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第４章 ＭＩＣＥ関係者調査 
 

  
１ 関係事業者（座談会） 

  
 

１ 目的 

県内のＭＩＣＥ関係事業者の取組状況や課題を把握するとともに、ＭＩＣＥ誘致・

開催に係る関係事業者の機運醸成とネットワークづくりを目的とする。併せて、今後、

地域で取り組むべき事項を検討する。 

 
２ 開催日時 

○第１回： グループ１ 

グループ２ 

平成 23 年 8 月 2 日（火）午後 2時から午後 4時まで 

8 月 4 日（木）    〃 

○第２回： グループ１ 

グループ２ 

平成 24 年 2 月 21 日（火）午後 2時から午後 4時まで 

2 月 23 日（木）    〃 

 

３ 開催会場 

○愛知県産業労働センター（ウインクあいち）18階（公財）あいち産業振興機構会議室 

 

４ 出席者 

＜関係事業者（16 社）＞ 

○ＰＣＯ（会議運営会社）（2社） 

○ＤＭＣ（1社） 

※ ＤＭＣとは：Destination Management Company の略。保有する豊富な開催地に関する専門知識、
情報、経営資源等を活用して、ＭＩＣＥ等に関わるプログラム、ツアー、輸送・運送計画等を
企画・提案し、サービスを提供する専門会社。 

○空港関係事業者（1社） 

○会議施設管理者（2社） 

○旅行会社（4社） 

○宿泊施設（6社） 

＜行政関係者＞ 

○愛知県産業労働部観光コンベンション課 

○名古屋市市民経済局文化観光部観光推進室 

○（公財）名古屋観光コンベンションビューロー 

＜コーディネーター＞ 

○（一社）地域問題研究所 
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５ 主な意見 

（１）本県の強みと課題 

評価項目 強 み 課 題 

ＭＩＣＥ 

関連施設 

・国内有数の国際会議場（名古屋国

際会議場：収容人数 3,012 人）を

有している。 

・名古屋国際会議場は、他都市の同

規模の国際会議場に比べて利用

料金が安い。 

・世界と比べると施設の規模が小さい。ま

た、国際的なスポーツ施設がない。 

・コンベンションと展示会を一体的に行え

る、十分な施設がない。 

・会議施設のバリエーションが少ない。国

際会議場とウインクあいちの中間規模

の施設があると良い。 

・会議施設とホテルが隣接していない。 

アクセス 

・国際会議場、国際展示場へは鉄道

でアクセスできるよう、名古屋市

内の交通機関は整備されている。 

 

・空港、会議施設、ホテル等の各施設間を

結ぶ交通手段が弱い（ダイレクトアクセ

スがない）。 

・空港から市内へのアクセスがわかりづら

い。特に、多言語による交通案内、施設

表示が不足している。 

開催支援 

・名古屋市内 40 施設からなる、ユ

ニークベニューリストの作成。 

・開催支援策のメニューや規模は、他都市

に比べて優れているとはいえない。 

・東京に比べると開催情報が入ってこない

ため、主催者の情報を足で稼がなくてな

らず、誘致に向けた働きかけが十分でき

ない。 

・学会の大会長は東京の先生が多く、又、

学会事務局も東京にあるため、会場が東

京・関東になることが多い。 

地域資源 

・市民のボランティア意識の高ま

り。 

・ビジネスが中心であるが、京都よ

りも愛知は外国人客が多く、こう

した外国人の観光ニーズは存在

する。 

・本社を有する製造業の企業が多い

ことから、海外拠点の従業員を対

象としたインセンティブツアー

のニーズはある。 

・「産業」や「環境」などは、ここ

・ボランティアに参加する人の意識は高い

が、それ以外の一般市民には、外からの

人をもてなすという意識が低い。 

・東京、大阪、京都に比べて知名度がなく、

魅力が十分に知られていない。 



 

88 

評価項目 強 み 課 題 

にしかない、ナンバーワンとなる

テーマになりうる。 

観光資源 

・名古屋からの日帰り圏には、京都、

伊勢志摩をはじとする日本を代

表する観光資源や多様な魅力の

観光資源が分布している。 

・名古屋の食文化（なごやめし）と

歴史（武将文化）、香道（天然の

香木の香りを鑑賞する芸道）は、

独自の資源になりうる。 

・滑走路の横をバスで走ることがで

きるのは、日本ではセントレアだ

け。 

・観光資源の掘り起こしが不足している。 

・目的集中型の来客が多く、観光等を行っ

ていない。 

・名古屋の観光需要が少ないのが、インセ

ンティブ旅行の需要の少なさにつなが

っている。 

・名古屋に来る必然性がない。 

・万博など、名古屋に来るきっかけ、魅力

がないと、企業ミーティングを開催して

もらうことは難しい。 

・日常的にトヨタなどの企業、工場の見学

ができない。 

・観光資源はあるが、観光発信力が弱い（特

に外国人向け）。 

 

（２）今後の取組 

ア 情報の収集 

・全国的にもＭＩＣＥのデータが不足している。地域で開催されるＭＩＣＥの詳細なデータを

収集できれば貴重な資料となる。 

・ＰＣＯ業界として、ＭＩＣＥのデータや情報の蓄積が全くないことから、今後はデータを蓄

積して戦略を練りながら取り組む必要がある。 

 
イ 開催適地としてのＰＲ 

・会場経費の安さを前面に出して、名古屋の売りをまとめたセールスツールを作成し、誘致に

活用する。 

・愛知県・名古屋の強みをまとめた資料を作成してＰＲする。 

・インフォメーションペーパーを作成し、地元が一つになって取り組んでいることをアピール

する。 

・ランドオペレーターへの売り込みのほかに、ＭＰＩ(国際ミーティングプランナー協会)メン

バーをターゲットとした活動も重要である。 

・名古屋市だけでなく、愛知県全体でとらえて、もっとコンテンツを広げるとともに、それを

コンパクトにまとめたマップなどを作成する。 

・中国・韓国の留学生に観光してもらい、本国に向けた、インターネットによる情報発信を促

す。 
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・海外の人を名古屋の観光推進特派員として任命し、ブログ上から情報を発信してもらう。 

・ＩＭＥ（国際ミーティング・エクスポ）は来場者が固定されているので、他地域と連携して

独自に開催するなど、工夫をする必要がある。 

 
ウ 情報提供サービスの向上 

・特に海外からのゲスト向けに、ホテル・飲食店や周辺の観光情報をまとめたマップをつくる

ことが効果的である。 

・問い合わせ窓口の明確化が重要。どこでどのような情報が引き出せるのかがわかると、主催

者も関係事業者も動きやすくなる。 

・会議参加者向けに、地元のお勧め飲食店情報などを iPad などで提供する情報サイトを作成・

維持する。 

・「名古屋おもてなし武将隊」やグルメ、歴史など、いろいろな角度から切り込んだ紹介パンフ

レットの多言語化が必要。 

 
エ 魅力の向上 

・名古屋でしかできない体験、名古屋へ行かなくてはできないコンテンツを提供する。 

・名古屋でないとできない、特化したミーティング・インセンティブを考える必要がある（例、

県の「あいち臨空新エネルギー実証研究エリア」、中部電力の「メガソーラーたけとよ」、豊

田市の「低炭素社会モデル地区」など、資源エネルギーをテーマとした視察）。 

・一般向けの工場見学がブームとなっていることから、県が推進している産業観光を活かして

はどうか。 

・工場見学も、トヨタ、ノリタケなどの一般化した企業だけではなく、知られざる特徴のある

工場を発掘する。 

・展示会の主催者からもエクスカーションなど参加者をもてなしたいという要望もあり、展示

会向けの観光や工場見学の支援を強化する。 

・当地の魅力をＰＲするためには、まず、地域住民に、当地の観光や街の魅力を認識してもら

い、住民から来県される方々に伝えてもらうことが重要。 

・“名古屋めし”の知名度が上がっているので、これを売り込んでいってはどうか。 

・空港の滑走路の横をバスで走ることができるのは、日本では中部国際空港だけであり、視察

先として活用できるのではないか。 

・ＭＩＣＥ参加者が、観光施設に優先的に入館できるような仕組みや、夜の街を楽しめるマッ

プ提供などをしたら良いのではないか。 

・緑が多い、水がおいしいなどの、環境につながる名古屋の特徴をアピールし、都市のイメー

ジづくりをする。 
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オ おもてなし 

・市民が一緒になって来訪者を歓迎するという気持ちになってもらうことが重要であり、その

ために市民への啓蒙が必要。 

・市民向けのＭＩＣＥ啓発が必要。これにより、飾らないおもてなしができるようになるので

はないか。 

・レセプションにおける、当地ならではの企画提案を行うため、芸能を披露できる団体のリス

トがあると便利。 

 
カ 開催支援 

・旅行会社への補助金は、主催者に薦めるモチベーションとなり、効果が見込める。 

・社会的認知度を高めるために、学会が開催する市民向け公開講座の広報協力をする。 

・スポーツイベントを誘致するうえで、宿泊施設、試合会場、練習会場間の交通手段の確保、

運賃の一部補助も有効な支援策になる。 

 
キ アクセス 

・空港、会議施設、宿泊施設間のアクセスの向上。 

 
ク 会議施設、ユニークベニュー 

・企業の周年イベントは、概ね 2 年前から計画するため、会場の予約ができるよう、国際会議

並みに柔軟な対応が必要である。 

・30 万平米クラスの展示場ができれば、大きな吸引力となる。 

・国際会議場とウインクあいちの中間くらいの規模の会議施設があると、会場の選択の幅が広

がる。 

・ユニークベニューとして、名古屋市科学館やリニア鉄道館を武器にしてＭＩＣＥの誘致・開

催につなげる。 

・民間と行政が一緒になって、ユニークベニューをパッケージ化したメニューづくりができれ

ば、強みになるのではないか。 

 
ケ 行政が実施すべきこと 

・ＭＩＣＥを振興する意義（例：都市の格を上げる、経済振興、行政施策を推進するためのき

っかけなど）は様々あるが、当地は何に狙いを定めてＭＩＣＥを推進するのか、軸をしっか

り持つ必要がある。 

・行政はシティセールスに力を入れる必要がある。これは行政にしかできない。 

・行政は、民間ではできないトップセールスを行う役割を担うとともに、金銭的な誘致・開催

支援を行うべき。 

・市長の歓迎スピーチがあると、地域全体で盛り上げようとする雰囲気が伝わり効果的である。 
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・環境観光を企業のＭＩＣＥに組み込むことは、企業のイメージアップになるが、これにはト

ップセールスが必要。 

・ＭＩＣＥを誘致するだけではなく、開催時の経済効果を高める仕組み作りが必要（視察、飲

食、土産等）。 

 
コ 行政と関係事業者等との連携 

・愛知・名古屋ＭＩＣＥ推進協議会（仮称）を設立して、行政がメンバーの個別企業と連携・

協力しやすい仕組みをつくる。 

・地域のホテル、大学と連携し、各施設で開催されるコンベンションの情報を収集・整理して、

ＪＮＴＯの国際会議統計の開催実績を増やし、この地域のコンベンション開催地としてのポ

テンシャルの高さをアピールする。 

・地域誘客を目的に関係者共通の名刺を作成し、地域全体で取り組んでいることをアピールす

る。また、行政が関わると地域が一枚岩でＭＩＣＥ推進に取り組んでいるという演出効果が

期待できる。 

・神戸のように、民間とタイアップして行政や民間のそれぞれの施設でディスカウント・補助

を行い、総合的に支援する。 

・旅行代理店、コンベンションビューロー、行政が共同で招待旅行誘致を実施する。行政が特

定の旅行代理店と共同で事業を行うことは、公平性の観点から難しいが、他県では、パート

ナーとなる旅行代理店を、年度ごとに変更することにより、公平性を確保して、事業を行っ

ている例もある。 

・中国に進出している企業に対して、本県への研修旅行を働きかける。工場見学と観光をセッ

トにして、名古屋で 2～3泊してもらえるようにしたい。 

・ＰＣＯの協力の下、その人脈を活用して、会議開催のキーマンに働きかけることが必要であ

る。 

 
サ 広域連携 

・本社機能の集積、日本のゲートウェイといった特色を生かして海外からの誘客を図る。その

ために、愛知県・名古屋市が中心となって中部地域全体の魅力を発信することが必要である。 

・名古屋だけではなく、東海・中部の広域的なエリアとして魅力を高め、ＭＩＣＥ開催地とし

て存在感を高めることが必要である。中部広域観光推進協議会が予定している“昇龍道プロ

ジェクト”と連携することも有効である。 

・来年は伊勢神宮式年遷宮があることから、名古屋を軸として高山、富士山も含めた 3～4泊の

メニューを開発する。 
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２ 関係事業者（個別ヒアリング調査） 

  
 

１ 調査の目的 

本県内でのＭＩＣＥの開催状況や今後の動向、愛知・名古屋においてＭＩＣＥを推

進するためのアドバイスなどをうかがうため、ＭＩＣＥ関係事業者に対して、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 1 月 30 日（月） 

 

３ 調査対象 

調査対象は、以下のとおりである。 

＜関係事業者＞ 

○国関係団体（1機関） 

○首都圏旅行会社（2社） 

○県内企業研修旅行専門会社（1社） 

○県内通訳案内士（1名） 

○県内ＰＣＯ企業（4社） 

 

４ 主な意見 

国関係団体 Ａ 

１ 世界及び日本におけるＭＩＣＥの動向（市場、国内各地域での取り組みなど）について 

・観光庁では 2010 年を JAPAN MICE YEAR として位置づけ、当団体も全国の観光コンベンショ

ンビューローと一緒に海外でプロモーションを行ってきた。昨年に限っては、ＣＯＰ10 や

ＡＰＥＣが開催されたので、その関連会議で開催件数が伸びている。 

・アジア地域における会議・学会は増えてきているように感じる。しかし、今後必ずしも件数

が右肩上がりで増えるという保証はなく、震災の影響が数年後に出てきて減少に転じること

も懸念される。また、最近では、円高や欧州の債務危機などが会議需要にブレーキをかけて

いる側面もある。 

・観光庁では、今年度ＭＩＣＥ推進検討委員会を立ち上げて検討しているが、その中での分析

は、ＭＩＣＥ市場は大きくなりつつあるが、韓国、オーストラリア、シンガポールなどアジ

ア各国でＭＩＣＥ推進に力を入れており、競争は激化している。 

・国際的ＭＩＣＥ団体等における、日本のＭＩＣＥブランド認知度やイメージは、かなり低く、

検討委員会でも危機意識を強く持っている。今後の立て直しが課題で、海外のエージェント

など、より多くの方に日本に来てもらい、正しい情報を提供する必要がある。 

・誘致活動の成果が、みえる形で表れるのは 5年近くかかることもある。なお、現在、当団体



 

93 

での誘致活動は、主に 2014～2021 年に開催される会議がターゲットになっている。 

・参加者にとっては、登録費が安いことや都市に魅力があることなどが、会議参加への動機付

けになる。そのためにも、参加費を抑えられるように、開催運営費の支援やシャトルバスの

運行による移動支援などが求められる。日本に来たいという人はたくさんいるので、参加し

やすい環境を整えることが必要である。 

・日本は全般的に観光に関するＰＲが下手で、ＭＩＣＥ分野についての認知度はそれほど高く

ない。国内からでも海外からでも知らないところには誰も行かないだろう。 

２ 愛知県がＭＩＣＥ推進に取り組むにあたって、留意すべきこと・アドバイスなど 

・多くの地域が、会議主催者となる人材がどれ位いるか、どれほどのポテンシャルを持ってい

るのかなどの地域の状況を的確に把握できていない。 

・誘致のポイントは、会議主催者とのつながりをいかに多く、しっかりと持っているかによる

ところが大きい。そのためにも、プロパーとして長い間誘致活動を継続していて、地域の情

報にも詳しい人がいることは、安心感や満足度の向上につながり、リピート率も高くなる。 

・まずは、地元の大学の先生が地元で会議を主催して良かったと思ってもらえるような支援を

行うことが重要である。 

・平成 23 年 6月に、名古屋で開催されたアカデミー・オブ・インターナショナル・ビジネス

（ＡＩＢ）は、優良企業の社長による基調講演がいくつかあったこともあり、震災後間もな

い時期の開催だったが 1,000 人を超える参加があった。 

・市民への周知や、市民と会議参加者との交流は、都市に対する愛着を高めリピートにつなが

る。 

・愛知県としては、誘致のターゲットを広げるより、地域の特性や資源をしっかりと把握して

優位性を打ち出していくこと、まちを挙げた歓迎ムード・ホスピタリティの高揚を図ること

が良いと思う。 

・具体的には、セントレアを、欧米便が少ないと評価するのかアジア便が強いと評価するのか

によって戦略が変わってくる。場合によってはアジアにターゲットを絞った会議誘致戦略も

考えられる。 

・都市部にしては比較的安価な会議場を有していることや、アフターコンベンションとして産

業観光の資源が多いことは強みといえる。また、会議開催地である名古屋市から、県内・伊

勢志摩や高山などに誘引できるかが課題である。 

・地元企業や地元の大学の先生に会議開催をアピールして、サポーターになってもらうことが

求められる。メルボルンでは、会議主催者となりうる人をアンバサダーに任命して、一人ひ

とりがメルボルンでの会議開催に向けたＰＲを行い、年に一度フィードバックしている。 

・愛知県は、相対的に外国語への対応力が低いように感じるので、人材の育成も求められる。 

・名古屋国際会議場についていえば、地下鉄の駅から会場までのアプローチに魅力や楽しさを

感じない。札幌も会議場まで結構な距離を歩くのだが、その間にショッピングモールができ

て動線の魅力が高まった。 
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首都圏 旅行会社 Ｂ 

１ 海外（及び首都圏）から愛知県を訪問するインセンティブ旅行の現状や傾向 

・震災の影響はあったが、リーマンショック後の落ち込みは戻りつつあり、半年から 1年先

の商談は増えつつある。 
２ 愛知県を目的地とするＭＩＣＥの状況 

・愛知県を主な目的地とするＭＩＣＥは、主に学会、視察旅行、企業コンベンション、招待

旅行などである。 
３ 愛知県におけるインセンティブ旅行の課題 

・民間企業が会議を開催する場合、日本では会議のみを目的とする企業が多いが、外国では

会議に加えチームビルディングなどの遊び的な要素を重視する。特にテレビ電話による会

議が多い大企業にとって、オフサイトでコミュニケーションを深めることが、日常の仕事

の成果にもつながる。 
・そういった視点で愛知県をみると、博物館や美術館はある程度揃っており、遊び的なコン

テンツもある。しかし、愛知県にあるものの多くが東京にもあることから、必然性がない。

４ 課題を解決するために必要な行政の役割 

・観光情報はレイヤー構造になっている。一番下には地図が敷かれ、その上に自然・景観や

交通アクセス、グルメなどの情報のレイヤーを重ね合わせていく。行政はこれらのレイヤ

ーを出したり引っ込めたりするのが仕事であるが、愛知県ではどのレイヤーを打ち出すか

が明確でないように思う。例えば産業観光やグルメなどを打ち出すのであれば、そのレイ

ヤーを用意し、求められたタイミングで上手に出さなければならない。 
・また、観光情報は時間軸を持っており、花や紅葉などの季節、1カ月単位でのイベント情

報、美術館などの特別展などは紙媒体では提供しにくい。リアルタイムで観光情報を発信

することが望まれる。 
・愛知県や名古屋市から発信される情報は概して、「名古屋は他と違う」ということを強調

したがるし、敷居を高くしている印象を受ける。もう少し親しみやすい形で情報発信がで

きれば、ＭＩＣＥや観光の誘致につながるのではないかと思う。 
５ 今後、ＭＩＣＥを愛知県で推進していくにあたっての、愛知県へのアドバイス 

・伊勢神宮は、海外からみても魅力的なコンテンツであるし、式年遷宮に向けて国際的な情

報発信も増えることが予想される。その契機を生かして、ゲートシティとしての名古屋へ

の誘致というのは考えやすい。 
・県という単位で情報発信を行うことは大切だが、ＭＩＣＥや観光で訪れる人は行政界単位

で動いているわけではない。日常から離れた場所であるＭＩＣＥの目的地において、お客

さんが面的な広がりを持ちながら動くことをサポートできるような広域観光を意識した

情報、エクスカーションを提供していくことが求められる。 
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首都圏 旅行会社 Ｃ 

１ 海外（及び首都圏）から愛知県を訪問するインセンティブ旅行の現状や傾向 

・一言でいうと、首都圏からみた愛知県の評価は、慰安旅行として行くには予算が足りない、

インセンティブ旅行として行くには予算が余り、魅力が足りない。これは、関西からみて

も同様のことがいえるだろう。 
２ 愛知県を目的地とするＭＩＣＥの状況 

・今年は、名古屋・岐阜方面を主な目的地としたＭＩＣＥは 50～60 件、うちインセンティ

ブは 2,3 件にとどまっている。これらはいずれも一般の企業（40～50 人規模）で、名古

屋・岐阜方面に本社あるいは支社があるから行くといった感じで、それらがなければ行か

ないといっても過言ではない。 
・なお、インセンティブ以外のＭＩＣＥの多くは、会議・コンベンションで、今年は青年会

議所全国大会に関連した案件があり、学会は少なかった。8割くらいが会議である。 
３ インセンティブ旅行参加者の愛知県に対する印象や感想、ご意見・ご要望 

・インセンティブ旅行の主な目的は、社員のモチベーションを高めることであり、普段は行

けない所が好まれる。そのため優先順位は海外が最も高く、国内であれば北海道、沖縄、

九州などが場所的なものが大きい。 
・近場でも、普段は体験できないパーティや式典ができる所が良い。ディズニーランドやＵ

ＳＪなどのテーマパーク、日本ではあまり展開していない高級ホテルなどのように非日常

感が求められる。そう考えると、行こうと思えば行ける所が愛知県であり、蒲郡などの魅

力的な資源を知っていたとしても、なかなか提案しづらいのが現状である。 
・インセンティブ旅行はファミリー同伴になる傾向は高まっており、半数弱を占める。その

ような場合には、テーマパークなどが望まれる。そういった視点でみると、レゴランドが

誘致できれば、その効果は大きいかもしれない。 
４ 愛知県におけるインセンティブ旅行の課題 

・インセンティブ旅行の目的地を愛知県にというのは、よほどのコンテンツ力が必要になる。

例えばユニークベニューでも、名古屋城は海外の方にはうけが良いだろうが、日本人には

あまり喜ばれないかもしれない。 
・愛知県は他に比べて移動費は安く済むが、それをどのように使って非日常感を提供し、売

り上げの向上につなげるかということがイメージできない。 
・まだ日本に進出していないホテルがあれば、その魅力・インパクトは成否を分ける大きな

要因となる。 
５ 課題を解決するために必要な行政の役割 

・補助金など行政による誘致支援はコンベンションが中心で、インセンティブ旅行に対する

補助はあまり行っていない。しかし、インセンティブ旅行向けの補助金も有効だと思う。

６ 今後、ＭＩＣＥを愛知県で推進していくにあたっての、愛知県へのアドバイス 

・愛知県はものづくり分野にかかる民間企業や業界が強いことから、“Ｍ”や“Ｃ”の部分



 

96 

に強みがある。インバウンドの回復に合わせて愛知県でもう一泊してもらえるようなコン

テンツを付加していくことが望まれる。そうすれば旅行会社としても売り上げが期待でき

る。 
・関東エリアの観光地、観光施設は、ＣＭや情報番組などを通して日常的な情報提供を継続

的に行っている。関東をターゲットとしていくのであれば、このようなＰＲ戦略も必要で

ある。 
 

 

県内 企業研修旅行専門会社 Ｄ 

１ 当地域の企業研修旅行の現状・特色 

・今年は、震災の影響で一般の観光客は激減しているが、研修旅行では一定の人数を確保し 

ている。 
・愛知で研修を希望する海外企業の業種は、製造業だけではなく、電気関係、金融業、サー

ビス業、食品、物流等など幅広い。 
・モノづくり産業が集積する愛知県は、海外企業にとって学ぶべきことが多く、研修旅行の

目的地としての魅力やニーズがある。 
２ 研修旅行における観光の可能性 

・通常は 3泊 4日、もしくは 4泊 5日のコースを設定している。その中で観光は、3泊 4日

だと最終日、4泊 5日の場合は最後の 2日間を当てることが多い。研修で来た人に県をア

ピールすることも重要な仕事だと認識している。 

・行き先は、トヨタの産業技術記念館、名古屋城、ショッピングモールに連れていくことが

多い。時には、内海の温泉旅館に連れて行くこともある。 
・しかし、研修が主目的であるため、観光の魅力で呼び込むことはできないし、観光魅力が

乏しい愛知では無理がある。 
・成田、関空でイン、アウトにすると、愛知は通過するだけにならざるを得ない。県内には、

多様な観光資源があるが、これらの観光地を回るためには、名古屋をメインとしたプログ

ラムを組み、セントレアでイン、アウトをしなければコースとして成立しない。 
・九州に比べると中部の観光地は外国人向けになっていない。例えば、韓国からの旅行者に

とってゴルフは重要な観光資源となるが、中部のゴルフ場は、自身の会員に気兼ねして外

国人観光客向けに料金を下げようとしない。九州のゴルフ場では、外国人向けに料金を下

げるゴルフ場が多い。 
・温泉を目的に日本に来る観光客は多いが、外国人は湯けむりの上がっている温泉（別府、

有馬等）をイメージしているため、湯けむりが上がっていない愛知の温泉地は、外国人に

とって魅力的ではない。 
・観光・報奨を中心としたインセンティブツアーは、研修旅行に比べると継続性に不安があ

る。一方、研修旅行は、継続性、安定感、ニーズがある。 
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３ 今後の課題 

・工場見学を受け入れてくれる、新しい企業を見つけることが難しい。 

・研修は生産技術を盗む目的ではなく、生産方式の仕組みや経営方針を学ぶことが目的であ

り、差し支えない範囲で生産現場を見せていただければよいのだが、企業になかなか理解

されない。 
・ある県内企業は、海外に向けて企業をＰＲする効果を期待して、工場見学を受け入れてく

れた。このように、海外への進出意向のある企業の情報を収集して、工場見学を受け入れ

てくれる企業を開拓することが必要である。 
・愛知県の特徴を活用して海外からの来訪者を増やすには、企業研修を活性化することが重

要である。そのためには、地元の旅行会社も含めて関係機関がチームをつくって、工場見

学先の開拓など、来訪者の受入れ体制の拡充と研修・工場見学等のプログラムの開発が重

要である。 
・特に、新規開拓を進めるためには、現地の関係機関（官公庁、ＪＮＴＯ、民間の旅行会社

等）へのアプローチが重要になることから、この地域の行政と関係の民間企業が協力して、

現地の関係機関に向けて共同のＰＲ活動を展開することが必要である。また、計画的で継

続性のあるトップセールスも重要である。 
 

県内 通訳案内士 Ｅ 

１ 当地域のインセンティブツアーの特色 

・当地域の代表的なインセンティブツアーは、成田インで 1週間ぐらい滞在する中で、本社・

工場の訪問や研修で必ず愛知県に立ち寄る。全行程のなかで、1泊ということが多いが、

なかには、1週間名古屋で滞在して、本社で表彰や研修や観光を行うケースもある。 
・こうした企画は旅行会社の東京の部門が担当しているため、愛知県には観光資源はないと

思っており、東京インで愛知県の本社を訪問して、その後、京都・奈良、九州方面の観光

に出かけるコースになりがちである。 
・他のケースでも、東京、大阪がメインで、名古屋での滞在目的は本社訪問と買い物だけで

ある。 
・この地域に来るインセンティブツアーは、地元企業が呼ぶツアーが大半を占める。愛知県

を目的に来るツアーはほとんどない。 
・来訪者の主な国は、アメリカ、イギリス、中東、タイ、香港、インドネシア、マレーシア、

北欧が多い。 
２ インセンティブツアー先としての日本の評価 

・海外のインセンティブハウス（コーディネートするキーパーソン）は、日本は魅力がない

所と評価している。海外のハウスが初めて日本向けのツアーを企画した時は、サッカーの

ワールドカップの試合観戦がメインであった。 
・今年、日本での工場見学を台湾の工場見学に変更したツアーがあったが、やはり日本の方

が評価は高かった。 
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・企業研修を組み込んだツアーは、日本にしかできない企画となることから、日本独特のマ

ーケットとして注目することができる。 
３ 今後の受入体制について 

・愛知県の魅力に対する認知度は、地元の人も含めて低すぎるために、まず認知度を高める

ためのＰＲが必要である。 
・来訪者に接する機会の多いタクシーの乗務員、ホテルの従業員が地域の魅力を来訪者に積

極的に伝えるように意識を変える必要がある。 
・インバウンドは東京の旅行会社経由が多く、名古屋の旅行関係者には、インバウンドの専

門家が少ない。そのため、インセンティブツアーの企業や日本を訪れる外国人のニーズを

把握して、この地域のホテル、レストラン等の関係者に伝えることが必要である。 
・イスラム圏の来訪者が増えているにも関わらず、名古屋にはイスラム食が出せるレストラ

ンはない。ベトナム、インド、インドネシア、中東などの人の好きなものを知っている店

が少なく、食事の時にメニューのチョイスができない。 
・外国人は、ホテルのレストランよりも、街中のレストランで食事することを好むが、外国

人のニーズにあったレストランが少ないことを改善する必要がある。食事で満足すれば、

全ての印象が良くなる。 
・ユニークベニューや見学施設についても、行政はリストしか出さないが、施設の窓口に依

頼するだけでは、ユニークベニューの具体化にならない。インセンティブツアーを企画す

る旅行会社が知りたいのは、特別の演出をするために連携する必要がある具体的なキーパ

ーソンである。 
・旅行会社のなかでも、セクション間の情報の壁がある。インセンティブツアーの企画は、

東京の部門が主に担当しているが、名古屋支店からの情報は伝わっていない。この地域の

魅力を、直接東京の担当部門に伝える取組をする必要がある。 
・今後、来訪者の多国籍化が進むことから、多言語表記よりも、まず、あらゆる場所での英

語表記を充実させることが必要である。外国人が町中を一人で歩き回れるような環境整備

をすることが必要である。 
・ボランティアガイドのなかには、外国人に対応するホスピタリティの心を理解していない

人が多い。基本のルールを教えるなど、外国人をもてなすボランティアガイドを育成する

しくみ・体制が必要である。 
４ 愛知・名古屋の魅力資源 

・有松・鳴海絞、名古屋友禅 
・明治村、犬山城（建築ツアーとして可能性がある。明治村はユニークベニューとしての可

能性もあり） 
・小原和紙、四季桜（紅葉と桜、渋滞がマイナスの香嵐渓よりも魅力的） 
・奥三河の渓谷美と温泉 
・豊田市民芸館 
・豊田市美術館（世界からの建築ツアーの訪問先として有名） 
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・爲三郎記念館（古川記念館の分館）、八事興正寺（ユニークベニューとしての活用） 
・佐久島（第二の直島になる可能性あり。直島は現代アートの島として外国人に人気が高い）

・香嵐渓（日経のランキングで上位にランクイン） 
・大相撲名古屋場所（インセンティブツアーで、大相撲を見るために名古屋に立ち寄るツア

ーもある） 
・植木・盆栽 
・一宮市（一流のデザイナーが使用するテキスタイル） 
・サムライ・武将・忍者（外国人に人気が高い。お城と結び付けると面白い） 
・百円ショップと格安衣料品店が外国人に人気 
・コスプレ（世界コスプレサミット）とあいちトリエンナーレ 

 

 

県内 ＰＣＯ企業 Ｆ 

１ 最近のコンベンションの動向 

・医学系の学会は、開催件数自体は増加傾向にある。医学の発達によって各専門分野に分化

して学会が開催されるようになっており、学会の種類は増えている。 

・しかし、スポンサーとなる製薬会社は世界的な再編が進行し、メーカーの数が減少してい

るため、集まる協賛金が少なくなっている。そのため、コンベンション開催費の予算は縮

小傾向にある。 

・予算の制約から参加費を上げるケースもあり、参加者の負担が大きくなっている。その影

響もあって参加者の数は、横ばいか減少傾向にある。 

・科目間で学会規模の差が広がっている。例えば、乳がん関係の学会は、製薬メーカー以外

の企業からの協賛が得られやすく、むしろ以前に比べて規模が大きくなっている。 

・医学系の学会では、同一の学会の開催にあたっては、同じ人が 2回以上代表になることが

できないという暗黙のルールがある。そのため、学会の代表となる大学の先生は、順番に

小規模な学会から規模の大きい学会の代表へとステップアップしていくシステムとなっ

ている。したがって、定年間際の先生ほど、規模の大きい学会の代表となるケースが多い。 

２ 名古屋での開催について 

・規模の大きい学会を開催できる場所は、大規模な会議施設がある大都市に限られており、

名古屋は必ず候補地の一つに数えられる（他は、東京、横浜、千葉、大阪、神戸、福岡等）。 

・しかし、学会の代表となるような先生は名古屋では少なく、医学系のコンベンションの市

場規模は、東京 10 に対して大阪は 3～4、名古屋は１で、東京の 10 分の 1の市場規模で

しかない。この構成は、ここ 20～30 年変わらない傾向である。 

・学会の開催地決定は、代表となる先生の意向で決まることが多く、先生が地元で開催した

いという意識を持てば地元開催につながる。 

・名古屋で開催すると、開催経費が安くなるというメリットがある。名古屋国際会議場は、

東京国際フォーラムの 1/3 の会場費で済む。また宿泊費も東京に比べて安いというメリッ
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トがある。 

・名古屋国際会議場は、交通の乗り換えが不便ということもあり、規模が小さい学会を中心

に、ウインクあいちで開催する学会が増加している。やはり交通の利便性が最大の魅力で

ある。 

・ウインクあいちの利用料は安いが、無料で使用できる備品が少ないため、備品代を含める

と名古屋国際会議場と費用面での差はほとんどない。また、ウインクあいちは、ネット環

境が複雑で使いづらいために、その学会用に整備すると、さらに開催コストがかかってし

まうという問題がある。 

・名古屋国際会議場は、展示スペースが狭いことがよく問題とされるが、テントを張ったり、

地下駐車場を利用したりして工夫している。限られたスペースのなかで工夫することは可

能であり、これが致命的な問題にはならない。 

・名古屋国際会議場と一体的に利用できるホテルの立地が望ましい。展示スペースよりも、

隣接するホテルがあった方が名古屋国際会議場の利便性をさらに高めることができる。 

３ 今後の推進方策について 

・コンベンションの数をむやみに増やそうとしても無理である。おもてなしを充実して、現

在開催されているコンベンションを確実に維持することが重要である。 

・コンベンション主催者向けの開催補助金は、1,000 万円レベルならばインパクトはあるが、

100 万円程度ならば運営予算に与える影響は少なく、効果はあまり期待できない。 

・学会は、平日開催から土日開催にシフトしており、名古屋に滞在する時間は短くなってい

る。また、参加者向けのエクスカーションも最近は開催しなくなっており、観光魅力をＰ

Ｒしてもあまり効果がない。 

・宴会・パーティはどの学会も開催するため、名古屋らしいアトラクションを少ない予算で

できれば主催者にとってはありがたいし、参加者にとっても魅力となる。 

・参加者からの食に関する問い合わせが多く、単なるお店の紹介ではなく、こだわりの店な

どの情報が求められる。一般的な地域の案内パンフレットではなく、特色のある店のガイ

ドブックを独自に制作して参加者に配布できれば効果が期待できる。こうしたガイドブッ

クは行政ではつくれないため、民間に任せて作成してもらうことが必要である。コンベン

ション推進策として、参加者が興味を感じる情報提供に期待したい。 

・これまで、ボストン美術館、熱田神宮会館、名古屋城でパーティを開催したことがあるが、

開催経費が縮小されるなかで、本筋とは違うところに費用をかけて、わざわざ特別な場所

で開催する必要性があるのかという雰囲気が強くなっている。ただし、同じ日程で開催さ

れる他の学会と一緒にパーティを開催して交流できれば意味のあるものになることから、

これをコーディネートすることができれば名古屋の魅力の一つになる。 

・ボランティアに関しては、1回だけ利用したことがあるが、管理が大変であった。ボラン

ティアの動きを細かいことまで管理できないため、責任を持って動いてくれるスタッフ

（アルバイト）を雇った方が運営しやすくなる。 
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県内 ＰＣＯ企業 Ｇ 
１ 最近のコンベンションの動向 

・製薬メーカーの減少でスポンサー企業が集まりにくいという面はあるが、逆にスポンサー

となる企業が多くて、お断りするぐらいの学会もある。 
・その代表例がリウマチ学会で、展示スペースに収容することができないほど、出展希望企

業が集まる学会となっている。 
・医学系学会に参加する人は、その目的だけに来られる人が多く、学会が終わるとすぐに帰

る人が多い。そのため、エクスカーションはほとんどやらなくなっている。 
２ 名古屋での開催について 

(１)名古屋国際会議場について 

・2,000 人～3,000 人ぐらいの学会開催ができるのは、名古屋では名古屋国際会議場のみで

あり、会議施設が少ない。 

・名古屋国際会議場だけではスペースが不足する場合は、グランコート名古屋を使うことも

あるが、距離が離れているために非常に不便である。 

・名古屋国際会議場は展示スペースが狭いのも問題である。また、クロークも狭いために、

イベントスペース内にクロークを設置したり、フリードリンクコーナーや休憩スペースを

設置すると、ブース数は 70 小間程度で限界となってしまう。 

・通常のコンベンションでは問題はないが、5,000 人以上の大きな学会となると、150～200

小間ぐらいが必要となる。貴重な収入源となる展示企業数に制約があると名古屋での開催

が困難となる。 

・イベントホールで対応できない場合は、白鳥ホールや野外で対応しているが、会場が分散

すると、人の動線から集まりやすい所と集まりにくい所ができてしまい、出展企業に不公

平感を持たせてしまう心配がある。 

・大会議室が 1号館（センチュリーホール）、3号館（国際会議場）、4号館（白鳥ホール）

と分散しているため、移動の負担が大きい。 

・4,000 人以上の大規模会議が開催できる場所は全国的にも限定されるが、その一つに名古

屋国際会議場が含まれていても、展示スペースが狭い、ホテルから離れている、名古屋駅

からのダイレクトアクセスがないなどの使い勝手の悪さから、名古屋を素通りしてしまう

こともある。 

(２)ウインクあいちについて 

・大会議室は、大ホール、小ホールと展示場を利用しなくてはならず、1300 人規模の学会

が限界である。また、フロアーが分かれているため縦に移動する必要があり、使い勝手が

悪い。 

・学会の開催地は、当番校が 3年前には決まるが、ウインクあいちは 2年前しか予約できな

い。関係する複数の学会に参加する先生が多いため、日程が重ならないように調整する必

要があるが、融通がきかないためにそれができない。名古屋国際会議場は、特別に予約を

受け付けてもらえる。 
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・ウインクあいちは、備品を利用者が調達しなくてはならない。展示場を会議室として利用

する場合、椅子、机を外部から持ち込まなくてはならず、備品代を含めると決して安くは

ない。 

３ 今後の推進方策について 

・名古屋の売りを明確にする必要がある。安さ、利便性、特典など、何を売りにするか示す

必要がある。例えば、会員になると特別なサービスが受けられるというようなものがある

と、会員になっているＰＣＯは名古屋での開催を積極的に働きかけるようになる。 

・名古屋で開催すると参加者は多くなる。やはり、東西から日帰りで参加できるという交通

の利便性が寄与していると思われる。このことから、日本のまん中にある名古屋で開催す

れば、会議終了後職場に戻れることを前面に出してアピールしても良い。多忙な先生が多

いことから、売りの一つになりうる。この特徴をもっと磨くためには、名古屋駅や中部国

際空港からのシャトルバス運行など、交通の利便性をさらに高めることが求められる。 

・名古屋の特徴を対外的にＰＲすると同時に、県内の主催者（大学の先生、学会等）にもそ

の特徴をよく理解してもらい、名古屋での開催に向けて積極的に動いてもらうようにする

必要がある。 

・アトラクションも主催者によって嗜好が違うし、最近はネットで必要な情報も入手できる

ことから斡旋の必要性はそれほど感じない。また、観光の魅力といってもこの地域では限

界があることから、行政に期待することは、コンベンションの開催環境を整備することで

ある。 

・ハード面では、会議施設の充実である。新設が難しければ、白鳥ホールのような多目的ホ

ールの増設がされれば改善される。また、ホテルが会場から離れていることから、会場に

よるシャトルバスの運行サービスの提供を期待したい（福岡で運行サービスを実施してお

り、福岡市の意気込みが感じられる）。さらに、空港や駅から運行して、ドアー・ツー・

ドアーの移動サービスを提供するまでレベルアップできれば、名古屋の意気込みが感じら

れるようになる。 

・助成金も重要である。必ずしも助成金が開催地決定の条件にはならないが、主催者側に与

える印象が変わってくる。また、地元の大学の先生が名古屋開催を働きかける際の説明材

料にもなる。 

 

 
県内 ＰＣＯ企業 Ｈ 

１ 最近のコンベンションの動向 

・医学系の学会は、集約化と専門分化と両方の傾向がみられる。集約化の方向にある学会は、

学会規模が大型化している。一方、専門分化の傾向によって学会の開催件数は増加してい

る。 
・大型の学会は、開催できる会場が限られてくるため、横浜・東京、名古屋、京都、大阪、

福岡の持ち回りで開催するケースが多い。 
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・学会の代表者の意向で開催場所が決まるケースが多く、一般的には代表者の地元で開催さ

れるケースが多い。 
・医学系の学会は、臨床系と基礎系に分かれ、臨床系は規模も大きく外部の施設を利用する

ケースが多いため、ＰＣＯが関わる機会が多い。しかし、基礎系は大学の中で開催するケ

ースが多く、ＰＣＯが関わる機会は少ない。 
・臨床系の学会は多くの企業の出展が伴うため、展示スペースが重要になる。また、基礎系

はポスター発表が多いため、発表会場と企業展示が一緒に実施できるスペースが必要とな

る。 
・会場は、参加者数で決まると思われているが、実際には、会議の内容（プログラム）や参

加者の属性（ドクター中心か看護師中心か等）なども勘案して決定している。 
２ 名古屋での開催について 

・学会の集約化により学会の規模が大型化すると、名古屋国際会議場では狭いために、今後

ますます名古屋を避ける危険性がある。 

・名古屋国際会議場は、受付と展示会場のスペースが狭いことがネックとなっている。実際、

昨年開催された「日本癌治療学会」は、屋外にテントを設置して工夫をしたが、名古屋国

際会議場での開催は無理があると判断され、今後（当分の間）は、名古屋で開催しない方

針となったと聞いている。 

・この他、名古屋国際会議場の問題は、隣接するホテルがないことと、学会開催時にタクシ

ー待ちの時間が長くなることである。 

・専門分化して開催件数が増えている分野は、規模が大規模でないため、ウインクあいちで

の開催件数が増加している。 

・名古屋駅前に立地するという交通の利便性から、ウインクあいちを希望するケースが多い。

ウインクあいちでの開催は、フロアーが分かれるという不便性はあるものの、会議の運営

は十分可能である。 

・ウインクあいちは、名古屋駅前にあり利便性は高いが、その分、参加者は駅と会場の往復

だけで、他の地域に行かなくなり、観光等の周遊性は低くなる。 

・ウインクあいちの問題は、2年前しか予約ができないことである。3年後以降に開催され

る学会の代表に地元の先生が立候補しようとしても、ウインクあいちが利用できる保証が

ないために躊躇してしまい、積極的に動くことができない。国際会議や学会は、随時受け

付けできるようにしてほしい。 

３ 今後の推進方策について 

(１)今後期待する支援策 

・災害や疫病等により会議が中止となった場合、主催団体（場合によっては代表者個人）が

発生した費用の責任を負う危険性があることから、会議中止時の負担軽減策（条件付きで

の助成金等）を講じることができれば、主催者に対して大きなアピールポイントとなる。

海外の保険会社が扱っている保険はあり、それを利用している主催者もあるが、保険料は

高い。 
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・普段できない場所で宴会等ができるユニークベニューが求められている。県庁、名古屋城

の天守閣前の広場、リニア・鉄道館や名古屋市科学館のプラネタリウムの球体の下での宴

会とプラネタリウム見学のセットなどが考えられるが、どれも管理者のガードが堅く、実

現は容易ではない。行政から、交渉・相談できる窓口の担当者を教えていただけるとあり

がたい。 

・助成金は、支給基準が宿泊者の人数の場合、カウントが難しく、手続きが面倒である。ま

た、医学系の学会の場合は比較的予算があり、開催費用は予算枠内で収まれば良いため、

助成金はそれほどインセンティブにはならない。しかし、今後学会が公益法人化すると、

開催地の決定にあたっては、代表者の一存で決められず、候補地の客観的な比較が求めら

れるようになるため、助成金は一つの比較項目となる。また、学会の代表者が開催地決定

理由を説明する際にも、助成金があれば説明しやすい。 

・会議参加者向けの観光施設等の割引サービスについては、どこが割引分の費用を負担する

のかという問題がある。また、実際は、割引だけでは効果は期待できず、無料でないとイ

ンパクトはない。 

・愛知県は、海外に拠点を持つ企業が多いので、インセンティブ旅行につなげていけるので

はないか。 

(２)コンベンションの開催環境の充実 

・名古屋国際会議場の整備を行うということであれば、展示、パーティ、講演会、会議がで

きる多目的なスペース（平土間）の増設が必要である。その場合、パーティ等に対応でき

る施設の仕様が求められる。 
・観光スポットの魅力について、ストーリー性を持たせたＰＲが必要である。 
・今後、学会の参加者への情報提供の方法として、iPadのような携帯端末で会議のプログ
ラム、会場案内、発表論文の抄録、周辺の飲食店・観光地情報を提供するケースがますま

す増えてくる（2014 年までに 70％の普及を目指している）。 
・パンフ等の紙媒体はかさばったり、ゴミになるので減る傾向にある。こうしたアプリで提

供できるような魅力的な地域情報を用意する必要がある。 
(３)観光・エクスカーションについて 
・観光・エクスカーションについては、医学系の国内の先生はほとんどしない。福祉系、教

育系は比較的観光をする傾向にある。また、医学系であれば、日本病理学会などは、病院

の事務職員や、看護師、施設管理者などが参加するので、観光する参加者が多い。 

・エクスカーションで工場見学をする場合は、トヨタ系の工場が多い。 

 

 

県内 ＰＣＯ企業 Ｉ 
１ 最近のコンベンションの動向 

・関わっている学会は、ほぼ毎年、定期的に開催している学会が多いため、開催件数の変化

はあまりみられない。 
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・会場は、当番校となっている大学で実施するケースが大半で、名古屋国際会議場など外の

施設で開催することはほとんどない。 

・ポスターセッションは多く実施されている。展示もあるが、医学系の学会のような大掛か

りなものではない。 

・企業スポンサーもつくが、1社 1～2万、多くても 10 万円程度であり、企業支援金で予算

規模が大きくなることはない。むしろ、国や市の補助金を活用して開催経費を賄うことが

多い。 

・予算が厳しいため、レセプションでのアトラクションは減っており、あっても簡素なもの

となっている。 

・海外からの参加者に対してエクスカーションを実施することはある。その場合、自動車メ

ーカー（トヨタ、三菱）等の工場見学のコースが喜ばれる。その他食品メーカー（例：八

丁味噌、酒造関係）の工場見学も多い。 

・エクスカーションの企画は、ＰＣＯが行うこともあるが、当番となっている先生が行うケ

ースが比較的多い。 

２ 名古屋での開催について 

・学会の参加者（特に国内の）が会議に参加する以外で名古屋に滞在する時間は非常に短い。

学会が終了するとすぐに帰ってしまうために、観光する時間はない。当地は、交通の利便

性が高いというメリットの反面、観光面ではデメリットとなる。しかし、愛知・名古屋な

らではのものを見て帰りたいと思っている先生は多い。 

３ 今後の推進方策 

・学会の予算は限られているため、補助金の有無は非常に大きい。100 万程度の補助金でも

学会にとっては十分魅力となる。 

・会議の誘致は、ＰＣＯではなかなかやりにくい。行政が中心となって規模の大きなものや

ネームバリューがあるものを誘致してほしい。そうすれば、関連イベントも多く開催され

るし、また、海外からの多数の参加があれば地元への経済効果は大きくなる（特に中国か

らの誘客）。 

・学会参加者の観光は、外国からの参加者が主要なターゲットとなる。外国人を意識して、

愛知県に来たいと思わせるような地域の情報を、海外においても発信する必要がある。 
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３ 県内市町村調査 

  
 

１ 調査の目的 

県内でのＭＩＣＥの誘致・開催支援の状況や、今後の意向などを把握することを目

的に、県内市町村（名古屋市除く）を対象にアンケート調査を実施した。 

 

２ 調査期間 

平成 23 年 11 月８日（火）～24 日（木） 

 

３ 調査対象 

名古屋市を除く県内の市町村 53 団体を対象に、観光担当課長宛てにアンケート調査

票等を郵送及びメールで配布、回収を行った。 

 

４ 回収状況 

 

分類 配布数 回収数 回収率 

市町村観光担当課 53 団体 51 団体 96.2％ 
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５ 調査の結果 
 

問２ 貴市町村(観光協会等を含む)では、現在、ＭＩＣＥの誘致や開催支援に取り組んでいます

か。(※開催支援の例については問４をご参照ください。) 

 
 

ＭＩＣＥ誘致・支援の取組状況 件数 ％ 

取り組んでいる 5 9.8 

取り組んでいない 46 90.2 

計 51 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

問３ ＭＩＣＥを誘致・開催している市町村にお伺いします。誘致・開催支援は、どこが主体

となって実施していますか。 

 
 

ＭＩＣＥの誘致・支援の主体 件数 ％ 

主に市町村が中心となって推進している 0 0 

主に観光協会等が中心となって推進している 2 40.0 

市町村と観光協会等が連携して推進している 2 40.0 

その他（主催団体の後援依頼等に対応） 1 20.0 

計 5 100 

 

取り組んでいる

9.8%

取り組んでいない

90.2%

n=51
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問４ ＭＩＣＥを誘致・開催支援している市町村にお伺いします。ＭＩＣＥの誘致・開催支援

方策として、どの様なことを実施していますか。該当するものすべてに○を付けてくだ

さい。 

 
                        （複数回答） 

実施しているＭＩＣＥ誘致・支援方策 件数 ％ 

主催者等への情報提供、相談対応 4 80.0 

ＭＩＣＥ開催に対する助成金、貸付金 2 40.0 

ＭＩＣＥ参加者の宿泊に対する助成金 1 20.0 

ＭＩＣＥ運営のサポート 1 20.0 

ＭＩＣＥ開催の広報協力 3 60.0 

ＭＩＣＥ開催に対する後援名義の手配 5 100 

ＭＩＣＥ参加者の視察先の紹介、観光パンフ等の提供 5 100 

レセプション開催への協力（アトラクションの紹介） 2 40.0 

ユニークベニューでの開催の紹介 1 20.0 

その他 2 40.0 

計 5 100 

 
 
 

主に市町村が中

心となって推進し

ている

0%

主に観光協会等

が中心となって推

進している

40.0%

市町村と観光協会

等が連携して推進

している

40.0%

その他

20.0%

n=5
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問５ 今後、ＭＩＣＥの誘致・開催支援を行うことについてどのような意向をお持ちですか。

該当するものを選んで○を付けてください。 

 

（１）ＭＩＣＥの誘致について 

 

ＭＩＣＥの誘致についての意向 件数 ％ 

ＭＩＣＥを誘致していきたい 5 9.8 

今のところ、ＭＩＣＥの誘致について検討する予定はない 29 56.9 

ＭＩＣＥの誘致を行う意向はない 14 27.5 

その他 2 3.9 

回答なし 1 2.0 

計 51 100 

 

80.0 

40.0 

20.0 

20.0 

60.0 

100

100 

40.0 

20.0 

40.0 

0 20 40 60 80 100 

主催者等への情報提供、相談対応

ＭＩＣＥ開催に対する助成金、貸付金

ＭＩＣＥ参加者の宿泊に対する助成金

ＭＩＣＥ運営のサポート

ＭＩＣＥ開催の広報協力

ＭＩＣＥ開催に対する後援名義の手配

ＭＩＣＥ参加者の視察先の紹介、観光パンフ等の提供

レセプション開催への協力（アトラクションの紹介）

ユニークベニューでの開催の紹介

その他

%

n=5 （複数回答） 
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（２）ＭＩＣＥの開催支援について 
 

 

ＭＩＣＥの開催支援についての意向 件数 ％ 

ＭＩＣＥの開催を支援していきたい 7 13.7 

今のところ、ＭＩＣＥの開催支援について検討する予定はない 30 58.8 

ＭＩＣＥの開催を支援する意向はない 12 23.5 

その他 2 3.9 

計 51 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＭＩＣＥを誘致し

ていきたい
9.8%

今のところ、

ＭＩＣＥの誘致

について検討する

予定はない

56.8%

ＭＩＣＥの誘致を

行う意向はない
27.5%

その他

3.9%

回答なし

2.0% n=51

ＭＩＣＥの開催を

支援していきたい
13.7%

今のところ、ＭＩ
ＣＥの開催支援

について検討する

予定はない

58.9%

ＭＩＣＥの

開催を支援する

意向はない

23.5%

その他

3.9% n=51
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問６ ＭＩＣＥ参加者が日程の前後を活用して、観光や視察旅行を行う場合、貴市町村は視察

先として受け入れる意向はありますか。 

 

 

視察先としての受け入れ意向 件数 ％ 

意向がある 23 45.1 

意向はない 28 54.9 

計 51 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

問７ 貴市町村において、通常は利用できない施設を会議やレセプションの会場として提供す

る「ユニークベニュー」の対象となる施設(例：美術館、博物館、神社仏閣、城郭、庭園

等)などはありますか。 

 

 

ユニークベニューとして提供できる施設の有無 件数 ％ 

該当する施設などがある 3 5.9 

該当する施設などはない 48 94.1 

計 51 100 

意向がある

45.1%

意向はない

54.9%

n=51
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問８ ＭＩＣＥ参加者への記念品として、主催者にお勧めできる貴市町村ならではの土産品は

ありますか。 

 

 

お勧めできる土産品 件数 ％ 

お勧めの土産品がある 26 51.0 

お勧めの土産品はない 25 49.0 

計 51 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

該当する施設など

がある
5.9%

該当する施設など

はない
94.1%

n=51

お勧めの土産品

がある
51.0%

お勧めの土産品

はない
49.0%

n=51
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問９ ＭＩＣＥ参加者を対象にしたレセプション(交流会)において提供できる、貴市町村の名産

品・特産品の試食・試飲品がありますか。 

 

 

レセプションに提供できる試食・試飲品 件数 ％ 

試食・試飲品がある 12 23.5 

試食・試飲品はない 39 76.5 

計 51 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

問 10 ＭＩＣＥ参加者を対象にしたレセプション(交流会)において上演できる、お勧めのアト

ラクション(演芸、郷土芸能等)はありますか。 

 

 

レセプションで上演できるアトラクション 件数 ％ 

お勧めのアトラクションがある 14 27.5 

お勧めのアトラクションはない 37 72.5 

計 51 100 

 

試食・

試飲品がある
23.5%

試食・

試飲品はない
76.5%

n=51
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お勧めのアトラク

ションがある
27.5%

お勧めのアトラク

ションはない
72.5%

n=51
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