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（１）MICEとは
MICEとは、企業等の会議（Meeting）、企業等の行う報奨・研修旅行（Incentive Travel）、
国際機関・団体、学会等が行う国際会議（Convention）、展示会・見本市・商談会などの
イベント（Exhibition/Event）を総称した造語で、企業・組織が課題の解決を目的に開催す
るという点で、一般観光とは明確に性質が異なるものとして定義されています。

また、MICEの昨今のトレンドとして、企業が社員報奨旅行を兼ねて社員ミーティング
を行ったり、国際会議において小規模な展示会が開催されたりする等、単純に分類できな

い複合的な概念となっていますが、本戦略では、MICEを次のように捉えています。

区分 項目 定義 事例

企業系会議
企業が目的に応じて関係者
を集めて行う会議

■外資系企業の支店長会議
■車両販売代理店のミーティング
■海外投資家向けのセミナー

企業の報奨
研修旅行

企業が、従業員や代理店等
の表彰、研修、顧客の招待
等を目的で実施する旅行

営業成績優秀者に対する表彰
レセプション 等

会議
国際機関・団体、学会等が
主催または後援する会議

■九州・沖縄サミット（G８）
■太平洋・島サミット
■国立病院機構総会 等

展示会
イベント等

国際機関・団体、学会、民
間企業等が主催または後援
する展示会、見本市、イベ
ント等

■沖縄大交易会
■離島フェア
■ＩＴ津梁まつり 等
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［MICEの概要］

１章 沖縄MICE振興戦略の策定について



（2）戦略策定の背景

沖縄県におけるMICEの取組については、観光分野とコンベンション分野を統合一元化し
た官民一体型の推進母体として1996年に発足した沖縄観光コンベンションビューローを中
心に、旅行業者、ホテル事業者など観光関連事業者との連携のもと沖縄のリゾート性を強

みとしたインセンティブ旅行や各種コンベンションの誘致を推進してきました。

こうした中、1998年に政府が発表した｢21世紀の国土のグランドデザイン｣では、アジア･
太平洋地域における人､物､情報の結節点となる広域国際交流圏の形成を掲げ、沖縄県は｢太

平洋･平和の交流拠点（パシフィック･クロスロード）｣として位置づけられました。この国

際的な交流拠点としての位置づけが、2000年の九州・沖縄サミットの開催へとつながって
いきました。

九州・沖縄サミットは、沖縄におけるMICE振興の最初の転換点となりました。サミット
を契機に国は「国際会議等各種会議の沖縄開催の推進に係る各省庁連絡会議」を設置し、

政府全体で各種会議の沖縄開催を後押ししたことで「太平洋・島サミット」や「地球温暖

化防止とサンゴ礁保全に関する国際会議」など、沖縄の地理的・自然的な特性を生かした

国際的なコンベンションが開催されてきました。

他方、学術・研究分野では、国際的に卓越した科学技術に関する教育及び研究を推進す

る機関として、沖縄科学技術大学院大学が2010年に設立され、サンゴのゲノム研究をはじ
め様々な分野で世界最先端の研究が行われ、その成果を発表する学会等の学術イベントも

年々増加傾向にあります。
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➀これまでのMICE誘致・推進の取組

➁MICE振興の新たなステージに向けて

こうした国・県・民間・大学等による取り組みにより、沖縄の地域特性を生かした国際

会議や魅力ある観光リゾート資源を活用したインセンティブ旅行は着実に増加し、沖縄県

はリゾート型MICE都市として国内で一定の評価が得られています。

そして、現在、沖縄県が中城湾港マリンタウン地区内に計画している大型MICE施設の整
備は、MICE振興の第二の転換点になるとの期待が高まっています。

沖縄におけるMICE振興を次なるステージへと導くには、これまで施設規模の制約から対
応できなかった大規模展示会や国際会議をいかに呼び込み、MICEに関わるプレーヤーを増
やしつつ、MICEによる経済的・社会的波及効果を最大限に引き出していけるかが重要な課
題です。

沖縄MICE振興戦略は、MICEによる集客・交流の機能を最大限に発揮し、MICE開催を通
じた学術やビジネス分野の交流拠点の形成や県内産業への中長期的な波及効果を高めるこ

とにより、沖縄の経済産業の振興及び国際的なMICE開催地としての地位確立を目指して策
定するものであり、今後10年間のMICE振興の目標、重点戦略の設定、施策展開の基本方向
等を明らかにしたものです。
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（3）沖縄MICE振興戦略の位置づけ
沖縄県では、2010年に県民が望む沖縄の将来像を示した「沖縄21世紀ビジョン」を策定

し、2012年に今後の沖縄振興分野を包含する総合的な基本計画である「沖縄21世紀ビジョ
ン基本計画」及び具体的取組をまとめた「沖縄21世紀ビジョン実施計画」に基づき各種事
業が推進されています。

また、これらを補完、強化し促進するものとして、2015年に「沖縄県アジア経済戦略構
想」を策定し、アジア経済と連動することで観光リゾート産業や国際物流拠点産業、情報

通信関連産業などの分野でアジアの活力を取り込む施策を展開しています。

本戦略は、沖縄21世紀ビジョン基本計画の個別分野計画としての位置付けを有するとと
もに、沖縄県アジア経済戦略構想に位置付けられた５つの重点戦略と４つの産業成長戦略

の産業分野の成長発展に向けたMICE振興の方向性を明らかにしたものです。

こうした枠組みのもと、沖縄県観光振興基本計画との施策間連携を図りつつ、MICE振
興施策を推進することにより、アジア・太平洋地域をはじめ国際的なビジネス・ネット

ワーク拠点の形成とMICE開催地としてのブランド確立を目指します。

（４）沖縄MICE振興戦略の計画期間
本戦略の計画期間は、MICEの持つポテンシャルを最大化するための長期的な戦

略であり、2017年度から2026年度までの10年間の新たな取り組みの方向性と目標を
定める戦略とします。

［沖縄MICE振興戦略の位置づけ］

沖縄21世紀ビジョン基本計画

沖縄21世紀ビジョン実施計画

沖縄21世紀ビジョン

沖縄MICE振興戦略

బ
ಐ

௴

ஷ
௪
੦
ম
ੑ


॔
४
॔
৽
ੋ
ਅ
റ
ଡ
୳

産業成長戦略

①農林水畜産業
②先端医療・健康・バイオ産業
③環境・エネルギー産業
④地場産業・地域基盤産業

重点戦略

①国際物流拠点の形成
②世界水準の観光リゾート地
③航空関連産業クラスター
④国際情報通信拠点
⑤新たなものづくり産業
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（１）MICEを推進する意義

観光庁は、MICEは、企業・産業活動や研究・学会活動等と関連している場合が多く、一
般的な観光とは性格を異にする部分が多いため、観光振興という文脈でのみ捉えるのでは

なく、MICEについて、「人が集まる」という直接的な効果はもちろん、人の集積や交流か
ら派生する付加価値や大局的な意義についての認識を高める必要があるとしています。

具体的には、以下に掲げる３つの主要な効果が挙げられています。

２章 MICE振興の意義と効果

MICE開催を通じて世界から企業や学会の主要メンバーが我が国に集うことは、我が国
の関係者と海外の関係者の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ります。

MICE開催を通じた主催者、参加者、出展者等の消費支出や関連の事業支出は、MICE開
催地域を中心に大きな経済波及効果を生み出します。MICEは会議開催、宿泊、飲食、観
光等の経済・消費活動の裾野が広く、また滞在期間が比較的長いと言われており、一般的

な観光客以上に周辺地域への経済効果を生み出すことが期待されます。

国際会議等のMICE開催を通じた国際・国内相互の人や情報の流通、ネットワークの構
築、集客力などはビジネスや研究環境の向上につながり、都市の競争力、ひいては、国

の競争力向上につながります。海外の多くの国・都市が、国・都市の経済戦略の中で、

その達成手段の一つとしてMICEを位置付け、戦略分野／成長分野における産業振興、イ
ノベーション創出のためのツールとして国際会議や見本市を活用しており、我が国にお

いても、MICEを国・都市競争力向上のツールとして認識し、活用することが重要です。
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ビジネス・イノベーションの機会の創造

①観光庁におけるMICEの意義

地域への経済効果

国・都市の競争力向上

第
2
章

M
IC

E

振
興
の
意
義
と
効
果



「沖縄21世紀ビジョン」では、「時代を切り拓き、世界と交流し、ともに支え合う平和
で豊かな『美ら島』おきなわ」の実現を目標に掲げ､“自立”､“交流”､“貢献”の３つの基本的
指針のもと、「日本と世界の架け橋となる強くしなやかな自立型経済の構築」を施策展開

の基軸的な考えに据えて、各種施策を推進しています。

MICEは、国内外の多様な人々との交流を通じて新たなネットワークが形成され、様々な
分野でのイノベーションを促進することが期待される効果の一つとされています。すなわ

ち、MICEによる多元的な“交流”を通じて我が国及びアジアをはじめ世界との新たな連携・
協力関係が構築され、未来に良い変化をもたらす交流拠点として沖縄が世界に“貢献”して
いくことで、国内外に沖縄の存在感を高めていくことが可能となります。

さらに、MICEは、人、モノ、情報、企業が集まるという意味でビジネス交流のプラット
フォーム機能を有しています。これが21世紀「万国津梁」実現の基盤となり、県内の各産
業分野においてもMICEを積極的に活用することでビジネス交流の促進や技術革新など産業
イノベーションの創出につながり、沖縄県が掲げる「日本と世界の架け橋となる強くしな

やかな自立型経済の構築」にも寄与します。

これからは、リーディング産業である観光リゾート産業のさらなる発展に向け、ビジネ

スツーリズムとしてのMICE振興を図ると同時に、我が国及びアジア・太平洋地域の活力を
呼び込み、経済産業の成長を加速するプラットフォーム（ソフトインフラ）としてMICEが
大きな役割を担うことを認識することが重要です。

その際に留意すべきは、MICE開催による一時的な経済波及効果だけをMICE振興の目標
に据えるのではなく、MICEを円滑な受入に必要不可欠なインフラ整備やまちづくりの取組
による都市機能の充実・強化、MICE参加者と地域住民との交流によりもたらされる交流・
教育効果といった社会的効果にも焦点を当てることであり、それは結果として、沖縄21世
紀ビジョンで県民が望む「時代を切り拓き、世界と交流し、ともに支え合う平和で豊かな

『美ら島』おきなわ」の実現にも寄与することになります。

沖縄県では、こうしたMICE振興の意義を踏まえて、今後様々な事業者と連携を強化し、
MICE振興施策を展開していきます。

ばんこくしんりょう
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②沖縄県におけるMICE振興の意義



（２）沖縄県におけるMICE推進の効果

MICEの開催は、短期的には交流人口の増大による高い経済波及効果をもたらすと同時に、
中長期的にも様々な波及効果をもたらことから、世界の主要MICE都市では、MICEの持つ効
果に着目し、地域産業の振興と都市ブランド力の強化に向けたMICE振興を推進しています。

8

①観光リゾート産業の高度化

②沖縄県の産業競争力の強化

③ビジネス交流拠点としてのブランド力の向上
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沖縄県アジア経済戦略構想では、高度化・多様化するアジアのニーズを取り込み、アジ

アと日本を結ぶビジネス交流拠点になることを目指しています。MICEが持つプラット
フォーム機能を沖縄の各産業分野の成長実現の手段として積極的に活用することで、同構

想が目指す “モノ･情報･サービスが集まる沖縄”､“国内外から企業が集う沖縄”､“国内外から
ひとが集う沖縄”の実現が加速され、県内外の参加者との交流によるネットワーク構築、県
内事業者の魅力発信、企業の新規立地、技術革新等に寄与し、ひいては、産業競争力の強

化やアジアにおけるビジネス交流拠点としての認知度・ブランド力を高める効果が期待さ

れます。

MICEは、参加者による消費支出に加え、主催者等による会議運営、宿泊、飲食・レセプ
ション、交通等に係る事業支出があり、MICE開催前後に観光を楽しむ人も多いため、経
済・消費活動の裾野が広く、周辺地域も含めて大きな経済効果を生み出すことが期待され

ます。さらに、沖縄観光の閑散期にMICEを誘致・開催することで、入域観光客数の平準化
に寄与する側面もあります。

一般的にMICEは、開催の数年前に場所が決定されるため、社会情勢の変化や為替変動の
影響を受けにくく、キャンセルが少ないという特徴があり、将来の収益を担保することか

ら、ホテルなど民間事業者が積極的にMICE需要を取り込むことで経営の安定化につながる
メリットがあります。

MICEはビジネス目的で開催されるため、主催者・参加者が開催地に求めるニーズもレ
ジャーや保養が主目的の一般観光客のものとは異なります。主催者等の質の高いニーズに

応じたコンテンツ開発など新たな顧客層を獲得する取組が結果として、沖縄観光の質の向

上につながり、観光消費額の増大に寄与するのです。

さらに、社会的影響力や情報発信力の高いMICE参加者が世界に沖縄の魅力を発信するＰ
Ｒ効果や、一般観光客として再来訪するといった二次的効果も期待されます。

MICEは一定期間に多くの人が集まることから、短期的には観光振興のメリットが強調さ
れがちですが、世界的にはMICEの開催実績が国際都市としてのブランド力の評価基準の一
つになっています。海外のMICE先進都市である香港、シンガポール、シドニー、ドバイな
どでは、都市を発展させる経済戦略の中で、その達成手段の一つとしてMICEを位置づけ、
戦略分野・成長分野の産業振興やイノベーション創出のツールとして国際会議や見本市を

活用し、知的交流やビジネス交流を通じた地域産業の活性化と都市の競争力を高めること

に成功しています。



MICE開催には、学会や展示会等の主催者及び参加者をはじめ、地域サイドでMICEを支援
する大学・学会・協会などローカルホスト、PCO（Professional Congress Organizer；会議運営
主催者）等のMICE関連事業者、さらには開催地域の住民、企業、NPOなど多様な関係者が
関わりをもつことで、以下の効果が期待されます。

学術・産業分野へもたらされる効果

１ 世界最先端の情報の「収集」、「共有」の場の創出

２ 国内外へ広がる新たな人脈の構築

３ 国際的なコラボレーションの場の創出

４ コラボレーションによる新たなアイディアの創出

５ 新たなアイディアによる学術・産業分野のイノベーション

MICE参加者は、高い目的意識を持ちつつも、 沖縄の自然、風土、文化といった地域特
性が醸し出す日常と異なる環境のもとで、心身ともにリラックスした状態で催事に参加

することにより、交流を通じた“気づき”と“学び”による新たなアイディアの創出によって、
日頃抱えている問題の解決が期待されます。

参加者へもたらされる効果

１ 非日常の環境から得られる心身のリラックス効果

２ 交流を通じた“気づき”と“学び“

３ 新たなアイディアの創出による問題の解決
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学術・産業分野の振興への貢献

参加者へもたらされる効果

④社会的波及効果

地域の学術・産業分野の人々が、自らが専門とする研究・ビジネスの最先端に触れること
により、新たなアイディアが創出され、地域内にイノベーションが起こる可能性が期待され

ます。特に、健康・長寿、環境・エネルギー、亜熱帯・海洋性資源、平和・交流など沖縄の

強みを生かせる分野は、県内大学をはじめとする各研究機関において調査研究が伸展してお

り、これまで培ってきた沖縄の知見を国内外の専門家と共有することで、世界規模での共通

課題の解決へと貢献することも可能となります。



開催地域・住民へもたらされる効果

１ 最先端の知見・技術等に触れる機会の創出

２ MICE参加者と地域住民の交流による地域の教育機会の向上

３ 国際的なイベント受け入れによる地域のグローバル化の進展

４ 国際的なMICE開催地としての地域の誇りの醸成

展示会や見本市の開催により地域住民が最先端の商品・知見・技術に触れる機会が提供

されます。また、MICEの関連イベントとして、主催者が市民講座等を開催することで、地
域住民との交流や多様な教育機会の確保が期待できます。

沖縄県内で国際的なMICE開催が増えると、開催地域には多くの外国人参加者が訪れるた
め、地域が積極的にMICE参加者と交流することで、異文化理解の促進や国際的な慣習等を
学ぶことができます。

さらに、MICEを通じたまちづくりに地域全体で取り組むことで、交通アクセスの改善、
商業施設の充実など地域の賑わい創出につながるだけでなく、MICE参加者を通じて、地域
住民のホスピタリティや開催地の魅力が世界に発信され、地域の認知度が高まる効果も期

待されます。

このように、MICE開催を通じて地域における様々なレガシー（財産）がもたらされるだ
けでなく、地域づくりの重要なツールとしてMICE開催の意義・効果を地域全体で認識する
ことで、最終的には国際的なMICE開催地としての地域の誇りが醸成されます。

10

地域・住民へもたらされる効果
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③海洋島嶼型リゾート機能を備えた開催環境

海洋性のリゾート資源をはじめ魅力ある地域資源に支えられ、沖縄の観光リゾート産
業は飛躍的に成長し、ホテル、レジャー・文化施設、飲食施設、国際空港、クルーズ港な

ど国際的な観光リゾート地として国内外の方々を迎え入れるための都市機能は整備されて

います。また、東西約1,000km、南北約400kmに及ぶ広大な海域に散在する160の島々、
39の有人離島から成り立つ沖縄には、島ごとに異なる魅力があります。このような多様
な島々の存在は他のMICE都市にはないユニークで魅力的な開催環境であり、主催者・参
加者が必ず満足するMICEコンテンツの提供を可能とします。

②アジアとのビジネス交流拠点

これまで、日本市場から遠く、地理的な不利性が経済発展の課題とされてきた沖縄は、

今やアジア市場に近い日本の都市という優位性に大きく転換しました。特に、国際物流拠

点機能、国際情報通信ハブ機能、大型MICE施設といった新たな産業インフラの整備によ
り、ビジネス面での都市機能は強化され、アジアと日本のビジネスをつなぐ交流拠点とし

ての存在感は高まりつつあります。

①人・知識・文化の融和する海邦交流拠点

日本と東南アジアとの中間に位置する沖縄は、かつて琉球王国の時代、日本、中国をは

じめ東南アジア等に至る広範な地域で中継貿易を展開してきた海邦交流拠点としての歴史

があります。そして、現在、飛行機で４時間圏内に約20億人の人口（市場）を抱える沖
縄の地理的特性は、経済、学術・文化、健康・長寿、自然環境、スポーツ等の分野で世界

との多元的交流と連携を深化させる架け橋となり、日本経済再生のフロントランナー（牽

引役）として、独自の成長を続けています。

（３）沖縄県がMICE開催地として提供できるもの
沖縄県は、ビジネス交流に必要な都市機能と世界水準のリゾート性の二つを兼ね備え

た国内では唯一の、アジアでも稀なMICE都市として、これからも多くの人々を迎え入れ
るにふさわしい都市環境を有しています。

また、沖縄の豊かなリゾート資源やホスピタリティ溢れる県民性に代表される地域特性

を最大限に発揮し、満足度の高いサービスを提供することにより、MICEを成功へと導く
ことを約束します。
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④MICEに適した沖縄県民の精神文化
沖縄には、ユイマールをはじめとする相互扶助の理念のもと、人と人とのつながりを

大切にし、様々な課題を共有し、協働で解決を図りながら生活を営んできたというライフ

スタイルと精神文化が根付いています。沖縄県は、MICE開催地として、世界の様々な課
題を共有し、ともに解決する場となり国内外のMICEに貢献していくことができます。



•一般観光（レジャー目的）だけではない、「ビジネスの目的地」としてのイメージ形成

•国内外のMICE先進地との差別化

•主要MICE施設へのアクセス性や周辺エリアとの回遊性・周遊性の向上

•国際的なサービスレベルの提供を可能とする民間事業者（ホテル、ミーティングプラン
ナー、PCO等）の専門人材育成

3章 沖縄MICEの現状と課題
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（１）MICE共通の現状と課題
① 沖縄県のMICEの開催状況

➁ 沖縄県の開催ポテンシャル

③ 課題（まとめ）

沖縄県ではMICE開催件数が年々増加しており、2016年には過去最高の1,173件開催されま
した。

その内訳は、インセンティブが638件（54％）と最も多く、続いてミーティングが240件
（20％）、コンベンションが117件（15％）、エグジビション/イベントが118件（10％）と
なっており、リゾート観光地としての実績や認知度から、企業の報奨的意味合いを持つイン

センティブの開催割合が多くなっています。

また、参加人数別の開催件数（2016年）では、100人以下の小規模MICEが全体の64％を占
めています。

これまで観光業界が中心となって牽引してきたインセンティブ分野での強みを生かしなが

ら、参加者数が多くより経済的・社会的波及効果の高いコンベンション、エグシビションの

開催実績を高め、「ビジネスの目的地」としてのイメージ形成を図っていく必要があります。

アジアを中心とした海外の競合国・都市との厳しい誘致競争が行われている中で、我が国
では、グローバルMICE都市（７都市）を選定するなど、MICEの国際競争力を向上させるた
め各種取組が進められています。

沖縄県のMICE開催は、海洋性のリゾート資源をはじめとした豊かで魅力ある地域資源や
沖縄観光コンベンションビューローや民間事業者等による誘致・受入の取組等により、国内

外問わず主催者・参加者から高い評価を得ている一方で、主要MICE施設へのアクセスや施
設規模等に関する課題も指摘されています。

しかしながら、実際には多くの学術会議や国際会議、インセンティブ旅行などが県内で開

催されており、こうしたアクセス面での課題は、今後、大型MICE施設の建設やそれに伴う
交通アクセス面の強化により改善が見込まれます。

さらに、県レベルでMICEを推進し、県内各エリアの地域特性を生かした周遊性の向上を
図ることで、MICE関連施設が集積している他のMICE先進都市との差別化を図っていくこと
も十分可能であり、こうした沖縄のポテンシャルをMICE主催者等に効果的に発信していく
ことが今後重要になります。
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沖縄県は、年間800万人以上の観光客が訪れる観光リゾート地として、国内のみならずア
ジアを中心とした海外からも一定の認知度が得られており、質の高いホテルや観光施設の

集積が進んでいる一方で、MICE開催地としては次のような課題を抱えています。



出所）沖縄県「MICE開催実態調査事業」（2016）より作成

■MICE開催の推移（2012年—2016年）
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出所）沖縄県「MICE開催実態調査事業」（2016）より作成

■参加人数別開催件数（2016年）



• 量（件数）から質（１人当たりの直接消費額）への転換

• 沖縄で開催するミーティング・インセンティブならではの“特別な体験”が提供できる
商品開発（ＣＳＲ活動、チームビルディング、ユニークベニュー等）

• 欧米市場へのアプローチ方法の確立

（２）ミーティング（M）、インセンティブ（I）の現状と課題

①ミーティング（M）、インセンティブ（I）の開催状況

➁ミーティング（M）、インセンティブ（I）の開催ポテンシャル

③ 課題（まとめ）

ミーティング・インセンティブは、前述のとおり、MICE全体に占める件数割合の多い分
野ですが、2016年の規模別開催件数をみると、100名以下の開催件数がミーティング
（76.3％）、インセンティブ（79.5％）とその殆どを小規模な催事が占めています。

次に、地域別参加者数の内訳をみると、ミーティングは県内が49.3％と、その半数を県内
参加者が占めている一方で、インセンティブは県外参加者が84.8％と高い割合を占めている
のが特徴です。

一般的に、遠方から来る主催者・参加者であればあるほど、開催地での消費額が高くなる

傾向となるため、今後の課題として、ミーティングは県外主催者比率を、インセンティブは

参加者数の規模や海外参加者比率を高めることで、量（件数）から質（１人当たりの直接消

費額）への転換を図ることが重要です。

ミーティング、インセンティブの分野は、主たる対象が企業となるため、開催地に求め

る条件が高く、「開催実績」「直行便の有無」「開催地のホテルのグレード（質）」「特

別な体験」等が求められます。

沖縄県は、国内有数の観光リゾート地として培ってきたノウハウ・認知度と、東京・大

阪・名古屋等の国内主要都市及びアジアの主要ハブ空港との直行便を有する等の優位性を

背景として、国内・海外（特にアジア市場）の主催者による開催実績を積み重ねており、

特にインセンティブについては、国内トップクラスの開催地であると言えます。

現在、那覇空港国内線と国際線旅客ターミナルの連結および国内外の直行便の増加、ホ

テル新規開業による客室数増加等、ミーティング・インセンティブ誘致の重要なファク

ターとなる航空路線の利便性と受入体制の向上が見込まれていますが、今後は、一般観光

とは異なる、沖縄で開催されるMICE限定の“特別な体験”を提供できる商品開発や、欧米市
場も含めた海外市場をターゲットとすることで、これまでのインセンティブ開催実績によ

り培われた沖縄の強みをいっそう磨いていくことが重要です。

第
3
章

沖
縄M

IC
E

の
現
状
と
課
題

14



［ミーティング］ ［インセンティブ］

出所）沖縄県「MICE開催実態調査事業」（2016）より作成

■ミーティング・インセンティブの規模別開催規模（2016年）
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■ミーティング・インセンティブの地域別参加者数（2016年）

［ミーティング］ ［インセンティブ］

出所）沖縄県「MICE開催実態調査事業」（2016）より作成



• 沖縄のMICE都市としての評価を高める国際会議の誘致

• 県内産業分野の成長に貢献する学術会議、国際会議の絞り込み

• プレ/ポストコンベンション（エクスカーションツアーや産業視察プログラム）の充実

• コンベンション誘致のキーパーソン（大学教授、県内の学協会関係者等）とのネット
ワーク強化

• 県内研究機関（OIST、琉球大学等）との連携を強化および学術会議開催の支援
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（３）コンベンション（C)の現状と課題

① コンベンション（C）の開催状況

➁ コンベンション（C）の開催ポテンシャル

③ 課題（まとめ）

2015年の国際会議開催件数（ICCA基準による集計）では、2015年に世界で開催された会
議は12,076件となり、過去最高の件数となっています。また、アジアで開催された国際会議
件数も、1,993件と前年度と比べ増加しています。

国内都市と比較すると、国際会議の開催件数では東京を筆頭に主要な政令市が上位を占め

る中で、沖縄県は国内8位（13件）に位置しています。

一方、国内会議における件数（JCCB集計）では、年間3,437件の会議が開催されており、
そのうち、東京都が圧倒的に多く、全体の約36%（1,248件）を占めています。次に、グロー
バルMICE都市が所在する都道府県が上位を占めていますが、沖縄県は中位（25位）に位置
しています。

このように、グローバルMICE都市を中心とした国内のMICE先進都市と比べ、国際会議に
ついて遜色ないレベルまできているものの、国内会議を中心にグローバルMICE都市と差を
埋めるため、独自の差別化を図ることで、沖縄のMICE都市としての評価を高めていくこと
が重要であると言えます。

沖縄県は、2000年の九州・沖縄サミットを契機として、これまで「太平洋・島サミッ
ト」や「地球温暖化防止とサンゴ礁保全に関する国際会議」等の政府系国際会議の実績を

積み重ねてきました。近年では、沖縄科学技術大学院大学（OIST）が2010年に設立された
ことにより、科学技術・自然分野の最先端の学術会議も増加傾向にあることや、医学系の

大型会議の誘致実績も着実に増えつつあります。

今後、沖縄県の開催ポテンシャルをさらに高めていくためには、コンベンションを誘

致・育成するキーパーソン（研究者）の存在が重要となります。特に、本県には特徴ある

研究を行う研究者が多数おり、その研究分野も多岐にわたっています。今後は、研究機関

との連携体制の構築や、コンベンション誘致に関わる研究者支援等の充実を図っていく必

要があります。

さらには、コンベンション自体が有する波及効果をより高めるためにも、県内産業分野

の成長に貢献する学術会議の誘致や、プレ/ポストコンベンションの充実を図っていく必要
があります。
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順位
（国内）

順位
（アジア・オセアニア）

順位
（世界順位）

都市 件数 順位
（国内）

順位
（アジア太平洋、中東）

順位
（世界順位）

都市 件数

１ 8 28 東京 80 ８ 42 191 沖縄 13
２ 13 57 京都 45 10 58 254 仙台 9
３ 20 85 福岡 30 10 58 254 つくば 9
４ 25 115 大阪 23 12 64 276 奈良 8
５ 26 117 横浜 22 13 69 301 千葉 7
６ 30 139 札幌 18 14 76 335 金沢 6
７ 39 182 名古屋 14 15 85 373 北九州 5
８ 42 191 神戸 13

順位 都道府県名 件数 割合 順位 都道府県名 件数 割合 順位 都道府県名 件数 割合

1 東京都 1,248 36.3% 17 富山県 46 1.3% 33 山形県 22 0.6%
2 大阪府 185 5.4% 18 埼玉県 41 1.2% 34 高知県 21 0.6%
3 北海道 158 4.6% 18 長野県 41 1.2% 35 青森県 20 0.6%
4 愛知県 153 4.5% 20 岩手県 36 1.0% 35 三重県 20 0.6%
5 神奈川県 121 3.5% 20 熊本県 36 1.0% 37 大分県 19 0.6%
5 福岡県 121 3.5% 22 岐阜県 34 1.0% 38 福井県 18 0.5%
7 京都府 113 3.3% 23 茨城県 32 0.9% 38 鳥取県 18 0.5%
8 兵庫県 93 2.7% 24 愛媛県 30 0.9% 38 栃木県 18 0.5%
9 千葉県 73 2.1% 25 香川県 29 0.8% 41 滋賀県 16 0.5%

10 宮城県 71 2.1% 25 沖縄県 29 0.8% 41 佐賀県 16 0.5%
11 広島県 66 1.9% 27 鹿児島県 27 0.8% 43 徳島県 15 0.4%
12 石川県 62 1.8% 28 奈良県 26 0.8% 43 宮崎県 15 0.4%
13 岡山県 61 1.8% 28 山口県 26 0.8% 45 島根県 13 0.4%
14 静岡県 54 1.6% 30 群馬県 24 0.7% 46 山梨県 12 0.3%
15 福島県 53 1.5% 31 長崎県 23 0.7% 47 和歌山県 11 0.3%
16 新潟県 48 1.4% 31 秋田県 23 0.7% 合計 3437 100%

出所）JCCB（日本コングレス・コンベンション・ビューロー）発行「国内会議の開催調査2015」よりデータを基に作成
※なお、同データは2015年に会議を主催した6,100団体に対しアンケート調査を実施し、その回答があった会議数を集計したものとなっている。

■国内都市別の開催件数（ICCA基準）

■国内会議の件数
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出所） ICCA Statistics Report（2015）を基に作成

■世界の国際会議開催件数（ICCA基準）

出所） ICCA発表より日本政府観光局（JNTO）作成



沖縄県内の高等教育機関に在籍する研究者の学会加入状況を調べると、現状では「科学・

技術・自然分野」では、情報科学系、海洋自然科学系、農学系、「芸術・文化・教育分

野」では語学、教育系、「医学系分野」では看護系分野等、各区分の中でも研究者の多い

分野があります。

また、「サンゴ礁」「平和」「観光」等、“沖縄で研究する意義”を生かした研究テーマを
育て、その強みを生かし、コンベンションの開催に結び付けることが重要となります。

［県内研究者が加入している主な学会（2016年12月現在）］

出所）県内各大学が公表している研究者ＨＰを基に作成

区分 学会 加入人数

科学・技術・自然

電子情報通信学会 23
日本生態学会 18
日本機械学会 17
日本建築学会 13
情報処理学会 13
日本数学会 11
日本物理学会 11
日本サンゴ礁学会 11
土木学会 10
日本農芸化学会 10
日本動物学会 9
日本森林学会 9
人工知能学会 7
電気学会 7
応用物理学会 7
アメリカ地球物理学連合 6
日本化学会 6
日本菌学会 5
日本暖地畜産学会 5
IEEE 5
日本地球化学会 5
日本地質学会 5
日本食品科学工学会 5
日本ベントス学会 5
日本海洋学会 5

芸術・文化・教育

日本教育学会 12
日本語教育学会 11
日本教育心理学会 10
日本保育学会 10
沖縄民俗学会 9
日本英文学会 9
日本言語学会 8
大学英語教育学会 7
日本文化人類学会 7
全国英語教育学会 7
日本看護学教育学会 7
社会言語科学会 6
日本文学協会 6
日本教師教育学会 6
日本教育方法学会 6
日本国語教育学会 5
異文化間教育学会 5

区分 学会 加入人数

医学

日本看護科学学会 23
日本心理学会 14
日本看護研究学会 13
日本公衆衛生学会 10
日本心理臨床学会 8
日本母性衛生学会 8
日本精神保健看護学会 7
日本助産学会 7
日本小児看護学会 6
日本看護学教育学会 6
日本老年看護学会 6
日本看護管理学会 5
日本心身医学会 5

政治・経済・法律

日本経済政策学会 10
日本財政学会 8
日本政治学会 8
日本経済学会 8
日本会計研究学会 7
日本商業学会 6
日本私法学会 6
日本地方財政学会 6
日本経営学会 6
日本公法学会 6
憲法理論研究会 5
日本簿記学会 5
全国憲法研究会 5

社会

日本社会福祉学会 12
日本社会学会 8
日本社会心理学会 6
西日本社会学会 5

スポーツ
日本体育学会 15
日本体力医学会 5

その他 日本平和学会 10

運輸・観光
日本観光研究学会 12
日本観光学会 5

＜県内大学＞
・沖縄科学技術大学院大学
・琉球大学
・沖縄県立看護大学
・沖縄国際大学
・沖縄大学
・名桜大学
・沖縄キリスト教学院大学
・沖縄工業高等専門学校

■県内研究者の学会加入状況について

18

第
3
章

沖
縄M

IC
E

の
現
状
と
課
題



沖縄科学技術大学院大学（以下、OIST）は、5年一貫制の博士課程を置く大学院大学で、教
員と学生の半数以上を外国人で占めており、国際的に卓越した科学技術に関する教育及び研究

を実施することにより、 沖縄の自立的発展と、世界の科学技術の向上に寄与することを目的と

して設立された機関です。

• カンファレンス・ワークショップセクションという専門の部署を設置し、会議の運営等を
行うことで教員の負担を減らしている。

• 海外の優秀な研究者との学術ネットワークの構築と発展を最重要課題の一つと位置づけて
おり、教員に対しての評価軸に「国際的に評価の確立した優良な国際会議を誘致すること

で、その分野の学術的ネットワークを強化できる」が含まれている。

OISTのMICE誘致の国際会議に関する取り組み

［OISTにおいて開催された学術イベントの推移］

世界37以上の国／地域から740を超える受講者・
講演者が参加（2015年度ワークショップ）

出所）沖縄科学技術大学大学院公式ウェブサイト

Society for Neuroscience
Deutsche Physikalische Gesellschaft
日本神経回路学会
日本神経科学学会
神経科学学会
International Neural Network Society
International Society for Systems Biology
American Society for Cell Biology
日本生物物理学会
American Institute of Physics
Optical Society of America
応用物理学会
Biophysical Society
日本動物学会

日本発生生物学会
北米神経科学会
日本生理学会
日本神経科学会
英国生理学会
日本癌学会
日本分子生物学会
米国細胞生物学会
International Society of Neuroethology
International Society of Developmental Biologists
International Society of Differentiation INC.
The International Society for Optical Engineering
Federation of European Neuroscience Societies

［教員所属学会一覧］

■沖縄科学技術大学大学院（OIST）の設立経緯
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エキシビション/イベントの中でも、特に展示会は経済波及効果が高いことから、沖縄
県内においてもその開催・育成が望まれてる分野です。今後、沖縄県が展示会の開催地と

して成長・発展するためには、（バイヤーを含む）来場者及び出展者が見込め、かつ高い

商談率が望める開催環境を作り出せるかどうかが重要となります。

沖縄県は、海に囲まれた島嶼地域であり、陸路によるヒト・モノの移動が主流なことか

ら、域内市場の規模が限られていますが、一方で国内外から多くの観光客が来訪している

ことや、アジアと日本の中心に位置する地理的優位性を有するため、外からの来場者を想

定した展示会・商談会の開催ポテンシャルを有しています。

さらに、沖縄県アジア経済戦略構想において、国際物流、観光リゾート、航空関連産業、

情報通信産業、ものづくり産業、先端医療・健康・バイオ産業、環境・エネルギー産業、

などの重点分野を設定し、政策的に産業育成に取り組んでいることや、香港・台湾・シン

ガポールとの連携覚書（MOU）を結んでいることは、新たな展示会を創出し、多くの出展
者が集う開催環境を作り出す上で、大きなアドバンテージだと言えます。

今後、沖縄県で大交易会に代表されるような展示会・商談会の育成を図っていくために

も、地元産業界、経済団体が主体となり、産業振興のためにMICEを活用する仕組みづく
りが重要です。

・アジアと日本の中心に位置する地理的優位性を生かした展示会・商談会の誘致・育成

・アジア経済戦略構想が掲げる分野に関する展示会・商談会の誘致・育成

・地元産業界、経済団体が主体となり、産業振興のためにMICEを活用する仕組みづくり

沖縄県で開催されるMICEの中でも、エキシビション/イベントの分野は、最も参加者人
数が多い分野です。その地域別参加者数（2016年）の内訳をみると、参加者約29万人のうち、
約12.4万人（43%）が県内参加者であり、県外参加者は約4.7万人（16%）、海外参加者は約
9千人（3％）となっています。

このように、エキシビション/イベント分野は、現在は主に県内参加者がターゲットと
なっていますが、今後は県外参加者及び海外参加者を多く呼び込むことが重要だと言えます。
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（４）エキシビション（Ex）、イベント（Ev）の現状と課題

①エキシビション（Ex）、イベント（Ev）の開催状況

➁展示会の開催ポテンシャル

③課題（まとめ）

第
3
章

沖
縄M

IC
E

の
現
状
と
課
題



21

［地域別・MICE別の参加者数（2016年）］

出所）沖縄県「MICE開催実態調査事業」（2016）より

［展示会・商談会（沖縄大交易会）］
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アジアをつなぐ、国際競争力ある物流拠点の形成Ⅰ

世界水準の観光リゾート地の実現Ⅱ

目指す姿

沖縄周辺の東アジア・東南アジア地域は、世界の製造、消費、流通の一大拠点として成
長を続け膨大な物流ニーズが発生しており、香港、シンガポール、上海、台湾、韓国等
で多くのグローバルなハブ空港・港湾が成長を競い合っている。

巨大な国際物流拠点の間にあって沖縄が新たな拠点として成功するため、これらと競合
するのではなく、沖縄の強みを活かし、これらの拠点をはじめとするアジアの主要都市
を結ぶリージョナルハブとして有機的に共に発展する。

これにより、沖縄が優れた機能を持つ物流拠点として機能することで、臨空・臨港型産
業を展開し、県内のみならず日本全体及びアジアの経済・産業の成長に貢献する。

重点市場
（短期）国内、香港、台湾、中国本土、シンガポール
（長期）東南アジア、欧米

MICE
活用方針

沖縄の物流拠点形成に寄与する見本市、学会、国際会議等を誘致する。具体的には、
アジア全体を市場とし、沖縄を経由することで貨物の付加価値が高まる産業の集積に
寄与するようなMICEを開催する。
アフターコンベンションとして工場見学等の産業視察を充実させることにより、県内
産業の紹介や投資環境の周知を行うことで、ビジネス・産業の創出と発展に繋げる。

■アジア経済戦略の重点分野及び活用方針

■沖縄県アジア経済戦略構想について

沖縄県アジア経済戦略構想は、2010年に策定された「沖縄21世紀ビジョン」の取組を補完・
補強し、アジア諸国の経済成長を取り組むため、2012年の「沖縄21世紀ビジョン基本計画」を
ベースに産業・経済の成長を加速化させるための構想です。

そのなかで、５つの重点戦略分野（「物流産業」「観光産業」「航空関連産業」「国際情報

通信産業」「ものづくり産業」）、４つの成長戦略分野（「農林水産産業」「先端医療・健

康・バイオ産業」「環境・エネルギー産業」「地場産業・地域基盤産業」）を掲げています。

目指す姿

成長著しいアジアのダイナミズムを捉えて、東アジア及び東南アジア市場を取り込むこ
とに加え、欧米等の長期滞在型のリゾート需要を取り込み、市場の多様化と滞在日数の
延伸を図るとともに、海外富裕層をターゲットとして明確に位置づける。

また、沖縄の豊かな自然環境、特色有る島々、独自の歴史・文化など、国内外の多くの
観光客を魅了するソフトパワーを活用し、競合する他の観光リゾート地との差別化を図
り、国際的な競争力を備えた、質の高い世界水準の観光リゾート地を形成する。
観光客の増加が著しく、観光客数1,000 万人、うち外国人観光客数200 万人の目標が早期
に達成される可能性がある。そのため対応が遅れることがないように、スピード感、ス
ケール感を持って対応する。

重点市場

（短期）台湾、香港、韓国、中国本土
（中期）東南アジア諸国（タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア等）

（長期）アジア主要都市のハブ機能を活用した欧米、オーストラリア、ロシアのトラン
ジット観光客

MICE
活用方針

ホテルや旅行業者はじめ県内に集積する観光関連事業者を対象としたBtoBの展示会・商
談会や、外国人観光客等を対象にした物販イベント等を開催する。
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目指す姿

今後20 年で、アジアの航空需要は約2.5 倍に拡大し、航空機整備市場も増大するこ
とが予想されている。また、那覇空港は、国内第2 位の航空ネットワークを有する
とともに、国際線やLCC の就航が急増しており、国内外の航空機整備需要を取り
込むのに最適な条件を備えている。

航空機整備業は高付加価値の労働集約型産業であり、質・量の両面で大きな雇用
効果が見込まれ、シンクタンクの調査によると、その周辺産業も含め約2,200 人の
雇用効果と370億円の経済波及効果が期待される。
那覇空港に航空機整備拠点を構築するとともに、これを核として国内及び海外の
航空産業クラスターとの連携を図りながら、近隣地域に周辺産業を誘致し、伸長
するアジアの航空市場をも取り込む航空関連産業クラスターを形成する。

重点市場

（短期）那覇空港に就航する国内航空会社の航空機整備
（中期）ＬＣＣを中心とする海外航空会社の航空機整備

（長期）航空機パーツセンター、装備品の整備・製造、航空エンジン整備等の周
辺産業

MICE
活用方針

那覇空港での航空機整備拠点の構築及び航空産業クラスター形成に寄与するコン
ベンション、商談会等を実施するほか、関連企業の投資・誘致を視野に入れた
ミーティングの開催を促進する。
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沖縄からアジアへとつながる新たなものづくり産業の推進Ⅴ

アジア有数の国際情報通信拠点“スマートハブ”の形成Ⅳ

航空関連産業クラスターの形成Ⅲ

目指す姿

情報通信産業が他産業の新たな価値創造に貢献し、「アジア有数の国際情報通信
ハブ（=Smart Hub）」の形成を目指す。これにより、国内外の国際水準の情報通信
産業を誘致する。

国際的な情報通信関連産業のハブとしての位置を確立するため、国内及びアジア
市場に対し、沖縄の認知度や誘引力を向上させていく。

情報通信産業の更なる集積や戦略的な情報通信技術の活用などを促進していくこ
とで、他地域にはない特性をもつスマートな産業に成長させていく。

重点市場
アジア全般（中国、台湾、香港、シンガポール、ベトナム、ミャンマー、マレー
シア、韓国等）

MICE
活用方針

県内企業のアジア展開やアジア企業の国内展開等の拠点形成に寄与する交流イベ
ントの開催
国際光海底ケーブルやクラウドデータセンターなど、沖縄のＩＴ環境や先端的な
研究開発を世界に発信するためのコンベンションやイベントを展開

目指す姿
沖縄の地理的優位性や国際物流拠点産業集積地域における製造業の集積や若年技
術者の人材育成の成果、独自に蓄積された技術を梃に、高付加価値の源泉となる
ものづくり産業の振興を目指す。

重点市場
（短期）香港、台湾、シンガポール
（長期）中国本土、東南アジア

MICE
活用方針

国内で行われているものづくり関連の展示会等を誘致し、国内外からの来場客に
対し、沖縄のものづくり産業への取り組みや環境を周知することで、新たな産業
の創出及び人材交流の場を作る。



今後10年間のMICE振興の方向性を検討するにあたっては、最大40,000㎡の催事が開催可能
な新たな大型MICE施設の供用開始を念頭に、これまでにない大規模なMICEをいかに効果的
に誘致・開催していくかを優先課題とします。その上で、万国津梁館や沖縄コンベンション

センター、民間会議施設、ホテルなど既存MICE施設との棲み分けや、離島も含めた県全体
でのMICE振興を前提とした戦略を検討します。

また、これまで観光関連産業を中心にインセンティブ旅行やコンベンションの誘致を推進

してきましたが、これからは大規模コンベンションや展示会・見本市をはじめとする様々な

MICEを活用して県内産業の成長発展をいかに図っていくかについても重要課題と位置付け、
新たなMICE施策を展開していくことが必要です。

こうした考え方のもと、本戦略で優先的に誘致に取り組む分野を設定し、M/I/C/Eごとのき
め細かな誘致方針や、人材育成も含めた受入体制の抜本的な強化策を明らかにし、日本の

MICE振興に貢献する国際的なMICE都市を目指していきます。
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（１）MICE振興の基本的な考え方

（２）MICE振興の方向性
これからのMICE振興に向けて、リーディング産業である観光分野では、ビジネスツーリ

ズムを沖縄観光の新機軸に掲げ、沖縄のリゾート資源を生かした企業ミーティングやインセ

ンティブ旅行の誘致を展開します。

アジア経済戦略構想に掲げる各産業分野については、アジア・太平洋地域の活力を呼び込

む経済成長のプラットフォーム（ソフトインフラ）としてMICEを位置付け、経済界・産業
界、大学等研究機関、学会・協会、NPO等の各種団体と行政関係団体の連携体制を構築し、
戦略的なMICE振興を図っていきます。

また、観光リゾート産業のみならず、情報通信関連産業、国際物流関連産業、農林水産業、

ものづくり産業、建設業といった県内産業の成長の原動力としてMICEを積極的に活用でき
る仕組みを構築するほか、MICEから派生するビジネスの活性化によるMICE関連産業を創出
します。

こうした取り組みを通じて、MICEがもたらす社会的・経済的波及効果の最大化を図り、
県民にもMICEによる効果が実感できる環境を整備するとともに、我が国を代表する国際的
なMICE都市としてブランド力向上を目指します。
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4章 沖縄MICE振興の方向性

［沖縄県の産業振興におけるMICEの位置づけ］



沖縄のホスピタリティを発揮し、日本とアジアの架け橋となりアジア・太平洋地
域の持続的発展に貢献するMICE都市としての確固たる地位確立を目指す。

区分 指標 基準年 ５年後 10年後

MICE
共通

経済的な直接効果※1

（主催者消費額＋参加者個人消費）
230億円
（2016年）

**億円 **億円

MICE戦略推進ネットワーク（仮称）へ
のMICE事業者会員数

0件
（2016年）

**件 **件

MICE全体に占める1,000人以上の催事
件数※2

82件
（2016年）

**件 **件

※１直接効果は、「主催者消費額」＋「参加者消費額」＋「出展者消費額」の総和
※２『沖縄県MICE開催実態調査報告書』（2016）より

インセンティブ
（Ｉ）

500名以上のインセンティブ件数※3 ３件
（2016年）

**件 **件

※3『沖縄県MICE開催実態調査報告書』（2016）より

コンベンション
（Ｃ）

国際会議※4の開催件数 13件
（2015年）

25件 40件

国内会議※5の開催件数 29件
（2015年）

50件 70件

※4 ICCA（International Congress and Convention Association）基準。なお、アジア・太平洋地域のリゾート地でコンベンション分野に取り組
んでいる都市（バリ16位：40件、済州18位：34件）をメルクマークに目標を設定

※5 JCCB（日本コングレス・コンベンション・ビューロー）発行「国内会議の開催調査2015」のデータを基に算出。なお、グローバル
MICE都市並みの国内学会件数（広島11位：66件、宮城県10位：71件、千葉県9位：73件）をメルクマークとして目標を設定

①MICEの目標

②数値目標
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区分 指標 基準年 ５年後 10年後

ビジネス
目的の
来訪者数
（国内）

「仕事」目的の来訪者数※6 767,000人
（2016年）

**人 **人

「会議・研修」目的の来訪者数※6 389,000人
（2016年）

**人 **人

※6 沖縄県への来訪目的の１つとして「仕事目的」「会議・研修」を選択した観光客数を想定
出所）沖縄県「沖縄県観光統計実態調査」(2016年）より

③参考指標

（３）MICEの目標



沖縄観光コンベンションビューローを中心とした誘致主体のマーケティング力、市場分
析力を強化し、MICE主催者のニーズを踏まえた誘致やプロモーションを展開します。

2020年以降、大型MICE施設で開催される展示会・商談会の誘致・開催に向けて産業界と
連携した誘致活動に早期に取り組むとともに、民間事業者や大学、学協会、MICE事業者等
のネットワークを生かし、これまで開催できなかった大規模コンベンション等の誘致に取り

組みます。

沖縄MICEブランドの構築に向け、国内外での継続的なブランドプロモーションを通じて、
沖縄MICEのブランドイメージを世界に発信します。

アジアへの近接性という沖縄の地理的優位性と県内産業の強みを生かした展示会・商談会

等の開催・誘致を強化し、MICEの質的・量的な拡充を図ります。

大型MICE施設の着実な整備を推進するとともに、周辺エリアのまちづくりによる交流、
賑わいのある豊かなまちづくりを推進します。

会議場施設やホテルなどMICE施設間の有機的連携による受入体制を強化するとともに、
北部、中部、南部、東海岸エリア、離島など地域の特色を生かしたMICEメニューの提案に
より参加者の周遊性を高め、沖縄全体でMICEを受け入れる仕組みを構築します。

産学官で構成するMICE戦略推進ネットワーク（仮称）を設立し、MICE誘致体制及び受入
体制を強化するとともに、国際的なMICE都市にふさわしいインフラ整備や受入環境整備に
取り組みます。

地域・住民のMICEに対する理解と関心を高め、地域住民参加型のMICE開催地として、県
民全体でMICE開催を歓迎する機運の醸成に努めます。

（４） 基本戦略

マーケティングに基づくブランディング／プロモーションの展開戦略Ⅰ

MICEに関わるプレーヤーの育成・高度化戦略Ⅲ
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ホテル、会議運営事業者（PCO/PEO）、DMC・旅行業者、交通・運輸業者、MICE施設
事業者、その他多くの民間事業者がMICEプレーヤーとして活躍できるよう、各種セミナー
や実践的な研修等により高度で専門的な人材の育成・確保に取り組みます。

大型MICE施設の供用開始後は、これまでにない規模の展示会や世界中から参加者が集う
国際会議が開催され、主催者が開催地に求めるニーズは多様化・高度化することから、

MICEの開催・運営を担う事業者の高度化と、MICEビジネスに取り組む幅広い民間事業者
を発掘・育成し、MICE関連産業の創出を図ります。

将来のMICE関連人材を育成するため、大学等と連携し多様なMICE人材を育成する仕組
みを構築するほか、通訳や観光ガイドなど様々なボランティアスタッフが活躍できる環境

整備に取り組みます。

戦略Ⅱ 大型MICE施設を核とした全県的なMICE受入体制の構築
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【ターゲット分野】

➀国内市場

医療系、自動車販売業、保険業、情報通信関連、化粧品販売業等といった、沖縄でのイ

ンセンティブ旅行の開催実績の多い分野を中心に沖縄県の県外事務所（東京、大阪）と連

携し、主催企業や旅行会社等への誘致活動を展開します。

②アジア市場

アジア経済戦略構想に掲げる重点戦略（国際物流、観光リゾート、航空関連産業、情報

通信関連、ものづくり）の分野を中心として、関係機関の海外事務所と連携し、企業ミー

ティングやインセンティブ旅行を誘致します。

➂欧米市場

国際的なMICE商談会への出展等を通じて沖縄の認知度を高めつつ、東京、大阪など欧
米との直行便がある都市との共同プロモーション等により、トランジットによるインセン

ティブ市場の新規開拓に取り組みます。

大型MICE施設の供用開始を見据え、医学系学会など規模の大きな学協会とのネットワー
クを構築し、大規模コンベンションの誘致活動を強化するとともに、科学技術大学院大学

（OIST）や琉球大学など県内学術研究機関の優れた研究成果を発信する学会や学術イベント
の開催を支援します。

沖縄のMICE都市としての評価や認知度を高めるため、政府系国際会議の誘致に向けた国
等への働きかけや、ICCA（国際会議協会）やUIA（国際団体連合）の基準を満たした国際会
議等の誘致に取り組みます。さらに、世界水準のコンベンションを創出・育成する観点から、

沖縄で発展するポテンシャルの高い分野のある会議等については、定期開催化や規模拡大を

サポートします。

コンベンション誘致にあたっては、沖縄の自然、伝統文化、リゾート性といった沖縄の魅

力をアピールするだけでなく、沖縄で開催することで主催者・参加者にどういたメリットを

提供できるのか、主催者のニーズを事前に調査・分析した上で沖縄開催の意義・効果につい

て魅力的な提案を行い、誘致成功率を高めていきます。

リゾート資源を生かした企業ミーティング、インセンティブの誘致

沖縄県は日本最南端に位置する亜熱帯海洋性気候の島嶼県であり、温暖な気候と美しい

海に囲まれた国内有数の観光リゾート地として、確固たる地位を築いています。

この優位性は、企業ミーティングやインセンティブ旅行を誘致する際の強みとなること

から、観光客の誘客と受入実績がある観光関連事業者を中心とした誘致・プロモーション

を展開するほか、質の高い観光リゾート資源を活用した観光コンテンツや独自のMICEプロ
グラムの提供により誘致インセンティブを高めます。

（５）MICE誘致方針（分野別）

大学・産業界との連携による質の高いコンベンションの誘致・育成

分野：Convention

分野：Meeting、Incentive

方針Ⅰ

方針Ⅱ
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エギジビション及びイベントには、企業同士が商談を行うマッチングイベントや、一般の消
費者を対象とした展示会・見本市、ビジネス関係者、一般消費者の双方を対象にした展示商
談会など多種多様です。

展示会や商談会の特徴として、コンベンションのように各都市が持ち回りで開催されるの

ではなく、毎年、同一時期・同一地域で開催しながら、産業の発展に連動して徐々に規模や

内容をアップデートしながら成長していく傾向にあります。

沖縄県は海に囲まれた島嶼地域で人口や市場規模が小さいものの、国内外から860万人を超
える入域観光客が来訪していることから、こうした観光客を対象にしたイベントの開催は十

分可能です。また、沖縄大交易会に代表される国際的なビジネス商談会、ジュエリー・装飾

品などの小型商品の展示会・見本市、情報通信関連のコンテンツ制作・配信技術の展示会な

どは、沖縄の優位性が発揮できる分野であり、新たな展示会開催のポテンシャルを秘めてい

ます。

このため、アジア経済戦略構想に掲げる重点戦略（国際物流、観光リゾート、航空関連産

業、情報通信関連、ものづくり）の分野を中心に、各産業の強みを生かし、アジアと日本の

中心に位置する地理的優位性が発揮できる新たなビジネスイベントの開催に向けて、産業界

と連携した誘致活動を展開します。

こうした誘致活動に加え、地元産業界、経済団体が主体となり、県内・県外・海外から質

の高い参加者（バイヤー、出展者、来場者等）が動員可能なイベントを多数創出していくこ

とが重要です。このため、MICE戦略推進ネットワーク（仮称）と連携し、沖縄発の展示会・
商談会の開催に取り組む産業団体等に対し、イベントの企画から開催・運営に至る一連のノ

ウハウの提供と言った各種サポートを実施することにより、沖縄を代表する展示会・商談会

として成長発展できるよう支援を行います。

分野：Exhibition/Event

アジアの活力を呼び込む展示会・商談会等の誘致・開催方針Ⅲ
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【ターゲット分野】

アジア経済戦略構想に掲げる重点戦略（国際物流、観光リゾート、航空関連産業、情
報通信関連、ものづくり）及び産業成長戦略（農林水畜産業、先端医療・健康・バイオ

産業、環境・エネルギー産業、地場産業・地域基盤産業）の分野を中心とし、県内産業

分野の成長発展に寄与するコンベンションの誘致・開催に向けて取り組みます。

【ターゲット分野】

アジア経済戦略構想に掲げる重点戦略（国際物流、観光リゾート、航空関連産業、情
報通信関連、ものづくり）の分野を中心に、各産業の強みを生かし、アジアと日本の中

心に位置する地理的優位性が発揮できる新たなビジネスイベントの開催に向けて、産業

界と連携した誘致活動を展開します。
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（６）MICEの推進体制
沖縄MICE振興戦略を効果的に推進していくため、MICE誘致・受入の司令塔的役割を担

う沖縄観光コンベンションビューローの人員体制とスタッフのスキルアップに努めるとと

もに、沖縄県関係部局、沖縄県産業振興公社の連携・協力のもと、各種施策を展開してい

きます。

観光事業者をはじめとする民間事業者やMICE関連事業者の有機的な連携を強化するため、
県内産業団体、大学、行政、産業支援団体等が参画した「沖縄MICE戦略推進ネットワーク
（仮称）」を設立し、沖縄観光コンベンションビューローとの役割分担のもと、民間の

ネットワークを生かしたMICEの誘致・開催や円滑な受入体制の強化、専門人材の育成など、
MICEに関する各種課題の情報共有と解決に取り組みます。

国際的な見本市・展示会など大規模なMICEの開催・受入に向けては、沖縄県産業振興公
社などの産業支援機関のノウハウ・制度を生かし、民間事業者や各種産業界による主体的

なビジネス展開をサポートします。

［推進体制イメージ図］

（７）戦略の効果的推進

2017年度から2026年度までの概ね10年間の期間の中で、国内・海外のMICEを取り巻く環
境やMICE主催者のニーズは刻々と変化していくことが予想されます。

本戦略で示した目標や基本戦略、誘致方針等の方向性は維持しつつも、個別具体的な戦

術・施策の実施にあたっては、時々の情勢に適切に対応したものに見直し・改善を行うと

ともに、今後のMICE推進の取組状況や数値目標の達成状況等を踏まえて、大型MICE施設
が供用開始する2020年度を目途に本戦略の改定についても検討します。
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MICE戦略推進ネットワーク
での活動内容

• MICE誘致・受入等の情報共有
• MICE主催者と県内事業者のマッチング支援
• MICEから派生するビジネスの受注、人材育成等



（１）マーケティング調査、情報分析力の強化

MICEは、その種類、分野、規模等により開催条件は様々で、主催者による開催地決定の
プロセスも異なるため、誘致にあたっては綿密なマーケティングが必要不可欠です。また、

主催者ニーズの変化やMICE都市間の競争環境の変化にも適切に対応することが求められま
す。このため、国内外の主催者ニーズの把握、競合するMICE都市の取組状況等の情報収集
など、徹底したマーケットリサーチの実施や、県内のMICE開催状況の実態調査を実施し、
MICE開催状況を分析した上で、効果的な誘致活動や受入体制の整備につなげていきます。

（２）誘致・プロモーションの展開

沖縄県は、グローバル観光ブランドとして“Be.Okinawa”を世界共通のキーコピーとし、
国・地域ごとに異なる海外旅行への「期待」に応じたサブコピーやキービジュアルを変える

ことで、効果的なブランドイメージの浸透を図っています。

MICEの振興を図る上においても沖縄MICEの独自のコンセプトや、開催地である沖縄が主催
者にどのような価値を提供できるかを宣言するタグライン、世界観を表現したロゴマークを

策定し、全ての関係者が共有し発信し続けていくことが重要です。

このため、本戦略を踏まえた、独自のブランドコンセプトやロゴマークなどの情報発信ツー

ルを関係事業者と協働して開発するとともに、ブランドプロモーションによる継続的な発信

を通じて、沖縄のMICEブランド浸透を図ります。

No 具体的取組 実施時期 主な取組主体

１ 県内のMICE開催実績の把握及び分析 継続
沖縄県、OCVB
MICE推進NW

２ MICE専門機関の統計データベースの活用・分析 2017～ OCVB

３ PCO、旅行代理店、MICE関連団体からの情報収集 2017～ 沖縄県、OCVB

４ 学協会、プランナー、主催企業等からの開催ニーズ把握 2017～ 沖縄県、OCVB

５ 商談会や見本市等におけるMICE情報の収集 継続 沖縄県OCVB

No 具体的取組 実施時期 主な取組主体

１
MICEのブランドコンセプト、タグライン、ロ
ゴ策定

2017 沖縄県

２ 訴求力の高いプロモーションツールの開発 2017～ OCVB
MICE推進NW

３
誘致プロモーションにおいて沖縄MICEブラン
ドを発信

2018～ OCVB
民間事業者

①MICEブランドの構築・発信
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国内学会の誘致については、県内大学に所属するローカルホスト（キーパーソン）による
誘致活動の支援や、学協会、PCO、コンベンション関係団体等と連携し、主催者等への継続
的な誘致活動を行います。特に医学系学会など会員規模の大きな学会や、アジア経済戦略構

想に掲げる産業分野の成長に寄与する分野の学術会議については、重点的な誘致活動を展開

します。

国際会議については、コンベンション専門の商談会・見本市への出展を行い、市場情報を

収集と開催地としての沖縄の魅力発信を通じて、新規市場を開拓します。また、ICCA（国際
会議協会）やUIA（国際団体連合）の国際会議データベースを有効活用し、誘致可能性の高
い案件を絞り込み、トップセールスも含めた海外主催者等に対する効果的な誘致・プロモー

ションを展開します。

会議主催者及び参加者の満足度を高めるため、空港等で開催歓迎支援の実施や、各種会議

の内容に応じたエクスカーションツアー（体験型視察）、県内研究機関及び企業の技術力を

アピールするテクニカルツアー（産業視察）など、プレ・ポストコンベンションを提案する

ほか、沖縄開催の決定を後押しするため、コンベンション開催経費の助成等により、誘致イ

ンセンティブを高めていきます。

主要国首脳会合（G8サミット）や太平洋・島サミットに代表される政府系の国際会議は、
国内外のメディアを通じて大きく取り上げられ、開催地の魅力を世界に発信する絶好の機会

となることが期待されます。このため、平和・安全保障、環境・エネルギー、海洋・島嶼関

連を中心とした沖縄の強みを生かせる分野の政府系国際会議や国連など国際機関が主催する

国際会議の誘致に取り組みます。

政府系国際会議や国際機関主催の会議の誘致にあたっては、関係省庁への働きかけや連携

強化が特に重要になるため、2000年6月20日閣議了解に基づき、国際会議等各種会議の沖縄開
催を政府全体として推進するために設置された「国際会議等各種会議の沖縄開催の推進に係

る各省庁連絡会議」などの場において、沖縄開催の意義や開催地としての魅力等を関係省庁

へ説明し、理解と協力を求めていきます。

No 具体的取組 実施時期 主な取組主体

１ 県内大学、PCO等と連携した学術会議の誘致 2017～
沖縄県、OCVB
大学、PCO等

２ 首都圏における主催団体等への継続的なセールス活動 継続
沖縄県、OCVB
MICE推進NW

３ コンベンション専門の商談会・見本市への出展・参加 継続
沖縄県、OCVB
MICE推進NW

４ コンベンション専門誌などメディアを活用した情報発信 継続 沖縄県、OCVB

５ 開催地決定に影響力のある事業者・キーパーソンの招聘 継続 OCVB

６ 沖縄版MICE誘致アンバサダー制度の創設 2018～2020 沖縄県、OCVB

No 具体的取組 実施時期 主な取組主体

１ 関係省庁等への沖縄開催の働きかけや国との連携 継続
沖縄県

MICE推進NW

２
国内キーパーソン、関係団体等との共同による国際機関（主
催者）への継続的なセールス活動やトップセールスの展開

随時
沖縄県、OCVB
MICE推進NW

➁コンベンションの誘致

③政府系国際会議の誘致
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インセンティブ旅行は、社員等のモチベーション向上や会社や組織の結束力を高めるこ

とを主な目的としています。このため、企業の社会的貢献に寄与するCSRイベントや生産
性向上に資するチームビルディングを可能とする体験プログラムを提供やユニークベ

ニューの活用促進を図ります。

国内市場では、沖縄県でインセンティブ旅行の開催実績が高い業種（医療系、自動車販

売業、保険業、情報通信関連、化粧品販売業等）を中心に、東京、大阪、名古屋など企業

が集中している都市部で継続的なセールスを行うとともに、県内空港との定期便が就航し

ている地方都市及びその周辺都市での個別企業訪問によるセールス活動を行います。

海外市場では、開催コストよりも参加者の満足度を重視するアジア企業等のミーティン

グやインセンティブ旅行の誘致を支援するほか、アジア経済戦略構想に掲げる産業分野の

企業に対する企業誘致活動の一環として、企業ミーティングやインセンティブ旅行の提案

を行います。

欧米企業に対しては、東京など欧米からの定期便が就航している都市と連携し、共同プ

ロモーション等による新規市場を開拓します。

No 具体的取組 実施時期 主な取組主体

１
インセンティブ旅行を専門とした商談会等への出展や
主要都市でのMICE商談会開催 継続

OCVB、民間事業者
MICE推進NW

２
魅力ある体験プログラムの開発やユニークベニューの
活用促進

継続 民間事業者、OCVB

３
MICEプランナーや旅行会社の招聘や視察商談会の開
催・参加（MICEプロジェクト） 継続 OCVB、民間事業者

４
首都圏を中心とした主催企業又は法人向け（MICE）商
品を扱う旅行会社へのセールス活動

継続
沖縄県、OCVB
民間事業者

５
大型インセンティブ旅行の開催実績のある企業、旅行
会社へのフォローアップ

継続 沖縄県、OCVB

６
外資系ホテルや海外旅行業者との連携による海外企業
ミーティング等の誘致

2018～2021 ホテル、OCVB

７
県外MICE都市との連携による共同プロモーション等の
実施

2017～
沖縄県、OCVB
県外MICE都市

④インセンティブ旅行、企業ミーティングの誘致
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展示会、商談会は一定の期間に多くの参加者が訪れるという意味において経済波及効果
も高く、我が国はもとより世界各都市において、誘致競争が激化している分野です。

また、規模が大きい会議やイベントになるほど、３～４年前には開催地が決定することか
ら、大型MICE施設の供用開始を見据え、沖縄の産業競争力を生かせる分野を絞り込み、産
学官連携による誘致プロモーションと受入体制の整備を図ってきます。

ターゲット分野は、アジア市場と日本市場の双方に近いという優位性を活かしアジア経
済戦略構想に位置付ける５つの重点戦略（国際物流、観光リゾート、航空関連産業、情報
通信関連、ものづくり）を中心に展示会主催者等への誘致活動を展開します。

また、沖縄を代表する新たな展示会・見本市を創出するため、主催者や展示会運営事業
者等との連携・協働により、県外・海外からの質の高い参加者（バイヤー、出展者等）を
呼び込める魅力あるイベントの企画提案や、沖縄県内の産業成長に貢献する質の高いイベ
ントの開催・誘致を支援します。

展示会などのイベントは複数の都市で持ち回りで開催するコンベンションと異なり、毎
年、同一時期・同一地域で開催し、年々規模や内容をアップデートしながら、産業の成長
発展とあわせてイベントそのものも成長していく特徴があります。

このため、沖縄大交易会など既存の展示会・商談会の規模拡大に伴う宿泊供給や各種
サービス提供などにおける様々な課題を抽出し、その課題解決に向けた具体的方策の検討
を関係業界と連携して取り組むことで、大規模催事の受入環境を強化します。

No 具体的取組 実施期間 主な取組主体

１
展示会主催者、展示会関係団体への継続的なセールス活動及
びネットワーク構築

2017～
沖縄県、OCVB
産業振興公社

２ 県内産業界による既存展示会等の誘致や規模拡大の取組検討 2017～
沖縄県、産業界
MICE推進NW

３
展示会専門の商談会への出展、メディアを活用した広告プロ
モーション

2018～
沖縄県

MICE推進NW

４
観光イベントやスポーツイベント（キャンプ等）などの集客
効果の高い催事の開催に合わせた見本市等の開催

2019～
民間事業者
展示会主催者等

５
各種連携協定（MOU）を締結した国・地域との連携による
共同イベントの提案

2017～ 産業界、沖縄県

⑤展示会、商談会、見本市等の開催・誘致
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（３）MICE施設の機能強化

これまで対応できなかった規模の大きなMICE催事に対応するため、中城湾港マリンタウ
ン地区に大規模展示場を備えた大型MICE施設を整備します。

また、関係市町村と連携し、大型MICE施設周辺エリアにおける宿泊施設や商業施設の集
積を図るとともに、周辺都市からの交通結節機能の強化や空港等からのアクセス性の確保等

による交通利便性の向上、海辺や緑空間の特性を生かした憩いの場の確保などにより、緑と

海辺のアメニティーを活用した、交流、賑わいのある豊かなまちづくりを目指します。

①大型MICE施設の整備と周辺まちづくりによる賑わいの創出

34

No 具体的取組 実施時期 主な取組主体

１ 大型MICE施設の着実な整備と運営事業者による開業準備 2017～2020
沖縄県

大型MICE施設事業者

２
マリンタウンMICEエリアまちづくりビジョンの実施に向
けた関係機関との調整及び実施

継続 沖縄県、市町村、国

［大型MICE施設のイメージ］
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［マリンタウンMICEエリアまちづくりビジョンによるエリア開発の方向性］

出所）沖縄県「マリンタウンMICEまちづくりビジョン」（2017）より



沖縄コンベンションセンターや万国津梁館など既存MICE施設については、主催者等の
ニーズに応じた機能強化と適正な維持管理により施設利便性を高めます。

特に、大型MICE施設が供用開始するまでの間は、県内大学、民間会議場施設、ホテル等
の会議施設間の連携を強化し、中規模催事への対応に向けた取り組みを促進します。

No 具体的取組 実施時期 主な取組主体

１ 主要MICE施設間の連携強化に向けた検討会の開催 2018 施設管理者

２
沖縄コンベンションセンターや万国津梁館の適正な管
理と主催者等の利便性向上に資する施設整備

継続 沖縄県、施設管理者

②既存MICE施設の機能強化による施設利便性の向上

36

［沖縄コンベンションセンター］ ［万国津梁館］

［沖縄科学技術大学院大学（OIST）］
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沖縄におけるMICE振興を新たなステージへと導くため、経済界・産業界、大学関係機関、
産業支援機関等で構成する「MICE戦略推進ネットワーク（仮称）」を設立し、MICE開催
情報の共有や、MICE振興に関する様々な課題の解決に取り組みます。

MICE開催地として、地域・住民がMICEを歓迎する機運を醸成するため、MICE振興に
意義や地域にもたらすメリットについての県民理解を促す普及啓発活動を行います。また、
MICE主催者に対しては、県民向け公開講座や地域・NPO等と連携した関連イベントの開
催を働きかけ、住民がMICEに参加し、交流する機会の提供に努めます。

（４）MICE誘致・受入に関する体制の強化

①MICE推進組織の設立

②大規模なMICEの受入体制の整備

37

No 具体的取組 実施時期 主な取組主体

１ MICE戦略推進ネットワーク（仮称）の設立・運営 2017
沖縄県、OCVB
産業振興公社

県内産業界、大学

２ ワンストップ受入体制の構築に向けた研究会の開催 2017～2019
MICE推進NW
民間事業者、大学

３ 県民、地域、事業者等に対するMICE普及イベントの開催 2017～2019
MICE推進NW
OCVB、大学

４ MICE主催者による県民向け講座や関連イベントの開催促進 2017～
OCVB、市町村
MICE主催者等

５
地域間・異業種の連携による周遊プログラムやMICE参加者
を対象にしたコンテンツの提供

2018～2020
OCVB、観光協会

MICE推進NW

MICE開催の経済波及効果を高めるため、MICE開催の前後に実施される観光ツアーや体
験プログラムについて主催者の要望に応じて柔軟に提供していくことが求められます。

このため、北部、中部、南部、東海岸エリア、離島などそれぞれのエリアの特色を生か
した、様々な周遊プログラムを開発し、MICE主催者等へ提供します。また、MICE開催を
支援する施設・事業者と連携し、周遊パスなど割引クーポンを作成し、各施設への効果的
な誘客促進により、MICE参加者の周遊性を高めていきます。

数百～数千名規模の大型催事を円滑に受け入れるため、ホテル事業者間の相互調整によ
る客室の確保や、複数事業者の協働による飲食サービス、会場設営、交通・物流、駐車場
確保などMICE開催に伴う様々なオペレーションが円滑に行えるよう事業者間の情報共有及
び連携体制の整備に取り組みます。また、主催者の様々なニーズにきめ細かに対応してい
くためのワンストップ支援機能を整備し、沖縄県全体でMICEを受け入れる環境を強化しま
す。

③地域・住民の参加によるMICE受入体制の強化

④地域内連携による周遊性の向上



（５）MICE誘致・開催の支援強化

No 具体的取組 期間 主な取組主体

１ MICE開催に係る主催者コストの一部助成 継続 沖縄県、OCVB

２ 大学等キーパーソンによる誘致活動のへの支援 2017～ OCVB、沖縄県

３
産業視察、ユニークベニュー、体験プログラムなどMICE
商品・サービスの開発支援

継続
民間事業者

OCVB、産業振興公社
MICE推進NW

４ 公共施設のMICE利用に向けた関係機関との協議 2018～
沖縄県、OCVB
施設管理者

５
新たな展示会・商談会等の開催・定着化に向けた支援の検
討

2018～
沖縄県

産業振興公社

６
MICEプロジェクト（商談会、視察ツアー等）やビジネス
マッチングイベントの開催

継続 OCVB、沖縄県

７ 国際展示会の開催に伴う税制優遇制度や規制緩和等の検討 2018～2020 沖縄県

８ MICEパスなどMICE参加者限定サービスの開発・提供 2018～
民間事業者

MICE推進NW

38

➀MICE誘致・開催支援の充実

➁沖縄らしいMICEコンテンツの提供

➂ユニークベニューの活用促進

➃MICE限定制度の導入

沖縄へのMICE誘致を促進するため、県内の経済団体、民間事業者、大学、学協会などの
誘致団体に対して、誘致ノウハウの提供やコンベンション開催経費の一部助成、空港等で

の開催歓迎支援を実施します。

また、民間事業者等と連携し、MICE開催の前後に実施する産業視察や体験プログラム、
プレ・ポストコンベンションの開発を支援し、主催者ニーズに応じた質の高いコンテンツを

提供を支援します。

視察ツアーやMICE商談会を開催し、MICE開催地の決定に影響力のある主催者のキーパー
ソン、各種催事を企画・提案する旅行会社、プランナー、MICE運営事業者等を招聘し、沖
縄のMICE開催環境をPRするとともに、質の高いコンテンツを提供する県内事業者とのマッ
チングを実施します。

歴史的建造物、文化施設や公的空間、歩行者空間等で、会議・レセプションを開催する

ことで特別感や地域特性を演出できる施設（ユニークベニュ－）のMICE活用を促進するた
め、施設所有者や一般利用者等への理解を深めるとともに、民間事業者による新たなユニー

クベニューの開発を支援します。

MICE主催者及び参加者の利便性や満足度を高めるため、展示会・商談会の開催時に、海
外から展示販売等の商品を日本国内に持ち込む際の関税や消費税等の課税免除手続きの簡素

化、MICE参加者の出入国手続きの迅速化に向けた検討を進めます。あわせて、県内におけ
るスムーズな移動を可能とする公共交通パスや飲食・物販施設で割引サービスが受けられる

MICEパスの導入を促進します。
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MICE開催の中核となるプランナー、会議
運営コーディネーター、イベント業務管理士、

通訳等を対象とした講座の開設やOJT研修等
を実施するほか、ホテル、観光事業者、施設

管理者、サービス提供事業者に対しては、経

営者の意識改革や従業員のノウハウ習得など、

事業者のニーズに応じた人材育成の機会を提

供します。

MICE誘致や受入の司令塔的役割を担う沖
縄観光コンベンションビューローのスタッフ

のスキル向上や中長期的・継続的な誘致に向

けた組織体制の強化を促進します。また、

PCO/PEOなど、MICE開催の企画・運営に関
する総合サポート機能やコーディネート機能

を有する事業者の集積・高度化を促進します。

MICE戦略推進ネットワーク（仮称）を中
心に、学生から社会人に至る幅広い層を対象

にしたMICE教育や専門カリキュラムを検討
し、MICEに関する基礎知識を習得した人材
が安定的に輩出できる仕組みづくりや、海外

MICE都市との連携による人材育成に向けて
取り組みます。

また、国際会議等における通訳ボランティ

アや観光ガイドスタッフを登録・活用する仕

組みを構築します。

No 具体的取組 実施時期 主な取組主体

１
ニーズの高いMICE専門人材を育成するMICE講座・セミ
ナーの開催

継続
沖縄県、OCVB
民間事業者

２
大学、MICE関連事業者等と連携した人材育成カリキュ
ラムの開発

2018～
沖縄県、大学
MICE推進NW

３
MICE教育が進んでいる海外MICE都市への派遣等による
中核的なMICE人材の育成 2020～

沖縄県
MICE推進NW

４ OCVBの組織体制強化やMICE専門事業者の誘致 2017～2020
沖縄県、OCVB

PCO/PEO

５ ボランティアスタッフを育成・活用する仕組みの検討 2019～
MICE推進NW
大学、NPO等
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（６）MICEプレーヤーの育成・高度化
［イベント・コンベンション関連産業図］

出所）ジェイティービー能力開発（2006年）

『イベント&コンベンション概論』より



（７）MICEを活用した新たな産業の振興

産業界や各種団体等のネットワークを生かした各種会議や展示会・商談会等の誘致活動
を支援するとともに、県内事業者のビジネス拡大につながるテクニカルツアー（産業視
察）の受け入れを支援します。

また、大型MICE施設の整備を見据え、沖縄大交易会など既存イベントの拡充や関連する
イベントの統合による発展可能性を検証するほか、産業の成長発展に資する新たな展示
会・見本市等の企画立案に際して、ノウハウ面でのサポートを行うなど、業界全体でMICE
を推進する取り組みに対して支援を行います。

MICEによる県内への経済波及効果を最大化するためには、MICE開催に際して県内で受
注できる業務を拡大していくことが必要です。このため、県内事業者に対してMICEから派
生するビジネスの仕組みを理解するためのセミナー開催や、MICE主催者に対してMICE関
連事業者の紹介・斡旋を行う仕組みを構築します。

また、魅力あるユニークベニュー、体験プログラム、主催者や参加者向けのMICE限定商
品・サービスを開発を促進するなど、MICE関連ビジネスの獲得に向けた民間事業者の取組
を支援し、MICE関連産業の裾野を広げます。

さらに、国際会議や学術会議、シンポジウム、展示会などMICE開催の企画・運営に関す
る総合サポート機能を持った事業者やMICE受入のコーディネート機能を有する事業者の集
積・高度化を促進します。

①MICEを活用した既存産業の振興

②MICE関連産業の創出
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No 具体的取組 実施時期 主な取組主体

１ MICE戦略の普及に向けた研究会・セミナーの開催 2017～2018
沖縄県

MICE推進NW

２ 業界独自のネットワークを活用したMICE誘致活動 2017～
産業関連団体
MICE推進NW

３
新たな展示会の企画立案や既存イベントの拡充に向け
た検討

2017～2022
産業関連団体
MICE推進NW

４
県内事業者と県外MICE事業者等とのマッチングイベ
ント開催

継続
OCVB、MICE推進

NW

５
ユニークベニュー、体験プログラム、産業視察など
MICE向け商品・サービスの開発及び事業化 継続

民間事業者
OCVB、産業振興公社

６
ＭＩＣＥ戦略推進ネットワーク（仮称）の参画事業者
に対し、MICE情報を提供し、MICEから派生するビジ
ネスの受注機会を確保

2017～ MICE推進NW

７
海外の先進的なMICE都市への派遣研修等によるMICE
関連事業者の高度化

2022～
OCVB、沖縄県
民間事業者

８ PCO/PEOなどMICE中核事業者の県内誘致の働きかけ 2017～2020 沖縄県
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（８）国内外のMICE都市との協力体制の構築
MICE誘致の競争が国際的に激化する中において、MICE分野における我が国の国際競争力

を高め、多様化する主催者ニーズに対応するには、沖縄独自の誘致戦略を展開すると同時に、

我が国の国際競争力を高める観点から、国内の他のMICE都市との連携・協力関係を構築し
ていくことが重要です。このため、MICE都市間の定期的な情報交換を通じて、個別MICE案
件情報や誘致情報を共有し、共同プロモーションの実施や複数都市でのMICE開催の提案、
人材育成プログラムが行える仕組みを構築します。

台湾、香港、シンガポール、済州島をはじめとする海外MICE都市については、MICE専門
人材の派遣研修や受入等による連携可能性を検討するとともに、経済分野において経済連携

覚書（MOU）を締結している国や地域を対象に、地域間連携によるビジネスイベントの共
同開催を検討します。

No 具体的取組 期間 主な取組主体

１
欧米からのインセンティブ旅行や海外コンベンションの誘致
に向けた共同プロモーションの検討

2017～
沖縄県、OCVB
県外MICE都市

２ 国内外のMICE都市、MICEビューローとの連携可能性の検討 2018～
沖縄県、OCVB
MICE推進NW

３
経済連携覚書（MOU）を締結した国・地域と連携したイベ
ントの共同開催等の提案

2018～
沖縄県、OCVB
産業関連団体等



（１）エリア戦略の方向性
本戦略では、MICEの全県的な振興を目指すにあたり、 代表的なMICE施設を中心とし

て、施設周辺ホテルの集積、地域特性等を踏まえ、主に「北部エリア」「中部エリア」

「南部エリア」「東海岸エリア」「宮古・八重山エリア」の５つのエリアに区分します。

今後は、各エリア内で、MICEの受入体制を構築・強化を図っていくとともに各エリア
間での連携、特に大型MICE施設が立地する東海岸エリアと他のエリアとの役割分担・連
携強化を図ることが重要となります。

［エリアの全体像］
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6章 エリア戦略

第
6
章

エ
リ
ア
戦
略



エリア
区分

各エリアの主要MICE施設の収容人数規模（人）

北部
エリア

中部
エリア

南部
エリア

東海岸
エリア

宮古
八重山
エリア

～20,000～10,000～5,000～2,500～1,000～500～25050 ～ 100

周辺ホテル（M、I）

万国津梁館（Ｍ、I、Ｃ）

各大学（Ｃ）

周辺ホテル（Ｍ、I）

県内大学（Ｃ）

大型ＭＩＣＥ施設
（Ｍ、Ｉ、Ｃ、Ｅｘ、Ｅv）

周辺ホテル（Ｍ、Ｉ）

周辺ホテル（Ｍ、Ｉ）

沖縄コンベンションセンター（Ｃ）

沖縄コンベンションセンター
（Ｅx）

［各エリアの受入規模］

※１ 主要MICE施設及びホテルの受入規模については、JNTO（2015）「日本コンベンション都市ガイド―施設の概要と公的支援―」に記載のあ
る「大ホール収容人数」を基に作成

※２ 沖縄市及び北中城村の多目的アリーナ、JTA宮古島ドームの収容人数については、各市町村が公表している施設整備計画等を参考に記載

沖縄市多目的アリーナ（Ｅv）

北中城村多目的
アリーナ（Ev）

県内大学（Ｃ）

周辺ホテル（Ｍ、Ｉ）

ＪＴＡ宮古島ドーム（Ｉ、Ｅｖ）

［各エリアの主要MICE施設及びホテル集積］

エリア
区分

主要MICE施設及びホテル集積

MICE施設（公共） ホテル集積

北部
エリア

■沖縄科学技術大学院大学
講堂収容人数：493人

■万国津梁館
ホール収容人数：500人

施設数：36施設
部屋数：6,869室
（収容人数:22,554人）

中部
エリア

■沖縄コンベンションセンター（OCC）
最大展示スペース：2,500㎡、大ホール収容人数：4,000人

施設数：10施設
部屋数：2,284室
（収容人数:7,123人）

南部
エリア

■沖縄県市町村自治会館
ホール収容人数：300人

■沖縄産業支援センター
大ホール収容人数：180人

施設数：65施設
部屋数：11,798室
（収容人数:25,460人）

東海岸
エリア

■大型MICE施設（仮称）
多目的ホールのスペース：7,500㎡、収容人数：5,000人
展示場の最大展示スペース：30,000㎡、収容人数：27,000人

施設数：4施設
部屋数：714室
（収容人数:1,791人）

宮古
八重山
エリア

■JTA宮古島イベントホール
最大展示スペース：収容人数：約5,000人

■石垣市民会館
大ホール収容人数：1,010人

施設数：32施設
部屋数：4,482室
（収容人数:12,301人）

（2016年12月 現在）

石垣市民会館（Ｍ、C）
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（注）受入規模の定義は、（小規模：200人まで、中規模：200人超～1,000人まで、大規模：1,000人超～3,000人まで、超大型：3,000人超）
と定義する。

（２）各エリアの特徴と方向性

MICEは、その規模や催事の種類により、施設及びその周辺に求められる内容が異なりま
す。そのため、各エリアの施設規模や地域特性等を踏まえ、エリア区分毎のMICE受入の大
きな方向性を、以下のとおり定めます。
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北部エリアは、拠点都市である名護市を中心として、恩納村、金武町から北の沖縄本島北
部とその周辺離島から形成されており、特に沖縄海岸国定公園に指定されている西海岸地

域では、沖縄を代表する観光リゾート地のため、そのリゾートホテルが集積を生かした中

規模のインセンティブ旅行にも対応できるエリアです。

また、主要MICE施設としては、2000年に九州沖縄サミット（G8首脳会合）が開催された
万国津梁館が立地し、沖縄科学技術大学院大学（OIST）、名桜大学、沖縄工業高等専門学
校等の研究教育機関も有するため、学術系会議に適したエリアです。

さらに、国立公園に指定され、世界遺産登録候補に挙がっている「やんばるの森」等の

優れた自然環境や、第二尚氏王統発祥地である伊是名島や世界遺産に登録された今帰仁城

跡等、歴史的・文化的にも優れた観光資源を有するため、これらを活用したプレ・ポスト

ツアーや、周辺離島を含めた周遊プログラムの推進等のポテンシャルを秘めたエリアです。

［北部エリアの主要MICE施設］

①北部エリア

区分 重点ターゲット
受入規模（注）

小規模 中規模 大規模 超大規模

M 企業ミーティング ◎ ○ ― ―

I グローバル企業のインセンティブ ○ ◎ △ ―

C 国際学術会議、政府系国際会議 ◎ ○ ― ―

E ― ― ― ― ―

その他
・エリア内の自然環境や歴史・文化遺産を生かしたプレ・ポストツアーの充実
・周辺離島との連携強化による周遊プログラムの推進

（◎：メインターゲット、◯：受入可能な規模、△：条件により受入可能）
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中部エリアは、宜野湾市から読谷村に至る西海岸を中心に、リゾートホテルや飲食・
ショッピング、コンベンション、マリーナ、レクレーション施設等が集積した、国際色豊か

な観光・リゾートコンベンションエリアです。

特に、同エリアは中核MICE施設である沖縄コンベンションセンターを有しているため、
多くのMICE開催実績を生かし、小規模ミーティングから大型コンベンションまで、様々な
タイプの催事が開催可能です。また、ビーチリゾートエリアを中心にホテル集積が充実して

いるため、小～中規模のミーティング及びインセンティブの受入も可能です。

さらに、近接する東海岸エリアとの連携することで、サテライトでの超大型規模のイベン

トの開催も可能です。

［中部エリアの主要MICE施設］

②中部エリア

区分 重点ターゲット
受入規模（注）

小規模 中規模 大規模 超大規模

M 県外・海外ミーティング ○ ◎ ○ ―

I 県外・海外インセンティブ ○ ○ △ ―

C 学術系会議、協会系会議 ○ ◎ ◎ △

E 展示会・商談会、イベント ○ ◎ ○ △
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（◎：メインターゲット、◯：受入可能な規模、△：条件により受入可能）

（注）受入規模の定義は、（小規模：200人まで、中規模：200人超～1,000人まで、大規模：1,000人超～3,000人まで、超大型：3,000人超）
と定義する。

国立劇場おきなわ



南部エリアは、糸満市から浦添市まで市街地が連なり、那覇市を中心に交通結節点として
の空港・港湾ターミナル機能、都市機能、インフラサービス等、沖縄県内外の交流拠点エリ

アです。

特に、沖縄県の県都でありビジネスの中心地であり那覇市は、県内外の企業及び都市型ホ

テルが集積しているため、これらの集積を生かした小～中規模のミーティング、インセン

ティブの開催が可能なエリアです。

また、南部エリアには、琉球王国のグスク及び関連遺産群、沖縄県立博物館・美術館、沖

縄空手会館、平和記念公園等の沖縄の歴史・文化を伝える公共施設や、国定公園に指定され

た慶良間諸島でのタイビング、ホエールウォッチング等、歴史・文化・自然に関する資源を

豊富に有しているため、これらを活用したプレ・ポストツアーや、周辺離島を含めた周遊プ

ログラムの推進等のポテンシャルを秘めたエリアです。

［南部エリアの主要MICE施設］

③南部エリア
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区分 重点ターゲット
受入規模（注）

小規模 中規模 大規模 超大規模

M 小～中規模の企業ミーティング ◎ △ ― ―

I 小～中規模のインセンティブ ◎ ◎ △ ―

C 国内コンベンション ○ △ ― ―

E 商談会、イベント ◎ ○ ― ―

その他
・都市機能の集積を生かした沖縄の歴史・文化に関するプレ・ポストツアーの充実
・ユニークベニューや周辺離島との連携強化による周遊プログラムの推進

（◎：メインターゲット、◯：受入可能な規模、△：条件により受入可能）

（注）受入規模の定義は、（小規模：200人まで、中規模：200人超～1,000人まで、大規模：1,000人超～3,000人まで、超大型：3,000人超）
と定義する。
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東海岸エリアは、沖縄県で第二、第三の人口規模をもつ沖縄市、うるま市があり都市機能
が集積しているほか、中城湾港マリンタウン地区に建設予定の大型MICE施設の建設が予定
されており、今後の周辺一帯の開発により、商業施設・ホテル施設の建設、交通網整備等が
進むことで、今後はさらなる都市機能の充実が見込まれています。

特に、同エリアは、大型MICE施設のみならず、沖縄市や北中城村でのアリーナ施設の建
設が予定されているため、他エリアでは受入が困難な超大型規模のMICE催事（展示会・商
談会、コンサート、スポーツイベント）を受け入れることが可能です。

また、世界遺産の中城城跡（中城村）、勝連城跡（うるま市）、斎場御嶽（南城市）等の
重要な文化財を有しており、歴史的遺産に恵まれた環境にあるため、これらを活用したプ
レ・ポストツアーや、周辺離島を含めた周遊プログラムの推進等のポテンシャルを秘めたエ
リアです。

［東海岸エリアの主要MICE施設］

④東海岸エリア

47

区分 重点ターゲット
受入規模（注）

小規模 中規模 大規模 超大規模

M グローバル企業のミーティング ― ○ ◎ ◎

I グローバル企業のインセンティブ ― ○ ◎ ◎

C 大規模～超大規模の学術系会議 ― ○ ◎ ◎

E 展示会・商談会、コンサート
スポーツイベント

― ○ ◎ ◎

その他
・東海岸の歴史・文化的な独自性を生かしたプレ・ポストツアーの充実
・ユニークベニューや周辺離島との連携強化による周遊プログラムの推進

（◎：メインターゲット、◯：受入可能な規模、△：条件により受入可能）

（注）受入規模の定義は、（小規模：200人まで、中規模：200人超～1,000人まで、大規模：1,000人超～3,000人まで、超大型：3,000人超）
と定義する。



宮古・八重山エリアは、農用地に囲まれた田園風景や、沿岸地域の美しいサンゴ礁が広が
る海、広大な原生林やマングローブ林等など、恵まれた自然環境を生かし、観光リゾート産
業の振興（マリンスポーツや各種スポーツイベント、エコツーリズム等）が図られているエ
リアです。

同エリアでは、全天候型の集客施設（JTA宮古島ドーム、石垣市民会館 等）やリゾート
ホテル等の集積があるため、中～超大規模のスポーツイベントの開催が可能です。

さらに、自然・環境保全や、小規模離島における再生可能エネルギーの開発等、島嶼エリ
アならではの特色のある取り組みが行われているため、その特徴を生かした学術系会議の受
入れが

また、国の重要無形民俗文化財に指定されているパーントゥ（宮古）、重要伝統的建造物
群保存地区（竹富島）、原生林・マングローブ（西表島）等、歴史・文化・自然に関する資
源を豊富に有しているため、特別な体験を求める主催者・参加者を対象とした小規模なミー
ティング・インセンティブの受入れや、同エリアの独自性を活用したプレ・ポストツアー
や、周辺離島を含めた周遊プログラムの推進等のポテンシャルを秘めたエリアです。

［宮古・八重山エリアの主要MICE施設］

⑤宮古・八重山エリア
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区分 重点ターゲット
受入規模（注）

小規模 中規模 大規模 超大規模

M 小規模ミーティング ◎ ― ― ―

I 海外企業等のインセンティブ ◎ △ ― ―

C 学術セミナー、国際会議 ◎ ○ ― ―

E 県内イベント ― ○ ○ ○

その他
・歴史・文化・自然等の独自性を生かしたプレ・ポストツアーの充実
・周辺離島との連携強化による周遊プログラムの推進

（◎：メインターゲット、◯：受入可能な規模、△：条件により受入可能）

（注）受入規模の定義は、（小規模：200人まで、中規模：200人超～1,000人まで、大規模：1,000人超～3,000人まで、超大型：3,000人超）
と定義する。 第
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用語の定義
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ICCA（International Congress and Convention 
Association）

1964年設立の団体で、現在約60ヶ国、450団体の会員を
擁する国際会議に関する協会。会員は会議場、ビュー
ロー、PCO、ホテル、旅行会社、航空会社、関連サービス
の7業種に分類され、総会などを通じて相互の情報交換、
産業発展のための諸活動を行っている。

エクスカーション

小旅行、遊覧、観光。会議プログラムの一部として、会議
参加者及びその同伴者のために計画された、リクレーショ
ンのための小旅行や遊覧のこと。「ツアー」（Tour）とも言う。

MOU（Memorandum of Understanding）

了解覚書のことで、行政機関等の組織間の合意事項を記
した文書を表す。

沖縄県アジア経済戦略構想

今後の沖縄とアジア地域の経済交流や産業振興に向けた
指針である。沖縄の持つ地域力、文化力、人間力、自然
力等、沖縄の持つソフトパワーを生かした産業の振興等、
アジア諸国と本県の相互の発展に繋がるような経済戦略
であり、沖縄２１世紀ビジョン関連施策の取組を強化するも
の。

沖縄21世紀ビジョン
21世紀ビジョンは、県民の参画と協働のもとに、将来（概ね
2030年）のあるべき沖縄の姿を描き、その実現に向けた取
り組みの方向性と、県民や行政の役割などを明らかにする
基本構想。沖縄県として初めて策定した長期構想で、沖縄
の将来像の実現を図る県民一体となった取り組みや、これ
からの県政運営の基本的な指針となるもの。

交通結節機能

交通結節点が担う「乗り換え機能」に加えて、都市機能の
誘導・集積を促進させ、都市内の中心的な拠点地区を形
成する「拠点形成機能」及び「都市のランドマークとしての機
能」がある。

国際会議等各種会議の沖縄開催の推進に係る各省
庁連絡会議

「国際会議等各種会議の沖縄開催の推進について」（平成
12年６月20日閣議了解）に基づき、国際会議等各種会議
の沖縄開催を政府全体として推進するため、国際会議等
各種会議の沖縄開催の推進に係る各省庁連絡会議。

国際情報通信ハブ機能

「沖縄県アジア経済戦略構想」の重点戦略に定められた
「アジア有数の国際情報通信拠点の形成」に関する用語で
ある。情報通信関連産業のクラスターを基礎として、国内
及びアジアをはじめとする海外への戦略的施策の積極的展
開を図り、沖縄の認知度や吸引力を向上させることにより、
企業・人材・知識の高度な集積を促進すること。

主要国首脳会合（G８サミット）
日、米、英、仏、独、伊、加、露8か国の首脳並びに欧州理事
会議長及び欧州委員会委員長が参加して開催される首脳会
議（なお、ウクライナ情勢を受けたロシアのG8への参加停止に
より，2014年以降はG7サミット）。

JCCB（Japan Congress Convention Bureau）

日本コングレス・コンベンション・ビューロー。1995年6月、運輸
省、JNTO、全国の都市、コンベンション・ビューロー、センター
など約200団体が官民一体で設立した任意団体。我が国のコ
ンベンション産業の発展を目指し、国際ミーティング・エキスポ
の開催などの事業を行っている。

太平洋・島サミット（Pacific Islands Leaders Meeting： PALM）

日本がミクロネシア、メラネシア、ポリネシアの国々からなる太
平洋島嶼国との関係を強化する目的で、1997年の初開催か
ら3年毎に日本で開催されている会議。太平洋島嶼国は、「国
土が狭く，分散している」、「国際市場から遠い」、「自然災害
や気候変動等の環境変化に脆弱」などの困難を抱えており、
太平洋・島サミットではこうした様々な課題について共に解決
策を探り、太平洋島嶼地域の安定と繁栄を目指して首脳レベ
ルで議論を行っている。

地球温暖化防止とサンゴ礁保全に関する国際会議

島嶼生態系を有する地域として、沖縄県内の先進的事例を紹
介しながら、温暖化防止やサンゴ礁保全への対応についての
国際的な動向を踏まえつつ、環境と共生した持続可能なシマ
社会のあるべき姿を検討し世界に発信していくための国際会議。

チームビルディング

仲間が思いを一つにして、一つのゴールに向かって進んでゆくこ
とを目的とした組織づくりのこと。 また、そのために開発された手
法やプログラム、研修を指すこともある。

コンベンションビューロー

都市や地域等に所属する組織で、会議やミーティング、イ
ベント、見本市などに関する誘致・受入を推進する。

グローバルMICE都市
小旅行、MICE誘致競争を牽引することのできる実力ある
都市を育成することを目的としたMICE誘致向上のための
施策により、選定された以下の１２都市（2017年4月現在）。

2013年6月選定（７都市）
東京、横浜市、愛知県名古屋市、京都市、大阪府大阪
市、神戸市、福岡市

2015年6月選定（５都市）
札幌市、仙台市、千葉県千葉市、広島市、北九州市
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ユニークべニュー

歴史的建造物、文化施設や公的空間等を活用して会議
やレセプションを開催することで、特別感や地域特性を演
出できる会場のこと。

DMC（Destination Management Company）

DMC は、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。

テクニカルツアー
実地見学。会議参加者にとって関心のある工場等の現場
視察ツアーのこと。

PCO（Professional Congress Organizer）

会議開催にかかわるさまざまな業務や関連行事に関わる業
務を取り扱う、専門的能力や経験を持った企業または個人。

プレ・ポストツアー
会義開催前（プレ）あるいは会議終了後（ポスト）に用意され
た、出席者および同伴者のための旅行プログラム。

PEO（Professional Exhibition Organizer）

展示会にかかわるさまざまな業務や関連行事に関わる業務
を取り扱う、専門的能力や経験を持った企業または個人。

用語の定義
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