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東アジア経済交流推進機構設立10周年
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会員都市の海シリーズ③ 釜山広域市
（韓国）
海雲台

第6回 執行委員会
2014年11月25日から27日にかけて、日本・北九州市にて第6回執行委員会が開催され、各都市の行政
と商工会議所等の実務者など約50名が参加しました。
会議では、2014年8月に書面付議した議案の議決結果報告、各部会の2014年の活動報告、また2013
年の共同研究報告のほか、総会の進行要領及び経済交流を推進する機構運営のあり方について、活発
な意見交換が行われました。

第6回執行委員会 議長報告（抜粋）
1．機構事務局が、下記議案の承認を報告した。
○ 2014年8月28日付第1号議案「部会の再編について」
○ 同第2号議案「部会再編等にかかる規約の改正について」
○ 同第3号議案「機構会員都市及び会員団体の新加入にかかる細則案について」
○ 同第4号議案「熊本市及び熊本商工会議所の新加入にかかる規約の改正について」
2．国際ビジネス部会、環境部会及び観光部会の主幹事都市が、各部会の2014年の活動状況を報告
した。また、公益財団法人アジア成長研究所が、北九州市、天津市及び仁川広域市の研究機関に
よる2013年の共同研究について報告した。
3．会員都市・団体は、下記の議決事項及び総会提案事項を全会一致で承認した。
○次回総会は、2015年7月13日
（月）から16日
（木）に中国・煙台市において開催する。会員都市・団体
の発表テーマは、
「機構会員都市間の将来を見据えた投資戦略について」とする。
○2016年執行委員会及び2017年総会の開催都市は熊本市とすることを次回総会に提案する。
4．会員都市・団体は総会の進行要領について協議し、合意した。
5．会員都市・団体は機構運営のあり方について協議し、合意した。
2014年11月26日
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第1回 国際ビジネス部会
2014年7月9日から11日にかけて、韓国・釜山広域市において、第9回ものづくり部会及び第1回国際ビ
ジネス部会が開催されました。
第1回国際ビジネス部会では、今後の活動計画及び都市間交流を通じた地域経済発展の促進方法
について各都市が発表を行い、
「ワンストップセンター」機能を継承しつつ、積極的な都市間交流を推し
進めていく必要があることが確認されました。また、更に活発な企業間交流に繋げるため、企業団体
（商
工会議所、国際商会）の取組みの活性化に向けての協議も行われました。
なお、国際ビジネス部会の主幹事都市に北九州市が、幹事都市には青島市、仁川広域市が、後日正
式に決定しました。

第9回 ものづくり部会
第1回国際ビジネス部会の開催に先立ち、
第9回ものづくり部会が開催されました 。
2004年の部会設立以降の活動を振り返っ
た上で、
「ものづくり部会」と
「ワンストップセ
ンター・ネットワーク会議」を統合し、国際ビ
ジネス部会に改編することについて、提案
都市である北九州市から説明があり、会員
都市・団体から承認されました。
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第9回 環境部会
2014年5月20日から21日にかけて韓国・蔚
山広域市で第9回環境部会が開催されまし
た。この会議では「エネルギー対策」をテー
マに各都市の行政と産業界が各都市のユ
ニークな施策や環境ビジネスの取組みに関
して情報共有を図り、グリーン経済の推進
による環黄海地域の環境改善について議
論が行われました。
また、次期主幹事都市として北九州市
が、次期幹事都市として大連市、釜山広域
市がそれぞれ選定されました。

併催事業・技術交流セミナー
部会会議に併せて開催された「技
術交流セミナー」では、各都市から環
境関連企業20社76名が参加し、自社
の優れた技術に関する発表を行うと
ともに、活発な商談が行われました。

環境部会共同プロジェクト
環境部会では、毎年会員都市が海
岸清掃を行っています。また、ライトダ
ウンキャンペーンにも各都市が積極
的に参加しています。
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第9回 観光部会
第9回観光部会が2014年9月19日から20
日にかけて中国・天津市で開催されました。
日中韓10都市の行政代表者が参加し、
「実
務革新 協力ウィンウィン ～環黄海クルー
ズ産業の共同推進～」をテーマに各会員都
市が発表を行い、
「天津宣言」が採択され
10都市の代表者が署名を行いました。

観光部会共同プロジェクト
第9回観光部会の開催と併せ、
2014年9月19日から22日にかけて
中国・天津市にて開催された2014
中国旅行産業博覧会に10都市が
共同でブース出展しました。

第9回観光部会 天津宣言（抜粋）
東アジア経済交流推進機構の第九回観光部会は、2014年9月19日から20日まで中国天津市にて開催
された。
近年、東アジア経済交流推進機構の観光部会の運営は順調に行われ、内容も充実し、顕著な成果が
あり、域内観光経済の持続的な成長に積極的な効果を発揮している。今回の会議期間中、中日韓3カ国
の会員10都市は、会員都市間の観光協力を更に深く広げ、情報化の優位性を充分発揮し、クルーズ観
光の発展を積極的に推し進め、地域連合 革新とウィンウィンによって環黄海観光産業の発展を推し進
めることに合意した。
このため会員各都市は、以下の内容を共同で進めていくように努めるものとする。
1．会員都市間の観光関連企業の協力		

2．情報ネットワークの強化

3．
「環黄海」観光ブランドのPR強化		

4．クルーズ船観光による経済の積極的な成長

5．観光産業の発展の推進			

6．共同プロジェクト負担金の繰り越し
2014年9月19日
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会員都市交流トピックス
2013年共同研究
北九州市に所在する研究機関・国際東アジ
ア研究センター
（現：アジア成長研究所）が
「日
中韓の低炭素型エコシティ推進に関する比
較研究」をテーマに、天津市の南開大学及び
仁川広域市の仁川発展研究院と共同で“ 環
境にやさしく快適な都市”の創造に向け、調
査・分析を行い、第6回執行委員会で報告が
行われました。
また、下関市の水産大学校が、
「日本及び韓国の水産分野の連携による共同研究」を釜
山広域市の釜慶大学と協力して行い、ミニシンポジウムを開催しました。

BITF2014
2014年9月11日から15日にかけて釜山広域
市にて開催された「 第17回釜山国際観光展
（BITF2014）」へ、下関市と北九州市が共同で
ブースを出展し、関門地域の観光PRを行いま
した。

エコテクノ2014
2014年10月8日から10日にかけて北九州市
にて開催された
「エコテクノ2014 地球環境・新
エネルギー技術展＆セミナー」へ、東アジア経
済交流推進機構のブースを出展しました。こ
れまでの機構活動、各部会活動を紹介したパ
ネル展示のほか、会員都市に設けられた貿易
と投資のワンストップセンターのPRを行いまし
た。
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東アジア経済交流推進機構設立以降の会議開催実績
年度

2004年

2005年

機構総会

ものづくり部会

環境部会

東アジア経済交流推進機
構設立総会
（北九州） 11／15～17

第1回ものづくり部会
（北九州） 11／16～18

第1回環境部会（北九州）
※先行設立 8／3～5

併催事業：東アジア半導体
モジュール逆見本市

併催事業：環境産業シンポジウム

第1回執行委員会、
第1回部会事業推進本部・
第三者評価委員会合同会議
（天津） 10／10～12

第2回ものづくり部会
（天津） 10／11～13

ロジスティクス部会

第1回ロジスティクス部会
（仁川） 7／10～12

併催事業：天津ビジネスマッチング、
PECC国際貿易
投資博覧会

併催事業：港湾PRセッション

観光部会

第1回観光部会
（釜山） 9／29～30
併催事業：釜山国際観光展（BITF）

国際フォーラム
「東アジア
のICT産業クラスター」
（北九州） 12／12～14
第三者評価委員会北九州会議
（北九州） 8／22～24

2006年

2007年

2008年

2009年

2010年

2011年

2012年

2013年

第2回東アジア経済交流推進
機構総会、
第2回部会事業推進本部・
第三者評価委員会合同会議
（天津） 11／5～8

第3回ものづくり部会
（仁川） 10／16～18
併催事業: 仁川ビジネスマッチング

第1回東アジア都市協力
フォーラム、
第2回執行委員会
（蔚山） 10／30～11／1

第4回ものづくり部会
（北九州） 10／9～11

第3回東アジア経済交流
推進機構総会
（蔚山） 11／5～7

第5回ものづくり部会
（烟台） 9／22～24

第2回東アジア都市協力
フォーラム、
第3回執行委員会
（青島） 10／28～30

第6回ものづくり部会
（蔚山） 10／14～16

第4回東アジア経済交流
推進機構総会
（青島） 11／24～26

第7回ものづくり部会
（北九州） 10／13～15

第3回東アジア都市協力
フォーラム、
第4回執行委員会
（北九州） 11／9～11

第8回ものづくり部会
（北九州） 11／8～9

併催事業：半導体実装国際ワークショップ
＆半導体逆見本市
（MAP&RTS2007）

併催事業：国際青果・食品博覧会

第2回環境部会
（大連） 6／8～9
併催事業: 中国国際環境保護博覧会

第3回環境部会
（蔚山） 6／14～15
併催事業：環境セミナー

第4回環境部会
（下関） 10／23～24
併催事業：環境セミナー

第5回環境部会
（仁川） 8／19～21
併催事業：環境セミナー、
仁川世界都市祝典

併催事業：第10回環黄海経済・技術
交流会議エコテクノ2010
第17回九州・韓国経済
交流会議

第6回環境部会
（北九州） 10／12～14
併催事業：エコテクノ2010
九州・韓国・中国
環境ビジネス商談会

第2回ロジスティクス部会
（青島） 7／19～21
併催事業: ロジスティクス
ビジネス交流会、
専門家フォーラム

第3回ロジスティクス部会
（福岡） 11／26～28
併催事業：ロジスティクス
ビジネス交流会、
記念講演会

第4回ロジスティクス部会
（釜山） 10／27～29
併催事業：物流企業プレゼンテーション・
交流会、
ワークショップ

第5回ロジスティクス部会
（仁川） 8／19～21
併催事業：ワークショップ、
ロジスティクス
ビジネス交流会、
仁川世界都市祝典

第6回ロジスティクス部会
（天津） 11／3～5

第2回観光部会
（烟台） 10／18～20
併催事業: 観光ビジネス交流会、
アジア欧州会合（ASEM）
旅行協力発展フォーラム・
展覧会

第3回観光部会
（下関） 11／7～9

併催事業：国際観光
推進シンポジウム、
観光ビジネス交流会、
10都市ポスター展

第4回観光部会
（釜山） 10／6～8
併催事業：世界観光投資サミット
（WTIS）、
アジア太平洋都市観光
振興機構（TPO）会議

第5回観光部会
（青島） 8／20～22
併催事業：観光ビジネス交流会、
“2009環黄海イヤー”
スタートイベント、
青島国際ビール祭り

第6回観光部会
（福岡） 9／1～3
併催事業：産業観光セミナー

第7回観光部会
（仁川） 10／17～19
併催事業：ビジネス交流会

第1回ワンストップセンター
窓口部署会議
（北九州） 2／13～15

第7回環境部会
（青島） 6／8～10

第2回ワンストップセンター
ネットワーク会議・
機構窓口部署会議
（北九州） 1／30～2／1

第8回環境部会
（烟台） 8／5～7

併催事業：中国国際循環経済成果
交易博覧会

併催事業：技術交流セミナー

第8回観光部会
（下関） 10／8～10
併催事業：10都市観光パネル・ポスター展

第5回執行委員会
（烟台） 11／5～8
第6回執行委員会
（北九州） 11／25～27

2014年

第9回ものづくり部会
（釜山） 7／9～11

第9回環境部会
（蔚山） 5／20～21
併催事業：技術交流セミナー

第9回観光部会
（天津） 9／19～20
併催事業：2014中国旅行産業博覧会

国際ビジネス部会
第1回国際ビジネス部会
（釜山） 7／9～11
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会員都市の海シリーズ④ 北九州市
（日本）
遠見ヶ鼻

東アジア経済交流推進機構

会員都市

Dalian

大連市

Tianjin

天津市

Member Cities Information

大連市外事弁公室亜洲処
TEL •（86）411-8363-2319
FAX •（86）411-8363-4106
URL • http://www.dl.gov.cn/

釜山広域市

Ulsan

蔚山広域市

青島市

Yantai

烟台市

中国国際商会青島商会経済貿易促進処
TEL •（86）532-8389-7600
FAX •（86）532-8389-7113
URL • http://www.qingdao.gov.cn/

天津市人民政府外事弁公室亜洲処
TEL •（86）22-5836-8676
FAX •（86）22-5836-8690
URL • http://www.tj.gov.cn/

Busan

Qingdao

煙台市外事僑務弁公室亜非科
TEL •（86）535-663-4122
FAX •（86）535-621-2917
URL • http://www.yantai.gov.cn/

Incheon

仁川広域市

仁川広域市国際協力官室
TEL •（82）32-440-3204
FAX •（82）32-440-8625
URL • http://www.incheon.go.kr/

釜山広域市文化観光局国際協力課
TEL •（82）51-888-5095
FAX •（82）51-888-3609
URL • http://www.busan.go.kr/

蔚山広域市経済通商室国際協力課
TEL •（82）52-229-2742
FAX •（82）52-229-2779
URL • http://www.ulsan.go.kr/

Fukuoka

福岡市

福岡市総務企画局国際部国際課

熊本市

Kitakyushu

北九州市

熊本市観光文化交流局シティプロモーション課国際室
TEL •（81）96-328-2070
FAX •（81）96-355-4443
URL • http://www.city.kumamoto.jp/

TEL •（81）92-711-4028
FAX •（81）92-733-5597
URL • http://www.city.fukuoka.lg.jp/

Shimonoseki

Kumamoto

下関市

下関市総合政策部国際課
TEL •（81）83-231-9653
FAX •（81）83-231-9654
URL • http://www.city.shimonoseki.lg.jp/

北九州市総務企画局国際部アジア交流課
TEL •（81）93-582-2162
FAX •（81）93-582-2176
URL • http://www.city.kitakyushu.lg.jp/

ホームページをご覧下さい！
東アジア経済交流推進機構のホームページには、機構の各部
会活動をはじめ、
ビジネスマッチングサイト集、商談会・見本市・セ
ミナー情報、各都市の観光情報及びウェルカムカードなどを掲載
しています。
企業の方々の海外ビジネス拡大の一助となり、会員都市間の
経済交流につながるよう、
さらに内容を充実していく予定です。
みなさまからの情報提供、
アクセスをお待ちしています。

東アジア経済交流推進機構

環黄海観光情報

http://www.oeaed.com/

http://www.oeaed.com/guide/

