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G20大阪サミットで
地域を活性化
武内紀子  日本コンベンション協会 副代表理事

Noriko Takeuchi
たけうち　のりこ
1963年大阪府出身。大阪大学人間科学部卒。90年コンベンションの企画運営
会社コングレ設立に参画、2013年コングレ代表取締役社長。G20会合では財務
省・中銀総裁会議等の運営を担うほか、首脳会議にも関わる。（一社）日本コンベン
ション協会（JCMA）代表理事を経て、19年6月より副代表理事。
https://www.jp-cma.org/　https://www.congre.com/

＊Meeting、Incentive Travel、Convention、Exhibition/Event の頭文
字をとった造語で国際会議や学術会議、ビジネスイベントなどの総称

大学で開催された学術会議にスタッフとして参
加したのが、コンベンションビジネスに携わる
きかっけになった。世界の多様な文化に触

れられる面白い仕事だと思った。
　今年6月28日－29日に開催されるＧ20大阪サミットは、
大阪では1995年ＡＰＥＣ以来の国際的なビッグイベント。
2025年の大阪・関西万博を控える関西にとって、絶好の
アピールの機会になるだろう。
　国際会議の開催地として日本ブランドで最も強いのは
東京と京都だが、大阪の位置づけも上がってきていると
感じる。関西国際空港があり交通の便もよい。大都市で
ありながら経済団体や自治体が一体となって支援してく
れる地域性を残し、都市機能が充実していることも東京
や他の地方都市にはない特徴だ。しかも周辺には京都・
神戸という特色ある都市が集まっていて、関西として強
みを発揮できる。大阪で会議を開催し、京都や奈良を観
光、神戸で視察を組むというように、都市間でケースに応
じ、相互に役割を補完できることが強みと言える。
　Ｇ20大阪サミットの開催によって国内外のメディアを通
じた開催地情報の発信が増え、人々の関心も高まるだろ
う。また、参加者や関係者が家族とともに観光で再来日
するなど、人を通じた効果も期待できる。
　近年、各都市がＭＩＣＥ＊の誘致に力を入れているのも
インバウンドの経済効果が大きな狙いだが、人が集まり、
語り合うことで新しい何かが生まれ、産業や学術のイノ
ベーションにも良い影響をもたらす。開催地や周辺の人々
が関わることで地域活性化につながる可能性も高い。
　多くの国際会議やイベントに携わってきた経験から言
えば、Ｇ20大阪サミットを通して、関西のホスピタリティの
経験値が各段に上がることは間違いない。これを突破口
に、次につながる好事例をつくり、多様な人や機関と連
携しながら、医療や観光などをはじめ関西の強みを生か
したＭＩＣＥで地域の発展に微力を尽くしたい。
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コンベンション協会代表理事に近浪弘武氏

MICE Riki-Tanaka 17 6⽉, 2019

6⽉11⽇に六本⽊アカデミーヒルズで、(⼀社)⽇本コンベンション協会
（JCMA）の第4期社員総会が実施された。今回は役員の任期満了による改選
が⾏われ、⽇本コンベンションサービス代表取締役社⻑の近浪弘武⽒が、代表
理事に就任。2年ぶりの代表理事職となる。前代表理事の武内紀⼦⽒は副代表
理事に、相談役の舩⼭⿓⼆⽒は留任。

また、ユーリンクの鵜澤明⽒が理事から監事に、KNTーCTグローバルトラベ
ルの髙浦雅彦⽒、フジヤ執⾏役員の⽥村俊彦⽒、キッセイコムテック常務取締
役の寺島弘⽒、パシフィコ横浜の⾺⿃誠⽒、ムラヤマの藤⽥博樹⽒が、新しく
理事に就任した。

第4号議案の2019年度基本⽅針は 
１）コンベンション事業分野を産業として確⽴ 
・関連業界団体（JNTO、JCCB、⽇展協、JACE、MPI）との横串連携強化 
・対外的な広報活動強化 
・要望の取りまとめや低減化都合 
２）グローバル戦略の推進 
・新規MOU締結取組先の検討 
・主催⾏事えの参加勧誘、⼈材交流を推進

3）次世代⼈材の交流、育成、提⾔を推進 
・若⼿従事者の協会活動への参画を拡⼤ 
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〒102-8481　東京都千代田区麹町5-1　弘済会館ビル
https://jp-cma.org/

一般社団法人日本コンベンション協会（JCMA）は、
MICE、特にコンベンション事業における統括的な役
割を果たす団体として、2015 年 4 月 1 日に発足し
ました。

MICE の事業分野を強化し、協会の目的であり我々
の理念でもある、①コンベンション産業の確立、②
産業を通じた国際社会への貢献、③交流と人材育成
の推進のために活動しています。

政府が取り組む MICE 戦略と歩調を合わせ、MICE
や観光に関する公的な委員会等での活動のほか、さ
らなる MICE の認知度・理解度の向上のために、観
光業界との連携を図ります。また、事業者の専門性
をより高め、教育機関との協力のもと、次世代の
MICE 人材の発掘や教育にも注力しています。

〒108-0073　東京都港区三田1丁目4番28号 三田国際ビル1 F
https://locoguide.co.jp/

〒105-0014　東京都港区芝3-1-15 芝ボートビル８F
http://teikokyo.gr.jp/

一般社団法人日本コンベンション協会

株式会社ロコガイド

〒171-0021　東京都豊島区西池袋1-11-1
メトロポリタンプラザビル14 F
https://tabi-mile.com/

当社は旅の楽しさを伝える情報メディア「旅マイル」
を運営しております。

旅マイルのキャッチフレーズは、「Enjoy Trip !　旅
をもっと楽しく面白く！」。
「旅をもっと楽しく面白

く！」をテーマに海外旅行
& 国内旅行の旅行記やお役
立ち情報を、旅好きのクマ
とミーコが書いています。

旅の楽しさを伝え、より
多くの人が旅に出たくなる
ような情報を提供していき
ます。

エン・ライフ株式会社

定期航空協会では、①航空運送事業に関する調査、
研究、②政府、国会、政党等に対する陳情、要望、
③航空利用者等への広報活動、④法務関係諸問題に
関する事項、⑤その他本会の目的を達成するために
必要な事項の 5 つの活動を通じ、本邦航空会社の発
展に寄与しています。また、政府目標である「2020
年訪日旅客4000万人・2030年訪日旅客6000万人」
に向け、本邦航空会社による「訪日旅客向け特別運
賃」の設定による訪日旅行者の各地域への需要創出
など、旅客の利便性と航空ネットワークの充実を図
り、観光需要を喚起して、地方経済の活性化に貢献
してまいります。

定期航空協会

当社は、チラシ・買い物情報サービス「トクバイ」
をはじめ、月間約 1,000 万人に利用されるウェブ／
アプリのサービスを展開しています。

この度、地域のイベントやお店、観光施設などの
情報やクーポンを、トクバイアプリ内で利用者の行
動エリアに合わせて提供する新しい地域情報サービ
スを静岡県から開始しました。今後はエリアの拡大
を予定しています。

利用者が自分の周囲にある魅力的な場所やお得な
機会を見逃すことなく、地域内外のさまざまな魅力
に改めて気づける体験を通じて、地域活性と消費創
出、観光交流による地域活性を支援します。

旅マイル

掲載情報は各地域の観光協
会および自治体、事業者様
と連携しており、無料で、
プロモーションできるサー
ビスのため、ぜひお気軽に
loco＠guide.co.jpまでお
問い合わせください。
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日本コンベンション協会の事務局が移転

MICE Riki-Tanaka 10 3⽉, 2020

国際会議運営会社（PCO)や映像機器レンタルなどの協⼒会社が加盟する⼀般
社団法⼈⽇本コンベンション協会（JCMA）は、事務局オフィスを移転。新オ
フィスは3⽉10⽇から稼働する。

事務局の新住所は、〒103−8276東京都中央区⽇本橋3−10−5 オンワードパー
クビルディング。
TEL: 03-3510-3730 / FAX: 03-3510-3728。E-m���: o��e���-�m��o��

MICE tag コングレ 本社移転
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⽥中⼒ MICE 研究所 代表 展⽰会 イベントの集客は、来場者数、来
場者の質、滞留時間という「集客3D理論」を展開。
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コンテンツ東京を10⽉に延期

https://www.event-marketing.co.jp/contentsuTokyoPostpone

4⽉1⽇から４⽇までの3⽇間東京ビッグサイトで開催予定だった「第10回コンテンツ東京」が延期、10⽉
28⽇から30⽇に会場をパシフィコ横浜に変更して実施される。（3⽉11⽇発表）

■ イベマケNews Pick up

丹⻘社がフランスのサステナビリティ審査でシルバー評価

https://www.event-marketing.co.jp/tanseisha_csr_silver

展⽰会やイベント、商業施設などの空間づくりを⼿がける丹⻘社は、フランスのサステナビリティ・サプ
ライチェーン評価機関であるEcoVadis（以下、エコバディス）による

⽇本コンベンション協会の事務局が移転

https://www.event-marketing.co.jp/JCMA_removal

【イベマケNews】東⽇本震災から9年、新型コロナウイル...  

4 / 5 2020/03/12 12:24

11⽉28⽇、ディズニーランドのそばの

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル

「ホワイトチョコレートミルク（ジョージアンテラス）」

にて、

⼀般社団法⼈ ⽇本コンベンション協会

https://jp-cma.org

⼥性委員会�催のトークショー&ディ�ーの会にてお話しさせていただきました。

そもそもコンベンション協会にお声がけいただいた時、

コンベンションの意味が%とんどわかっていませんでした。

ブリタニカ国際⼤百科事典によると、

⼈，情報，知識，物などの交流の場，集りのこと。本�は単に「会議」の意であるが，近年ある地域や国へ⼈，情報，知識，物

を呼び込むシステ を総称して⽤いられるようになった。企業をは�(⾃治体によるホールや施設の建設を伴う⼤規模なものも

⾏われており，地域活性化を期待してコンベンション・シティを⽬指す⾃治体も多い。千葉の幕張メッセは，⽇本�⼤規模のコ

ンベンション施設をも�複合地域開発計画の例として有名。
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2019 Dec. 19

活動報告  講演⽇記  古今東⻄の⼥性と暮らし
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■ 協会行事
日程 活動内容 参加 

社数
参加 
人数 担当

 2019年

4月 9 日 第1回 理事会

委員長会議

5月 14 日 第1回 運営委員会

6月 11 日 第2回 理事会

第4期 (2018年度) 社員総会 108 189 総務委員会

講演会 108 217 人材育成委員会

意見交換会 111 261 会員交流委員会

12 日 第5回 交流ゴルフ会 14 18 会員交流委員会

7月 3 日 第2回 JCMA会員交流ボウリング大会 14 48 会員交流・次世代委員会

9 日 第2回 運営委員会

8月 6 日 第3回 運営委員会

9月 5 日 2019年度 第1回勉強会 28 82 人材育成委員会

10 日 第4回 運営委員会

10月 8 日 第3回 理事会

第5回 運営委員会

11日～
12日 サマーセミナーin札幌 中止 会員交流委員会

11月 7 日 第1回 広報・PR勉強会 12 23 広報委員会

12 日 第6回 運営委員会

19 日 第4回 茶道を楽しむ会 8 13 会員交流委員会

28 日 トークショー＆ディナー 16 32 女性委員会

12月 5 日 2019年度 技術資格取得講座 11 36 次世代委員会

5～6日 ICCA APサミット視察ツアー視察ツアー ― ― 国際交流推進委員会

17 日 第4回 理事会

第5期 (2019年度) 中間社員総会 80 159 総務委員会

講演会 82 176 人材育成委員会

意見交換会 93 213 会員交流委員会

 2020年

1月 21 日 第1回 拡大運営委員会（第7回 運営委員会）

23 日 MICEスキルアップセミナー 25 81 人材育成委員会

2月 12 日 第2回 拡大運営委員会（第8回 運営委員会）

28 日 コミュニケーション研修　 延期 人材育成・次世代委員会

3月 4 日 クルーズとレクチャー 延期 女性委員会

10 日 第3回 拡大運営委員会（第9回 運営委員会）

■ 後援名義使用許可
許可日 内容

 2019年

6月 25 日 千葉MICE Day  
　会期：2019年7月23日（火）　会場：かずさアーク

7月 9 日 第1回横浜グローバルMICEフォーラム  
　会期：2020年2月20日(木)・21日(金)　会場：パシフィコ横浜

ICCA Asia Pacific Summit2020 誘致 
　会期：2020 年 5 月 6 月の 木～金 　会場：パシフィコ横浜

11月 12 日 第29回MICE エキスポ(IME2020) 
　会期：2020年2月26日（水）　会場：東京国際フォーラム

■ 関係団体の委員会等
日程 委員会等 出席者

 2019年

4月 16 日 愛知・名古屋MICE推進協議会幹事会 宇佐美業務執行理事

19 日 平成31年度 愛知・名古屋MICE推進協議会総会 宇佐美業務執行理事

23 日 MICE業界関連団体会議 近浪代表理事・
武内副代表理事

6月 6 日 沖縄MICEネットワーク 令和元年度第1回幹事会 ジョンソン会員

7月 3 日 東京都MICE連携推進協議会（第1回） 田中事務局長

9 日 沖縄MICEネットワーク 令和元年度第1回総会他 ジョンソン会員

8月 7 日 東京都MICE連携推進協議会　
国際会議誘致部会（第1回） 近浪代表理事

28 日 沖縄MICEネットワーク　
第2回幹事会 ジョンソン会員

11月 28 日 東京都MICE連携推進協議会 
国際会議誘致部会（第2回) 近浪代表理事

 2020年

1月 16 日 東京都MICE連携推進協議会（第2回） 近浪代表理事

21 日 第7回観光立国推進協議会 近浪代表理事

29 日 沖縄MICEネットワーク　
第3回幹事会/令和元年度第1回誘致部会 ジョンソン会員

2月 5 日 日本観光振興協会 観光関係団体事務局長会議（一水会）田中事務局長

3月 3 日 沖縄MICEネットワーク　
令和元年度第2回誘致部会：開催延期 ジョンソン会員

4 日 日本観光振興協会 観光関係団体事務局長会議
（一水会）：中止 田中事務局長

13 日 沖縄MICEネットワーク　第2回総会：中止 ジョンソン会員

26 日 公益財団法人東京観光財団　評議員会：中止（書面開催）武内副代表理事

■ その他
日程 内容

 2019年

6月 27 日 香川県新県立体育館整備計画に係るヒアリング
坂井業務執行理事

 2020年

3月 17 日
「新型コロナウイルス感染症により、MICE業界が受けている影響
とそれに対する支援策の要望」の提出
提出先：観光庁

3月 25 日
「新型コロナウイルス感染症により、MICE業界が受けている影響
とそれに対する支援策の要望」の提出
提出先：首相官邸

人材育成委員会

次世代委員会 総務委員会

国際交流推進委員会

会員交流委員会

女性委員会

2019年度活動実績 （2019年4月～2020年3月）

MICEスキルアップセミナー「急速に変化するイベントテクノロジー」 第4回茶道を楽しむ会

第2回JCMA会員交流ボウリング大会

救命救急講習会及び危機管理について マレーシアMACEOSとMoU締結

Asia Pacific MICE Business Festival 2020に
祝賀ビデオメッセージ

技能取得講習会 第４回MICE人材育成協議会

第2回JCMA会員交流ボウリング大会懇親会 第6回観光立国推進協議会が開催

第1回勉強会～MICEに於ける危機管理～


