


市長会議（北九州） 11/10

市長会議（釜山） 11/6～8

市長会議（大連） 11/2～3

市長会議（仁川） 11/6～8

市長会議（北九州） 11/16

東アジア経済交流推進機構の概要東アジア経済交流推進機構の概要 東アジア経済交流推進機構設立までの経緯東アジア経済交流推進機構設立までの経緯

目 的
　会員都市の連携、経済交流、相互のネットワークの強化等により、経済活動及び都市間交流の活性
化を推進し、環黄海地域における新たな広域経済圏を形成するとともに、東アジア経済圏の発展に
貢献する。

設立及び会員都市
　環黄海地域における新たな経済圏を形成することを目的として、1991年に「東アジア都市会議」
及び「東アジア経済人会議」が開始した。
　当初、北九州市・下関市（日本）及び両市の姉妹友好都市である大連市・青島市（中国）、仁川広域
市・釜山広域市（韓国）の6都市で構成した両会議は、その後、天津市・煙台市（中国）、蔚山広域市（韓
国）、福岡市（日本）の4都市が加わり、2004年により経済交流に特化したプラットフォームづくりを目
指して、東アジア経済交流推進機構（以下「機構」）を設立した。
　設立時（2004年）に日中韓10都市であった会員都市は、2014年に熊本市（日本）が加入し、現在
11都市となっている。

機構の組織
●総会

　会員都市の行政と経済団体
（商工会議所・国際商会）の代
表が構成する機構の意思決定
機関。会員都市の持ち回りによ
り開催する。

●執行委員会
　総会を開催しない年に開催
する実務者会議。総会を補佐
し、諸課題について協議する。

●部会
　専門事項を協議し共同事業を実施する機関として4部会を設置している。

部会の幹事都市（2016年現在、ロジスティクス部会は幹事都市を定めていない。）

●第三者評価委員会
　機構活動・運営を有機的に機能させるため、専門的知見かつ客観的視点から助言・評価を行う
機関。日中韓各1名の有識者で構成する。

●事務局
　機構の庶務を行う機関。北九州市・下関市の行政・商工会議所が共同で北九州市に設置する。
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部会名
国際ビジネス部会 （期間2015～2017）

環境部会 （期間2015～2017）

観光部会 （期間2014～2016）

日　本
北九州市（主）
北九州市（主）
下関市（主）

中　国
青島市
大連市
大連市

韓　国
仁川広域市
釜山広域市
蔚山広域市

総 会

執行委員会

国際ビジネス
部会

環境部会 観光部会 ロジスティクス
部会

11都市
市長

11都市
商工会議所会頭
・国際商会会長

事務局

第三者
評価委員会

2003年

2004年
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1991年

1992年

1993年

1994年

1995年

1996年

1997年

1998年

2001年

2002年

1999年

2000年

東アジア都市会議・経済人会議

会員都市： 北九州市、下関市、大連市、青島市、仁川広域市、釜山広域市
知識人会議（北九州） 11/28

会員都市： 天津市、煙台市加盟
実務者会議（大連） 6/27～28

会員都市： 蔚山広域市加盟
実務者会議（北九州） 10/21～22

会員都市： 福岡市加盟

会員団体： 福岡商工会議所、天津国際商会、煙台国際商会、蔚山商工会議所加盟

市長会議（下関） 11/1～3

実務者会議（大連） 4/28～30

実務者会議（青島） 6/22～24

実務者会議（下関） 4/11～13

実務者会議（蔚山） 4/25～28

実務者会議（仁川） 4/24～25

専門家会議（北九州・下関） 11/25

実務者会議（北九州） 8/24～25

実務者会議（仁川） 8/8～11

実務者会議（釜山） 8/7～9

研究機関交流会議（北九州） 7/21

研究機関交流会議（天津） 9/12～14

研究機関交流会議（仁川） 4/26～27

研究部会（北九州） 11/20

研究部会（北九州） 10/22～23

合同実務者会議（福岡） 1/9

合同実務者会議（北九州） 6/29

研究部会（福岡） 1/8

陸上競技大会・青少年交流事業
（北九州） 8/21～25

卓球大会・青少年交流事業
（釜山） 8/18～21

テニス大会・青少年交流事業
（青島） 8/4～7

サッカー大会・青少年交流事業
（下関） 8/24～25

バスケットボール大会
（蔚山） 7/31～8/1

港湾情報交換会
（北九州） 10/21

環境保全セミナー（大連） 5/16～19

環境保全セミナー（仁川） 9/4～7

環境保全セミナー（下関） 10/27～30

環境保全セミナー（煙台） 9/20～23

経済人会議（下関） 11/26

経済人会議（北九州） 11/11

実務者会議（大連） 7/4

実務者会議（仁川） 4/27

実務者会議（青島） 7/3

実務者会議（大連） 9/17

併催事業： 東アジア六都市経済交流フェア（北九州）
 中国・韓国投資環境セミナー（下関）
会員団体： 北九州商工会議所、下関商工会議所、大連国際商会、
 青島国際商会、仁川商工会議所、釜山商工会議所

経済界代表会議（北九州） 11/29

併催事業： 東アジア六都市合同産業経済視察団
 大連投資環境セミナー

経済人会議（大連） 10/31

併催事業： 六都市パネル展示会
 六都市経済貿易商談会

経済人会議（大連） 5/23

併催事業： 東アジア六都市合同産業経済視察団投資貿易商談会
経済人会議（仁川） 7/3

併催事業： 東アジア六都市合同産業経済視察団
経済人会議（青島） 10/4

実務者会議（北九州） 9/20

併催事業： アジア産業交流フェア
経済人会議（北九州） 11/12

経済人会議（北九州） 11/16

併催事業： 大連・青島・仁川・釜山パネル展示会
経済人会議（下関） 10/30

併催事業： 六都市商品カタログ展示会
経済人会議（釜山） 9/23

併催事業： 大連ミッション商談会
実務者会議（下関） 6/17

年度 東アジア都市会議・市長会議

（主）主幹事都市



市長会議（北九州） 11/10

市長会議（釜山） 11/6～8

市長会議（大連） 11/2～3

市長会議（仁川） 11/6～8

市長会議（北九州） 11/16

東アジア経済交流推進機構の概要東アジア経済交流推進機構の概要 東アジア経済交流推進機構設立までの経緯東アジア経済交流推進機構設立までの経緯

目 的
　会員都市の連携、経済交流、相互のネットワークの強化等により、経済活動及び都市間交流の活性
化を推進し、環黄海地域における新たな広域経済圏を形成するとともに、東アジア経済圏の発展に
貢献する。

設立及び会員都市
　環黄海地域における新たな経済圏を形成することを目的として、1991年に「東アジア都市会議」
及び「東アジア経済人会議」が開始した。
　当初、北九州市・下関市（日本）及び両市の姉妹友好都市である大連市・青島市（中国）、仁川広域
市・釜山広域市（韓国）の6都市で構成した両会議は、その後、天津市・煙台市（中国）、蔚山広域市（韓
国）、福岡市（日本）の4都市が加わり、2004年により経済交流に特化したプラットフォームづくりを目
指して、東アジア経済交流推進機構（以下「機構」）を設立した。
　設立時（2004年）に日中韓10都市であった会員都市は、2014年に熊本市（日本）が加入し、現在
11都市となっている。

機構の組織
●総会

　会員都市の行政と経済団体
（商工会議所・国際商会）の代
表が構成する機構の意思決定
機関。会員都市の持ち回りによ
り開催する。

●執行委員会
　総会を開催しない年に開催
する実務者会議。総会を補佐
し、諸課題について協議する。

●部会
　専門事項を協議し共同事業を実施する機関として4部会を設置している。

部会の幹事都市（2016年現在、ロジスティクス部会は幹事都市を定めていない。）

●第三者評価委員会
　機構活動・運営を有機的に機能させるため、専門的知見かつ客観的視点から助言・評価を行う
機関。日中韓各1名の有識者で構成する。

●事務局
　機構の庶務を行う機関。北九州市・下関市の行政・商工会議所が共同で北九州市に設置する。
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部会名
国際ビジネス部会 （期間2015～2017）

環境部会 （期間2015～2017）

観光部会 （期間2014～2016）

日　本
北九州市（主）
北九州市（主）
下関市（主）

中　国
青島市
大連市
大連市

韓　国
仁川広域市
釜山広域市
蔚山広域市

総 会

執行委員会

国際ビジネス
部会

環境部会 観光部会 ロジスティクス
部会

11都市
市長

11都市
商工会議所会頭
・国際商会会長

事務局

第三者
評価委員会

2003年

2004年
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1991年

1992年

1993年

1994年

1995年

1996年

1997年

1998年

2001年

2002年

1999年

2000年

東アジア都市会議・経済人会議

会員都市： 北九州市、下関市、大連市、青島市、仁川広域市、釜山広域市
知識人会議（北九州） 11/28

会員都市： 天津市、煙台市加盟
実務者会議（大連） 6/27～28

会員都市： 蔚山広域市加盟
実務者会議（北九州） 10/21～22

会員都市： 福岡市加盟

会員団体： 福岡商工会議所、天津国際商会、煙台国際商会、蔚山商工会議所加盟

市長会議（下関） 11/1～3

実務者会議（大連） 4/28～30

実務者会議（青島） 6/22～24

実務者会議（下関） 4/11～13

実務者会議（蔚山） 4/25～28

実務者会議（仁川） 4/24～25

専門家会議（北九州・下関） 11/25

実務者会議（北九州） 8/24～25

実務者会議（仁川） 8/8～11

実務者会議（釜山） 8/7～9

研究機関交流会議（北九州） 7/21

研究機関交流会議（天津） 9/12～14

研究機関交流会議（仁川） 4/26～27

研究部会（北九州） 11/20

研究部会（北九州） 10/22～23

合同実務者会議（福岡） 1/9

合同実務者会議（北九州） 6/29

研究部会（福岡） 1/8

陸上競技大会・青少年交流事業
（北九州） 8/21～25

卓球大会・青少年交流事業
（釜山） 8/18～21

テニス大会・青少年交流事業
（青島） 8/4～7

サッカー大会・青少年交流事業
（下関） 8/24～25

バスケットボール大会
（蔚山） 7/31～8/1

港湾情報交換会
（北九州） 10/21

環境保全セミナー（大連） 5/16～19

環境保全セミナー（仁川） 9/4～7

環境保全セミナー（下関） 10/27～30

環境保全セミナー（煙台） 9/20～23

経済人会議（下関） 11/26

経済人会議（北九州） 11/11

実務者会議（大連） 7/4

実務者会議（仁川） 4/27

実務者会議（青島） 7/3

実務者会議（大連） 9/17

併催事業： 東アジア六都市経済交流フェア（北九州）
 中国・韓国投資環境セミナー（下関）
会員団体： 北九州商工会議所、下関商工会議所、大連国際商会、
 青島国際商会、仁川商工会議所、釜山商工会議所

経済界代表会議（北九州） 11/29

併催事業： 東アジア六都市合同産業経済視察団
 大連投資環境セミナー

経済人会議（大連） 10/31

併催事業： 六都市パネル展示会
 六都市経済貿易商談会

経済人会議（大連） 5/23

併催事業： 東アジア六都市合同産業経済視察団投資貿易商談会
経済人会議（仁川） 7/3

併催事業： 東アジア六都市合同産業経済視察団
経済人会議（青島） 10/4

実務者会議（北九州） 9/20

併催事業： アジア産業交流フェア
経済人会議（北九州） 11/12

経済人会議（北九州） 11/16

併催事業： 大連・青島・仁川・釜山パネル展示会
経済人会議（下関） 10/30

併催事業： 六都市商品カタログ展示会
経済人会議（釜山） 9/23

併催事業： 大連ミッション商談会
実務者会議（下関） 6/17

年度 東アジア都市会議・市長会議

（主）主幹事都市



東アジア経済交流推進機構の活動実績東アジア経済交流推進機構の活動実績

3 4

総 会・執行委員会・都市フォーラム・環黄海ACTION ものづくり部会 環境部会 ロジスティクス部会観光部会

東アジア経済交流推進機構設立総会
（北九州） 11/15～17

第2回東アジア経済交流推進機構総会
（天津） 11/5～8

第3回東アジア経済交流推進機構総会
（蔚山） 11/5～7

第1回環境部会（北九州） 8/3～5
※先行設立
併催事業： 環境産業シンポジウム

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4回環境部会（下関） 10/23～24
併催事業： 環境セミナー

第3回環境部会（蔚山） 6/14～15
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

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1回ロジスティクス部会（仁川） 7/10～12
併催事業： 港湾PRセッション

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2回観光部会（煙台） 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

併催事業・共同P： 産業観光セミナー

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

第5回観光部会（青島） 8/20～22
併催事業・共同P：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1回ものづくり部会
（北九州） 11/16～18
併催事業： 東アジア半導体モジュール逆見本市

国際ビジネス部会

第1回国際ビジネス部会
（釜山） 7/9～11

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4回ものづくり部会
（北九州） 10/9～11
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）

第5回ものづくり部会
（煙台） 9/22～24
併催事業： 国際青果・食品博覧会

第6回ものづくり部会
（蔚山） 10/14～16

第5回東アジア経済交流推進機構総会
（煙台） 11/22～24

第10回環境部会
（北九州） 10/11～14
併催事業： 技術交流セミナー

第10回観光部会（蔚山） 9/9～11第2回国際ビジネス部会
（青島） 11/18～20

第4回東アジア経済交流推進機構総会
（青島） 11/24～26
＊「環黄海ACTION実施に関する覚書」調印

～ 環黄海ACTION ～
（Active Cooperation for Trade, Investment and Other Needs）

会員都市の経済連携の強化と地域経済の
活性化を目指す行動計画

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7回環境部会（青島） 6/8～10
併催事業： 中国国際循環経済成果交易博覧会

第8回環境部会（煙台） 8/5～7
併催事業： 技術交流セミナー

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回ロジスティクス部会（天津） 11/3～5第6回観光部会（福岡） 9/1～3

併催事業・共同P： ビジネス交流会

第7回ものづくり部会
（北九州） 10/13～15

第7回観光部会（仁川） 10/17～19第8回ものづくり部会
（北九州） 11/8～9

第9回ものづくり部会（釜山） 7/9～11

併催事業・共同P： 
　10都市観光パネル・ポスター展

第8回観光部会（下関） 10/8～10

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1回執行委員会
（天津） 10/10～12

第2回執行委員会
（蔚山） 10/30～11/1

第3回執行委員会
（青島） 10/28～30

第4回執行委員会
（北九州） 11/9～11

第3回東アジア都市協力フォーラム
（北九州） 11/9～11

第5回執行委員会
（煙台） 11/5～8

第6回執行委員会
（北九州） 11/25～27

第1回東アジア都市協力フォーラム
（蔚山） 10/30～11/1

第2回東アジア都市協力フォーラム
（青島） 10/28～30

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

併催事業・共同P：2014中国旅行産業博覧会

共同P①： タイ国際旅行博2015
  （タイ・バンコク）2/24～3/1
共同P②： ツーリズムEXPOジャパン
  （日本・東京）9/24～27

2004年

2006年

2007年

2008年

2005年

2009年

2015年

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

第9回観光部会（天津） 9/19～20

第2回ものづくり部会
（天津） 10/11～13
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

1．目標
①貿易投資が自国内で最も円滑な都市
②輸出入ビジネスの立案から成約、配送にいた

るまでの時間が自国内で最も短い都市
③貿易投資等における国の専管事項に関わる

諸問題は、国に改善要望を行うとともに各都
市も代替措置をもって改善

2．行動計画
①投資や貿易に関する総合的なアドバイスや専

門家による相談を受け付ける「ワンストップセ
ンター」あるいは同機能を設置

②「ワンストップセンター」を窓口に他機関との
連携により、輸出入ビジネスを円滑化

③各都市の「ワンストップセンター」が相互連携
し、ネットワーク化を実現することで、各都市
企業に情報交流のプラットフォームを提供

④各都市内の企業情報データベースを構築
⑤投資セミナーや専門家の海外への派遣に関

する事業に対して政策的支援
⑥各都市独自の努力を展開しつつ、国の所管に

関する事項には必要に応じて国に要望

会員都市間の経済交流の更なる活性
化を目的として、「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、新たに「国際ビジネス部
会」に改編した。

※共同P（共同プロジェクト）：
会員都市が部会会議で決定し、共同で取
組む事業
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東アジア経済交流推進機構の活動実績東アジア経済交流推進機構の活動実績

3 4

総 会・執行委員会・都市フォーラム・環黄海ACTION ものづくり部会 環境部会 ロジスティクス部会観光部会

東アジア経済交流推進機構設立総会
（北九州） 11/15～17

第2回東アジア経済交流推進機構総会
（天津） 11/5～8

第3回東アジア経済交流推進機構総会
（蔚山） 11/5～7

第1回環境部会（北九州） 8/3～5
※先行設立
併催事業： 環境産業シンポジウム

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4回環境部会（下関） 10/23～24
併催事業： 環境セミナー

第3回環境部会（蔚山） 6/14～15
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

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1回ロジスティクス部会（仁川） 7/10～12
併催事業： 港湾PRセッション

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2回観光部会（煙台） 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

併催事業・共同P： 産業観光セミナー

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

第5回観光部会（青島） 8/20～22
併催事業・共同P：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1回ものづくり部会
（北九州） 11/16～18
併催事業： 東アジア半導体モジュール逆見本市

国際ビジネス部会

第1回国際ビジネス部会
（釜山） 7/9～11

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4回ものづくり部会
（北九州） 10/9～11
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）

第5回ものづくり部会
（煙台） 9/22～24
併催事業： 国際青果・食品博覧会

第6回ものづくり部会
（蔚山） 10/14～16

第5回東アジア経済交流推進機構総会
（煙台） 11/22～24

第10回環境部会
（北九州） 10/11～14
併催事業： 技術交流セミナー

第10回観光部会（蔚山） 9/9～11第2回国際ビジネス部会
（青島） 11/18～20

第4回東アジア経済交流推進機構総会
（青島） 11/24～26
＊「環黄海ACTION実施に関する覚書」調印

～ 環黄海ACTION ～
（Active Cooperation for Trade, Investment and Other Needs）

会員都市の経済連携の強化と地域経済の
活性化を目指す行動計画

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7回環境部会（青島） 6/8～10
併催事業： 中国国際循環経済成果交易博覧会

第8回環境部会（煙台） 8/5～7
併催事業： 技術交流セミナー

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回ロジスティクス部会（天津） 11/3～5第6回観光部会（福岡） 9/1～3

併催事業・共同P： ビジネス交流会

第7回ものづくり部会
（北九州） 10/13～15

第7回観光部会（仁川） 10/17～19第8回ものづくり部会
（北九州） 11/8～9

第9回ものづくり部会（釜山） 7/9～11

併催事業・共同P： 
　10都市観光パネル・ポスター展

第8回観光部会（下関） 10/8～10

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1回執行委員会
（天津） 10/10～12

第2回執行委員会
（蔚山） 10/30～11/1

第3回執行委員会
（青島） 10/28～30

第4回執行委員会
（北九州） 11/9～11

第3回東アジア都市協力フォーラム
（北九州） 11/9～11

第5回執行委員会
（煙台） 11/5～8

第6回執行委員会
（北九州） 11/25～27

第1回東アジア都市協力フォーラム
（蔚山） 10/30～11/1

第2回東アジア都市協力フォーラム
（青島） 10/28～30

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

併催事業・共同P：2014中国旅行産業博覧会

共同P①： タイ国際旅行博2015
  （タイ・バンコク）2/24～3/1
共同P②： ツーリズムEXPOジャパン
  （日本・東京）9/24～27

2004年

2006年

2007年

2008年

2005年

2009年

2015年

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

第9回観光部会（天津） 9/19～20

第2回ものづくり部会
（天津） 10/11～13
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

1．目標
①貿易投資が自国内で最も円滑な都市
②輸出入ビジネスの立案から成約、配送にいた

るまでの時間が自国内で最も短い都市
③貿易投資等における国の専管事項に関わる

諸問題は、国に改善要望を行うとともに各都
市も代替措置をもって改善

2．行動計画
①投資や貿易に関する総合的なアドバイスや専

門家による相談を受け付ける「ワンストップセ
ンター」あるいは同機能を設置

②「ワンストップセンター」を窓口に他機関との
連携により、輸出入ビジネスを円滑化

③各都市の「ワンストップセンター」が相互連携
し、ネットワーク化を実現することで、各都市
企業に情報交流のプラットフォームを提供

④各都市内の企業情報データベースを構築
⑤投資セミナーや専門家の海外への派遣に関

する事業に対して政策的支援
⑥各都市独自の努力を展開しつつ、国の所管に

関する事項には必要に応じて国に要望

会員都市間の経済交流の更なる活性
化を目的として、「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、新たに「国際ビジネス部
会」に改編した。

※共同P（共同プロジェクト）：
会員都市が部会会議で決定し、共同で取
組む事業
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東アジア経済交流推進機構が果たす役割東アジア経済交流推進機構が果たす役割

会員都市の概況会員都市の概況

　日中韓三国は、輸出指向型の経済成長モデルを
共有している。すなわち、高い生産能力の製造業と
伸び続ける対外輸出は、牽引役として三国の経済成
長に大きく貢献している。国連の統計によると、
2013年に中国、日本、韓国は、それぞれ世界第1
位、第4位、第7位の輸出国、そして第2位、第4位、第
9位の輸入国となっている（UNCTAD，2014）。こ
の三国の対外貿易の拡大は、東アジア生産－貿易シ
ステムの中で拡大しつつある三国間の直接投資・技
術交流と貿易・ロジスティクスによって実現されたも
のである。

　近年では、国際輸送コストの低下や情報通信技術
の飛躍的な発展に伴い、経済のグローバル化がさら
に進み、外国直接投資（FDI）が著しく拡大している。
日中韓三国が所在する東アジアは、世界経済の成
長センターになっており、対外直接投資が非常に活
発になっている。

　東アジア経済交流推進機構は、この東アジア経済
圏において、国際ビジネスの推進や、同地域の持続
可能な経済発展、および都市間・国際間の相互理解
などに重要な役割を果たすことが期待されている。

日本の産業拠点として発
展してきたモノづくりの街。
深刻な公害問題を克服し
た過程で得た環境技術と
産学官民の連携を活かし
た環境への取組みが評価

され、2011年には経済協力開発機構（OECD）より、
環境と経済が両立した“グリーン成長都市”にアジアで
初めて選定された。“世界の環境首都”を目指している。
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日中間、日韓間、中韓間の貿易額の推移（百万米ドル）

（出所）アジア開発銀行（ADB） （2014）

（出所） UNCTAD FDI/TNC database
（出所）アジア成長研究所 戴二彪，今井健一，韓成一（2014）

　　　「環黄海地域の成長動向と東アジア経済交流推進機構が果たす役割」

日中韓三国の対外直接投資規模の推移

古くから交通の要衝として
栄え、現在は韓国の釜山
港、中国の太倉港との定
期航路を有するなど、国際
物流拠点として重要な役
割を担っている。海運業に

加え、造船業や製造業のほか、新鮮で豊富な水産資
源や良質な温泉、日本有数の歴史遺産・自然環境を
活かした観光業も盛んである。

都心の半径2.5km圏内に
都市機能と広域交通機能
が集積し，周囲に海・山の
自然が広がる，住みやすい
コンパクトシティ。国内有数

の人流・物流拠点である福岡空港・博多港を背景に国
際ビジネスが活発。大学等の集積を活かし，知識創造型
産業の集積を図っている。2014年には国家戦略特区
に指定され，世界一起業しやすいまちを目指している。

熊本城の城下町として発
展してきた九州中央に位置
する都市。2013年には国
連より「生命の水（Water 
for Life）」最優秀賞を日本
で初めて受賞。清冽な地下

水と豊かな緑に恵まれた自然、歴史・文化遺産等を活か
した観光の振興に取り組んでいる。医療機関や高等教
育機関が集積した、暮らしやすい都市である。

年間コンテナ取扱量が世
界第5位の国際貿易港を
有する、韓国第2の都市で
ある。BEXCO等大規模な
展示・コンベンション施設
で、APEC首脳会議をはじ

め、数十万人規模の国際会議実績があり、MICE都市
として急成長している。

韓国の西海岸に面した第
3の都市で、世界有数の
国際ハブ空港と港湾を擁
するほか、経済自由区域

（IFEZ）を中心に国際ビジ
ネス、教育・研究施設、金

融、レジャースポーツ、航空など多岐に渡る分野で誘致
を行っている。文化やスポーツの国際的なイベントを開
催するとともに国連機関の誘致・支援などを通して国
際機構に特化した都市として注目されている。

現代（Hyundai）重工業を
はじめとした大企業中心の
重化学工業都市として韓
国経済を牽引している。石
油化学分野での世界的な
産業クラスターを有してお

り、グリーン成長をリードするグローバル産業拠点を目指
している。

中国北方に位置する港
湾、工業、貿易、金融、観
光が盛んな都市。対外貿
易が盛んで、外資企業の
集中する都市で、日本の
有力企業も進出しており、

国内外資本が集まる人気の投資先の一つ。国家レベ
ルの経済技術開発区3つを擁し、東北三省の対外開
放の牽引役となっている。

青島市は中国初の沿海
開放都市で、中国五大貿
易港一つに数えられる国
際貿易港を擁する海上輸
送の中枢を担っている。

「海爾集団（Haier）」「海
信集団（Hisense）」「青島ビール」などの有名企業が
所在するほか、日本・韓国からの投資や企業進出が多
い都市でもある。

天津市は中国の直轄市で
あり、中国北部における最
大の港湾都市である。航
空・宇宙開発、石油化学、
装備製造、電子情報、新

エネルギー・新材料等優位性のある産業を擁し、世界
TOP500の企業のうち、150社以上が進出している。
2014年、天津市は「自由貿易試験区」の設立を許可
された。中国の先進的なものづくり研究開発基地、北
方国際海上運輸中核エリア、金融イノベーション運営
モデルエリア、改革開放先駆エリアを目指している。
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煙台は中国初の沿海開放
都市の一つ。アジアで唯一
の国際ぶどう・ワイン都市で
あり、山東省第2位の経済
規模を誇る。物産資源が豊
富で、各種産業が揃ってお

り、機械製造、電子情報サービス、食品加工等の産業が
発達している。現在、医療健康産業及びシルバー産業の
モデル都市を目指している。

日 本

北九州市 下関市

福岡市 熊本市

韓 国

釜山広域市 仁川広域市

蔚山広域市

中 国

大連市 青島市

天津市 煙台市
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のである。
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日中間、日韓間、中韓間の貿易額の推移（百万米ドル）

（出所）アジア開発銀行（ADB） （2014）

（出所） UNCTAD FDI/TNC database
（出所）アジア成長研究所 戴二彪，今井健一，韓成一（2014）

　　　「環黄海地域の成長動向と東アジア経済交流推進機構が果たす役割」

日中韓三国の対外直接投資規模の推移
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