
 

 

平成２８年度事業計画（案）  
（平成 28年 4月 1日から平成 29年 3月 31日まで） 

 

１．ブライダルに関する調査研究ならびに情報の収集及び提供（定款第 4 条第 1項関係事業） 

（１）調査研究事業 

１）ブライダルサービス現場を対象とする以下のアンケート調査を実施する。 

   【目 的】 ブライダル営業現場の実情を把握する 

   【時 期】 平成 28年 8月 

   【調査地】 東京 

① ブライダル関係のお仕事の上で、過去 1年間にトラブルがありましたか 

② 出入り業者、テナント等、対業者間との間で過去１年間にトラブルがありましたか 

③ 対お客様との間で、過去 1年間に結婚式・披露宴の契約に係わるトラブルがありましたか 

④ 対ご結婚のお客様との間で、過去 1 年間にその他のトラブルがありましたか 

⑤ この仕事をしていてうれしかった事は何ですか 

⑥ ブライダルの仕事を通じて、あなたが最も感動したことは何ですか 

⑦ あなたがいま一番知りたいことは何ですか 

⑧ あなたが職場で一番悩んでいることは何ですか 

⑨ 仕事の上での疑問点がありますか 

⑩ お客様との対応で一番困ったことは何ですか 

    

２）人前式を中心とする結婚式のあり方に関する調査研究   

今年は・現在アメリカで流行っている人前式に習って我が国流の「司式」を研究して    

業界誰でも使えるように公表する 

Wedding ceremony was Conducted by a minister → Conductor 

A master of ceremonies → Master 

A chair person → Chairperson 

A director of wedding → Director 

officiate → 司式を務める → Officiator？ 

Rector/priest/pastor/chaplain/dean/deanery/clergyman/parson/minister 

/ministry/reverend/doyen/ 

 

３）業界が取り組む「未婚化対策」に係るセミナー等事業創出のための調査及び研究  

   ① 厚生労働省国立社会保障人口問題研究所・内閣府からの情報収集と、経済産 

業省サービス産業統計局への協力及びデータを参考に業界の実態を把握する。 

   ② 自衛官・警察官・公務員等の結婚に関する課題解決のための調査研究 

   ③ 婚活議員連盟「結婚喚起活動に係る相談」との活動計画 

   ④ 国民一般に対する未婚化対策活動のあり方を研究する 

 



 

 

４）ブライダル業界の信頼を築く民法改正等に伴う業界の実態調査 

   【目 的】「民法」「消費者契約法」「下請け取引法・視は来訪」「労働法規」「食品リサイクル

法」「食品表示法」「衛生管理・食中毒」「消費者契約法」等、ブライダル事業に   

直接関わる「法律の遵守」について、省庁等と協働して経営の改善を図るための基

盤整備に着手する。 

※ 企業及び事業者間の「取引等に関するトラブル事例調査」 

 

５）業界のコンプライアンス等に係る情報の収集等 

   【目 的】その他のコンプライアンスに係る課題を収集、ブライダルサービスの資質向上に 努める。 

※ 独立行政法人国民生活センターとの協同による「トラブル・クレーム」実態調査 

※ 営業現場の課題収集 

※ トラブルの未然に防ぎお客様の信頼を築くための研究 

 

６）経済産業省及びその他の省庁からの調査要請に係る協力 

 

７）学術団体（学会）への研究参加 

【目 的】産学連携によるブライダル事業における諸課題について調査研究等を行い、   

特に「未婚化対策のあり方」等に関する調査研究を行う。 

【事 業】学術団体「余暇ツーリズム学会」における「ブライダル分野研究部会」活動。世界

で最も成熟した産業である我が国の婚礼事業であるが、これを学問として捉え、国

民や行政にも影響を与え国民の生活文化の向上に寄与するような研究活動を行う。 

また、余暇ツーリズム学会等における学生の研究活動をサポートし、学会における

研究発表等を積極的に行う。 

【余暇ツーリズム学会・ブライダル分野研究部会活動】 

① 未婚化・少子化対策に係る国・行政・教育機関・ブライダル業界のあり方の研究 

② 本部主催の研究会並びに地方支部での研究部会におけるワークショップへの参加 

③ 余暇ツーリズム学会の論文集におけるブライダル特集を企画 

④ 専門学校・大学ブライダル教職員を中心とするブライダル研究学会（仮称）設立 

⑤ 産学連携による結婚喚起事業の創出 

⑥ 産学協同による「我が国の婚礼サービス」等の「国際化」に関する研究 

⑦ 大学生・専門学校生等「学生」と共に「未婚化対策」の進め方を考える 

 

８）その他、当協会の目的を達成するための調査研究 

→ 会員専門学校の研究発表会等への協力 

→ 会員専門学校の教育課程編成委員会への協力 

 

  



 

 

９）ブライダル業界高齢者雇用推進事業 

我が国では、急速に高齢化が進行しています。平成 26年版（2014 年版）高齢社会白書に

よると、我が国の高齢化率（全人口に占める 65 歳以上の人口の割合）は 25.1%に上昇し、

世界の主要国で最高水準となっている。今後も高齢化は一層進行し、最新の人口統計では

2060年の高齢化率は 40％近くに達する見込みである。 

こうした中で、中長期的には、労働力人口の減少が見込まれることから、高齢者が長年

培った知識・経験を十分に活かし、社会の支え手として意欲と能力のある限り活躍し続ける

社会が求められている。  

産業団体内に推進委員会を設置し、高齢者雇用に関する具体的な実態把握等を行うこと

により、産業毎の高齢者雇用をより推進するために必要な事項を把握し、ガイドラインとし

て取りまとめ、普及啓発を行う。平成 28 年度の事業計画は、別紙のとおり。 

   

（２）広報事業 

１）経済産業省はじめ各省庁発信（国の指示等）の業界への広報（認知等）活動 

※ ブライダル事業に直接関係する法律等の改正等に伴う普及啓発等 

 

２）ＢＩＡ ホームページのリニューアル 

   ※ BIAと会員、会員間のコミュニケーションツールとしての Web開発 

   ※ 一般向けての情報のためのホームページ・アプリの開発 

   ※ BC連絡網の作成 

※ 未婚化対策特別ページを作成・国民一般に情報を開示するホームページ 

    

 ３）ブライダル産業新聞による「BIA活動情報公開」    

  ※ 毎月 21日号において各 1ページ掲載（業界への広報） 

 

４）出版物・発行物等 

① ブライダルコーディネーターによる「結婚の素晴らしさ」編纂 

② 改訂版ブライダル用語辞典の発行 

③ アシスタント・ブライダル・コーディネーター（ABC）検定テキストの改訂発行 

④ 魅力的なブライダルコーディネーターを目指す BRUSH-UP BOOKの発行 

⑤ 新 BIAパンフレットの発行とブライダル産業フェア等における広報配布 

⑥ ブライダルコーディネーター養成講座パンフレットの作成及び募集活動 

⑦ ブライダルコーディネーター養成講座レジュメ、資料集の作成 

⑧ The Master of Bridal Coordinator コンテスト接客ロールプレイング試験 DVD の作成 

⑨ フレッシュパーソン・ブライダルサービスセミナー教科資料作成 

⑩ 高齢者雇用推進事業に係る報告書の発行 

⑪ 業界検定調査研究事業に係るテキストの発行（1級・2級・3級） 

業界検定に係る啓発事業・広報宣伝（業界対象・一般対象） 

５）ＢＩＡ会員企業等への通信連絡事項処理 

 各事業・支部活動等の広報、官庁からの広報・連絡事項について、FAX通信、メール通信、

文書通信、HP配信等で行う。 

  なお、ホームページのリニューアルにより情報発信を強化する。 



 

 

６）会員が出版する書籍等の紹介・広報宣伝 

 会員から連絡の有った書籍に関して、ブライダル産業新聞 毎月 21日号や、ホームページ

等にて紹介 

     

７）ＴＶ等マスメディアへの情報提供協力（ＢＩＡ事務局で選択協力） 

   取材及び協力依頼の内容を吟味した後、必要に応じ取材に協力をする。 

 

８）その他、当協会の目的を達成するための広報事業 

【未婚化対策事業を目的とする支援及び具体的活動のための調査及び研究】 

【目的】ブライダル文化振興のために全国の地域で活動する団体等への活動支援を行い 

情報交流のためのネットワーク作りを構築するための調査及び研究。 

◆ ＢＩＡ地域支部 

① 北海道・東北支部 支部長 武田 靖子  

② 関東・甲信越支部 支部長 本中野 真  

③ 中部支部 支部長  斉藤 克弥  

④ 関西支部 支部長  北垣 真紀  

⑤ 中国支部 支部長  羽原 俊秀  

⑥ 四国支部 支部長  住田  浩 

⑦ 九州支部 支部長   

⑧ 沖縄支部 支部長  比屋根 利通 

 

未婚化対策研究事業を目的とする支援及び情報交流（全国 BMC 及び各地区 BMC） 

◆ 全国Ｂ．Ｍ．Ｃ.役員 

全国B.M.C.    

会  長 斉藤 克弥（金沢東急ホテル） 

事務局長 小滝 勝秀（金沢東急ホテル） 

会計役  藤本 茂雄（ホテルグランヴィア広島） 

監査役  吉田  亮（ホテルメトロポリタン盛岡） 

相談役  清原 當博（ホテルオークラ東京） 

◆ 各地区Ｂ．Ｍ．Ｃ. １２団体 

① 北海道B.M.C. 
会  長 小板  寛（センチュリーロイヤルホテル） 
事務局長 福永 謙二（京王プラザホテル札幌） 

② 東北B.M.C. 
会  長 佐々木隆治（八戸プラザホテル） 
事務局長 小原 伸一（ホテルメトロポリタン盛岡）  

③ 東京B.M.C.  
会  長 菅野 俊郎（東京ドームホテル） 
事務局長 鈴木 一郎（第一ホテル東京） 

④ 北陸B.M.C.  
会  長 湯上  均（ホテルグランテラストヤマ） 
事務局長  中野 敦彦（金沢東急ホテル） 

⑤ 名古屋B.M.C. 
会  長 野田 成彦（ウェスティンナゴヤキャッスル） 
事務局長 松田 英昭（ウェスティンナゴヤキャッスル） 

⑥ 大阪･兵庫B.M.C. 
会  長 田中 貴郎（リーガロイヤルホテル） 
事務局長 吉田 尚人（住吉大社 吉祥殿） 

  



 

 

⑦ 京滋奈B.M.C. 
会  長 土井 洋一（琵琶湖ホテル） 
事務局長 杉野 嘉一（大津プリンスホテル） 

⑧ 四国B.M.C.  
会長兼事務局長 中西 克行（ザ クラウンパレス新阪急高知） 

⑨ 中国B.M.C. 
会  長 藤原 浩二（倉敷国際ホテル） 
事務局長 山中 公明（倉敷アイビースクエアー） 

⑩ 広島B.M.C. 
副 会 長 山脇 健史（リーガロイヤルホテル広島） 
事務局長 田渕 潤太郎（ひろしま国際ホテル） 

⑪ 九州B.M.C. 
会  長 喜納 政共（タカクラホテル福岡） 
事務局長 尾崎  保（ホテルセントラーザ博多） 

⑫ 沖縄Ｂ．Ｍ．Ｃ. 
会  長 安里  保（沖縄都ホテル） 
事務局長 金城 友秀（ハイアットリージェンシー那覇沖縄） 
 

 

※ 地域のブライダル活動団体と協議して「全国規模の未婚化対策」に取り組む 

1. 箱根・小田原ブライダル協議会 

2. 結びの会 

3. 湘南ウェディング協議会 

4. 岡山県ウェディング協議会 

5. 東西絆会 

6. 関西ブライダル懇話会 

7. 香川ウェディング協会 

8. 群馬Ｗｅｄｄｉｎｇ Ｔｅａｍ 

9. 鹿児島県ウェディング協議会 

10. あだち文化ブライダル協議会 

11. ＴＡＭＡウェディング推進会 

12. つくばウェディング協議会 

13. 信州ブライダル協議会 

14. 山梨ブライダル協議会 

15. 金沢ウェディング協同組合 

16. きしゅうわかやまウェディング 

協議会 

17. 門司港レトロブライダル協議会 

18. 富山ウェディング協議会 

19. 横浜ブライダル発展会 

20. 軽井沢ウェディング会議 

21. 神戸ウェディング会議 

22. 川越ウェディング実行委員会 

23. 南港ウェディング会議 

24. 伊豆ウェディング協会 

25. 青山ウェディングタウンフォーラム 

26. 信州ウェディングプロジェクト 

27. 沖縄ウェディング協会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

結婚喚起活動と共に、新しい地域資源の開発・創造を行うことにより業界の活性化を図る 

 ※ 民間活動においては、少子化対策という大命題に直接関与することは出来ないが、 

   結婚が地域産業の最たるものであることを鑑み、結婚喚起活動によって結婚件数が増加した場合、
以下のようなことが考えられる。 

婚礼に直接間接に関わる式場をはじめ、装花、写真、映像、音響、照明、音楽、会場装飾、貸衣裳、
美容、エステ、司会等々のパートナー事業者及び食材や料飲等の原材料供給事業者、流通業者等、
地域産業への経済効果が期待できる。 

※ また、結婚喚起活動の手段として地域で開催する「協同イベント」等において、新たな地域資源の発
掘により地域の宣伝活動ともなり、それに集う住民によって「経済活動」にも結びつく。そのことが
新たな観光資源とも成り得ることも期待できる。 

※ この活動の課程において、生ずるであろう、学校教育との連携により、生活文化の向上に寄与するこ
とが出来、我が国の美しい「伝統・慣習・しきたり・もてなし」などの再発見に繋がる「文化貢献」
の一助となす。 

※ それらの活動と「美意識と接遇」により、海外からのお客様の集客資源とも成り得る。 

これらの情報活動により、教育・文化・地域資源の発掘･観光等に相乗効果を生む。 

※ これらの活動により地域活性化、経済効果、地域文化の向上に期待できる 



 

 

９）結婚喚起活動・未婚化対策に係る広報活動 

① 一般市民を対象とする研修会等に係る広報活動 

② 著名人をアンバサダーとして任命し、未婚化対策への取り組みを PRする 

③ 一般市民を対象とした、「将来の家族への想い」を募集し、結婚観を醸成 

④ その他未婚化に関する広報宣伝活動 

    具体的取り組み内容は、以下のとおり。 

 

BIA 未婚化対策（結婚喚起）策の展開について 

１ 目的 

当協会事業の重点施策である“未婚化対策”への取り組みとして、これから結婚を考える  

世代に対し、将来の家族の素敵さを想像してもらうことで、ポジティブな家族観や結婚観を

醸成するとともに、本活動の一般消費者への認知度を高めていくため。 
 

２ 施策の概要 

① これから結婚を考える世代に、将来の自分の家族を想像し、その想いを募集する 

② 上記、イベントを PRするため、著名人をアンバサダーとして任命する 

③ ブライダル産業フェア当日、任命式、イベント PRを実施 

④ 優秀作品を表彰（家族の日前後に、表彰イベントの実施） 

⑤ 表彰作品を HP上に公開し、広く消費者に告知 
 

３ 「未来の家族への想い」募集 

① テーマ：“「未来の家族」への想い” 

「将来自分が結婚したとき」を想像し、未来の配偶者や子供など家族への想いを      

自由に記述する 

② 募集期間 

平成 28年 6 月 21日～平成 28年 8月 31日 

③ 応募区分 

学生の部及び一般の部とし、未婚の男女 

④ 応募方法 

800字以内とし、専用サイトを開設し応募を受け付ける 

⑤ 告知方法 

Webサイト（協会 HP、懸賞サイト） 

会員企業来館者、会員校学生への応募依頼（リーフレット作成） 

⑥ 審査員 

有識者を含め、6名で構成（BIA2名、議員、経産省、学識者、著名人） 

予備審査を事務局にて実施する 

⑦ 審査発表 

平成 28年 11 月（家族の日前後）とし、表彰イベントを実施 

＜イベント案＞ 

著名人を招き、一般消費者を対象とした、未婚化フォーラムを開催し、そのなかで、    

表彰式を行う。余暇ツーリズム学会等との共催  



 

 

⑧ 表彰 

学生の部／一般の部、それぞれから最優秀賞 1名、優秀賞 5名、優良賞 10名選考 

審査員特別賞若干名に賞状及び賞金を授与 

最優秀賞 10 万円 優秀賞 2万円、優良賞（5,000円相当の記念品） 

⑨ その他 

応募作品については、当協会 HPにて公開する。 

応募作品に係る著作権等その他一切の権利は協会に帰属する 

 

４ アンバサダーの任命 

① 名称  

（仮称）BIA 認定ブライダルアンバサダー、（結婚喚起アンバサダー） 

② 任命者の氏名 （氏名は当日まで非公開とする） 

③ 活動内容 

・6 月 21 日ブライダル産業フェアにて、任命式及びイベントの PR（会長より）を実施

（芸能マスコミ等へ取材が見込める） 

・当協会が実施する結婚喚起イベントへの協力、SNS等での情報発信等 

④ 任期 

任命日（6 月 21 日予定）から翌年 3 月 31 日までとする。なお、再任に関しては、     

双方協議の上決定する。 

⑤ 経費 

任命式当日は、無償（レコード会社のプロモーションの一環） 

その後、イベント等出演費用はプロダクション交渉中 

 

５ 実施スケジュール 

① 5月 17日：未婚化 WGにて詳細決定 

② 5月 24日：第 15回 理事会にて承認 

③ 6月 7日：総会にて報告 

④ 6月 21日：ブライダル産業フェアステージ上にて 

       アンバサダー任命式、募集概要の説明、募集リーフレット等会員企業配布 

⑤ 8月 31日：募集締め切り、審査開始 ～10月末まで 

⑥ 11月中旬：審査発表、表彰イベント開催 

 

  



 

 

婚活議員連盟・婚活サミット宣言との関連性 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIA 支部組織＆BMC 地域活動組織 

婚礼産業発展を通じた地域活性化等 

業界全体の取り組みを模索する事業 

BIA は、結婚喚起活動・未婚化対策事業

に取り組む全国のブライダル業界等に広

報啓発し、地域での活動を支援 

全国・地域情報交流を中継し、研修会・

セミナー・イベント等の開催を通じて生

活文化の向上発展を国民に啓発 

・未婚率を 2 分の 1 に 

・結婚件数を 2 倍以上に 

・離婚件数を 2 分の 1 

・合計特殊出生率を 2.0 以上に 

・結婚の質（QOC）を高める 

※他産業との連携による地域活性化策 

・未婚率を 2 分の 1 に 

・結婚件数を 2 倍以上に 

・離婚件数を 2 分の 1 

・合計特殊出生率を 2.0 以上に 

・結婚の質（QOC）を高める 

※他産業との連携による地域活性化策 

BIA に於いても ①調査研究 ②研修会

セミナー ③産学協同事業 ④広報啓発

事業 ⑤イベント等の開催等 

全国・地域において、結婚喚起活動を

テーマとする研究会及びイベント等の

事業により業界全体で情報を共有する 

地域文化である婚礼に係る研修会･セミ

ナー・イベントを通じて地域の活性

化・生活文化の向上発展を市民に啓発 

国の少子化対策 ⇒ 「婚活議員連盟・婚活サミット宣言」（目標） 

・未婚率を 2 分の 1 に・結婚件数を 2 倍以上に・離婚件数を 2 分の 1・合計特殊出生率を  
2.0 以上に・結婚の質（QOC）を高める 

 

 

BIA は婚活サミット宣言に準じて：「民間・業界の立場で出来ることにチャレンジ」 

⇒ 結婚喚起活動・未婚化対策に注力し・地域活性化に繋がる活動の創出  

婚活議員連盟「婚活サミット宣言」に準じた「結婚喚起活動」＝「未婚化対策」に取り組ん

だ過程を都度広報し、産・官・学・地方行政・観光開発等の推進及び家族・家庭・地域社

会・国家における重要な、課題「少子化対策」に微力ながら寄与していく。 



 

 

２．ブライダルに関する人材育成事業 （定款第４条第２項関連事業） 

（１）ＢＩＡブライダルコーディネーター養成講座（ＢＣ）の開講 

【事業目的】お客様の期待に応え、満足を創造するプロフェッショナルとしてのスキルを向
上することを目的に、我が国トップの専門家・学術経験者等による専門教育を実
施する。 
人材育成委員会では、企業の顔を持つ婚礼営業現場の課題を解決するために、業
界が一致してテーマを「国民の信頼を築くリーダー・企業のエースをつくる」を
目指し、昨年の内容を踏襲、「お客様に信頼され、企業に歓迎され、自分のモチベ
ーションが上がるには」、に定め、発想法・創造力・表現力・伝達力を高め管理能
力を身につけ人間力の向上を図るにはどのような講師のどのような指導が適切
かを諮り、「シンボリックな人格形成」という、目標を立て、成功実例を多く取り
入れるなど、企業の期待に応えるカリキュラムとする。また、本プログラムでは、
ホテル・結婚式場営業現場はもとより、ブライダル教育、パートナー事業者など、
あらゆる業種に共通して必要とされる内容にするための研究を重ね、「もてなし
のエキスパート」プラス「リーダー育成計画」となるシラバスを構築する。 

 

【カリキュラム】別途配布のものをご参照ください。 

【第一会場】平成 28年 8月 23日（火）～25日（水）  目黒雅叙園 

【第二会場】平成 28年 8月 30日（火）～9月 1日（木） 横浜ロイヤルパークホテル 

【修 了 式】平成 28年 9月 14日（水）八芳園 

【参加者】全国のブライダル営業従事者 80人 
 

＜平成 28年度の受講者には以下の証明書を発行する＞ 

 なお、本講座の受講は、厚生労働省キャリア形成促進助成金（別添参照）の支給対象となる  

可能性があります。支給の対象となる要件は、最寄の都道府県労働局または、ハローワークへ 

お問合せください。 

Ｅｘｐｅｒｔ Ｂｒｉｄａｌ Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｏｒ 

当社には内閣府の認可事業として公益社団法人日本ブライダル文化振興協会が婚礼サービスの

専門職を対象に実施したエキスパート必須 36 講座 56 時間の全課程を修了し資格試験に合格し

た BIA認定「ブライダルコーディネーター」が在籍しています 

 

公益社団法人日本ブライダル文化振興協会（BIA） 

代表理事・会長 勝俣 伸 

副会長・人材育成委員長 清原 當博 

 

Registration of Expert Bridal Coordinator 
This is to certify that having completed all the requirements of 56 hours 36 subjects course of study in 

Professional Development Program is hereby awarded this Certificate which met during the summer of 

2018 Tokyo 

 

President  Shin Katsumata  
Representative Director of Education Masahiro Kiyohara 

 
 



 

 

（２）ＢＩＡアシスタント・ブライダル・コーディネーター（ＡＢＣ）検定試験の実施 

【事業目的】全国の専門学校・短期大学等のブライダル学科学生を対象として、就職を前に

これまで 2 年間学んできた中で最低これだけは復習をして来て頂きたいという

業界の要請に応えて卒業年度のブライダル関連の専門学校生を対象に実施する

ものである。 

第 17回検定試験：平成 29年 1月 26日（木）に全国一斉に実施 

 

（３）ＡＢＣ検定を企業内人材育成に活用している会員企業をサポートする 

【事業目的】顧客満足に係るサービスの向上のための企業内人材育成に活用 

    

（４）ＩＢＣ（Introduction to the Bridal Coordinator）検定の実施 

【事業目的】会員企業が主催する、一般企業の方及び一般学生等、将来ブライダルを志す人

を対象として一般企業が実施する人材育成事業への支援及び検定協力を行う。 

 

（５）専門学校・短大・大学等への協力等 

＜教育課程編成委員会 委員＞ 

・ 国際ホテル・ブライダル専門学校（新潟県） 

・ 横浜ｆカレッジ（神奈川県） 

・ 国際ファッションビューティ専門学校（栃木県） 

＜評議員＞  

・ 学校法人トラベルジャーナル学園 

・ 学校法人日本ホテル学院 

 

（６）全国専門学校・大学等における卒業制作発表会等への協力 

各学校の卒業制作発表会等の活動に協力し、若者への結婚理解、ひいては結婚喚起活動に

結びつくよう積極的に協力する。 

＜平成 27年度事例＞ 

・専門学校日本ホテルスクール 

・国際ホテル・ブライダル専門学校 

・横浜ｆカレッジ 

・その他の専門学校等 

 

（７）専門学校・大学ブライダル教職員を中心とする産学共同ブライダル研究 

全国専門学校大学ブライダル教職員セミナー及び余暇ツーリズム学会での研究会への参加 

 

（８）厚生労働省・ブライダル業界検定スタートアップ支援事業 

【目 的】 

「人材力強化」の必要性の一層の高まり、ジョブ型労働市場等の拡大に対応した円滑な転

職支援の必要性、非正規雇用労働者の増加に応じた多様な働き方の実現支援の必要性を背

景として、業界共通の能力評価の「ものさし」を整備し、経験・能力に応じた採用・処遇

等がなされることが重要な課題となっている。また、「日本再興戦略（平成 25年 6月 14日



 

 

閣議決定）」において、「多元的で安心できる働き方」の導入促進等を図るものとして「業

界検定等の能力評価の仕組みを整備」が掲げられ、「日本再興戦略改定版（平成 26年 6月

24日閣議決定）」においても、引き続き「業界団体への支援により、サービス分野等におけ

る実践的な「業界検定」の計画的な整備・拡大」が掲げられたところである。 

これら政府方針等を踏まえ、本事業は、特に労働需要の増加が認められ、非正規雇用労働

者のキャリアアップが課題として顕在化している業界に焦点を当て、業界検定のツール策

定、検定の試行実施等によるスタートアップを支援するとともに、業界検定構築のモデル

事例とし、「業界検定」の整備・拡大に資することを目的とする。 

 平成 28年度の事業計画は、以下の通り 

 

平成 28年度ブライダル業界検定スタートアップ支援事業特別委員会 

【本委員会】   

１．井上 博文  （前 HRS 会長）東洋大学名誉教授 

２．清原 當博  （BIA 副会長・人材育成委員長）ホテルオークラ東京 取締役会長 

３．勝俣 伸       （BIA 会長）富士屋ホテル（株） 代表取締役社長 

４．南  安       （BIA 常任理事・組織委員長）横浜ロイヤルパークホテル 専務取締役総支配人 

５．斎藤 伸雄  （BIA 常任理事・人材育成委員・研修委員長）迎賓館 TOKIWA 代表役員・館長 

６．石塚 勉       （BIA 常任理事・教育文化委員長）一般財団法人日本ホテル教育センター 理事長 

７．本田 敏彦  （BIA 理事・人材育成員）シティホテル美濃加茂 代表取締役社長 

８．比屋根 利通 （BIA 常任理事・沖縄支部長）（株）プレンティーホールディングス 代表取締役会長 

９．鈴木 直樹  （BIA 理事）（株）リクルートマーケティングパートナーズ・ブライダル総研 所長 

 

【評価者育成等 WG委員会】 

１．井上 博文  （前 HRS 会長）東洋大学名誉教授 

２．清原 當博  （BIA 副会長・人材育成委員長）ホテルオークラ東京 取締役会長 

３．山口 健太郎 （BIA 常任理事・調査研究委員長）帝国ホテル東京 営業部長 

４．住田 浩   （BIA 理事・四国支部長）ザ・チェルシー 代表取締役社長 

５．加藤 沙智子 （BIA 理事）（株）プロス 代表取締役社長 

６．高橋 泉   （BIA 理事）（株）レック 代表取締役   

７．日紫喜 誠吾 （BIA 研修委員）（株）ウエディングパーク 代表取締役 

８．太田 進   （BIA 理事）（株）オータパブリケイションズ 代表取締役社長 

９．内田 昌彦  （BIA 理事・人材育成委員）内田写真（株）代表取締役社長 

 

【教科書・筆記試験作成 WG委員会】 

１．小畑 貴裕  （BIA 人材育成委員）東京 YMCA 国際ホテル専門学校 学校長 

２．萩原 隆史  （群馬ウェディングチーム代表）アメイジンググレイス前橋 専務取締役 

３．安倍 トシ子 （BIA 少子化・未婚化対策委員）（株）オフィース・マリアージュ 代表取締役 

４．一色 德宣   （BIA 理事・人材育成委員）日本綜合テレビ（株） 代表取締役社長 

５．湯浅 泰敏  （BIA 常任理事・大賞委員長）（株）丸三屋 ブライダリウムミュー 代表取締役社長 

６．山本 浩子・中村 浩二（Master 試験作問委員）専門学校日本ホテルスクール 副校長 



 

 

７．長谷 晴義  （人材育成委員）（株）八芳園 代表取締役社長  

８．飯田 美代子 （BIA 人材育成委員）（株）明一美 代表取締役社長 

  

【実技試験作成 WG委員会】 

１．玉井 和博   大妻女子大学 教授  

２．遠山 詳胡子  （日本ブライダル大賞実行委員・B Master・BCCom 幹事）（株）MSC 代表取締役社長 

３．森  弥生  （BC 講師）(株)クレッシェンドプロデュース 代表取締役副社長 

４．菅野 俊郎  （BIA 理事）東京 BMC 会長・東京ドームホテル 料飲サービス部宴会サービス課 課長 

５．坪井 豊   （人材育成委員）(株)日比谷花壇 東日本事業統括部 東日本バンケット事業部 開発・渉外担当部長 

６．池田 義信   ブライダル産業新聞社 取締役編集長（BIA 担当） 

７．飛田 和子  （BIA 人材育成委員）（株）村上音楽事務所 常務取締役 

８．鈴木 良太郎 （BC 講師）（有）アニバーサリー 代表取締役社長  

 

【厚生労働省】所管・「業界検定スタートアップ支援事業」担当局課  

1. 宮本 悦子  厚生労働省 職業能力開発局 能力評価課 課長  

2. 和田 雄次朗 厚生労働省 職業能力開発局 能力評価課 課長補佐  

3. 菊池 克也  厚生労働省 職業能力開発局 能力評価課 職業能力評価推進係長  

 

【独立行政法人中央職業能力開発協会】（JAVADA） 

1. 高久 訓一  能力開発支援部 評価制度開発課 課長 

2. 竹内 俊文  能力開発支援部 評価制度開発課 開発第一係長 

3. 松本 恭   能力開発支援部 評価制度開発課 開発第二係長 

 

【シンクタンク】三菱東京 UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社  

1. 豊島 竹男 経済・社会政策部 主任研究員  

2. 田口 壮輔 経済・社会政策部 研究員 

3. 加藤  真 経済・社会政策部 研究員  

4. 三城 圭太 コンサルティング・国際事業本部 組織人事戦略部 コンサルタント 

5. 小山 厚郎 コンサルティング・国際事業本部 組織人事戦略部 コンサルタント 

 

【BIA事務局】公益社団法人日本ブライダル文化振興協会 

1. 野田 兼義  専務理事  

2. 佐々木 貴夫 事務局長 

3. 這禽 恵子  調査研究専門職（学習院女子大学講師・元 日本総合研究所研究員） 

4. 野田 ルミ  事務局 

5. 迫田 今日子 事務局 

 

 



 

 

３．ブライダルに関する研修会・セミナ－及びイベント等の開催（定款第 4 条第 3 項関連事業） 

 

（１）研修会・セミナー事業 

１）総会時の研修「出せ・出せ・出せ・出せ・知恵を出せ」シリーズ研修会の開催 

【目 的】知的生産性を高めるために 

【テーマ】「日本人の心を表すしぐさ～舞台俳優からのメッセージ～」（仮称） 

【日 時】平成 28年 6月 7日（火）16：10～17：40 

【場 所】ロイヤルパークホテル 

【講 師】俳優 二宮さよ子氏 

【参加者】150名 
 

２）関東甲信越支部主催 セミナー及び交流会の開催（東京会場） 

【目 的】（例）婚礼業界と政界の共通課題解決のあり方を探る「未婚化対策」 

【テーマ】（例）「人口減少社会と婚姻・未婚化対策」 

【日 時】未定 

【場 所】未定 

【講 師】（例）衆議院議員 西村 康稔氏 

【参加者】100名予定 
 

３）関西支部主催 セミナー及び交流会の開催（大阪会場） 

【目 的】（例）婚礼業界と政界の共通課題解決のあり方を探る「未婚化対策」 

【テーマ】（例）日本の少子化の現状と社会保障対策充実の必要性 

【日 時】未定 

【場 所】未定 

【講 師】（例）衆議院議員 石崎 徹氏（自由民主党財務金融副部会長）  

【参加者】100名（予定） 
  

４）東北支部主催 セミナー及び交流会「国民生活センターとの協同セミナー」等 

５）中部支部主催 セミナー及び交流会「国民生活センターとの協同セミナー」等 

６）中部支部主催 セミナー及び交流会「国民生活センターとの協同セミナー」等 

７）四国支部主催 セミナー及び交流会「国民生活センターとの協同セミナー」等 

８）中国支部主催 セミナー及び交流会「国民生活センターとの協同セミナー」等 

９）沖縄支部主催 セミナー及び交流会「国民生活センターとの協同セミナー」等 
 

10）「海外ブライダル事情視察団」経営者・マネージャー海外研修 

【目 的】海外ブライダル事情視察＆現地業界との情報交流 

【日 程】平成 28年度未定 

【訪問地】未定 

【参加者】10名～15名 

【参加費】実費負担   



 

 

11）全国専門学校・大学ブライダル教職員セミナーの開催 

【目 的】「人が資源」「資源を創る」という教員環境にあって、BIAでは、ブライダル 

業界の現状を把握して学校教育における課題を整理し、求められる人材と  

教育のあり方等に検討を加え教職員間のコミュニケーションを図る。 

【日 程】平成 29年 3月中旬（一泊 2日）を予定 

【会 場】未定（前年：香川県高松市）  
 

12）ブライダルコーディネーター修了者及び一般営業現場を対象とする勉強会の開催 

【目 的】ブライダル営業に携わる人の勉強意欲・探究心を支え、支援することで人間力の

向上、顧客満足度の向上に寄与する。 

【事 業】研修委員会事業 

【経 緯】当初 BIAが毎年夏に開催する「ブライダルコーディネーター養成講座（BC講

座）」に参加した方々がもっと勉強したい、もっと多くの同業の友人に触れたい

というニーズに応え、勉強会を呼び掛けて開催してきた。 

幹事会を設置して、広く業界に呼び掛け継続実施している。 

    【実施予定】 

①5月 17日（火）会場：FB0 

②7月 12日（火）会場：未定 

③未定 
 

13）フレッシュパーソンブライダルサービスセミナー 

  業界の新入社員及び新任の方を対象とするブライダルビジネス１日講座 

     【カリキュラム（案）】 

Ⅰ．ウェディングの基礎知識 

１．結婚儀礼の意味とビジネスセンス 

２．顧客の信頼を得るスタッフになるために 

３．ウエディングマーケットの現状と集客手法 

４．ウエディングマーケットのこれから 

Ⅱ．ウェディングのミニマムナレッジ 

１．ウエディングセレモニー 

２．ウエディングレセプション 

Ⅲ．新規セールスの手法 

１．ウエディングセールスの特徴 

２．新規接客の流れ 

３．ウェディングのセールストークの基礎 

４．新規接客に必要なベーシックツール 

５．これから求められるウェディングの人材像 
 

【講 師】 未定 BIA Master of Bridal Coordinatorから採用  

【日 時】 未定 9時～17時（セミナー）17時～18時 30分（交流会） 

【場 所】 未定    

【募集人員】100 名 

【参加費】 20,000 円 



 

 

14）関連団体の研修会・セミナー・イベント等への協力参加 

①結の会 

②箱根・小田原ブライダル協議会 

③湘南ウェディング協議会 

④岡山ウェディング協議会 

⑤群馬ウェディングチーム 

⑥その他の地域協議会 

⑦ジェイシック（JSC）との合同研修会 

⑧料飲業界元気を出す会合同研修会 

⑨全国ＢＭＣ、東京ＢＭＣの研修会 

⑩財団法人民族衣裳文化普及協会 

⑪料飲専門家団体連合会の研修会 

⑫ブライダル産業新聞社主催 

「ブライダル産業フェア」 

⑬オータパブリケイション主催研修会 

⑭リクルート総研 

『Good Wedding Award2016』 

⑮主たる専門学校主催イベント等 

⑯その他の関連団体との共同事業等 

 

15）経済産業省及び各省庁が主催するセミナー等への参加 

   

16）全国中小企業団体中央会研修会・日本生産性本部が主催するセミナー等への参加 

① 全国中小企業団体中央会研修会等への参加 

    月例研修会に参加 

② 公益財団法人日本生産性本部・サービス生産性協議会の研修等への参加 

    月例研修会に参加 

 

17）その他：支援団体・協力団体等の研修会・セミナー等の共同主催研修事業 

① 全国の BMC12地域との「未婚化対策事業セミナー」 

② ブライダル協議会等との「未婚化対策セミナー」 

③ その他の団体等との「未婚化対策セミナー」 

   

18）経営者研修会 

    ＜経営者・マネージャーを対象とする研修会の開催＞  

【日 程】1 泊 2日 

【テーマ】日本文化に触れる（茶道） 

【内 容】裏千家「茶道教授」五藤先生及び社による 

【会 場】会員ホテル又は会館 

【参加者】20人～30人 

 

19）日本ホスピタリティ・サービス産業団体協議会（ＪＳＣ）共同セミナー等 

【目 的】サービス産業に関わる団体が、団体運営に関わる情報を共有し、加

盟団体が抱える課題等の解決に協力し合うことにより、サービス産業

全体の資質の向上を図るため、それぞれの団体の特質を共有する勉強

会・検討会を継続実施している。「ジェイシック」（JAPAN 

HOSPITALITY & SERVICE INDUSTRY CONFERENCE）。事務局は FBOにお世

話になっている。BIA会員は誰でも参加できる。会長は BIA野田兼義

専務理事が務めている。 

      



 

 

【構成団体】 

1. 公益社団法人日本ブライダル文化振興協会 

2. 社団法人日本ホテルレストランサービス 

技能協会 

3. 全国 BMC/東京 BMC 

4. 日本フードコーディネーター協会 

5. 全国サービスクリエーター協会 

6. 日本ホスピタリティ推進協会 

7. 財団法人日本ホテル教育センター 

8. NPO法人 FBO 

9. 日本バンケット事業協同組合 

10. 現代儀典サービス有識者会議 

11. ジャパンテーブルアーティスト協会 

12. NPO日本マナープロトコール協会 

13. 財団法人民族衣裳文化普及協会 

14. NPO日本料理文化交流協会 

15. フェイスストレッチング協会 

16. 酒文化研究所 

17. NPO四條司家食文化協会 

18. フードコンサルタント協会 

19. 日本色彩環境福祉協会 

20. 電通パブリックリレーションズ 

21. 一般社団法人日本パーソナル   

カラリスト協会 

22. NPO 日本パーソナルカラー協会 

23. 一般社団法人ブライダルフラワー 

コーディネーター協議会 

24. 一般社団法人日本 CA協会 

（平成 28年 4月 1日現在 24団体） 

 

    ＜勉強会の開催＞（毎回各団体の概況や課題を発表し相互理解を深めている） 

①平成 28年度 第 1回 
【日 時】平成 28年 6月  
【場 所】NPO法人 FBO 事務局（FBOアカデミー） 
【内 容】常任理事会のご報告・平成 27年度の活動について等 

情報と意見交換会・各団体の本年度活動概要、意見交換・勉強会 
【講 師】未定 
 

②平成 28年度 第 2回 
【日 時】平成 28年 9月 
【場 所】NPO法人 FBO 事務局（FBOアカデミー） 
【内 容】情報と意見交換会・各団体の本年度活動概要、意見交換・勉強会 
【講 師】未定 
 

③平成 28年度 第 3回  
【日 時】平成 29年 2月又は 1月 
【場 所】NPO法人 FBO 事務局（FBOアカデミー） 
【内 容】情報と意見交換会・各団体の本年度活動概要、意見交換・勉強会 
【講 師】未定 
 

④平成 28年度 第 4回 
【日 時】平成 29年 3月 
【場 所】NPO法人 FBO  事務局（FBOアカデミー） 
【内 容】情報と意見交換会・各団体の本年度活動概要、意見交換・勉強会 
【講 師】未定 
     

  



 

 

20）和装振興事業等他団体との連携による新規事業開発（共同事業委員会・研修委員会） 

【目的】お客様の満足を創造するために会員企業等に対し各種新サービス提案を行う 

① 「BIA 和装振興事業」に関しては、「財団法人民族衣裳文化普及協会」のご協力を

頂いて事業の構築を図る。 

② 関連他団体と図り、新たにプロジェクトとして調整中である（BC修了者等を対象

とする和装に特化した勉強会の開催を行う） 

③ 財団法人民族衣裳文化普及協会からは、和装振興とオリンピックに向けて「サー

ビス業界は着物と英語でお客様を迎えよう」との共同事業の提案を頂いている。 

④ その他、財団法人「日本玩具文化財団」から、「テディベア」の元祖であるドイツ

「シュタイフ社」とのブライダル演出に関する共同事業の提案を受けている。 

  

21）その他のセミナー等の可能性を探る 

① 経済産業省との連携で経産省のサービス産業政策及び動態調査報告会 

② 農林水産賞との連携で食品リサイクル法や、食品表示のその後 

③ 厚生労働省との連携で HRM・採用と高齢者採用の問題等 

④ 文化庁・通過儀礼・日本の礼法・日本のしきたり 

⑤ 宮内庁・皇室の儀礼・皇室の婚礼・皇室のしきたり等 

⑥ 東京都との連携による「消費者からの相談」等各種交流 

⑦ 政府・自民党（国会議員婚活連盟）との情報交流 

⑧ 少子化対策・未婚化対策・結婚喚起セミナー 

 ・全国 BMC・東京 BMC・地域 BMCとの協同事業 

 ・全国協議会との協働セミナー  

⑨ 一般市民を対象とする公益社団法人本来の活動「未婚化対策に繋がるセミナー創出 

【創出事例】 

・結婚を考えている人を対象とする「結婚医学」「結婚の意義」「儀式」講座 

・結婚式を考えている人を対象とする「結婚式のつくり方」「結婚式のあり方」  

「家族・家庭・家計」「美容・エステ」「しきたり」講座 

・結婚を控えた子女を持つご父兄を対象とする「子女の結婚に関する心構え」講座 

・地区別・職業別「結婚講座」（例）丸の内 OLのための「結婚に関する・・講座」 

・（例）官公庁職員独身者を対象とする「結婚に関する・・講座」（組合等と協同） 

・子供の将来を考えている両親を対象とする「結婚・・講座」 

・遊園地・子供会館・図書館・地域文化センターとの共同による「結婚と生活講座」 

・児童を対象とする「夢を抱かせる・・ゲームや物語や教育」への積極アプローチ 

・ファイナンシャルプランニングセミナー 

・ライフプランニングセミナー 

・礼法教室・茶道教室・和装教室 等 

・その他の結婚喚起に繋がる実現を目指したセミナー等 

⑩ ブライダル営業現場のスキルアップセミナーのシリーズ化 

⑪ マネージャーセミナーHRM・マーケティング・従業員満足・マネジメント等 

⑫ 経営者セミナー「ブライダルから日本を変える」「ブライダルによる地域創生」 

⑬ 海外研修旅行 

⑭ 国内研修旅行 

⑮ BC・Com 勉強会 

⑯ その他 

  



 

 

（２）イベント事業 

１）経済産業省後援「The Master of Bridal Coordinator」 コンテストの開催 

【目 的】 

"The Master of Bridal Coordinator"を日本のブライダル業界に従事する方々に与える特別

な称号として認定をし、知識・経験・品格を兼ね揃えたコーディネーターを選出するコン

テストとする。 

選ばれた「マスター」がこの称号を誇りに活躍し、日本の結婚式に広く永く貢献すること

によって、ブライダル産業の向上発展に寄与する。 

最終的にウェディング実施率アップに貢献できる社会的イベントとする。 

 

【参加資格】：（参加種別 A・Bからどちらかを選択） 

参加種別 A： The Master of Bridal Coordinator コンテスト 参加資格 

◆ブライダル業界の業務経験がある方 

ブライダルコーディネーターに加え、美容、衣裳、写真、装花、ブライダルの教職等、

ブライダルに係わる業務経験者 

◆上記を満たし、且つ以下の条件をご了承いただける方 

・筆記試験結果の順位及び氏名、会社名の公表（上位 20名） 

・論文テストの内容及び氏名、会社名の公表（上位 10名） 

・接客ロールプレイングコンテストの映像収録 

・前項の映像の BIA活動においての使用 

◆当コンテストにおける「マスター」の称号をお持ちでない方 

 

参加種別 B： 筆記試験のみの参加資格 

◆ブライダル業界の業務経験がある方 

 ブライダルコーディネーターに加え、美容、衣裳、写真、装花、ブライダルの    

教職等、ブライダルに係わる業務経験者 

◆筆記試験結果の順位及び氏名、会社名の公表（上位 20名）の了承 

◆論文テストの内容及び氏名、会社名の公表（上位 10名）をご了承いただける方 

 

【参加費用】：会員企業・非会員企業 共に無料 

 

【応 募】申込用紙に必要事項を記入の上、BIA事務局へお申込みください。 

 

◆個人応募：個人での参加。コンテストの詳細や個人成績は個人宛に連絡いたします。 

◆法人応募： 

・法人単位で各試験会場に付き 1名～10名での参加。 

・コンテスト詳細や各成績はご指定の窓口へ取りまとめて連絡いたします。 

・法人用申し込みフォームは BIA事務局までお問い合わせください。 

・社員研修の一環としてご活用ください。 

 

◆募集人数：（筆記試験） 

仙台会場：先着 50名限定 

東京会場：先着 100名限定 

金沢会場：先着 40名限定 

大阪会場：先着 50名限定 

岡山会場：先着 50名限定 

 

◆応募期間：平成 28年 2月 1日（月）～平成 28年 4月 13日（水）まで 



 

 

【実施内容及び日時・場所】 

（１）筆記試験 

① 論文テスト（論題） 

「結婚式（挙式・披露宴）の実施率を UPするための方策について、あなたの考えを述

べよ」をテーマに 1,000字以上 1,200字以内で記述せよ 

◆提出方法：提出期限：4月 15日(水)必着 

BIA事務局(mbc@bia.or.jp)へ提出。但し E-Mail添付に限る 

◆提出書式：MS-Wordまたはテキスト／A4 縦用紙／横書／文字の大きさ「10.5pt」 

文頭にテーマを明記のこと 本文：1,000字以上 1,200字以内 

MS-Word・テキストの保存タイトルは申込者のフルネームを記入すること 

なお、審査基準は資料①をご参照ください。 

◆審査基準：別に定める審査基準に準じる（募集要項参照） 

 

② ブライダル一般教養テスト 

ブライダル全般からの出題（マークシート方式 300問 60分） 

◆開催日：平成 28年 4月 21日（木） 

14：00～14：45 受付 

14：45～15：00 オリエンテーション 

15：00～16：00 ブライダル一般教養テスト 

◆会 場  

① 仙台会場：戦災復興記念館（宮城県仙台市青葉区） 

② 東京会場：FBO アカデミー（東京都文京区） 

③ 金沢会場： DESTINO BROOKLYN NEW YORK（石川県金沢市泉野出町） 

④ 大阪会場：リーガロイヤルホテル大阪 （大阪府北区中之島） 

⑤ 岡山会場： ザ マグリット（岡山県岡山市丸の内） 

  

（２）接客ロールプレイング試験 

◆開催日：平成 28年 6月 7日(火)10：00～  

BIA 第 4回総会／研修会／懇親会と同日開催 

◆会 場：ロイヤルパークホテル  

 

【選考方法・結果発表】 

１）筆記試験 

小論文テスト（100点満点）及びブライダル一般教養テスト（300問 300点満点）の結

果を基に以下の要領で順位を決定し、コンテスト参加資格Ａを満たす方のうち、上位

10名が接客ロールプレイング試験への出場権を得る 

  ◆【順位確定要領】 

① テスト毎に点数の高い方から順に順位をつけ、さらにその順位の数字をポイント       

として合計し、ポイントの低い方を上位とする 

（例：小論文テスト 3位、ブライダル一般教養テスト 5位の方の場合、ポイントは 3+5

で「8」となる） 

② ①にて同点の場合は、各テストの合計点が高い方を上位とする 

  ◆【結果発表】：平成 28年 5月 16日(月)10：00から当ホームページにて発表 

 

  



 

 

２）接客ロールプレイング試験：本試験のみの点数上位３名に「マスター」の称号を授与 

【結果発表】：ＢＩＡ 懇親会(6月 7日（火）18：00～20：00)内で発表 

以後、当ホームページにて１年間掲載 

【賞】上位 3名へ"The Master of Bridal Coordinator"の称号を授与 

グランプリ 【10万円（1 名）・記念盾（認定書）・バッジ】 

準優勝      【5万円（1名）・記念盾（認定書）・バッジ】 

3 位    【3万円（1名）・記念盾（認定書）・バッジ】 

4～10位   【1万円（7名）】 

【論文試験審査員（14名 五十音順敬称略）】 

審査員名 屋号 審査員役職 

安部トシ子 (株)オフィース・マリアージュ 代表取締役社長 

池田 義信 （株）ブライダル産業新聞社 編集長 

上野由賀里 Big Smile Wedding プロデューサー 

小田 拓也 （一社）日本パーソナルカラリスト協会 専務理事 

木村 正人 迎賓館ＴＯＫＩＷＡ 営業部 ブライダル部長 

高橋 香織 国際ホテル・ブライダル専門学校 教務部部長 

坪井  豊 (株)日比谷花壇 開発渉外担当部長 

遠山詳胡子 (株)エムシイエス 代表取締役 

徳江順一郎 東洋大学 国際地域学研究科国際観光学 准教授 

中村 浩二 専門学校日本ホテルスクール 教育部 第二教務室 教官 

古内 美沙 大阪ブライダル専門学校  

宮国 雅人 (株)ビューティトップヤマノ 専務取締役 

湯浅  泰敏 ブライダリウム  ミュー 代表取締役社長 

脇本あづさ A-style 芦屋ブライダル・フォーマル研究所  
 

【接客ロールプレイング試験審査員（20名 五十音順敬称略）】 

審査員名 屋号 審査員役職 

山口 徳彦 経済産業省 商務情報政策局サービス政策課サービス産業室 室長補佐 

池田 義信 （株）ブライダル産業新聞社 編集長 

井上 博文 東洋大学 名誉教授 

江波戸秀樹 横浜 f カレッジ 学科責任者 

太田  進 （株）オータパブリケイションズ 代表取締役社長 

齋藤 伸雄 迎賓館ＴＯＫＩＷＡ 代表役員 

佐藤 和彦 (株)プラスビー 代表取締役 

鈴木 直樹 (株)リクルートマーケティングパートナーズ ブライダル総研 所長 

鈴木良太郎 （有）アニバーサリー 代表取締役社長 

住田  浩 ザ・チェルシー 代表取締役社長 

高橋  泉 （株）レック 代表取締役 

日紫喜誠吾 (株)ウエディングパーク 代表取締役社長 

村田 順子 （株）帝国ホテル 営業部次長 兼 宴会予約課長 

森  弥生 （株）クレッシェンドプロデュース 代表取締役副社長 兼 営業本部長 

葭田  昌一 富士屋ホテル（株） 専務取締役 富士屋ホテル 総支配人 

内山めぐみ  一般審査員 

堀井 春菜  一般審査員 

佐藤 紫典  一般審査員 

生嶋 麻子 

土佐 晶子 

 俳優 

土佐 晶子  俳優 



 

 

２）ブライダル産業新聞社主催「ブライダル産業フェア」への出展 

【目 的】ブライダル産業新聞社主催「ブライダル産業フェア」に出展し、 

BIA事業の広報活動を行う 

【日 時】平成 28年年 6月 21日（火）～22日（水） 

【場 所】東京ビッグサイト 

 

３）総会時の展示会 

【目 的】会員企業の事業説明と会員間の相互理解を図る 

総会後の懇親会場内において、会員企業等のＰＲブースを設け会員に 

出展各社の事業紹介を行う。 

【日 時】平成 28年 6月 7日（火）18：00～20：00 

【場 所】ロイヤルパークホテル 

 

４）「料飲業界元気を出す会」の共同開催企画に参加 
【目 的】料飲業界の活性化を図る 

料飲業界 12団体及び日本ホスピタリティ・サービス産業団体協議会が中
心となり、各界に呼びかけて、相互に情報を交流し料飲業界全体の向上発
展を目指す。 

【日 時】平成 28年 9月 5日（月） 

【場 所】ホテルオークラ 

  

５）財団法人民族衣装文化普及協会の民俗衣裳文化功労者表彰式等への協力 

① 会員団体である財団法人民族衣装文化普及協会が毎年 1 月に明治記念館で開催する

「文様・織り・染などの伝統技術者等、功労者に対し、永年に亘り「三笠宮妃殿下」

（名誉総裁）より「民俗衣裳文化功労者表彰」が授与されてきた文部科学省後援の事

業に協力。 

② 財団法人民族衣装文化普及協会の「全国浴衣クイーンコンテスト」への協力 

全国から選抜された方々を対象に、「全国浴衣クイーンコンテスト」を実施している。

ＢＩＡもこれに協賛し毎年最終審査会の審査員として参加している。優勝者は、文部

科学省等の公的事業に親善大使として参加。 

 

６）一般社団法人日本パーソナルカラリスト協会等への研修協力及び事業後援 

 会員団体「一般社団法人日本パーソナルカラリスト協会」のイベント事業後援 

     

７）料飲専門家団体連合会名誉利き酒師表彰式への協力 

  



 

 

   

８) 未婚化対策事業（研修・イベント）→（未婚化対策委員会・研修委員会で検討） 

① 内閣府はじめ各省庁との連携による事業発掘 

② 他団体との協力による事業発掘 

③ 結婚情報業とのコラボによる「マナー教室」等の検討・事業発掘 

④ 全国専門学校・大学・短大等の学生への「結婚の素晴らしさ」等の講演等の開発 

⑤ 全国地方行政が行っている「結婚対策事業」（過疎対策・定住化）への協力・支援 

⑥ 中央官庁の職員（労働組合・共済組合等を通じた）へのアプローチ 

⑦ 各種セミナーの開催<会員企業の>お客様を対象に要請に合わせて開催を検討する 

・未婚化対策セミナー 

・ファイナンシャルプランニングセミナー 

・ライフプランニングセミナー 

⑧ ブライダル総研とのコラボレーション「未婚化対策事業」 

⑨ 一般市民を対象とするセミナーの開発 

 

９）専門学校イベント等の支援と積極参加協力（平成 27年度事例）  

① 4月：専門学校等の入学式 

② 11月学校法人日本ホテルスクール、日本語・英語弁論大会 

③ 平成 28年 2月各専門学校卒業制作発表会等への協力 

④ 3月：卒業式来賓出席 

 

10）他団体及び会員企業のイベント等の事業への後援・協力事業 

    【後援事業】 

① 「和食検定事業」（（一財）日本ホテル教育センター） 

② 「ウエディングプレビュー2016・17」（（学）岩崎学園 横浜ｆカレッジ） 

③ 「GOOD WEDDING AWARD 2016」リクルート ブライダル総研 

④  群馬ウェディングチーム「アワード 2016」 

⑤  BMCアワード「2016」支援 

⑥  その他 

【協賛事業】 

・国際ホテル・レストラン・ショー 

・ブライダル産業フェア 

・その他関係団体主催ブライダルイベントへの協賛 

  



 

 

４．ブライダルに関する内外関係機関との交流及び協力事業 (定款第 4条第 4項関連事業) 
 

（１）他団体との交流 

１）料飲業界元気を出す会との交流協力 

２）全国の神社との交流協力 

３）全国 BMC、東京 BMCとの交流及び協力→隔月に行われる研修会・交流会への参加 

４）JSCとの合同勉強会等の交流及び協力→四半期毎に行う勉強会への協力 

５）ホスピタリティ・マネジメント学会との交流及び協力→学会参加 

６）余暇ツーリズム学会との研究交流 

７）料飲専門家団体連合会との交流及び協力 

８）全国サービスクリエーター協会との交流及び協力 

９）全国ホテル＆レストラン人材協会との交流及び協力 

10）全国のブライダル学科を持つ専門学校との交流及び協力 

11）全国地方自治体との交流及び協力→問い合わせ等への協力 

13）結の会との交流及び協力(会長が齊藤理事)→情報交流・勉強会等への参加 

14）消費者相談センターへの協力→情報交流・消費者相談への協力 

15 （公財）日本生産性本部との交流及び協力→人材育成等のプロジェクト等への協力 

16）仕事能力研究学会との交流及び協力 

17）全国のブライダルコーディネーターOB会との交流及び協力→BIA活動として支援 

18）（社）日本ホテル・レストランサービス技能協会(HRS)との交流及び協力 

19）（NPO）日本フードコーディネーター協会との交流及び協力 

20）（一財）日本ホテル教育センターとの交流及び協力 

21）（財）民俗衣裳文化普及協会との交流及び協力 

22）日本バンケット事業共同組合との交流及び協力 

23）（NPO）日本ホスピタリティ推進協会との交流及び協力 

24）（NPO）日本料理文化交流協会との交流及び協力 

25）ジャパンテーブルアーティスト協会との交流及び協力 

26）国際観光白山会との交流及び協力→学会・教育情報交流 

27）現代儀典サービス有識者会議との交流及び協力 

28）日本マナー・プロトコール協会との交流及び協力 

29）顧客満足推進協会との交流及び協力 

30）一般社団法人日本パーソナルカラリスト協会との交流及び協力 

31）箱根・小田原ブライダル協議会との交流及び協力 

32）湘南ウェディング協議会との交流及び協力 

33）岡山ウェディング協議会との交流及び協力 

34）沖縄ウェディング協会との交流及び協力 

35）東西絆会設立準備及び活動との交流及び協力 

35）地方ブライダルコーディネーター勉強会等への参加協力 

36）大学生の卒業論文作成等に係る便宜供与 

37）関西ブライダル懇話会との交流及び協力 

38）国内報道機関との情報協力→情報提供・プロジェクトプランニング協力 

39）一般社団法人日本ブライダルフラワー協議会 

40）日本キリスト教団、ブライダル宣教団等キリスト教団体との交流協力 
 

（２）国際文化情報交流 

１）社団法人韓国 Wedding 産業振興協会（KOWA）との文化情報交流 

２）在日外国大使館への文化情報協力等 

３）トルコ共和国政府観光局・トルコホテル協会・トルコ婚礼団体・トルコ航空との交流 

４）ハワイで活躍する会員事業所との情報交流 

５）その他の海外サービス団体との情報交流開発 



 

 

５．その他本会の目的を達成するために必要な事業（定款第４条第５項関係） 

 

（１）その他の相談対応等に係る活動等 

① 全国の消費者相談センターからの結婚式場に係るクレーム相談対応 

② 全国の消費者からの婚礼に係る質問等に対する対応 

③ 会員・非会員企業からの問い合わせへの対応 

④ 全国のブライダルコーディネーターからの質問に係る対応 

⑤ マスコミへの協力対応（TV、新聞、ラジオ等）適宜判断して行う。 

⑥ 経済産業省始各省庁等からの協力要請に対する対応 

⑦ その他ブライダル関連事項への対応   

1. 金沢ウェディング協同組合 

2. きしゅうわかやまウェディング協議会 

3. 門司港レトロブライダル協議会 

4. 富山ウェディング協議会 

5. 横浜ブライダル発展会 

6. 軽井沢ウェディング会議 

7. 神戸ウェディング会議 

8. 川越ウェディング実行委員会 

9. 南港ウェディング会議 

10. 伊豆ウェディング協会 

11. 青山ウェディングタウンフォーラム 

12. 信州ウェディングプロジェクト 

13. 沖縄ウェディング協会 

 

２）記念誌の発行等 

   BIA結婚喚起施策（案１）：ブライダルコーディネーター対象 

   ブライダルコーディネーターが語る『心に残る素敵な結婚式』 募集要項 

 趣旨 

ＢＩＡ20 周年を記念し、これまでにブライダルコーディネーターが実際の接客現場で体験

してきた最も心に残っている素敵な結婚式を募集し、世間に向けて発信していくことで、こ

れから結婚を考えるカップルに結婚式の良さを伝え、結婚喚起に繋げていくため 

 テーマ 

『心に残る素敵な結婚式』 

これまでにコーディネーター自身が担当したなかで、最も心に残っている素敵な結婚式の

エピソード（苦労話や失敗談等を含む）を自由に表現させる 

 募集期間 

2016年○月○日～2016年○月○日 

 応募対象者 

ブライダルコーディネーター及びブライダルマネージャー養成講座修了者及び会員企業の

ブライダル従事者 



 

 

 応募方法 

1,600字以内（Word形式Ａ4サイズ 1枚、10.5pt）とする（別途応募フォームを準備） 

 審査等 

優秀作品等の審査は行わない。 

応募いただいた方全てに、薄謝（記念品又は QUOカード 1,000円分）を進呈 

 活用方法等 

応募作品を取りまとめ、協会 HP、会報誌等への掲載 

冊子化し、会員企業等に配布（製本 or簡易印刷） 

 所要経費 

1,000,000円 

（薄謝 1,000円×100人、編集印刷 500,000円、諸経費 200,000円） 

 その他 

応募作品に係る著作権その他一切の権利は協会に帰属する。 

  HP等への掲載に当たっては、表現を一部修正する場合がある 

  個人情報は公開しない 

 

BIA結婚喚起施策（案 2）：一般消費者対象 

   『結婚を決めた あの瞬間』コンテスト 募集要項 

 趣旨 

BIA が進める、未婚化、結婚喚起対策の一環として、結婚を決めたカップルの生の幸せい

っぱいのエピソードを募集し、発信することで結婚予備軍のカップルたちに、結婚や家庭

の良さを伝えていくため 

 テーマ 

『結婚を決めた あの瞬間』 

あなた自身が結婚を決めた瞬間（言葉、体験、エピソード等）を自由に表現してください 

① タイトル 

② タイトルにまつわるエピソード、解説等 

 募集機関 

2016年＊月＊＊日（＊） ～ 2016年＊月＊＊日（＊） 

 応募対象者 

既婚者及び結婚式を予定しているカップル等 

会員企業での結婚式を予定しているカップル、協会 HPでの告知 

 応募方法 

400字以内で、Word形式又は E－メールでの投稿 

 審査発表 

2017年 1月頃 （BIA新年会会場にて（予定）） 

 表彰 

最優秀賞／優秀賞 ほか （賞状及び記念品進呈） 

＊ すべての応募作品は協会に帰属します。また応募作品の返却はいたしません 

 所要経費 

1,000,000円 

（賞品等 200,000 円、編集印刷費 700,000円、諸経費 100,000円）  



 

 

委託事業実施計画内訳書 

事業名： 業界検定スタートアップ支援事業 

平成２８年度（平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日） 

内    容 詳   細 

１．事業実施計画（スケ 

ジュール等）の作成 

 

２．実施体制の整備 

 

 

（１）事務局の整備 

 

（２）関係企業、専門家等 

を交えた委員会（検討

委員会）の設置、検討 

（３）関係企業等からなる 

ワーキンググループ

の設置 

 

 

 

 

 

 

 

３．業界検定の開発 

（１）関係企業等に関する 

ニーズ調査 

 

（２）企業調査（職務分析）

の実施 

 

 

（３）評価ツールの整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成 27年度に実施。 

 

 

平成 27年度に設置した全体委員会、ワーキンググループ、ＢＩＡ事務

局の体制で引き続き業界検定の開発を実施する。 

 

平成 27年度に設置済み。 

 

平成 27年度で開発した試験基準、試験問題、カリキュラムおよびテキ

スト等について、試行実施の結果やアドバイザリーボード等からの指摘

等を踏まえ、さらに精度を高めるための見直しを適宜実施する。 

 ※委員会は年 3回を予定。 

※ＷＧは各４回（計１２回）の開催を予定。 

 各ＷＧの下で、（４）の試行実施に関する結果分析を実施し、試験基準

の見直し、実施要領、テキスト項目の修正を行う。また、翌年度の指定

試験機関の申請（国家検定の運営主体）を踏まえた検定のオペレーショ

ン全般に係る検討を実施、各運営マニュアルを含む運営管理規定の開発

検討を実施する。併せて、試行結果を踏まえ、検定運営開始後の安定的

な運営に必要となる実技評価者の育成に関する検討を行い、育成のため

のマニュアルを開発する。 

 

平成 27年度に実施。 

（平成 28 年度に補足的な調査が必要となった場合は、当協会会員企業

等へのヒアリング等で適宜対応する。） 

 

平成 27年度に実施。 

（平成 28 年度に補足的な調査が必要となった場合は、当協会会員企業

等へヒアリング、委員会での分析等で適宜対応する。） 

 

平成 27年度に開発、作成したツールについて、アドバイザリーボード

や厚生労働省の指摘や試行実施の結果等を反映させた完成版を作成す

る。 

１）検定試験問題の開発 

試行実施の結果等を踏まえた（ＷＧでの検討を踏まえ）検定問題の見

直し修正を実施、これを踏まえた追加作成等を行う。 

※修正も含めて 1,200問を想定する。 

 また、実技試験については要素試験、ロールプレイング等の実践的な

試験を作成する（試行実施用の設問及び修正も含め、各職種、全階層で

600問を想定する。） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）業界検定の試行実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５） 関係企業等に対す

る研修会の実施 

 

（６）事業進捗の報告等 

 

 

 

（７）報告書のとりまとめ 

 

 

２）検定試験のテキスト、マニュアルの作成 

試行実施の結果を踏まえ、ＷＧでの見直しを反映したテキストを作成

する。 

 

３）検定の実施体制の整備 

 試行実施の結果を踏まえ、実施要領の修正を行うとともに、検定の運

営全体に係るオペレーションの検討を踏まえ、検定の運営管理規定を作

成する。 

 

４）検定の評価者育成 

試行実施に併せて、実技評価者の研修を実施する。また、２回目の

再試行に併せ、１回目の修正点を反映した研修を実施する（計２回） 

 

実施時期は関係企業と調整を行い実施することとし、再検証も含め各

階層２回の試行を行う（10人×６種（２職種×３階層）の規模で実施す

る。）。 

 試行結果はＷＧにおいて総合的な検証を行い、課題を抽出、分析して

改善を行うとともに、分析結果は３（３）の評価ツールに反映（基礎と

なる試験基準の見直し、修正も含む）、検定問題の検証、テキストの検証、

運営マニュアルの検証、評価マニュアルの検証・修正に反映させる他、

検定と連携する講習（カリキュラム）の検討・開発や検定実施・運営の

オペレーション全体に係る検証も行い、開発する検定の実施に備えた各

種規定、マニュアルの素案作成に反映する。 

 

本検定の幅広い活用を進めるため、ブライダル事業者や専門学校等を

対象に、普及啓発のための研修会を全国８会場で実施する。 

 

別途開催されるアドバイザリーボードへの参加（試行実施のアドバイ

ザリーボード委員の視察を含む。）、事業実施報告を行い、指摘事項に対

応する。また、厚生労働省からの適宜のヒアリング、資料要求等に対応

する。 

 本事業（２年間）の事業結果を取りまとめ、アドバイザリーボードへ

の報告、審査を受け、平成 28年度の事業終了時に厚生労働省に事業結果

報告を提出する。 

 

 

受託事業費（28年度分） 35,340千円 

 調査研究費（委託）   8,000千円 

 調査研究費       3,631千円 

 支払報酬        5,070千円 

 テキスト作成・編集   6,814千円 

 人件費         6,620千円 

 その他         5,205千円 

 



 

 

ブライダル業 高齢者雇用推進事業 

事業報告および事業計画 

 

１．事業目的 

 わが国では急速に少子高齢化が進展する中、労働力不足は深刻な課題となりつつあり、その解決策

として高齢者がこれまで長年培ってきた知識や経験、技術、意欲を十分に活かし、社会に役立ててい

くことが求められている。 

 ブライダル業界においても、女性の就業比率が高い一方で結婚・出産による退職者も多く、また、

新卒者の 1年以内の離職率が高いなどの課題を抱えている。 

 また、ブライダルサービスは、飲食を提供するレストランやホテルなどのサービスと違い、実際の

サービスが提供されるまでの時間が長く、多様な業種・職種との連携・協働により成り立っており、

専門的な知識や経験、技能などが求められる業界でもある。 

 こうした業界の課題を解決し、業界の発展を図る上でも、今後とも高齢者の活躍の場や機会を積極

的に作っていくことが必要となっている。 

 そのため、本事業は、平成 27 年度及び平成 28 年度の 2 年間にわたり実施するものである。    

平成 27 年度は、ブライダル業界の高齢者雇用の実態を把握するとともに高齢者雇用に対するニーズ

や課題を分析し、事業者、従業者ともに魅力ある職場・業界となるような高齢者雇用推進のための  

ガイドライン作成を目的として実施する。 

 

２．平成 27年度の事業概要 

 平成 27年度に実施した事業は以下のとおりである。 

 

（１）アンケート調査 

  全国のブライダル会員企業及び専門学校と会員企業の従業員を対象にアンケート調査を実施し、

高齢者雇用の実態及び課題・問題点、ニーズ、雇用制度等の実態等を把握し、ガイドライン作成に

資する分析を行った。 

 

 ①事業者アンケート 

  調査対象：BIA会員企業のうち、婚礼施設及び婚礼関連事業者（人材派遣、結婚紹介業、広告・

出版業は除く） 

  調査方法：郵送による配布・回収 

  発送・回収数：247 票配布（うち 4票は無効票）、有効回答数は 76票（無効票を除いた 243票に

対する有効回答率 31.3％） 

②従業員アンケート 

  調査対象：事業者アンケート対象企業・施設の従業員（50歳代及び 60 歳代の男女） 

  調査方法：事業者（人事担当者）より手渡しによる配布、郵送による回収 

発送・回収数：247 事業所より従業員用調査票を 4 票配布（全体で 988 票配布）、有効回答数は

118 票（回答のあった企業 76社の配付数 304票に対する有効回答率 38.8％） 

 ③教育機関アンケート 

  調査対象：BIA会員の教育機関 

  調査方法：郵送による配布・回収 

発送・回収数：152票配布、回答数は 76票（回答率 50.0％） 

 



 

 

（２）ヒアリング調査 

  アンケート調査結果を踏まえ、高齢者を積極的に活用している企業や、業界で影響力のある企業

等を対象に、高齢者雇用の現状や課題、将来的な高齢者雇用への考え方や方策等についてヒアリン

グ調査を実施した。また、ブライダル事業に携わる 60 歳以上の従業員に対してもヒアリング調査

を実施した。 

  調査対象者は、事業所 8社、従業員 4人である。 

 

（３）推進委員会の開催 

  本事業の概要や調査結果の検討等、事業全般について討議を行うことを目的に、推進委員会を計

4回開催した。 

  なお、推進委員会のメンバーは以下の通りである。 

（順不同、敬称略） 

  座長：藤本 真   独立行政法人労働政策研究・研修機構 副主任研究員 

委員：勝俣 伸   富士屋ホテル（株） 代表取締役社長 

     長谷 収   （株）八芳園 代表取締役会長 

     山口 健太郎 帝国ホテル東京 営業部長 

     森 弥生   （株）クレッシェンドプロデュース 代表取締役副社長 

     成澤 順平  （株）ブライダルプロデュース 執行役員 横浜迎賓館 総支配人 

     比屋根 利通 （株）プレンティーホールディングス 代表取締役会長 

     大西 欽也  （株）コンパル 代表取締役社長 

     太田 進   （株）オータパブリケイションズ 代表取締役社長 

     坪井 豊   （株）日比谷花壇 東日本事業統括部 東日本バンケット事業部 開発・渉外担当部長 

 

（４）事業報告書の作成 

  推進委員会での検討内容や議論、調査結果等の活動内容をとりまとめ、事業報告書を作成し、 

会員等へ配布する。 

 

（５）事業実施期間 

  平成 27年 6月 1日～平成 28年 3月 15日 

 

（６）委託先 

  委員会資料作成をはじめ実態調査等は、シンクタンクに委託して行った。委託先シンクタンクの

メンバーは以下の通りである。 

   坂本 俊英   一般財団法人日本総合研究所 調査研究部長 

   小林 由里子        同       主任研究員 

   内田 誠一         同       主任研究員 

 

 （７）実施体制 

  本事業の運営・推進は、以下の体制で行った。 

   野田 兼義   公益社団法人日本ブライダル文化振興協会 専務理事 

   佐々木 貴夫           同          事務局長代理 

   這禽 恵子            同          調査研究担当職 

   野田 ルミ            同          事務局 



 

 

３．平成 28年度の事業内容・事業実施方法 

 平成 28年度は、平成 27年度の実態調査結果及び推進委員会において検討された現状や課題、方策

等を踏まえ、ブライダル業ガイドラインを作成する。また、調査結果をはじめ事業経過を報告書とし

てとりまとめる。事業の概要は以下のとおりである。 

 

（１）ガイドラインの作成 

 平成 27 年度の調査結果や委員会での検討を踏まえ、ブライダル業界における高齢者雇用促進のた

めのガイドラインを作成する。なお、ガイドラインの内容としては、以下のような項目が考えられる。 

 

 ・制度面に関する改善（継続雇用、勤務形態、賃金・処遇等） 

 ・能力開発に関する改善（教育訓練、マニュアル化、技能伝承等） 

 ・作業施設等の改善（体力負荷軽減、視力等の機能低下対策等） 

 ・新職場・職務の創出等（事業の多角化・拡大、新規事業創出等） 

 ・ワークシェアリング等（時間・場所・業務内容のワークシェア等） 

 ・健康管理・安全衛生（体力増進、生活習慣病予防、メンタルヘルス、安全対策等） 

 ・定年前の準備支援（キャリアパス・ライフプラン研修、面談等） など 

  ※参考事例として、他社、他業種などの成功事例・取組など 

 

（２）啓蒙普及活動 

 会員企業等を対象に、東京及び大阪にてガイドラインセミナーを開催する。 

 

（３）推進委員会の開催 

 事業全般について討議を行うことを目的に、推進委員会を 3回開催する。 

なお、推進委員会は、引き続き H27年度のメンバーで構成する。 

（順不同、敬称略） 

座長：藤本 真   独立行政法人労働政策研究・研修機構 副主任研究員 

委員：勝俣 伸   富士屋ホテル（株） 代表取締役社長 

   長谷 収   （株）八芳園 代表取締役会長 

   山口 健太郎 帝国ホテル東京 営業部長 

   森 弥生   （株）クレッシェンドプロデュース 代表取締役副社長 

   成澤 順平  （株）ブライダルプロデュース 執行役員 セントジェームス迎賓館 総支配人 

   比屋根 利通 （株）プレンティーホールディングス 代表取締役会長 

   大西 欽也  （株）コンパル 代表取締役社長 

   太田 進   （株）オータパブリケイションズ 代表取締役社長 

   坪井 豊   （株）日比谷花壇 東日本事業統括部 東日本バンケット事業部 開発・渉外担当部長 

 

（４）事業報告書の作成 

 推進委員会での検討内容や議論等の活動内容をとりまとめ報告書を作成し、会員等へ配布する。 

 

  



 

 

（５）事業実施期間及び事業実施スケジュール 

 ①事業実施期間：平成 28年 5月～平成 29年 3月 

 ②事業実施スケジュール： 

        

年月 

事業項目 

平成 28年 平成 29年 

5 月 6月 7月 8月 9月 10

月 

11

月 

12

月 

1月 2月 3月 

ガイドライン作成・

印刷 

           

委員会開催  ○      

○ 

     ○  

セミナー開催         ○○   

事業報告書作成            

 

（６）委託先 

 推進委員会資料作成をはじめガイドライン作成は、シンクタンクに委託して行う。委託先は H27

年度と同様、下記シンクタンクである。 

  坂本 俊英 一般財団法人日本総合研究所 調査研究部長 

  小林 由里子       同      主任研究員 

  内田 誠一        同      主任研究員 

 

（７）実施体制 

 本事業の運営・推進は、以下の体制で行う。 

  野田 兼義 公益社団法人日本ブライダル文化振興協会 専務理事 

  這禽 恵子        同            調査研究担当職 

  佐々木 貴夫       同            事務局長代理 

  野田 ルミ        同            事務局 

 

（８）事業予算 

   受託事業費（28年度分）  9,871千円 

    調査研究費（委託）    4,000千円 

    調査研究費       2,874千円 

    支払報酬         440千円 

    人件費         2,000千円 

 


