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「ＭＩＣＥ国際競争力の強化に向けた中間とりまとめ」策定に向けた取組
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抽出された現状・課題

ＭＩＣＥ国際競争力強化委員会
（都市、CVB、事業者、有識者）

ＭＩＣＥ推進関係府省連絡会議

誘致競争力の相対的な低下

政府内・産学官における連携不足

専門人材の量的・質的不足

ミーティング／インセンティブにおけるKPI設定の難しさ

官民 政府

「４つの施策の柱」

MICE目標
の設定

“都市の誘致力”
の強化

MICE人材の
育成強化

幅広い業界と
連携した

誘致体制の強化



〇誘致競争力の相対的な低下
・自治体のMICE・CBに対するバックアップ不足
（⇒CBの人的資源・財源の不足、

定期的な人事異動による専門人材不足）
・多様なニーズに対応するための地域内の

ステークホルダー間の連携不足
・JNTOとCBの役割分担の不明確さ
（⇒効果の薄いプロモーション展開）
・ユニークベニュー候補施設側に意義・

メリット等の理解不足
（⇒新たな施設の開放・利用が限定的）

〇専門人材の量的・質的不足
・専門ノウハウを中長期的に蓄積して

いくために必要な人材育成プロセスの欠如
・CBの定期的な人事異動による専門人材不足

〇政府内・産学官における連携不足
・招請レターや在外公館によるロビー活動等

政府部内での連携が不十分
・海外のMICE先進都市に存在するような、

政府関係者、 MICEプレイヤーから
構成される推進組織の不在

【現状と課題】

（１）MICE目標の設定

（２）誘致に係る”都市力“の強化

（３）幅広い業界とのTEAM JAPAN組成に
よる総力を挙げた誘致体制の構築

（４）MICEプレイヤーにおける人材育成・
強化を推進

●国際会議誘致のみの目標（現状）

Ｃに限らないMICE目標（KPI）の設定へ【平成30年春】

●グローバルMICE都市・都市力強化対策本部の設置
【平成29年度10月目処】

●観光庁によるモチベーションの高い都市への集中的な支援
【平成29年度予算事業・平成30年度予算要求】

●CB主導によるMICE関連地域ネットワークの強化
●CB主導によるユニークベニュー開発・活用促進

【平成30年度予算要求】

●MICE人材育成協議会の設置【平成29年度10月目処】
（⇒業界を挙げた体系的人材育成方法の検討）
●学生インターンシップの受入強化支援の実施

【平成30年度予算要求】

●MICE全般における政府一体となった取り組みの強化
（関係府省MICE支援アクションプラン中間とりまとめ

本年7月策定）
●MICE全般における経団連、商工会議所等と連携した

取り組み強化【早期実施】

具体的対策（アクション）

国際会議

〇ミーティング／インセンティブにおける
KPI設定の難しさ

（→ミーティング/インセンティブ関連の施策の不在）

MICE全般

企業ミーティング/インセンティブ
/展示会

関係府省MICE支援アクションプラン中間とりまとめ（概要）

「ＭＩＣＥ国際競争力の強化に向けた中間とりまとめ」概要（平成29年8月）
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開催趣旨

■ MICE誘致・開催における司令塔であるコンベンションビューロー（以降、CB）の機能強化に向けて、
「グローバルMICE都市(※)」を中心とした各都市間の情報共有・課題抽出の場を設け、各都市が自律的にMICE競争力強化を

図る機運を醸成することを目的として、グローバルMICE都市・都市力強化対策本部を設置。

※東京都、横浜市、京都市、神戸市、福岡市、名古屋市/愛知県、大阪府/大阪市、札幌市、仙台市、千葉県/千葉市、広島市、北九州市

第1回 グローバル都市・都市力強化対策本部 開催概要

■ 日時：平成29年11月2日（木）15:30～17:30

■ 構成員：・観光庁審議官（事務局長）

・「グローバルMICE都市」の自治体・CB

（自治体：局長級、CB：理事級）

・経済産業省

・国際観光振興機構（JNTO）

・日本貿易振興機構（JETRO） 計32名

■ 事務局：観光庁

■ 議事概要：

○各都市CB組織体制（人員・予算）KPI目標や先進的取組を共有すると

ともに、観光庁・経産省・JNTO・JETROの取組について説明。

○その他、意見交換を実施。

●「グローバルMICE都市・都市力強化対策本部の設置」

グローバルMICE都市・都市力強化対策本部の開催

（２）誘致に係る“都市力”の強化
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第2回 対策本部 開催予定
■日時：平成30年5月中
■議事概要
 「GMICE都市、政府、関係政府におけ

る平成30年度の取組について」等

今後



MICE誘致・開催プロジェクトマネジメント力強化支援事業

『誘致・開催プロセスマネジメント』
ステークホルダーとのワークショップ

(平成29年9月1日）

『MICE向けコンテンツ開発』
のための視察

(平成30年2月7日）

概要

（２）誘致に係る“都市力”の強化

●「観光庁によるモチベーションの高い都市への集中的な支援」

プロジェクトマネジメント研修 MICEコンテンツ開発
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『MICE向けコンテンツ開発』
ステークホルダーとのワークショップ

自治体・CBのマネジメント等に対し、「プロジェクトマネジメント力」「チームマネジメント力」「問題解決力」「優先順位付けの力」
「組織マネジメント力」の５つの観点から、CBのマネジメント力についてアドバイザーによるコンサルティングを実施。

 京都CB・神戸CBともに、リード開発と誘致セールスのプロセスを管理・進行するスキルと知識をすでに備えている。
一方で、両CBとも、すべてのプロセスを一貫して遂行する人材がおらず、スタッフが誘致プロセスの全工程に携わ
る案件はまだごく一部にとどまる。

 ローカルホストとの連携に苦労している。
 コンベンションを誘致開催することで創出されるレガシー効果についてのケーススタディを調査し、啓蒙するべき。
 地元主催者が抱く課題（財政面等）を払しょくするような内容を含めた誘致計画書を策定するべき。

コンサルタント Mike Williams氏



〇MICE誘致の司令塔であるCBの更なる機能高度化を
目的として、海外有識者の視点・ノウハウを活用し、
CVBのローカルホスト等に対する効果的な
サポーティング力の強化・高度化を図る。

〇現行の「MICEアンバサダー」への支援の高度化を図る。

（２）誘致に係る“都市力”の強化

〇ローカルホストサポーティングスキル強化の実施
①CBの海外協会やローカルホストとの

ネゴシエイト力、コミュニケーション能力強化
②CBの票を集めるための具体的戦略策定手法を強化
（ローカルホストに対するロビーイングスキル強化）
③CBの国際学会等の運営ノウハウ

（海外学協会の仕組み等）等、知識の強化
〇各都市の需要に応じた個別具体的なリモート
コンサルタントの実施

概要
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平成30年度事業
「ローカルホストサポーティングスキル強化支援事業」
（GMICE都市のみ対象）

事業内容

今後

平成30年度事業
「マーケティング機能高度化事業」
（GMICE都市以外の都市を対象）

〇CB・自治体が能動的にMICE誘致活動に
取り組んでいるグローバルMICE都市以外の
都市を選定し、海外有識者の視点・
ノウハウを活用し、CBのマーケティング機能
の強化・高度化を図る。

概要

事業内容

〇マーケティング機能強化の実施
➀自都市地域資源等の分析手法強化
➁差別化要素の確立（MICEブランド構築）
③ターゲッティング手法強化

〇グローバルMICE都市以外のMICE誘致・開催に能
動的な活動を行っているモチベーションの高い都市
に対して支援を行い、国内の競争力強化における
シナジー効果を醸成し国際競争力の底上げを図る。

今後

●今後の取組
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■ MICEマーケットにおけるユニークベニュー利活用の有用性を伝え、今後の日本におけるユニークベニューを活用したMICE誘致
をビジネスとしてより一層発展させることを目的に、東京・奈良のユニークベニュー施設においてビジネスセミナーを開催。

■ 開催日程：平成30年2月14日（水）14:00～17:00
■ 東京会場：清澄庭園 大正記念館
■ 参加人数：約90名（イベント関連事業者等）

琴演奏と会食用セッティング
によるユニークベニュー
演出再現（涼亭）

和楽器演奏と連動した照明
によるユニークベニュー演出
再現（文華殿）

■ 開催日程：平成30年2月16日（金）14:00～17:00
■ 奈良会場：橿原神宮 橿原神宮会館
■ 参加人数：約80名（イベント関連事業者等）

●CB主導によるユニークベニュー開発・活用の促進
ユニークベニュー セミナー開催報告

（２）誘致に係る“都市力”の強化

外観外観

ミーティングプランナー Yuji Andreas Wendler氏

 ドイツでは、マーケティングを行う会社と連携しているユニークベニューもあり、ウェブ上に利用条件、利用料金、装飾やデ
ジタルを利用した演出、アクセスマップ、ケータリング、施設の写真、近くのホテル等を掲載することで、ミーティングプラ
ンナーが会場を提案するにあたって役立つ情報を提供している。

 日本においても、施設が専門会社によるマーケティング、利用規約の構築とその英語訳、各関係機関（ケータリング会社、
設営会社等）のネットワーキング構築を積極的に行うことによって、ユニークベニュー利活用が進むのではないか。

テクニカルサプライヤー（※） Tobias Kamradt氏

 イベント市場において、映像や音響、照明による演出は、既にスタンダードになっているため、クライアントの高い満足を得
るためには、それを超えたサービスを提供する必要があり、そこでユニークベニューの存在が重要となる。

 ユニークベニューは、「ユニーク」であるからこそ、予測がつかないことが起きる。特にテクニカルな面では、専門業者が事前にユニー
クベニューを下見し、その会場では何ができるのか、何が必要なのか確認することがイベントを成功させる上で必要。

※テクニカルサプライヤー：照明・音響・映像業者
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●今後の取組

概要

■MICE誘致・開催にあたって、地域の司令塔となるCBと関係者間のネットワークを深めることで、自律的かつ継続的なユニークベニュー開
発を促し、ユニークベニューの質の向上を図る。

■ユニークベニューに詳しい国内専門家を派遣し、採択地域の活動に対し「地域連携のモデル性」の評価を行う。
■本事業を通じて得られたノウハウを他地域にも情報共有し、全国的なユニークベニュー利用促進の機運を醸成する。

支援内容

■１件あたり8,000千円（税込）を上限とし、３件程度を採択予定。

【支援対象事業】
①モデルイベントの開催

（ユニークベニューを利用したモデルイベントの開催、
これに付随した効果検証等）

②ユニークベニュー普及啓発・情報発信
（地域の関係者を対象としたセミナーの開催、

プロモーションツール作成、マーケティング調査等）
③本事業の実施にあたって必要な会議の開催
④その他、観光庁が必要と認める事業

募集期間

平成30年3月30日（金）～６月８日（金）

応募主体

■CB・自治体を中心に、同一エリア内のMICE推進やユニークベニュー開発を目的に組成された、あるいは組成される見込みのネットワーク組織

【構成団体例】
CB、自治体、施設管理者、会議運営事業者、イベント企画・運営事業者、旅行業者、ミーティングプランナー 等

事業全体スキーム

観
光
庁

委託

受
託
事
業
者

（
事
務
局
）

執行・進捗管理
コンサルティング等を実施

神社

城郭

公園

博物館

お寺

選定されたモデル地域

イベント
事業者

ミーティング
プランナー

旅行業者

施設
管理者

CB 自治体

PCO

ネットワーク組織

事業で得られた
ユニークベニュー利用促進に関する

ノウハウを他地域にも共有

支援

（２）誘致に係る“都市力”の強化
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平成30年度事業 CB主導によるユニークベニュー開発・活用促進

ユニークベニュー動向に詳しい
国内専門家

評
価



（３）幅広い業界とのTEAM JAPAN による総力を挙げた誘致体制の構築

関係府省MICE支援アクションプラン「中間とりまとめ」（概要）

（１）TEAM JAPANによる総力を挙げた誘致体制の構築 （３）誘致力の更なる強化

（２）開催地としての魅力向上 （４）その他

○ 国際会議の誘致に向けた円滑な支援体制の構築
○ MICE推進関係府省連絡会議の活用

○ 国が開催に関わる会議におけるユニークベニュー
の積極的活用

○ 国立施設の円滑な利用に向けた取組
○ 魅力的で多様なMICE（特にM・I）商品開発に

向けてのニーズ調査

○ JNTO・JETRO・在外公館等の連携による海外広報強化
○ 国際会議誘致に対する意識向上の促進
○ 国際会議の誘致支援に向けた日本学術会議との連携
○ 留学生OB人材へのアプローチの強化

○ MICE施設の運営・整備のコンセッション方式の
導入促進

○ 大型スポーツイベントの日本開催を契機とした
スポーツMICEの取組

○ 展示会分野でのインバウンド促進

「持続可能な観光国際年」を踏まえた国際観光会議等実施事業におけるユニークベニューの活用事例

海の博物館（三重・鳥羽）岡山城（岡山） 山形美術館（山形）

●「国が開催に関わる会議におけるユニークベニューの積極的活用
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海外先進４都市（コペンハーゲン・サラワク・タスマニア・チェジュ）のCSR活動を中心としたMICE商品開発・提供事例の調査を行う。
また、このうち１つの都市を選定し、国内の地域CBを対象にＣSRプログラムや研修を体験する海外事例研修を実施。ここで、得た知見を
活かし、CSR活動を中心としたMICEコンテンツ開発の素地作りを行う。

CSRプログラム事例①：社会福祉法人「平和の村」
ソーセージづくり

CSRプログラム事例②：Big Walkプログラム

MICE参加者
「平和の村」

施設職員の
障害をもつ方への給与

プログラム参加費用を支払い

ソーセージづくり
プログラムを提供プログラム費用の一部を

給与や施設運営費へ充当

環境保護団体等

MICE主催者等
企業・団体

MICE参加者

MICE期間中の歩数を
専用アプリで計測

参加者の歩数に応じて
寄付金が提供される

温室効果ガスを排出しない
移動手段(徒歩)の採用
→環境保護団体等に貢献

ＣＳＲを中心としたＭＩＣＥ商品海外事例調査事業
●「魅力的で多様なMICE（特にM・I）商品開発に向けてのニーズ調査
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概要

海外事例研修

■日時：平成30年2月22日～23日 ■場所：韓国チェジュ ■参加都市：札幌、北九州、沖縄

施設運営費

（３）幅広い業界とのTEAM JAPAN による総力を挙げた誘致体制の構築

 参考：地域ネットワーク組成事例 「グローバルMICE都市 12都市」

「Big Walk」アプリ

地域 名称 最新活動情報 地域 名称 最新活動情報

東京 「東京都MICE連携推進協議会」 平成30年2月6日 札幌 「さっぽろMICE推進委員会」 平成29年4月27日

横浜 「ＭＩＣＥワーキング」 平成30年3月27日 仙台 「コンベンション推進専門委員会」 平成30年3月13日

愛知・名古屋 「愛知・名古屋ＭＩＣＥ推進協議会」 平成30年1月31日 千葉 「千葉MICE　DAY」 平成29年11月9日

京都 「京都市MICE会議」 平成30年3月26日 広島 「広島産学公連携MICE推進協議会」 平成30年3月29日

神戸 「神戸MICE誘致協議会」 平成30年1月26日 北九州 「北九州市グローバルMICE推進協議会」 平成30年3月20日

大阪 「大阪MICE推進委員会」 平成29年12月11日

福岡 「Meeting Place Fukuoka 企画運営委員会」 平成30年3月13日



（３）幅広い業界とのTEAM JAPAN による総力を挙げた誘致体制の構築

●MICE全般における経団連、商工会議所等と連携した取り組み強化

「日本・香港経済合同委員会」

 概要：貿易、投資、その他の経済協力の促進を目的に、
商社、物流、金融、貿易、製造業、
ゼネコン、インフラ、技術、エンジニアリング
などの企業によって構成される。

 参加者：香港・日本経済委員会参加企業／
日本・香港経済委員会参加企業

 日時：第37回 2018年3月28日（水）
於：経団連会館

「２国間経済合同委員会」を活用した
プロモーションの実施

海外の企業及び参加本邦企業に対して、自社ミーティング・
自社及び取引企業のインセンティブ旅行誘致活動を
行うにあたり、国の代表企業が集う２国間経済合同委員会の
場で、 MICEプロモーションツールの配布等、
プロモーション機会の醸成。

 スピーカー：全日本空輸株式会社 前田隆平 常勤顧問

日系企業へのアプローチ

世界83カ所の在外日本人商工会議所では、定期的に
現法支社長クラス参加の委員会や講習会等を実施。
この場を活用し、ミーティング・インセンティブの分野
におけるプロモーションを実施予定。

在外事務所を持つJNTO・JETRO・在外公館等
の連携によるプロモーション活動の実施

在外日本商工会議所との連携

海外進出日系企業に対して、自社及び取引企業の
インセンティブ旅行誘致活動を行うにあたり、多くの
企業が集う在外日本人商工会議所で定期開催される
セミナーや、各部会でプレゼンの機会を作る。
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●MICE施設の運営・整備のコンセッション方式の導入促進

平成30年 4月 実施契約の締結及び公表
平成31年 9月 事業開始

【今後の主な予定】

愛知県国際展示場

愛知県国際展示場外観イメージ

展示ホール 会議室

所在地 常滑市セントレア五丁目地内 （一部 四丁目地内）

面 積 約28.7ha （敷地面積）

施設規模 A: 10,000㎡
B: 10,000×5室

300㎡×１室、200㎡×5室、100㎡
×5室、50㎡×5室、30㎡×2室

【施設概要】

前田・GL eventsグループ
代表企業： GL events SA
構成企業：前田建設工業株式会社
協力会社：株式会社KSAインターナショナル

【決定優先交渉権者】

（３）幅広い業界とのTEAM JAPAN による総力を挙げた誘致体制の構築

みなとみらい 21 中央地区 20街区MICE 施設

20街区MICE施設外観イメージ

【運営事業者】

㈱横浜国際平和会議場

【施設概要】

多目的ホール 会議室

所在地 横浜市西区みなとみらい一丁目９番ほか

面 積 約21,000㎡ （敷地面積）

施設規模 7,604㎡
（ホワイエ含め10,007㎡）

6,562㎡
（大会議室8室、中会議室
10室、小会議室12室）

【今後の主な予定】

平成32年 4月 事業開始
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●MICE関連団体による人材育成プログラムの役割分担と三者連携した「MICE人材育成
協議会」の設置

ＭＩＣＥ人材育成協議会の開催

ＭＩＣＥ人材育成協議会 開催概要

観光庁、JNTO、（一社）日本コングレスコンベンションビューロー（JCCB）、（一社）日本コンベンション協会（JCMA）等から
構成された「MICE人材育成協議会」を設置し、人材育成プログラム提供対象者及びカリキュラム内容、我が国のMICEプレイヤー
育成モデル（あるべき姿とアクションプランの設計等）について検討。

（４）MICEプレイヤーにおける人材育成・強化の推進

今後の取組

■ 日時：第1回 平成29年10月23日（月）14:00～16:00

第2回 平成30年 1月26日（金）14:00～16:00

■ 構成員：ＪＮＴＯ・ＪＣＣＢ・ＪＣＭＡ・ＭＰＩ・日展協・東京観光財団

■ 事務局：観光庁

■ 議事概要：

○求められるMICE人材像について

〇MICE教育の取組状況の発表（横浜商科大学より）

〇今後取り組むべき業界横断的な人材育成の具体的取組の抽出

①MICE関連セミナーの情報共有化

➁産学連携による中核人材育成

◆ MICE関連団体間における各団体セミナーの開催内容の共有化。
◆ JNTOホームページにおいてMICE関連セミナーの実施団体の紹介

 横浜商科大学が平成30年度「観光産業の中核人材育成・強化事業」
(※)に採択されたことによるMICE人材育成協議会との連携。
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（４）MICEプレイヤーにおける人材育成・強化の推進

●学生インターンシップの受入強化支援の実施

平成30年度事業 即戦力となる実務人材育成（※観光庁 観光産業課 事業）

インターンシップ調査事業（宿泊業・旅行業以外）

○就職後のミスマッチ解消のための長期インターンシップについて調査し、参加学生・大学・受入企業において
どのような効果や課題が認められているのかを分析するとともに、ベストプラクティスを収集する。

○観光産業を支えるさまざまな事業者で活躍できる実務人材の事例を幅広く収集するため、交通・
運輸・デベロッパー等の、調査対象を拡大する。

大 学

●学生、企業との連携体制の調査
●問題点、改善点の調査
等

受入企業等
（コンベンションビューローを対象に追加）

●学生、大学との連携体制の調査
●問題点、改善点の調査
等

●量的調査(アンケート)の実施
●質的調査(インタビュー)の実施
等

参加学生

具体的事例：沖縄

① ビジネスイベント運営補助
② 統計調査
③ 「新規MICEビジネス創出」に関する企画、発表

 従事させる予定の具体的な業務内容

座学、施設見学、現場体験、企画・運営の初歩に携わることで、
MICE産業に対する理解と関心を深め、就業意欲を醸成する。

 ねらい

①若年層を対象としたMICE産業に関する啓発、就業意識の醸成
➁啓発事業の一例として取り組む

 インターンシップ導入の目的

①インターシップ受入は他課が担当しており、一部（数時間）
の受入にとどまっていた

➁事業の片手間になり、十分な計画の下に受入できていなかった。

 現状の課題

13


