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この度、パシフィコ横浜では「パシフィコ横浜 国際コンベンション誘致支援プログラム」をスター

トします。 

当プログラムは、誘致競争を勝ち抜いて開催を決めていただくために、パシフィコ横浜での国際

会議を計画される主催者に、誘致経費の一部をパシフィコ横浜が提供する、主催者応援のプログ

ラムです。 
 

安倍内閣の「経済財政改革の基本方針 2007 ～「美しい国」へのシナリオ～」では、我が国での

主要な国際会議の開催件数を、5 年以内に現在の 5 割以上伸ばし、アジアにおける最大の開催国

を目指すことが盛り込まれております。 

しかしながら、国際会議の約 7 割となる学術系国際会議の誘致では、先生方が研究の合間を縫

って活動され、初期予算も少なく、立候補をためらっているのが現状です。 

「パシフィコ横浜 国際コンベンション誘致支援プログラム」は、特に誘致時の主催者の経費負

担を軽減するために、一部経費をパシフィコ横浜が負担するものです。 

このような誘致段階での主催者支援プログラムは、全国のコンベンション施設や民間団体では

初めての、画期的な取組みです。 
 

これまでも、パシフィコ横浜では、横浜市・財団法人横浜観光コンベンションビューローと協力し

て、数多くの国際会議を誘致し、成功に導いてまいりました。JNTO 統計 2005 年（※）によると、パ

シフィコ横浜での国際会議開催件数は、会場別で全国 3 位、外国人参加者数では全国 1 位と、大

型国際会議の開催地として高い評価を得ております。 

しかし、全世界では国際会議開催地の約 8 割が欧米で、近年アジアとアフリカでの開催が増加

傾向にあるものの、日本はアジアの中でも中国、韓国、シンガポールに次ぐ位置となっています。 
 

横浜での国際会議開催件数をさらに伸ばし、パシフィコ横浜の企業理念「学術・文化・産業の発

展を通じて、地域の活性化と国際平和に貢献する」を実現するためにも、「パシフィコ横浜 国際コ

ンベンション誘致支援プログラム」を主催者の皆様にご利用いただきたいと願っております。 
 

本プログラムの詳細につきましては、別紙をご参照いただくとともに、パシフィコ横浜担当者まで

ご連絡下さい。 
 

※ 「独立行政法人国際観光振興機構（JNTO） コンベンション統計」2005 年より 
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【国際会議決定までの主な流れ】 

 

 

 

 

 

 

事務局立ち上げ      数都市が立候補 

 
 

 

 

【参考】 「独立行政法人国際観光振興機構（JNTO） コンベンション統計」より 

 

1. 会場別国際コンベンション開催件数 

 2003 年 件数 2004 年 件数 2005 年 件数 

1 位 経団連会館 112 経団連会館 139 経団連会館 96

2 位 京都大学 64 大阪大学 78 東京大学 74

3 位 パシフィコ横浜 63 京都大学 73 パシフィコ横浜 73

4 位 名古屋大学 58 パシフィコ横浜 72 名古屋大学 70

5 位 大阪国際会議場 53 大阪国際会議場 58 大阪大学 63

 

2. 会場別国際コンベンション外国人参加者数 

 2003 年 参加 

者数 

2004 年 参加 

者数 

2005 年 参加 

者数 

1 位 大阪国際会議場 11,007 国立京都国際会館 10,745 パシフィコ横浜 7,059

2 位 国立京都国際会館 10,542 パシフィコ横浜 7,530 国立京都国際会館 6,833

3 位 神戸国際会議場 6,061 大阪国際会議場 4,936 神戸国際会議場 5,585

4 位 パシフィコ横浜 5,473 東京ビッグサイト 4,919 神戸ﾎﾟｰﾄﾋﾟｱﾎﾃﾙ 4,374

5 位 東京国際フォーラム 3,626 福岡国際会議場 3,504 福岡国際会議場 3,801

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜開催での立候補をご決定い

ただいた時点から、本プログラム

の対象になります。 

国際団体へ

立候補 

申し込み 

国内候補地 

選定 

国際団体に

よ る 立 候 補

地の視察 

国際団体で

の決定 

（投票等） 



【別紙】 

1. 名称   

 「パシフィコ横浜 国際コンベンション誘致支援プログラム」 

 

2. 目的 

・国際会議を誘致する主催者が国際誘致競争に勝つため、誘致時点から支援をすること 

・パシフィコ横浜での国際会議開催件数を増加させること 

 

3. 対象団体 

パシフィコ横浜を会場として国際コンペに立候補する協会団体 

 

4. 対象コンベンション 

次の①～③の全てを満たし、下記の A コース・B コースのどちらかにあてはまる国際会議 

①パシフィコ横浜での開催が初めてのもの 

②パシフィコ横浜の知名度向上と、横浜の学術・文化・国際交流・経済の振興に寄与するもの 

③政治目的・宗教目的以外のもの 

 

■A コース  ・主催：     国際団体本部・国際団体支部 

・参加者数：  1,000 人以上 うち海外参加者 400 人以上 

・参加国数：  5 カ国以上（日本を含む） 

・パシフィコ横浜会場使用料： 30,000 千円以上 

■B コース   ・主催：     国際団体本部・国際団体支部・日本の協会団体 

・参加者数：  300 人以上 うち海外参加者 30 人以上 

・参加国数：  5 カ国以上（日本を含む） 

・パシフィコ横浜会場使用料： 10,000 千円以上 

 

5. 支援金額 

■A コース  最大 200 万円  

誘致活動経費 最大 100 万円 + 開催時における経費 最大 100 万円 

■B コース  最大 100 万円 

               誘致活動経費 最大 50 万円 + 開催時における経費 最大 50 万円 

 

6. ご利用いただける経費内容 

広告宣伝費（説明会やイベント開催経費、ホームページ立ち上げ費 など）、印刷費（誘致企画書、

ポスター、パンフレットなどの経費 など）、会場借上費（誘致・立候補時の現地事務局設営や説明

会のための会場費など）、交通費（国際団体本部からの横浜事前下見の渡航費 など）、宿泊費

（国際団体本部要人の横浜事前下見の滞在費 など）、その他特に必要と認められる経費 

 

7. 申込み 

   随時受付。申込書等必要な書類をご提出いただきます。詳細はお問い合わせください。 

 

8. 問い合わせ先 

パシフィコ横浜 営業部 営業企画課  担当： 大内・楠本 

TEL 045-221-2158  FAX 045-221-2136 

〒220-0012 横浜市西区みなとみらい 1-1-1 

E-MAIL  ouchi@pacifico.co.jp   kusumoto@pacifico.co.jp 


