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平成２９年度のＭＩＣＥ取組状況について 

１ 北九州市グローバルＭＩＣＥ推進協議会 

目的 

観光庁の「グローバルＭＩＣＥ強化都市」事業に選定され、事業の中で海外の専門

家から地元関係者との連携が必要との助言を受け、地元ＭＩＣＥ関係者で構成する北

九州市グローバルＭＩＣＥ推進協議会を設立し、共同して誘致や開催支援を行ってい

る。 

構成団体 

北九州市、北九州観光コンベンション協会、北九州商工会議所、 

リーガロイヤルホテル小倉、ステーションホテル小倉、ＪＴＢ九州、西鉄旅行、 

ＪＲ九州旅行、第一交通産業、北九州空港アクセス推進協議会、オービット 

今年度の取組内容 

（１）総会・セミナー（６月２０日） 

前年度の活動内容の報告とＪＮＴＯコンベンション誘致部による講演会。 

（２）ＭＩＣＥ人材育成講座（８月２３日、１１月１０日） 

ＭＩＣＥの専門家を講師としてお招きし、ワークショップや地元企業の方を 

交えたパネルディスカッション。 

（３）北九州ＭＩＣＥ倶楽部首都圏交流会（１月１７日） 

大学関係者などＭＩＣＥ誘致のキーパーソンである首都圏の方々を招待し、 

新たなパイプ役となっていただくためのネットワークづくりを行った。 

（４）北九州ローカルホスト交流会（２月７日） 

市内大学関係者などＭＩＣＥのキーパーソンの方々を招待し、これまでの会議 

開催の貢献に加え、今後も学会等を開催するためのネットワークづくりを行った。 
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２ インセンティブツアー 

インセンティブツアーとは、企業が社員等に対して実施する報奨旅行のこと。企業

が旅行費用を負担するため、参加者が自由に買い物等を行い、一般の旅行よりも支出

額が多くなることがある。 

（１）近年の北九州の動向 

 国内から 海外から 海外の内訳 

平成２７年度 １８ １ ・韓国 1 件 

平成２８年度 ６ ２７ 
・中国（大連、上海） 22 件 

・その他 7 件 

平成２９年度 
（4月 1 月末まで） 

２ ５９ 
・中国（上海、大連など）41件 

・韓国（釜山、浦項） 11 件 ・台湾 7 件 

出典：ＭＩＣＥ開催助成金交付実績より  

（２）海外からのツアー増加の主な誘因 

・商談会への積極的な参加 

  国内や海外の商談会に参加し、本市の魅力をＰＲ 

・北九州空港国際定期便の就航 

   平成２８年１０月に大連便、１２月に釜山・仁川便が就航 

・海外事務所との連携 

中国・上海事務所と連携し、現地旅行社へのアプローチや情報の発信 

（３）参考事例 

カメラ機器メーカーの九州撮影研修旅行（８月３１日～９月５日 ５泊６日） 

日時 内容 宿泊 

8 月 31 日 

 （木） 

北京・上海   北九州へ 

・ウェルカムパーティー 
ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ小倉 

9 月 1日 

 （金） 

・門司港レトロ散策、関門海峡遊覧船 

（宗像・芦屋） 

・魚庵千畳敷、皿倉夜景観光 

ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ小倉 

9 月 2日 

 （土） 

・着付け（ホテルにて）→ 小倉城、小倉城庭園 

・小倉飯店 （  別府） 
別府 

9 月 3日  

9 月 5日 
（臼杵・九重・鳥栖）  

2



３ 今年度のトピックス 

（１）国際会議統計（２０１６年） 

認定 

機関 
国際会議協会（ＩＣＣＡ） 日本政府観光局（ＪＮＴＯ） 

基準 

①主催者 民間企業以外全て ①主催者 （同左）

②参加者総数 ５０名以上 ②参加者総数 （同左） 

③参加国 日本を含む３カ国以上 ③参加国 （同左） 

④開催期間 １日以上 ④開催期間 （同左） 

⑤定期的（２回以上）に開催されるもの  

⑥３ヶ国以上で持ち回り開催されるもの  

公表 

時期 
例年春頃 例年秋頃 

順位 

順位 都市名 件数 世界順位 順位 都市名 件数 

1位 東京（23区） 95 21位 1位 東京（23区） 574 

2位 京都市 58 44位 2位 福岡市 383 

3位 大阪市 25 100位 3位 京都市 278 

4位 福岡市 23 111位 4位 神戸市 260 

5位 神戸市 21 120位 5位 名古屋市 203 

5位 横浜市 21 120位 6位 横浜市 189 

7位 札幌市 17 152位 7位 大阪市 180 

8位 名古屋市 16 160位 8位 仙台市 115 

9位 奈良市 15 169位 9位 札幌市 115 

10位 仙台市 13 203位 10位 北九州市 105 

11位 広島市 9 279位 11位 千里地区 85 

12位 金沢市 8 301位 12位 広島市 76 

13位 北九州市 7 324位 13位 つくば地区 50 

14位 つくば地区 6 357位 14位 千葉市 43 

15位 
千葉、松江、

新潟、富山 
5 392位 15位 奈良市 39 
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（２）ＭＩＣＥへのＣＳＲ活動の取組み 

ＣＳＲ（corporate social responsibility）とは、企業や団体が経済・環境・

社会などの幅広い分野に与える影響を考慮し、利害関係者（株主・従業員・消費者

など）の要求に対し、適切な責任を果たしていくという考え方である。 

近年、ＭＩＣＥ主催者である企業や学会は、主催するイベントに地域の環境保全

に関する取組み等のＣＳＲ活動を取り入れることで、組織として社会的価値を示

すことを重要視する傾向にある。 

そのようなニーズに積極的に対応し他都市との差別化を図るため、観光庁より

ＣＳＲに関するＭＩＣＥ商品の開発事業に応募し、北九州観光コンベンション協

会が選定された。 

（３）国際会議誘致・開催貢献賞の受賞決定 

ＪＮＴＯは前年度に開催された国際会議のうち、創意工夫により誘致に成功し

た会議や、優れた運営や地域社会・経済の発展への貢献等で開催に成功した会議

を毎年表彰しており、本市で開催された国際会議が開催の部において受賞が決定

した。（2月 28 日に表彰予定） 

会議名：第３回アジア未来会議（The 3rd Asia Future Conference） 

主 催：公益財団法人渥美国際交流財団 

共 催：北九州市、公立大学法人北九州市立大学 

受賞理由： 

「環境と共生」を会議のテーマとして掲げ、本市のこれまでの公害克服の経験や産業都

市として発展している取組みが会議プログラムに反映され、会議を通じて環境問題や本市

の取組みを海外に発信した。また、誘致の段階から北九州市立大学と連携し、学生も会議

運営に参加することで、国際人材・ＭＩＣＥ人材の育成に貢献した。 

【再生金を使ったしおり】 

地元企業がリサイクル段階で回収した金を集めて

加工した、北九州らしい贈答品を作成 
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１ ＭＩＣＥとは 

（１）種別 

 意味 例 特徴 

Ｍ 
Ｍeeting 

企業等のミーティング等 

企業セミナー、グループ

企業の役員会議など 

数十から数百人規模で多

数開催されている 

Ｉ 

Incentive Travel 

企業が従業員の表彰や研

修などの目的で実施する

旅行 

企業報奨・研修旅行とも

呼ばれる 

旅行者一人当たりの消費

額が高いと言われる 

Ｃ 

Convention 

国際団体、学会等が主催

する総会や学術会議等 

Ｇ７北九州エネルギー大

臣会合、One Health に関

する国際会議 

一般的に誘致の対象とな

るものが多い 

Ｅ 

Event / Exhibition 

文化・スポーツイベント、

展示会・見本市 

からだのひみつ大冒険、

世界ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ選手権ﾕｰｽ

大会、北九州将棋ﾌｪｽﾃｨﾊﾞ

ﾙ、西日本製造技術イノベ

ーション 

特別なイベントやエキシ

ビションは、相当程度の

インバウンドが見込める

※ＭＩＣＥという言葉は造語で、１９９０年代にシンガポール政府観光局が使い始めたと

されている 

（２）ＭＩＣＥの効果 

① ビジネス・イノベーションの機会の創造 

世界から企業や学会の主要メンバーが集うことで、関係者間でネットワーク

を構築し、新しいビジネスやイノベーションの機会を呼び込むことにつながる。 

② 地域への経済効果 

主催者、参加者、出展者等の消費支出や関連の事業支出は、開催地域を中心

に大きな経済波及効果を生み出す。 

③ 都市イメージの向上 

会議等の開催により、地域の広報など都市のイメージアップにつながる。 
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２ 小倉駅新幹線口国際コンベンションゾーン 

ＪＲ小倉駅新幹線口を「国際コンベンションゾーン」と位置づけ、徒歩５分圏内に

北九州国際会議場・展示場、ホテルが集積しており、国際会議等のＭＩＣＥ開催では

非常にコンパクトに運営できる 

 ※会場別の国際会議開催件数

   ＪＮＴＯ国際会議統計（２０１６年）の会場内訳 

開催場所 件数 

北九州国際会議場 37
大学機関 29
ホテル (リーガロイヤルホテル小倉を除く) ５
リーガロイヤルホテル小倉 ４
西日本総合展示場（北九州国際展示場） ３
その他 27

総計 105 

国際コンベンションゾーン 

の会議件数 

４４件/１０５件（４２％） 
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３ 本市のユニークベニューの事例 

（１）小倉城 

国際会議の歓迎レセプションを天守閣前広場や天守閣５階の展望スペースで開催 

◆ICIAE2015 Extra Party（H27. 3.30） 

◆pptox V KOKURA NIGNT（H28.11.13） 

（２）いのちのたび博物館 

生命の進化の道筋と人のいのちのあゆみを壮

大なスケールで展示解説した西日本最大級の自

然史・歴史博物館で国際会議のフェアウェルパー

ティを開催 

◆ｱｼﾞｱﾄﾞﾗﾏｶﾝﾌｧﾚﾝｽ  

FAREWELL PARTY（H27.11.6） 

（３）今後期待される本市のユニークベニューの事例 

★北九州モノレール          ★ミクニワールドスタジアム北九州 
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