
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。

01 第14回環境部会
 （環境部会共同プロジェクトの活動紹介）
03 観光部会共同プロジェクト
04 会議開催都市、開催時期のお知らせ
05 機構設立以降の会議開催実績

東アジア経済交流推進機構
2019年活動報告
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Member Cities Information東アジア経済交流推進機構　会員都市
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（86）411-8363-2319
（86）411-8363-4106
http://www.dl.gov.cn/

Busan 釜山広域市

（82）51-888-7751
（82）51-888-7759
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
httpｓ://www.incheon.go.kr/

Tianjin 天津市

（86）22-5836-8627
（86）22-5836-8690
http://www.tj.gov.cn/

Ulsan 蔚山広域市

（82）52-229-2783
（82）52-229-3579
http://www.ulsan.go.kr/

Yantai 煙台市

（86）535-6222-464
（86）535-6222-464
http://www.yantai.gov.cn/

Fukuoka 福岡市

（81）92-711-4930
（81）92-735-4130
https://www.city.fukuoka.lg.jp/

大連市人民政府 外事弁公室 亜洲処

釜山広域市 成長戦略本部 都市外交政策課

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 雇用経済本部 国際協力課

天津市人民政府 外事弁公室 亜洲処

蔚山広域市 未来成長基盤局 投資交流課

煙台市人民政府 外事弁公室 亜洲科

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
https://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

青島市（中国）の風景（表紙、裏表紙の写真）



2019年11月26日（火）から11月28日（木）にかけて、青
島市にて「第14回環境部会」が開催され、各会員都市の行
政および環境関連企業の約70名が参加しました。
27日（水）に行われた本会議では、テーマである「リサイク
ル対策」について、各都市の取組みが発表されました。国、
都市ごとに特色があり、実践的なヒントが見えてきました。
韓国2都市からは、「生ごみ類廃棄物の対策」として「減量
化」「バイオガス、スチーム等への二次利用」が取り上げられ
ました。仁川広域市では、生ごみ類廃棄物の減量化（2025
年までに直接埋立率0％）を目指し、共同住宅に生ごみ廃棄
物従量制（RFID）を導入、2025年までに共同住宅への普及
100％を目指しています。
熊本市は、2016年4月に発生した「熊本地震」における「災害廃棄物のリサイクル体制」につい
て発表しました。震災後、「熊本市災害廃棄物処理実行計画」を策定し、例えば、68万トンのコンク
リートガレキは再生路盤材として、17.4万トンの木くず（家具等も含む）は木チップ等としてリサイ
クルされ、災害廃棄物の約70％がリサイクルされました。「廃棄物の種類ごとに処理方法を事前に
定める」「分かりやすく迅速に広報する（マスコミ活用、SNS等媒体別の活用方法の構築）」等の重
要性が示され、災害への備えの大切さを再認識しました。
また、2019年7月から、中国の一部の都市では一般ごみの分別収集が開始され、順次全国に展
開されているそうです。市民のごみ減量化・資源化に対する意識をいかに高めるかが重要な課題
となっています。

第14回環境部会 議長総括（抜粋）
　アジア地域では、急速な経済発展に伴い、廃棄物の発生量の増加と質の多様化が進んでいる。また、今年7月か
ら、中国の一部の都市で一般ごみの分別収集が開始され、今後は順次全国に展開していくという流れを受け、市
民のごみ減量・資源化に対する意識をいかに高めていくかも、行政にとって重要な課題の一つである。
　こうした状況を踏まえ、今回の環境部会では、リサイクル対策をテーマに情報共有を行い、環黄海地域の環境改
善について議論した。
　その結果、次の事項について会員都市の行政及び産業界が一丸となって取り組むことで合意した。

〇環黄海地域のリサイクル対策の推進 〇環黄海地域の大気汚染対策の推進
〇日中韓循環経済モデル基地の推進 〇キャンペーンの実施

　さらに、会員都市は、各都市の実施する個別プロジェクト等へ積極的に協力・支援し、地球規模や地域固有の環
境問題解決に努める。

2019年11月27日

中国・青島市にて「第14回環境部会」を開催しました！
会員都市同士のビジネス交流を促進することを目的に、
各都市の環境関連企業が商談を行いました。商談会には、
中国企業10社、韓国企業3社、日本企業9社が参加し、商談
件数は16件でした。成約見込みの案件もあり、各都市環境
部会担当者が、引き続きフォローをしていきます。

環境部会 ビジネス商談会の開催

環境部会では、3つの共同プロジェクトを実施、各都市の行政と市民が一丸となって環境対策の
取組みを進めています。2018年に実施した環黄海11都市海岸クリーンアップ事業とライトダウ
ンキャンペーンの活動内容を紹介します。

2018年海岸クリーンアップ事業では、会員都市から合計約83，100名の市民、企業等が清掃
活動等に参加し、回収されたごみの量は、約5,347トンに上りました。また、地球温暖化防止を目的
としたライトダウンキャンペーンを11都市が実施し、中国4都市と韓国釜山広域市では、「EARTH 
HOUR2018※」にあわせ3月24日現地時間20：30～の60分間、ランドマーク施設等の明かりを
消し、環境保護、低炭素生活の実践を市民に呼びかけました。
※WWFが主催する世界最大の環境アクション。世界中の人々が同じ日、同じ時刻に消灯し、地球温暖化防止と環境保全の意志を示す活動。

環境部会 共同プロジェクトの取組み（2018年実施内容の紹介）

2020年環境部会
開催都市決定

環境部会

2020年11月3日（火）～11月5日（木）に、韓国・仁川広域市にて
開催します。テーマは、「水処理対策」です。
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2019年11月26日（火）から11月28日（木）にかけて、青
島市にて「第14回環境部会」が開催され、各会員都市の行
政および環境関連企業の約70名が参加しました。
27日（水）に行われた本会議では、テーマである「リサイク
ル対策」について、各都市の取組みが発表されました。国、
都市ごとに特色があり、実践的なヒントが見えてきました。
韓国2都市からは、「生ごみ類廃棄物の対策」として「減量
化」「バイオガス、スチーム等への二次利用」が取り上げられ
ました。仁川広域市では、生ごみ類廃棄物の減量化（2025
年までに直接埋立率0％）を目指し、共同住宅に生ごみ廃棄
物従量制（RFID）を導入、2025年までに共同住宅への普及
100％を目指しています。
熊本市は、2016年4月に発生した「熊本地震」における「災害廃棄物のリサイクル体制」につい
て発表しました。震災後、「熊本市災害廃棄物処理実行計画」を策定し、例えば、68万トンのコンク
リートガレキは再生路盤材として、17.4万トンの木くず（家具等も含む）は木チップ等としてリサイ
クルされ、災害廃棄物の約70％がリサイクルされました。「廃棄物の種類ごとに処理方法を事前に
定める」「分かりやすく迅速に広報する（マスコミ活用、SNS等媒体別の活用方法の構築）」等の重
要性が示され、災害への備えの大切さを再認識しました。
また、2019年7月から、中国の一部の都市では一般ごみの分別収集が開始され、順次全国に展
開されているそうです。市民のごみ減量化・資源化に対する意識をいかに高めるかが重要な課題
となっています。

第14回環境部会 議長総括（抜粋）
　アジア地域では、急速な経済発展に伴い、廃棄物の発生量の増加と質の多様化が進んでいる。また、今年7月か
ら、中国の一部の都市で一般ごみの分別収集が開始され、今後は順次全国に展開していくという流れを受け、市
民のごみ減量・資源化に対する意識をいかに高めていくかも、行政にとって重要な課題の一つである。
　こうした状況を踏まえ、今回の環境部会では、リサイクル対策をテーマに情報共有を行い、環黄海地域の環境改
善について議論した。
　その結果、次の事項について会員都市の行政及び産業界が一丸となって取り組むことで合意した。

〇環黄海地域のリサイクル対策の推進 〇環黄海地域の大気汚染対策の推進
〇日中韓循環経済モデル基地の推進 〇キャンペーンの実施

　さらに、会員都市は、各都市の実施する個別プロジェクト等へ積極的に協力・支援し、地球規模や地域固有の環
境問題解決に努める。

2019年11月27日

中国・青島市にて「第14回環境部会」を開催しました！
会員都市同士のビジネス交流を促進することを目的に、
各都市の環境関連企業が商談を行いました。商談会には、
中国企業10社、韓国企業3社、日本企業9社が参加し、商談
件数は16件でした。成約見込みの案件もあり、各都市環境
部会担当者が、引き続きフォローをしていきます。

環境部会 ビジネス商談会の開催

環境部会では、3つの共同プロジェクトを実施、各都市の行政と市民が一丸となって環境対策の
取組みを進めています。2018年に実施した環黄海11都市海岸クリーンアップ事業とライトダウ
ンキャンペーンの活動内容を紹介します。

2018年海岸クリーンアップ事業では、会員都市から合計約83，100名の市民、企業等が清掃
活動等に参加し、回収されたごみの量は、約5,347トンに上りました。また、地球温暖化防止を目的
としたライトダウンキャンペーンを11都市が実施し、中国4都市と韓国釜山広域市では、「EARTH 
HOUR2018※」にあわせ3月24日現地時間20：30～の60分間、ランドマーク施設等の明かりを
消し、環境保護、低炭素生活の実践を市民に呼びかけました。
※WWFが主催する世界最大の環境アクション。世界中の人々が同じ日、同じ時刻に消灯し、地球温暖化防止と環境保全の意志を示す活動。

環境部会 共同プロジェクトの取組み（2018年実施内容の紹介）

2020年環境部会
開催都市決定

環境部会

2020年11月3日（火）～11月5日（木）に、韓国・仁川広域市にて
開催します。テーマは、「水処理対策」です。
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2019年10月24日（木）から10月27日（日）
の4日間、大阪市において「ツーリズムエキスポ
ジャパン2019大阪」が開催され、観光部会が
「OEAEDブース」を出展、東アジア経済交流推
進機構のPR、各都市の観光PRを行いました。
「ツーリズムエキスポジャパン」は、海外・国内
の観光需要喚起等を目的に、官民一体となり
2014年から開催されている観光総合イベントで、毎年多くの来場者が訪れる一大イベントです。
2019年は、日本国内47都道府県、世界100ヵ国の国と地域から、1,457の企業・団体が出展、
151,099名の来場者が訪れました。
「OEAEDブース」では、11都市を紹介するパネル、各種パ
ンフレット等を用意し、ブースに訪れた業界関係者、一般来場
者、また、アジア各都市からの留学生等外国人に、東アジア経
済交流推進機構の取組みを紹介し、11都市についての観光

PRを行いました。
特に興味を示した
来場者には、アンケートに記入してもらい、OEAED及び
会員都市のノベルティグッズや特産品が当たるガラポ
ンにチャレンジしてもらいました。4日間で約600名が参
加しました。また、日本国内のインバウンド・アウトバウン
ド関連業者7社との商談を行いました。

観光部会 共同プロジェクト
～日本・大阪市で開催された「ツーリズムエキスポジャパン2019大阪」に出展しました！～

第15回 環境部会 韓国・仁川広域市 11月3日（火）～11月5日（木）

第13回 観光部会 韓国・釜山広域市 時期未定

第 6 回 国際ビジネス部会 中国・大連市 時期未定

2020年 東アジア経済交流推進機構
部会開催都市・開催時期について

11都市の中で、あなたはどの都市に行ってみたいですか？ 
国ごとにお答えください。

観光部会 共同プロジェクト「ツーリズムエキスポジャパン2019大阪」
来場者アンケート結果発表
● ●

2020年「第8回 執行委員会」、2021年「第7回 総会」は、日本・下関
市にて開催されます！ （開催時期未定）

下関市は、春夏秋冬、どの季節に訪れても豊かな自然が満喫でき、ふく（下関市では
河豚のことを「ふく（福）」と呼びます）をはじめとする美味しいものが味わえます。
5月に開催される「しものせき海峡まつり」では、1185年の「壇ノ浦の戦い」で幼くし
て海に散った安徳天皇を偲ぶ「先帝祭」が行われ、豪華絢爛な衣装を身に纏い高下駄
を履いた女性が「外八文字」と言われる独特な
歩き方で「上臈道中」を披露します。ぜひ一度足
をお運び頂き、歴史絵巻のような美しさをご堪
能ください。

東アジア経済交流推進機構
執行委員会、総会の開催都市・開催時期について

下関市観光情報

観 光 部 会

質 問

トップ3の
順位は？

1位 韓国・釜山広域市 276票
（代表的な理由：海鮮料理等のグルメ、釜山花火まつりに興味がある）

2位 中国・大連市 191票
（代表的な理由：キャッスルホテル、夜景等の景観、旅順博物館を見てみたい）

3位 日本・福岡市 173票
（代表的な理由：ラーメン、屋台、水炊き、明太子等のグルメを味わいたい）

お知らせ
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2019年10月24日（木）から10月27日（日）
の4日間、大阪市において「ツーリズムエキスポ
ジャパン2019大阪」が開催され、観光部会が
「OEAEDブース」を出展、東アジア経済交流推
進機構のPR、各都市の観光PRを行いました。
「ツーリズムエキスポジャパン」は、海外・国内
の観光需要喚起等を目的に、官民一体となり
2014年から開催されている観光総合イベントで、毎年多くの来場者が訪れる一大イベントです。
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151,099名の来場者が訪れました。
「OEAEDブース」では、11都市を紹介するパネル、各種パ
ンフレット等を用意し、ブースに訪れた業界関係者、一般来場
者、また、アジア各都市からの留学生等外国人に、東アジア経
済交流推進機構の取組みを紹介し、11都市についての観光

PRを行いました。
特に興味を示した
来場者には、アンケートに記入してもらい、OEAED及び
会員都市のノベルティグッズや特産品が当たるガラポ
ンにチャレンジしてもらいました。4日間で約600名が参
加しました。また、日本国内のインバウンド・アウトバウン
ド関連業者7社との商談を行いました。

観光部会 共同プロジェクト
～日本・大阪市で開催された「ツーリズムエキスポジャパン2019大阪」に出展しました！～

第15回 環境部会 韓国・仁川広域市 11月3日（火）～11月5日（木）

第13回 観光部会 韓国・釜山広域市 時期未定

第 6 回 国際ビジネス部会 中国・大連市 時期未定

2020年 東アジア経済交流推進機構
部会開催都市・開催時期について

11都市の中で、あなたはどの都市に行ってみたいですか？ 
国ごとにお答えください。

観光部会 共同プロジェクト「ツーリズムエキスポジャパン2019大阪」
来場者アンケート結果発表
● ●

2020年「第8回 執行委員会」、2021年「第7回 総会」は、日本・下関
市にて開催されます！ （開催時期未定）

下関市は、春夏秋冬、どの季節に訪れても豊かな自然が満喫でき、ふく（下関市では
河豚のことを「ふく（福）」と呼びます）をはじめとする美味しいものが味わえます。
5月に開催される「しものせき海峡まつり」では、1185年の「壇ノ浦の戦い」で幼くし
て海に散った安徳天皇を偲ぶ「先帝祭」が行われ、豪華絢爛な衣装を身に纏い高下駄
を履いた女性が「外八文字」と言われる独特な
歩き方で「上臈道中」を披露します。ぜひ一度足
をお運び頂き、歴史絵巻のような美しさをご堪
能ください。

東アジア経済交流推進機構
執行委員会、総会の開催都市・開催時期について

下関市観光情報

観 光 部 会

質 問

トップ3の
順位は？

1位 韓国・釜山広域市 276票
（代表的な理由：海鮮料理等のグルメ、釜山花火まつりに興味がある）

2位 中国・大連市 191票
（代表的な理由：キャッスルホテル、夜景等の景観、旅順博物館を見てみたい）

3位 日本・福岡市 173票
（代表的な理由：ラーメン、屋台、水炊き、明太子等のグルメを味わいたい）

お知らせ
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機構総会 ほか 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 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 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

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

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）・観光ビジネス交流会

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

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（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、
 観光ビジネス交流会

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
共同P： “2010環黄海イヤー”2010中国国際旅遊交易会（上海）

第7回 観光部会（仁川） 10/17～19
併催事業： ビジネス交流会

共同P： 共同観光説明会（マレーシア・クアラルンプール）

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
共同P： 第26回韓国国際観光展（ソウル）

第9回 観光部会（天津） 9/19～20
共同P： 2014中国旅行産業博覧会

第10回 観光部会（蔚山） 9/9～11
共同P①： タイ国際旅行博2015（タイ・バンコク）2/25～3/1
共同P②： ツーリズムEXPOジャパン（日本・東京）9/24～27

第11回 観光部会（北九州） 11/7～9
共同P： 2016ホーチミン市国際旅行博覧会

第12回 観光部会（大連） 11/20～22

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
共同P： 海岸清掃、ライトダウンキャンペーン

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
共同P： 海岸清掃、ライトダウンキャンペーン

共同P： 海岸清掃、ライトダウンキャンペーン

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
共同P： 海岸清掃、ライトダウンキャンペーン

第8回 環境部会（煙台） 8/5～7
併催事業： 技術交流セミナー
共同P： 海岸清掃、ライトダウンキャンペーン

第9回 環境部会（蔚山） 5/20～21
併催事業： 技術交流セミナー
共同P： 海岸清掃、ライトダウンキャンペーン

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
共同P： 海岸清掃、ライトダウンキャンペーン

第11回 環境部会（大連） 7/4～7
併催事業： 技術交流セミナー
共同P： 海岸清掃、ライトダウンキャンペーン

第12回 環境部会（釜山） 5/24～27
併催事業： 技術交流セミナー
共同P： 海岸清掃、ライトダウンキャンペーン

第13回 環境部会（北九州） 10/10～12
併催事業： 技術交流セミナー
共同P： 海岸清掃、ライトダウンキャンペーン

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7回 ものづくり部会（北九州） 10/13～15
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 ものづくり部会（蔚山） 10/14～16

第8回 ものづくり部会（北九州） 11/8～9

第2回 国際ビジネス部会（青島） 11/18～20

第3回 国際ビジネス部会（北九州） 11/23～25
併催事業： 西日本国際福祉機器展

第4回 国際ビジネス部会（蔚山） 10/30～31

第5回 国際ビジネス部会（煙台） 11/7～8

第9回 ものづくり部会（釜山） 7/9～11

第1回 国際ビジネス部会（釜山） 7/9～11

国際ビジネス部会

第5回 東アジア経済交流推進機構総会（煙台） 11/22～24
東アジア経済交流推進機構10周年記念フォーラム

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4回 東アジア経済交流推進機構総会（青島） 11/24～26

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

第三者評価委員会（北九州） 2/23

第6回 東アジア経済交流推進機構総会（仁川） 10/29～31
併催事業： ビジネス商談会

※共同P（共同プロジェクト）
　会員都市が部会会議で決定し、共同で取り組む事業

2004年

2006年

2007年

2008年

2005年

2009年

2015年

2017年

2016年

2010年

2011年

2012年

2013年

2018年

共同P： ツーリズムＥＸＰＯジャパン（日本・大阪）10/24～27
第14回 環境部会（青島） 11/26～28
併催事業： 技術交流セミナー、ビジネス商談会
共同P： 海岸清掃、ライトダウンキャンペーン

第三者評価委員会（北九州） 12/102019年

2014年

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

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

東アジア経済交流推進機構設立以降の会議開催実績
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機構総会 ほか 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 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 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

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

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）・観光ビジネス交流会

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

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（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、
 観光ビジネス交流会

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
共同P： “2010環黄海イヤー”2010中国国際旅遊交易会（上海）

第7回 観光部会（仁川） 10/17～19
併催事業： ビジネス交流会

共同P： 共同観光説明会（マレーシア・クアラルンプール）

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
共同P： 第26回韓国国際観光展（ソウル）

第9回 観光部会（天津） 9/19～20
共同P： 2014中国旅行産業博覧会

第10回 観光部会（蔚山） 9/9～11
共同P①： タイ国際旅行博2015（タイ・バンコク）2/25～3/1
共同P②： ツーリズムEXPOジャパン（日本・東京）9/24～27

第11回 観光部会（北九州） 11/7～9
共同P： 2016ホーチミン市国際旅行博覧会

第12回 観光部会（大連） 11/20～22

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
共同P： 海岸清掃、ライトダウンキャンペーン

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
共同P： 海岸清掃、ライトダウンキャンペーン

共同P： 海岸清掃、ライトダウンキャンペーン

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
共同P： 海岸清掃、ライトダウンキャンペーン

第8回 環境部会（煙台） 8/5～7
併催事業： 技術交流セミナー
共同P： 海岸清掃、ライトダウンキャンペーン

第9回 環境部会（蔚山） 5/20～21
併催事業： 技術交流セミナー
共同P： 海岸清掃、ライトダウンキャンペーン

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
共同P： 海岸清掃、ライトダウンキャンペーン

第11回 環境部会（大連） 7/4～7
併催事業： 技術交流セミナー
共同P： 海岸清掃、ライトダウンキャンペーン

第12回 環境部会（釜山） 5/24～27
併催事業： 技術交流セミナー
共同P： 海岸清掃、ライトダウンキャンペーン

第13回 環境部会（北九州） 10/10～12
併催事業： 技術交流セミナー
共同P： 海岸清掃、ライトダウンキャンペーン

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7回 ものづくり部会（北九州） 10/13～15
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 ものづくり部会（蔚山） 10/14～16

第8回 ものづくり部会（北九州） 11/8～9

第2回 国際ビジネス部会（青島） 11/18～20

第3回 国際ビジネス部会（北九州） 11/23～25
併催事業： 西日本国際福祉機器展

第4回 国際ビジネス部会（蔚山） 10/30～31

第5回 国際ビジネス部会（煙台） 11/7～8

第9回 ものづくり部会（釜山） 7/9～11

第1回 国際ビジネス部会（釜山） 7/9～11

国際ビジネス部会

第5回 東アジア経済交流推進機構総会（煙台） 11/22～24
東アジア経済交流推進機構10周年記念フォーラム

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4回 東アジア経済交流推進機構総会（青島） 11/24～26

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

第三者評価委員会（北九州） 2/23

第6回 東アジア経済交流推進機構総会（仁川） 10/29～31
併催事業： ビジネス商談会

※共同P（共同プロジェクト）
　会員都市が部会会議で決定し、共同で取り組む事業

2004年

2006年

2007年

2008年

2005年

2009年

2015年

2017年

2016年

2010年

2011年

2012年

2013年

2018年

共同P： ツーリズムＥＸＰＯジャパン（日本・大阪）10/24～27
第14回 環境部会（青島） 11/26～28
併催事業： 技術交流セミナー、ビジネス商談会
共同P： 海岸清掃、ライトダウンキャンペーン

第三者評価委員会（北九州） 12/102019年

2014年

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

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

東アジア経済交流推進機構設立以降の会議開催実績
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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。

01 第14回環境部会
 （環境部会共同プロジェクトの活動紹介）
03 観光部会共同プロジェクト
04 会議開催都市、開催時期のお知らせ
05 機構設立以降の会議開催実績

東アジア経済交流推進機構
2019年活動報告

東アジア経済交流推進機構ニュース 2020
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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

TEL
FAX
URL

•
•
•

TEL
FAX
URL

•
•
•

TEL
FAX
URL

•
•
•

TEL
FAX
URL

•
•
•

TEL
FAX
URL

•
•
•

TEL
FAX
URL

•
•
•

TEL
FAX
URL

•
•
•

TEL
FAX
URL

•
•
•

TEL
FAX
URL

•
•
•

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

Busan 釜山広域市

（82）51-888-7751
（82）51-888-7759
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
httpｓ://www.incheon.go.kr/

Tianjin 天津市

（86）22-5836-8627
（86）22-5836-8690
http://www.tj.gov.cn/

Ulsan 蔚山広域市

（82）52-229-2783
（82）52-229-3579
http://www.ulsan.go.kr/

Yantai 煙台市

（86）535-6222-464
（86）535-6222-464
http://www.yantai.gov.cn/

Fukuoka 福岡市

（81）92-711-4930
（81）92-735-4130
https://www.city.fukuoka.lg.jp/

大連市人民政府 外事弁公室 亜洲処

釜山広域市 成長戦略本部 都市外交政策課

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 雇用経済本部 国際協力課

天津市人民政府 外事弁公室 亜洲処

蔚山広域市 未来成長基盤局 投資交流課

煙台市人民政府 外事弁公室 亜洲科

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

TEL
FAX
URL

•
•
•

TEL
FAX
URL

•
•
•

Kitakyushu 北九州市

（81）93-582-2162
（81）93-582-2176
https://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

青島市（中国）の風景（表紙、裏表紙の写真）


