｢２０２２年日中経済協力会議－於吉林｣（概要）
Ⅰ

会議の概要及び日程 【別紙２参照】

Ⅱ
１

参加要領（現時点）
参加者（吉林省長春市の会場にお越しの方）
中国現地参加者の皆様は、原則として現地集合、現地解散を予定しています
（宿泊費及び交通費等は各自ご手配）。会議会場はシャングリラホテル長春です。
全体会議、企業マッチング商談会、地域視察など各プログラムの集合時間・場所
等については、参加申込を頂いた方に、別途ご連絡いたします。
２

オンライン参加者（日本からご視聴の方）
日本あるいは中国からオンラインで視聴できるプログラムは、23 日午前の全

体会議（開幕式及び基調報告）など限定的で、その他はリアル会場でのご参加者
を対象としたプログラムとなる予定です。視聴用 URL は、確定後にお知らせし
ます。
３ 参加費用
（１）現地参加の方：無料
（２）オンライン視聴：無料（プログラム限定）
４

参加申込、ご要望事項

ご参加の申込は、正式のご案内（７月を予定）に合わせて立ち上げる専用ウェ
ブサイトにてお手続きできるようにいたします。
【本件に関するお問合せ】
一般財団法人日中経済協会

業務部（日中東北開発部会）

TEL：０３－５５４５－３１１４

藏田

FAX：０３－５５４５－３１１７

E-mail：tohoku@jc-web.or.jp

以上
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（別紙１）

日中経済協力会議（概要）
１ 会議の趣旨
（１）日中経済協力会議は、日本と中国東北地方 3 省１自治区（遼寧省、吉林省、黒龍江省、
内モンゴル自治区）との経済協力の促進を目的に、2000 年からほぼ毎年、継続的に開
催。主催は、日本側は日中経済協会、中国側は 3 省 1 自治区人民政府であり、開催地で
ある省・自治区や日本の地方自治体・経済界の全面的な支援・協力の下、準備・運営に
従事。
（２）本会議は、日本と中国東北地域の経済交流における中心的プラットフォームとして、
日中両国の政府、地方政府・自治体及び企業、経済団体、大学などの広範な分野からの
参加者が集い、網羅的な交流を行いつつ、相互理解の促進やビジネスチャンスにつなが
る議論を展開。
２ 開催経緯
（１）日本での開催は、2004 年 (宮城県仙台市)、2008 年及び 2013 年（いずれも新潟県新
潟市）
、2016 年（富山県富山市）
、2018 年（北海道札幌市）の計 5 回。開催地の自治体
や関係機関が開催主管となり、本会議の実行委員会を組織してきた。
（２）この会議では主に、日中ＶＩＰ会見、歓迎レセプション、開幕式、全体会議、分科会、
商談会、地方視察等の各種プログラムを通じて相互理解を深めるとともに、今後の協力
プロジェクトの醸成に努めている。
３ 開催実績
No. 開催年 開催地
１
2000
瀋陽
２
2001
長春
３
2002
ﾊﾙﾋﾞﾝ
４
2004
仙台
５
2005
瀋陽
６
2006
長春
７
2007
ﾊﾙﾋﾞﾝ
８
2008
新潟
９
2009
ﾌﾌﾎﾄ
１０
2010
瀋陽
１１
2011
長春
１２
2012
ﾊﾙﾋﾞﾝ
１３
2013
新潟
１４
2015
瀋陽
１５
2016
富山
１６
2017
長春
１７
2018
札幌
１８
2019
ﾊﾙﾋﾞﾝ
１９
2021
瀋陽
※網掛けは日本開催。

参加者数
日本側：59 名(内現地 26 名）
、中国側：48 名 【計 107 名】
日本側：77 名(内現地 19 名）
、中国側：32 名 【計 109 名】
日本側：84 名(内現地 27 名）
、中国側：95 名 【計 179 名】
日本側：1,100 名、中国側：700 名 【計 1,800 名】
日本側：177 名(内現地 69 名）
、中国側：238 名 【計 415 名】
日本側：136 名(内現地 49 名）
、中国側：302 名 【計 438 名】
日本側：164 名(内現地 93 名）
、中国側：354 名 【計 518 名】
日本側：430 名、中国側：290 名 【計 720 名】
日本側：171 名(内現地 26 名）
、中国側：453 名 【計 624 名】
日本側：285 名(内現地 121 名）
、中国側：450 名 【計 735 名】
日本側：139 名(内現地 74 名）
、中国側：300 名 【計 439 名】
日本側：147 名(内現地 67 名）
、中国側：310 名 【計 457 名】
日本側：250 名、中国側：130 名 【計 380 名】
日本側：169 名(内現地 110 名）
、中国側：531 名 【計 700 名】
日本側：207 名、中国側：225 名 【計 432 名】
日本側：103 名(内現地 60 名)、中国側：397 名 【計 500 名】
日本側：182 名、中国側：209 名 【計 391 名】
日本側：81 名(内現地 49 名)、中国側：304 名 【計 385 名】
日本側：150 名（内ｵﾝﾗｲﾝ 50 名）
、中国側：200 名 【計 350 名】
以上

（別紙２）
2022 年 6 月 22 日時点

「2022 年日中経済協力会議－於吉林」(案)
１．会議概要
（１）会議名称：「2022 年日中経済協力会議－於吉林」
（２）テーマ：「日中経済協力における発展の新ページを共創する」
（３）開催時期：2022 年 8 月 23 日(火）～26 日(金)(25・26 日は地方視察)
（４）開催地：吉林省長春市・シャングリラホテル長春（＋オンライン）
(所在地：吉林省長春市西安大路 569 号)
（５）開催方式：開催地の会場＋オンラインによるハイブリッド方式
（中国国内は長春市会場でリアル開催、日本からはオンライン参加）
（６）開催規模：約 200 名（日本側約 100 名、中国側約 100 名）
（７）主催：
【日本側】一般財団法人 日中経済協会
【中国側】吉林省人民政府
遼寧省人民政府
黒龍江省人民政府
内モンゴル自治区人民政府
（８）後援・共催：調整中
（９）実施主管：吉林省商務庁
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（別紙２）
2022 年 6 月 22 日時点

２．会議日程及び次第（現時点）
注１：時間は全て中国時間（日本時間は＋１時間）
注２：以下の内容は現時点でのものであり変更の可能性がある点ご留意ください。

《８月 23 日(火)》
14:00～17:30 会議参加受付（参加証、会議資料、食券等を配布）
※シャングリラホテル長春に会議受付を設置
18:00～18:30 日中 VIP 面談（逐次通訳）
・日本側は 15 名、中国側は商務部、吉林省、2 省 1 区代表者
18:30～19:30 歓迎レセプション（通訳：調整中）
・日本側は全員対象、中国側は各省区代表
※規模 150 名程度。日中代表者による挨拶を予定。
《８月 24 日(水)》
08:30～
開場
09:00～09:40 開幕式（同時通訳）
（日中代表者複数名挨拶）
09:40～09:50 コーヒーブレイク
09:50～11:10 基調講演（同時通訳）
日本側：地方自治体幹部(オンライン)・企業代表者
中国側：吉林省政府幹部、2 省 1 区代表者
11:10～11:20 会議備忘録調印式（同時通訳）
3 省 1 区と日中経済協会の代表者による署名
11:30～
昼食（以下、2 つのオケージョン）
① 日中 VIP 昼食会（通訳：調整中）
② 一般参加者：ビュッフェ（場所：シャングリラホテル長春内）
午 後
企業マッチング商談会（通訳：調整中）
（以下 3 分野に分かれて商談会を実施予定）

① 設備製造
② 新エネルギー・環境
③ 現代農業・ヘルスケア
《８月 25 日(木)、26 日（金）》
8/25（木）～ 地方視察（逐次通訳）
8/26（金）
※吉林省内。具体的な視察先は調整中。
以上
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