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平成 31 年 3 月 20 日
理事⻑ 清野 智

平成 30 年度下期 MICE アンバサダーに 4 名が就任しました！
日本政府観光局（JNTO）は、この度、新たに 4 名の方を MICE アンバサダーに任命しました。
MICE アンバサダープログラムは、国際会議の日本誘致を推進するため、学術分野や産業界において、国内外に対し
強い発信⼒やネットワークを持ち、日本の顔として「国際会議開催地としての日本」の広報活動や国際会議の誘致活動
に寄与いただける有識者の方々を MICE アンバサダーとして任命し、その活動に対して⽀援を⾏う制度です。
現在、65 名の有識者の方々に MICE アンバサダーに就任いただいており、MICE アンバサダーの活躍により、平成 30
年度下期には新たに 5 件の会議*の日本での開催が決定しました。これにより、平成 30 年度に MICE アンバサダーが関
与し日本への誘致に成功した会議数はのべ 10 件となりました。
JNTO では今後も、MICE アンバサダープログラムを効果的かつ強⼒に展開し、さらなる国際会議の誘致に努めます。
*詳細は別紙をご覧ください。

◆平成 30 年度下期 MICE アンバサダー

※敬称略

大塚 攻（おおつか すすむ）

広島大学 大学院 生物圏科学研究科附属 瀬⼾内圏フィールド科学教育研究センター 教授
海洋プランクトン学、特にクラゲ類とカイアシ類の研究の第一人者。日本プランクトン学会評議員、World Association of
Copepodologists 評議員を務めている。2006年度日本動物分類学会賞、2013年度 Zoological Science Award 受賞。

鈴⽊ 五十三（すずき いそみ）

古賀総合法律事務所 代表弁護士 マネージング・パートナー
2005 年まで国連安全保障理事会補償委員会委員として湾岸戦争の補償問題を担当。LAWASIA（アジア太平洋弁護士
協議会）元会⻑、ICSID（国際紛争解決センター）日本政府指名仲裁人候補、日弁連国際活動に関する協議会議⻑、
アジア国際法学会日本協会理事、IBA（国際法曹協会）常務理事。また 2016 年には築地市場移転問題補償検討委員会
の座⻑に任命されるなど、国内外の法曹界で要職を歴任。

田中 仁（たなか ひとし）

東北大学 大学院 工学系研究科 教授
⽔工学、海岸工学、環境⽔理学の専門家。公益社団法人土⽊学会・東北⽀部⻑。2017 年まで国際⽔理学会（IAHR）
の理事を務めるなど、国内外の土⽊工学・海岸工学・⽔工学の発展に大きく貢献している。2016 年国際⽔理学会アジア太平洋
地区部会 Distinguished Membership Award 受賞。

矢野 晴美（やの はるみ）

国際医療福祉大学 医学教育統括センター・感染症学 教授
臨床感染症学・医学教育学・公衆衛生学の専門家。⽶国内科学会日本⽀部理事、日本医学教育学会 学会国際化委員会
委員、欧州医学教育学会上級会員 (AFAMEE), 厚生労働省 麻しん風しん対策推進会議 構成員、内閣府等 薬剤耐性
（AMR）対策普及啓発活動表彰審査委員。2018 年度⽶国内科学会日本⽀部 Contribution Award 受賞。感染症および
医学教育の分野において海外の国際会議に多数参加し国内外に多くの人脈を築いている。

【お問い合わせ先】
MICE プロモーション部
TEL：03-6691-4852

佐藤・安藤・齋藤・豊島・康
Email：conference_ambassador@jnto.go.jp
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別紙
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森田 洋平（沖縄科学技術大学院大学 准副学⻑〈広報担当〉）
International Conference on Systems Biology -ICSB（第 20 回システムバイオロジー国際会議）
2019 年 11 月 1 日〜11 月 5 日
600 名（外国人 300 名）

開催都市

恩納村

予定参加国数

30 ヵ国

馬 書根（⽴命館大学 理工学部 ロボティクス学科 教授）
IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems –IROS（第 30 回 IEEE/RSJ 知能ロボットとシステムに関する国際会議）
2022 年 10 月

開催都市

2,500 名（外国人 1,500 名）

予定参加国数

京都
50 ヵ国

今井 一郎（北海道大学 名誉教授）
International Conference on Harmful Algae –ICHA（第 20 回国際有害有毒藻類学会）
2022 年 11 月

開催都市

600 名（外国人 550 名）

予定参加国数

広島
50 ヵ国

松田 和洋（エムバイオテック株式会社 代表取締役・マイコプラズマ感染症研究センター⻑）
Conference of the International Organization for Mycoplasmology -IOM（第 24 回国際マイコプラズマ学会）
2022 年
800 名（外国人 500 名）

開催都市

大阪

予定参加国数

—

山口 正洋（東北大学大学院工学研究科 電気エネルギーシステム専攻 教授）
IEEE International Magnetics Conference –INTERMAG（第 60 回 IEEE 国際応用磁気会議）
2023 年

開催都市

1,500 名（外国人 500 名）

予定参加国数

仙台
50 ヵ国

*下期：平成 30 年 10 月 1 ⽇〜平成 31 年 3 月 19 ⽇までの期間
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