
Member Cities Information東アジア経済交流推進機構　会員都市

Dalian 大連市

ホームページもご覧下さい！
　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。

機構ホームページ
http://www.oeaed.org/

東アジア経済交流推進機構
ホームページ
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（86）411-8363-2319
（86）411-8363-4106
http://www.dl.gov.cn/

Busan 釜山広域市

（82）51-888-5097
（82）51-888-5089
http://www.busan.go.kr/

Kumamoto 熊本市

（81）96-328-2375
（81）96-324-7004
http://www.city.kumamoto.jp/

Qingdao 青島市

（86）532-8389-7600
（86）532-8389-7113
http://www.qingdao.gov.cn/

Incheon 仁川広域市

（82）32-440-3203
（82）32-440-8625
http://www.incheon.go.kr/

Tianjin 天津市

（86）22-5836-8676
（86）22-5836-8690
http://www.tj.gov.cn/

Ulsan 蔚山広域市

（82）52-229-2781
（82）52-229-2779
http://www.ulsan.go.kr/

Yantai 煙台市

（86）535-6634-122
（86）535-621-2917
http://www.yantai.gov.cn/

Fukuoka

〈会員都市の写真〉仁川広域市（韓国）松島新都市

〈会員都市の写真〉仁川広域市（韓国）仁川大橋

福岡市

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

　01 第7回執行委員会

　03 第4回国際ビジネス部会

　04 第12回環境部会・技術交流セミナー／環境部会共同プロジェクト

　05 観光部会幹事都市会議

　06 会議開催実績

東アジア経済交流推進機構2017年活動報告

東アジア経済交流推進機構ニュース
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大連市外事弁公室亜洲処

釜山広域市文化観光局国際協力課

中国国際貿易促進委員会青島市分会 中国国際商会青島市分会

仁川広域市国際協力担当官室

天津市人民政府外事弁公室亜洲処

蔚山広域市雇用経済局通商交流課

煙台市外事僑務弁公室 亜非科

福岡市総務企画局国際部アジア連携課 熊本市経済観光局産業部経済政策課
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Kitakyushu 北九州市

（81）93-582-2162
（81）93-582-2176
http://www.city.kitakyushu.lg.jp/

Shimonoseki 下関市

（81）83-231-9653
（81）83-231-9654
http://www.city.shimonoseki.lg.jp/

北九州市企画調整局国際部アジア交流課 下関市総合政策部国際課



執行委員会協議事項
（ヒアリング結果と第三者評価委員会の提言を元にした改革案）

協議事項 合意内容

合意
（次回総会にて議決）

改革案を含め会議開催都市の
判断にて会議内容を決定する
ことで合意

①総会・執行委員会をそれぞれ3年に１度の開
催とし、急を要する場合は、書面決議とする
②会議（総会・執行委員会）開催の輪番制導入

③各都市の行政代表者から数名発表後、各都
市を代表する企業代表者（商工会議所代表
者）により企業のアジア戦略などを発表
④午後に、行政代表者のみで行政課題や経済
交流推進をテーマにディスカッションを実施

2017年11月1日（水）から11月3日（金）

にかけて、韓国・仁川広域市にて第7回

執行委員会が開催され、各都市の行

政と商工会議所・国際商会の実務者な

ど約50名が参加しました。

会議では、仁川広域市より仁川総会

に関する提案を行いました。また、事務

局より機構改革及び部会運営につい

て報告を行い、総会及び機構運営につ

いて以下のとおり提案を行いました。

会議後には、日中韓三国協力事務

局から山本恭司事務局次長を招き 、

「日中韓地方政府における経済協力策」をテーマに経済交流セミナーを開催しました。午後には、生活

廃棄物自動集荷施設、CISCOグローバル革新センター、IFEZ広報館を視察しました。

【 機構改革に向けた取組内容 】

東アジア経済交流推進機構設立後10年以上が経過したことを受け、移り変わる国際情勢に対応し
ていくため、機構活動の見直しを目的として2016年に各会員都市ヒアリング調査等を実施しました。
また、第三者機関である第三者評価委員会から機構の現状における問題点の指摘と改革に向けた提
言を受け、これらのヒアリング結果と第三者評価委員会からの提言を元に、機構事務局より、以下の
とおり機構改革案の提示が行われました。

　第7回 執行委員会開催（in 仁川）
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会議の様子



（1） 行政及び経済界トップの出席について
・ 事業継続のためにも全市長が顔を合わせることが重要。
・ 元々市長会議なので市長が参加するべき。
・ 2年に1回の頻度は出国制限もあり難しい。

（2）会議内容等について
・ 各代表が講演するテーマの設定が重要。
・ 各代表の発表時間が短い。
・ 輪番開催の義務化が必要。

（3） 2都市間懇談について
・ 2都市間交流を前もって事務方で話し、問題があれば総会の2都市間懇談の場で市長に解決し

てもらうことが望ましい。

（4） 部会について
・ 部会を新たに作る必要はなく、今ある部会を有効活用すればよい。

提言①　機構柱事業の改編（4つの柱事業への改編）
1） 環黄海地域の経済交流推進による地域経済活性化
2） 環黄海環境モデル地域の創出と環境産業の促進
3） 環黄海観光ブランド戦略の展開と観光産業の推進
4） 研究交流・人材育成のプラットフォームの形成

提言②　組織の改編
・ 総会は行政首長の出席を確保したうえで継続
・ 必要に応じて、「高齢者ビジネス部会」などの新しい部会を増設

提言③　会議参加者構成と開催形式の改革
・ 企業、経済団体、研究者、マスメディアなどの各会議への参加促進
・ 市長が出席できない場合のテレビ会議などの開催の試み

提言④　機構のPR強化
・ 市長の総会への参加確保、民間企業・経済団体の参加、会員都市以外の都市への会議開放など

の対策
・ 公式ホームページからの多言語情報発信

提言⑤　会員都市の義務の明確化
・ 機構運営の健全化を図るため、会員都市の義務を明確化
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東アジア経済交流推進機構改革に向けた各都市ヒアリング結果

第三者評価委員会提言内容抜粋



2017年10月30日（月）から10月31日（火）にかけて韓国・蔚山広域市にて第4回国際ビジネス部会が開催

され、会員都市中10都市から行政及び産業界代表ら約70名が参加しました。

会議では、「社会的企業の育成による地域経済活性化方案」をテーマに蔚山市の社会的企業の支援

活動を行っている経済振興院の地域企業支援団長が発表を行いました。また、各会員都市での社会的

企業における取組みについてまとめた資料を配布し、事案の共有を行いました。

また、会議内において、東アジア経済推進機構改革に向けて実施された国際ビジネス部会に関する

各都市へのヒアリング及びアンケート調査結果の報告及び第三者評価委員会からの提言報告を事務局

より行いました。

午後には、社会的企業の視察として、蔚

山市内にある太和江訪問者センターを訪問

しました。

センターでは、運営を行っている太和江

生態観光協議会ファン・インソク事務局長か

ら社会的企業である協議会の社会的取組

みについて、プレゼンが行われました。

社会的企業視察

　第4回 国際ビジネス部会開催（in 蔚山）

● 業種を問わない商談会の場を設けてはどうか。

● 事前に参加企業の情報とニーズを登録し、企業のマッチングを行った上で商談会を実施してはどうか。

● 既存の展示会・見本市と同時期に会議開催し、企業の展示・視察を補助し部会参加を促してはどうか。

● シルバー産業分野で日本と協力していきたい。

● まずは企業のニーズ把握調査。
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本会議の様子 テーマ発表

太和江訪問者センター

国際ビジネス部会における各都市ヒアリング及びアンケート調査結果＜一部抜粋＞



2017年5月24日（水）から26日（金）にかけて

韓国・釜山広域市において第12回環境部会が

開催され、会員11都市の行政及び産業界代表

ら約90名が参加しました。

会議では、「廃棄物処理・リサイクル対策」を

テーマに、各会員都市における取組みや技術

について発表を行ったほか、各会員都市にお

いて取り組んでいる共同プロジェクトの実施

状況の報告を行い、事業の継続実施について

も確認し合いました。また、今後三年間の会議開催地及び開催テーマについて、以下のとおり開催する

ことに合意しました。

会議翌日には、環境関連施設の視察として、資源循環特化団地及び釜山環境公団水営事業所を訪

問しました。

午後には、技術交流セミナーとして、各会員

都市から集まった企業が部会テーマに沿った

自社の取組みを発表しました。その後に開催さ

れた商談会では、商談件数延べ62件のうち有

望案件数19件の成果が報告されています。

技術交流セミナー及び商談会

【 2018年～ 2020年環境部会開催について 】

会議開催回 開催年 会議開催都市 会議開催テーマ

第13回 2018年 北九州市 大気汚染対策

第14回 2019年 青島市 リサイクル対策

第15回 2020年 仁川広域市 水処理対策

　第12回 環境部会開催（in 釜山）

【 共同プロジェクト（海岸清掃）】

2016年に、会員11都市の海岸において
実施された海岸クリーンアップ清掃には、
延べ約185,450人の参加がありました。ま
た、各都市において回収されたゴミの量
の合計は、約5,510tに上りました。

● 商談支援を推進することでビジネスチャンスに繋がる。

● 契約にもつながり、企業満足度が高い。

● 参加企業へのアフターフォローが大切。

● 共同プロジェクトは、国際貢献、環境啓発のため継続すべき。
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本会議の様子

環境部会における各都市ヒアリング及びアンケート調査結果＜一部抜粋＞



2017年の第12回観光部会の開催

が延期されたこと等に伴い、今後の

部会開催について改めて協議を行う

ため、2017年9月21日（木）に東京にて

幹事都市会議を開催しました。

会議には、幹事都市である下関市

（日本）、釜山広域市（韓国）、大連市

（ 中国）の代表者及び事務局が出席

し、以下の内容について協議が行わ

れました。

　観光部会幹事都市会議開催（in 東京）

議題1 ： 2016年共同プロジェクトについて

議題2 ： 2017年観光部会（大連会議）の延期について

議題3 ： 今後の観光部会の運営について

○ 2018年の観光部会の開催については、大連市で開催することで合意しました。
○ 部会の主幹事都市は、共同プロジェクト実施のため負担金の管理を含む庶務事務を

行わなければならないが、中国会員都市は制度上負担金の管理を行えません。した
がって、従来型の共同プロジェクト実施は困難であるとの理由から、2017年開催につ
いては中止を決定し、2019年に向けた新たな事業提案の可能性について協議を行い
ました。

協議内容

決定事項

● 会員都市内での交流を活性化させる共同プロジェクトを実施するべき。

● 日中韓１１都市を巡るFAMツアーを、複数年かけて一回りする形で開催してはどうか。

● パワーブロガーとメディアの相互招待を提案したい。

● 各都市のイベント情報の共有化とイベント活動の交流を実施してはどうか。
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観光部会における各都市ヒアリング及びアンケート調査結果＜一部抜粋＞



東アジア経済交流推進機構設立以降の会議開催実績

2004年

2006年

2007年

2008年

2005年

年度 機構総会 ほか ものづくり部会 環境部会 ロジスティクス部会観光部会

2009年

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

第三者評価委員会北九州会議
（北九州）　8／22～24

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3回東アジア経済交流
推進機構総会

（蔚山）　11／5～7

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1回環境部会（北九州） 
※先行設立　8／3～5
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： 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： 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

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

2017年
第三者評価委員会

（北九州）　2／17

第7回執行委員会
（仁川）　11／1～3

第12回環境部会
（釜山）　5／24～27
併催事業：技術交流セミナー

第4回国際ビジネス部会
（蔚山）　10／30～10／31

2016年
第11回環境部会

（大連）　7／4～7
併催事業：技術交流セミナー併催事業：西日本国際福祉機器展

第11回観光部会
（北九州）　11／7～9

第3回国際ビジネス部会
（北九州）　11／23～25

2010年

第4回東アジア経済交流
推進機構総会

（青島）　11／24～26

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： ビジネス交流会

第7回ものづくり部会
（北九州）　10／13～15

2011年

第三者評価委員会
（北九州）　9／26

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

2012年

第三者評価委員会
（北九州）　9／28

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5回執行委員会
（煙台）　11／5～8

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： 10都市観光パネル・ポスター展

2013年

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6回執行委員会
（北九州）　11／25～27

第三者評価委員会
（北九州）　2／23

併催事業： 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

共同P:2016ホーチミン市国際旅行博覧会

※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

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
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Member Cities Information東アジア経済交流推進機構　会員都市

Dalian 大連市

ホームページもご覧下さい！
　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。

機構ホームページ
http://www.oeaed.org/

東アジア経済交流推進機構
ホームページ

TEL
FAX
URL

•
•
•

TEL
FAX
URL

•
•
•

TEL
FAX
URL

•
•
•

TEL
FAX
URL

•
•
•

TEL
FAX
URL

•
•
•

TEL
FAX
URL

•
•
•

TEL
FAX
URL

•
•
•

TEL
FAX
URL

•
•
•
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•
•
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（86）411-8363-2319
（86）411-8363-4106
http://www.dl.gov.cn/

Busan 釜山広域市

（82）51-888-5097
（82）51-888-5089
http://www.busan.go.kr/

Kumamoto 熊本市

（81）96-328-2375
（81）96-324-7004
http://www.city.kumamoto.jp/

Qingdao 青島市

（86）532-8389-7600
（86）532-8389-7113
http://www.qingdao.gov.cn/

Incheon 仁川広域市

（82）32-440-3203
（82）32-440-8625
http://www.incheon.go.kr/

Tianjin 天津市

（86）22-5836-8676
（86）22-5836-8690
http://www.tj.gov.cn/

Ulsan 蔚山広域市

（82）52-229-2781
（82）52-229-2779
http://www.ulsan.go.kr/

Yantai 煙台市

（86）535-6634-122
（86）535-621-2917
http://www.yantai.gov.cn/

Fukuoka

〈会員都市の写真〉仁川広域市（韓国）松島新都市

〈会員都市の写真〉仁川広域市（韓国）仁川大橋

福岡市

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

　01 第7回執行委員会

　03 第4回国際ビジネス部会

　04 第12回環境部会・技術交流セミナー／環境部会共同プロジェクト

　05 観光部会幹事都市会議

　06 会議開催実績

東アジア経済交流推進機構2017年活動報告

東アジア経済交流推進機構ニュース
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2018

大連市外事弁公室亜洲処

釜山広域市文化観光局国際協力課

中国国際貿易促進委員会青島市分会 中国国際商会青島市分会

仁川広域市国際協力担当官室

天津市人民政府外事弁公室亜洲処

蔚山広域市雇用経済局通商交流課

煙台市外事僑務弁公室 亜非科

福岡市総務企画局国際部アジア連携課 熊本市経済観光局産業部経済政策課
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•
•
•
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•
•
•

Kitakyushu 北九州市

（81）93-582-2162
（81）93-582-2176
http://www.city.kitakyushu.lg.jp/

Shimonoseki 下関市

（81）83-231-9653
（81）83-231-9654
http://www.city.shimonoseki.lg.jp/

北九州市企画調整局国際部アジア交流課 下関市総合政策部国際課


