
平成 24 年度 MICE 人材育成事業受講者募集要項 

 
事業の目的・概要 

 日本の MICE 推進のためには、その誘致・開催のためのグローバルなノウハウを持つ人

材の育成が必要不可欠です。そのため、世界に通用する人材の育成をすべく、MICE 誘致・

開催事業に従事する関連団体・企業等職員及び、企業内で MICE を企画・運営する方を対

象に、海外における実践的な研修、及び国際認証 CMP（Convention Industry Council 公認の

資格制度）取得の為の支援を実施致します。 

 MICE 産業に関わる皆様に、人材育成の一環として是非この機会をご活用していただき

たくご案内申し上げます。 

 
    応募締切日（厳守） 

１．海外研修 ９名程度 ７月２５日（水） 

２．国際認証(CMP)取得支援 １０名程度 ７月２５日（水） 

 応募状況により期日を待たずに締め切ることがありますのでご注意ください。 

 
１．海外研修                                   

  海外研修に関しては、日本の MICE 産業界のトップランナー育成を目的として実施しま

す。そのため、経験豊富で、コミュニケーション能力が高く、かつ将来の日本の MICE 産

業界をリードする熱意のある方を対象とします。また、本研修受講者については、帰国後、

その経験・ノウハウについて日本の MICE 産業の発展に資するために実施される研修会等

におけるスピーカーとなっていただくことがありますので、予めご了承の上お申し込み下

さい。 
 

 ■概要■  
ICCA（国際会議協会）、IAPCO（国際 PCO 協会）、MPI（国際ミーティングプランナー

協会）が開催する既存の研修会に、コンベンションビューロー、PCO、会議施設等の経験・

語学力の豊富な社員・職員及び、企業内で MICE を企画・運営する方を派遣し、ノウハウ

の習得を図るとともに、海外各国からの出席者との交流を深め、より広範な国際的人脈の

形成に資するものとします。 
 

① 研修コース 
下記よりご希望の研修先を選び、お申込みください。参加に関する手続きは

基本的に運営事務局にて行いますが、一部参加者にて手続きをお願いをする

ことがあります。 
☞応募締切期日（７月２５日（水）必着）までに「海外研修」申込書にご記入

の上、MICE 人材育成事業事務局までご送付いただくか、事務局ウェブサイ

ト応募フォームよりご応募ください。なお、応募状況により期日を待たず

に締め切ることがありますのでご注意ください。 
 
 
 
 
 
 
 



研修先： 
 セミナー・研修名 開催日程 開催地 
1 MPI World Education Congress 

 
2012/7/28– 
2012/7/31 

セントルイス（米国） 

（特徴）MICE 業界 大規模のグローバル組織である MPI が主催する中でも

大のイベントで、参加業界はコンベンション、展示会、旅行業、ホテル、スポ

ーツイベントなど非常に幅広いことが特徴。 
（URL）http://www.mpiweb.org/Events/wec2012/Home 

2 
51st ICCA Congress 

2012/10/20– 
2012/10/24 

サンホアン（プエルトリコ） 

（特徴）ICCA（国際会議協会）に加盟する世界 86 ヶ国 900 機関が一同に終結

する、MICE 業界 大のイベントのひとつ。業界の 新情報の収集、ネットワ

ーキング、世界各都市のマーケティング手法を学ぶ非常に良い機会。 
（URL）http://www.iccaworld.com/dbs/congress2012/ 

3 IAPCO Seminar on 
Professional Congress Organization

2013/1/19– 
2013/1/24 

エルマツィンゲン（スイス） 

（特徴）IAPCO（国際 PCO 協会）が主催する、主に大規模国際会議のマネジメ

ントを対象とした内容。受講生 6 名につき講師 1 名という講師陣の多さも特徴。

（URL）http://www.iapco.org/annual_wolfsberg_seminar.cfm?page_id=123 
4 IAPCO 

Meeting MasterClass 
2013/1/21– 
2013/1/24 

エルマツィンゲン（スイス） 

（特徴）同じく IAPCO が主催する、よりベテラン層を対象としたセミナー。

業界歴 10 年超の参加者が過半数を占める。 
（URL）http://www.iapco.org/annual_wolfsberg_seminar.cfm?page_id=124 

＊ 既に上記の研修へ直接お申し込みをされている方も本研修事業を活用いただけ

ますので事務局までご連絡ください。 
＊ 本年度は「派遣元調整コース」は設けておりません。 

  
② 募集人数：9 名程度 

 
 ③ 派遣費用 
    現地への渡航費と宿泊費、日当及び研修会等の受講費用については、観光庁が

大その 1/2 を上限として支援するものとし、残り部分及びこの要項内に含まれない

費用については、派遣者の所属する企業・団体にご負担いただきます。 
   対象となる費用は、以下のとおり。 

・渡航費用（往復エコノミークラス、空港施設使用料・諸税） 
  ※フライト手配については指定旅行会社が行うものとします。 
・宿泊費、国内交通費、日当（国家公務員の出張旅費規定額（定額）を適用する） 
・研修会等への参加に係る受講費及び教材代 

  
 ④ 応募資格 

原則として下記の条件を満たす者とする。 
ａ）コンベンションビューロー、PCO、会議施設、その他 MICE 関連企業・団体に

属する方で、MICE 業界における 3 年以上の職務経験があり、国際会議等の誘

致に関する経験を有する方、又は企業内で MICE を企画・運営する方 
ｂ）人物的に優れており、かつ、健康の問題がない方 



ｃ）TOEIC 730 点以上、もしくは英検準 1 級以上 
ｄ）派遣について当該組織の長の推薦を得ており、組織的に上記費用負担ができる方 
ｅ）帰国後も引き続き一定期間日本の MICE 産業等に従事し続けることが見込まれ

る方 
ｆ）研修終了後、1 か月以内に獲得した経験等についてアンケートおよびレポートを

提出できる方（提出は研修運営事務局経由で観光庁にご提出ください） 
ｇ）帰国後、観光庁、JNTO が行う研修事業にスピーカーとして参加するなどの協力

ができる方 
  
 ⑤ 選考方法 
    応募された方の中から、当該研修に対する適性について一定の審査を行い、受講

者を決定いたします。 
 
 ⑥ 選考結果の通知 
    選考結果は、研修運営事務局を通じて応募者に通知いたします。 
 
 ⑦ 研修の履行に関する事項 
    研修期間中は、現地で研修に専念する義務があります。また、受講者側の事由に

より研修を途中で中止し、当初予定されていた研修全てを履行できない場合及び期

日までにアンケート・レポートなど所定の提出物を提出できない場合には、観光庁

の支援は全てなきものといたします。ただし、事前の申し出により、観光庁が相当

の理由があると認めた場合には、それまでの期間分の支援を行う場合があります。

また、現地において天変地異などの事由により研修が継続できなくなり帰国した場

合には、それまでに発生した額に見合う支援を行います。 
 
 ⑧ 費用の支払い 

派遣元にフライト代以外の費用を立て替えていただき、研修完了後に観光庁の支

援金額を算出・確認したのち精算いたします（2013 年 2 月までに支払い予定）。 
 
２．国際認証取得支援                               
国内 MICE 関連事業・産業従事者等に対し、MICE 業界における国際認証の一つである

CMP(Certified Meeting Professional)取得の支援を行います。受験準備を通してミーティング

のマネジメントを体系的に学習していただくことで支援対象者の能力を高めると同時に、

国際的に評価をされている認証保有者の増加をアピールすることで日本の MICE 人材の強

化を海外に向けて発信します。 
 
☞応募締切期日（７月２５日（水）必着）までに「国際認証(CMP)取得支援」申込書に

ご記入の上、MICE 人材育成事業事務局までご送付いただくか、事務局ウェブサイト

応募フォームよりご応募ください。 
 
 参考）CMP (Certified Meeting Professional)  
 http://www.conventionindustry.org/CMP/CMPProgram.aspx 
 
① 対象試験 
  2013 年第 1 クォーターCMP 試験（2013 年 1 月下旬実施予定） 

 
② 対象者 



MICE 関連事業・産業に従事し、相当の実務経験を有し、英語による意思疎通、  
受験が可能なこと。 

        CMP 取得を通じて将来の MICE 業界の発展に貢献する強い意志を有し、今年度中

に 1 次審査を通過する見込みのある方。 
*CMP 受験の詳細については CIC 公式サイトに掲載されている「CMP 2012 
Handbook」をご確認ください。 
 

③ 募集人数：10 名程度（平成 23 年度 MICE 人材育成事業の国際認証取得支援を受

けた方は対象外とします。） 
 

  ④ 支援内容 
    １） 本試験対策（下記の費用の 1/2 を上限に支援） 

        ・PCMA Online Prep Course 受講費用  
      ・CIC 公式テキスト購入費用 
     ２） 本試験受験支援（下記の費用の 1/2 を上限に支援） 

・本試験登録費用 
※ その他 PCMA Online Prep Course を活用した事前勉強会の開催を予定。 

支援対象者のみならず、将来的に CMP 受験を目指す者も参加可能。 
（詳細については事務局ウェブサイトを参照） 

 
     ⑤ 応募資格 

ａ）コンベンションビューロー、PCO、会議施設、その他 MICE 関連企業・団体に

属する方で、MICE 業界における 3 年以上の職務経験があり、国際会議等の誘

致に関する経験を有する方、又は企業内で MICE を企画・運営する方 
ｂ）人物的に優れており、かつ、健康の問題がない方 
ｃ）TOEIC 730 点以上、もしくは英検準 1 級以上 
ｄ）受験について当該組織の長の推薦を得ており、組織的に上記費用負担ができる方 
ｅ）受験後も引き続き一定期間日本の MICE 産業等に従事し続けることが見込まれ

る方 
ｆ）受験後、1 か月以内に獲得した経験等についてアンケートおよびレポートを提出

できる方（提出は事務局経由で観光庁にご提出ください） 
ｇ）受験後、観光庁、JNTO が行う研修事業にスピーカーとして参加するなどの協力

ができる方 
 

  ⑥ 選考方法 
    応募された方の中から、当該研修に対する適性について一定の審査を行い、支援

対象者を決定させていただきます。 
 
  ⑦ 選考結果の通知 
    選考結果は事務局を通じて応募者に通知いたします。 
 

⑧ 研修の履行に関する事項 
    受講者側の事由により規定の試験全てを履行できない場合及び期日までにアン

ケート・レポートなど所定の提出物を提出できない場合には、観光庁の支援は全

てなきものといたします。ただし、事前の申し出により、観光庁が相当の理由が

あると認めた場合には、それまでの期間に発生した額に見合う支援を行う場合が

あります。 



 
 ⑨ 費用の支払い 

試験終了後に観光庁の支援金額を算出・確認したのち精算いたします（2013 年

2 月までに支払い予定）。 
      以上 

 
本件に関するお問い合わせはメールにて下記事務局までお願いいたします。 
 
MICE 人材育成事業 事務局 
（日本コンベンションサービス株式会社内） 
担当：西本 恵子 
E-mail: micetraining@convention.co.jp 
ウェブサイト https://jitl.jp/micetraining/ 


