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歓迎の挨拶
    皆様、こんにちは。

    私は、４月１日付けでNEAR事務総長に就任した全哉垣(チョン • ジェウォン)です。

北東アジア地域の共同繁栄と我が連合のため力いっぱい仕事をする機会を頂き感謝致します。重大な責任感を持っ

て、NEAR発展に向け尽力致します。

    私は、今後NEAR会員自治体間の実質的な交流と協力を深め、会員拡大を通じNEARの地位向上のため全力を尽くします。

そのためには、会員自治体の意見を積極的に受け入れ反映して行きたいと思います。会員自治体の皆様の積極的な参加と

ご協力をお願い致します。

    新録の季節である5月に、大韓民国の歴史・文化・観光都市である慶州(ギョンジュ)市で「2015NEAR実務者ワークショップ」

を開催することを嬉しく思います。そして、遠い所からお越し頂いた中国、日本、モンゴル、ロシア会員自治体の皆様、そして韓

国会員自治体の皆様を心より歓迎致します。

    北東アジア地域自治体連合(NEAR)事務局で2006年に開催して以来、今年で10回目を迎える実務者ワークショップは、これ

まで延べ750人が参加し、NEARに対する理解増進と会員自治体の実務者間の人的ネットワーク形成及び実質的な交流協力

を先導するプラットホームとしての役割を果たしています。

    今回のワークショップでは、「北東アジアのアイデンティティ確立」についての特別講演と会員自治体の広報、地域発展優秀

事例発表、NEAR会費制及び分科委員会の活性化方案について討論する時間等を用意しました。NEAR発展のため、皆様の

忌憚のない意見を頂きますようお願いします。

    そして、現地視察として、挑戦精神と実践の力で無から有を創造し世界鉄鋼産業を率いてきた「POSCO(浦項製鉄所)」を訪

問します。最終日には、ユネスコ世界遺産に登載された韓国の代表的文化遺産である「仏国寺(ブルグクサ)」と「石窟庵(ソック

ラム)」を訪問し、韓国文化の神髄を身をもって感じて頂ける事と存じます。

    今回の実務者ワークショップを通じて、NEARに対する理解増進と共にNEAR発展方案を模索し、NEAR行事について積極的

な参加と関心をもつ契機にして頂くことを望みます。

   なお、今年度NEARの主要事業と行事としては、「青年インターン交流プログラム(PioNEAR)」、「青少年エッセイコンテスト」

、10月にはロシア・イルクーツク州で「第10回実務委員会」、11月に大韓民国・ソウル市で「2015NEAR国際フォーラム」を実施

する予定です。その他にも、会員自治体が主管する分科委員会も開催される予定です。成功的な行事を目指し、会員自治体の

皆様の大きな関心と協力をお願い致します。

    短い日程でありますが、韓国にご滞在の間、有意義な時間になることとお集まりの皆様のご健康とご幸運を祈念します。

    ありがとうございました。

北東アジア地域自治体連合 事務総長 全哉垣
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「2015NEAR実務者ワークショップ」 詳細推進計画

□行事概要

○ 期間：2015年5月20日(水)～5月22日(金)、2泊3日

○場所：慶尚北道慶州市現代ホテル慶州、浦項市・慶州市一帯

○参加規模：73名（5ヶ国36団体） ※事務局17名は除外

国家 会員自治体 参加者 備考

計 36 73

中国 6 13 オブザーバー(甘粛省)3名含む

日本 3 9

韓国 13 25

モンゴル 11 20

ロシア 3 6

○主催/主管：北東アジア地域自治体連合事務局

○主要内容

- NEAR事務局2014年度主要業務推進成果及び2015年度事業計画

- 特別講演（主題：調和の時代と北東アジアで「惻隠の共同体」作り）

- 会員自治体の発表

- NEAR会費制導入及び分科委員会の効率的な方案について討議

- 現地視察（POSCO製鉄所、石窟庵・佛国寺）

 

□詳細な日程

日時 時間 主要内容 備考
１日目

5月20日
(水)

~18:00 登録及びチェックイン ホテル現代慶州

18:00~21:00 03:00 夕食 ホテル1階(トパーズ)

2日目
5月21日

(木)

07:00~08:30 01:30 朝食 ホテル1階(トパーズ)

09:00~09:20 00:20 登録 ホテル地下1階

09:20~09:30 00:10 NEAR広報映像

09:30~09:35 00:05 開会及び参加者の紹介 国際協力チーム長

09:35~09:40 00:05 歓迎の挨拶 事務総長

09:40~09:55 00:15 NEAR事務局2014年度主要業務推進成果と
2015年度事業計画の説明 企画総務課長

09:55~10:45 00:50 特別講演
(調和の時代と北東アジアで「惻隠の共同体」作り) 高麗大学校  孫基栄教授

10:45~10:50 00:05 記念撮影

10:50~11:00 00:10 休憩

11:00~12:30 01:30 会員自治体の発表 会員自治体

12:30~13:30 01:00 昼食 ホテル地下1階

13:30~15:30 02:00

NEAR会費制の導入及び分科委員会の効率的な運
営について討議
- 討議課題について説明、国家別意見発表
- 質疑応答及び討議、まとめ

事務局、
会員自治体

15:30~15:40 00:10 休憩

15:40~16:30 00:50 移動(ホテル→浦項製鉄所) 専用バス

16:30~18:00 01:30 現地視察(浦項製鉄所)

18:00~18:50 00:50 移動(浦項製鉄所→ホテル) 専用バス

18:50~19:10 00:20 休憩及び晩餐会の準備

19:10~20:40 01:30 晩餐会(主宰：事務総長) ホテル地下1階

20:40~ 自由時間

3日目
5月22日

(金)

07:00~08:40 01:40 朝食及びチェックアウト ホテル1階(トパーズ)

08:40~09:00 00:20 移動(ホテル→石窟庵) 専用バス

09:00~12:00 03:00 現地視察(石窟庵、佛国寺)

12:00~13:00 01:00 昼食 現地食
13:00~ 歓送
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□座席配置図

NEAR事務局の
主要業務現況報告
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特別講演
(調和の時代(和代)と北東アジアで 「惻隠の共同体」作り)
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調和の時代(和代)と北東アジアで
「惻隠(そくいん)の共同体」作り

高麗大学校教授
孫基栄(ソン・ギヨン)

      この講義では、まず「北東アジアの近代」について知り、人類文明レベルでこの近代を形成した基本的な価値と制度はどういうも
のであり、21世紀に入りこのような近代性がどう崩壊したかについて説明する。そして、新しい時代とはどういう時代であり、このよ
うな新しい時代を切り開くため北東アジア国家が取るべき態度について述べて行く。

      北東アジアの近代は、どんな姿から始まったのか。残念なことに、北東アジアの近代は、西部の帝国主義国家の暴力に対する屈 
従の結果であり、強制的に開港することで始まった。1839年に始まった「第1回アヘン戦争」は、イギリスから輸入されたアヘンを
清国の当局が取り締まることで、イギリスが起こした戦争である。1842年、イギリスが東アジアの帝国である「清」に勝ち、南京条
約を締結した。この条約を通じて、イギリスは香港を割譲され、広州、厦門、福州、寧波、上海等の5港を強制的に開港させた。日本
は、1853年にアメリカのペリー提督が率いる海軍が、今の横須賀に黒船と呼ばれる4隻の軍艦で追い込み、武力により開港するこ
とになった。日米和親条約又は神奈川条約(Convention of Kanagawa)は、1854年3月31日に締結され、今の下田と函館がこの時期
に開港することで、200年も続いてきた日本の鎖国政策の幕を閉じた。先に開港した中国は西欧列強の角逐場となったが、日本は
明治維新を通じて富国強兵の旗印の下、西欧近代国家をモデルに資本主義の育成と軍事力強化に努力を注いだ。帝国へと変身
を図った日本は、1910年に朝鮮を併合し、1932年に傀儡(かいらい)政権である満州国を建て、中国本土と東南アジア、そして太平
洋の諸島を占領することになる。しかし、太平洋戦争を通じて日本帝国は敗北し、アメリカの軍政による統治の下で軍事よくを統制
し、経済発展に集中するという奇妙な形で近代化を進める。日本の敗北で解放された朝鮮半島は二つの国家へと分かれ、韓国は
独裁政権の下で近代化の道を歩くことになった。中国も文化革命が終わり、1978年に鄧小平の指導下で開放改革を始めることで
本格的な近代化の課程が始まった。

      日本、韓国、中国という順に20世紀を近代化に向けて熱心に進み、21世紀にかけて先進化の道を歩むこの三国はどんな姿に変
わったのだろうか？日本、韓国、そして中国の東部海岸地方は、既に経済的に相互依存を通じて高度に発展した姿を見せている
が、三国の政府では領土と歴史を含む解決すべき問題が山積している。2011年の報告書で、アジア開発銀行(ADB)は、アジアの多
数の未開発国さえも中進国の隊列に入ることで、21世紀半ばには「アジアの世紀」が開かれると述べた。しかし、日中韓の三国が領
土と歴史問題に陥没し、協力関係ではなく反目と対決の道へと進むことになれば、これまで数々の難を経て開かれた機会を失うか
も知れない。

      実際、19世紀と20世紀を無謀な暴力と絶えない発展という名で、人類を対決と戦争の道へと導いた「近代(modernity)」という時
期は、21世紀に入り徐々に暮れかかっている。国民国家の成立、人間理性の絶対性、科学と技術の進歩を通じた人間文明の無制
限的な膨張を夢見た近代が暮れている。これは、「近代」という構造物を支えていた多数の柱が、21世紀に来て揺れているからで
ある。その一つ目の原因は、帝国という名で悪名をはせる国民国家(nation state)の統治力が新自由主義、超国家的(国境を越えた)
資本の移動、SNSのような新しい通信手段でネットワーク化した市民社会の成立を通じて徐々に弱まっている。二つ目に、世界化
(globalization)、自由貿易協定、無ビザ旅行等の結果により、国民国家の国境が実質上崩れかけている。三つ目に、科学と技術は進
歩しているが、環境汚染と破壊、地球温暖化、2045年になると人工知能(artificial intelligence)が人間の知能を超える可能性など、人
間の理性に対する信頼が段々崩れている。

      実は、成長志向的だった近代社会は中国の成長が7パーセント代に下落することで、徐々に構造的な終末を告げている。人間
は、上述したように、新しい挑戦に備えながら生存を図らなければならないが、ここで最も必要なことは「調和」だと思う。人間と自
然の調和、東洋と西洋の調和、さらには人間と機械の調和までも考えなければならない状況に来ている。しかし、盲目的な成長と
対決志向的だった人間が、どういう方法で、家族と隣人と隣国を自分のことであるように大切にする新しい人間に変わることがで
きたのだろうか。実際、「調和」という談論は、危機に対する対応である。核とミサイルで武装した国家が互いに対決の道へと向かっ
ており、テロ集団は徐々に組織化、凶暴化し、環境破壊は、人間の衣食住を時々刻々脅かしている。さらに、未来のある時点でターミ
ネーター(Terminator)のようなロボットが人間文明を脅かす時期が迫っているが、未だに近代の習性を捨てずに成長と対決志向
的に国家目標を立てていれば、人間はより早く自滅するかも知れない。

      ここで、私は調和の時代、つまり和代の時代が開かれるべきであり、開かれていると思う。その根拠の一つは、人間は物と情報を
共有(sharing)し始めた。ウィキペディア(Wikipedia)を見ると、大量の情報が何の代償もなく共有されていることが分かる。貧益貧富
益富(富む者はさらに富み、貧しい者はますます貧しくなること)が全世界的現象として現れる一方で寄付文化が定着している。秘
密と統制の中で維持されてきた国家権力や統治行為もウィキリークス(WikiLeaks)のようなハッカー集団に脅かされている中、国家
機密の多くが国民に速い速度で共有されているという事だ。二つ目は、多様な共同体(Community)が作られはじめている事だ。フ
ェイスブック、ツイッター等のサイバー共同体は、人間の暮らしと社会の意見を受け入れる課程を変化させている。多くの都会人
は帰農を夢見ており、あまりにも忙しく日々を送っていた中で失っていた地域や町の共同体を復元させようとする動きが始まった。
三つ目に、情報通信の発達は、国家と地域の境界を崩し虐殺や強姦のような戦争犯罪、環境破壊等、人間社会の不条理に対し全
地球的対応が可能な環境を形成している。四つ目に、調和の時代は、文化と文明の時代となるという事だ。一時期蔑視されてきた
東アジア文明とインド、イスラム文明が浮上しつつある。未だに粗い面もあるが、成長するこの文明らは自然に西欧文明との調和
を成し発展して行く。国家権力、お金の価値、そして個人主義が重要視していた「近代」が暮れ、新しい文化が多様な地域と文明圏
で生まれる「文化の時代」が訪れるだろう。

      このような全地球的な変革の時代を迎え、北東アジアは、理性と科学技術に対する過信と国民国家を通じて対決を助長した「近
代」、つまりモダニティ-(modernity)を終え、どういう方法で和代、つまりハーモニティ(harmonity)に入る事ができるだろうか？まず、
北東アジアのアイデンティティについて説明する。

      まず、「北東アジアは存在するか？」という「問い」が必要だ。現在の中国とモンゴル、朝鮮半島、日本列島、極東ロシアを含む「この
地域」には、歴史的に多くの諸国と国家の興亡があった。これら諸国と国家が力動的な相互作用を通じて形成した「秩序」とその秩
序が具現できる領域を統合して「北東アジア」と呼ぶとしたら、北東アジアは歴史的に変化する境界とアイデンティティの産物であ
ろう。一方、北東アジアは一時期に存在する「実際的な空間」でもあるが、常に境界とアイデンティティの変化という時代と世相の流
れを反映した「想像の領域」であるかも知れない。では、このような実際(現実)と想像が共存する空間をどう定義し分析できるだろ
うか？そして、「地域的なアイデンティティの発見」ということが可能な作業であろうか？これについては、色 な々観点からの意見がある。

      その一つ目は、大陸を支配した中国中心の「天下体制」である。紀元前11世紀に建てられた中国西周時代から始まり、3000年近
く東アジア世界と称してきたこの概念は、「中華」と呼ばれた中国の統治戦略であり、世界化の戦略でもある。また、「小中華」と呼ば
れた朝鮮半島の朝鮮人が主に使用した抽象的な世界観でもある。中国の影響が及ばされるこの「天下体制」という秩序の中で、中
国は近隣国家を直接支配したり、朝貢関係を通じて間接的に支配した。中国は強盛だった時期に武力を動員し膨張主義(エクスパ
ンショニズム)を進めていたが、脆弱になると周辺民族に対し多様な懐柔策と離間策を用いた。これに対し朝鮮半島、日本列島、そ
してベトナム等の東南アジアの諸国は、中国文明を吸収しながら自分達の国家と民族アイデンティティを失わないように努力し、
中国からの外圧と内部の民族主義的熱望を調和しようと努力した。
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      二つ目は、日清戦争以後1945年まで、海洋勢力であった日本中心の「帝国体制」である。東アジアで最も早く近代化した日本は、
朝鮮半島を皮切りに、満州、中国本土、東南アジア、そして太平洋の島まで、帝国の領域を広げていた。日本で浮上した「アジア主義
(Asianism)」は、大東亞共栄圏というスローガンの下、西欧帝国主義に立ち向かい東アジア人の自決権と連帯を主張した。しかし、そ
の実状は日本軍部を中心にした支配層の領土的貪欲と暴圧性、非合理性の結果であり、東アジア人の反発とアメリカとの戦争を
通じて帝国は崩壊に至る。このような帝国体制で、西洋に対抗する東アジア人のアイデンティティは「大東亞」というスローガンに
も関わらず、内在的に確立できなかった。

      三つ目は、1945年以降から現在まで、韓国、アメリカ、日本、台湾と中国、北朝鮮、極東ロシアへと分かれた「分断体制」である。こ
の東アジアの分断体制は、第一次世界大戦をもたらしたヨーロッパの両極化した「敵対的軍事同盟体制」と類似している。この理
念を基にした両極化体制は、安保ジレンマを増幅させながら、軍備競争という結果をもたらした。分断の基軸と言えるアメリカと
中国の対立と競争関係は、南北朝鮮分担と中国と台湾の分断という民族分断と相まって、現在に至りある程度の恒常性を維持し
た。分断が固定化され、東アジアという地域のアイデンティティは確立されず、域内国家間の協力というよりは不信と反目が持続し
た。
以上、北東アジアという地域を見る観点を「体制」と「アイデンティティ」という側面から探ってみた。現在の北東アジアは、分断の影
が最も著しいという特徴があるが、全地球的な冷戦体制の解体と世界化という熱風の中で北東アジアも多様な道を模索している。
このような状況で、北東アジアの分断が解消されるとしたら、「東アジア」全体にはどのような体制とアイデンティティが形成される
だろうか？

      その一つは、「地域体制」である。現在、北東アジアは「地域作り(region-making)」が一つの話題として登場している。つまり、北東
アジアを一つの地域(region)として見る傾向が増えているということだ。北東アジアを一つの地域としてみる観点は、ヨーロッパの
個別国家がネットワークを拡大して行くことで統合を成し「ヨーロッパ連合(EU)」という一つの地域へと発展したこととよく比較され
る。代表的な例が、ASEAN Plus Threeである。1996年から東南アジア諸国連合と北東アジアの日中韓が毎年開催する首脳会談を筆
頭に漸進的に発達してきたこの体制は、1997・1998年のアジア金融危機を通じて国際金融市場の不安とヘッジ・フォンドという共
同の敵に立ち向かっていることでより充実した地域協議体へと発展している。「チェンマイ・イニシアチブ(Chiang Mai Initiative)」は、
通貨危機と金融危機発生を防ぐため1,200億ドル規模の共同基金を整えることを骨子にした通貨交換協定として2010年3月24日に
公式的に発効された。2000年5月6日、タイ・チェンマイで行われた「ASEAN+3財務大臣会議」で初めて締結されたため「チェンマイ
協定」とも呼ばれるこの協力は、2012年には2,400億ドル規模に拡大した。しかし、米中間の覇権競争、領土と歴史を巡る日中、日韓
間の国家摩擦と民族主義の勃興等は、東アジアがヨーロッパのように一つの地域として成長するのに持続的な障害となっている。

      二つ目に、「共同体体制」である。西欧の共同体を意味する「コミュニティー(Community)は、ラテン語で「同じ」を意味する「com-
munitas」から由来した。これは「相互奉公する」という意味をもつ合成語で、血縁や地縁に基づいた「クローズド・コミュニティー
(Closed Community)」と共同関心事、価値、目標をもって構成された「オープン・コミュニティー(Open Community)」に分けられる。
共同体を構成する内外の条件により、共同体構成員のアイデンティティと結束性は影響を交わしている。インターネット革命を通
じ、地理的な限界を超え地球のあらゆる所と結ばれ一つの共同体として浮上できるが、未だに民族や国家のような伝統的な共同
体よりは結束力が弱いと言える。

      問題は、北東アジアが共同関心事、価値、目標を志向する共同体を構成できないとすれば、どんな共同体なら可能だろうか。もち
ろん、前述したように「共同体と言うにはあまりにも多い制約要件がある」ということは既に知っており、ここで改めて制約要件を反
復して説明する必要はないと思う。例を一つだけ挙げると、2015年に日本の外務省は、ホームページ上の韓国紹介内容で「我が国(
日本)と自由と民主主義、市場経済等の基本的な価値を共有する重要な隣国」という従前の文句から「最も重要な隣国」へと最近に
なって振り替えた。しかし、前述したASEAN Plus Threeや一時的に中断した日中韓首脳会談プロセスは言うまでもなく、北東アジア

の歴史をみると地域的な隣接性と歴史的相互関係の多様性と重層性により「一つの共同体」を形成できるという可能性は常に残っている。

      ヨーロッパ連合は、ソ連と衛星国で形成され共産圏の外的脅威と第二次世界大戦後にアメリカとソ連と比較して劣ってしまっ
たヨーロッパの地位を結束と連帯を通じて向上させようとするヨーロッパ人の内的熱望が重なり形成した国家間交渉の産物であ
る。もちろん、政治経済的、社会的、文化的、宗教的な同質性もこのような統合に寄与した。また、敵対国であったドイツとフランス
の連帯は、東アジアの２つの強国である中国と日本との関係からは見られないヨーロッパ統合の中軸であったと言える。

      地域的隣接性と歴史的相互関係の多様性と重層性を共有する北東アジア国家は、どういう形で和解しヨーロッパと類似した地
域又は共同体へと進められるか？そして、彼らの関係が単純に国家相互間の関係でなく、恒常性と結束力をある程度保障する地域
アイデンティティの形成へと発展できるだろうか？地域という概念が現在の北東アジアを説明するにあたり、一つの有効な枠では
ある。しかし、国民国家と特に領土という概念を重要視する地域という概念を固守するのであれば、この地域で暮らす人 と々彼らの
多様で多層的な暮らしの経験を無視する暴力的な結果物を量産するだろう。ここで、暴力ということは、国家間で伝統的に使用し
た戦争、抑圧のみならず、内在的に形成されてきた談論、ひいてはマスコミやインターネット上で常用される整理されない暴力的
言語行為まで含む。

      私は、北東アジアは「悔恨と怒りの共同体(Community of Regret and Resentment)」から「惻隠(そくいん)の共同体(Community of 
Compassion)」へと進んでいくべきだと思う。たとえ、地域作りが進展し多様な国家間の合意が成し遂げられたとしても、その根底に
ある国民または国家内部の多様な勢力の和解が行われない限り共同体の構成は不可能である。惻隠は、「孟子(もうし)」の公孫丑
篇の四端説の一部であり、人として当然持つべき4つの徳目を述べたもので、儒教思想の要諦と言える。
      
      では、どういう状況で惻隠の共同体は形成されるのだろう。一つ目に、北東アジアの多様な国際問題を民族と国家が一致する民
族国家(nation state)単位としてみる観点から脱け出さなければならない。韓国、中国、日本は、多様な内部集団が形成した国家共
同体であるが、まるで国家共同体だけが存在し、その国家を形成している多様な利害集団を無視する観点は民族主義に押し流さ
れ実態を無視する方向に談論と政策を追いやる傾向がある。一つの国家内部には、民族的感情を刺激し衝突志向的な状況を作
る勢力がある一方で、常に和解と平和を追究する勢力もある。このような和解と平和を追究する勢力に対し、我々は十分惻隠の感
情がを持つことができる。二つ目は、衝突志向的な状況を作ろうとする勢力も、惻隠という側面から物事を判断する余地がある。彼
らが衝突志向的である理由は、多くの場合、ある状況で彼らの行動が彼らの利益に符合すると考えるからである。しかし、人間、ま
たは人間集団は彼らの現在している行動がまさに彼らの長期的な利益に符合するかどうかを判断する能力もなく、実際、人間もし
くは国家社会は相互にもたれかかり、相互共存を通じて生存と繁栄を図る側面が強いということだ。つまり、中国の飛躍的な経済
成長は、韓国と日本が共に、その成長の過失を共有するようにした。それ以前に日本が高度成長を謳歌(おうか)する時期には、日本
が韓国と中国に対し最大のODA(政府開発援助)供与国であった。結局、現在台頭している歴史と領土紛争は、日中韓が共に協力し
てきた過去の経験に対する「集団的な忘却だ」という結果を生み出している。ある時から、日中韓は、複眼的な視点で相互を見つめ
ることなく選択的な記憶と忘却という罠に掛かってしまった。

      このような問題を克服し新しい対案を構想するには、三つの疑問を提起し、答えを提示するロシアの大文豪トルストイの短編「
人はなんで生きるか(What Men Live By)」が適切な例となるだろう。一つ目の疑問は「人間の中にあるものは何か？」である。これに
対しトルストイは、どんなに自己中心で暴力的な人間でもその中にはまるで天使のような他人を惻隠に思う心があり、この心が発
現できる状況を作ることが大事だと述べている。二つ目の疑問は、「人間に与えられていないものは何か？」であり、これに対し人間
には「自分の肉体に何が必要かを知る知識」が与えられていないとみている。つまり、人間は自分の行動の結果を予測できず、自己
中心的な思考や傲慢(ごうまん)を捨て謙虚な自分に戻るべきだとみている。そして、「人間はなんで生きるか」という三つ目の疑問
に対し、トルストイは「人間は、自分の事だけを考えて生きる存在ではなく、他人に頼りながら生きる存在だ」としている。
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      これを北東アジア国家間の問題に代入してみると、一つ目は、どんなに暴圧的で非道徳的な国家であろうと状況が変化すれば
人道的で協力的な国家へと変わることができるということだ。結局、どう見ても暴力的で非道徳的な国家であっても、このような性
向を自制させ、その内面に存在する人道的で協力的な性向を導き出すため周辺国家が努力しなければならない側面が強く、まず
は一つの国家が模範を見せなければならないという事だ。二つ目に、暴圧的で非道徳的な国家が取る行動が真に自国の利益の
ためではない可能性が高いという側面から、相互の限界と不安定性に対する覚醒が必要であるということだ。三つ目は、国家は個
別的に存在するものではなく、他の国とのネットワークの中で相互利益を分け合いながら存在していることだ。現在、政治的、軍事
的に対立的性向を見せる国家でも、実状は経済、社会、文化的な集団の間で多様な交流と協力が繰り広げられている。
      
      上記の三つが覚醒されたら、惻隠な心で周囲国を見ることができるのではないか？日中韓がどんなに政治的な対立関係にある
と言えども、その裏面に存在する多様なネットワークをみると、実際に相互依存しながら存立してきた面も大きい。そのように多面
的な視覚から相互を見る事ができる認識の覚醒があれば、「惻隠の共同体」が形成される。日中韓間で様々な層位の交流と協力が
可能になり、現時点で際立つ歴史と領土を巡る葛藤は多様な国家間もしくは国民間の相互作用の一部であることに対する共感を
拡大することができる。

      現在、韓中関係は、若干の嫌韓論と嫌中論が存在しているが、大きな問題は無いように見える。特に、高句麗史が韓民族の国家
であるか、それとも中国の地方少数民族政権であるかを巡る2004年の論難も、韓中外交次官間で「口頭了解事項」合意を含め、両
国政府関係者が直接問題を是正し拡大しないと約束することで一旦縫合された。歴史問題により両国関係及び両国民の感情を
毀損(きそん)してはならないという認識の下で、中国側との積極的な学術交流を通じて歴史分野での相互理解を拡大することを
約束した。しかし、歴史と文化の相当部分を共有している隣接国として、江陵端午祭が2005年ユネスコ指定世界無形文化遺産とし
て正式登録されることから、中国人の反発事件のようなことが常に起こる可能性がある。実は、端午祭や端午節等は地域毎に違う
形で発展したもので、韓中間の共有文化遺産としてみる視覚が正しいのかも知れない。

      問題は、日韓、日中間の対立である。歴史問題、領土問題等があり、両国民の感情はそれほど良くない状況である。現在、日中間
の尖閣(中国名：釣魚島)を巡る領有権紛争が持続しており、特に2010年、第2の経済大国の地位を中国に取られた後、日本人の自
尊心が大きく傷つけられた状態である。日本国内で嫌韓デモを主導する「在日特権を許さない市民の会」の桜井誠会長が書いた「
大嫌韓時代」が20万部以上売られ、2014年9～10月にアマゾン・ジャパンのベストセラー1位になる等、日本で嫌韓論が沸騰してい
る。書店街では、まるで「料理」や「ダイエット」書籍がベストセラーになるように一つのブームを形成した。

      これがたとえ事実だとしても、事実の両側は相互を惻隠な気持ちで見る理由は多い。中国と韓国の立場からは、1968年に西ドイ
ツを抜いて経済規模世界2位の座にいた「日本」が42年で、その地位を中国に取られたショックを考えれば、十分に惻隠な気持ち
になる。歴史を遡ると、たとえ日本が朝鮮半島を植民地化し、満州国を作り、中国本土に多くの中国人を蹂躙(じゅうりん)したと言え
ども、その日本は太平洋戦争を通じて悲劇的な終末を迎えることになった。広島と長崎に2発の原子爆弾を投下され、ポツダム宣
言で主権を失い、連合軍事司令部(GHO)の統治下で、事実上アメリカの植民地として転落することになった。自国民の力で憲法を
制定する権利もなく行使もできず、1946年にGHOによる憲法改定指針と新しい国家名である「日本国」が発表され、新しい「平和憲
法」は1946年に公布された。広く知れ渡っている通り、この憲法の9条は「戦争の放棄、戦力の不保持・交戦権の否認」を明示してい
る。日本は、1952年の「サンフランシスコ講和条約(Treaty of Peace with Japan)」を通じて主権を回復したが、未だに日米同盟を通じ
てアメリカの影響圏にある。安倍政権が右傾化の道を歩む理由の一つは、アメリカの影響から離れ軍事力を持つ「普通国家」にな
るという熱望があるからだ。その点からみると、日本がこれまで経験してきた波瀾万丈な20世紀の歴史に対し十分惻隠な気持ちに
なれる根拠がある。

      同じく、日本も韓国と中国に対し嫌悪な気持ちになるのではなく、惻隠な気持ちになるべきだと思う。19世紀末に早くも近代化
に成功した日本は、東アジアを東アジア人による、東アジア人のための地域を作ると公言したが、その結果は数多くの人命被害と
残酷な戦争犯罪という結果をもたらした。単に朝鮮半島と中国の一部が日本帝国の領土になったことが重要なことではない。植
民地の犠牲を踏み台にして日本の近代を文明の進歩だと自画自賛した日本人は、韓国人と中国人をまるで未開な民族であるよう
蔑視の目で見て統治した。終戦後にも1965年の国交樹立後、日本は韓国を反共の最前線、そして安価な労働力の供給先として経
済・軍事の要求を全て満たす「下位パートナー」にした。また、韓国の独裁政権下で、大部分の労働者は近代化のための犠牲となっ
た。中国の開放後、中国に進出した日本企業も中国人労働者の安価な労働力を利用して富を蓄積した。100年を超える政治経済関
係の構造的不均衡な残存は、在日朝鮮人に対する差別等により21世紀にも残っている。

      別の面からみれば、日本帝国の隆盛に刺激された中国と韓国が20世紀末に来て浮上し始めたのだ。現在、日本が謳歌する物質
的な豊かさは、もちろん日本人の才能と努力で蓄積された部分もあるが、朝鮮半島と中国大陸の統治を通じて収奪した部分もあ
ろう。日本は、むしろ中国と韓国が成し遂げた驚異的な成長と、その成長にも関わらず未だに進むべき道が遠い世界最大開発途
上国である「中国」、そして朝鮮半島を統治した日本軍の武装解除を名目に進められた分断をまるで天刑であるかのように70年間
背負ってきた「朝鮮半島」に住む人達に惻隠の気持ちを持つ理由は十分にある。

      したがって、私が主張する「惻隠の気持ち」はある特定の国家が持つ一方的な心の表示ではなく、隣接国として歴史と文化の相
当部分を共有してきた日中韓で必ず持つべき相互的な行為の基準であり、態度である。言い換えれば、日中韓の間には「惻隠の共
同体」が先に形成されるべきだ。制度的に定着したようにみえた日中韓首脳会談が「尖閣/釣魚島」を巡る対立で、2012年以降開催
されていない。つまり、この惻隠の共同体が形成されない限り、三国間の持続的な協力は期待できない。結局、制度より選択的な
忘却と記憶の悪循環にとらえられている日中韓のそれぞれが相互を見る視覚と態度、そして行為の規範を矯正しなければならない。
国民国家を単位にした無限競争の時代は、もうその終末が見えていると先述した。民主主義国家又は権威主義国家という政治体
制とは関係なく、対立と葛藤を増幅させる政界に対する国民の失望は、全世界的に高まっているのが現実である。安っぽい民族主
義的な熱望から早く離れ、隣接した国家間で共同利益を追究し、共同の善が発現できる空間を作る作業が何よりも急がれる。

      そういった点において、2015年4月に東京で行われた「日中韓観光大臣会合」は、意味深い。2014年、約2千万人であった相互人
的交流規模を2020年までに3千万人に増やす計画を含め、三国観光交流新時代開幕の宣言を盛り込んだ共同宣言文を発表した。
また、2018年平昌(ピョンチャン)冬季オリンピック、2020年東京夏季オリンピックを迎え、日中韓を一つの東アジア域内観光圏とし
て新しく構築する「Visit East Asia」共同キャンペーンを推進することにした。

      また、ロシアとモンゴルも北東アジア国家の一員として、この地域で抱えている問題を解決し、共同体を形成するための努力を
強化している。ロシアとモンゴルは、特に北朝鮮の大使級と友好関係をもった国である。ロシアは北朝鮮の核と関わる六者会談の
メンバーとして、北東アジアの安保協力体を作るため努力してきた。また、モンゴルも最近北朝鮮との協力関係を強化してきた。し
かし、ロシアは日本と南クリル列島(北方領土)の領有権を巡って対立中であり、これが両国の平和協定締結の妨げとなっている。

      「孟子」の公孫丑篇に、「天時不如地利、地利不如人和」という場面がある。これは、天時(天の時)は地利(地勢の有利)より劣り、地利は人
和(人間の和合)より劣るということだ。人和は重要なもので、どうすればこの「人和」を引き出せるのかが問題である。結局、人間の心の中
に存在する「惻隠」、つまり自分の利益や功績を褒めたたえること又は怨望の対象になる可能性は除外し、井戸に子どもが落ちた場合に
誰もが助けたい気持ちを発現できるようにすることが「人和」への道である。我々が相互対立し反目することで、見捨てられている多くの
利益、情意、価値があることを自覚した時、我々が自分でも知らない内に自ら井戸に飛び込んでいることと同じ現実を自覚した時、我々の
関係は変化できる。結局、孟子とトルストイの教訓をまとめれば、反目してきた我々は、惻隠の気持ちを回復し相互関係を維持し、このよ
うなネットワークを拡大して行くことが真の美徳である。これが、日中韓が進むべき道であり、調和の時代、つまり和代を開く方法である。
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会員自治体の発表
○ 中国

- 寧夏回族自治区(寧夏回族自治区・銀川の新しい発展協力機会)
- 山東省（2015 NEAR海洋・漁業分科委員会の開催広報）

○ 日本
- 富山県（環境分科委員会活動報告）

○ 韓国
- 大邱広域市（大邸メディカル・クラスター）
- 大田広域市（世界科学都市連盟について）
- 忠清北道（2015槐山(ケサン)世界オーガニック産業エキスポ）
- 全羅南道（2015国際農業博覧会、2015潭陽世界竹博覧会）
- 慶尚北道（第11回経済・人文交流分科委員会の開催）
- 慶尚北道(2015慶北・聞慶世界軍人スポーツ大会)
- 慶尚北道（シルクロード慶州2015）

○ モンゴル
- ウムヌゴビ県（ウムヌゴビ県の紹介）
- ウランバートル市（ウランバートル市の現況）

○ ロシア
- イルクーツク州（2015第10回NEAR実務委員会の開催）
- サハ共和国（2015 NEARスポーツ分科委員会の開催広報）



寧夏回族自治区・銀川の新しい発展協力機会
  中国・寧夏回族自治区

               寧夏回族自治区は、中国の西部に位置する中国5広域民族自治区の一つであり、唯一の「回族(イスラム族)自治区」である。寧夏回 
族自治区の面積は6.64万㎢で、人口は661万人、その中の36％が「回族」である。行政区域は５地給市に分かれ、銀川は寧夏回族自
治区人民政府がある中心都市である。

はっきりとした銀川地域の特色
 中国大陸のど真ん中にある銀川は、寧夏回族自治区の中心都市であり、３区２県１市で構成されている。銀川市の総面積は 
9025.38㎢で、市内中心部の面積は185㎢である。全体人口は309万人。悠久の歴史を持つ銀川市は、3万年前、旧石器時代から人類
が居住し初め、紀元前112年に都市が建設された。また、1038年に西夏王国が建国した後、189年間首都の役割を果たした中国124
の文化歴史都市の中一つである。

銀川の優位な発展条件
-  便利な交通

中国の東北、華北地域と北西地域、ひいては中央アジア、中東地域を結ぶ重要な通路であり、銀川を経由しアラブ国家へ飛行す
る際には北京、上海、広州を経由するより、経費を20％節減できる効果があり、飛行時間も5時間短縮できる。銀川は、北西地域の
重要な航空物流乗り換えセンターであり、観光客の集散地でもある。

-  豊富な資源
中国の火力発展電力の供給基地であり、「銀川-楡林-オルドス」を結ぶエネルギー・ゴールドトライアングル地域は、中国エネル
ギー源の埋蔵量47.2％を占めている。寧東エネルギー化学工業基地は、中国で14の1億トン級大型石炭生産基地の中一つであ
り、調査した埋蔵量だけで386億トンに至る。風力、太陽光も豊富で、560.13億KWHの電気を生産しており、これは中国国内の一
人当たり電気生産量としては第１位である。

-  最適な環境
優秀な人文環境で、昔から銀川は移民都市として有名である。開放的で包容力をもつ銀川市はそれぞれ違う民族、宗教である
が、和合的な地域である。優秀な自然環境で、湿地面積が5.31万ヘクタールに至り、大気及び空気の質が74中大型都市の中で第
10位となっている。また、制度・行政的にも優秀なシステムを整えており、中国国内省庁所在地の中でも先行的に「行政審査サー
ビス局」を設立した。25部署の153項目の審査が「一つの部署のハンコ一つ」で管理可能なワンストップ・サービスを提供してお
り、中国最高の環境示範区として位置づけられている。

-  堅固なインフラ施設
現代的産業体系が徐々に建設されて行く中、銀川の地域経済総生産量が寧夏回族自治区全体の半分を占めている。速い工業
発展はエネルギー化学工業、環境配慮型紡織、製造設備、新素材等、産業が結集していることから、その効果も絶えず増してい
る。現代農業の安定的な発展により、施設園芸、有機農米、輸出用の野菜等、特化産業も持続的に発展している。サービス産業も
良いスタートを切っており、伝統的な産業でビジネス物流、金融、文化、観光業が旺盛に発展している。物流ネットワーク、ゲーム・
アニメ関連ソフトウェア、航空等、新興産業の発展速度もやはり速いスピードで進行している。「住居、ショッピング、休息、教育、
医療は、銀川で」というブランドパワーを用いて、隣接地域2,000万の人口を魅了させる。

歴史上、最高の発展機会を迎えた「銀川」
 銀川は、中国の西部大開発「シルクロード・プロジェクト(一帶一路)」、寧夏内陸開放型経済試験区、黄河流域都市郡開発等、政策的 
核心地域としての重役を担っている。3回の会議を成功裏に開催した「中国-アラブ経済貿易フォーラム」と「第1回中国-アラブ博覧
会」の永久開催地として約120ヶ国及び地域と約5,000企業と協力関係を結び、ヨルダン等約10国家及び地域とハラール食品認証
システムを構築し、アラブ首長国連邦、エジプト等、6の地域で流通センターを設立した。閲海湾中央ビジネス地区、銀川川岸新地
区、銀川総合保税地区、空港経済地区等の対外協力媒介体を市レベルから寧夏回族自治区レベルに上昇させ、新しい開放・発展
の波に順応している。銀川経済技術開発地区、寧夏環境配慮型紡織産業院、銀川科学技術院等、産業プラットホームの早期造成を
通じて、ビックデータ・スマート・クラウドコンピューティング・電子商取引・金融・健康レジャー等、新産業を成長し、新しい銀川を作
って行く。

  ご参加の皆様、銀川は日々発展している非常に魅力の有る都市であり、投資のホットスポットです。企業家の皆様が銀川に直接訪 
問し、銀川で成功的な投資を通じ事業が繁栄することを祈念します。ご参加の皆様の健康と幸福を祈ります。
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2015 NEAR海洋・漁業分科委員会の開催広報
中国・山東省

 

1. 行事名称
「海洋食糧倉庫」広報会

2. 行事の趣旨
           北東アジア地域自治体連合(NEAR)「海洋・漁業分科委員会」の役割を発揮し、海洋技術、経済情報交流、北東アジア地域地方及び 
世界各国との通う経済発展を促進するため、特に海洋新興産業発展分野の中、政策、経済、技術等の方面で相互交流と協力強
化を通じ「海洋食糧倉庫」造成を推進する。

3. 行事の主題
協力強化としての「海洋食糧倉庫」建設の推進

4. 行事主催及び主管
- 主催：北東アジア地域自治体連合「海洋・漁業分科委員会」
- 主管：山東省海洋漁業庁、山東省外事弁公室、威海市人民政府

5. 行事期間及び場所
- 期間：2015年10月(予定)
- 場所：山東省威海市

6. 招待人員及び出席対象
(１) 北東アジア地域自治体連合事務総長、各会員自治体の代表
(２) 山東省政府、農業部、国家海洋局の幹部

山東省政府関係部署(山東省科学技術庁・海洋漁業庁・外事弁公室 等)
山東省沿岸都市海洋漁業部署の責任者

(３) 海洋漁業科学研究機関：中国内外の海洋漁業分野専門家及び学者
(４) 中国内外のメディア等の総１００人が出席する予定

7. 行事日程(案)

日時 時間 主要内容

1日目
終日 会議参加者の登録

18:00-20:00 歓迎の晩餐会

2日目
(午前)

8:30-12:00

第1セッション：開幕式(同時通訳)
1. 山東省幹部の祝辞
2. NEAR事務総長の祝辞
3. 団体写真撮影(コーヒーブレーク 15分)
4. 会員自治体の発表

2日目
(午後)

14:00-17:30

第2セッション：山東省「海洋食糧倉庫」広報
1. 基調演説(王守信、山東省海洋漁業庁長)
2. 専門家フォーラム

- NEAR会員地域の関連部署公務員と専門家を招待し、海洋牧場、
 遠洋漁業、環境配慮型養殖、水産品加工等の技術と経験を紹介.

3日目
8:30-12:00

1. 関連企業の現場視察
2. 中国と海外企業の現場マッチング

午後 行事終了及び参加者帰国

8.「海洋食糧倉庫」広報内容
 「海洋食糧倉庫」概念とその背景
 北東アジア地域は、耕地、淡水資源等の生産条件に制約があることから、持続的な食糧増産における困難が日々 増し、食糧安保 
は深刻な挑戦として直面している。海洋生物資源は、その量も多く、再生能力も大きいため、漁業発展と共に代替食糧、食糧資源
の節減等の役割を果たすことができる。

 「海洋食糧倉庫」広報会の運営方向
 今回「海洋食糧倉庫」広報行事に、NEAR会員地域及び科学研究機関、関連企業の代表が山東省に訪問することを要請する。主
な運営方向は次のとおり。
       一つ目に、会員地域及び科学研究機関、関連企業が経験した海洋牧場の運営、遠洋漁業等、多分野での成功事例について紹介する。
       二つ目に、参加者は現地視察と共に、山東省の「海洋食糧倉庫」建設先行示範区と優秀企業を視察する。
       三つ目に、現地視察後に、各国の企業とで現場マッチングを通じ、企業間の「協力の場」を設ける。

      山東省で提案する「海洋食糧倉庫」戦略は、環境を第一に考え、養殖を中心に増殖、操業、加工、レジャー等の分野で協力を推進 
する。今回の広報会は、北東アジア地域自治体連合間の水産養殖業、漁業増殖、海洋操業、水産加工業、漁業レジャー産業の５
つの主導産業間の協力推進に力を注ぐ予定。北東アジア地域の漁業の環境配慮型化、規範化、組織化、標準化、ブランド化を推
進し、地域漁業の総合的な生産能力と市場競争力を強化して行く。
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環境分科委員会活動報告
日本・富山県

1. 環境分科委員会の開催
     第11回環境分科委員会を2013年10月に富山県で開催（日中韓露４か国８自治体が参加）し、活動状況を報告するとともに、個
別プロジェクトの成果報告と2014年個別プロジェクトの提案が行われた。また、2013年から2015年のコーディネート自治体に富
山県が選出された。

2. 個別プロジェクトの実施状況
      2014年４月から2015年３月までに実施された個別プロジェクトの実施概要は以下のとおり。
      なお、環境分科委員会で実施した個別プロジェクトの内容や結果については、ウェブサイトに掲載している
    （http://www.npec.or.jp/northeast_asia/）。

(1) 第８回国際環境フォーラム「国境のない自然」（提案：沿海地方）
a.  時 期 : 2014年10月23日～24日
b.  場 所 : ウラジオストク市
c.  参加者 : ＮＥＡＲ環境分科委員会の参加自治体を含む400名以上の専門家が参加
d.  内 容 : 「環境とビジネス：対立から相互理解へ」をテーマに、地域経済の集約的発展課題及び汚染物質の越境汚染問題

を含めた自然環境への影響について検討した。

(2) 北東アジア地域環境体験プログラム（提案：富山県）
a.  時 期 : 2014年８月20日～21日
b.  場 所 : 中国遼寧省
c.  参加者 : 4か国９自治体（日本、中国、韓国、ロシア）の中高生 96名
d.  内 容 : 各参加自治体の代表者による活動発表や水鳥の生息地の見学のほか、「2014環境宣言」の発表等を実施。

(3) 海辺の漂着物調査と漂着物アート制作（提案：富山県）
a.  時 期 : 2014年秋期（漂着物調査）、通年(アート制作)
b.  場 所 : 北東アジア地域の海岸
c.  参加自 : 治体３か国（日本、韓国、ロシア）18自治体
d.  内 容 : 海辺の漂着物の実態を把握するとともに、「ごみを捨てない、海の環境を守ろう」という意識を醸成するため、住民

や子どもたちが海辺の漂着物を回収・分別し、種類別に個数及び重量を調査するとともに、漂着物を利用したアー
ト作品の制作を実施。

(4) 北東アジア地域環境ポスター展（提案：ハバロフスク地方）
a.  時 期 : 2014年10月～12月

b.  場 所 : ロシアハバロフスク地方

c.  参加自 : 治体 4か国（日本、中国、韓国、ロシア）８自治体  

d.  内 容 : 北東アジア地域の子どもたちから「環境の保全」をテーマとしたポスターを募集し、優秀作品を展示。

3. 今後の活動計画
2015年には第12回環境分科委員会を富山県で開催予定。
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第11回経済・人文交流分科委員会の開催

□行事概要
○ 日時 : 2015年8月26日(水)～8月28日(金)、２泊３日
○ 場所 : 大韓民国・慶尚北道・慶州市の一帯
○ 主催 : 慶尚北道経済・人文交流分科委員会
○ 参加規模 : NEAR会員自治体の参加者等、約50～60人程度
○ 主要内容 : 分科委員会の会議、シルクロード大祝典2015の観覧

□主要日程
区分 主要内容 備考

1日目(8月26日) 入国/歓迎晩餐会

2日目(8月27日)
分科委員会の会議

- 基調講演、主題討論、事例発表、特別講演等

3日目(8月28日) シルクロード大祝典2015観覧/出国及び還送

※詳細な日程は、後日通報

□慶尚北道からの支援事項
○ 開催期間中、8月26日～8月 28日(2泊3日間)宿泊費及び食費(2人基準)
     ※ 3人以上参加した場合、2日以外の宿泊費は本人が負担する。但し食事は提供される

区分 8月26日(水) 8月27日(木) 8月28日(金)

朝食 X O O

昼食 X O O

夕食 O O X

宿泊 O O X

 

○ 分科委員会開催期間中、所要する移動及び視察にかかる経費
     ※参加団体が負担する部分：往復航空券、行事期間外の経費等

□参加申込
○ 申込方法：慶尚北道 グローバル通商協力課又はNEAR事務局
○  締切期間；2015年 5月29日まで
○発表資料提出：2015年6月19日まで

・発表内容：主題と関連する成功・活性化の事例
・発表資格：分科委員会で発表を希望する会員自治体

○参加者は、自治体毎に2人まで

 

大韓民国・慶尚北道

○北東アジア地域自治体連合の会員自治体の経済・人文関係者を招待し、北東アジア共同
関心事である「経済・人文分野共同懸案」問題解決するための論議と優秀事例を研究するた
め、分科委員会を開催する。
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2015慶北・聞慶世界軍人スポーツ大会 大韓民国・慶尚北道 大韓民国・慶尚北道シルクロード慶州2015
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ウムヌゴビ県の紹介
モンゴル・ウムヌゴビ県

   北東アジア地域自治体連合(NEAR)実務者ワークショップに参加された皆様に、モンゴル国・ウムヌゴビ県を代表して挨拶させてい
ただきます。今回の会議に参加でき嬉しく思います。我が代表団を暖かく迎えていただいた実務者ワークショップの主催側の皆様
にも深く感謝いたします。
   美しい自然景観を揃えた「恐竜の故郷」として世界に広く知られているウムヌゴビ県は、歴史と文化遺産も豊富です。
ウムヌゴビ地域住民は、昔から余裕があり、寛大な心と客を暖かく出迎える伝統があることで有名です。

ウムヌゴビ県の概要
   ウムヌゴビ県は、モンゴルの最南部に位置し、面積165,000km2で、モンゴルで最も大きい県です。行政区域は15ソム(郡)と58面で
構成されています。
   モンゴルのバヤンホンゴル県、ウブルハンガイ県、ドンドゴビ県、ドルノゴビ県と境界を接しています。
中心地である「ダルンザドガド市」は、首都であるウランバートル市から575km離れた所に位置しております。2014年末を基準に、
ウムヌゴビ県には19,000世態と59,600人が住んでいます。1人当たりGDPは、8,800,000トゥグルグです。
我が県の代表的な産業分野は、

- 責任感のある「鉱山」
- 安定的な「観光」
- 「牧畜業」です。

   タワントルゴイ、オユトルゴイ、ナリンソハイト等は、世界的に有名な鉱山であり、石炭、銅、金を採掘し自給し、国家予算収入にも
寄与しております。

責任感のある「鉱山」
   ウムヌゴビ県は、現在80鉱区に対し164の鉱物資源調査許可権と特許を保有しております。鉱山の総面積は472,461.3haで、その
中には石炭71.48％、金と銅が23.894％、蛍石が0.39％、その他金属が4.06％、非金属が0.15％を占めています。
我が県で35企業が採掘許可を得ており、その中でオユトルゴイ、タワントルゴイ、エルデネスタワントルゴイ、エネルギーリソース
等、12の鉱山企業が定期的に鉱山採掘活動をしています。
   タワントルゴイ、ナリンソハイト、オユトルゴイ等の鉱区は、モンゴルの戦略的な鉱山基地であり、ウムヌゴビ県の社会経済発展
に大きな役割を果たしています。
   モンゴルの石炭採掘量とモンゴル内需要は、最近5年間で3倍に増えています。これは、石炭の需要がモンゴル国内市場のみな
らず、海外市場でも増加しており、その需要の一部をウムヌゴビ県が担っている証拠とも言えます。

観光分野
   ウムヌゴビ県は、恐竜化石、岩刻画等の考古学的な遺物が多いモンゴルの代表的な観光地です。モンゴルを訪問する観光客の
80％は、ウムヌゴビ県を訪問するそうです。
   それ以外にも、世界的な学者、歴史家の関心を引く地域でもあります。我が地域は、「ヨリン・アム」と呼ばれる氷の峡谷、「ホンゴリ

ン・エルス」という砂の丘、モンゴルのグランドキャニオンであり恐竜化石の発掘地である「バヤンザグ」、「ゴビゴルワンサイハン国
立公園」、「ヘルメン・ザブ峡谷」等の観光資源が多く、外国人が好む観光地となっています。
   地域の特性を活かしたラクダ旅行、宗教旅行、鳥類観察、野生動物の観察等、自然生態体験及び自然生態探査観光を育成してき
ており、ヤーク祝祭、ラクダ祝祭、ゴビ・マラソン大会、馬祝祭、馬の競走、ラクダ・ミルク祝祭等の行事を定期的に開催しています。

牧畜業
   ウムヌゴビ県の経済発展には、牧畜業が大きな役割を果たして来ました。我が地域の総家畜(馬、ヤギ、ラクダ、牛、羊)数は、180万
頭で、その内、ラクダが112,700頭、馬66,300頭、牛16,100頭、羊397,600頭、ヤギ120万頭です。そして、5,216世態の9,449人が牧畜業に
従事しています。
   ウムヌゴビ県は、モンゴルのみならず、世界で最も多く「フタコブラクダ」を保有しており、ラクダの個体数を増やしその価値を高
めるため「ラクダ祝祭」、「ラクダ・ミルク祝祭」、「ラクダポロ大会」、「ラクダ競走」を開催しています。また、子どもができたラクダの持
ち主には支援金を提供する等、多様な行事と事業を推進しています。今年は、1,000頭のラクダ競走を開催し、世界ギネスブックに
登載を申し込む予定です。
   最後に、フタコブラクダの故郷である「ウムヌゴビ県」に皆様をご招待いたします。
   ありがとうございました。
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2015第10回NEAR実務委員会の開催
ロシア・イルクーツク州

      尊敬する北東アジア地域自治体連合事務局の全哉垣(チョン • ジェウォン)事務総長！
そして、尊敬するここにご参加の皆様！

      まず、2015～2016年NEAR議長団体としてイルクーツク州が選定されるよう協力して頂いたNEAR事務局と全会員自治体の皆様
に心より感謝いたします。

      NEAR実務委員会と総会がイルクーツク州で開催されることは、決して偶然ではありません。

      一つ目として、中国、韓国、日本、モンゴルを中心にした「北東アジア」とイルクーツク州は数年間、対外経済協力において核心的
な協力パートナーとなっております。イルクーツク州は、これら国家との対外貿易量を総売上額60％までに引き上げようとしており
ます。既に、イルクーツク州は、北東アジア国家との経済貿易協力を実践するため、主要投資プロジェクトを推進しておりますが、そ
の中での代表的な事業は、ガスパイプライン建設事業の「シベリアの力」、「イルクーツク・エア・シティー」、「バイカル・スマート・シ
ティー」があり、「マギストゥラニ(magistralnyi)」部落の木工団地建設、「ウスチ-クツスキ(Ust-kutsky)」地域と「カタングスキー(Katang-
sky)」地域の石油と天然ガス産地開発共同プロジェクト等があります。

      二つ目に、イルクーツク州は、1996年NEAR創設メンバーとしてこれまで連合行事に積極的に参加しており、NEAR国境地区協力
分科委員会のコーディネート自治体としても活動しております。

      三つ目に、国際協力を積極的に推進しているイルクーツク州は、長い間、大規模な国際行事を行った経験が多数あります。これ
を基に、イルクーツク州は、今年10月13日から16日まで、イルクーツク州で開催される「NEAR実務委員会」も成功裏に終える事がで
きると確信しています。

      尊敬するNEAR会員自治体代表者の皆様！今年開催する「NEAR実務委員会」に積極的な参加をお願いいたします。我がイルクー
ツク州に訪問され、イルクーツク州の豊富な歴史文化遺産と共に、世界文化遺産の宝庫である「バイカル湖」を是非ご覧になって
下さい。

      実務委員会で、今後の連合発展を促進し、会員自治体の共同目標である「北東アジアの平和と共同繁栄」への履行が実践できる
よう、皆で努力して行きましょう。

      ご清聴ありがとうございました。

2015 NEARスポーツ分科委員会の開催広報
ロシア・サハ共和国

      尊敬する北東アジア地域自治体連合事務局の事務総長！
      そして、NEAR実務者ワークショップにご参加の皆様！
      ロシア・サハ共和国で居住する多様な民族を代表して皆様にご挨拶させていただきます。

      去る2014年10月に全羅南道・霊岩郡で行われた「NEAR総会」で、サハ共和国をコーディネート自治体とする「NEARスポーツ分科
委員会」を新設しました。スポーツ分科委員会は、会員自治体のスポーツ分野共同発展という目標で、まずは子供と青少年スポー
ツを中心に開催します。また、地域毎の多様な伝統スポーツを国際レベルの競技(国際競技の規定が適用されたもの)として披露
し広報できる「プラットホーム」になるよう努力します。スポーツ分科委員会を通じて、スポーツ分野の経験と意見を交換できる機
会を得ることになり、民族伝統スポーツ・フォーラムも共同で開催する計画です。

      前NEAR事務総長は、スポーツ分科委員会の新設を支持し、会員自治体に当分科委員会の積極的な参加を呼びかけました。そこ
で、ご参加の全NEAR会員自治体の皆様に、所属地方政府の代表団を選定し、スポーツ分科委員会に参加できるよう支援して頂くこ
とをお願いいたします。

      現在、第1回スポーツ分科委員会の開催を準備しており、開催期間は2015年7月15日から17日までと考えております。

○  第1回スポーツ分科委員会の主要内容
-スポーツ分科委員会運営プログラムの検討、討議、承認
-NEARスポーツ発展に関わる会員自治体の多様な経験について紹介
-会員自治体の健康な生活形態を改善するための政策について紹介
-スポーツに関する潜在的協力事業について意見交換とスポーツ分科委員会の効率性を高めるための提案事項

○  分科委員会の付帯行事
-ヤクーツク市で行われる国際スポーツ競技「アジアの子供」行事に参加し、サハ共和国のスポーツ・インフラ視察
-ヤクーティア伝統スポーツ観覧
-ヤクーツク観光名所訪問

      行事参加に関わる費用負担は、会員自治体別参加者2名に対し、行事期間中の滞在費(宿泊、食事、現場視察、移動交通費)は、コ
ーディネート自治体が負担し、往復航空券は参加自治体が負担します。行事に関する提案や建議事項がありましたら、検討した後
に行事プログラムに反映いたします。

      尊敬するNEAR会員自治体代表の皆様！最後に、サハ共和国で2015年7月15日から17日まで「第1回スポーツ分科委員会」を開催
する事を改めてお知らせし、皆様の積極的な参加と関心をお願いいたします。

      ありがとうございました。
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NEAR会費制導入及び
分科委員会の効率的な運営についての討議

《会員自治体から意見を集めた結果》

□会員自治体意見調査の概要
○ 期間：2015年4月1日～4月28日
○ 対象：71会員自治体(北朝鮮は除外)
○ 内容：NEAR会費制の導入、分科委員会の効率的な運営方案
○ 調査背景：第10回総会で事務局提案事項における後続措置
○ 意見提出団体：71団体中、47団体(回収率66.2％)

□NEAR会費制の導入
1. 会費制導入時、会費の賦課方式(46/71)

○ 定額制(20)、差等制(17)、その他(9)
※その他意見

・ 日本(6)：会費制導入時、脱退またはオブザーバー自治体へと転換
・ 韓国(2)：会費制導入に反対し、選択していない。無応答
・ ロシア(1)：会費導入には反対しないが、賦課方式についての決定は留保

2. 「定額制」として会費制が導入した場合、会員自治体別に適切な年会費の金額(46/71)

○ 2,000USドル(17)、その他(15)、反対(1)、無応答(13)
※その他意見

・ モンゴル(8)：1,000USドル以下

・ 中国(3)：1,000USドル

・ 韓国(2)：1,500USドル、総会と実務委員会開催費用を調査した後に決定

・ ロシア(1)：会費金額は使用用途を決めた後に金額決定

- 一部のロシア団体は、外為送金が難しいため対策を整える必要がある

・ 日本(1)：2,000USドルに算定した根拠が提示されていない(判断困難)

3. 会費の使用用途に対する会員自治体の意見

①NEAR青年インターン海外派遣事業(13)、②人的交流(12)
③議長団体に総会及び実務委員会の開催費用支援(11)
④分科委員会の財政支援(10)、⑤経済交流(9)、⑥交流増進(9)

※その他意見(3)
・青少年交流(2)：中国1、韓国1
・現在、実施中の事業の経費として充当(1)：日本1

4. その他意見

○ 憲章に規定された「監事選出」、「予算・決算、事業計画の承認」事項の実行(日本2、韓国1)

○ 会費制導入時、脱退する団体もあるかも知れないが、「会費を納入し関心と責任感を持っている会員自治体に再構成し、成果のある

事業を実行する必要がある(日本1)

○ 会費の用途決定と導入後の徴収方法と内容につて検討(日本2)

○ 会費制導入時、一部の会員自治体が脱退する可能性あり(日本1、韓国1)

○ 実質的な事業に会費使用を希望(モンゴル1)

□分科委員会の効率的な運営方案
1. 4～5分科委員会をグループ化し委員会を作るという提案に対する会員自治体の意見

○ 会員自治体(46/71)：賛成(30)、反対(12)、無応答(4)

○ その内、コーディネート自治体(10/14)：賛成(6)、反対(4)

2. 開催実績が不振な分科委員会に対する会員自治体の意見(参加意見数/提出団体数)

○ 会員自治体(61/45) 

・共同開催(21)、他の団体に移譲(13)、廃止(19)、無応答(8)

○ その内、コーディネート自治体(13/10)

・共同開催(6)、他の団体に移譲(3)、廃止(3)、無応答/その他(1)

3. 分科委員会のコーディネート自治体として、分科委員会を開催するに大変だった点

○ 毎年又は隔年で、単独開催するにあたる予算負担の加重(中国1、日本2、韓国3)

○ 会員自治体からの関心と参加度が低調(韓国3)

○ 会議運営に関わる通訳と翻訳の人力確保(日本1)
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4. 分科委員会の効率的な運営に関する会員自治体からの意見

○ 「 分科委員会の規定 」 第5条による、各分科委員会に対する評価を実行(日本2)

○ 事務局レベルで広報及び分科委員会の活動成果等について掲載(ホームページ等)する。そこから分科委員会の関心を向上させる(韓国1)

○ 分科委員会になるべく多くの会員自治体が参加できるよう開催時期等を調整する努力が必要(韓国1)

○ 農業、海洋・漁業、環境、鉱物資源開発・調整等の分科委員会を一つの委員会(仮称：農水産環境委員会)を作り、４～５年毎に一回順次 
       的に開催することで、分科委員会の予算節減及び多数の会員が参加することで活性化を誘導する(韓国1)

○ 偶数・奇数年度で、分科委員会を配分・指定し、一つの年に集まる現象を防ぐ。また、その分科委員会の開催時期を調整し、参加率を向
上させる(韓国1)

○ 分科委員会の行事に対し、会員自治体に広報又は行事を開催する前にどういう形態と内容で行うかについて事前に会員自治体から意
見を集める(モンゴル2)

○ 分科委員会の活性化のため新しいプロジェクトを順次実現する必要があり、参加自治体からの協力を得たい(日本1)

○ 海外会員自治体に対する事務局からの招待と議題通訳等の支援が必要(韓国1)

○ 韓国内参加自治体の関心と協力を増進させる特段の対策作り(韓国1)

○ 分科委員会の数を減らし、少数の分科委員会に対する参加を積極的に誘導する(韓国1)

○ 他の分科委員会の運営をベンチマーケティングする。また、運営関連職員の教育(モンゴル1)

2015年度NEAR主要行事日程
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2015年度NEAR主要行事日程

□主要行事 : 総会/実務委員会(隔年制)、分科委員会、国際フォーラム、実務者ワークショップ 

NO 日程 行事名 主管団体 場所 連絡先

1 3/ 9～3/12 第13回防災分科委員会 日本 兵庫県 神戸市 兵庫県国際交流課
(T)+81-78-362-9017

2 5/20～5/22
2015NEAR

実務者ワークショップ
NEAR 事務局 大韓民国 慶州市 NEAR事務局

(T)+82-54-223-2317

3 7/15～7/17 スポーツ分科委員会 ロシア サハ共和国 サハ共和国
サハ共和国
国際協力課
(T)+8-4112-343934

4 7/31～8/5 教育・文化交流分科委員会 日本 島根県 松江市 島根県文化国際課
(T)+81-852-22-6463

5 8/26～8/28 経済・人文交流分科委員会
大韓民国
慶尚北道

慶尚北道
慶尚北道
グローバル通商協力課
(T)+82-53-950-2278

6 10月 農業分科委員会
大韓民国
全羅南道

霊岩郡 全羅南道農業政策課
(T)+82-61-280-6241

7 10月 海洋・漁業分科委員会
中国

山東省
威海市 山東省海洋漁業庁

(T)+86-531-8606-1765

8 10/13～10/16 第10回NEAR実務委員会
ロシア

イルクーツク州
イルクーツク州

イルクーツク州
経済発展部
(T)+8-3952-2561-57

9 11月 下旬 2015NEAR国際フォーラム NEAR 事務局 大韓民国
ソウル特別市

NEAR事務局
(T)+82-54-223-2317

10 11月 中下旬 第12回環境分科委員会
日本

富山県 
富山市

公益財団法人
環日本海環境協力センター
(T)+81-76-445-1571

*会員自治体及び事務局の事情により、日程が変わる場合があります。
*行事日程を決定する際、参加率を高めるため、なるべく日程が重ならないようご協力お願い致します。

参加者名簿
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□中国 : 6団体、13名
NO 団体名 名前 性别 所属 役職

1 黒竜江省 杨鸿鹏 (Yang Hongpeng) 男 黒竜江省外事弁公室 処長

2 黒竜江省 原慧婷 (Yuan Huiting) 女 黒竜江省外事弁公室 主任科員

3 湖南省 殷晓元 (Yin Xiaoyuan) 男 湖南省政府新聞弁公室対外宣伝処 処長

4 湖南省 肖功钧 (Xiao Gongjun) 男 湖南省政府研究室 副調査員

5 吉林省 刘永利 (Liu Yongli) 男 吉林省外事弁公室 処長

6 吉林省 杨丹 (Yang Dan) 女 吉林省外事弁公室 科員

7 寧夏回族自治区 刘哲 (Liu Zhe) 女 寧夏回族自治区外事弁公室 副处長

8 寧夏回族自治区 哈莉 (Ha Li) 女 銀川市経済協力外交局 プロジェクト監督

9 山東省 韩迎华 (Han Yinghua) 女 山東省外事弁公室 主任科員

10 山東省 袁景雪 (Yuan Jingxue) 女 山东省海洋漁業庁 主任科員

11 甘粛省 马腾宇 (Ma Tengyu) 男 甘粛省政府弁公庁 処長

12 甘粛省 张晓军 (Zhang Xiaojun) 男 甘粛省政府弁公庁 処長

13 甘粛省 隋文亮 (Sui Wenliang) 男 甘粛省外事弁公室 韓国担当

□日本 : 3団体、9名
NO 団体名 名前 性别 所属 役職

1 富山県 武隈俊彦 (Takekuma Toshihiko) 男 観光・地域振興局 国際課 課長

2 富山県 高野早苗 (Takano Sanae) 女 観光・地域振興局 国際課 主任

3 富山県 金 珠熙 (Kim Ju-hee) 女 観光・地域振興局 国際課 国際交流員

4 富山県 原田 典久 (Harada Norihisa) 男 CLAIRソウル事務所 所長補佐

5 兵庫県 石田 勝則 (Ishida Katsunori) 男 産業労働部国際局
国際交流課 課長

6 兵庫県 塩見 彰浩 (Shiomi Akihiro) 男 産業労働部国際局
 国際交流課 主幹

7 島根県 坂本 偉健 (Sakamoto Itaru) 男 環境生活部 文化国際課 課長

8 島根県 津森 仁 (Tsumori Hitoshi) 男 環境生活部 文化国際課 グループ リーダー

9 島根県 朴 慧貞 (Park Hye-jung) 女 環境生活部 文化国際課 国際交流員

□韓国 : 13団体、25名
NO 自治体 名前 性别 所属 役職

1 釜山広域市 Nam Jung-eun 女 国際協力課 国際交流チーム長

2 釜山広域市 Im Jeong-eun 女 国際協力課 主務官

3 大邱広域市 Kim Bo-ha 女 国際通商課 主務官

4 大邱広域市 Kim So-yeon 女 先端医療複合団地支援課 主務官

5 仁川広域市 Son Hey-won 女 国際協力担当官室 主務官

6 仁川広域市 Kim Kyung-hun 女 国際協力担当官室 事務官

7 大田広域市 Lee Kue-sam 男 国際教育担当官室 国際交流担当

8 大田広域市 Koo Cha-doo 男 国際教育担当官室 時間任期制ダ級

9 蔚山広域市 An Jong-hwa 男 通商交流課 国際交流担当

10 蔚山広域市 Her Gyong-hee 女 通商交流課 主務官

11 京畿道 Sung Jin-goo 男 外交政策課 行政6級

12 江原道 Woo Jong-ki 男 国際交流課 国際会議担当

13 江原道 Hwang Jung-sug 女 国際交流課 地方行政6級

14 忠清北道 Kim Myeong-june 男 国際通商課 国際政策チーム長

15 忠清北道 Jang Du-chang 男 国際通商課 主務官

16 忠清南道 Park Jung-wan 男 企業通商交流課 主務官

17 全羅北道 Song Hyo-won 女 国際協力課 行政7級

18 全羅北道 Han Min-hwa 女 国際協力課 行政7級

19 全羅北道 Kim Yeon-ji 女 国際協力課 行政7級

20 全羅南道 Kim Hong-sa 男 国際通商課 国際企画担当

21 全羅南道 Lee Eun-cheol 男 国際通商課 行政7級

22 慶尚北道 Lee Gyu-sam 男 グローバル通商協力課 国際協力担当

23 慶尚北道 Yu Seung-hui 女 グローバル通商協力課 行政7級

24 慶尚南道 Kim Chang-deag 男 国際通商課 国際協力担当

25 慶尚南道 Jung Hyun-suk 女 国際通商課 主務官
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□モンゴル : 11団体、20名
NO 自治体 名前 性别 所属 役職

1 アルハンガイ県 Munkhbayar Vanchigmaa 女 アルハンガイ県 行政局 国際交流担当

2 ドルノゴビ県 Idermaa Batsuren 女 エルデン郡庁 行政局長

3 ドルノゴビ県 Ochirkhuyag Batchimeg 女 行政管理課 職員

4 ドンドゴビ県 Perenlei Byambalkhagva 男 ドンドゴビ県行政局 局長

5 ドンドゴビ県 Volodya Sainbileg 女 ドンドゴビ県行政局 国際交流担当

6 ザウハン県 Idermunkh Yanjinlkham 女 ザウハン県行政管理課 国際交流担当

7 ザウハン県 Maindar Saranchimeg 女 社会開発課 首席実務者

8 オルホン県 Sosor Enkhtuvshin 女 財政課 会計担当

9 オルホン県 Osor Sarangerel 女 国家登録課 財産登録担当

10 ウブルハンガイ県 Myagmarsuren Batzorig 男 行政管理課 国際交流担当

11 ウブルハンガイ県 Radnaabazar Narantsetseg 女 社会開発課 実務者

12 ウムヌゴビ県 Dorjpalam Natsagdorj 男 ウムヌゴビ県 副知事

13 ウムヌゴビ県 Munkhdelger Urlee 女 行政管理課 国際交流担当

14 セレンゲ県 Monkhoodoi Nyamsuren 男 法院行政課 課長

15 セレンゲ県 Zundui Yondon Khishigjargal 女 文書保管系 係長

16 中央県 Ochir Oyuntsetseg 女 気象観測所
情報サービス課 課長

17 中央県 Sandagsuren Otgonsuren 女 気象観測所 環境観測課 課長

18 オブス県 Baast Bayarsaikahn 女 税務課 税金査定官

19 オブス県 Yungeren Otgonzaya 女 税務課 税金査定官

20 ウランバートル市 Battumur Dulmaa 女 ウランバートル市庁 ウランバートル市
韓国駐在官

□ロシア : 3団体、6名
NO 自治体 名前 性别 所属 役職

1 イルクーツク州 Anna Laman 女 経済発展部 係長

2 イルクーツク州 Victoria Nikonorova 女 経済発展部 職員

3 トゥヴァ共和国 Oshchepkova Svetlana 女 科学•教育部 第一次官

4 トゥヴァ共和国 Shinin Roman 男 エルジンスキー区 区庁長

5 サハ共和国 Balakshin Georgy 男 体育部 第一次官

6 サハ共和国 Protopopov Valeriy 男 国内及び対外関係部 課長

□NEAR事務局 : 17名
NO 名前 性別 所属 役職

1 全哉垣(Jun Jae Won) 男 事務総長

2 金相吉(Kim Sang Gil) 男 事務処長

3 朴昌浩(Park Chang Ho) 男 企画総務課 企画総務課長

4 権南元(Kwon Nam Won) 男 国際協力課 国際協力課長

5 金栄南(Kim Yeung Nam) 男 企画総務課 企画総務担当

6 朴成敏(Park Sung Min) 男 国際協力課 国際協力チーム長

7 尹赫晙(Yun Hyeok Jun) 男 企画総務課 主務官

8 金璟実(Kim Kyung Sil) 女 企画総務課 英語専門委員

9 金攸昣(Kim You Jin) 女 企画総務課 秘書、行政専門委員

10 李惠貞(Lee Hye Jung) 女 国際協力課 中国専門委員

11 李明恩(Lee Myung Eun) 女 国際協力課 日本専門委員

12 ヒシグザルガル(Lkham Khishigjargal) 女 国際協力課 モンゴル専門委員

13 崔株華(Choi Ju Hwa) 女 国際協力課 ロシア専門委員

14 邓薇(Deng Wei) 女 国際協力課 中国派遣職員

15 松尾周一郎(Matsuo Shuichiro) 男 国際協力課 日本統括官

16 バトソイル・オンドラフ(Batsuuri Undrakh) 女 国際協力課 モンゴル派遣職員

17 グロ・ヤナ（Groo Iana) 女 国際協力課 ロシア派遣職員

104  NEAR Working-level Workshop 2015 2015 NEAR実務者ワークショップ  105 



MEMO

106  NEAR Working-level Workshop 2015



A. 709-834大韓民国 慶尙北道 浦項市 南区 芝谷路394 浦項テクノパーク3階
     790-834 3F, Pohang Techno Park, #394 Jigok-ro (#601 Gigok-dong), Nam-gu, Pohang City, Gyeongsangbuk-do

T. +82-54-223-2311~20       F. +82-54-223-2307,2309       H. www.neargov.org

 CHINA             +82-54-223-2320

 JAPAN             +82-54-223-2317

 KOREA           +82-54-223-2318

 MONGOLIA   +82-54-223-2384

 RUSSIA            +82-54-223-2319

北東アジア地域自治体連合
The Secretariat of the Association of North East Asia Regional Governments
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