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第２章 主催者ヒアリング調査 
 

１ 調査の目的 

本県内でのＭＩＣＥの開催状況、ＭＩＣＥ主催者の意識やニーズを把握することを

目的に、県内の主な企業に対して企業ミーティング及びインセンティブ旅行（報奨・

研修旅行）に関するヒアリング調査を実施した。 

 

２ 調査期間 

平成 23 年 11 月 24 日（木）～平成 24 年 2 月 10 日（金） 

 

３ 調査対象 

・今回調査対象とした「企業等の会議」（概ね 100 人以上が参加する会議）、「企業等

の報奨・研修旅行」を実施したことがある企業から、取組状況、今後の開催計画、

行政との連携意向等を踏まえて抽出（6社） 

・上記のほか、世界的規模で「企業等の会議」を開催している企業（1社） 

 

４ 調査結果 

県内製造業 Ａ 

１ アンケート回答内容の確認 

○具体的な開催場所 
・アンケートで回答した平成 22 年度の企業ミーティング（参加人数 130 人）については、

２回とも名古屋駅の名古屋マリオットアソシアで開催した。 

・県外からの取引先を多く招く場合、交通利便性と収容力が大きな決定要因となる。特に、

交通利便性は東京や大阪と比べ、この地域の弱みであるといえる。 

○実施したレクリエーションの内容 
・この時には、翌日に岐阜県瑞浪市でゴルフコンペを開催した。毎年１回はゴルフコンペ

を開催している。 
・企業ミーティングの後、コンペ参加者だけがマリオットアソシアや周辺のホテルに宿泊

した。部屋の手配はそれぞれの企業の事情もあるので、希望があれば手配を行う。 
○県外参加者の宿泊について 
・この種の企業ミーティングは、主要なメンバーのスケジュールさえ合えば、できる限り

金曜日に開催するように心がけている。しかし、参加者の大半は日帰り、若しくは、宿

泊して翌朝に帰る。 
○参加者の県内視察（観光・エクスカーション）の状況、可能性 
・観光やエクスカーションは行っていない。しかし、現在の企業ミーティングは、夕方の

講演会とその後の懇親会、翌日のゴルフコンペというプログラムであるため、エクスカ

ーションをやるなら、講演会前の午後の早い時間に観光・エクスカーションのプログラ
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ムを組むことは考えられる。しかし、事務局は、そこまでの手間をかける余裕がない。

２ 100 人未満の企業ミーティングの開催状況について 

・100 人未満の企業ミーティングとなると比較的大規模なもので 10 件近く、各部署で行

われているものまで入れると把握しきれないぐらい多い。 

・社員のみのミーティングや研修、慰安会の場合、宿泊を伴ってコミュニケーションのト

レーニングや見聞を広めるための企業見学などを組み合わせて実施する。 

３ 今後開催が予定されている企業ミーティングの概要 

・基本的には社外の方も招く大がかりなものが 2件、100 名未満の社内のみのミーティン

グを合わせると 10 件くらいある。 

４ 企業ミーティングにおけるおもてなしの要望 

・名古屋コンベンションビューローが発行している会議施設のパンフレットはあるが、掲

載施設を増やして、料金や予約方法などの情報も加えていただきたい。さらに欲をいえ

ば、口コミなども書き込めるような検索システムを構築していただけるとありがたい。 

・ユニークベニューについては、名古屋城本丸御殿の完成が待ち遠しい。以前、能楽堂で

会議をしたことがあるが、普段見ることができないところまで入ることができ、参加者

の評判も非常に良かった。やはり、地元のシンボリックなところで会議が開催できるこ

とは貴重な資源である。 

・産業技術記念館（大ホール：300 人収容、その他会議室複数あり）を使うこともある。 

５ その他意見 

・これまで、行政から企業ミーティングやインセンティブ旅行などの調査やＰＲなどの働

きかけはなかったので少し驚いたが、今後も情報提供いただけるのだろうか。 

・ビジネスの世界でも“名古屋飛ばし”はあり、悔しい思いをしている面もある。また、

ＭＩＣＥを推進するのであれば、もう少し大規模な施設があった方がいいと思う。 

・愛知県全域でみると、交通ネットワークの充実が求められる。私鉄とＪＲだけでは心も

とない部分もあり、やはり自動車交通に頼らざるを得ない。また、地下鉄など公共交通

機関を 24 時間化するなどして、安全で便利に暮らせると同時に、帰りの時間を気にせ

ずに懇親ができる環境を整えていただけるとありがたい。 
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県内製造業 Ｂ 

１ アンケート回答内容の確認 

○会議内容 

・アンケートで回答した企業ミーティング（参加人数概ね 100 人）は、全国の拠点から社

員を集めた会議である。 

○具体的な開催場所 

・名古屋ガーデンパレス 

○実施したレクリエーションの内容 

・会食しながら、参加者が発表をした程度で、忘年会の余興のようなものではない。 

○県外参加者の宿泊について 

・社として管理しておらず、参加者各自でビジネスホテルなどを手配している。 

○参加者の県内視察の状況・可能性 

・基本的に、会議のみを運営しており、視察（観光・エクスカーションを含む）は行って

いない。 

・業務に関連したことしか考えていないので、県内企業の工場見学などであれば実施の可

能性がある。 

○複数の候補から、開催地を愛知県に選んだ理由 

・開催地は、東京か名古屋かで検討し、名古屋で開催した。理由としては、本社からのア

クセスのしやすさと開催にかかるコスト面で名古屋の方が優れていた。 

・しかし、全国各地から取引先を多く招いた別の会議を東京で開催したところ、参加者か

らの評判が良かったので、今後は東京で開催するかも知れない。 

２ 100 人未満の企業ミーティングの開催状況について 

・100 人未満の企業ミーティングは全国の拠点から集まる本部会議が毎月１回はあり、宿

泊を伴うものになっている。 

・また、各部でも四半期に 1度は本社で会議をしているほか、小さなものは把握しきれな

いくらい多い。 

・基本的に、会議は顔を合わせて行うが、最近は場合によってテレビ会議を導入している。

３ その他意見 

・企業ミーティングは、業務との関連性を持たせて開催したいと考えている。県内には、

製造業を中心に多くの企業が立地していることから、これらの視察・見学はいい勉強に

なる。 
・現在は、個別に視察のお願い・手続きを行わなければならないが、可能であれば県内企

業の視察や見学がしやすい仕組みを作っていただきたい。 
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県内製造業 Ｃ 

１ アンケート回答内容の確認 

○会議内容 

・アンケートで回答した企業ミーティング（参加人数概ね 200 人）は、ＱＣサークル活動

の発表会である。 
○具体的な開催場所 
・毎年、地元の総合体育館で開催している。 
○県内参加者の宿泊について 
・地元の宿泊施設を社が用意している。 
○参加者の県内視察について 
・県内での視察（観光・エクスカーションを含む）は行っていない。 

２ 100 人未満の企業ミーティングの開催状況について 

・100 人未満の企業ミーティングとなると月５回程度あり、うち 2,3 回は県外の拠点から

従業員が来る（宿泊を伴う）。 

３ 今後開催が予定されている企業ミーティングの概要 

・ＱＣサークルの発表会は、毎年同規模で継続して行う予定である。 
４ 企業ミーティングにおけるおもてなしの要望 

・特に期待することはない。 
５ その他意見 

・県の施設を借りようと思うと、かなり前から事前予約が必要になるのと、現在使用して

いる施設より遠くなるため、前日のリハーサルや当日の緊急対応などの利便性が低下す

る。また、前日・当日と 2日間施設を借りるので、コストも気にかかる。 

・本社勤務の参加者が移動しやすいので、地元で行っていきたい。 
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県内製造業 Ｄ 

１ アンケート回答内容の確認 

○会議内容 

・毎年、海外拠点の代表者（大半が日本人）を集めた社内的な会議（参加人数概ね 50 人）

と懇親会を行っている。 

○参加者の県内視察の状況・可能性 
・現時点で考えておらず、今後も開催することは考えていない。 
○交流会でのアトラクションについて 
・会議の後に、社内の懇親を深めるために行っている交流会であり、アトラクションを実

施する。 
○国外参加者の宿泊について 
・それぞれの現地法人で手配をしている。具体的な状況は把握していない。 

２ 100 人未満の企業ミーティングの開催状況について 

・部門ごとで海外拠点の代表者を集めた会議を 2～3カ月に 1回程度開催している。 

３ 企業ミーティングにおけるおもてなしの要望 

・それほど深く考えておらず、具体的な要望はない。 
 

 

県内製造業 Ｅ 

１ これまでの企業ミーティングの開催状況について 

・我が社の企業ミーティングは、1984 年に第１回を開催して以来、おおむね４年に一度、

これまで７回開催している。 

・開催の目的は企業戦略の提示とファミリーの結束強化で、会議と懇親プログラム（周年

表彰を含む）で構成している。参加者の大半は海外からの招待である。 

・前回は、アメリカ・ラスベガスで開催した。招待客、招待側、自費参加のオブザーバー、

スタッフを含めて 1,100 人規模になった。アトラクションの一つとして、サーカス・パ

フォーマンス集団の公演などを企画し、参加者からの評判は良かった。 

２ 企業ミーティングの支援について 

・部門ごとにも会議やインセンティブ旅行はたくさんしているが、それぞれの部門に総務

セクションがあり、すべてを網羅して把握することは難しい。 
・企業ミーティングの事務局としては、行政に開催を支援してもらえるのはありがたい。

特にユニークベニューについては、旅行代理店に相談しても、難しいという回答になる

ことが多いので、行政ならではの支援に期待を寄せている。 
・以前、別の企業ミーティングを名古屋能楽堂で開催したが、評判は良かった。「特別な

許可」が必要な場所に行くというのは、会議・観光ともに魅力的なプログラムになる。

・かつて、京都で地元の商店街と連携して散策マップを作製し、お店から参加者にお土産

を渡してもらったり、夜のパーティに浴衣で参加するお手伝いをしてもらったりして、
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日本の“おもてなし”の精神を伝える研修旅行を開催したこともある。 
・宿泊する場合には必ずパーティがあるので、その時にアトラクションなどがあるといい。

・企業ミーティングの開催に当たり、旅行部分は旅行会社に発注し、事務局にも 2～3名

参画してもらった。旅行行程、同伴プログラムや懇親プログラムの急な変更リクエスト

に対して、迅速に対応してもらえたので助かった。 

３ 今後の企業ミーティングについて 

・次回の企業ミーティングの開催場所はまだ決まっていない。その時々の判断、又は、そ

の会議内容にふさわしい場所が選ばれる。しかし、日本で開催する意義は十分にあるの

で、今後も候補地としては毎回あがってくるだろう。 

・国内の販売店を対象とした大会が年 2回、1,000 人規模で開催されており、国際会議場

やポートメッセなごやを使っている。 

 
 

県内サービス業 Ｆ 

１ アンケート回答内容の確認 

○会議内容 

・アンケートで回答した企業ミーティング（参加人数概ね 150 人）は、毎年 2回開催して

いる全体会議である。 

○具体的な開催場所 
・本社のある名古屋駅周辺が中心になっているが、会議ごとに場所は異なる。これ以外の

会議は社内の施設で行っている。 
○県外・国外参加者の宿泊について 
・社内で手配をしている。具体的な状況は把握していない。 
○参加者の県内視察の状況・可能性 
・現時点では、事務局では考えておらず開催は難しい。 

２ 100 人未満の企業ミーティングの開催状況について 

・基本的にはテレビ会議が主体となっており、人が動くのは回答した年 2回の全体会くら

いではないかと思う。 

３ 今後開催が予定されている企業ミーティングの概要 

・回答した年２回の全体会を指している。 
４ 企業ミーティングにおけるおもてなしの要望 

・個人としてあったらいいなという程度の意識であり、具体的な要望はない。。 
５ その他意見 

・企業ミーティングを取り仕切る事務局は、旅行会社としか折衝・調整を行わない。その

ため、県が企業ミーティング等の誘致に積極的に取り組んでいることは知らなかった。

・今後、県が旅行会社などと連携して、情報を発信してもらえれば、企業として、行政を

含めた地域一体の取り組みとして受け取ることができる。 
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県内旅行会社 Ｇ 

【企業ミーティング】 

１ アンケート回答内容の確認 

○会議内容 

・全国の拠点から代表者を集めて開催する会議（参加人数概ね 700 人）である。 
○具体的な開催場所 
・ウェスティンナゴヤキャッスル。 
○県外参加者の宿泊について 
・宿泊のホテルはそれぞれの支店で手配している。役職に応じて宿泊するホテルを決めて

いると思う。 
○参加者の県内視察の状況・可能性 
・基本的には遊びではない、というスタンスで開催しているが、事務局としては観光プロ

グラムも提案はしている。今後も可能性はあると思う。 
２ 100 人未満の企業ミーティングの開催状況について 

・把握はしていないが、100 名前後のミーティングは相当な数があると思う。 

・参加者は、主に県内になると思う。 

３ 今後開催が予定されている企業ミーティングの概要 

・毎年開催しているが、必ずしも愛知県内で開催しているわけでない。以前、三重県の長

島温泉で開催した時には評判が良かった。 
４ 企業ミーティングにおけるおもてなしの要望 

・他県では、空港や駅などにウェルカムボードがあったり、資料を入れるバッグの提供が

あったりする。 
・看板などはその場で終わってしまうが、エコバックは再利用されやすく、使うたびにそ

の時のことを思いだす効果もある。 
 

【インセンティブ旅行】 

１ アンケート回答内容の確認 

○インセンティブ旅行の概要 

・全国の売り上げ成績優秀者や海外の現地スタッフなどを対象にしたインセンティブ旅行

で、名古屋観光と表彰を行った。 

・また、さらに成績の良かった社員（バス 1台程度）で、知多半島の温泉にもう 1泊した。 

○具体的な視察施設名 

・徳川美術館や名古屋テレビ塔など、一般的な市内観光コースを回った。 

○国外・県外参加者の宿泊について 

・本社で手配した市内のホテル何ヶ所かに分かれて宿泊してもらった。 

２ 今後開催が予定されているインセンティブ旅行の概要 

・特に詳細は決まっていないが、毎年開催される。 
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３ インセンティブ旅行におけるおもてなしの要望 

・他の都道府県に行くと愛知との差を感じる。特に、愛知ならではの良いところ、強みが

全国のＭＩＣＥ主催者に浸透していない。 

・観光地としての印象や先入観がないとインセンティブ旅行につながらない。例えば、沖

縄であれば、オンとオフの切り替え（ギャップ）がイメージできる。 
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