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コンベンション開催支援助成金交付要綱の
一時的な運用見直しを行いました

　新型コロナウイルス感染拡大の状況が続く当面の間、支援条件の緩和や感染拡大防止対策の
経費を新たに助成します。助成にあたっては諸条件がありますので、まずはお気軽にお問い合
わせください。
宿泊助成（条件緩和）
　（ １ ）宿泊助成金の交付条件である延べ宿泊数５０泊以上を同２０泊以上に引き下げます。
　（ ２ ）宿泊助成額を（一人泊５００円から１，０００円に）増額する基準である、延べ宿泊数１００泊以上を同５０泊以上　
　　に引き下げます。

感染拡大防止対策経費への助成（新設）
　（ １ ）施設側が収容人数に制限を課しているために、又は主催者側が自主的に収容人数を制限するために、他の
　　　部屋や会場を借り上げる経費の一部を助成します（上限１０万円）。但し、施設側がその制限の補填をして
　　　いない場合に限ります。
　（ ２ ）主催者側として積極的な感染拡大防止対策を講じている場合、その経費の一部を助成します（上限１０万円）。
　（ ３ ）当ビューロー管内の施設を主会場としてハイブリッド方式（リアルとオンラインの混合型）等で大会を開
　　　催する場合、その経費の一部を助成します（上限１０万円）。

コンベンション開催報告
●全地域医療ＪＣＨＯ労組 第６７回定期全国大会 ●TOYOTA GAZOO Racingラリーチャレンジin富士山すその

　独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO）は、救急医療、
災害医療、へき地医療、周産期医療、小児医療やその他地域に
おいて必要とされる医療及び介護を提供する機能の確保を図る
ことを目的として、全国のJCHO病院・介護老人保健施設を運
営しています（ビューロー管内には三島総合病院があります）。
　これらの病院職員等で組織する全日本地域医療機能推進機構
病院労働組合は、安全・安心で患者・利用者とその家族の方々
から信頼される医療・看護・介護・健診を提供できる病院・介
護老人保健施設をめざし、職場環境の充実や職員の生活と権利
を守るために活動しています。
　今大会では、新型コロナウイルス感染防止のため、検温、マ
スク・フェイスガード等着用のほか、飲酒を伴う食事を避ける
などの会議時間外においても厳重に対策を行いました。議事に
おいても、感染対策に関する取り組みが議論されました。

　TOYOTA GAZOO Racingは、レースやラリー等を通して
技術や人を鍛えることを目的としたモータースポーツ活動です。
　ラリーチャレンジシリーズは全国各地で開催されています
が、裾野市は（全１３戦中第１１戦で） ４ 回目の開催となります。
　新型コロナウイルス感染症のため各地で中止が相次ぎました
が、慎重な協議を重ねるとともに、観客は招待制、マスク着用、
手指消毒や検温などの感染拡大防止対策を講じての開催となり
ました。
　競技関係者と招待者のみの参加となりましたが、協賛各社の
出店、モリゾウこと豊田章男トヨタ自動車代表取締役社長のラ
リー参加もあり、多いな盛り上がりをみせました。

主　　催　全日本地域医療機能推進機構病院労働組合
会　　期　２０２０．７ ．１８㈯〜１９㈰
会　　場　ホテルサンバレー富士見（伊豆の国市）
参 加 者　５３名　　　　延べ宿泊数　８４泊

主　　催　チームテイクス
会　　期　２０２０．１０．２４㈯〜２５㈰
会　　場　裾野市運動公園ほか
参 加 者　１５８名　　　　延べ宿泊数　５０２泊



　「新たな日本のMICEショーケース」は、新型コロナウイルスの感染拡大防止とMICE運営の両立に向けた実証
実験です。全国の会場をオンラインでつなげて「密」を防ぎ、新たなMICEの在り方を提示するもので、東京を
メイン会場として各地へ映像を届け、地方では独自プログラムが行われました。
　沼津会場では、静岡県東部・伊豆地域で観光誘客や地方創生などに携わってこられた産官学金各界の代表を
招き、暫く続くであろうwithコロナの時代における、観光やMICEによる地方都市の地域振興をテーマにパネル
ディスカッションを行い、全国に配信しました。
　このエリアが持つ富士・箱根・伊豆を繋ぐハブとしての好立地や、豊かな素材群を魅力ある商品として磨き上
げ効果的に提案できているか、関係者間のネットワークは十分に構築されているかなどをご議論いただきき、会
場では、サーモグラフィやフェイスガードなどの感染拡大防止対策も講じました。
　MICE誘致に厳しい状況が続く中で、安全で安心な運営形式を内外に示していくことができたと考えています。

　日　時：２０２０年 ７ 月２４日（祝・金）
　　　　　
　会　場：プラサ ヴェルデ
　　　　　コンベンションホールA

　討論者
　日本大学国際関係学部　　教授　宍戸　学さん
　沼津信用金庫地域創生部　部長　武田 守晃さん　
　三島市役所商工観光課　　課長　畠　和哉さん
　㈲タビーナ静岡　　代表取締役社長　望月 善人さん

　当ビューローは、国土交通省観光庁による同支援事業の対象都市に広島市とともに選定され、今年度の一年間、
同庁から継続的な支援を受けることになっています。
　同庁がインセンティブ旅行の専門家を派遣、関連施設をご視察いただき、管内の観光事業関係者によるワーク
ショップで、県東部・伊豆地域の強みや弱みを自己分析し、誘致のポイントなど有益なアドバイスを受けました。
　今後は、これら視察やワークショップを踏まえた地域資源の発掘・磨き上げ・効果的な提案の手法などを参加
者の皆で議論し 、最終的には誘致のアクション・プランを検討していきます。

MICEフューチャー・アクション「新たな日本のMICEショーケース」を開催しました

観光庁「海外のインセンティブ旅行誘致に関する支援事業」をすすめています

観光庁のご担当
　参事官（MICE担当）　平泉　洋さん
　MICE室 専門官　　　一ノ戸 展也さん

同庁が派遣する専門家と事務局のご担当
　THE J TEAM 株式会社 DMC
　　代表取締役　ゲライント ホルトさん
　MPI（Meeting Professionals International） Japan Chapter
　　　名誉会長　山本 牧子さん
　JTB グローバルマーケティング&トラベル
　　ミーティング&インセンティブ営業部　平間 令子さん
　JTB コミュニケーションデザイン
　　ミーティング&コンベンション事業部　井口 裕子さん

視察先（伊豆地域・１０月） 視察先（北駿地域・１１月）※富士山観光交流ビューロー協力事業
富士山三島東急ホテル（三島市、以下同）、三島スカイウォー
ク、酪農王国オラッチェ（函南町）、世界遺産 韮山反射炉（伊
豆の国市、以下同）、コナステイ、伊豆の国パノラマパーク、
修善寺温泉 竹林の小径（伊豆市）、戸田温泉（沼津市）、ラ
フォーレリゾート修善寺（伊豆市）

柿田川湧水群と泉水源地（清水町）、特種東海製紙 Pam（長
泉町）、富士スピードウェイ（小山町）、水ヶ塚公園・森の駅 
富士山（裾野市）、静岡県富士山世界遺産センター（富士宮
市）、マースガーデンウッド御殿場、御殿場高原リゾート時
之栖

ラフォーレリゾート修善寺でのワークショップ



●富士山三島東急ホテル
　（三島市一番町17-1）

　観光空間の環境衛生を整備し、その向上を目的に地
域で検証と導入を図り、計画・実行するプロジェクト。
　明日の沼津を考え、ホテル・旅館・レストラン・お
土産店・交通機関・観光施設・居酒屋などが地域ぐる
みで空間環境整備するプロジェクトです。

　コロナ禍の影響で苦慮している沼津茶の産地を盛り
上げるため、産地応援プロジェクト「はじめる沼津茶」
を開催中です。
　ティーバッグタイプの沼津茶 ９ 万個を用意し、 ９ 月
下旬から地元の学校や観光地で配布しています。幅広

感染防止対策
　宿泊、飲食、交通、レジャーなど業種ごとに感染防

加盟施設、店舗募集中！
お問い合わせ　沼津観光協会 ☎︎０５５−９６４−１３００

　三島駅南口から徒歩 １ 分、最上階の展望
風呂、地元食材を提供するレストラン、そ
して大窓を配した客室のそれぞれから富士
を感じることができるアーバンリゾートホ

観光庁「誘客多角化等のための魅力的な滞在コンテンツ造成」実施事業に採択されました

プロジェクトＣＣＣ（沼津観光協会） はじめる沼津茶キャンペーン（JAなんすん）

い年代の方々に沼津茶を飲んで知って
いただき、茶を飲むきっかけをつくっ
ています。水出しの方が、よりおいし
くお飲みいただけます。

最上階展望風呂

テルです。富士箱根伊豆
の周遊観光の拠点として
ご利用ください。

止対策基本チェックシートを用いて、
感染防止対策に取り組み安心してご来
店頂けるよう取り組んでいます。

　取組に参加している店
舗・事業所などは共通のス
テッカーを掲示し安心して
ご利用いただけます。

　当ビューローは、国土交通省観光庁による、地方公共団体や観光地域づくり法人（DMO）などに向け公募さ
れた「誘客多角化等のための魅力的な滞在コンテンツ造成」における実施事業に、下記のとおり採択されました。
　これは、コロナの時代に於いて、観光イベントや観光資源をより安全で集客力の高いものにすることが目的で、
採択された実証事業を同庁が支援し、滞在コンテンツ造成に向けた取り組みの方向性の調査や検証をおこなうも
ので、１００パーセント国庫補助となっています。

事 　 業 　 名　　富士山周遊サイクリング魅力造成事業
実 施 主 体　　南富士山フロンティア観光連携協議会（事務局：静岡県東部地域コンベンションビューロー）
事 業 概 要　　　東京五輪・パラリンピック自転車ロードレース競技の開催地として世界の注目が集まる北駿地域で、

コロナの時代に於いても一定の安全性と快適性が確保できる自転車というツールを最大限に有効活用し
て地域の観光資源を掘り起こし、サイクリストにその魅力を効果的に発信していくとともに、地域の観
光事業者を巻き込んだ緊密な広域連携を図り、より経済波及効果を高められるコンテンツを地域一体と
なって開発していく体制を整えます。主な取り組みは以下の ３ つです。

　　　　　　　　　①サイクリストの受入体制と立寄拠点の整備
　　　　　　　　　②宿泊施設の整備（「輪泊」などの普及啓発）
　　　　　　　　　③魅力的なモデルコースの作成とその効果的な情報発信
事業対象地域　　駿東郡小山町、御殿場市、裾野市

　新たにご入会いただきました。よろしくお願いいたします。

新規賛助会員のご紹介



コンベンションビューロー賛助会員を募集！
当ビューローでは、県東部への集客と地域活性化を図るため、コンベンション等の誘致や開催支援
をしています。このビューローの活動を理解し、支援していただける企業や団体を賛助会員として
募集しております。お気軽にお問合せください。

〒410-0801　沼津市大手町1-1-3 沼津産業ビル3階
TEL：055-964-1800　FAX：055-951-7877
URL：https://www.shizutou-cb.jp/

静岡県東部地域
コンベンションビューロー

　酪農王国株式会社さん、函南町役場さん、函南町商
工会さん、函南町観光協会さんなどが参加する函南町
農泊推進協議会さんが、農林水産省関東農政局「ディ
スカバー農山漁村の宝」優良事例に選定されました。
　函南町農泊推進協議会さんは「地域資源の再発見！
モゥっと楽しむかんなみ」をキャッチフレーズに、地
域内の観光促進事業の統一、地域内外との連携、地域

　伊豆箱根鉄道株式会社さんが、台湾鉄路管理局（本社：台湾台北市、局
長：張政源）の礁溪（ジャオシー）駅と同社の伊豆長岡駅の「姉妹駅協定」
を２０２０年１１月４日㈬に締結しました。

足柄駅前交流センターと誓いの丘がオープン（小山町）

台湾鉄路管理局「礁溪(ジャオシー )駅」×「伊豆長岡駅」姉妹駅協定締結

　町内屈指の富士山のロケーションを誇り、足柄峠からの町の玄
関口でもある「誓いの丘公園」をリニューアルしました。公園内

◆誓いの丘公園

には既存の誓いの鐘、ハートのモニュメント等に
加え、新たに隈研吾建築都市設計事務所の設計に
よる東屋やトイレを設置し、より快適に景色を楽
しむ事ができます。

　この協定を通じて相互理解と信頼を深め、友好関係をよ
り強化するとともに、今後は相互送客と両駅の交流活動を
通じてお互いの発展が図られます。

　ＪＲ足柄駅舎と小山町役場足柄支所を兼ね備える足柄駅前交流
センターが開設されました。隈研吾建築都市設計事務所による設

◆足柄駅前交流センター開設

計で、富士山に向かい上るような屋根、左右ガラ
ス張りの開放感あふれる屋内が特徴です。木材は
地元産の「富士山－金時材」のみを使用。憩いの
場として賑わっています。

　 １ 年に渡る工事を経て三島市民文化会館がより安全
で使いやすい施設に生まれ変わりました（１０月 １ 日リ
ニューアルオープン）。改修ポイントとして、イベン
ト広場の整備、照明のLED化、内装の改修、会議室・
リハーサル室にホール催事確認用モニターの設置、舞
台設備（音響・照明）・空調設備（１００%換気システム）

三島市民文化会館 指定管理者／株式会社ＳＢＳプロモーション ディスカバー農
む ら

山漁村の宝

更新等が挙げられます。また、全館オ
ンライン（光回線LAN・Wi-Fi）対応
しておりますので、WEB会議、ライ
ブ動画配信にもぜひご利用ください。

資源を活用した交流客数の増加
と地域の活性化を目的に、体験・
学習プログラムや旅行商品の造
成に取り組んでおられます。

ディスカバー農山漁村の宝とは
｢強い農林水産業」、｢美しく活力ある農山
漁村」の実現のため、農山漁村の有するポ
テンシャルを引き出すことにより地域の活
性化、所得向上に取り組んでいる優良な事
例を農林水産省が選定し、全国への発信を
通じて他地域への横展開を図るものです。エントランスホール

●高精細印刷／編集　文光堂印刷株式会社


