
東アジア経済交流推進機構（OEAED）

９０年代初頭から続く経済に特化した日中韓の地域協力
東アジア経済交流推進機構（ＯＥＡＥＤ）は、日中韓の沿岸１１都市により構

成される経済交流に特化したプラットフォームである。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ことを目的に設立された。

OEAEDでは１.地域限定版「東アジアFTA」創立推進、2. 環黄海環境モデル地域
の創出、３.ニュービジネス創出システムの構築、４. 環黄海観光ブランド戦略の
展開、５.技術交流・人材育成プラットフォーム形成の５つの重点課題が設定さ
れている。

このプラットフォームは、現在も継続している日中韓の地域交流の中で最も歴
史が長いものの一つであり、そのルーツは１９９１年にまでさかのぼる。同年、
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、「東アジア都市
会議」及び「東アジア経済人会議」がスタートした。当初は、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、日中韓の１０都市で
東アジア経済交流推進機構が設立され、２０１４年の熊本市（日本）の加入を経
て、現在の１１都市体制になった。

◀ 2018年仁川総会

写真提供
北九州市



機構の組織は、総会・執行委員会・部会・第三者評価委員会・事務局から構成
される。

 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。（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）

 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。

出典 ▶
東アジア経済交流

推進機構（ＯＥＡＥＤ）
ホームページ及び
公式パンフレット



■ 過去の機構総会

回 日程 開催地 議題
第1回 2004年11月 日本・北九州市 東アジア経済交流推進機構の設立

第2回 2006年11月 中国・天津市

・各部会の活動実績報告
・第三者評価委員会の評価
・各都市の市長・商工会議所会長による提案
・東アジア都市経済協力に関する天津宣言採択

第3回 2008年11月 韓国・蔚山広域市

・各部会の活動報告
・共同プロジェクトの提案と導入
・各都市の市長・商工会議所会長の提案
・�機構の活動と共同プロジェクトに関する第三者

評価委員会の評価

第4回 2010年11月 中国・青島市

・各部会の活動報告
・共同プロジェクト環黄海アクションの報告
・各都市の市長・商工会議所会長の提案発表
・環黄海アクションに関するMOU締結
・青島宣言採択

第5回 2015年11月 中国・烟台市

・�各都市行政の代表・商工会議所・国際商会代表
による発表

・各部会による活動報告
・第三者評価委員の選任
・烟台宣言採択

第6回 2018年10月 韓国・仁川広域市

・各都市の代表による発表
・各部会都市の代表による報告
・機構改革案
・仁川宣言採択

第7回 2021年[未定] 日本・下関市

■ 過去の環境部会会議

回 日程 開催地 併催事業／共同プロジェクト
第1回 2004年8月 日本・北九州市 環境産業シンポジウム
第2回 2006年6月 中国・大連市 中国国際環境保護博覧会
第3回 2007年6月 韓国・蔚山広域市 環境セミナー
第4回 2008年10月 日本・下関市 環境セミナー

第5回 2009年8月 韓国・仁川広域市 環境セミナー、仁川世界都市祝典、海外清
掃、ライトダウンキャンペーン

第6回 2010年10月 日本・北九州市
エコテクノ2020、九州・韓国・中国環境ビ
ジネス商談会、海外清掃、ライトダウンキ
ャンペーン

第7回 2012年6月 中国・青島市 中国国際循環経済成果交海外清掃、ライト
ダウンキャンペーン易博覧会、

第8回 2013年8月 中国・煙台市 技術交流セミナー、海外清掃、ライトダウ
ンキャンペーン

第9回 2014年5月 韓国・蔚山広域市 技術交流セミナー、海外清掃、ライトダウ
ンキャンペーン

第10回 2015年10月 日本・北九州市 技術交流セミナー、海外清掃、ライトダウ
ンキャンペーン

第11回 2016年7月 中国・大連市 技術交流セミナー、海外清掃、ライトダウ
ンキャンペーン

第12回 2017年5月 韓国・釜山広域市 技術交流セミナー、海外清掃、ライトダウ
ンキャンペーン

第13回 2018年10月 日本・北九州市 技術交流セミナー、海外清掃、ライトダウ
ンキャンペーン



第14回 2019年11月 中国・青島市 技術交流セミナー、ビジネス商談会、海外
清掃、ライトダウンキャンペーン

第15回 2020年11月
[予定]

■ 過去の観光部会会議

回 日程 開催地 併催事業／共同プロジェクト

第1回 2005年9月 韓国・釜山市 釜山国際観光展(BITF)、観光ビジ
ネス交流会

第2回 2006年10月 中国・煙台市
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 2007年11月 日本・下関市 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 2008年10月 韓国・釜山広域市
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 2009年8月 中国・青島市
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 2010年9月 日本・福岡市
産業観光セミナー、”2010環黄海
イヤー”2010中国国際旅遊交易会
（上海）

第7回 2011年10月 韓国・仁川広域市 ビジネス交流会

第8回 2013年10月 日本・下関市 10都市観光パネル・ポスター展
第26回韓国国際観光展(ソウル)

第9回 2014年9月 中国・天津市 2014中国旅行産業博覧会

第10回 2015年9月 韓国・蔚山広域市

第国際旅行博2015(タイ・バンコ
ク)2／25〜3／1
ツーリズムEXPOジャパン(日本・
東京)9／24 〜27

第11回 2016年11月 日本・北九州市 2016ホーチミン市国際旅行博覧会

第12回 2018年11月 中国・大連市



■ 過去のロジスティック部会会議

回 日程 開催地 併催事業／共同プロジェクト

第1回 2004年7月 韓国・仁川広域市 港湾PRセッション

第2回 2005年7月 中国・青島市 物流ビジネス交流会、
専門家フォーラム

第3回 2006年11月 日本・福岡市 物流ビジネス交流会、
記念講演会

第4回 2007年10月 韓国・釜山広域市 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 2008年8月 韓国・仁川広域市 ワークショップ物流ビジネス
交流会、人材世界都市祝電

第6回 2009年11月 中国・天津市

第７回 2010年10月 日本・北九州市

第8回 2011年11月 日本・北九州市

第9回 2014年7月 韓国・釜山広域市

■ 過去の国際ビジネス部会会議

回 日程 開催地 併催事業／共同プロジェクト
第1回 2014年7月 韓国・釜山広域市
第2回 2015年7月 中国・青島市
第3回 2016年11月 日本・北九州市 西日本国際福祉機器展
第4回 2017年10月 韓国・蔚山広域市
第5回 2018年8月 中国・煙台市




