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MICEに関する政策課題

～政策課題～

政策課題１： ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾚﾍﾞﾙのMICE都市の育成

政策課題２ MICEの戦略的活用

政策課題

政策課題２： MICEの戦略的活用

政策課題３： ｱﾝﾊﾞｻﾀﾞｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑによる効果的誘致

政策課題４： 大学・研究者等へのｻﾎﾟｰﾄ環境整備

政策課題５ 関係者間の情報共有体制の整備政策課題５： 関係者間の情報共有体制の整備

政策課題６： 誘致活動における政府内の連携強化

政策課題７： ﾕﾆｰｸﾍﾞﾆｭｰの開発、利用促進

政策課題９： ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ･ﾋﾞｭｰﾛｰの財源のあり方の検討

政策課題８： ＭＩＣＥ施設の整備

政策課題 ﾝ ﾝｼｮﾝ の財源のあり方の検討

その他の検討事項
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政策課題１：グローバルレベルのMICE都市の育成
～都市競争力とMICE～

MICEは都市競争力向上に直結する活動であり、都市ベースで取り組むことが効果的

都市は経済成長のエンジン

国の競争力
向上

都市競争力向上 都市競争力向上 都市競争力向上 都市競争力向上・・・

都市は経済成長のエンジン
グローバル競争に立ち向かう主体

都市競争力を支える活動

知の集積 経済活動の集積 文化の集積

・研究・ビジネスの場、そしてストック ・消費市場を見据えた生産、流通 ・コンテンツ・クリエイティブ産業を生み出す空間

MICEは都市競争力向上に直結MICEは都市競争力向上に直結
MICEが担う役割

科学技術・
ﾋﾞｼﾞﾈｽ振興 グローバル化の促進 大きな経済波及効果
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科学技術・
ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝの振興



海外競合国・都市との厳しい誘致競争に打ち勝つため、勝てるポテンシャルのある都市を選定して集中的に支援しつつ、グロー

政策課題１：グローバルレベルのMICE都市の育成
～グローバルMICE戦略都市制度の創設～

海 競 国 都市 厳 誘致競 勝 、勝 あ 都市 選定 集 支援 、
バルレベルの誘致競争力を有する都市を育成する。
また、国や都市の競争力強化の有力ツールとしてMICE（＝国際会議、展示会などのビジネス系イベント）を位置づけ、産業育成
やイノベーション創造の推進を図る。あわせて、MICE誘致に向けた各種施策を総合的に実施する。

誘致ポテンシャル等が高い都市を「グローバルMICE戦略都市」として選定。
国が集中的に支援するとともに、都市の自律的取り組みを促し、MICEﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ戦略の高度化、MICE誘致能力・体制の強化、
受入環境の整備等を図ることにより、グローバルな誘致競争に打ち勝つ都市を育成。

世界トップレベ
ルのMICE都市

我が国を代表するMICE都市
・対象都市に対し、グローバルレベルの誘致
活動や体制強化に向けた自律的な取組を強

制度運営の考え方

ルのMICE都市

更なる絞り込み
（H26以降）

活動や体制強化に向けた自律的な取組を強
く促していく。
・平成26年度以降は、対象都市の前年度の

実績・評価等を踏まえて、対象都市を見直す
とともに 段階的に絞り込みをかけていく

グローバルMICE戦略都市
（H25年度～）

誘致ポテンシャルを有する都市を５都市程 支援内容

とともに、段階的に絞り込みをかけていく。

公募
・市場/競合都市の調査分析
・アドバイザー派遣
プ 支援

度を選定。国が集中的な支援を行う。 ※国と自治体が協働して実施する

国内でMICEに取り組む都市
・プロモーション支援
・域内関係者の連携促進 等
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観光庁事業によるパッケージ支援事業グローバルMICE戦略都市

政策課題１：グローバルレベルのMICE都市の育成
～グローバルMICE戦略都市 支援事業～

誘致に当たっての海外顧客・競合都市に関する調査分析を国が行い、その
結果をグローバルMICE戦略都市に提供する

調査分析結果を活用し、戦略策定・
高度化に必要な基礎情報の把握

①市場/競合都市の調査分析

誘致戦略の策定・高度化

MICE分野において高度な専門知識と国際ネットワークを有する外国人専門家等を招聘

し、マーケティング戦略の策定・高度化、さらには誘致活動についてコンサルティング・活
動支援を実施する

アドバイスを受け、さらなる戦略の高
度化、ノウハウの取得

専門誌等 記者を 本 招請し グ バ C 戦略都市を取材先とし 選定

②アドバイザー派遣
（海外専門家）

専門誌等の記者を日本へ招請し、グローバルMICE戦略都市を取材先として選定の

うえ、記事広告の掲載を行う。また、国際会議誘致・開催における事前の広報支援を
行う

メディアを活用し、より効果的なプロ
モーションの実施

誘致戦略の実施

外部講師の派遣により、ステークホルダー連携促進のためのセミナーを開
催する

③プロモーション支援

④ステークホルダーの連携促進

県・市単位でMICE開催による経済波及効果の把握が可能な測
定モデルを国が開発する

測定モデルを活用し、 MICE開催効果の
把握と関係者の啓蒙 協力体制の構築

戦略を実施する上で必要な連携体
制を構築

催する
④ ク 連携促

⑤地域経済波及効果測定モデルの開発

把握と関係者の啓蒙・協力体制の構築

国際競争力の強化 パッケージ支援事業以外の観光庁の支援

プ
国のMICEプロモーションの中で グローバルMICE戦略都市のプロモー

※ 事業の年度展開に合わせて、支援メニューの拡充・深化を行う見込み。

戦略の実施結果に対する
国の評価

国としてのプロモーション
国のMICEプロモ ションの中で、グロ バルMICE戦略都市のプロモ
ションも実施

関係省庁等への各種働きかけ ・大臣等によるトップセールスの実施
・MICE受入環境整備等についての関係省庁への働きかけ 等

●JNTOの実施する各種情報活動、誘致活動と本事業との連携

国の評価

第２段階へ
（H26年度～）

絞り込み

JNTOの支援
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月 旬 公募 説明会

政策課題１：グローバルレベルのMICE都市の育成
～グローバルMICE戦略都市の実施フロー～

４月下旬 公募・説明会 ・公募：4月24日～5月29日
・説明会：4月26日、5月7日

グ

グロ バルMICE戦略都市選定 評価委員会

書類審査・ヒアリング候補決定６月

・応募者からのヒアリング
グローバルMICE戦略都市選定・評価委員会

対象都市の決定

・委員による評価

対象都市の決定

夏目処 支援事業の開始 1.市場/競合都市の調査分析 2.アドバイザー派遣 3.プロモーション支援
4.ステークホルダーの連携促進 5.地域経済波及効果測定モデルの開発

・対象都市の取組状況のレビュー
・次年度以降の対象都市の見直し次年度以降 対象都市 見直

26年度へ
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MICE（国際会議、展示会）開催を通じて世界の研究者やビジネスパーソンを我が国に呼び込むことで、イノベーションやビジネス
機会を創出 国際会議はイノベ シ ン／科学技術やビジネスの振興に有益であり 方の展示会は商談を通じたビジネス振興に資する

政策課題２：MICEの戦略的活用
～国・都市の重点分野とMICE誘致の連携～

機会を創出。国際会議はイノベーション／科学技術やビジネスの振興に有益であり、一方の展示会は商談を通じたビジネス振興に資する。
MICEのこのような機能を活かすため、海外の有力都市では、戦略的な重点育成分野の振興のために当該分野の国際会議や展示会の誘致
開催を行っている。

海外の事例

国際会議
（学会・ビジネス系会議）

海外有力都市では、自国/都市の戦略的重点分野の振興のために
国際会議、展示会をツールとして活用している。

シンガポールの「戦略的クラスターアプローチ」
海外の優秀な人（ビジネスマン 研究者）と知恵

科学技術・

金融
バイオ
・医療

I T環境・水

等

国際会議
（C）

国際会議
（C）

展示会
（E）

展示会
（E）

・海外の優秀な人（ビジネスマン、研究者）と知恵
（ナレッジ）を我が国・都市に呼び込む
・日本のビジネス・技術を海外に売り込む機会

科学技術・
イノベーション振興

ビジネス振興
等

ミュンヘンのバイオ産業集積

バイオ分野の大展示会・国際会議である「Analytica」と、域内

のバイオ産業クラスターが集まって成長し、バイオ産業集積に
多大な寄与本

バイオ分野の展示会・国際会議
をミュンヘン市内で開催

我が国では、国や都市の戦略分野とMICE
誘致の連携に対する意識が低い。

多大な寄与

大学大学

研究所研究所

大学病院大学病院
バイオVBバイオVB

バイオクラスター
の形成

日 本

研究所研究所
ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰ

大企業大企業の形成
相互に成長

・国・都市の重点推進分野の誘致活動強化のため 当該分野の関係団体とMICE誘致関係者の連携枠組みを構築

＜国が検討すべき事項＞

・国・都市の重点推進分野の誘致活動強化のため、当該分野の関係団体とMICE誘致関係者の連携枠組みを構築
・重点推進分野の国際会議誘致に対する国の支援の検討
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開催される会議分野の有力企業や研究機関、関連施設（プラント等）を紹介するテクニカルビジットは、会議参加者の満足度
を高めるとともに 会議そのものの付加価値の向上に貢献

政策課題２：MICEの戦略的活用
～テクニカルビジット等を通じた我が国からの情報発信～

を高めるとともに、会議そのものの付加価値の向上に貢献。
「日本の最先端技術を知りたい」といった日本の技術力や製品に対する関心は高い。開催地域にとっても、PRの良い機会。
テクニカルビジットの実現に向けては、これまで観光業界を中心に構築されてきたMICE受入体制の枠を、産業界および自
治体等も含めた地域や国全体へと拡大することが必要。

MICE開催地として魅力向上
自 観旅行会社

国内産業との連携によるテクニカルビジット等を通じた産業振興国内産業との連携によるテクニカルビジット等を通じた産業振興

開催地として魅力向
参加者の満足度向上

参加者数の増加

自
治
体
／
コ
ン

ＭＩＣＥ誘致
の視点

観
光
関
連
事
業

旅行会社
ホテル等宿泊事業者
MICE施設運営事業者
交通関連事業者
各種観光施設

連携

テクニカルビジット

（工場、研究所、インフラの視察）

ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
ビ

コンテンツ
開発

業
者

連携
製造業

各種観光施設
PCO・DMC
・・・・・・・・

ビジネス機会の創出

ュ
ー
ロ
ー

ビジネス
振興

の視点

産
業
界

連携
医療産業
インフラ産業（含、自治体）
・・・・・・・・

MICEを通じた
国際連携支援

産業のブランディング
ビジネス振興 国・都市の戦略産業分野

＜国が検討すべき事項＞

・MICE開催時のテクニカルビジットの組成のため、我が国産業界や自治体・CB側のニーズを把握。
・ニーズの高い分野について、当該産業分野の関係団体・企業や関係省庁に協力を要請する。

＜国が検討すべき事項＞

-7-



政策課題３：アンバサダープログラムによる効果的誘致①

課題課題

MICE誘致における我が国の最大の強みの一つが、世界トップ水準の研究者・ビジネスマンを有すること。
国内外に強い影響力を有し、国際会議の誘致においてもキーとなる多くの人材や学協会が我が国に存在。

その一方、こうした実力の高い国内の多くの研究者・ビジネスマンや学協会は、会議誘致経験の不足、業務多忙等の
理由から その多くが国際会議の誘致に積極的ではない 我が国への誘致に向けたリーダーシップが必要理由から、その多くが国際会議の誘致に積極的ではない。我が国への誘致に向けたリ ダ シップが必要。
また、日本への誘致可能性のある国際会議関連の情報をMICE誘致を争う海外都市に遅れをとらずに入手するめに
は、当該分野で国際的な深いネットワークを有する者が必要となる。

①我が国がMICE誘致を進める分野において、国内外で影響力の高い有識者（研究者、産業界のリーダー

対応対応

等）をMICE分野のアンバサダーに任命。

②その立場や人的ネットワークを活用し、
⇒国内関係者に対して国際会議の意義や重要性を啓蒙⇒国内関係者に対して国際会議の意義や重要性を啓蒙
⇒日本への誘致可能性のある国際会議の情報をいち早く海外から入手
⇒誘致可能性のある国際会議について、立候補に向け国内関係者に対する働きかけを実施
⇒当該分野の海外関係者に対して日本のPR活動を実施

プ グ＊海外では、アンバサダープログラムを展開する国・自治体は多い(約35%)。但し、その手法・規模は様々。

海外 導入が進む上記 バサダ プ グ ムを我が国にも導入し 国内外 影響力 高 研究者 産業界

＜国が検討すべき取組＞

•海外で導入が進む上記アンバサダープログラムを我が国にも導入し、国内外で影響力の高い研究者・産業界
リーダー等の人材をMICE誘致において活用する枠組みを早急に構築する。
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政策課題３：アンバサダープログラムによる効果的誘致②

アンバサダープログラムのイメージアンバサダープログラムのイメージアンバサダープログラムのイメージアンバサダープログラムのイメージ
アンバサダー

海外のＭＩＣＥ関係者たち

中国●▼学会の

Dr.Aのようなキーマンの
働きかけがあるならば、
日本に一票を投じるか。。 A大学の教授 Dr. A

「国際●▼学会」の理事
「日本● 学会 の委員も兼務

国
会長 Dr. C （中国） 「日本●▼学会」の委員も兼務

●●分野の国際的ﾘｰﾀﾞｰの一人

Dr.Aは、国際本部

の重鎮 彼から聞

大学 教授 誘致立候補は手

の重鎮。彼から聞
かれたら、情報提
供しないと。。

国際会議の誘致をためらっている

国際●▼学会（国際本部）
会長 Mr. B （カナダ）

B大学の教授 誘致立候補は手
間もかかるし面倒
だが、Dr.Aの要請
もあるし頑張るか。。

国際会議の誘致をためらっている
国内の主催者たち
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学術系の国際会議においては、日本国内の学会関係者（主催者）が会議誘致に立候補することが第一歩。主催者は、大学
の教員や研究者であることが多いが 研究活動等で多忙であることから 会議誘致に踏み出しにくいのが現状

政策課題４：大学・研究者等へのサポート環境整備

の教員や研究者であることが多いが、研究活動等で多忙であることから、会議誘致に踏み出しにくいのが現状。

一方、海外の有力大学では、大学がカンファレンスサービスの機能を有しており、会議誘致・開催に伴う教員の事務負担を軽
減するシステムができている。その結果、多数の会議誘致につながるとともに、教員の研究環境の向上が図られている。

国際会議誘致に立候補しなかった理由国際会議誘致に立候補しなかった理由 海外大学におけるカンファレンスサービス事例海外大学におけるカンファレンスサービス事例

43.3%

23 3%

0% 20% 40% 60%

過去数年内に日本で開催したため

日本で開催する意義や必要性を感じないため

出所）観光庁実施アンケート「国際会議の日本への誘致に関するアンケート調査」 • 教員の国際会議誘致に関する事務負担軽減のための
カンファレンスサービスを大学組織として設置

• 主に学内で開催される会議について予算編成や会場選定、
レジストレーション等の事務手続きをサポート

23.3%

31.7%

48.3%

日本で開催する意義や必要性を感じないため

赤字となるリスクを負いたくないため

誘致・開催に携わることのできる会員や

事務局の人員が不足しているため

誘致活動においてキーマンとなる人材が

スタンフォード大学 カンファレンスサービス

• 大学側にとっては多数の会議を誘致することで研究機関としての、
知名度、ブランド向上に繋がることがメリット

36.7%

30.0%

16.7%

誘致活動においてキ マンとなる人材が

不足しているため

誘致活動にかけることのできる

資金が不足しているため

誘致活動についてのノウハウが

不足しているため

国内の会議施設等が規模等の

下記のようなサービスをワ
ンストップで提供することで
研究者の負担を軽減

• 会議内容へのｱﾄﾞﾊﾞｲｽ

1.7%

20.0%

11.7%

国内の会議施設等が規模等の

条件を満たしていないため

国際組織・団体や関連する団体の中における

日本の存在感や影響力が必ずしも高くないため

日本への国際会議の誘致が

自組織内における評価につながらないため
N=60

• 予算編成、契約関連のア
ドバイス

• 会場選定、準備
• スタッフの確保、派遣
• レジストレーション
• 飲食関係の手配 等

国際会議誘致に立候補しなかった理由として
“誘致活動のための人員不足”が多数挙げられている

出所）スタンフォード大学ホームページ
http://www.stanford.edu/dept/rde/cgi-bin/drupal/conferences/

• 飲食関係の手配 等

＜国が検討すべき事項＞

・大学・研究者等が容易に会議誘致・開催に取り組めるための課題・手法の調査検討、モデル事業をはじめとする支援策の
検討を行う。

＜国が検討すべき事項＞
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海外の多くのコンベンションビューロー（CB)では、都市内のホテル、PCO等の民間事業者と連携し、市内の国際会議開催に
関連する情報を関係者 情報共有するシ テム（CRM C R l i hi M S ）の導入例も多い

政策課題５：関係者間の情報共有体制の整備

関連する情報を関係者で情報共有するシステム（CRM: Customer  Relationship Management System）の導入例も多い。
こうした情報共有を通じて、誘致活動の迅速化や関係者の連携体制の構築につなげている。
我が国ではこうした関係者間の情報共有体制の構築が遅れているとともに、結果として誘致活動においてCBと民間事業者

との連携が遅れたり困難となることから、海外との誘致競争においてマイナスとなるとの懸念がある。

コンベンション

問い合わせ等

問い合わせ等

主催者等

都市の民間事業者

コンベンション
ホテル

顧客・MICE案件（リード）
に関する情報共有

国内の現状国内の現状ウィーンの取組

都市の民間事業
者

シ
ビューロー

ホテル

顧客・案件に関する
情報提供

随時情報
入力

閲覧

ビューロー
ホテル

PCO

CBとホテル、PCO間での情報共有が不十分（MICE案件(リード）情報、競
合国 都市情報 顧客情報等）独自ﾃﾞｰﾀ

ﾍﾞｰｽ
PCO

ミネアポリスの取組

合国・都市情報、顧客情報等）
一層の情報共有が望ましいが、その一方、民間事業者にとってはMICE案
件情報はビジネスそのものであることから容易に共有できるものではなく、
またCBの立場からは、特定の民間事業者に情報提供という便宜を図るこ
とが困難との課題がある

主催者コンベンション
ビューロー

案件
情報

案件情報

タク 履 客室の確保 ＜国が検討すべき事項＞

ミネアポリスの取組 とが困難との課題がある。
情報共有や連携の遅れは誘致活動の遅れや非効率を生じる。
類似の問題は、JNTOと各都市CBとの間でも生じている。

CRMシステム
(CRM: Customer Relationship Management )

コンタクト履
歴等を入力

客室の確保
可能性を把握

・CBと、ホテル/PCOとの間での情報共有システムの構築を促す方策を
検討する。
・JNTOと各都市のCBとの間で、MICE誘致案件の情報共有を強化する。

＜国が検討す き事項＞

ホテル

CVBの入力

した案件情
報を閲覧

部屋数の供給可能量
等を入力

（個別誘致案件の情報共有等）
・こうした情報共有と共に、会議誘致活動（ビッド対応等）に向けたJNTO
とCB,CBとホテル・PCOのチーム構築迅速化の方策を検討する。
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MICE誘致においては政府が積極的に誘致活動をサポートすることは極めて重要。

政策課題６：誘致活動における政府内の連携強化

誘 積 誘 動

開催地投票権を有する各国キーパーソンに対して働きかけを行う際には、在外公館や関係省庁等の政府要人からの働
きかけは大きな武器となる。

また、誘致時における大臣クラスからの招請状の発行や、開催時、政府要人が開会式典等への出席・挨拶等を行うこと
も、参加者に対する強い歓迎の意を表すこととなるため、日本の印象に対して好影響を与える。表

誘致活動・ロビーイングにおける政府内連携強化に向けて誘致活動・ロビーイングにおける政府内連携強化に向けて

立候補都市CB・ＰＣＯ、観光庁・ＪＮＴＯ

タイ （バンコック） の事例（医学系国際会議）

・会議規模： ６０００名
開催地決定方法 1カ国１票 計９３票 会議開催時学協会日本支部等

キーパーソン
の特定

政府要人の
紹介依頼

・開催地決定方法：1カ国１票。計９３票。会議開催時
により投票により決定。
・「国際連合タイ政府代表部」から、すべての投票
権者へ要請レターを発出。会議誘致に成功。

国際団体理事等
開催地決定権者
（キーパーソン）在外公館や関係省庁

（大使や関係省庁幹部等）

各都市CBからの依頼に
基づき、政府要人への

取次ぎ/協力要請

誘致の働きかけ・
ロビーイング

（大使や関係省庁幹部等）協力依頼

取次ぎ/協力要請

・MICE誘致において、政府全体がオールジャパンで取り組むことが極めて重要。

＜国が検討すべき事項＞

MICE誘致において、政府全体がオ ルジャパンで取り組むことが極めて重要。

・関係省庁及び観光庁が一体となって誘致活動を展開。このため、誘致関係者からの要請に応じて、観光庁から国際会
議の関係省庁及び外務省に対して、協力要請等の活動を行う。
・迅速かつ効果的な誘致活動ができるよう、各省庁が窓口を設け、協力体制を構築しておく必要がある。
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政策課題７：ユニークベニューの開発、利用促進
～現状と課題～

＜背景と現状＞

ポテンシャルの高い施設は多く存在するものの、ユニークベニューとしての開放は進んでいない。
制度的に利用を受け付けても、個別案件毎に多大な調整作業・時間が必要であるなどの障害が多い
各種サービスがパッケージ化されておらず、利便性が低い。
利用可能なスペースが限られる等、利用者ニーズに合致しない利用ルールとなっている。
海外都市においては、ユニークベニューを利用したレセプション等の開催は一般的となっている。

＜課題とニーズ＞＜課題とニ ズ＞

海外事例海外事例

情報発信不足
• 利用可能施設に関する情報の不足
• 利用ルール・基準等の整備・公表が不十分 海外事例海外事例

〈世界遺産でのレセプション〉

豊富・多様なベニューの開放

利用ル ル 基準等の整備 公表が不十分
• 窓口の明確化

ベニュー開放の遅れ
ポテンシ の高い施設はあるものの クベ• ポテンシャルの高い施設はあるものの、ユニークベ
ニューとしての開放は進んでいない

• 公的施設の民間（貸切）利用に対する、施設管理運営
者・市民等の抵抗感

出所：CIBTM2013webサイトより

者 市民等の抵抗感
• 法的制度の問題

（例）食品衛生法、道路交通法 他

限定的な利用 煩雑な手続
出所：CIBTM2013webサイトより

限定的な利用、煩雑な手続
• 利用条件、利用スペース、準備作業時間等の制限
• 施設管理運営者、保健所、消防等、多数の申請窓口
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ロンドンにおけるユニークベニューの取組み事例ロンドンにおけるユニークベニューの取組み事例
概

Unique Venues of London（ロンドンのユニークベニュー協会組織）

政策課題７：ユニークベニューの開発、利用促進
～海外事例と今後の検討方針～

年間160件のイベント開催実績
専任の担当職員を配置

概要
・1993年設立。国立歴史博物館を中心とした18施設が設立メン
バー。現在のメンバーは79施設。
・有限責任会社の形態をとる。メンバー施設は毎年会費を払う。
・London&Partners（ロンドン観光局）、Visit Britain(英国観

ロンドン自然史博物館

専任の担当職員を配置
施設の貸出、ケータリング、音
響、照明等の各種サービスを
パッケージ化

（ 観光局）、 (英国観
光局）、ロンドン市の支援を受ける。
加入要件
・ｻｰﾋﾞｽ業、ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ、ｹｰﾀﾘﾝｸﾞ、会議・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞを主要業務
としない者であり、会議開催地としてﾕﾆｰｸであること 等

取組内容取組内容
専用HPの運営等のワンストップ窓口業務、MICE見本
市への出展等のPR活動、協会加入施設の品質の維持・向上と
いった業務を実施。
メンバー施設例
ｾﾝﾄﾎﾟｰﾙ大聖堂 ﾃｰﾄ美術館 ﾛｲﾔﾙ･ｵﾍﾟﾗ･ﾊｳｽ ﾛﾝﾄﾞﾝ動物園

博物館の名所である、恐竜模型を
置いているスペースの利用が可能

出所：ロンドン自然史博物館提供資料

協議会の設置

• ユニークベニュー利用事業者、施設関係者、自治体等による協議会を設置し、ユニークベニューの新規開拓や利用活

ｾﾝﾄﾎ ﾙ大聖堂、ﾃ ﾄ美術館、ﾛｲﾔﾙ･ｵﾍ ﾗ･ﾊｳｽ、ﾛﾝﾄ ﾝ動物園
＜国が検討すべき事項＞

ユ ク ュ 利用事業者、施設関係者、自治体等による協議会を設置し、ユ ク ュ の新規開拓や利用活
性化のための環境整備、関係者の情報交換等を推進する枠組みを構築する。

新規施設の開拓

• ユニークベニューとして活用できる新規施設を数カ所選定し、施設側にとって負担となっている各種手続き、料金設定な
どの運用手法についてのモデル事例・運用ガイドラインを策定する。どの運用手法に いてのモデル事例 運用ガイドラインを策定する。

公共施設解放への働きかけ
• ポテンシャルの高い公共施設でユニークベニューとしての利用解放を図るべく、関係省庁や自治体等の施設管理側の
関係機関への働きかけを行う。

ユニークベニュー施設情報等の一元化ク 施設情報等の 元化
・ 利用可能者数、担当者、図面などの関連情報を一元化し、利用者側への提供を図る。
食品衛生法等の関連規制の運用弾力化への働きかけ
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主催者の施設 ズの変化 アジアを中心とした競合国におけるMICE施設整備の進展等につれ 我が国のMICE施設

政策課題８：MICE施設の整備

主催者の施設ニーズの変化、アジアを中心とした競合国におけるMICE施設整備の進展等につれ、我が国のMICE施設
は、その規模・質において競合国から後れを取っていると言わざるを得ない状況。
都心部に立地するMICE施設の一部は、稼働率がほぼ上限に近いところにある。そのため、リピート利用ニーズへの対
応で施設利用枠は飽和状態となっており、新規に利用枠を確保するのも難しい状態となっている。
MICE施設のスペ クは誘致競争に参加するための前提条件であり MICE施設整備の推進は必須の課題と言えるMICE施設のスペックは誘致競争に参加するための前提条件であり、MICE施設整備の推進は必須の課題と言える。

顧客：Customer顧客：Customer 競合： Competitor競合： Competitor日本のMICE施設日本のMICE施設

併設展示会開催ニーズの拡大

分科会会場へのニーズ拡大

新規施設の整備

既存施設の拡張・大規模改修

一体型MICE施設の不足

会議施設の展示規模不足

Wi-Fi等、ITインフラへのニーズ拡大

オフィスタワー

COEX 
InterContinental Hotel

（DFSあり）
オフィス・
レストラン ロングステイ用ホテル、

アパート
シティ・エアポート・

ターミナル

カジノ

MICEエリア整備の推進

等 等

高稼働で予約が取りづらい首都圏施設

ITインフラ整備の遅れ

画像出所

コンベンション・
エキシビション施設

Grand 
InterContinental Hotel

デパート

カジノ

ショッピングモール

Conventionの収益性を重視する潮流
モバイルPC、スマートフォン、タブレットPC
等の普及
Convention用アプリ等、IT技術を活用した
MICEの増加

等

新規整備の抑制
画像出所：

COEX（左下）
⇒各施設提供資料より作成

Melbourne Convention & Exhibition Centre（右下）
⇒施設Webサイトより

MICEの増加
技術の進展による、学術分野の細分化

進まない施設拡張
各種設備の老朽化

＜国が検討すべき事項＞

・MICE開催地としての都市機能を強化するため、各種取組の検討を行うとともに、関係者への働きかけを実施する。

＜国が検討すべき事項＞
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政策課題９：コンベンション・ビューローの財源のあり方の検討①

海外CBは、総じて国内CBより豊富な予算を有して積極的な誘致活動を展開。こうした海外CBでは、誘致競争力の強化に海外 は、総じ 国内 より豊富な予算を有し 積極的な誘致活動を展開。 うした海外 は、誘致競争力 強化
向けた財源確保に努めている。
具体的には、自治体からの交付金や会員企業からの会費収入、さらには、CBの自主事業や域内事業者からの目的税等、
様々な手法を用いて活動資金の確保に努めている。

海外各都市 おける財源確保 対する り組海外各都市 おける財源確保 対する り組海外各都市における財源確保に対する取り組み海外各都市における財源確保に対する取り組み

財源確保手法 取り組み概要・事例

公的財源
CBの活動経費を自治体の公的財源で確保

公的財源
活動経費 自治体 公的財源 確保

CBの活動経費を大部分を自治体の公的財源で拠出。（日本の各都市、ソウル、大田）

CB（自主事業）
CBとして一般観光関連事業やホテル予約サービス等の自主事業を展開

CBが交通パスや観光パス、オリジナルグッズの販売、ホテル予約サービス等の営利事業を展開。そこから得られる収

益をCBの自主財源に充当（バルセロナ、ウィーン、ベルリン、オスロ）

CBによる
自主事業収入

CBとして一般観光関連事業やホテル予約サービス等の自主事業を展開
CBが交通パスや観光パス、オリジナルグッズの販売、ホテル予約サービス等の営利事業を展開。そこから得られる収

益をCBの活動資金に充当（バルセロナ、ウィーン、ベルリン、オスロ）益をCBの自主財源に充当（ ルセ ナ、ウィ ン、 ルリン、オス ）益をCBの自主財源に充当（バルセロナ、ウィ ン、 ルリン、オスロ）

地元産業界等
の拠出

CB会員からの会費収入や、任意のスポンサーシップとして地元企業から受領
ホテル客室数、MICE施設座席数等に応じた会費収入を活動資金に充当（バルセロナ、オスロ、ストックホルム、コペン
ハーゲン）

地元企業からの寄付金等の収入を活動資金に充当（ウィーン）

観光目的の
地方税

観光やMICEプロモーション等を目的とした目的税を自治体が課税
MICE施設周辺地区のホテルを対象に、客室売上に対する一定比率の課税を行い財源を確保。自治体を経由して、
CB活動資金やMICE施設改修費用に充当（ニューヨーク、オーランド等のアメリカの主要都市、ウィーン）

海外と誘致競争を行う国内主要都市では、財源強化に向けた取組が求められる。
・海外主要都市の財源確保事例の収集・分析を行い、国内関係者と情報共有する。
現状では定量的な把握が不十分である「MICE開催による域内事業者等 の経済波及効果 に いて その試算を可能と

＜国が検討すべき事項＞

・現状では定量的な把握が不十分である「MICE開催による域内事業者等への経済波及効果」について、その試算を可能と
する評価モデルを国が構築する。

・財源手法の多様化に意欲のある自治体が検討を行う際に、国として何らかの支援を行う。
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地元産業界による拠出の例 CBによる自主事業の例

政策課題９：コンベンション・ビューローの財源のあり方の検討②

～オスロの例～
• visit Oslo（オスロ・コンベンション・ビューロー）は株式会

バルセロナ • Barcelona Tourismeの予算の93％は自主事業の
収入による。

• 自主事業内容：市内ﾊﾞｽﾂｱｰ、ｳｫｰｷﾝｸﾞﾂｱｰ、ﾊﾞﾙｾ
ﾛﾅ･ｶｰﾄﾞ（美術館の無料・割引券 市内公共交通機

社の形態をとり、地元企業がその株主。

•収入源は、①オスロ市からの補助金、②自主事業による
収入、③事業者からの拠出。

•自主事業の収入源は、ホテル予約フィー、オスロ･パス

ﾛﾅ ｶ ﾄ （美術館の無料 割引券、市内公共交通機
関乗り放題） 等

オスロ Oslo Pass※の収入

※市内公共交通機関乗り放題＋主要観光施設やレ
ストランの無料・割引券

の売上等。
•事業者からの拠出は、ホテル事業者、MICE施設等の区
分ごとにルールを設定して徴収。（ホテル事業者：100㌦
／部屋、MICE施設：30㌦／席）

トランの無料 割引券

ベルリン Berlin Welcome Card※の収入

※市内公共交通機関乗り放題＋主要観光施設無
料・割引券

～オーランドの例～

～visit Osloの財源内訳～
（総額約5億6千万円）

観光目的の地方税の例

オ ランドの例
•フロリダ州オレンジ郡が郡内のホテル等からTourist 
Development Tax（TDT。Resort Taxとも呼ぶ。）を徴収

•宿泊料に対し６％を課税。2012年のTDT収入には177億円
• visit Orlandoの年間予算58億ドルのうち、34.7億ドル（約オスロ市補助

自主事業に

よる収入
30% visit Orlandoの年間予算58億ドルのうち、34.7億ドル（約

60％）はTDTから充当。
•残り約40％は協賛企業の会費および自主事業の収益によ
る。なお、TDTはこの他、コンベンションセンターの施設償却
費等にも充当。

金

48%

業界からの

会費収入
22% 費等にも充当。22%
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その他の課題

＜MICEの意義等の啓蒙普及＞
・MICE開催を通じた経済的意義などについて、関係者も含めた一般の認識が十分ではない。

⇒MICE開催を通じた地域の経済波及効果分析を始めとした経済効果分析ツールの開発及び普及に
取り組む取り組む。

⇒MICEの意義の啓蒙普及に積極的に取り組むなど、MICE推進の旗振り役として国が積極的な役割
を果たす。

＜海外とのネットワークの強化（日本の顔）＞
・MICE分野の国際的な人的ネットワークの中での日本の存在感が弱く、「日本の顔がいない」との指摘も
ある。
⇒JNTOや主要CBに対してMICE分野の国際会合等への積極的な参加を促すと共に 「日本の顔」と⇒JNTOや主要CBに対してMICE分野の国際会合等への積極的な参加を促すと共に、「日本の顔」と
して機能する人材を一貫して育成するよう国として促す。

＜MICE事業者の活性化＞
輸 が ビジ・ホテル、PCO、DMC・旅行事業者、運輸事業者、その他のMICE分野の民間事業者が、MICEビジネス

振興に向けて一体となって取り組むための機会に乏しい。
⇒MICEビジネス振興に意欲を有する民間事業者の組織化に向けた取組を国として促す。

＜入国管理＞
・大規模国際会議等の開催時において、スムーズな入国管理・受入のためにMICEレーンを設けるべき。

⇒空港での出入国手続きの迅速化を図るため、国際会議参加者等などを対象としたファーストレーン
導 関係機関 働きか るの導入について、関係機関に働きかける。
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