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1．「理事会・評議員会」開催
当財団では、5月24日、6月10日に、それぞれ平成28年度第1回「理事会」、「評議員会」を開催し、平成27年度事業報告及び決
算、評議員・役員の選定について承認をいただきました。
詳細は、当財団ウェブサイトをご覧ください（http://www.ccb.or.jp/about/management/）

賛助会員募集中！
当財団の目的・活動に賛同し、ご支援いただける賛助会員を募集しております。詳しくは財団ウェブサイトをご覧ください。

2．代表理事、業務執行理事の交代
7月1日に開催した平成28年度第2回理事会で、新たな代表理事、業務執行理事が選任されましたのでお知らせします。
【新任】 代表理事
赤塚 稔
業務執行理事 角田 勝美

賛助会員へのお知らせ
このたび平成２８年７月１日付けをもって当財団の代表理事に就任いたしました。

1．【賛助会員限定】新サービスのご案内
リニューアルオープンした当財団のウェブサイト内に、「賛助会員からのお知らせ」欄を設けました。
専用の申請フォームより、貴企業・団体のお知らせしたい情報（新サービス、新商品、プロモーションなど）及び必要事項をご記入いただき、

微力ではございますが、MICEの推進と国際交流の促進等のため専心努力いたす
所存でございますので、格別のご指導とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

代表理事 赤塚 稔

送信いただく流れとなります。ご不明な点ございましたら、下記宛にご連絡ください。
【掲載場所】 「財団ウェブサイト（日）」「MICEウェブサイト（日）」の全ページフッダー部分（下部）にある「賛助会員のご紹介」欄

MICE
※ MICE（マイス）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）、イベント・展示会・見本市（Event/Exhibition）のことで、多くの集客交流が見込まれるビジネスイベントの総称。

【〈MICE誘致・支援〉 問い合せ先】
MICE第一事業部（コンベンション関連）０４３－２９７－２７５１
MICE第二事業部（インセンティブ関連）０４３－２９７－２７５２

2．有益な情報を掲載「会員へのお知らせ」ページ
【掲載内容】 財団が出展する商談会やセミナーへの共同出展の案内、財団が主催するイベントの案内、会員向けサービスの案内

1．誘致決定案件
LCC各社及び空港間の交流を深め、その発展について議論する会議「2016 CAPA LCCs in North Asia」を、本会議のメインスポン
サーである成田国際空港（株）と連携して誘致し、成田市での開催が決まりました。また、世界有数のICTソリューション・プロバイダーであ
るHUAWEI（ファーウェイ）が主催するモバイルブロードバンドの技術、業界の発展促進を目指すフォーラム「7th Global Mobile Broadband
(MBB) Forum」を、（株）幕張メッセと連携して誘致し、千葉市での開催が決まりました。
2016 CAPA LCCs in North Asia

【掲載場所】 「財団Webサイト（日）」内http://www.ccb.or.jp/member/information/

会期：2016年6月7日～8日

7th Global Mobile Broadband (MBB) Forum
予定参加者数：300名

会場：ヒルトン成田

公益財団法人

ちば国際コンベンションビューロー

【組織改正】

IMEX 2016（フランクフルト） 〈4月19日～21日〉

韓国 国際会議キーパーソンセミナー（ソウル） 〈6月22日〉

世界最大規模の来場者数を誇る欧州最大のMICE見本市。

JNTO主催のアジア・太平洋地域の国際会議主催者を対象とした
セミナー及び商談会。

官民一体となった千葉県台湾観光ミッション団とともに、千
葉県主催の現地旅行業者を対象としたセミナー及び商談
会に参加。

「第一事業部」と「第二事業部」の2部体制としました

インドネシア・インセンティブ旅行セミナー（ジャカルタ） 〈6月1日〉
〒261-7114 千葉市美浜区中瀬2-6 WBGマリブイースト14階
TEL.043-297-4301（代表）
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FAX.043-297-2753

http://www.ccb.or.jp/

会場：幕張メッセ

2．海外・国内プロモーション活動報告
海外競合国・都市との厳しい誘致競争に打ち勝つため、昨年度に引続き、海外のMICE見本市やJNTO主催の商談会などに出展
して、MICE適地「千葉」の魅力を積極的にアピールするなど、継続的な誘致活動を行いました。今回得た案件については、主催者と密
にコンタクトを取りながら県内での誘致決定に繋がるよう進めてまいります。

千葉県台湾商談会（高雄、台北） 〈5月16日～19日〉

MICE誘致競争力の強化のため、MICE事業部を

会期：2016年11月24日～25日 予定参加者数：1,000名

VISIT JAPAN EAST ASIA Travel Mart 2016（仙台） 〈6月22日〉
JNTO主催のアジア各国（中国、韓国、台湾、香港）のインセンティ
ブ旅行を中心としたMICE商談会。
マロウドインターナショナルホテル成田、
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルと共同出展。

JNTO主催のインセンティブ取扱い旅行会社等を対象としたセミ
ナー。
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3．タイメディア視察受入
6月14日～17日に成田空港活用協議会、（公社）千葉県観光物産協会と連携し、
タイ王国の旅行関係メディア（旅行雑誌記者など）を千葉県に招聘し、千葉県内の観
光資源（景勝地、宿泊施設、県内食材を利用した食事）を実際に体験してもらうモニ
ターツアーを実施しました。
【視察場所】
成田市、香取市佐原、銚子市、旭市、富津市、木更津市、千葉市、浦安市

千葉県国際交流センター
【〈国際交流・多文化共生推進〉 問い合せ先】 千葉県国際交流センター ０４３－２９７－０２４５
1．国際フェスタCHIBA開催 【来場者数：1,350名】
5月29日、神田外語大学にて、「第１2回幕張チャリティ・フリーマーケット」と
同時開催で行いました。フェスタでは、国際交流や国際協力、在住外国人支
援を行っている団体がブース出展し、それぞれの団体の活動紹介の他、アジア・

4．主なMICE支援情報

中南米などの料理やフェアトレード品の販売、民族音楽のパフォーマンス、スタン

会 議 名

第52回日本肝臓学会総会

会

期

5月19日～20日

会

場

ホテルニューオータニ幕張、アパホテル＆リゾート〈東京ベイ幕張〉

参加者数

プラリーが行われました。団体の中には、日本人と外国人によるアマチュア落語を

3,098名

経済波及効果

492,743千円（当財団試算）

支援内容

当財団コンベンション開催助成金による財政支援、アトラクション手
配（「南総里見八犬伝」の人形劇）、千葉県内観光パンフレット提
供

披
したり、発展途上国の問題をプレゼンテーションするグループがあるなど、各団体とも様々な形で出展していました。当日は快晴のなか、
たくさんの方にご来場いただき、スタンプラリーで景品をゲットした子どもたちなどで賑わいました。
2．通訳ボランティア養成研修（受託事業）
2020年東京オリンピック・パラリンピックに向け県内での支援体制の充実を図るため、また県内の外国人住民の支援を担う人材を育
成するため、通訳ボランティアの養成研修を前期（7～10月）と後期（11～1月）に分け、実施します。

会 議 名

日本地球惑星科学連合 連合大会 2016年大会

会

期

5月22日～26日

会

場

幕張メッセ

参加者数

7,240名

3．在住外国人のための無料法律相談
県内の在住外国人が抱える生活上の問題の解決を支援するため、千葉県弁護士会及び千葉県行政書士会と協力して、法律相

経済波及効果

2,130,414千円（当財団試算）

支援内容

プレスリリース配信・市政だよりへの掲載による広報支援、後援名義、
ボランティア手配（語学・コンベンション）、千葉市観光パンフレット提
供

談を行います。（毎月実施）

千葉県フィルムコミッション

5．グローバルMICE強化都市事業
6月24日、25日に観光庁からの支援の一環として、オーストラリアより国際MICEコン
サルタント会社Gaining Edge社を迎え、MICE誘致力向上のためのコンサルティングを受
けました。今回は、MICEを誘致する際のビッドペーパー（立候補提案書類）の作成手
順や今後のリード開発、プロモーション関係などの戦略プランについてアドバイスを受ける
とともに、成田、羽田の両空港を活用できるアクセスに優れた千葉のイメージを伝えるブ
ランド構築の重要性について学びました。

【〈映画・ドラマ撮影支援〉 問い合せ先】 千葉県フィルムコミッション ０４３－２１３－３５３３
1．千葉県フィルムコミッション撮影支援作品
千葉県映画・テレビ撮影支援事業補助金を活用して制作された映画「夏美のホタル」が平成28年6月11日
（土）に公開されました。この作品は、大多喜町、市原市、鴨川市を中心にオール千葉県で撮影され、千葉県内の
豊かな自然が描き出されています。原作は、「ふしぎな岬の物語」などの著書がある森沢明夫さんです。映画は、そ

※グローバルMICE強化都市：観光庁が平成25年度から始めた制度であり、我が国のMICE誘致競争力をグローバルレベルに引き上げ、さらにはその上を目指す都市を育
成することを目的として、誘致ポテンシャルが高く、かつ取組能力や意欲が特に高い都市を選定し支援するものです。支援期間は2年間。
•第2期（平成27～28年度）…千葉市・千葉県、札幌市、仙台市、広島市、北九州市
•第1期（平成25～26年度）…グローバルMICE戦略都市：東京都、横浜市、京都市、神戸市、福岡市／グローバルMICE強化都市：大阪府・大阪市、名古屋市・愛知県

れぞれの人との出会いにより想いが繋がれ人生が動き出す、人間味あふれる心温まる作品となっています。
【主演：有村架純、工藤阿須加、小林薫、光石研 他】
2．平成２８年度 フィルムコミッション市町村担当者会議を開催

6．今後の予定（8月～10月）

【参加者数：37市町村・44名】
5月27日、幕張国際研修センターにて開催しました。本会議は、千葉県が

海外プロモーション
JNTO台湾インセンティブ旅行セミナー 〈8月2日～4日〉

IMEX America 2016〈10月18日～20日〉

フィルムコミッション事業を推進するにあたり、千葉県、千葉県フィルムコミッショ

VISIT JAPAN Travel & MICE Mart 2016〈9月21日～23日〉

JNTO国際会議主催者セミナー（ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ）〈10月27日〉

ン、県内各市町村間の情報共有や連携を図る為に毎年開催している会議
です。

JNTO韓国インセンティブ旅行セミナー 〈9月27日～28日〉
今後開催されるコンベンション（2016年8月～10月）
名称
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会期

会場

第13回日本加速器学会年会

8月8日～10日

幕張メッセ

SUMMER SONIC 2016

8月20日～21日

QVCマリンフィールド、幕張メッセ

予定
参加者数
600名
120,000名

第19回ヨウ素学会シンポジウム

9月16日

千葉大学

250名

第7回国際観光医療学会学術集会

10月8日

ヒルトン東京ベイ

300名

日本国際政治学会2016年度研究大会（60周年記念大会）

10月14日～16日 幕張メッセ

4,000名

ATVA2016：第14回検証と解析のための自動技術に関する国際会議

10月16日～20日 千葉大学

60名

第26回日本小児リウマチ学会総会・学術集会

10月21日～23日 千葉市民会館

第18回日本救急看護学会学術集会

10月29日～30日 幕張メッセ、ｱﾊﾟﾎﾃﾙ&ﾘｿﾞｰﾄ〈東京ベイ幕張〉

450名
2,200名

千葉県スポーツコンシェルジュ
【〈スポーツツーリズム支援〉 問い合せ先】 千葉県スポーツコンシェルジュ ０４３－２９７－２７５４
1．2020年東京オリンピックにおけるアメリカ陸上チームの事前キャンプが千葉県に決定
アメリカ陸上チームと千葉県・関係市（成田市・佐倉市・印西市）・順天堂大学は、
2020年東京オリンピックにおいて、千葉県で事前キャンプを行うことで合意しました。
2．スポーツコンシェルジュホームページ紹介リーフレットを作成
スポーツコンシェルジュの役割等について記載されているリーフレットを作成し、
市町村、国内外のスポーツ団体、関係者等に広めてまいります。
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