MICEの誘致や受入れ環境整備の中心的役割を果たす存在であ

今後求められる受入環境整備に向けた取り組み

• コンベンションビューローが中心となった地域のMICE受入環境
整備

• コンベンションビューローの人員・予算の不足、規模の縮小

MICE施設の受入れに関する課題

• MICEの誘致や受入れ環境整備の中心的役割を果たす存在であ
るコンベンションビューローの人員、予算の規模拡充

MICE専門人材の育成
• 英語を中心とした言語面の対応や、主催者との契約等の商習慣、

さらには海外各国のMICE事情にも通じた人材の創出、育成C 施設の受入れに関する課題
• 人材の国際化対応の遅れ
• 施設の国際化対応の遅れ

自治体によるMICE施設に係る制度運用面の課題
• 硬直化した施設利用料金体系

各 情 創 、

受入れに適した柔軟な施設・制度運用の検討
• MICE施設の利用料金の柔軟な設定を行えるような制度の検討
• MICE施設の長期的な誘致活動を促進する、指定管理者選定基

準の検討
• 硬直化した施設利用料金体系
• 指定管理者制度の委託期間と、長期に渡るMICE誘致活動の

非整合性

地方自治体・地域住民のMICE開催の効果・意義
への理解不足

自治体・地域住民等に対するMICE開催の効果・意
義の訴求

• 啓蒙活動の推進による、地域一体となったMICE受
入れ環境の整備、歓待の雰囲気の醸成

への理解不足
• MICE施設単体での収益性を重視する傾向

⇒国際的なMICE誘致の積極性低下要因に
• 地域住民等を巻き込んだ受入体制構築の課題

クベ 創出 取組み 不足

入 環境 備、歓待 雰囲気 醸成
• 行政のMICE誘致への積極的関与、地域住民によ
るボランティア組織の設置の促進

ユニークベニューの創出促進

• 関係機関との調整等による 地域資源を活用したユユニークベニュー創出の取組みの不足
• 一部で萌芽事例が見られるものの、競合国に比べて限定的な

ユニークベニュー創出の取り組み

• 関係機関との調整等による、地域資源を活用したユ
ニークベニュー創出の促進

２



MICE誘致戦略・施設のあり方に関する調査報告書・ MICE誘致戦略のあり方≪概要≫

観光庁では、平成21年に策定された「MICE推進アクションプラン」に基づき、MICE誘致に関連した事業を実施してきた。しかし、十分な予算や
体制が確保されているとは言い難い状況にあり 競合国へのキャッチアップが必要とされている

日本におけるMICE誘致戦略 日本におけるMICE誘致戦略のあり方

体制が確保されているとは言い難い状況にあり、競合国へのキャッチアップが必要とされている。
このような観点から、本調査事業では、現状の誘致活動等の課題を抽出した上で、「MICE誘致に関する国際競争力強化に向けた取り組み」及
び「地域経済とMICE誘致戦略」について取りまとめを行った。

MICE誘致に関する資源の絶対量の不足の解消、競合国へのキャッチアップ
資金や人材等、限りある資源の重点配分

国には、国際会議及び国際イベントの誘致、展示会への外国人参
加者増に向けた支援が期待される。

「新成長戦略」で掲げられた“観光立国の推進”
MICEアクションプランの策定、Japan MICE Year‘の実施等、本
格的なMICE誘致活動への着手
平成23年度予算におけるMICE誘致予算の皆減

～基本的な考え方～

我が国MICE誘致における課題 国のMICE誘致戦略の立案（国策としてのMICE誘致の考え方を明確に）

また、企業ミーティング及びインセンティブツアーについては、国はプ
ロモーション活動及び受入環境整備に注力し、誘致活動を行う民間
の取り組みを支援することが有効と思われる。

～MICE誘致に関する国際競争力強化に向けた取り組み～

本格始動も先行きは不透明

市場分析と環境変化への対応不足
PDCAサイクル手法の未導入
国際機関とのネットワーク・情報交換の不足
国際的なMICE誘致に係る人材の不足

我が国MICE誘致における課題 国のMICE誘致戦略の立案（国策としてのMICE誘致の考え方を明確に）
海外プロモーション等の拡充
支援制度の拡充及び支援形態の検討
国内MICE主催者を対象とした支援制度の創設
国際的なネットワークの強化
MICE誘致に係るプロフェッショナル人材育成の強化・拡充
ワンストップ型情報発信機能の強化支援制度の柔軟性・適用条件の制約

MICE誘致に係る公的機関の人数規模・予算規模の不足

ワンストップ型情報発信機能の強化
JNTOの機能拡充
MICE産業の振興
国際的な展示会の振興
国と地方の役割分担

国には誘致リスクが高い初期段階における支援、競合国が実施し
競合国のMICE誘致競争力の向上 ている助成制度の導入可能性を検討することが求められる。

また、国には個別具体のMICE誘致主体である地方を側面から支援
する役割を担うことが期待される。

競合国のMICE誘致競争力の向上

地域の特性に応じたMICEの誘致・開催

～地域経済とMICE誘致戦略～
国家戦略の一環としての国を挙げたMICE推進

競合国におけるMICE誘致戦略

地域の特性に応じたMICEの誘致 開催
MICE開催効果の可視化による自治体のMICE振興への理解促進
地域住民のMICE振興への理解促進及び協力体制の構築

誘致戦略に係る事業評価手法の策定
統計データの整備検討

誘致体制及び誘致活動資金の拡充
プロモーション活動、国際的なネットワーキングの強化

３



MICE誘致戦略・施設のあり方に関する調査報告書・ MICE誘致戦略のあり方≪概要≫

◆MICE誘致に関する国際競争力強化に向けた取り組みの概要

■JNTOの機能拡充
•今後、我が国が韓国やシンガポールといったMICE競合国との競
争を勝ち抜いていくためには、我が国全体のMICE誘致戦略の実
行機関であるJNTOのMICE誘致担当組織の規模・機能の拡充が必

■国のMICE誘致戦略の立案

•まず求められるのが、国自身が策定する国のMICE誘致戦略であ
り、事業としての制度設計に落とし込む必要がある。

■海外プロモーション等の拡充
要とされている。

■MICE産業の振興
•国を挙げてMICE誘致競争力強化を図るためには、MICE業界
団体を設立等により、国内MICE産業の振興が求められる。

■海外プロモ ション等の拡充

•競合国に比べ圧倒的に不足している海外プロモーションの拡充
について、費用対効果を踏まえた検討が必要である。

■支援制度の拡充及び支援形態の検討

•我が国のMICE開催地としてのイメージ向上を目指す上で、MICE
■国際的な展示会の振興

•訪日外国人数の増加に向け、来場者カウントシステムの導入や
来場者数認証機関の創設による出展効果の明確化、海外におけ
る出展者募集セミナー等プロモーション活動の実施、海外主催
者が開催する展示会の日本への展開促進等により 国内で開催

支援制度の支援対象の拡大について検討を行う必要がある。

■国内MICE主催者を対象とした支援制度の創設

•MICE開催に影響力を持つ主催者が、MICE誘致にじっくりと取組
める環境を整備するための支援制度が望まれる。

者が開催する展示会の日本への展開促進等により、国内で開催
される展示会への海外出展者及び海外来場者の増加を図ること
が望まれる。

■国と地方の役割分担

•国は誘致リスクが高い初期段階において特に重点的に支援する

■国際的なネットワークの強化

•ICCAの総会誘致等により、MICE業界団体とのネットワークの強
化を図り、国際的なMICE市場の動向把握や、主催者ニーズ、主
催団体キーパーソンへのアクセス改善等を推進することが求め
られる

ことが適切である。また、訪日外国人客数の増加を支援する。
更に国際競争上、競合国が実施している助成制度について導入
可能性を検討することが求められている。
•地方は、個別具体のMICEの誘致主体であって、国は地方を側
面から支援する役割を担うことが期待される

られる。

■MICE誘致に係るプロフェッショナル人材育成の強化・拡充

•世界水準のプロフェッショナルMICE関連人材の育成の継続・拡
充が求められる。

•さらに、今後は我が国MICE関連人材の品質向上を図ることを目 面から支援する役割を担うことが期待される。

•また、地方においては、自治体やコンベンションビューローと
民間事業者の連携をさらに密なものとし、MICE誘致にあたる
ことが期待される。

さらに、今後は我が国MICE関連人材の品質向上を図ることを目
的に、国際認証取得に係る支援制度の創設が望まれる。

■ワンストップ型情報発信機能の強化

•国際的なMICE関係者を対象に、国内諸地域のMICE施設スペック
やMICE開催助成金等の制度等をまとめたwebサイト等のプロモ
ーションツールの整備が望まれる。

•また、MICE開催地としての知名度・認知度向上を目的として、
英語による海外向けのプレスリリースを拡充することが望まし
い。常に、最新の情報を国外に発信し続けることが望まれる。 ４


