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はじめに 

平成 27年度に、全国のほとんどの地方自治体が

「人口ビジョン」と「総合戦略」を策定した。その中に

盛り込まれた地域振興策には、共通項目と、各地域

の特徴を強く打ち出した項目に分類される。一方、

大都市・地方中核都市を中心に、「インバウンド」と称

される外国人観光客が増え、従来の日本人中心の

観光の形を変えつつある。本稿では、地域振興策と

しての観光政策、とりわけ「コンベンション誘致」政策

の意義と効果を、札幌市の事例を参考にして考察し

たい。 

なお、札幌の街作り計画、コンベンション誘致の

実態調査のため、2015年 11月、札幌コンベンション

センターの視察・ヒアリングを実施した。 

 

１．地域振興策の選択肢とコンベンション誘致の

意義 

 

我が国の人口減少・高齢化が進展する中で、大

都市への人口流入、地方の人口減少が継続的に進

行している。特に地方での若者の人口流出を含む人

口減少に根本的に対応するため、各地方自治体は、

「人口ビジョン」と「総合戦略」を策定し、実行しつつ

ある。一般に、地域振興策には、①物産振興、②観

光振興、③地場産業の振興・企業誘致の三つの分

野があり、相互に関係しあっている(1)。ここで、最大

の目標が定住人口の増加（または減少幅の縮小）で

あっても、その手段として、地域に一定の産業が定

着し続けることが不可欠で、現有の地域資源を活用

して展開ができる②観光振興（交流人口の拡大）が

多くの地方自治体で政策として取り上げられている。 

観光振興政策は、交流人口の拡大により、直接的

には観光産業（ホテル・旅館、交通、飲食等の産業）

の売り上げを増加させ、波及効果として第一次・第二

次産業を含む幅広い産業に経済効果がおよび、地

域雇用を創出する。観光は、目的・態様別に、A.従

来型観光（物見遊山型）、B.体験型観光、C.コンベン

ション型（MICE(2)、IR(3)型）等に大別される。また、

それぞれについて、日本人、外国人観光客が存在し、

昨今では、外国人観光客（インバウンド）が急増して

いる。この中で、C.コンベンション型は、一般に、客

単価が高く、観光消費額が大きくなる。 

MICEの意義としては、①交流人口の拡大、②ビ

ジネス機会やイノベーションの創出、③MICE関連支

出の拡大とMICE関連産業の振興、④都市の競争力

とブランド力の向上、⑤国際文化交流の促進とグロ

ーバル人材の育成、があげられる。 

 

 

２．コンベンション誘致の成果～札幌の街作りの

事例 

 

（１）MICE市場とコンベンション誘致都市 

MICE市場である全国規模のMICE開催件数は、

約 4,600件（JCCB日本コングレス・コンベンション・ビ

ューロデータ 2012）で、このうち、開催場所や施設が

固定されているものを除く約 2,400件が、全国レベル

のMICE市場と考えられる。 

また、コンベンション誘致都道府県としては、47都

道府県すべてがコンベンション施設を有する。 

 

（２）札幌のコンベンション誘致による街作り 

①札幌のコンベンション誘致事例の全国から見

た特徴 

札幌市は北海道の中心都市で、横浜・神戸といっ

た三大都市圏を除くと、福岡と並ぶ広さの中核コン

ベンション施設を有する。また、市民の市政への参

画意識が高く、街作りや行政経営（総合計画・政策評

価・バランススコアカード導入等）に様々な試みをし

た経験がある都市である。 

②札幌のコンベンション誘致実績 

MICEのうち、札幌市内で開催された国際会議の

開催件数は、2013年で 89件（JNTO基準）、全国 9

位である（表１）(4)。また、2012年は落ち込んだもの

の、趨勢的には増加傾向にある。札幌市より上位の

都市と比較すると、首都圏や地方の中核都市であり

人口集積があること、大学研究機関が充実している

こと、一定規模のMICE施設を有していること等の共



通点がみられる。また、海外からのインセンテイブツ

アーに関しては札幌国際プラザ・コンベンションビュ

ーローが支援を行っており、支援件数・参加者総数

は顕著な伸びを見せている（図１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③札幌のコンベンション誘致推進体制 

札幌市のコンベンション誘致推進体制は、A.札幌

国際プラザ・コンベンションビューロー、B.さっぽろ

MICE推進委員会、C.市民参加によるおもてなし、D.

国際会議協会（ICCA）等国内外のネットワーク、に分

けられ、協力しあっている。A.札幌国際プラザ・コン

ベンションビューローがMICE誘致の中核を担い、国

内外のセールス活動・開催支援等のワンストップサ

ービスを提供している（東京事務所内での学会・団

体誘致活動を含む）。B.さっぽろMICE推進委員会

は、札幌市、国際プラザ、観光・経済関係団体、民間

事業者の団体から構成され、官民連携によるMICE

推進体制を整えている。C.市民参加によるおもてな

しは、札幌国際プラザにおける、市民による外国語

ボランテイア、日本文化体験ボランテイアで、国際会

議開催時におけるインフォメーションデスクの運営、

アフターコンベンションのメニューとしてのシテイウオ

ークやエクスカーションでのガイド等を行っている。 

札幌市のコンベンション誘致の流れをまとめたの

が、（図２）である(5)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④札幌の複数のMICE施設と役割分担 

札幌市の主なMICE施設・エリアとしては、A.札幌

コンベンションセンター、B.北海道大学、C.西 11丁

目エリアの三か所に分けられる。札幌市内で開催さ

れる国際会議のうち、北大を会場としている件数が

最も多いが、参加者数が少ない小規模な会議がほと

んどである。規模が大きな会議は、主に札幌コンベ

ンションセンター、西 11丁目エリア（ロイトン札幌、教

育文化会館、さっぽろ芸文館・ニトリ文化ホール、札

幌プリンスホテルを複合的に活用）で開催されてい

る。 

中核となる A.札幌コンベンションセンターは、札

幌駅から約 20分、千歳空港から約 30分の新札幌駅

から約 20分の立地にあり、大規模なコンベンション

施設としては、まずまずのアクセス利便性が確保さ

れている。大ホール（2,607㎡、2,500人収容）、特別

会議場（692㎡、700人収容）、中ホール（533㎡、600

人収容）、小ホール（240㎡、193人収容）ほか 15の

会議室を有する。稼働率は、大ホール 84%、中ホー

ル・小ホール ・会議室 71～76%である。（写真

１：札幌コンベンションセンターの正面、写真２：同１

階内部のエントランス・ホール） 

（図１）誘致・支援したインセンティブツアー件数 

（出典：札幌国際プラザ） 

（表１）都市別国際会議開催推移（JNTO基準） 

（出典：JNTO国際会議統計） 

（図２）札幌市におけるコンベンション誘致の流れ 

（出典：㈱日本総合研究所「ＭＩＣＥ関連施設整備可能性調査」 

報告書を一部変更） 

 



 

（写真１）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

B.北海道大学は、学会用としての利便性が高く、

また国際会議開催のキーパーソンが多く在籍してい

ることから、50～500人程度の小規模国際会議を学

内で多数開催している。施設は、学術交流会館（ホ

ール 310席、196席、会議室 6室）、クラーク会館（ホ

ール 510席、会議室 165㎡）がある。 

C.西 11丁目エリアは、札幌市内中心部にあり、ロ

イトンホテル札幌（ロイトンホール1,607㎡）、ホテルさ

っぽろ芸文館・ニトリ文化ホール（2,300席）、札幌市

教育文化会館（大ホール、1,100席）、札幌プリンスホ

テル（国際館パミール大宴会場、1,000㎡×2室）で

ある。4施設を複合的に活用することによって、3,000

人以上の大規模コンベンションを開催している。 

札幌市のように、複数のコンベンション施設が存

在する場合、MICEは分野や酒類・規模等によって

施設に求められる機能が異なっており、現在は市内

ホテル、大学施設、公共施設、札幌コンベンションセ

ンター、郊外の展示場など、市内で様々な分野の

MICEを受け入れており、棲み分けが行われている

（図３）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤札幌の「MICE総合戦略」と重点誘致ターゲ

ット 

札幌市は、MICE誘致に関する戦略として、「札幌

MICE総合戦略」が策定されている。これは、札幌市

まちづくり戦略ビジョン（平成 25年 10月策定）、札幌

市観光まちづくりプラン（平成26年3月策定）に基づ

く戦略で、札幌市国際戦略プラン、魅力都市さっぽ

ろシテイプロモート戦略、札幌市スポーツ推進計画

等と関連づけられている。 

札幌は、MICE誘致における独自の強み（豊富な

観光資源・キーパーソンの集積やネットワークの形

成・政府系国際会議の開催実績等）を持ち、国際会

議の増大傾向・北海道に対する人気の高まり等の環

境変化をチャンスとしてとらえ、国内外での都市間競

争に打ち勝っていくため、「札幌の魅力あふれる

ONLY ONE MICE都市」をビジョンとして掲げている。

そして、重点誘致ターゲットとして、（ア）国内及びア

ジアをターゲットとした学術系の大中規模会議、（ィ）

東アジア・東南アジアからのインセンテイブツアー、

（ウ）国内外に向けた PR効果の高い政府系国際会

議、（エ）札幌の特色を生かしたスポーツ関連の会

議・大会・イベント、を取り上げている。 

このように、札幌市の「MICE総合戦略」は、街作り

戦略全体の中に位置づけられ、ターゲットを定めた

誘致が行われている点が優れている。 

 

 

 収益性・経済効果「大」 
学会・展示・イベント系 

（分科会や展示、レセプション等を伴う MICE） 

収益性・経済効果「小」 
※芸術・文化・スポーツ振興 

小規模 大規模 
500人 1000 人 2000 人 

ホテル 

長崎 

大学 

公的 
施設 

県立 

体育館 

長崎ブリックホール 

分散会場対応 

公会堂・市民会館 

（図３）長崎市のコンベンション施設の現状 

（出典：㈱日本総合研究所「ＭＩＣＥ関連施設整備可能性調査」 
報告書を一部変更） 



３．地方都市におけるコンベンション誘致によ

る街作りの成功条件 

 

（１）街作り計画におけるコンベンション誘致政

策の位置付けの明確化 

大都市圏（東京・横浜・大阪等）のコンベンション

誘致は、都市が有する集積機能の魅力により、開催

回数を確保することが可能である。一方、地方都市

におけるコンベンション誘致は、「単価の高い交流人

口の拡大による発展」という政策が、街作り計画（総

合戦略・総合計画・観光推進計画等）に位置づけら

れることが必要である。これは、政策の中に位置付け

られることにより、国・県・市等行政の各種支援を得な

がら、街作りの一環としてコンベンション誘致が行わ

れるためである。しかも、地域資源を活用しながら地

域経済を発展させる場合、観光振興政策の中のコン

ベンション誘致政策は、優先順位が高まるものと思

われる。 

 

（２）複数のコンベンション施設の整備（ハード

面） 

我が国の各都道府県のコンベンション施設を見る

と、主要施設でのワンストップ傾向が強い都道府県

（パシフィコ横浜の立地する神奈川県、名古屋国際

会議場の立地する愛知県等）と、複数施設による連

携開催の傾向が強い都道府県（東京国際フォーラム、

京王プラザホテル、東京ビッグサイトが連携している

東京都など）に大別される。多くの地方都市の例を見

ると、すでにコンベンションの中核施設建設済の自

治体は、主要施設へのワンストップが進んでいるとこ

ろが多いが、当該施設が未整備の自治体や、整備

後、急速にコンベンション開催件数が増えた自治体

では、複数施設による連携開催の傾向が強い。ちな

みに北海道は複数施設による連携開催傾向が強く、

長崎県は、長崎ブリックホールや長崎大学・有力ホ

テルでの連携開催傾向が強い。 

札幌市の例にもあるように、中核となるコンベンシ

ョン施設の整備を行い、複数施設の連携開催体制を

作ることが、多様な規模のコンベンションを誘致する

ためには、ハード整備の正攻法と考えられる。また、

大都市圏とは異なり、各施設が役割分担をしながら、

高い稼働率を維持できるような、機能面での重複の

ない適正規模の施設を整備していくことが望ましい。 

 

（３）官民挙げた実効性のあるコンベンション誘

致推進体制の確立（体制面） 

コンベンション誘致には、行政だけでなく、PCO

（Professional Congress Organizer）、大学、民間団

体・企業、市民団体等の官民挙げた体制を構築し、

各主体が誘致に取り組むことが不可欠である。その

際、 札幌市の例にみられるように、重点誘致ターゲ

ットを定めて、各ターゲットごとにコンベンションを推

進することが必要である。 

 

（４）人的ネットワークによる誘致推進と環境変

化への迅速な対応（ソフト面） 

コンベンション誘致推進体制の確立と並んで、実

際に誘致を推進する人材や、コンベンション運営の

人材の確保と育成が不可欠である。コンベンション

（学会・業界団体の大会・国際会議等）の誘致は、各

分野で全国・世界に発言力のあるキーパーソンが行

うことが多い。また、コンベンションを実施するために

は、運営コーデイネータ、通訳、アフターコンベンシ

ョンのガイド、ホテルマン等の協力が求められる。札

幌市の場合も、通訳に関し、冬季札幌オリンピックの

経験から、外国語対応・同時通訳対応人材が札幌市

内に存在したことが、コンベンション誘致に役立って

いる。 

 

 

４．長崎市の街作りとコンベンション誘致の在

り方 

 

札幌市や全国の各都市の街作りとコンベンション

誘致の事例から、長崎市の街作りとコンベンション誘

致の在り方について考えてみたい。 

 

（１）長崎市の現状と求められる街作り戦略 

長崎市は、江戸時代、唯一世界とつながる港町と

して繁栄し、新たな文明・文化が創造・発信され、そ

の基礎に立ち、日本の近代化をリードしてきた。この

点から、長崎は「交流によって栄えた街」ということが

できる。しかし、当時長崎が担ってきた機能は全国に

分散し、グローバル化による企業間・地域間競争に

激化や、人口減少・少子高齢化などにより、社会・経

済の停滞が続いている。このような状態を打開する

ためには、「交流人口の拡大」と「多様なイノベーショ

ンによる地場産業の振興」に取り組むことが必要であ

り、この点から、街作りに欠かせない都市戦略として、

観光だけでなく、MICEの振興に取り組むことが必要

となっている。 

 

（２）コンベンション施設の現状と課題 

長崎市がMICE戦略をとる場合、不可欠なインフ

ラとしてのコンベンション施設の現状を見ると、長崎

ブリックホールを中心として、長崎大学・県立体育館・

公会堂・市民会館・ホテルがあるが、いずれも 2,000

人以上のコンベンションには対応が難しい（図４）(6)。

同図中で、横軸の大規模なコンベンションや、縦軸

の収益性・経済効果「大」のコンベンションには十分

に対応できる施設がない。これまで長崎市で開催さ

れる大型のコンベンション等に対しては、複数施設



を活用した対応をしてきたが、観光・コンベンション

分野での地域間競争に勝つことが将来を決すること

になりかねず、今後大規模なコンベンションを獲得し

ていくことが必要となる。そのためには、規模が大き

く（2,000～5,000人収容できる施設）、収益性が高い

分野の交流施設を整備することが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）付加価値の高い国際観光交流都市を実現す

るには 

長崎が将来にわたり、独自性と付加価値の高い国

際観光交流都市であるためには、現時点においても

多様なで収益性の高い交流の場となり、将来の産業

の芽を育てることが必要である。そのためには、観光

だけでなく、観光と組み合わせることによる付加価値

を追求できる「コンベンション産業」を柱の一つと位

置付けることが、内外の都市発展の歴史（海外では

パリ、ロンドン、シカゴ、ハノーバー等）をみると望まし

い。幸い長崎には、長い海外との交流の歴史があり、

世界遺産（「明治日本の産業革命遺産」、候補として

の「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」）、出島、旧

居留地（南山手・東山手）などが存在し、独自性と付

加価値を高めるために活用できる地域資源に恵まれ

ている。 

このような付加価値の高い国際観光交流都市を

実現するために、「コンベンション誘致」を観光政策

の柱の一つとして位置付け、必要なコンベンション施

設を整備するとともに、長崎のコンベンションについ

て、①世界・全国に対する情報発信、②誘致のため

の人的ネットワークの形成、③オペレーター、通訳、

ガイド等の人材育成、④アフターコンベンションの利

便性を高めるための案内体制・交通体制の整備、⑤

コンベンションから得られる情報・人材を活かした将

来の産業化等、多方面にわたり準備を進めることも

重要である。そして、コンベンション誘致のための整

備は、長崎の幅広い観光産業にとっても大きなイン

フラとなると考える。 

 

注 

(1) 菊森淳文(2007)「こうすれば地域再生でき

る」;p.38-45. 

(2) MICEとは、Meeting（企業等の会議）、

Incentive Travel（企業等の行う報奨・研修旅

行）、Convention（国際機関や学会等が行う

国際会議など）、Exhibition（展示会・イベント）

を総称したもの。 

(3) IR（Integrated Resort＝統合型リゾート）とは、

我が国において、「特定複合観光施設区域

整備推進法案」に基づく、「カジノを含むエン

ターテイメント施設のほか、コンベンション施

設、ホテル、レストラン、ショッピングモールな

どを一体化した施設のこと。 

(4) 札幌市「札幌MICE総合戦略～札幌の魅力

あふれるONLY ONE MICE都市 2015～

2019」,p.11,17,22. 

(5) 札幌市観光コンベンション部（2010）,「札幌

MICE総合戦略～札幌MICEの現状と今後 5

年間の方向性～」 

(6)  ㈱日本総合研究所（2014）,「（仮称）長崎

MICE センター整備検討等支援業務報告

書」,p.20. 

（図４）市内MICE施設の利用状況 

（出典：札幌市観光コンベンション部「札幌MICE総合戦略」） 

 


