
実施日 区分 実施事業

4月10日 調査研究 JASRAC定期協議

4月25日 調査研究 JASRAC定期協議

5月29日 調査研究 JASRAC定期協議

6月12日 調査研究 JASRAC・レコード協会定期協議

7月9日 調査研究 HOTERES× 東洋大「観プロ」主催　シンポジウム

7月11日 調査研究 JASRAC・レコード協会定期協議

7月23日 調査研究 JASRAC・レコード協会定期協議

8月19日 調査研究 JASRAC・レコード協会定期協議

9月5日 調査研究 婚活・ブライダル振興議員連盟との協議

10月17日 調査研究 JASRAC・レコード協会定期協議

12月12日 調査研究 JASRAC定期協議

4月1日 広報（一般） ブライダルサービス宣言遵守事業者の認証　24事業者180会場

7月1日 広報（一般） ブライダルサービス宣言遵守事業者の認証　4事業者19会場

5月14日 広報（BMC) 沖縄B.M.C　結婚喚起支援セミナー

7月25日 広報（BMC) 九州B.M.C　夏のブライダルセミナー

7月30日-31日 広報（一般） ブライダル産業フェア2019

9月25日 広報（BMC) 関西支部・KBC・大阪兵庫BMC合同ブライダルアカデミー

9月30日 広報（BMC) 北陸B.M.C　９月例会ブライダルセミナー

10月29日 広報（BMC) 東北B.M.C例会　ブライダルセミナー

11月26日 広報（BMC) 東京B.M.C例会　ブライダルセミナー

2019年度事業報告
（2019年４月１日～2020年3月31日まで）

１　ブライダルに関する調査及び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）

（１）調査研究事業

　　①　音源適正利用に関する定期協議を９回開催

　　　　⇒　JASRAC使用料金規定の改正

　　　　⇒　包括使用料金の実証実験

　　　　⇒　全国での説明会開催準備

　　②　婚活・ブライダル振興議連と今後の在り方について協議

　　③　総務省統計局資料：「平成30年度統計法施行状況に関する審議結果報告書」（抜粋）

　　④　消費者庁資料：「消費者契約法改正に向けた専門技術的側面の研究会」報告書概要

（２）広報事業

　　①　ブライダルサービス宣言遵守事業者　認証　29事業者210会場（別紙のとおり）

　　　　⇒　賛同事業者の更なる拡大が必要

　　②　BMC支援、結婚喚起セミナー　６地区開催（沖縄、九州、関西、北陸、東北、東京）



２　ブライダルに関する人材育成事業（定款第４条第２項関係）

（１）技能検定試験の実施
　　①　試験実施準備
　　　　・技能検定委員会の開催（2回）
　　　　・学科試験問題策定委員会（2回）
　　　　・実技試験問題策定委員会（3回）
　　　　・実技試験水準調整会議（全体、東京、関西）

　　②　学科試験
　　　　1級及び2級　2019年12月4日（水）：札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇
　　　　3級　2020年1月23日（木）：上記8地区および団体受検校（80校）

　　③　実技試験
　　　　1級　2020年2月：東京（25日）、大阪（26日）
　　　　2級　2020年2月：東京（17日）、名古屋（18日）、大阪（19日）、福岡（27日）
　　　　3級　2020年1月23日（木）：上記8地区および団体受検校（80校）
　      ＊受検者数、合格者数は、別表のとおり

　　④　その他
　　　　・第1回ブライダルコーディネート技能検定　1級合格者　合格証書授与式を実施（6/5）17名中13名出席
　　　　・厚労省定期立入検査実施（1月14日15日）
　　　　・合格者への資格証、バッジの販売開始

（２）BIA認定Associate Bridal Coordinator
　　　会員校が、技能検定取得を目指す動機付けのために、1年生からチャレンジ可能な認定資格として実施。
　　　⇒　52校　1,308名を認定した。

（３）専門学校・短期大学・大学等への協力
　　　会員校の、教育課程編成委員、評議委員等としての協力、入学式、卒業式、卒業制作発表会等への参加。
　　　今期については、2月3月開催予定の催しについては、新型コロナウイルス感染症の影響で規模縮小、中止が大半。



実施日 区分 実施事業

4月23日 技能検定 2019年度第1回技能検定委員会・水準調整会議

6月5日 技能検定 第1回ブライダルコーディネート技能検定　1級合格者　合格証書授与式

7月16日 技能検定 技能検定委員会（全体会議）

8月20日 技能検定 技能検定委員会（学科）

8月27日 技能検定 技能検定委員会（実技）

9月17日 技能検定 技能検定委員会（学科）

9月18日 技能検定 厚生労働省　連絡会議

9月19日 技能検定 技能検定委員会（実技）

10月15日 技能検定 技能検定員会（問題審議委員会）

11月13日 技能検定 実技試験問題作成委員会

12月4日 技能検定 技能検定試験　1級、2級学科試験

12月10日 技能検定 技能検定試験全国水準調整会議（東京）

12月11日 技能検定 技能検定試験実技試験映像撮影

12月23日 技能検定 技能検定試験　1級、2級学科試験　合格発表

1月14日15日 技能検定 厚生労働省定期立入検査

1月20日 技能検定 技能検定試験東京地区水準調整会議

1月23日 技能検定 技能検定試験　3級学科・実技試験

1月27日 技能検定 技能検定試験名古屋・大阪・福岡地区水準調整会議

2月3日 技能検定 技能検定審査員打ち合わせ（名古屋）

2月17日 技能検定 技能検定実技試験　2級東京

2月18日 技能検定 技能検定実技試験　2級大阪

2月19日 技能検定 技能検定実技試験　2級名古屋

2月25日 技能検定 技能検定実技試験　1級東京

2月26日 技能検定 技能検定実技試験　1級大阪

2月27日 技能検定 技能検定実技試験　2級福岡

2月28日 技能検定 技能検定試験　3級合格発表

1月～2月 人材育成（ABC/IBC) Associate Bridal Coordinator試験（日程は、各校任意）

実施日 区分 実施事業

4月2日 人材育成（学校協力) 学校法人トラベルジャーナル学園　東京校　入学式

4月4日 人材育成（学校協力) 学校法人鶴嶺学園　入学式

4月6日 人材育成（学校協力) 国際ホテル・ブライダル専門学校　入学式

4月9日 人材育成（学校協力) 学校法人トラベルジャーナル学園　大阪校　入学式

4月10日 人材育成（学校協力) 専門学校日本ホテルスクール　入学式

4月12日 人材育成（学校協力) 学校法人黒木学園　入学式

5月21日 人材育成（学校協力) 学校法人ティビィシィ学園　国際ファッションビューティ専門学校　第1回教育課程編成委員会

5月30日 人材育成（学校協力) 学校法人日本ホテル学院　評議員会

5月31日 人材育成（学校協力) 学校法人トラベルジャーナル学園　評議員会

6月19日 人材育成（学校協力) 一般財団法人日本ホテル教育センター　評議員会

7月18日 人材育成（学校協力) 学校法人大原学園　東京ホテル・トラベル学院専門学校　学校関係者評価委員会

7月18日 人材育成（学校協力) 学校法人大原学園　東京ホテル・トラベル学院専門学校　第1回教育課程編成委員会

7月29日 人材育成（学校協力) 学校法人岩崎学園　横浜ｆカレッジ　2019年度教育課程編成委員会

8月2日 人材育成（学校協力) 学校法人大原学園　金沢校　第1回教育課程編成委員会



8月6日 人材育成（学校協力) 学校法人ティビィシィ学園　国際ファッションビューティ専門学校　学校関係者評価委員会

8月6日 人材育成（学校協力) 学校法人ティビィシィ学園　国際ファッションビューティ専門学校　第2回教育課程編成委員会

11月8日 人材育成（学校協力) 学校法人日本ホテル学院　評議員会

11月21日 人材育成（学校協力) 学校法人大原学園　東京ホテル・トラベル学院専門学校　教育課程編成委員会

12月6日 人材育成（学校協力) 学校法人大原学園　金沢校　第２回教育課程編成委員会

1月10日 人材育成（学校協力) 専門学校日本ホテルスクール　発表会

2月3日 人材育成（学校協力) 国際ホテル・ブライダル専門学校　発表会

2月20日 人材育成（学校協力) 大阪ブライダル専門学校　発表会

3月18日 人材育成（学校協力) 全国専門学校・大学ブライダル教職員セミナー（軽井沢）　中止

3月 人材育成（学校協力) 学校関係卒業式等中止多数

実施日 区分 実施事業

6月5日 研修会・セミナー 出せ・出せ・出せ・出せ・知恵を出せ！シリーズ研修会　第32弾　総会研修会

7月17日 研修会・セミナー ブライダルに係る著作権・著作隣接権に関する説明会（会場：名古屋）106名

8月21日 研修会・セミナー ブライダルに係る著作権・著作隣接権に関する説明会（会場：金沢）51名

8月22日 研修会・セミナー ブライダルに係る著作権・著作隣接権に関する説明会（会場：大阪）122名

8月26日 研修会・セミナー ブライダルに係る著作権・著作隣接権に関する説明会（会場：東京）212名

9月3日 研修会・セミナー ブライダルに係る著作権・著作隣接権に関する説明会（会場：広島）50名

9月4日 研修会・セミナー ブライダルに係る著作権・著作隣接権に関する説明会（会場：福岡）90名

9月11日 研修会・セミナー ブライダルに係る著作権・著作隣接権に関する説明会（会場：札幌）54名

9月12日 研修会・セミナー ブライダルに係る著作権・著作隣接権に関する説明会（会場：仙台）72名

9月25日 研修会・セミナー ブライダルに係る著作権・著作隣接権に関する説明会（会場：那覇）49名

8月7日-9日 研修会・セミナー 経営者研修会「佐渡の文化を学ぶ会」

（２）イベント事業
　　①　経済産業省後援　第15回The　Master　of　Bridal　Coordinatorコンテストの開催
　　　　　参加資格：技能検定1級合格者又は過去のコンテストで接客ロールプレイング試験に出場経験のある者
　　　　　論文テスト：「今後のブライダル業界が更に魅力的であるために何をすべきか、提言せよ」
　　　　　　　　　　　上位10名が接客ロールプレイング試験に出場
　　　　　接客ロールプレイング試験：テーマ「フォトプランご希望の二人に、挙式や披露宴を提案」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　日時　6月5日（火）ホテル椿山荘東京
　　　　　最終結果　第1位　松本　みずほ　さん（横浜ｆカレッジ）
　　　　　　　　　　第2位　長谷川　峻　さん（(株)オードヴィーウェディング）
　　　　　　　　　　第3位　佐藤　健太　さん（(株)レック）
　　②　第4回「未来の家族への想い」コンクール
　　　　　募集期間：2019年10月15日～11月15日
　　　　　応募総数：293通
　　　　　選考結果：最優秀賞　水戸経理専門学校　木内　萌々子　さん　優秀賞　４名、優良賞　９名

（１）研修会・セミナー事業
　　①　総会時の研修会
　　　　出せ・出せ・出せ・出せ・知恵を出せ！第32弾
　　　「おもてなしの根っこにあるもの“茶道”」
　　　　茶道裏千家淡交会　副理事長　裏千家今日庵　常務理事
　　　　一般社団法人東洋学舎　代表理事　関根　秀治　氏
　　②　ブライダルに係る著作権・著作隣接権に関する説明会　全国9都市　806名の参加
　　　　⇒　全員に、BIAの事業概要、ブライダルサービス宣言、技能検定を周知
　　③　関東・甲信越支部（2/4）、関西支部セミナー（9/25）の実施
　　　「皇室の現代における儀式と装束」一般財団法人民族衣裳文化普及協会　本部講師　鎌田　弘美氏
　　　「東京會舘 リ・オープン戦略の全貌を紐解く」
　　　　(株)東京會舘　営業本部副本部長兼戦略本部副本部長　星野 昌宏氏
　　④　全国専門学校・大学ブライダル教職員セミナー（軽井沢）　中止
　　⑤　ブライダルコーディネーター修了者を対象としたBccom研究会
　　⑥　経営者研修会（佐渡）

３　ブライダルに関する研修会・セミナー及びイベント等の開催（定款第４条第３項関係）



9月25日 研修会・セミナー 関西支部セミナー

11月6日 研修会・セミナー BCコミュニティー研究会

12月18日 研修会・セミナー 結びの会共催セミナー（三銃士）

2月4日 研修会・セミナー BIA関東甲信越研修会＆賀詞交歓会

3月10日 研修会・セミナー BCコミュニティー研究会　中止

3月19日 研修会・セミナー 全国専門学校・大学ブライダル教職員セミナー（軽井沢）　中止

4月9日 イベント事業 第111回　日本ブライダル大賞実行委員会

5月7日 イベント事業 The Master of Bridal Coordinatorコンテスト　会場下見　現地打合せ

5月20日 イベント事業 第112回　日本ブライダル大賞実行委員会

6月5日 イベント事業 第15回The Master of Bridal Coordinatorコンテスト接客ロールプレイング試験

7月4日 イベント事業 The Master of Bridal Coordinator　座談会

7月22日 イベント事業 第113回　日本ブライダル大賞実行委員会

11月28日 イベント事業 第114回　日本ブライダル大賞委員会

2月20日 イベント事業 第115回　日本ブライダル大賞委員会

3月9日 イベント事業 第116回　日本ブライダル大賞委員会

2月21日 イベント事業 第4回「未来の家族への想い」コンクール　最終結果発表

実施日 区分 実施事業

4月16日 他団体との交流 JSC　例会

7月11日 他団体との交流 JSC　例会

4月12日 他団体との交流 葛西臨海公園ウエディング　Denim　模擬挙式

4月24日 他団体との交流 神社結婚式振興会　研修会・情報交換会

4月25日 他団体との交流 一般社団法人日本ホテル・レストランサービス技能協会　令和元年度第1回理事会

5月11日 他団体との交流 大宮八幡宮　献茶式

5月13日 他団体との交流 一般社団法人日本カラリスト協会　第1回理事会

5月30日 他団体との交流 一般社団法人日本ホテル・レストランサービス技能協会　令和元年度定時総会

5月30日 他団体との交流 一般社団法人日本ホテル・レストランサービス技能協会　令和元年度第2回理事会

5月30日 広報（BMC) 東京B.M.C　5月例会

6月3日 他団体との交流 一般社団法人日本カラリスト協会　総会

6月6日 他団体との交流 一般社団法人全国サービスクリエーター協会　総会・懇親会

6月10日 他団体との交流 一般社団法人全日本司厨士協会　第9回定時社員総会懇親会

6月13日 他団体との交流 一般社団法人日本生活文化推進協議会　第13回ベスト・ファーザー賞　授賞式

6月17日 他団体との交流 一般社団法人日本ホスピタリエ協会　設立記念パーティ

6月24日 他団体との交流 西村やすとし議員特別セミナー

6月25日 他団体との交流 一般財団法人民族衣裳文化普及協会　評議員会

7月2日-4日 他団体との交流 韓国ウェディング産業振興会　来日

7月8日 広報（BMC) 全国B.M.C夏期研修会

7月12日 他団体との交流 第8回料飲業界元気を出す会

（１）他団体との交流
　　　各種団体等との交流を実施

（２）国際文化情報交流
　　　7月2日～4日　韓国ウェディング産業振興会　一行10名が訪日
　　　⇒　ホテル雅叙園東京、八芳園、ホテルモントレ銀座、箱根神社、富士屋ホテル、報徳会館等視察

４　ブライダルに関する内外機関との交流及び協力事業（定款第４条第４項関係）



7月24日 広報（BMC) 東京B.M.C　総会

7月31日 他団体との交流 エリアウエディングサミット主催　ウエディングシンポジウム2019

8月6日 他団体との交流 リクルート　ブライダル総研　GOOD WEDDING AWARD 2019

8月8日 他団体との交流 ヨコハマウエディング　ベストファミリー・クイーン・プリンセス　コンテスト　2019

8月31日 他団体との交流 (一財)民族衣裳文化普及協会・全国ゆかたコンテスト決勝審査会

9月3日 他団体との交流 (株)五洲園　新発式

9月6日 他団体との交流 一般社団法人日本ホテル・レストランサービス技能協会　令和元年度第3回理事会

10月8日 他団体との交流 JSCセミナー

12月2日 他団体との交流 横濱ブライダル発展会例会

1月18日 他団体との交流 (一財)民族衣裳文化普及協会　表彰式

1月22日 他団体との交流 コンパル賀詞交歓会

1月28日 他団体との交流 東京B.M.C　賀詞交歓会

1月29日 他団体との交流 JSC例会（賀詞交歓会）

2月3日 他団体との交流 一般社団法人日本ホテル・レストランサービス技能協会賀詞交換会

2月6日 他団体との交流 全国B.M.C　大会

実施日 区分 実施事業

5月14日 その他 会計監査

5月16日 その他 第26回　理事会

6月5日 その他 2019年度通常総会・懇親会

6月5日 その他 第27回　理事会

8月28日-29日 その他 ザ・チェルシー　ホテル試泊

9月12日 その他 ホテルオークラ東京　開業記念パーティ

9月18日 その他 OFUKU感謝の会＆ハセガワエスティ創業111周年パーティ

9月27日 その他 冠稲荷神社　大塚様　お別れの会

10月28日 その他 第28回　理事会

1月6日 その他 大宮八幡宮参拝

１月14日-15日 その他 技能検定定期立入検査（厚労省）2日間

3月17日 その他 第29回　理事会（中止⇒書面決議）

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）


