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MICEの意義

（１） 高い経済効果

MICE開催を通じた主催者、参加者等の消費支出は、開催地域を中心に大きな経済波
及効果を生み出す

（１） 高い経済効果

経済波及効果 約 82 億円日本で 万人規模の国際会議が

及効果を生み出す。

経済波及効果の算出例経済波及効果の算出例

・経済波及効果 ： 約 82  億円
・誘 発 税 収 額 ： 約 4.4億円 （国税）

日本で１．７万人規模の国際会議が
開催された場合

出所） MICE開催による地域別経済波及効果簡易測定モデルにて試算

ビジ が

（２） ビジネス機会やイノベーションの創出

MICE開催は、ビジネスや研究分野の海外参加者と我が国参加者の人的ネットワーク
形成や知識・情報の共有に大きな効果。これらを通じて、新たなビジネス機会を生み出
し、科学技術の発展・イノベーションの創出に大きく資する。

（３） 都市の競争力・ブランド力向上

MICEを通じた人や情報の交流 流通 ネ トワ ク構築の容易さなどは 都市の競争力MICEを通じた人や情報の交流・流通、ネットワーク構築の容易さなどは、都市の競争力・
ブランド力向上に寄与する。
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MICEをはじめとするビジネス目的訪日外国人の消費動向

○MICEをはじめとするビジネス目的の訪日外国人は 観光・レジャー目的よりも消費単価が高い

来訪目的 旅行中支出額（円/人） 泊数（泊）
※MICE：企業等の会議（Meeting）、研修旅行（Incentive）、国際会議（Convention）、展示会（Exhibition）、等のビジネス系イベントの総称。 （平成24年）

○MICEをはじめとするビジネス目的の訪日外国人は、観光・レジャー目的よりも消費単価が高い
傾向が見られる。

観光・レジャー 96,056 6.1

M(社内会議） 130,118 7.3
M(研修） 128,769 31.6
I（インセンティブツアー） 70 824 4 7

MICE
I（インセンティブツア ） 70,824 4.7
C（国際会議） 106,945 6.4
E(展示会・見本市） 115,501 5.4
E(イベント） 80,728 8.3

商談等 そ 他ビジネ

イベント イベント
その他, 576億

平成24年 訪日外国人数 （来訪目的別）

34.3%

平成24年 訪日外国人による旅行消費額 （来訪目的別）

商談等、その他ビジネス 126,419 9.9

観光・
インセンティブ

ツアー 国際会議

展示会・

見本市
1.9%

イ ント
0.5%

商談等

その他

ビジネス
14.9%

その他
4.2%

観光・

レジャー 3 936

展示会・見本市, 
185億円, 2.0%

イベント, 
37億円, 0.4%

商談等

その他

ビジネス, 1,578
億円, 16.7%

円, 6.1%
34.3%

37.5%

レジャー
49.0%

社内会議
7 4%

研修
5.2%

ツア
0.6%

国際会議
3.8%

レジャ , 3,936
億円, 41.7%

親族・

知人訪問, 727 ハネムーン研修, 560億円, 

インセンティブ

ツアー

国際会議

338億円, 3.6%

親族・

知人訪問
9.1%

ハネ

ムーン
0.4%

学校関連

の旅行
1.1%

留学
1.8%

7.4%
億円, 7.7%

ハネム ン,
28億円, 0.3%

学校関連

の旅行, 
48億円, 0.5%

留学

582億円, 6.2%

社内会議

802億円, 8.5%

, ,
5.9%34億円, 0.4%

観光庁「訪日外国人消費動向調査 平成24年年間値」 3



ＭＩＣＥ誘致の取組みや大型インセンティブの誘致事例

産学官民が 体となってＭＩＣＥ誘致に取り組む事例産学官民が 体となってＭＩＣＥ誘致に取り組む事例産学官民が一体となってＭＩＣＥ誘致に取り組む事例産学官民が一体となってＭＩＣＥ誘致に取り組む事例

大阪ＭＩＣＥビジネス・アライアンス

○大阪観光局（(公財)大阪コンベンション協会）では、従来行政主導型であっ
たMICE推進を、官民一体となったオール大阪としての取組へ移行し、MICE産
業の更なる活性化に向けて「大阪MICEビジネス・アライアンス」を設置。

○活動の一環として、昨年12月、会議主催者とMICE関連産業との商談等の機会
として「大阪MICEディスティネーション・ショーケース」を開催

○本年５月にスペインの大手保険会社が 約６００名でイン

スペインの大手保険会社

○本年４月に台湾の保険 大手が

大型インセンティブ旅行の誘致

台湾の保険 大手

○本年５月にスペインの大手保険会社が、約６００名でイン
センティブを実施。

○総額２億２，０００万円（地上手配費用）を投じ京都・東京
に５泊滞在

○本年４月に台湾の保険 大手が、
２，２００名規模でインセンティブを実施。

○実施期間：2014年4月21日（月）～27日（日）、4泊5日

に５泊滞在。
○プログラム：式典・会議、

ガラディナー
（インテックス大阪にて）
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近の政府の動向・取組（全体像）
政府全体の動向

日本再興戦略
（平成25年6月14日閣議決定）

（改訂：平成26年6月24日閣議決定）

2030年にアジアNo.1の国際会議開催

観光立国実現のためのｱｸｼｮﾝ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
（平成25年6月11日観光立国推進閣僚会議決定）

（改訂：平成26年6月17日 同上 決定）

ＭＩＣＥを重点分野の１つとし、具体的な施策を

MICE国際競争力強化委員会 終とりまとめ
（平成25年8月2日発表）

ＭＩＣＥ誘致の国際競争力強化が必要

アジアNo 1の国際会議開催国を目指す2030年にアジアNo.1の国際会議開催
国としての不動の地位を築く 列挙

アジアNo.1の国際会議開催国を目指す

施 策 実 行 の 段 階 へ施 策 実 行 段 階

①グローバルＭＩＣＥ戦略都市

グ バルなMICE誘致競争に

②アンバサダープログラム

誘致対象の戦略的な掘り起こし

③ユニークベニュー

～ユニークベニューの開発 利用促進～

進行中の主な施策

～グローバルなMICE誘致競争に
打ち勝つ都市を育成～

• 平成25年6月に戦略都市を選定（東

京、横浜、京都、神戸、福岡）

同年8月に国による集中的支援（海

～誘致対象の戦略的な掘り起こし～

• 平成25年12月9日に主要分野の国際的な有
力者8名をMICEアンバサダーに任命

• MICEアンバサダーにはMICE開催意義の普
啓蒙 本 等を担 く

ユニ クベニュ の開発、利用促進

• 平成25年8月に官民の「ユニークベニュー利
用促進協議会」を設置

• 三菱一号館美術館、文化学園服飾博物館、
国立新美術館でモデルイベント実施• 同年8月に国による集中的支援（海

外アドバイザー派遣等）を開始
及・啓蒙、日本のPR等を担って頂く

国立新美術館でモデルイベント実施
• 博物館・美術館のユニークベニュー利用ハ
ンドブックの作成

後 創

• 「Ｃ」に加え、「Ｍ」、「Ｉ」及び「Ｅ」それぞれの取組と、その包括的な連携の強化

今後の課題・・・2020年オリ・パラを契機とした日本らしいＭＩＣＥの創出

• ＭＩＣＥ戦略都市事業の経験等を踏まえた各地域におけるＭＩＣＥの取組と地域間連携の強化

• ＪＮＴＯのＭＩＣＥ誘致体制の整備
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○ 日本の各地域には ユニ クベニ としてのポテンシャルの高い歴史的建造物 文化施設 空間等が数多く

地域活性化に向けたユニークベニューの開発・利用促進

○ 日本の各地域には、 ユニークベニューとしてのポテンシャルの高い歴史的建造物、文化施設、空間等が数多く
存在しており、これらをレプションをはじめとする様々なイベントの会場等として積極的に活用していくことは、 地域
の魅力の再発見や向上につながる。

○ ユニークベニューの活用は、いわゆる国際会議のレセプションだけでなく、インセンティブ旅行や一般の団体旅行
の振興のためにも有益。

○ ユニークベニューとしての魅力を有する施設・空間の全国各地での掘り起こしを図り、リスト化して海外に向けて発
信する。
○ ユニークベニューの開発・利用促進のため、制度の運用上の課題及び対策を整理した事例集をとりまとめる。

【量的拡大を図るための事業】
○ 全国の主要な歴史的建造物、神社仏閣、城郭、庭園・公園等の施設に対して、MICE開催時のレセプションやイベン
ト等の会場としての利用開放意向調査を実施し、ユニークベニュー候補を抽出しリスト化する。

【質的拡大を図るための事業】
○ 屋外空間（道路、水辺、商店街等）のユニークベニューとしての活用可能性を整理し、事例集としてとりまとめる。

【制度運用上の課題解決を図るための事業】
○ 関係者と調整 上 れま 未開放または限定開放 施設 お クベ を活 たイベ を開催○ 関係者と調整の上、これまで未開放または限定開放の施設において、ユニークベニューを活用したイベントを開催
し、事前の折衝から制作・実施を通し、開催までのプロセスにおける課題を抽出し、その解決につなげていく。

等
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平成26年5月18日から21日まで広島市で開催された国際会議 「IPEC Hi hi 2014 ECCE

世界遺産を活用したユニークベニューの実例（宮島 International Night）

平成26年5月18日から21日まで広島市で開催された国際会議 「IPEC Hiroshima 2014 – ECCE 
Asia」(※)にあわせて、世界遺産の厳島神社を擁する宮島において、ユニークベニューの開発・利用促進
の一環として、中国運輸局、（公財）広島観光コンベンションビューロー等関係者とともに、「宮島
International Night」を実施。g 」 実

(※)「IPEC Hiroshima 2014 – ECCE Asia」・・・電気自動車駆動システムや太陽光発電装置、風力発電装置、スマートグ

リッドといった地球環境問題を解決することに軸足を置いた国際会議（http://www.ipec2014.org）

「宮島 International Night」の概要「宮島 International Night」の概要

日 時：平成26年5月19日（月） 17時30分～20時30分
参加者：外国人350名、日本人70名、計420名
内 容：
○宮島の商店街の協賛店舗（飲食店8店舗、土産物店1店舗）での飲食・買い物
→ 通常の閉店時間を繰り下げ（18時→20時30分）、各店で利用できるクーポンを

配布配布
写真によるレストランのメニュー紹介、英語のマップ等を用意

○厳島神社の正式参拝
→ VIP 49人、時間延長で対応
○日本文化体験
→ 浴衣の着付け、野点ともみじまんじゅうのおもてなし、人力車等

※ 参加した外国人からは 日本らしさを感じさせる宮島の雰囲気が良い あらた※ 参加した外国人からは、日本らしさを感じさせる宮島の雰囲気が良い、あらた
めて訪れたいなどのコメントがあり、非常に好評でした。
また、多くの学生がボランティアとして、運営に参加しました。 7



観光庁では 「MICE 開催による経済波及効果測定のための簡易測定モデル」（以下 簡易測定モデル（旧

MICE開催による経済波及効果測定モデルのバージョンアップ

観光庁では、「MICE 開催による経済波及効果測定のための簡易測定モデル」（以下、簡易測定モデル（旧
モデル））をバージョンアップし、国内地域ごとの効果が試算可能となる等の機能を備えた「MICE開催によ
る地域別経済波及効果測定のための簡易測定モデル」（以下、地域別簡易測定モデル（新モデル））を新た
に開発した。

今回開発した「地域別簡易測定モデル（新モデル）」の活用によって、各自治体・民間企業等がMICEの経
済波及効果の把握を通じて、MICE振興の一助となり、我が国MICE誘致・開催の取り組みが一層促進され
ることが期待される。ることが期待される。

１．概要

観光庁では、MICE開催の経済波及効果を簡易に測定できることを目的として、平成21年度には国際会議を対象とし
て、平成22年度にはMICE全体を対象として「簡易測定モデル（旧モデル）」を開発し、提供してきた。

旧モデルの開発により、MICE開催の経済波及効果測定の重要性に対する理解が定着する一方、より地域に即した
経済波及効果が算出できるようにして欲しい等のモデルの機能向上に関する希望が寄せられるようになった。

また、地域別の効果を測定することは、地域主体でMICE振興を図る上でも有効であると考えらる。以上の背景を踏ま

え 「簡易測定モデル（旧モデル）」の機能を拡張して それぞれの地域の産業連関表を利用し 「地域別簡易測定モデルえ、「簡易測定モデル（旧モデル）」の機能を拡張して、それぞれの地域の産業連関表を利用し、「地域別簡易測定モデル
（新モデル）」として国内地域ごとの経済波及効果が算出できるようにしたもの。

２．新モデルの特徴・旧モデルからの改良点

①経済波及効果の単位として、「全国」のみの算出から、「全国」・「都道府県」・「国際会議観光都市」別に算出が可能。

②算出対象のうち、国際会議を「医学系、科学・自然・技術、その他」の３区分に細分化。

③アウトプットの形式を、計算結果の表のみでなく、分かりやすく図示。

8３．新モデルのご活用をご希望の方

jp-mice@mlit.go.jp 宛に「経済波及効果測定モデル希望」と題したメールの本文に、「差出人の所属」、「氏名」、「連絡
先（e-mail、電話番号）」を明記の上お送り下さい。



新モデルの特徴・旧モデルからの改良点

■今回、全国だけでなく都道府県及び国際会議観光都市を対象として、地域別の経済波及効果が算出でき■今回、全国だけでなく都道府県及び国際会議観光都市を対象として、地域別の経済波及効果が算出でき
るよう同モデルの機能を更新・拡張した。

２．経済効果を算出するＭＩＣＥタイプのうち、国際会議を３区分に細分１．経済波及効果の単位として、「全国」のみの算
「全 「都道府 「 際会議観光都 化。出から、「全国」・「都道府県」・「国際会議観光都

市」別に一括して算出が可能。

経済波及効果
【国際会議観光都市】
772.6百万円

※

. 百 円

※以下の通り３区分に細分化
①C （国際会議）-医学系、②C （国際会議）-科学・自然・技術、

経済波及効果
【都道府県】
966.8百万円

①C （国際会議） 医学系、②C （国際会議） 科学 自然 技術、
③C （国際会議）-その他

３．アウトプットの形式を、計算結果の表のみでなく、分かりやすく図示。

経済波及効果
【全国】
2,630.6百万円

アウトプットのイメージ
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（参考）ＭＩＣＥ関連情報の一覧
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国際会議の開催トレンド

■アジア太平洋地域を国別に見ると 我が国を含む主要5ヶ国（日本 中国 韓国 シンガポ ル 豪州）は近■アジア太平洋地域を国別に見ると、我が国を含む主要5ヶ国（日本、中国、韓国、シンガポール、豪州）は近
年全て開催件数を伸ばしている。
■域内の主要5ヶ国の開催件数に占める我が国のシェアは、1991年の51％から低下を続け、2004年は
25％に落ち込んだ後、横ばいが続いている。

アジア・大洋州における主要国の国際会議開催件数
（1991～2013）
アジア・大洋州における主要国の国際会議開催件数
（1991～2013）

アジア・大洋州の主要国の国際会議開催件数に対
する日本のシェア推移 （1991～2013）
アジア・大洋州の主要国の国際会議開催件数に対
する日本のシェア推移 （1991～2013）（ ）（ ） す 本 推移 （ ）す 本 推移 （ ）

90%

100%
豪州

（件数）

300

350

中国

60%

70%

80%
シンガポール

韓国200

250 豪州

30%
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150
日本 韓国

日本のシェアは横ばい
51%

25% 25%
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出所）ICCA（国際会議協会）統計より作成
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アジア大洋州・中東地域の都市別の国際会議開催件数ランキング（2013年）を見ると、我が国では東京の7位
が 高 （世界 都市順位 は 位）

国際会議開催件数ランキング

アジア大洋州・中東地域の都市別国際会議アジア大洋州・中東地域の都市別国際会議

が 高。（世界の都市順位では26位）

我が国は、他の競合国に比べて国際会議を誘致する都市数が多く、開催件数が分散していることもあるが、
都市のMICE競争力やブランド力の観点からは懸念される状況。

アジア大洋州・中東地域の都市別国際会議
開催件数ランキング（ICCA 2013）
アジア大洋州・中東地域の都市別国際会議
開催件数ランキング（ICCA 2013）

順位 国名 件数

1 米国 829

世界における国別の国際会議開催件数（2013）世界における国別の国際会議開催件数（2013）

2013年
アジア大洋州・中東地域順位

2013年
世界順位

都市
2013年
開催件数

1位 6位 シンガポール 175件1 米国 829
2 ドイツ 722
3 スペイン 562
4 フランス 527

1位 6位 シンガポ ル 175件

2位 9位 ソウル 125件

3位 18位 北京 105件

4位 20位
バンコク 93件

シドニー 93件

6位 23位 香港 89件

5 英国 525
6 イタリア 447
7 日本 342
8 中国 340

7位 26位 東京 79件

8位 28位 台北 78件

9位 29位 上海 72件

10位 33位 クアラルンプール 68件

11位 40位 バリ 55件

12位 44位 メルボルン 52件8 中国 340
9 ブラジル 315
10 オランダ 302
11 カナダ 290

12位 44位 メルボルン 52件

13位 52位 済州 45件

14位 55位 京都 43件

15位 63位 ドバイ 37件

16位 65位 ニューデリー 35件

17位 68位 釜山 34件11 カナダ 290
12 韓国 260
13 ポルトガル 249
14 オーストリア 244

18位 89位 マニラ 28件

23位 117位 大阪 20件

28位 136位 神戸 18件

30位 148位 横浜 17件

35位 159位 名古屋 15件

位 位 札幌 件

15 スウェーデン 238
16 オーストラリア 231

出所）ICCA（国際会議協会）統計より作成

42位 182位 札幌 13件

44位 193位
福岡 12件

奈良 12件

55位 242位 沖縄 9件
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「観光立国実現に向けたアクション・プログラム」２０１４におけるMICE関連施策①

◆観光立国実現に向けたアクション・プログラム2014 （観光立国推進閣僚会議 平成２６年６月１７日）◆観光立国実現に向けたアクション・プログラム2014 （観光立国推進閣僚会議 平成２６年６月１７日）

１．２０２０年オリ・パラを活用したＭＩＣＥの誘致・開催の促進

「はじめに」より抜粋

2020年に向けて 2000万人の高みを目指すためには 「2020年オリンピ ク パラリ2020年に向けて、2000万人の高みを目指すためには、「2020年オリンピック・パラリ
ンピック東京大会」の開催という、またとない機会を活かし、世界の人々を惹きつけて、東京の
みならず、全国津々浦々に開催効果を波及させるべく、オリンピック・パラリンピック大会開催
後も地域が力強く発展していくためのレガシ を生み出しながら 世界に通用する魅力ある観後も地域が力強く発展していくためのレガシーを生み出しながら、世界に通用する魅力ある観
光地域づくりを行うことが重要である。

「１．「２０２０年オリンピック・パラリンピック」を見据えた観光振興
（１）オリンピック・パラリンピック開催をフルに活用した訪日プロモーション」より抜粋

オリンピック・パラリンピック開催国という国際的注目度を活かして、ビジット・ジャパンとクー
ルジャパンの連携等による効果的な訪日プロモーションの実施や、スポーツイベントを含
むMICEの誘致・開催を促進する。【新規】むMICEの誘致 開催を促進する。【新規】

13



「観光立国実現に向けたアクション・プログラム」２０１４におけるMICE関連施策②

◆観光立国実現に向けたアクション・プログラム2014 （観光立国推進閣僚会議 平成２６年６月１７日）◆観光立国実現に向けたアクション・プログラム2014 （観光立国推進閣僚会議 平成２６年６月１７日）

２．取組対象の抜本的拡大とＭＩＣＥブランドの構築

「６．MICEの誘致・開催の促進と外国人ビジネス客の取り込み
（１）MICEに関する取組の抜本的強化（１）MICEに関する取組の抜本的強化

＜取組対象の抜本的拡大＞」より抜粋

○これまでの学術会議を中心とした国際会議（C）の誘致に向けた取組に加え 企業が主体となる○これまでの学術会議を中心とした国際会議（C）の誘致に向けた取組に加え、企業が主体となる
ミーティング （M）・インセンティブ旅行（I）並びに展示会・イベント（E）へ取組を拡大する。
①日本のMICE適地としての優位性を海外に発信するMICEブランドを構築する。【新規】
②国としてミーティング（M）・インセンティブ（I）旅行の誘致戦略を新たに策定し 誘致を促進する②国としてミ ティング（M）・インセンティブ（I）旅行の誘致戦略を新たに策定し、誘致を促進する。
【新規】

③民間企業等と協働して、展示会・イベント（E）への外国人参加者の増加とその地方訪問促進
のための旅行商品の造成を促進する。【新規】のための旅行商品の造成を促進する。【新規】
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「観光立国実現に向けたアクション・プログラム」２０１４におけるMICE関連施策 ③

◆観光立国実現に向けたアクション・プログラム２０１４ （観光立国推進閣僚会議 平成２６年６月１７日）

グ バ C 戦略 強化都市 多面的支援と誘致活動 高度化

「６．MICEの誘致・開催の促進と外国人ビジネス客の取り込み
（１）MICEに関する取組の抜本的強化

３．グローバルMICE戦略･強化都市への多面的支援と誘致活動の高度化

（１）MICEに関する取組の抜本的強化
＜MICE戦略･強化都市への多面的支援＞ 」より抜粋

○選択と集中により グロ バルMICE都市としての潜在的競争力を有する都市に対して 集中的○選択と集中により、グローバルMICE都市としての潜在的競争力を有する都市に対して、集中的
に多面的な支援を行い、国際競争力強化を図る。
①現在７都市のグローバルMICE戦略・強化都市への支援を深化させる一方で、平成27年度
以降は対象都市の絞り込み・入れ替えを行う 【改善・強化】以降は対象都市の絞り込み・入れ替えを行う。【改善・強化】

②MICEアンバサダープログラムの拡充を図るとともに、自治体のアンバサダープログラムとの有
機的な連携を図る。【改善・強化】

③各府省庁がその所管分野において大臣招請レター発出等のMICE誘致の取組を強化し 当該③各府省庁がその所管分野において大臣招請レタ 発出等のMICE誘致の取組を強化し、当該
分野の学会・民間企業・団体に対して日本へのMICE誘致・開催を継続的に働きかける。【継続】

④在外公館を活用し、海外の国際会議主催者に対する働きかけを強化する。【継続】
⑤府省庁会議の枠組みを通じ、上述の各府省庁の取組をフォローアップするとともに、誘致・開⑤府省庁会議の枠組みを通じ、上述の各府省庁の取組をフォ アップするとともに、誘致 開
催事例のベストプラクティスを共有し、各省の連携・協力を促す。【改善・強化】
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「観光立国実現に向けたアクション・プログラム」２０１４におけるMICE関連施策 ④

◆観光立国実現に向けたアクション・プログラム２０１４ （観光立国推進閣僚会議 平成２６年６月１７日）◆観光立国実現に向けたアクション・プログラム２０１４ （観光立国推進閣僚会議 平成２６年６月１７日）

４．MICEの受入環境整備

「６．MICEの誘致・開催の促進と外国人ビジネス客の取り込み
（１）MICEに関する取組の抜本的強化

＜MICEの受入環境整備＞ 」より抜粋＜MICEの受入環境整備＞ 」より抜粋

①魅力あるMICE開催地としての都市機能を強化するため、海外に後れをとる会議関連施設や
展示施設 宿泊施設の整備等について 各種取組の検討を行うとともに 官民等の関係者へ展示施設、宿泊施設の整備等について、各種取組の検討を行うとともに、官民等の関係者へ
の働きかけ等を実施する。【継続】

②スペース不足が指摘されている国立京都国際会館について、展示施設の整備を行う。【新規】
③ユニークベニューとしての魅力を有する施設・空間の全国各地での掘り起こしを図り リスト化③ユニ クベニュ としての魅力を有する施設・空間の全国各地での掘り起こしを図り、リスト化
して海外に向けて発信する。【新規】

④ユニークベニューの開発・利用促進のため、制度の運用上の課題及び対策を整理した事例集
をとりまとめる。【新規】をとりまとめる。【新規】

⑤地域の歴史的建造物（重要文化財建造物、登録有形文化財建造物等）のユニークベニューと
しての公開・活用を進めるべく、公開・活用に資する設備等の整備や防災事業への財政支援を
行う。【新規】行う。【新規】

※ユニークベニュー：歴史的建造物、文化施設や公的空間等で、会議・レセプションを開催する
ことで特別感や地域特性を演出できる会場。 16



「観光立国実現に向けたアクション・プログラム」２０１４におけるMICE関連施策 ⑤

◆観光立国実現に向けたアクション・プログラム２０１４ （観光立国推進閣僚会議 平成２６年６月１７日）

５ 国際会議等の参加者を対象としたファーストレーンの設置

「６．MICEの誘致・開催の促進と外国人ビジネス客の取り込み
（１）外国人ビジネス客の取り込み強化

５．国際会議等の参加者を対象としたファ ストレ ンの設置

（１）外国人ビジネス客の取り込み強化
＜訪日アクセス等の利便性向上＞ 」より抜粋

・国際会議等の参加者やVIP等の空港での出入国手続の迅速化を図るため、所要の出入国国際会議等の参加者やVIP等の空港での出入国手続の迅速化を図るため、所要の出入国
手続の要員等が確保されることを前提に、その適切な運用方法について検討した上で、これら
の者を対象として、平成27年度、まず成田空港・関西空港においてファーストレーンの設置
の実現を図る。【継続】
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ＭＩＣＥ関連情報の一覧
１．ＭＩＣＥにおける政府の⽅針
○「 本再興戦略 改訂2014 未来 挑戦○「日本再興戦略」改訂2014 －未来への挑戦－
・アベノミクス「三本の矢」により始まりつつある経済の好循環を一過性のものに終わらせず、持続的な成長軌道につなげるべく、平成26年6月24
日、 「日本再興戦略」改訂2014が閣議決定された。
本文：http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/honbun2JP.pdf

○「観光立国実現に向けたアクション・プログラム2014」
・平成２６年６月１７日に観光立国推進閣僚会議（主宰：内閣総理大臣）の第４回会合を開催し、「観光立国実現に向けたアクション・プログラム2014」
を決定した。
本文：http://www.mlit.go.jp/common/001043606.pdf

○ＭＩＣＥ国際競争力強化委員会（ 終とりまとめ）
・平成２５年６月、委員会の報告書として、「我が国のMICE国際競争力の強化に向けて～アジアNo.1の国際会議開催国として不動の地位
を築く～」がとりまとめられた。
本文：http://www.mlit.go.jp/common/001014471.pdf

○グローバルＭＩＣＥ都市の育成
・「グローバルMICE戦略都市」として５都市「グローバルMICE強化都市」として２都市を選定し、都市のマーケティング能力の向上を支援。

http://www mlit go jp/kankocho/news07 000049 html

２．ＭＩＣＥの誘致促進

http://www.mlit.go.jp/kankocho/news07_000049.html

○ＭＩＣＥアンバサダープログラムの導入
http://www.mlit.go.jp/kankocho/topics07_000031.html

○ユニークベニューの開発、利用促進
ＭＩＣＥの誘致拡大に向けたユニークベニューの利用促進事業報告書：http://www.mlit.go.jp/common/001032752.pdf
ユニークベニューＨＡＮＤＢＯＯＫ 美術館・博物館編：http://www.mlit.go.jp/common/001032753.pdf

○国際会議誘致ガイドブックの改訂○国際会議誘致ガイドブックの改訂
http://www.mlit.go.jp/common/001043157.pdf

○ＭＩＣＥ開催による経済波及効果測定モデルのバージョンアップ
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news07_000078.html

18



ご清聴ありがとうございました。
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