
資料１０

都道府県観光主管部長会議

ＭＩＣＥについて

平成２６年２月１９日平成２６年２月１９日

観光庁MICE担当参事官



１．MICEの意義／最近の動向１．MICEの意義／最近の動向



MICEとは
MICEとは、ミーティング、インセンティブ、コンベンション、エキジビジョン／イベントを総称し
た用語である。これら個々の大まかな概念は下記の通りである。

ミーティング（M）：主に企業がグループ企業やパートナー企業などを集めて行う会議、大会、研修
会等の会合（＝コーポレートミーティング）。会等の会合（ コ ポレ トミ ティング）。

インセンティブ（ I ）：企業が従業員やその代理店等の表彰や研修などの目的で実施する旅行の
ことで、企業報奨・研修旅行と呼ばれるものである。

コンベンション（C）：いわゆる国際会議であり 学会や産業団体 さらには政府等が開催する大規コンベンション（C）：いわゆる国際会議であり、学会や産業団体、さらには政府等が開催する大規
模な会議を一般的に指す。

エキジビション・イベント（E）：国際見本市、展示会、博覧会といったエキジビションとスポーツ・文
化イベントなど大小さまざまなものが含まれる広範な概念である。化イ ントなど大小さまざまなものが含まれる広範な概念である。

Meeting
企業等のミーティング等。

Incentive (Travel)
企業が従業員やその代理店等の表彰や研修などの目的で実施す企業等のミ ティング等。

例：海外投資家向け金融セミナーグループ企業の役員会議 等
企業が従業員やその代理店等の表彰や研修などの目的で実施す
る報奨旅行のこと。企業報奨・研修旅行とも呼ばれる。
例：営業成績の優秀者に対し、本社役員によるレセプション 等

Convention Exhibition / EventConvention
国際団体、学会、協会が主催する総会、学術会議 等。
例：九州・沖縄サミット、世界水フォーラム、国際解剖学学会、
アジア心身医学会 等

Exhibition / Event
文化・スポーツイベント、展示会・見本市。
例：東京国際映画祭、世界陸上競技選手権大会、
東京モーターショー、国際宝飾展 等

※インセンティブやコンベンションを含めて広義のミーティングとも一般的に呼称される。
欧米諸国などではMICE全般を指してビジネスミーティング、ビジネスイベントと称する場合も多い。
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MICEの意義

日本で1万人規模の国際会議が開催された場合
MICE開催を通じた主催者 参加者等の消費支出は 開催

（１）高い経済効果 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 38 億円
・誘 発 税 収 額 ： 約 1.6億円（国税）

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。

出所）MICE開催による経済波及効果簡易測定モデルにて試算

（２）ビジネス機会やイノベーションの創出

出所）MICE開催による経済波及効果簡易測定モデルにて試算

MICEの機能MICEの機能

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

アイディアの交換

ポリティカルな活動
イノベ シ ンのための科学技術の発展・イノベ ションの創出に大きく資する。

都市 競争力 ブ ド力向

ダウンロード
／アップロード

ナレッジの加速 ミーティング

イノベーションのための
ヒューマンインターフェイス

（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、ネットワーク構築の リレーションシップの構築ビジョンの創造

の機能

容易さなどは、都市の競争力・ブランド力向上に寄与する。
出所）ICCA2012総会におけるPricewaterhouseCoopers講演より作成
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MICEの具体例 ①

第67回IMF・世界銀行年次総会

・会 期：2012年10月9日～10月14日
・開催地：東京（東京国際フォーラム、帝国ホテル、ホテルオークラ）

・参加者：11 600名（非公式参加者を含めれば約２万人）

第67回IMF・世界銀行年次総会

・参加者：11,600名（非公式参加者を含めれば約２万人）

IMF・世銀総会は、毎年秋に、全加盟国（現在188カ国）の財務大臣・中央銀行総裁が
集う会議。金融関係者、報道関係者等、民間セクターからも多くの人が集まり、
セミナーやシンポジウムを通じて、対話とネットワークの機会を提供。

＜関連会議・イベント＞
期間中は大小約200の会議を開催（防災と開発に関する仙台会合、G7財務大臣・中央銀行総裁会議等）

＜テクニカルビジット（工場・施設見学）＞
民間企業等の協力の下 中小企業 エネルギー 水 鉄道 自動車等の分野を中心に民間企業等の協力の下、中小企業、エネルギー、水、鉄道、自動車等の分野を中心に、
計１７本の見学コースを設定。日本の 先端技術・オペレーションを各国政府の代表団にＰＲ。

国際幹細胞学会 第10回年次総会 sibos 2012 Osaka 
• 会 期：2012年6月13日～16日
• 開催地：横浜（パシフィコ横浜）
• 主 催：国際幹細胞学会 国内委員会

*SIBOS：SWIFT International Banking Operation Seminar

世界最大級の国際金融グローバルフォーラム。
国内外の金融機関や有識者が多数参加。

京都大学 iPS細胞研究所 山中 伸弥所長

• 参加者：3,589名
・会 期：2012年10月29日～11月1日
・開催地：大阪（インテックス大阪）

・主 催：SWIFT
・参加者：世界137カ国

-5-

・参加者：世界137カ国
6,240名



MICEの具体例 ② 温泉旅館で国際会議！－第9回国際計算機情報科学会－

○ 山形県上山市の「かみのやま温泉月岡ホテル」にて開催○ 山形県上山市の「かみのやま温泉月岡ホテル」にて開催。

○ “地方の温泉旅館”という大変ユニークな施設が会場として利用された。

■ 会議名 ： 第9回国際計算機情報科学会 ■ 期日 ： 平成22年8月18日 (水) ～20日 (金)■ 会議名 ： 第9回国際計算機情報科学会 ■ 期日 ： 平成22年8月18日 (水) ～20日 (金) 
■ 会場 ： かみのやま温泉月岡ホテル （山形県上山市） ■ 参加者数 ： 約200名（うち外国人参加者数：約20カ国100名）

主催者、施設、自治体、コンベンションビューローが一体となった受け入れ態勢！

■ 主催者
• 複数の国内の空港から会場までのアクセスを写真やビデオ付きで事細かにウェブページで紹介
• 駅から会場までは道路使用許可を得た上でのぼり旗を設置（アクセスを容易にすること、開催地一体の歓迎の意の表出に貢献）
• 会場内での海外コンセント向けのプラグレンタル、および外貨両替コーナーの設置

■ 施設
• 時差ボケのお客様や、外国人のお客様のプライベートに配慮し、チェックインのときから予め布団を準備
• 館内の日本語の掲示看板の横に英語の掲示看板を設置
• 『館内のご案内』、『和室の使い方』、『大浴場の入り方』など、館内利用に関する説明を英文で用意し参加者全員に提供

朝 晩 ビ 食事 晩 郷 も が 食 食 も ジ• 朝、昼、晩をビュッフェスタイルの食事とし、特に晩には山形の郷土料理（芋煮など）も取り入れながら、和食、洋食ともにアレンジし、
楽しめるメニューを考案（メニューは英語表示）、ベジタリアンなどの食事も、英語表示のうえ可能な限り対応

• 館内の居酒屋メニューを英語にし、気軽にお越しいただけるようご案内
• 城下町かみのやまの散策用に近隣の英文散策マップを準備
• 本会議に合わせコンベンションホールエリアでのインターネット環境を整備• 本会議に合わせコンベンションホールエリアでのインターネット環境を整備
• 館内で身近に日本文化を感じていただけるよう、普段よりも和の設えを強調

■ 自治体
• 開催補助金支援、レセプションにおける上山市長の挨拶 など

■ コンベンションビューロー
• 会場内での観光案内所の設置（英語対応の観光ガイドを手配）、歓迎看板の掲示、観光パンフレットの提供、観光用貸し切りバスの

支援 など



国際会議開催トレンド 世界及び地域別の国際会議開催状況

世界全体の国際会議の開催件数は年々増加しており MICEビジネスの観点からは世界全体の国際会議の開催件数は年々増加しており、MICEビジネスの観点からは
大きなチャンス。
特に、急速な経済成長を背景にアジアは開催件数の伸びが高い。
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国際会議開催トレンド アジア主要国と我が国の開催状況
アジア太平洋地域を国別に見ると、我が国を含む主要国は近年全て開催件数を伸ばしている。洋 域 国 見 、 国 含 要国 開催件数 。

域内の主要5ヶ国（日本、中国、韓国、シンガポール、豪州）の総開催件数に占める我が国の
シェアを見ると、20年前には5ヶ国の開催数の51％を占めていたところ、その後一貫して低下し
続け昨年は27％にまで落ち込んでいる。続け昨年は27％にまで落ち込んでいる。

アジア・大洋州における主要国の国際会議開催件数
（1991～2012）
アジア・大洋州における主要国の国際会議開催件数
（1991～2012）

アジア・大洋州地域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 （1991～2012）
アジア・大洋州地域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 （1991～2012）
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出所）ICCA（国際会議協会）統計より作成
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国際会議開催トレンド 国別／アジア・⼤洋州都市別ランキング
アジア・大洋州地域の都市別の国際会議開催件数ランキング（2012年）を見ると、我が国では東京の8位が

高 （世界 都市順位 は31位）

アジア・大洋州地域の都市別国際会議アジア・大洋州地域の都市別国際会議

高。（世界の都市順位では31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 大洋州地域の都市別国際会議
開催件数ランキング（ICCA 2012）
アジア 大洋州地域の都市別国際会議
開催件数ランキング（ICCA 2012）

2012年 2012年
都市

2012年

ｱｼﾞｱ・大洋州順位 世界順位 開催件数

1位 6位 シンガポール 150件

順位 国名 件数

1 米国 833

世界における国別の国際会議開催件数（2012）世界における国別の国際会議開催件数（2012）

1位 6位 シンガポール 150件

2位 13位 北京 109件

3位 16位 バンコク 105件

4位 17位 ソウル 100件

5位 23位 香港 96件

1 米国 833
2 ドイツ 649
3 スペイン 550
4 英国 477

6位 24位 シドニー 86件

7位 26位 台北 80件

8位 31位 クアラルンプール 69件

8位 31位 東京 69件

位 位 上海 件

5 フランス 469
6 イタリア 390
7 ブラジル 360
8 日本 341 10位 35位 上海 64件

11位 36位 京都 61件

12位 39位 メルボルン 54件

13位 46位 ニューデリー 48件

14位 48位 バリ 47件

8 日本 341
9 オランダ 315
10 中国 311
11 オーストリア 278 14位 48位 バリ 47件

15位 56位 ブリスベン 40件

16位 71位 済州 33件

17位 72位 釜山 32件

18位 74位 マニラ 31件

11 オ ストリア 278
12 カナダ 273
13 オーストラリア 253
14 スイス 241
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19位 97位 福岡 23件

20位 100位 神戸 22件

20位 100位 パース 22件

15 スウェーデン 233
16 韓国 229

出所）ICCA（国際会議協会）統計より作成



国際会議開催トレンド ＪＮＴＯに基づく⽇本の国際会議開催件数
■ 日本における国際会議の開催件数は、2012年2,337件で過去10年で 多を記録。 2013年12⽉18⽇公表

日本の国際会議開催件数（2003～2012年） 外国人参加者数及び参加者総数（2008～2012年）

■ 日本における国際会議の開催件数は、2012年2,337件で過去10年で 多を記録。 年 ⽉ 公

国内
参加者数

外国人

都市別国際会議の開催件数（2008～2012年）

外国人
参加者数

2008年 件数（件） 2009年 件数（件） 2010年 件数（件） 2011年 件数（件） 2012年 件数（件）

1位 東京（23区） 480 東京（23区） 497 東京（23区） 491 東京(23区) 470 東京（23区） 500 注） ＩＣＣＡとＪＮＴＯでは 国際会議の定義が異1位 東京（23区） 480 東京（23区） 497 東京（23区） 491 東京(23区) 470 東京（23区） 500 

2位 横浜市 184 福岡市 206 福岡市 216 福岡市 221 福岡市 252 

3位 福岡市 172 横浜市 179 横浜市 174 横浜市 169 京都市 196 

4位 京都市 171 京都市 164 京都市 155 京都市 137 横浜市 191 

5位 名古屋市 130 名古屋市 124 名古屋市 122 名古屋市 112 大阪市 140 

6位 神戸市 94 大阪市 94 神戸市 91 神戸市 83 名古屋市 126 

注） ＩＣＣＡとＪＮＴＯでは、国際会議の定義が異
なるため、統計値も異なる。

ＩＣＣＡ：(1)参加者総数50名以上、(2)定期的に
開催される、(3)3カ国以上での持ち回りあり

(1）主催者 「国際機関 団体（各国支部7位 つくば地区 80 札幌市 82 札幌市 86 札幌市 73 千里地区 113 

8位 神戸市 76 仙台市 72 大阪市 72 神戸市 92 

9位 つくば地区 74 千里地区 54 仙台市 81 

10位 千葉市 67 千里地区 71 つくば地区 46 札幌市 61 

11位 仙台市 63 千葉市 63 千里地区 65 仙台市 40 つくば地区 53 

12位 地 53 仙台市 60 葉市 56 北九 市 38 北九 市 45

札幌市

大阪市
つくば地区

大阪市

77 

69 

ＪＮＴＯ：(1）主催者：「国際機関・団体（各国支部
を含む）」又は「国家機関・国内団体」、(2)参加
者総数：50名以上 、(3)参加国：日本を含む３ヶ
国以上、（４）開催期間：1日以上

つくば地区
茨城県のつくば市、土浦市

千里地区
大阪府の豊中市、吹田市、茨木市、 高槻市、箕面市

12位 千里地区 53 仙台市 60 千葉市 56 北九州市 38 北九州市 45 

13位 北九州市 47 北九州市 50 北九州市 49 千葉市 30 広島市 37 

14位 広島市 32 金沢市 27 奈良市 33 金沢市 26 千葉市 32 

15位 奈良市 29 淡路市 25 金沢市 31 広島市 24 奈良市 30 

出所）日本政府観光局（ＪＮＴＯ） -10-



国際会議開催トレンド 〜我が国が置かれている状況〜

アジア 大洋州の国際会議ビジネスの急成長 世界都市別国際会議開催件数（2012）世界都市別国際会議開催件数（2012）

順位 都市名 件数

1 ウィーン 195
2 パリ 181

世界の国際会議ビジネスは成長基調であり、その中でもア
ジア・大洋州地域の会議開催件数は大きく伸びている。

アジア・大洋州の国際会議ビジネスの急成長 世界都市別国際会議開催件数（2012）世界都市別国際会議開催件数（2012）

2 パリ 181
3 ベルリン 172
4 マドリード 164
5 バルセロナ 154

アジア・大洋州地域の多くの国が、MICEを成長分野と
捉えて近年急速に力を入れている

競合国の取組強化

6
ロンドン 150

シンガポール 150…
 

…
 

…
 

13 北京 109

捉えて近年急速に力を入れている。
≪韓国≫
・政府が定めた17の成長分野の一つにMICEを位置
づけ。

13 北京 109
16 バンコク 105
17 ソウル 100
23 香港 96

・ 2018年までに国内GDPに占めるMICEの割合を
1.5％とする目標設定。
≪豪州≫
・MICEを経済成長の重要産業と位置づけ「国家ビジ

24 シドニー 86
26 台北 80

31
クアラルンプール 69

東京 69

MICEを経済成長の重要産業と位置づけ「国家ビジ
ネスイベント(＝MICE）戦略」を策定。豪州経済全体
の付加価値の2%（＝61.3億ドル）を産出すると設定。

国際競争の激化 東京 69

我が国は、90年代はアジアの中で圧倒的なMICE先進国で
あったが、域内競合国による競争激化により、 早その優位
は失われている。

国際競争の激化
※ 日本は東京の３１位が 高。

※国際会議の定義：(1)参加者総数50名以上、(2)定期的に開催される、
(3)3カ国以上での持ち回りあり

出所）ICCA（国際会議協会）統計より作成

アジア・大洋州を中心にMICEビジネスはこれから大きく成長が見込まれる一方、
アジア・大洋州域内の競争は激化しており、このままでは日本の地位失墜のおそれ

( )
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２ MICEの国際競争力強化に向けて２．MICEの国際競争力強化に向けて



⽇本再興戦略（閣議決定 平成２５年６⽉１４⽇）

（本文抜粋）
二．戦略市場創造プラン
② 観光資源等のポテンシ ルを活かし 世界の多くの人々を地域に呼び込む社会② 観光資源等のポテンシャルを活かし、世界の多くの人々を地域に呼び込む社会
(一部、略)
海外から日本に対し、多くの人や優れた知見、投資を呼び込み、2030年にはアジアNo.１の国際会
議開催国として不動の地位を築く議開催国として不動の地位を築く。

○国際会議等（MICE）誘致体制の構築・強化
・選択と集中の下で世界トップレベルの誘致能力・体制・受入環境を持つ「グローバルMICE 戦略都

市」を育成する。このため、潜在需要の掘り起こしや海外MICE 専門家の派遣等を通じたマーケ
ティング能力の向上支援等を国として実施する。また、国・都市の成長分野をターゲットとした会
議誘致を行うとともに、魅力ある会議開催地としての都市機能を強化する。

・主要分野の国際的リーダーを中心とした MICE 誘致体制を年内に構築する等、産業界や大学等
との連携体制を整備し、オールジャパンの視点による誘致を促進する。

・国や自治体の文化施設・公共空間等の利用開放等を進め、イベントの活性化を図る。（ユニーク
ベ （ ）開発 利 促進） そ ため 民間事業者を含めた関係者 よる協議会を年内早期ベニュー（※）開発、利用促進）。そのため、民間事業者を含めた関係者による協議会を年内早期
に設置する。

※ 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特性を演出できる会場

（以下、略）
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観光⽴国実現に向けた政府の推進体制
○ 2013年６月11日、総理主宰の観光立国推進閣僚会議が開催され、「観光立国実現に向けたアク○ 年 月 、総理主宰 観光 国推進閣僚会議 開催され、 観光 国実現 向けたアク

ション・プログラム」が決定された。
○ 本プログラムは、史上初めて訪日外国人旅行者数1000万人を達成し、さらには、その先の目標

である2000万人の高みを目指すために、必要な施策を４つの重点分野としてとりまとめたもの。

観光立国推進閣僚会議

①日本ブランドの作り上げと発信、②ビザ要件の緩和等による訪日旅行の促進
③外国人旅行者の受入の改善、 ④国際会議等（ＭＩＣＥ）の誘致や投資の促進

国土交通省観光立国推進本部

○ 観光立国を実現するための施策について、関係行政機関の緊密な連携
を確保し、その効果的な推進を図るため、観光立国推進閣僚会議を開催。

【構成員】 全閣僚（主宰：内閣総理大臣）

観光立国推進閣僚会議

＜開催実績＞

○ 各種観光施策についてさらなるステップアップを図るため、国土交通
大臣を本部長とする「国土交通省観光立国推進本部」を設置。

国 交通省観光立国推進本部

【本部長】 国土交通大臣 【本部長代行】 副大臣及び大臣政務官
＜開催実績＞
第１回 平成25年３月26日
第２回 平成25年６月11日

（アクション・プログラム決定）
第３回 平成26年１月17日

（ ク プ グ 改定指 ）

＜開催実績＞
第１回 平成25年１月29日
第２回 平成25年４月25日

【副本部長】 事務次官、技監、国土交通審議官及び観光庁長官
【構成員】 各局局長等

第３回 平成25年6月11日
第４回 平成26年１月17日

○ 観光立国の実現に向け、関係府省庁横断的に推進する必要がある

観光立国推進ワーキングチーム

（アクション・プログラム改定指示）
参考：官邸ＨＰより

○ 省内各局との協働による取組を強化するとともに、民間関係者の

国土交通省観光立国推進本部
ワーキンググループ

第２回 平成25年４月25日 第４回 平成26年１月17日

施策について検討を行うため、観光立国推進ワーキングチームを開催。

＜開催実績＞

【座長】 国土交通副大臣 【座長代理】 国土交通政務官
【構成員】 関係副大臣等

○ 省内各局 協働 よる取組を強化する も 、民間関係者
現場の声を反映するため、本部の下にワーキンググループを設置。

＜開催実績＞

【座長】 国土交通副大臣 【副座長】 国土交通政務官
【構成員】 各局局長等

第１回 平成25年４月10日
第２回 平成25年４月17日
第３回 平成25年５月20日

（中間とりまとめ）

＜開催実績＞
第１回 平成25年２月15日
第２回 平成25年２月28日
第３回 平成25年３月12日

第４回 平成25年６月 ７日
（アクション・プログラム（案）とりまとめ）

第５回 平成25年９月20日（フォローアップ）

第６回 平成26年１月23日

第４回 平成25年３月27日
第５回 平成25年４月23日
第６回 平成25年９月20日
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国際会議等（MICE）の誘致

○国を挙げたMICE誘致体制の構築

・ 国際会議等（MICE）の誘致ポテンシャルが高い都市を世界トップレベルのMICE都市に育成。

・ 大学、産業界等の国際的な有力者を招致活動の「日本の顔」としてMICEアンバサダーに任命。

・ 産業界や大学等との連携体制を整備し、誘致を促進、各府省庁の所管分野の学会・団体に対し

て日本へのMICE誘致・開催を働きかけ。

○都市のMICE受入環境の整備

文化施設や公共空間等のユニークベニュー※を用いたイベント開催の活性化を図るため、協議会

を設置。

※ 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。
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MICE国際競争⼒強化委員会

国際的な誘致競争が激化の中で 競合国に比べて我が国はMICE誘致に後
目的

国際的な誘致競争が激化の中で、競合国に比べて我が国はMICE誘致に後
れを取りつつあるとの認識の下、日本のMICE分野の競争力の抜本的な強
化を図るための具体方策を検討し、我が国MICEの再生・強化を図る。

検討課題 ・MICE市場動向等の現状分析
・MICE分野のマーケティング戦略・取組のあり方
・我が国のMICE誘致関係主体の国際競争力強化方策 等

・委員会＋企画小委員会
・委員会、企画小委員会は、誘致主体（都市、コンベンションビューロー等）、委員会の構成

MICE関連事業者、有識者等で構成。

スケジュール

２０１２年
１１月 １月

スケジュ ル

１２月 ６月

２０１３年

２月 ３月 ４月 ５月月

■ 企画小委員会

11/28 第１回

月

■ 委員会

月月 月 月

３/７ 第２回
（中間とりまとめ）

12/21 第１回 1/29 第2回

6/14第３回
（ 終とりまとめ案）

月

5/10 第3回

８／２
（ 終とりまとめ公表）

※

■ 企画小委員会 12/21 第１回 1/29 第2回 5/10 第3回

-16-

※ 終とりまとめは、観光庁ホームページ、報道発表（2013年8月2日）をご参照ください。
（ https://www.mlit.go.jp/kankocho/news07_000052.html ）



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～

MICE国際競争力強化委員会 終とりまとめ（概要）

～都市、ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾋﾞｭｰﾛｰ（CB）、ホテル、会議運営事業者、旅行業者、運輸事業者等のMICEプレイヤーへの提言～

MICEプレイヤーへの６つの提言

① 行動基準をｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞに （競争相手は海外の都市・事業者）

② MICEﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞの高度化 （リサーチ、重点目標設定、差別化等）

③ ﾁｰﾑとしての協力・連携の推進 （チームジャパン、チーム●●シティの構築）

④ 顧客視点のｿﾘｭｰｼｮﾝ提供ﾋﾞｼﾞﾈｽの強化

⑤ 組織強化と人材育成への対応

⑥ MICEの戦略的活用

-17-



◆自治体・CBの課題・役割
• 都市のMICEマーケティング全体に責任を
持つ司令塔

◆ホテル
• CBとﾎﾃﾙ、ﾎﾃﾙ相互の連携強化

◆学会・協会等の
国内主催者

◆国・JNTO
• 国ﾚﾍﾞﾙでのMICEの司令塔

MICEプレイヤー毎の課題・役割

持つ司令塔
→マーケットリサーチ徹底
→重点分野の設定
→競合都市との差別化 等

• 都市戦略実現ツールとしての活用

• 顧客への価値提供ビジネス

• MICE専門家育成 等

◆会議運営事業者（PCO)
• ｿﾘｭｰｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽの強化

誘致への取組が期待さ
れるが下記が課題。

• 多忙等の時間制約や人
手不足

• 日本のMICEブランディング
やプロモーション

• 情報収集、ノウハウ共有、コ
ンサルティング都市戦略実現ツ ルとしての活用

• 大学・産業界等の主催者との連携強化

• 域内MICE関係者の連携構築

• 国際ネットワークの強化

CBの体制整備 財源強化

• 企画提案型MICEの強化 等

◆DMC・旅行業者
• 企画力の一層の強化 等

◆運輸事業者 MICE施設事

• 資金面での不安

• 会議開催の経験・ノウハ
ウ不足

国際本部とつながる国

• MICEプレイヤーに対する必
要な支援

• MICE案件発掘・誘致

• MICE推進に向けた啓蒙• CBの体制整備・財源強化

• MICE施設等の受入環境整備 等

◆運輸事業者、MICE施設事
業者、展示会事業者 等

• 国際本部とつながる国
際人材の育成

• MICE推進に向けた啓蒙

• 政府系会議の推進 等

国が支援すべき4つのテーマと１８のアクション国 支援す ク

１ 都市の誘致競争力の強化

「グローバルMICE戦略都市」の育成
（海外専門家によるﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ能力向上支援、海外競合都市調査等）

CBと民間事業者の連携促進 情報共有の強化

３ チームジャパンの誘致体制の構築

MICEアンバサダープログラムの導入
日本の新しいMICEブランドの構築・強化

CBと民間事業者の連携促進・情報共有の強化
ﾕﾆｰｸﾍﾞﾆｭｰの開発・利用促進
MICE視点での都市機能の強化（ｴﾘｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ組織との連携等）

出入国手続の迅速化・円滑化

MICEの意義・効果の啓蒙
「日本の顔」の育成（海外ﾈｯﾄﾜｰｸの強化）
政府の横断的体制の構築
在外公館や関係府省との連携
MICE相談窓口の設置

２ MICEプレイヤーの強化

CBの組織強化への取組支援（民間的手法の活用等）
MICE関係事業者の組織化支援
研究者等 MICE誘致環境 改善

MICE相談窓口の設置

４ 国・都市の戦略実現ツールとしてのMICEの活用

成長分野をﾀｰｹﾞｯﾄとしたMICE誘致・開催に向けた連携
研究者等のMICE誘致環境の改善
MICE分野の人材育成

MICEを活用した日本の情報発信・ブランディング活動の展開

上記アクションについて、定期的にフォローアップを実施 -18-



我が国のＭＩＣＥ誘致競争を牽引する都市を育成するため ＭＩＣＥ誘致ポテンシャルを有する都市に対して集中

グローバルレベルのＭＩＣＥ都市の育成

我が国のＭＩＣＥ誘致競争を牽引する都市を育成するため、ＭＩＣＥ誘致ポテンシャルを有する都市に対して集中

的な支援を行い、自律的な取り組みを促していく。

６月２８日に、グローバルＭＩＣＥ戦略都市（５自治体）及びグローバルＭＩＣＥ強化都市（２自治体）を選定。

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙＭＩＣＥ戦略都市・強化都市は、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

境の整備等に取り組む。

海外との誘致競争に互角に戦えるMICE誘致ポテン
シャルをもつ都市

グローバルMICE戦略都市

+ MICE誘致ポテンシャルを有し、戦略都市への成長に
取り組んでいく都市

グローバルMICE強化都市

シャルをもつ都市。

今後、世界トップレベルを目指していく。

○ 東京 ○ 横浜 ○ 京都 ○ 神戸 ○ 福岡

+ 取り組んでいく都市

○ 大阪 ○ 名古屋

※対象都市は、一定期間の後に見直しを行う予定。

・国との対話・連携の促進

MICE都市間の対話 連携の促進

国の支援

・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ戦略高度化
・MICE都市間の対話・連携の促進

・誘致能力・体制強化
・受入環境整備

世界のトップレベルのMICE都市に匹敵する、我が国を代表するMICE都市への成長
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平成25年度 アドバイザー派遣事業
高度な専門知識を有する海外MICE専門家を都市へ派遣し、そこで把握した都市の現状を踏まえ、都市

平成25年 平成26年

高度な専門知識を有する海外MICE専門家を都市 派遣し、そこで把握した都市の現状を踏まえ、都市
の戦略・目標に対するコンサルティングを実施。

６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

戦略都市の選定戦略都市の選定

アドバイザー派遣
（1回目）

アドバイザー派遣
（1回目）

KPI設定 ・メール等を活用したコンサルティングKPI設定 ・メール等を活用したコンサルティング

アドバイザー派遣
（2回目）

アドバイザー派遣
（2回目）

都市を評価都市を評価KPIに対する
都市の自己評価

KPIに対する
都市の自己評価

●MICE業界にて30年以上の経験を持ち、その活動範囲はオーストラリア、アメリカ、
イギリス、カナダ、南アフリカ、韓国、スペイン、中東諸国など世界各地にわたる、
MICEコンサルティングのスペシャリスト「ゲイリー・グリマー氏」等がアドバイザー
として戦略都市を視察。
●自治体・MICE関係事業者からのヒアリング等により、都市の現状・課題を把握。

●コンサルティング等により
得られた成果を2回目のアド
バイザー派遣により確認。●自治体 MICE関係事業者からのヒアリング等により、都市の現状 課題を把握。

●KPIを設定し、メール等を活用してコンサルティングを実施。
イザ 派遣により確認。

●今年度事業の成果・今後の
目標を踏まえ、各都市が自己
評価を実施。

・アドバイザー3名（ゲイニングエッジ社）

●有識者からなる「グローバル
MICE戦略都市 選定・評価委員会」
が 都市の自己評価を評価

・神戸国際会議場を視察中のグリマー氏

・京都新聞８月１６日記事

が、都市の自己評価を評価。
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MICEアンバサダープログラム（概要）

海外の主要国 都市では 国際会議等の開催適地としてのプレゼンス向上のため 学識 名声があり 専門分野において影海外の主要国・都市では、国際会議等の開催適地としてのプレゼンス向上のため、学識、名声があり、専門分野において影
響力のある人材をアンバサダーに任命し、国・都市の広報活動や国際会議の誘致活動を行っている。

我が国でも、名だたるビジネスパーソンや有力な学会・研究機関等が数多く存在しており、特に国内外に影響力のある者を
国際会議誘致の誘致促進委員会委員（通称MICEアンバサダー）に選定し、「日本の顔」として、国内外にMICE開催国として

広報 際会議 致 をの日本の広報活動や国際会議の誘致活動を行う。

◆MICEアンバサダー ◆MICEアンバサダーの活動

産業界・学術分野から 以下の基準より選出
アンバサダーは、そのネットワークや影響力を活かして以下

MICE誘致・開催の意義を理解し、国内外に
おいて広範かつ強力な影響力を有する方 日本におけるMICE開催の意義に関する普及・啓蒙

産業界 学術分野から、以下の基準より選出。
の役割を担うことを期待。

主要分野の学会・協会に対して強い影響力を有
し、当該分野の国際的なネットワークを有する方

MICE開催地としての日本のＰＲ

日本への国際会議等の誘致・開催の促進
今後、学会・協会の中心となり、

国際会議を誘致する可能性がある方

日本への国際会議等の誘致 開催の促進

◆人数 ◆観光庁・日本政府観光局（JNTO）による支援◆人数

• 平成25年度は10~15名（予定）

• 平成26年度も同程度の人数規模で新規にご就任
いただく予定

◆観光庁 日本政府観光局（JNTO）による支援

• プレゼンテーション資料作成支援

• 個別の国際会議誘致支援

MICEアンバサダ としての活動にかかる旅費支給
いただく予定

◆任期

• 2年（任期更新の可能性あり）

• MICEアンバサダーとしての活動にかかる旅費支給

• MICEアンバサダー同士の意見交換の場の提供

（誘致促進委員会開催） 等
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MICEアンバサダープログラム（概要）

2013年12月9日（月）にMICEアンバサダ の委嘱式を行うとともに第 回誘致促進委員会を開催2013年12月9日（月）にMICEアンバサダーの委嘱式を行うとともに第一回誘致促進委員会を開催

８名のMICEアンバサダーが就任

【MICEアンバサダー】
５０音順、敬省略

池田 康夫 慶應義塾大学 名誉教授

2013年12月9日（月）
於： 帝国ホテル
◆MICEアンバサダー委嘱式

（2011年、国際血栓止血学会を成功裏に開催）

大西 隆 内閣府日本学術会議 会長

長村 義之 国際医療福祉大学大学院 教授

◆第１回MICE誘致促進委員会

（2016年の国際細胞学会の誘致に成功）

木村 正 公益社団法人日本産科婦人科学会 理事

小宮山 宏 三菱総合研究所 理事長 / 東京大学 総長顧問

（前東京大学 総長）

水澤 英洋 東京医科歯科大学大学院 教授

（2017年の世界神経学会議の誘致に成功）

農 農宮澤 陽夫 東北大学大学院農学研究科・農学部 教授

（2015年の第12回アジア栄養学会議、2021年の

第22回国際栄養学会議の誘致に成功）

山谷 泰賀 独立行政法人放射線医学総合研究所山谷 泰賀 独立行政法人放射線医学総合研究所

分子イメージング研究センター チームリーダー
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文化施設 歴史的建造物 公共空間等をイベント 賓客のおもてなし空間として活用するユニ クベニ

⽂化施設・公共空間を利⽤したイベント活性化 （ユニークベニューの開発、利⽤促進）

文化施設、歴史的建造物、公共空間等をイベント・賓客のおもてなし空間として活用するユニークベニュー
の開発・利用は海外と比較して後れを取っており、我が国においてもその積極展開が求められる。

観光庁では、ユニークベニューの開発・利用促進のため、官民関係者からなるユニークベニュー利用促進
協議会を設置し これまでに3回（8月19日 11月20日 12月16日）開催協議会を設置し、これまでに3回（8月19日、11月20日、12月16日）開催。
あわせて、ユニークベニューを活用したテストケースとして、「三菱一号館美術館」（11月18日）、「文化学園
服飾博物館」（11月27日）、「国立新美術館」（12月3日）において、モデルイベントを実施。

博物館 美術館を 施 促進 を 書博物館・美術館を中心とした施設におけるユニークベニューとしての利用促進・円滑化を図るための手引書
（ハンドブック）を取りまとめた。

国内の事例国内の事例 日本の課題日本の課題国内の事例国内の事例 日本の課題日本の課題

施設管理者

• 国や自治体が所管する公的施設（美
術館 博物館 公園等）の管理者は

東京国立博物館

術館、博物館、公園等）の管理者は、
施設のユニークベニューとしての利用
に対して、一般的に消極的。

関連規制関連規制

• 食品衛生法、消防法（及び関連条例）
のために、ユニークベニューとして利
用したくともできない場合も多い。

宝物館外観イベント時宝物館外観通常時

法隆寺宝物館エントランス（Dyson Academy 2011） 提供：東京国立博物館

その他

• 住民等地域の理解の促進

●法隆寺宝物館エントランス、平成館ラウンジをイベントスペースとして貸出

●持ち込みかケータリング会社手配で飲食可能

●月1件程度のイベント開催（企業による新製品の発表会が多い） -23-


