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第5回 総会
2015年11月22日から24日にかけて、中国・
煙台市にて第5回総会が開催され、会員都
市の市長をはじめ、行政及び産業界（商工
会議所・国際商会）の代表など、総勢約130
名が参加しました。
会議では、各都市の行政及び産業界の
代表が、
「機構会員都市間の将来を見据え
た投資戦略について」をテーマに発表を行
い、
「国際ビジネス」
「環境」
「観光」各部会
の主幹事都市による第4回総会以降の部会
活動について報告を行いました。
また、次回の執行委員会・総会の開催都市は、日本・熊本市とすることを決定し、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な視点から助言・評価を行う第三者評価委員として、日
中韓各1名、計3名の経済学者の就任を承認しました。
閉会にあたっては、会員都市の共同宣言である
「煙台宣言」を全会一致で承認し、代表者全員による
署名を行いました。
■ 総会に出席した各都市の行政及び産業界代表者
（ 上段：行政代表、下段：産業界代表 ）
日

本

中

市長

北橋

北九州市

健治

商工会議所参事
中村 渉
副市長
坂本

下関市

副市長
貞刈

福岡市

厚仁

大西

熊本市

一史

商工会議所会頭
田川 憲生

永霞

国際商会会長
劉 世民
副市長
盧

大連市

市長

張

青島市

新起

国際商会会長
馮 文青

国
副市長
洪

仁川広域市

国際関係大使
愼 年晟
釜山広域市

商工会議所会長
李 甲俊
副市長
李

蔚山広域市

国際商会副会長
董 力斌

■ 今回就任した第三者評価委員
日

本

（公財）アジア成長研究所
八田 達夫
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中
所長

国

復旦大学社会発展と公共政策学院
人口研究所 教授・所長
王 桂新

泰成

商工会議所副会長
車 意煥

副秘書長
張 暁雁

天津市

淳晩

商工会議所副会長
鄭 炳日

林

国際商会副会長
孫 連運

―
市長

韓
張

煙台市

康一

商工会議所
経営支援部長
佐藤 倫弘

国
市長

韓

国

産業研究院産業経済研究室
先任研究委員
劉 珍根

第5回総会 煙台宣言

東アジア経済交流推進機構第5回総会は2015年11月22日から11月24日にかけ、中国・煙台市にて
開催され、日中韓11の会員都市からの市長及び商工会議所会頭等が参加した。そのうち、日本・熊本
市及び熊本商工会議所は新規会員としてはじめて参加した。各都市代表は「機構会員都市間の将来
を見据えた投資戦略について」をテーマに、議論を深め、広範囲における共同認識ができ、積極的な
成果を収めた。
中国と韓国は自由貿易協定に調印しており、また日中韓三ヵ国についても、自由貿易協定締結に
向けた数度の協議を重ねて進展を見せている。東アジア地域においても更に広範囲で、高いレベル
の自由貿易地域の実現に向けた動きを加速させている。東アジア経済交流推進機構が地域の経済
協力組織の役割を果たし、共にビジネス環境を改善し、貿易投資を大きく推し進め、地域版自由貿
易地域の形成を積極的に模索していくことにより、日中韓三ヵ国自由貿易協定の進展に貢献するた
め、機構の各会員都市は以下の分野において協力を強化する。
―相互交流を積極的に展開することで、当機構の健全な発展を促進する。東アジア経済交流推
進機構は地域の経済協力組織として、会員都市間の経済、貿易、観光など各分野の協力を積極的に
促進し、会員都市間の双方或いは多角的な協力へ支援を行い、環境分野をはじめとする経済発展に
伴う共通の課題解決に努める。各都市は各部会交流活動に積極的に参加することで、共同事業の順
調な開催を確保する。情報交流を積極的に行い、機構の経済協力研究に共同で取り組む。
―ビジネス環境を改善し、貿易と投資の簡素化を積極的に模索する。各会員都市の商工会議所
間の協力関係を強化する。国際ビジネス部会を通じ、会員都市にあるある企業が貿易、投資の過程
にある課題や問題について協議し、解決していく。交流メカニズムをさらに深め、協力内容を整え、
貿易、観光、衛生、新興産業、電子ビジネス、シルバー産業をはじめとする分野での協力を重点的に
強めていく。産業パークの協力関係を強め、貿易投資の簡素化を推進し、先行政策の実施を強化す
ることで、日中韓自由貿易のモデルエリアの実現をめざす。また、会員都市間の経済団体等が実施す
る2都市間の交流事業に協力し、会員都市相互の企業間交流を促進する。
―観光協力を強化する。
「美食」と「健康」をメインテーマとした環黄海観光ブランドを構築して
いく。共同で観光情報をPRし、互いに観光優遇政策を提供することで、統一した環黄海地域観光
市場を形成する。共同で観光の魅力を高め、クルーズ船の観光協力を推進する。観光協力をプラット
フォームとし、科学技術、文化、教育、医療をはじめとする各分野での協力を展開する。
―環境協力を強化する。大気汚染の予防と克服に向けた協力を拡大し、汚染の抑制、環境補
償。環境行政能力、環境経済政策、エネルギー効率、リサイクル、低炭素社会の構築、グリーンエコノ
ミー、生態システムの管理等の分野における協力を強めていく。
東アジア経済交流推進機構の枠組みの中で、互恵関係の構築、優位性の補完、実務革新、投資環
境の改善に取り組み、各都市の共同発展を推し進め、先行して日中韓自由貿易のモデルエリアとなる
ことで、日中韓自由貿易協定の早期実現に貢献していくことを承諾する。
2015年11月23日
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第10回 観光部会
第10回観光部会が2015年9月9日から11
日にかけて韓国・蔚山広域市で開催されま
した。各都市の代表者が参加し、
「海洋観
光資源を通した環黄海連携方案」をテーマ
に各会員都市が発表・提案及び意見交換
を行いました。また昨年中国・天津市にて開
催された第9回観光部会の共同宣言の進捗
状況を各国毎に発表しました。

第10回観光部会 蔚山宣言（抜粋）
1 会員都市間の
「 海洋観光共同商品の開発 」
各会員都市は観光需要に応じた海洋観光コー
スと商品を共同で開発することで、観光交流の活
性化を図る。

2 海洋レジャー・スポーツ祭典の交流を推進
各会員都市で開催している海洋レジャー・ス
ポーツ祭典を東アジア海洋レジャー・スポーツ祭典
として格上げし、ローテーションを組んで開催都市
と協賛都市を担当することで海洋レジャー・スポー
ツを通した環黄海洋観光の活性化を図る。

3 クルーズ観光の活性化
各会員都市の優良旅行会社や旅行作家など
を参加させたクルーズFAMツアーを行うための協
業体系を構築すると共に、常時モニタリングし、問
題点には共同で取り組む。

4 観光交流人口を増やすための都市間の提携
観光客誘致拡大のため、1つの都市だけではな
く複数の都市が提携した周遊型旅行商品として
開発する。

5 共同プロジェクト推進を通して会員都市間の
協力を強化
観光都市の共同プロジェクト事業として国際観
光展などに出展参加して各会員都市の海洋観光
資源をPRし、商談会などでは各都市のインバウン
ド観光客を誘致する。会員都市間で協力して情
報を共有する。

6 共同プロジェクトの負担金を繰り越す
本観光部会が行う2016年度の共同プロジェクト
の推進のため、会員都市は負担金を支払う。尚、
2015年度負担金の残金は次年度に繰り越す。

観光部会共同プロジェクト①

観光部会共同プロジェクト②

2015年2月25日から3月1日にかけて、タイ・バンコク

2015年9月24日から27日にかけて、日本・東京で開

で開催されたTITF＃16
（第16回タイ国際旅行フェ

催されたツーリズムEXPOジャパン2015に共同で

ア）に共同でブース出展しました。

ブース出展しました。ブース来訪者からは、機構会
員都市の観光情報のほか、機構に関する質問が
あり、機構のPRを
行いました 。また
展 示会 併 催 の商
談 会 に会員 都 市
が参加しました。
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第10回 環境部会
2015年10月11日から14日にかけて日本・北九
州市で第10回環境部会が開催されました。こ
の会議では、2014年・2015年の共同プロジェク
トの実施結果報告を行った後、各都市の行政
及び産業界が
「水処理対策」をテーマにそれぞ
れの取組みを発表し、情報共有を図りました。
また次回の開催都市を中国・大連市とし、
テーマは「土壌汚染対策」とすることに合意し
ました。

第10回環境部会 議長総括（抜粋）
○ 環黄海地域の水処理対策の推進
水環境の保全を推進するため、各都市の水質汚染対策や水浄化、排水処理、汚泥処理などの高度
技術について情報共有化を図り、適正かつ安全な水処理に積極的に取り組む。

○ 環黄海地域の大気汚染対策の推進
PM2.5をはじめとする大気汚染対策を推進するため、各都市の大気汚染の状況及び対策を毎年事
務局に報告し、情報共有化を図り、引き続き相互支援を行う。

○ 日中韓循環経済モデル基地の推進
健全な国際的循環型社会を形成するため、日中韓政府で協議中の「日中韓循環経済モデル基地」
の推進に向け、
日中韓の会員都市は引き続き協力する。

○ キャンペーンの実施
海岸クリーンアップ事業やライトダウンキャンペーンの共同事業について、会員都市はできるだけ継続
実施する。

併催事業・技術交流セミナー

環境部会共同プロジェクト

部会会議に併せて開催された「技術交流セミ

環境部会では、
「我々は一つの海でつながってい

ナー」では、各都市から環境関連企業29社89名

る」をスローガンに、毎年会員都市が海岸清掃を

が参加し、自社の優れた技術に関する発表や、活

行っています。また、CO2を削減することで地球温

発な商談を行いました。

暖化防止につなげるため、ライトダウンキャンペー
ンにも各都市が参加しています。
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第2回 国際ビジネス部会
2015年11月18日から20日にかけて、中国・青
島市において、第2回国際ビジネス部会が開催
されました。
19日午前の本会議では、
「 経済貿易協力の
展開、企業交流の推進」をテーマに会員都市
代表が発表を行いました。また午後の会議で
は、会員都市の企業間交流を強化する可能性
について意見交換を行い、国際ビジネス部会
の活動への企業の参加を促進する方策等につ
いて協議しました。
なお、第3回国際ビジネス部会は2016年11月
23日から25日（予定）に、福祉介護ビジネスを
テー マに北九州市で開催することを決定し 、
同時開催される西日本国際福祉機器展への出
展も呼びかけました。

会員都市交流トピックス
○ 会員都市の研究機関による共同研究
（2014年）
北九州市に所在する機構幹事研究機関・アジア成長研究
所が「環黄海地域の経済現況と東アジア経済交流推進機構
が果たす役割」をテーマに、会員都市を訪問してヒアリング
を実施し、調査・分析を行いました。また、下関市の水産大学
校と釜山広域市の釜慶大学校が、
「 日本と韓国の水産分野
における連携に関する共同研究」を行いました。

○ 東アジア経済交流推進機構 10周年記念フォーラム
東アジア経済交流推進機構活動10周年を記念し、2015年
2月13日に日本・北九州市にて、
『アジア経済の成長と都市交
流の役割』と題したフォーラムを開催しました。
講師に東京大学公共政策大学院特任教授（アジア開発銀
行研究所前所長）である河合正弘氏を迎え、
『アジア経済の
成長と課題』をテーマに基調講演を行ったほか、北九州市の
アジア成長研究所と下関市の水産大学校が会員都市間の共
同研究について報告を行いました。
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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

観光部会

第1回観光部会
（釜山） 9／29～30

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：釜山国際観光展（BITF）

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：港湾PRセッション

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

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

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

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

2014年

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

2015年

第5回東アジア経済交流
推進機構総会
（煙台） 11／22～24

第2回国際ビジネス部会
（青島） 11／18～20

第10回環境部会
（北九州） 10／11～14

第10回観光部会
（蔚山） 9／9～11

併催事業：技術交流セミナー
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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）22-5836-8730
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担当官室
TEL •（82）32-440-3202
FAX •（82）32-440-8625
URL • http://www.incheon.go.kr/

釜山広域市行政自治局国際協力課
TEL •（82）51-888-5095
FAX •（82）51-888-5089
URL • http://www.busan.go.kr/

蔚山広域市創造経済本部通商交流課
TEL •（82）52-229-2782
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

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/

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、機構の各部会活動や各都市の観光情報などを
掲載しています。
みなさまからの情報提供、アクセスをお待ちして
います。

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

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/

東アジア経済交流推進機構ホームページ

機構ホームページ

http://www.oeaed.org/

ホームページを
リニューアル
しました！

