年表と写真で振り返る

20年の歩み
東方水上シルクロード貿易促進協議会

1992-2012

30

歴史と浪漫 そして 未来への挑戦

1991
1992
1993

平成4年

5.27

92.5.27 飼料用とうもろこし
輸入契約調印式

92.5.29 中日友好協会孫平化会長表敬訪問

山形県環日本海経済交流使節団訪中
東方水上シルクロード航路開設調印 飼料用とうもろこ
し6,000㌧の輸入契約調印
8.3
酒田港開港500年記念式典シンポジウム開催
酒田港の活用と環日本海貿易の必要性を確認
8.4
東方水上シルクロード航路第一船酒田港入港（衢江号）
入港歓迎式典開催
8.23 東方水上シルクロード航路第二船酒田港入港
8.24 東方水上シルクロード航路大討論会開催
酒田港活性化と新航路の活用を含めた貿易促進の受け
皿づくり実現提案
9.23 東方水上シルクロード航路第三船酒田港入港
9.24 東方水上シルクロード貿易促進協議会（仮称）設立準備
会議開催
11.27 東方水上シルクロード貿易促進協議会（仮称）第二回設
立準備会開催
12.17 東方水上シルクロード貿易促進協議会の設立総会開催
63名
第一部 設立総会 新田嘉一 会長就任
第二部 ビデオ放映
「拓かれた東方水上シルクロード航路」
第三部 祝賀会

92.5.29 書道家 愛新覚羅 毓 先生訪問

社会の動き
4.1
5.1
7.1

東北芸術工科大学開校
山形市で100年ぶりの５月降雪
山形新幹線開通 東京～山形
最短２時間27分
8.3 国道７号線鶴岡バイパス全線
開通
8.24 中韓国交樹立
10.4 べにばな国体、身体障害者ス
ポーツ大会開催
10.23 天皇皇后陛下 初の中国訪問
11.3 アメリカ新大統領にクリントン
当選

92.12.17 東方水上シルクロード貿易促進協議会
設立総会

東方水上シルクロード貿易促進協議会 20周年記念誌
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1992
1993
1994

平成5年

2.4
2.10

3.17

93.5.10 黒龍江省人民政府表敬訪問

5.8

5.24

6.28
93.5.10 とうもろこし輸入調印式
王宗璋副省長

7.9
7.27
7.28
93.5.10 新田会長
（左）
、
楊偉先生
（後）
、
守谷吉男県議
（右）

7.31
8.10
9.2
9.9

93.5.11 建造中の木蘭号
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東方水上シルクロード貿易促進協議会 事務所開所式
第1次東方水上シルクロード貿易促進協議会先遣訪中団
派遣 一行11名
各港湾視察、1993年度の貿易取引条件協議
酒田港国際化への貿易実務セミナー 開催 48名
第一部 講演 「酒田港・山形インランドデポの通関の
現状」
講師 東京税関酒田税関支署 支署長 池田泉氏
第二部 貿易実務セミナー
講師 日本貿易振興会情報サービス部
部長代理 神田善弘氏
第2次山形県環日本海経済交流使節団派遣 新田会長
一行51名
飼料用とうもろこし8,000㌧の輸入契約調印
平成5年度定時総会開催 76名
基調講演 「進展する市場経済と日中ビジネスの光と陰」
講師 三井物産㈱肥料部新事業開発チーム研究員
杜毅氏
第１回東北横断自動車道酒田線沿線都市会議開催
112名
国、山形県、酒田市、山形県と宮城県の商工会議所関
係者、東方水上シルクロード協議会会員らが東方水上シ
ルクロード航路と横断道酒田線を活用し、環日本海経済
圏と環太平洋経済圏を結ぶ新たなランドブリッジ構築の
探究
新田嘉一会長が「日本港湾協会企画賞」受賞
祝賀会開催
黒龍江省佳木斯市代表団来訪 副市長一行5名
経済交流について懇談会を開催
93年度東方水上シルクロード航路第一船酒田港入港
中国黒龍江省畜牧局考察団 一行来訪 歓迎会
第2回中国黒龍江省畜牧局研修生終了式
黒龍江省使節団来訪 一行4名 歓迎会開催 32名
酒田港の輸出入貨物の調査及び酒田港視察
山形県と黒龍江省との友好県省調印式（山形県）
陳云林常務副省長一行来訪
93年東方水上シルクロード航路第二船酒田港入港
畠中副会長より黒龍江省航運管理局へスパイクタイヤ
（新
品）75本贈呈

年表と写真で振り返る 20年の歩み

10.4

第3次東方水上シルクロード貿易促進協議会訪中団派遣
一行13名
黒龍江省対外経済貿易委員会との協議
木材班は伊春市、石材班は林口県に分かれて現地視察
10.6 93年東方水上シルクロード航路第三船酒田港入港
10.26 県友好協会第10次県民のつばさ訪中団 新田会長一行
訪中
黒龍江省政府に黒龍江省側の貿易促進協議会設立要請
11.9 93年東方水上シルクロード航路第四船 秋田・新潟入
港
黒龍江省建造の東方水上シルクロード航路専用船「木蘭
号」初入港歓迎式典
レセプション開催

社会の動き
1.13

明倫中学でいじめ死亡事故発
生
2.14 髙橋和雄県知事誕生
3.27 江沢民国家主席選出
4.1 最上町で東北初の罰則付き環
境保護条例施行
4.1 全国初の県立産業技術短大山
形校開設
4.25 立川町（現庄内町）に発電型
風車３基完成
5.15 プロサッカーＪリーグ開幕
6.9 皇太子殿下御成婚
6.18 酒田市に県立日本海病院開院
7.12 北海道南西沖地震発生で奥尻
島崩壊状態
8.9 自民党一党支配が崩れ、細川
連立政権誕生
8.10 黒龍江省と山形県が友好省県
締結
11.1 単一通貨目す欧州連合条約発
効
11.27 山形駅ビルオープン

93.11.9 木蘭号酒田港初入港歓迎団

93.5.24 平成5年度定時総会
村井副会長挨拶

93.11.9 東方水上シルクロード航路専用船「木蘭号」

93.5.24 平成5年度定時総会
右から平岡副会長、畠中副会長、村井副会長

東方水上シルクロード貿易促進協議会 20周年記念誌
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1993
1994
1995

平成6年

2.28
3.4

4.4

4.28

94.10.3 黒龍江省江海聯運促進協調委員会との
第1回定期協議会

5.6

6.3

6.16
94.10.3 黒龍江省江海聯運促進協調委員会との
第1回定期協議会

7.20
7.23
7.30

8.1
94.10.3 黒龍江省江海聯運促進協調委員会との
第1回定期協議会

8.2
8.11

9.12

94.4.4 黒龍江省経済技術合作訪日団来訪
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黒龍江省側窓口の「黒龍江省江海聯運促進協調委員会」
設立
第4次東方水上シルクロード貿易促進協議会先遣訪中団
派遣 一行10名
94年度の貿易取引条件協議、個別商談他
黒龍江省経済技術合作訪日団来訪 王津永局長一行6名
企業視察、合弁合作商談、団長講演会、歓迎レセプション
合弁会社の設立に向けて基本合意し、協議書調印
平成6年度定時総会開催 80名出席
基調講演 「県政の展望と環日本海交流」
講師 山形県 副知事 原田克弘氏
第5次山形県環日本海経済交流使節団派遣 新田会長
一行33名
黒龍江省江海聯運促進協調委員会と今後の基本的交流
について協議
とうもろこし12,000㌧の輸入契約調印
黒龍江省側企業との合弁会社設立に向けて協議
第6次東方水上シルクロード貿易促進協議会港湾視察団
派遣 大沼昭市長一行17名
東方水上シルクロード航路視察（佳木斯・同江・撫遠・
ロシアハバロフスク）
第7次東方水上シルクロード貿易促進協議会哈爾濱商談
会訪中団派遣 一行10名
黒龍江省側企業との合弁会社設立協議と合意 第5回
哈爾濱商談会の視察調査
94年東方水上シルクロード航路第一船酒田港入港
第一船帰り荷の中古農機具10台黒龍江省へ輸出
環日本海交流フェステバル開催
東方水上シルクロード協議会は酒田港に輸入される樹種
別サンプルと、中国・ロシア視察時の写真・中国産とう
もろこし・牧草を展示
中国黒龍江省友好親善訪日団来訪 杜顕忠副省長一行
4名
山形県と黒龍江省との友好県省一周年記念行事出席 歓
迎夕食会開催
唐山市代表団来酒当協議会表敬訪問
94年東方水上シルクロード航路第二船酒田港入港
とうもろこしと共に肥料用骨粒20㌧輸入（家畜伝染病予
防法に指定検疫物第一号）
94年東方水上シルクロード航路第三船酒田港入港

年表と写真で振り返る 20年の歩み

10.3

第8次東方水上シルクロード貿易促進協議会訪中団派遣
新田会長一行10名
黒龍江省江海聯運促進協調委員会との「第1回定期協議
会」開催
東方水上シルクロード航路の利用促進と今後の経済交
流協議
10.24 第2回東北横断高速自動車道酒田線都市会議開催
108名
天童商工会議所共催で天童市開催 山形・宮城両県の
商工会議所関係者らがそれぞれの機能を活用して地域
発展につなげる「地域連携軸」の実現への方策探究
基調講演「県域、国境を越える地域の連携、交流」
講師 国土庁計画・調整局計画官
江頭和彦氏
12.6 ロシアセミナー開催（日本貿易振興会との共催） 47名
講演 「最近のロシア極東事情」
講師 日本貿易振興会ロシア東欧チーム
課長代理 芝元英一氏
12.
黒龍江省建造の東方水上シルクロード航路専用貨物船
「同濱号」
（3000㌧級）進水

94.6.3 東方水上シルクロード航路視察
（ハバロフスク上陸）

社会の動き
4.15
4.26
6.30
7.8
8月
9.27
9.30
10.14
11.6
12.14

ガットマラケシュ協定で世界貿
易機構（ＷＴＯ）設立合意
名古屋で中華航空機 事故発
生、264名死亡
非自民政権崩壊、自社さ連合
で村山政権誕生
北朝鮮金日成主席死去、金正
日体制へ
猛暑続く。山形市で連続猛暑
日史上最長
バルト海でフェリー船沈没、犠
牲者900人超す
仙山線路盤流失で約二ヵ月間
不通
大江健三郎氏がノーベル文学
賞受賞
山形市長28年振りに交代
三峡ダム着工

94.6.3 東方水上シルクロード航路視察
（アムール川）

東方水上シルクロード貿易促進協議会 20周年記念誌
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1994
1995
1996

平成7年

2.12

2.16
2.21

95.2.21 黒龍江酒田国際集装箱貨運有限公司
合弁企業設立調印式

2.28
3.8

95.2.21 黒龍江庄安青果有限公司
合弁企業設立調印式

4.14
4.26

5.9
5.11

95.5.12 佐藤嘉恭中国大使（右）
との会談

6.16
6.18
7.20
7.25

8.5

95.6.16 第6回哈爾濱商談会視察
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第9次東方水上シルクロード貿易促進協議会合弁企業契
約調印訪中団派遣 一行12名
合弁各項目協議と契約書、定款など内容確認
新田嘉一会長が第3回環日本海新潟賞を受賞
黒龍江省政府で3社合同の合弁企業設立調印式
「黒龍江酒田国際集装箱貨運有限公司」
哈爾濱～大連間のコンテナ貨物輸送業務
「黒龍江庄安青果有限公司」
シイタケ等菌類の生産、生鮮山野菜の集荷と加工
「斉々哈爾富佳機械修造有限公司」
中古農機具の修理・販売、自動車修理、部品販売
農業機械と機械製品の生産製造
新田嘉一氏「環日本海新潟賞受賞並びに出版記念祝賀
会」 280名
手づくりシンポジュウム開催（酒田商工会議所港湾交通
部会主催） 75名
第一部 基調講演 「環日本海交流と酒田港の役割」
講師 東方水上シルクロード貿易促進協議会
会長代行 平岡雄司
第二部 パネルディスカッション
テーマ 「中国との合弁会社設立への期待と抱負について」
黒龍江省経済交流促進事業代表団来訪 一行6名
企業視察、各種商談、歓迎夕食会
平成7年度定時総会開催 74名
基調講演 「国土軸と地域連携軸、そして酒田」
講師 秋田大学教授 清水浩太郎氏
酒田港～釜山港定期コンテナ船第一船入港歓迎式典
第10次東方水上シルクロード貿易促進協議会訪中団派
遣 新田会長一行28名
黒龍江省政府表敬訪問、大豆粕輸入契約調印
第11次東方水上シルクロード貿易促進協議会訪中団派
遣 一行16名
「黒龍江酒田国際集装箱貨運有限公司」開業式典出席
第6回哈爾濱商談会視察
運輸省第一港湾建設局長表彰受賞
第12次東方水上シルクロード貿易促進協議会訪中団派
遣 一行3名
黒龍江省江海聯運促進協調委員会と事前協議
環日本海フェステバル「みなとぴあ‘95」を開催
東方水上シルクロード航路紹介コーナーにパネル写真展
示

年表と写真で振り返る 20年の歩み

10.20 山形県・黒龍江省・遼寧省経済貿易使節団へ事務局よ
り団員派遣
11.6 第3回東北横断自動車道酒田線沿線都市会議 仙台市
開催 200名
主催：当協議会／共催：仙台商工会議所・酒田商工会
議所・仙台国際貿易港整備利用促進協議会・
“プロスパー
トさかた”ポートセールス協議会
第一部 基調講演 「港、空港、道路！物流基盤と地
域連携軸」
講師 東北大学大学院情報科学研究科教授
須田熙氏
第二部 プレゼンテーション
山形県副知事 原田克弘氏
宮城県港湾空港局長 三橋郁雄氏
第三部 円卓会議
テーマ「地域の連携と新しい経済メリットの創出」
11.14 黒龍江省江海聯運促進協調委員会訪日団来訪 一行８
名
「第2回定期協議会」 歓迎レセプション開催 64名

95.11.14 第2回定期協議会

社会の動き
3.20 オウム教サリン事件発生
4.23 東京都青島知事、大阪府横山
知事誕生
5.9 酒田～韓国釜山間の定期コン
テナ船就航
6.29 韓国ソウルの百貨店で崩落事
故、501名死亡
6.30 酒田老舗料亭「相馬屋」閉店
8.5 アメリカ・ベトナム戦争終結20
年で国交樹立
10.1 旧県庁・議事堂が県郷土館「文
翔館」開館
11.9 ロシア船籍無人船が温海沖漂着

95.5.9 酒田港定期コンテナ航路就航

95.5.12 黄冑先生の作品
95.5.12 黄冑先生との再会（炎黄芸術館にて）

東方水上シルクロード貿易促進協議会 20周年記念誌
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1995
1996
1997

平成8年

2.7

96.3.12 第13次東方水上シルクロード貿易促進
協議会訪中団

2.12

2.27

3.5

96.6.15 第7回中国哈爾濱経済貿易商談会
開幕式

3.12

4.2
4.24

6.11
96.6.15 第7回中国哈爾濱経済貿易商談会

7.18
8.10

96.6.15 第7回中国哈爾濱経済貿易商談会
出展企業 ハッピー工業
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ＦＡＺセミナー「自由貿易時代への流通維新」共催
200名
講演⑴「ＦＡＺ法についての概要」
講師 東北通商産業局商工部商工課長 矢内淳氏
講演⑵「ＦＡＺ上陸。
酒田港から国際貿易の新たなステー
ジへ」
講師 米国 世界ＦＴＺ協会代表理事
レイモンド・オータニ氏
ロシア人研修生2名受入（経済改革支援経済研修事業）
（ロシア東欧貿易会受託事業）
ロシアの市場経済化のため山形県内企業視察と経営者
講義等の研修を実施
ロシアセミナー開催（日本貿易振興会との共催） 64名
講演 「最近のロシア極東事情」
講師 日本貿易振興会海外調査部 今津恵保氏
中国貿易事情説明会 山形開催 39名
講演⑴「中国東北三省からの輸入について」
講師 日本国際貿易促進協会
業務本部長 西忠雄氏
講演⑵「黒龍江との合弁事業について」
講師 東方水上シルクロード貿易促進協議会事務局次長
第13次東方水上シルクロード貿易促進協議会訪中団派
遣 一行10名
穀物輸入・航路輸送計画・その他商談 哈爾濱商談会
出展事前協議
黒龍江省海外旅遊総公司訪日団来訪 一行2名
平成8年度定時総会開催 76名
基調講演 「大交流時代と酒田港」
講師 運輸省第一港湾建設局長
三橋郁雄氏
第14次東方水上シルクロード貿易促進協議会出展訪中
団派遣 一行12名
「第7回中国哈爾濱経済貿易商談会」への山形県初出展
（山形県受託事業）
会期：6月15日～21日
会場：哈爾濱市市黒龍江国際博覧センター
屋内10ブース 屋外1ブース 21企業・団体 23名
会員企業㈱エコーと哈爾濱安特家具有限公司との間で
「黒龍江省協力関係企業の締結に関する協議書」調印
環日本海フェステバル（みなとぴあ‘96）環日本海輸出入
展 出展
環日本海輸出入展コーナーでパネルを展示し当協議会を
ＰＲ

年表と写真で振り返る 20年の歩み

9.6

第7回哈爾濱経済貿易商談会山形県出展団 山形市で
報告会開催 34名
第7回哈爾濱商談会出展概要報告及び出展企業報告
（山形県受託事業）
9.16 第15次東方水上シルクロード貿易促進協議会訪中団派
遣 一行10名
黒龍江省江海聯運促進協調委員会との「第3回定期協議
会」開催
9.17 「黒龍江酒田国際集装箱貨運有限公司」事務所落成式
典出席
10.25 第7回哈爾濱経済貿易商談会山形県出展団 酒田市で
報告会開催 41名
第7回哈爾濱商談会出展概要報告及び出展企業報告
（山形県受託事業）
11.6 酒田港ＰＲセミナー＆懇談会（ＩＮ東京）共催
外貿コンテナ航路のＰＲ、酒田港の紹介
12.2 黒龍江省海外旅遊総公司訪日団来訪 一行2名

96.5.21 第7回中国哈爾濱経済貿易商談会
出展品出荷

社会の動き
1.11

村山内閣総辞職、橋本内閣発
足
2.10 北海道トンネル崩壊、20名死
亡
3.23 台湾初の総統直接選挙李登
輝が圧勝
4.8 天童将棋駒が国の伝 統的工
芸品に認定
5.8 酒田港で中国人密入国事件発
生
7.19 近代五輪100周年、アトランタ
五輪開催
9.18 韓国に北朝鮮潜水艦潜入、南
北問題悪化
11.18 「彩福祉」グループ厚生省汚
職事件発覚
12.17 リマの日本大使公邸にゲリラ
占拠

96.9.6 第７回中国哈爾濱経済貿易商談会
山形県出展団報告会

東方水上シルクロード貿易促進協議会 20周年記念誌
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1996
1997
1998

平成9年

1.27
2.3

3.3
3.9

97.6.14 哈爾濱代表処 開処式（新世界北方酒店）
杜顕忠省人代副主任（右）

4.2
4.23
4.24

5.19

6.12
97.6.14 哈爾濱代表処 開処パーティー

6.13

6.14
97.6.15 第８回中国哈爾濱経済貿易商談会
商談会場（哈爾濱市氷上基地）

9.8
9.9

97.6.15 第８回中国哈爾濱経済貿易商談会
出展企業 エコー 児玉会長（中央）
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黒龍江省鶴崗鉱務局一行来訪 酒田共同火力視察
ロシア研修生2名受入 （経済改革支援経済研修事業）
（ロシア東欧貿易会受託）
ロシアの市場経済化のため山形県内企業視察と経営者
講義等の研修を実施
黒龍江省佳木斯市訪日団来訪
第16次東方水上シルクロード貿易促進協議会先遣訪中
団派遣 一行3名
第8回哈爾濱商談会出展事前協議・出展会場視察
哈爾濱事務所開設手続き協議・上海開発地区・港湾視察
黒龍江省海外旅遊総公司訪日団来訪 一行2名
東方水上シルクロード貿易促進協議会哈爾濱連絡事務
所開設承認
平成9年度定時総会開催 71名
基調講演 「環日本海地域の交流について」
講師 山形県商工労働観光部次長 陣山繁紀氏
東方水上シルクロード貿易促進協議会哈爾濱代表処
仮開設
住所 哈爾濱市南崗区花園街403号 新世界北方酒店
208室
第17次東方水上シルクロード貿易促進協議会出展団派遣
（山形県受託事業）
「第8回中国哈爾濱経済貿易商談会」出展
会期：6月15日～21日 会場：哈爾濱市氷上基地内
屋内12ブース 屋外1ブース 22企業・団体 38名
第18次東方水上シルクロード貿易促進協議会訪中団派
遣 新田会長一行23名
省政府表敬訪問、とうもろこし輸入調印式、哈爾濱商
談会視察
哈爾濱代表処開処式典参加
東方水上シルクロード貿易促進協議会哈爾濱連絡事務
所開設（哈爾濱代表処）
黒龍江省哈爾濱市「新世界北方酒店」内に連絡事務所
開設
第18次訪中団員、第4次庄内のつばさ訪中団、杜顕忠
省人大常委副主任始め黒龍江省人民政府要人を迎えて
開所式典開催
黒龍江省経済考察団来訪 石忠信省長助理一行3名
北東アジアシンポジュウムに出席
酒田商工会議所創立100周年事業
「北東アジア経済交流シンポジュウム」を共催
第一部 基調講演 「アジアにおける経済交流のあり
方」

年表と写真で振り返る 20年の歩み

講師 ㈱大和総研 特別顧問 宮崎勇氏
第二部 パネルディスカッション「北東アジアと日本・経
済貿易の現状と今後の展望」
黒龍江省政府石忠信省長助理、山形県原田克弘副知事ら
9.26 97年東方水上シルクロード航路第一船酒田港入港
10.22 黒龍江糧油食品進出口公司訪日団来訪 一行4名
共同火力発電所㈱視察、懇談・新田会長表敬訪問歓迎
夕食会
10.27 黒龍江省江海聯運促進協調委員会経済貿易代表団来訪
一行6名
協議会設立5周年記念式典出席
10.28 東方水上シルクロード貿易促進協議会設立5周年記念式
典開催 110名
第一部 記念式典
第二部 記念講演 「中国の農業事情と環日本海貿易に
ついて」
講師 農林水産省農業総合研究所
海外部長 白石和良氏
10.29 黒龍江省江海聯運促進協調委員会との「第4回定期協議
会」開催
歓迎レセプション開催
10.31 「第8回哈爾濱経済貿易商談会・現地事情報告会」 山
形市開催 44名
哈爾濱商談会の概要、哈爾濱代表処現地事情、商談
会主催者側総括を報告
11.15 97年大連港航路で第二船酒田港入港
12.1 新田会長酒田市功労表彰受賞を祝う会開催

社会の動き
1.26 髙橋和雄県知事再選
2.19 鄧小平氏死去
4.22 ペルー日本大使公邸人質事件
で武力解決
7.1
香港一世紀半ぶり中国返還
8.31 ダイアナ元英国皇太子妃交通
事故死
9.20 ねんりんピック山形大会開催
10.20 山形自動車道庄内あさひ～酒
田間開通
11.16 サッカーワールドカップへ日本
初出場決定
11.17 拓殖銀行破綻
11.24 山一証券破綻
12.10 温暖化防止京都会議開催
12.18 韓国大統領選で金大中氏当選

97.10.28 東方水上シルクロード貿易促進協議会
設立5周年記念式典

97.6.15 第８回中国哈爾濱経済貿易商談会
出展企業 酒田米菓

97.6.15 にぎわう山形県出展ブース

東方水上シルクロード貿易促進協議会 20周年記念誌

41

1997
1998
1999

平成10年

1.29

第8回哈爾濱経済貿易商談会・現地報告会／講演会 酒田市開催 81名
哈爾濱商談会山形県出展団報告、哈爾濱代表処・現地事情報告
講演 「ロシア沿岸地方の港湾事情について」
講師 運輸省第一港湾建設局酒田港湾工事事務所所長 丸山隆氏
3.7
第19次東方水上シルクロード貿易促進協議会先遣訪中団を派遣 一行4名
黒龍江省人民政府表敬訪問 第9回哈爾濱商談会出展事前協議
コンテナ合弁企業との協議
4.28 平成10年度定時総会開催 58名
基調講演「日本海時代と五全総」～酒田港の港湾整備を中心に～
講師 山形大学人文学部教授 大川健嗣氏
6.12 第20次東方水上シルクロード貿易促進協議会出展団派遣 （山形県受託事業）
「第9回中国哈爾濱経済貿易商談会」出展
会期：6月15日～21日 会場：哈爾濱市氷上基地内
屋内14ブース 屋外2ブース 22企業・団体 40名
7.19 黒龍江省糧油食品進出口公司経済調査団来訪 一行3名
とうもろこし輸入調印式 歓迎レセプション
8.8
黒龍江省政府代表団 歓迎昼食会開催 劉海濤副秘書長一行8名
山形県との友好県省5周年式典出席
8.10 山形県・黒龍江省友好県省5周年記念式典開催 出席
9.3
松花江流域大洪水のため黒龍江省人民政府に対し、当協議会新田会長名義で義援金を贈呈
9.7
98年東方水上シルクロード航路第一船酒田港入港
10.28 98年東方水上シルクロード航路第二船酒田港入港
12.1 「中国経済セミナー」開催 （内陸会場：山形市） 53名
第一部 第9回中国哈爾濱経済貿易商談会派遣報告、黒龍江省経済事情報告
第二部 セミナー
講演 「日本との経済交流において『大連』が香港を越える日」
講師 日本貿易振興会海外調査部 中国・北アジアチームリーダー 江原規由氏

社会の動き
2.7
3.17
4.1
5.1
5.11
5.21
6.10
7.30
9.27
10.22
98.6.12 第９回中国哈爾濱経済貿易商談会
出展企業 エコー

42

歴史と浪漫 そして 未来への挑戦

長野冬季五輪開催
朱鎔基氏国務院総理に選出
改正外為法が施行、日本版ビッグバン開始
庄内空港～哈爾濱空港定期チャーター便運航
インド・パキスタンで核実験実施
インドネシアで大暴動、スハルト大統領退陣
サッカーワールドカップフランス大会に日本初出場
橋本総理退陣、小渕政権誕生
ドイツ総選挙社民党勝利、16年ぶりの政権交代
県の情報公開条例施行

哈爾濱氷雪大世界

08年２月２日の中国南方地区の大寒波到来

東方水上シルクロード貿易促進協議会 20周年記念誌
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1998
1999
2000
1.26

2.9
2.18

3.15
3.18
4.7
4.15
5.14

6.11

6.18

7.26
8.2

平成11年

酒田港振興セミナーを共催
講演 「アジアの海運ネットワークと酒田港」
講師 東北大学大学院情報科学研究科教授 稲村肇氏
黒龍江省江海聯運促進協調委員会鄒竹麗副主任と新潟で昼食会開催
（北東アジア経済シンポジウム出席）
「黒龍江省経済事情・第9回中国哈爾濱経済貿易商談会報告並びに中国セミナー」 開催 （庄内
会場：酒田市） 56名
第一部 セミナー
講演 「日中で新たな1000年代のビジョンを描け」
講師 ㈲沼田事務所 代表取締役 沼田憲男氏
第二部 報告会
黒龍江省経済事情報告、第9回哈爾濱商談会報告
第21次東方水上シルクロード貿易促進協議会現地事情調査訪中団派遣 一行4名
第10回哈爾濱商談会大会弁公室及び運輸部門と事前協議
新規コンテナ輸送合弁会社調印：社名「黒龍江利航汽車運輸有限公司」
黒龍江省中国国際旅行社来訪 一行3名
黒龍江海外旅遊総公司来訪 一行3名
平成11年度定時総会開催 69名
基調講演 「日本海国際通路・綏芬河ルート～日本海ゲートウェイの実現のため～」
講師 ㈶環日本海経済研究所 経済交流部部長代理 佐藤尚氏
第22次東方水上シルクロード貿易促進協議会出展団派遣 （山形県受託事業）
「第10回中国哈爾濱経済貿易商談会」出展
会期：6月15日～21日 会場：哈爾濱市氷上基地内
屋内13ブース 屋外1ブース 20企業・団体 49名
第23次東方水上シルクロード貿易促進協議会訪中団派遣 団員7名
第10回哈爾濱商談会視察、
黒龍江省江海聯運促進協調委員会表敬訪問
コンテナ輸送合弁会社「黒龍江利航汽車運輸有限公司」開所式典出席
黒龍江糧油食品進出口公司訪日団来訪 一行5名
酒田港視察、歓迎会、当協議会表敬訪問
99年東方水上シルクロード航路第一船酒田港入港

97.10.29 陳雪楽省航運局副局長が
新田会長表敬訪問
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97.6.18 哈爾濱港湾視察

99.10.19 第５回定期協議会開催

年表と写真で振り返る 20年の歩み

8.25

延辺現通海運集団有限公司来訪 一行3名
ロシアポシェット港～秋田港定期航路開設のＰＲと会議
開催
9.6
99年東方水上シルクロード航路第二船酒田港入港
10.4 大豆粕・レシチン輸入商談訪中団派遣 一行7名
平田牧場を中心とした大豆粕・レシチン輸入商談契約
10.5 東北通商産業局長より当協議会が表彰
「平成11年度輸入促進貢献企業表彰」
10.18 黒龍江省江海聯運促進協調委員会訪日団来訪 王悦華
省長助理一行6名
10.19 「第5回定期協議会」開催
10,20 黒龍江省江海聯運促進協調委員会訪日団 講演会開催
65名
講演⑴ 「貿易ルートの開拓、黒龍江省と山形県との友
好貿易促進」
講師 黒龍江省人民政府 省長助理 王悦華氏
講演⑵ 「黄金輸送ルートの拠点、綏芬河」
講師 中国外運綏芬河公司 総経理 李学年氏
歓迎パーティー開催
10.22 哈爾濱安特家具有限公司来訪 一行4名
12.6 哈爾濱常安実業総公司来訪 一行2名
12.6 北航天鵝航空調査団来訪 一行3名
定期便就航と定期チャーター便就航協議
12.15 「北東アジア圏経済交流セミナー」開催（内陸会場：山
形市） 52名
第一部 報告会 黒龍江省経済事情報告 第10回哈
爾濱商談会山形県出展団報告
第二部 講演会
講演 「21世紀の国際貿易拠点を目指す黒龍江省」
講師 黒龍江省対外貿易経済合作庁
副庁長 李雁林氏

99.10.20 第５回定期協議会 調印式

99.10.20 王悦華省長助理講演

社会の動き
2.9
2.15
3.24
5.28
8.13
10.5
10.12
12.4
12.20
12.28

臓器移植法による初の脳死移
植
大場満郎氏が単独徒歩で南極
大陸横断
コソボ紛争でNATOがユーゴ
空爆
ガイドライン法成立と自衛隊初
の海上警備行動
国旗国歌法成立
自自公連立で小渕再改造内閣
発足
印パ紛争激化し、パキスタンで
軍事クーデター
山形新幹線新庄延伸開業
ポルトガルからマカオ返還
山形市談合事件で山形市長辞
職

99.10.2 王悦華省長助理
髙橋県知事会見

東方水上シルクロード貿易促進協議会 20周年記念誌
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1999
2000
2001
1.22

2.14

2.16

2.27
3.16
3.22
3.29
4.10
5.10

6.12

6.21

平成12年

第24次東方水上シルクロード貿易促進協議会・現地事情調査訪中団派遣 一行2名
哈爾濱商談会大会弁公室との第11回哈爾濱商談会出展協議
黒龍江省外運公司との商談会運輸協議
黒龍江航運管理局／哈爾濱港務局及び黒龍江利航汽車運輸公司考察団来訪
陳雪楽副局長一行3名 「北東アジア圏経済交流セミナー」出席 講演
「東方水上シルクロード航路検討会」・酒田港視察・市長 表敬訪問
北東アジア圏経済交流セミナー「中国哈爾濱経済貿易商談会・現地報告／講演会」開催（庄内会
場：酒田市）
第一部 報告会 第10回哈爾濱商談会山形県出展団報告
第二部 講演会
講演⑴ 「黒龍江省国際輸送ルートの現状と展望」
講師
黒龍江省航運管理局常務副局長 陳雪楽氏
講演⑵ 「哈爾濱港務局の投資方策」
講師
哈爾濱市港務局 張文学局長（王麗氏代読）
第三部 パネルディスカッション
テーマ 「21世紀の環日本海交流を考える～山形県と中国東北地方」
ロシア地域貿易・産業促進事業（経済改革支援経済研修事業）
（ロシア東欧貿易会受託事業）ロシア人研修生3名を招聘し各種研修を実施
00年秦皇島航路酒田港入港
東方水上シルクロード航路再構築会議 哈爾濱開催 2名出席
省航運管理局主催の東方水上シルクロード航路利活用再構築会議 開催
哈爾濱国際旅行社来訪 一行2名
黒龍江省中国国際旅行社来訪 一行5名
黒龍江糧油食品進出口公司訪日団来訪 一行2名
大豆報告説明会を開催・新田会長表敬訪問
平成12年度定時総会開催 87名
基調講演「庄内地方の諸課題について」
講師 山形県副知事 金森義弘氏
第25次東方水上シルクロード貿易促進協議会出展団派遣
「第11回中国哈爾濱経済貿易商談会」出展（山形県受託事業）
会期：6月15日～21日 会場：哈爾濱市氷上基地内
屋内18ブース 屋外1ブース 28企業・団体 74名
「2000年第一回日中経済協力会議－遼寧」開催 出席
報告 「黒龍江省から酒田港への物流ルート」

00.6.15 第11回中国哈爾濱経済貿易商談会
開幕式
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00.6.15 第11回中国哈爾濱経済貿易商談会
山形県出展団

00.6.15 第11回中国哈爾濱経済貿易商談会
髙橋県知事
（右）
と児玉副会長
（左）

年表と写真で振り返る 20年の歩み

7.14
8.23

酒田港国際ターミナル共用開始記念式典開催
2000山形県日本海地域経済交流ミッション団に参加
黒龍江省対外貿易経済合作庁表敬協議
専用バスで哈爾濱から綏芬河経由ロシア極東三港（ナホ
トカ・ボストチヌイ・ウラジオストック）視察 調査
9.13 第26次東方水上シルクロード貿易促進協議会視察団派
遣 新田会長一行29名
定期協議会出席、合弁企業視察 老朋友招待宴
9.14 黒龍江省江海聯運促進協調委員会との「第6回定期協議
会」開催
9.21 2000年黒龍江省緑色物産展・商談会 東京開催出席
10.17 酒田港国際ターミナル共用開始記念「やまがたに港が
やってくる」
イベントフォーラム 「言いたい放題・巷の水談義～酒田
港をみんなで良くすっべ～」
新田会長パネラーとして出席提言
11.1 黒龍江省対外経済技術交流会訪日団来訪 孫志堅会長
一行3名
東北公益文科大学準備室・酒田短期大学と会談
11.22 山形県日中友好協会設立20周年記念式典 山形市開催
11.26 哈爾濱安特家具有限公司来訪 一行2名
12.7 「北東アジア圏経済交流シンポジュウム」開催（内陸会場：
山形市） 72名
第一部 講演会
①講演 「対岸諸国の観光客の動向とこれからの対応」
講師 国際観光振興会海外宣伝部次長
土屋渉氏
②第11回哈爾濱商談会山形県出展団報告
第二部 パネルディスカッション
テーマ 「山形県と北東アジア圏との経済交流」
12.11 北方航空公司市場調査団来訪 安金明副総経理一行6
名
哈爾濱空港・庄内空港定期便就航調査

社会の動き
3.12
3.18
4.5
4.10
5.7
6.13
6.28
9.15
9.30
10.23
11.2
12.1

東北パイオニア 女子バレー
ボールチーム Ｖリーグ昇格
台湾に陳水扁総統当選
小渕首相緊急入院、死去 森
内閣発足
介護保険制度スタート
ロシア大統領にプーチン氏就
任
南北朝鮮首脳会談
三宅島大噴火
シドニー五輪開催
山形自動車道の湯殿山～庄内
あさひ間開通
アメリカ国務長官北朝鮮訪問
アメリカ大統領選でブッシュ氏
当選
BSデジタル放送開始

00.7.14 酒田港国際ターミナル使用開始

00.9.14 第6回定期協議会歓迎会
杜顕忠先生

00.9.14 第6回定期協議会歓迎会
賈福林江海聯運主任

00.9.14 第6回定期協議会歓迎会
陳雪楽省航運局副局長

東方水上シルクロード貿易促進協議会 20周年記念誌
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2000
2001
2002

平成13年

01.6.12 第12回中国哈爾濱経済貿易商談会
開幕式で花笠踊り披露
（哈爾濱芸術学院学生）

01.6.16 山形県産業・観光紹介 in 哈爾濱
舞娘舞踊披露

01.6.15 第12回中国哈爾濱経済貿易商談会
開幕式 金森県副知事

01.6.16 第12回中国哈爾濱経済貿易商談会
視察団
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1.30 「北東アジア圏経済交流シンポジュウム」開催（庄内会場：
鶴岡市） 99名
第一部 講演会
①講演 「環日本海時代における庄内空港への期待と地
域づくり」
講師 庄内空港利用振興協議会会長
鶴岡市長 富塚陽一氏
②第11回哈爾濱商談会山形県出展団報告
第二部 パネルディスカッション
テーマ 「対岸地域と庄内地域の交流を考える」
3.4
第27次東方水上シルクロード貿易促進協議会訪中団派
遣 一行2名
第12回哈爾濱商談会出展事前協議
3.22 哈爾濱国際旅行社来訪 一行2名
3.26 黒龍江庄安青果有限公司来訪 一行2名
4.24 平成13年度定時総会開催 70名
講演 「心の距離の短縮に向けて」
講師 東北公益文科大学 教授 高橋英彦氏
6.12 第28次東方水上シルクロード貿易促進協議会哈爾濱商
談会出展団派遣
「第12回中国哈爾濱経済貿易商談会」出展（山形県受
託事業）
会期：6月15日～21日 会場：哈爾濱市氷上基地内
屋内30ブース 屋外1ブース 39企業・団体 138名
優秀設計奨受賞
6.16 「2001年山形県産業・観光紹介 in 哈爾濱」開催（山形
県受託事業）
午前の部 ほら貝吹奏、酒田舞娘演舞、花笠踊り演舞
披露
場所：哈爾濱商談会屋外メーンステージ
参観者：1,500名
午後の部 現地旅行市場説明会、山形県観光セミナー、
招待宴開催
場所：新世界北方酒店 200名
8.29 01年錦州港航路第一船酒田港入港
9.24 黒龍江省定期便調査団来訪 省経済委員会賁起利副主
任一行6名
庄内空港など定期便就航に向けた調査視察団
9.25 01年大連港航路第二船酒田港入港
9.29 第29次東方水上シルクロード貿易促進協議会訪中団派
遣 新田会長一行140名
01年チャーター10便目 とうもろこし長期契約調印

年表と写真で振り返る 20年の歩み

10.17 第30次東方水上シルクロード貿易促進協議会広州交易
会視察団派遣 一行10名
広州交易会視察商談・深圳市経済特区・合弁企業視察
10.22 01年古紙酒田港出港
10.22 黒龍江省天正糧油食品進出口有限公司訪日団来訪 一
行4名
新田会長表敬訪問・とうもろこし輸入契約
11.14 第31次東方水上シルクロード貿易促進協議会訪中団派
遣 一行5名
「第7回定期協議会」哈爾濱開催
11.21 哈爾濱安特家具有限公司来訪 一行7名
会員企業との定期協議
11.27 黒龍江省対外経済貿易合作庁訪日団来訪 李雁林副庁
長一行3名
当協議会・酒田市長表敬訪問・企業視察
「北東アジア圏経済交流シンポジュウム」出席
11.28 「北東アジア圏経済交流シンポジュウム」開催
（山形会場）
47名
第一部 講演報告会
講演 「ＷＴＯ加盟を迎えた黒龍江省の取り組み」
講師 黒龍江省対外経済貿易合作庁副庁長 李雁林氏
報告 「第12回中国哈爾濱経済貿易商談会山形県出展
団報告」 当協議会事務局長加藤俊一
第二部 パネルディスカッション
テーマ 「山形県と黒龍江省との経済・観光交流」
12.12 黒龍江省旅游局観光セミナー訪日団来訪 寧士敏局長
一行10名
内陸・庄内で黒龍江省観光セミナー開催

社会の動き
1.1
1.20
2.10
4.1

4.26
6.15
7.13
9.11
11.10
11.30

21世紀到来イベントが各地で開
催
アメリカ ブッシュ政権発足
えひめ丸ハワイ沖でアメリカ潜
水艦と衝突、沈没
酒田に東北公益文科大学、鶴
岡に慶応大学の先端科学技術
研究所開設
小泉内閣発足
上海協力機構成立
2008年の北京五輪開催決定
アメリカ中枢で同時テロ
中国のWTO加盟と新ラウンド
開始
テロ対策特別法成立で、自衛
艦インド洋派遣

01.8.22 商談会弁公室 馬興利主任が
金森県副知事表敬訪問

01.12.28 氷雪祭 北前船出展

01.6.22 商談会弁公室 関処長から
「優秀設計奨」受賞
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2001
2002
2003

平成14年

02.6.15 第13回中国哈爾濱経済貿易商談会

02.6.16 第13回中国哈爾濱経済貿易商談会
調印式典

02.11.5 東方水上シルクロード貿易促進協議会
設立10周年記念式典

02.11.5 東方水上シルクロード貿易促進協議会
設立10周年記念式典 老朋友代表団
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2.13 「山新3Ｐ賞－繁栄賞」 受賞
2.15 「北東アジア圏経済交流シンポジュウム」開催
（庄内会場）
151名
第一部 講演報告会
講演 「中国のＷＴＯ加盟を踏まえたこれからの対中関
係について」
講師 ㈱荘内銀行取締役頭取 町田睿氏
報告 「第12回哈爾濱経済貿易商談会山形県出展団報
告」 当協議会事務局長加藤俊一
第二部 パネルディスカッション
テーマ 「哈爾濱定期便をにらんだ新たな対中関係を探る」
2.15 山新3Ｐ賞－繁栄賞受賞祝賀会 開催 71名
3.3
第32次東方水上シルクロード貿易促進協議会哈爾濱商
談会先遣団派遣 一行2名
哈爾濱商談会大会弁、黒龍江省対外経貿庁、哈爾濱国
際旅行社との事前協議
3.11 黒龍江省とうもろこし産地視察団派遣 平田牧場新田
社長一行8名
綏濱農場、江濱農場、港湾施設並びに煙台魯星食品公
司視察
3.22 哈爾濱代表処事務所移転
新世界北方酒店から新加坡大酒店
（シンガポールホテル）
に移転
住所：黒龍江省哈爾濱市香坊区贛水路68号 新加坡大
酒店302号室
1～3月 庄内空港国際便利用拡大基礎調査業務を実施（山形県
庄内総合支庁受託事業）
山形県と黒龍江省をはじめとする中国東北部との人的、
経済的交流の拡大を図るため、中国東北部と取引、交
流のある日本側企業、団体調査、電子データ化
4.17 哈爾濱国際旅行社来訪 一行2名
4.24 平成14年度定時総会開催 70名
講演 「中国の改革開放並びにWTO加盟と中国経済貿
易協力」
講師 中華人民共和国駐日本国大使館
公使参事官 呂克儉氏
4.27 哈爾濱安特家具有限公司来訪 一行2名
6.13 第33次東方水上シルクロード貿易促進協議会出展訪中
団派遣
「第13回中国哈爾濱経済貿易商談会」出展（山形県受
託事業）
会期：6月15日～21日 会場：哈爾濱市氷上基地内
屋内22ブース 屋外1ブース 28企業・団体 97名

年表と写真で振り返る 20年の歩み

先進交易団奨・優秀設計奨受賞
6.14 第34次東方水上シルクロード貿易促進協議会訪中団派
遣 新田会長一行127名
02年チャーター第一便就航
哈爾濱商談会開幕式への参加視察・省人民政府表敬訪問
「国際産直」方式によるとうもろこしの輸入契約調印
6.15 「花笠踊り in 哈爾濱」展示事業開催
場所 哈爾濱商談会屋外メーンステージ・出展ブース
山形県の観光と企業ＰＲ
6.16 環境セミナー「2002年山形県環境保護企業紹介説明会」
開催
場所 新加坡大酒店
第一部 出展企業3社企業説明会
第二部 個別商談会 77社と商談
7.24 「実践中国語会話」講座開講 会場 当協議会本部事
務所
講師 本間江莉氏 毎週水曜日（月4回）
7.29 02年度東方水上シルクロード航路第一船酒田港入港
「木蘭号」歓迎式典開催
8.11 江海聯運（東方水上シルクロード）航路開設10周年記
念式典参加 2名出席
黒龍江省江海聯運促進協調委員会主催で黒龍江省撫遠
県式典開催
8.26 02年度東方水上シルクロード航路第二船酒田港入港
10.2 02年大連航路第三船酒田港入港
11.4 黒龍江省政府代表訪日団来訪 省政府馬淑潔副省長一
行12名
東方水上シルクロード貿易促進協議会設立10周年記念
式典出席
黒龍江省老朋友代表団来訪 賈福林元副秘書長一行5名
黒龍江省天正糧油公司代表団来訪 一行4名
東方水上シルクロード貿易促進協議会10周年記念式典
参加ととうもろこし貿易調印
11.5 東方水上シルクロード貿易促進協議会設立10周年記念
式典開催 152名
交流推進貢献者表彰 日方55社、中方18団体・個人
記念講演 「地域が主導する対岸交流の展望」
講師 ㈳日本港湾協会 理事長 栢原英郎氏
東方水上シルクロード貿易促進協議会10周年記念誌発行
11.6 「第8回定期協議会」酒田開催
黒龍江省側21名出席
12.11 平田牧場黒龍江省鶏東県関連農場視察派遣 1名
黒龍江省鶏東県・鶏西市・蜜山市農場現場視察

社会の動き
1.1
欧州単一通貨ユーロ流通
5.31 日韓共催サッカーワールドカッ
プ開催
6.2 両陛下お迎えし、全国植林祭
が金山町で開催
7.30 無登録農薬販売事件発覚
8.5 住民基本台帳ネットワーク稼働
9.16 東北自動車道山形上山～東根
間開通
9.17 日朝首脳会談
10.12 インドネシアバリ島で爆弾テロ
10.15 拉致被害者北朝鮮から帰国
10.25 日本人初ノーベル賞ダブル受
賞
11.15 中国で胡錦涛体制発足
11.8 国連イラク査察再開 アメリカ
が「悪の枢軸」非難
12.1 東北新幹線盛岡駅～八戸駅開
通

02.8.11 江海聯運（東方水上シルクロード）航路
開設10周年記念式典（撫遠県）

02.6.7 新加坡ホテル内の哈爾濱代表処

東方水上シルクロード貿易促進協議会 20周年記念誌
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東方水上シルクロード貿易促進
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新田会長挨拶

馬淑潔副省長祝辞

髙橋県知事祝辞

来賓席

役員席

荘内銀行、酒田海陸運送への感謝状贈呈

黒龍江省老朋友への感謝状贈呈

陳雪楽副局長への感謝状贈呈

協議会設立10周年記念式典

栢原英郎氏記念講演

式典を祝う舞娘演舞

賈福林先生から記念品贈呈

黒龍江省政府代表団一行

10周年記念祝賀会

黒龍江省政府代表団歓迎宴

第8回定期協議会

「国際産直」調印式

東方水上シルクロード貿易促進協議会 20周年記念誌
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2002
2003
2004

平成15年

2.10

03.11.15 黒龍江省（山形県）投資貿易説明会
宋法棠書記挨拶

03.9.3 山形県／黒龍江省友好県省10周年記念式典
植物公園での記念植樹

03.9.3 検験局事前検査

03.7.16 延吉佐藤食品有限公司開業式典
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哈爾濱動力科技貿易有限公司訪日団来訪 桑洪董事長
一行3名
北東アジア圏経済交流シンポジウム出席と会員企業視察
2.12 「北東アジア圏経済交流シンポジウム」開催
第一部 報告会 「第13回中国哈爾濱商談会山形県出
展団報告」 加藤俊一事務局長
第二部 講演会 「黒龍江省農業機械化の現状と未来
展望及びわが社の販売現状と計画」
講師 哈爾濱動力科技貿易有限公司 董事長 桑洪氏
第三部 パネルディスカッション
テーマ 「黒龍江省との今後の経済交流」
3.2
東方水上シルクロード貿易促進協議会先遣組派遣 一
行3名
哈爾濱商談会弁公室、外運公司、省外事弁公室など関
連部署との事前協議
1～3月 綏芬河ルート活用検討調査事業（山形県受託事業）
中国黒龍江省とロシア沿岸州の物流ルートとなる綏芬河物
流ルート（陸海聯運ルート）の活用を検討する業務実施
4.1
黒龍江省対外経済貿易合作庁代表団来訪 張振東助
理一行3名
中国黒龍江省貿易投資説明会・商談会の酒田開催事前
協議
5月開催予定の「中国黒龍江省貿易投資説明会・商談会」
ＳＡＲＳの影響により延期
5.9
平成15年度定時総会開催 62名
中国関連事業発表会
講師 県庄内総合支庁 専門員 後藤紘氏
能登山物産 代表 能登山義一氏
6.15 「第14回中国哈爾濱経済貿易商談会」
友好県省10周年記念事業として49ブース出展予定であっ
たがＳＡＲＳ蔓延により7月にインターネット商談会開催に
変更
7.16 延吉佐藤食品有限公司開業式典開催
会員企業佐藤米菓独資企業が吉林省延辺朝鮮自治州延
吉市に設立
7.20 03年度東方水上シルクロード航路第一船酒田港入港
9.3
03年度東方水上シルクロード航路第二船酒田港入港
9.3
哈爾濱億豊農機貿易有限公司・黒龍江省出入境検験検
疫局来訪 一行3名
中古農機具など機電産品輸出事前検験のため
9.3
山形県友好訪中団派遣 一行23名
「山形県／黒龍江省友好県省10周年記念式典」
（哈爾濱）
開催 事務局長参加

年表と写真で振り返る 20年の歩み

社会の動き

9.17

哈爾濱商談会説明会開催
天童市会場、米沢市会場にて開催
第一部 哈爾濱商談会概要と協議会事業について
加藤俊一事務局長
第二部 黒龍江省の概要
岸髙三 哈爾濱代表処首席代表
第三部 酒田港国際コンテナ便小口混載貨物について
県庄内総合支庁 蛸井善久主査
9.26 03年度東方水上シルクロード航路第三船酒田港入港
10.13 黒龍江省外事弁公室事前訪日団来訪 趙爾力副主任一
行2名
友好県省10周年記念式典事前協議
10.13 第1次山形県産業廃棄物協会庄内支部東北地区視察団
派遣
会員企業を中心に一行12名が哈爾濱・大連視察研修
10.20 03年度東方水上シルクロード航路第四船酒田港入港
10.29 黒龍江省鶏東産地・大連/錦州港ルート調査団派遣 一
行8名
平田牧場を中心にした調査視察団
11.9 黒龍江省対外経済貿易合作庁事前協議団来訪 康翰卿
副主任一行4名
黒龍江省（山形県）投資貿易説明会開催事前協議
11.14 黒龍江省代表団来訪 団長 宋法棠 黒龍江省委書記
黒龍江省政府代表団 一行11名、黒龍江省経済代表団
一行60名
11.14 山形県・黒龍江省友好省県10周年記念式典 山形市で
開催
11.15 「黒龍江省（山形県）投資貿易説明会」 酒田市開催
187名
第一部 黒龍江省投資貿易説明会
第二部 個別商談会
第三部 黒龍江省政府招待宴会
11.30 中国東北三省現地視察団派遣 一行13名 （庄内農機
具開発連合会受託事業）
ローカル・ＴＯ・ローカル支援事業を受託
中国東北三省で農機具生産の可能性探究（8月5日～3月
22日の期間）

2.1
3.15
3.19
4.1
５月
5.23
5.26
6.6
7.26
9.28
10.4
11.9
11.11
12.1
12.15

アメリカスペースシャトル空中爆
発
中国で、胡錦涛国家主席、温
家宝首相の胡温体制スタート
イラク戦争勃発
日本郵便公社スタート
統一地方選挙で摘発相次ぐ
個人情報保護法成立
三陸南地震発生
有事関連法成立
イラク復興特措法成立
山形市長選で、市川氏当選
皇太子ご夫妻が来県し、国民
文化祭開催
衆議院選挙で民主党躍進、二
大政党時代へ
かみのやま競馬45年の歴史に
幕
東京・大阪・名古屋で地上波
デジタルテレビ放送開始
イラク戦争で、フセイン元大統
領拘束

03.11.15 宋法棠書記出迎え

03.11.15 宋法棠書記との懇談

東方水上シルクロード貿易促進協議会 20周年記念誌
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2003
2004
2005

平成16年

3.7

3.23
4.22
4.23

04.6.14 張左己省長会見

6.5

6.9

04.6.15 第15回中国哈爾濱国際経済貿易商談会
王宗璋副主任と新田会長

6.12

6.14
04.6.15 第15回中国哈爾濱国際経済貿易商談会
水戸部ご夫妻

6.17
6.19
6.28

7.22

8.2
04.6.15 第15回中国哈爾濱国際経済貿易商談会
能登山社長、陳双林副董事長と王吉永董事長
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第35次東方水上シルクロード貿易促進協議会訪中団派
遣 一行12名
「第9回定期協議会」開催、第15回哈爾濱商談事前協議
庄内農機具開発連合会受託で現地農機具工場視察
哈爾濱国際旅行社来訪 一行3名
庄内杉間伐材の輸出（20feetコンテナ2本）
（庄内産間伐材中国市場開拓支援受託事業）
平成16年度定時総会開催 75名
講演 「中国企業の対日進出戦略」
～平成15年外務省日中知的交流事業を通じて～
講師 前環日本海経済研究所 客員研究員 吉田均氏
「配合飼料原料搬入合理化施設の設置」に関する要望
書提出
新田会長名で泉信也経済産業副大臣と岸宏一参議院議
員に提出
第37次東方水上シルクロード貿易促進協議会山形県出
展団訪中団
「第15回中国哈爾濱国際経済貿易商談会」出展（山形
県受託事業）
会期：6月15日～19日 会場：哈爾濱国際会議展覧センター
（新会場）
屋内22ブース 屋外4ブース 36企業・団体 84名
優秀設計奨受賞
第36次東方水上シルクロード貿易促進協議会「庄内の
つばさ」訪中団派遣 新田会長一行153名（庄内空港か
らチャーター便）
宋法棠書記、張左己省長、栗戦書副省長、省人大常委
王宗璋副主任らと会見
哈爾濱商談会視察、2004年度とうもろこし輸入契約調印
「庄内空港と哈爾濱空港の定期便開設など」の要望書
提出
新田会長名で黒龍江省張左己省長に提出
山形県出展団企業個別説明会開催 5企業参加
04年度東方水上シルクロード航路第一船酒田港入港
黒龍江省とうもろこし・大豆粕調査訪中団派遣 一行10
名
平田牧場を中心にした産地調査視察団
山形県庁にて報告会開催
講演 「アジアとの交流拡大」
報告者 当協議会哈爾濱代表処首席代表
山形県庄内総合支庁にて報告会開催
講演 「中国哈爾濱の動向について」
報告者 当協議会哈爾濱代表処首席代表

年表と写真で振り返る 20年の歩み

8.9
8.25

04年度東方水上シルクロード航路第二船酒田港入港
大連国林進出口公司来訪 斉国威総経理1名
庄内杉間伐材現地輸入状況報告
9.6
哈爾濱商談会大会弁公室代表団来訪 馬興利主任一
行4名
第16回哈爾濱商談会事前協議
9.12 04年度東方水上シルクロード航路第三船酒田港入港
9.27 東北公益文科大学を中心に「山形県教育視察団」派遣
新田会長を顧問一行14名
黒龍江大学他との交流拡大のため
10.12 04年度東方水上シルクロード航路第四船酒田港入港
12.13 国際臨海開発研究センター調査団派遣 一行2名
東方水上シルクロード航路調査
12.17 ホバークラフト合作生産協議調印
会員企業ＦＲＰサービスサイトーと哈爾濱億豊公司

社会の動き
1.12

79年振りに鳥インフルエンザ発
生
3.11 スペインで列車同時爆破テロ
発生
5.22 北朝鮮から拉致被害者家族が
帰国
6.5 年金改革法成立
8.13 アテネ五輪開催
10.23 新潟県中越地震発生
10.28 殖産、山形しあわせ銀行が経
営統合
11.2 ブッシュ大統領再選
11.3 福王寺法林氏が文化勲章、井
上ひさし氏が文化功労者受賞
11.11 パレスチナ自治政府アラファト
議長死去
11.13 イラクへ陸上自衛隊第六師団
（神町）中核の支援隊派遣
12.26 スマトラ沖地震発生

04.6.15 第15回中国哈爾濱国際経済貿易商談会
新田会長
（左）
、栢原理事長
（右）

04.3.8 第９回定期協議会
省政府表敬訪問

04.8.25 庄内杉間伐材視察

04.9.6 哈爾濱商談会大会弁公室代表団

東方水上シルクロード貿易促進協議会 20周年記念誌
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2004
2005
2006

平成17年

1.17

05.6.15 第16回中国哈爾濱国際経済貿易商談会

05.6.16 第16回中国哈爾濱国際経済貿易商談会
日野県副知事視察

05.6.15 第16回中国哈爾濱国際経済貿易商談会
能登山物産屋外ブース

05.10.18 第11回定期協議会
姜国文主任挨拶
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黒龍江省天正糧油公司訪日団来訪 一行2名
貨物荷卸状況確認、輸入契約事前協議
1.17 05年度錦州港航路第一船酒田港入港
3.6
第2次山形県産業廃棄物協会庄内支部訪中団派遣 一
行15名
会員企業を中心に天津・北京視察
3.16 第38次東方水上シルクロード貿易促進協議会先遣団派
遣 一行3名
第16回哈爾濱商談会事前協議
3.28 哈爾濱代表処 事務所移転
移転先：黒龍江省哈爾濱市香坊区中山路162－1号迪康
財富大廈1309室
3.28 哈爾濱国際旅行社来訪 一行2名
4.18 黒龍江省経済代表団来訪 康翰卿副庁長一行10名
「第10回定期協議会」酒田開催
5.15 ホバークラフト船合作生産開始
5.18 平成17年度定時総会開催 67名
講演 「アジア地域海上輸送動向調査報告」
講師 ㈶国際臨海開発研究センター
国際港湾政策研究所 研究員 上里洋介氏
6.8
第39次東方水上シルクロード貿易促進協議会出展団派遣
「第16回中国哈爾濱国際経済貿易商談会」出展（山形
県受託事業）
会期：6月15日～19日 会場：哈爾濱国際会議展覧セン
ター
屋内22ブース 屋外4ブース 25企業・団体 88名
優秀設計奨受賞
6.15 第40次東方水上シルクロード貿易促進協議会訪中団派
遣 新田会長一行19名
宋法棠書記と会見会食 哈爾濱商談会視察
6.17 山形県出展団企業個別説明会開催 7企業参加 中国
側70名参加
6.23 荘内日報社より「荘内賞」授与 新田会長出席
10.18 黒龍江省江陸海聯運促進協調委員会代表団来訪 姜国
文主任一行6名
「第11回定期協議会」酒田開催
10.25 哈爾濱商談会大会弁公室訪日団来訪 馬興利主任一行
5名
第17回哈爾濱商談会事前協議
11.1 山形県日中友好協会女性委員会研修会で講演（酒田）
講演 「酒田港から見る中国の諸経済」
講師 新田嘉一会長

年表と写真で振り返る 20年の歩み

11.17 「中国哈爾濱国際経済貿易商談会への出展事業につい
て」陳情書提出
陳情先 山形県副知事 日野雅夫氏
陳情者 東方水上シルクロード貿易促進協議会
能登山義一会長代行
11.24 東方水上シルクロードフォーラム開催
第一部 報告会 「第16回中国哈爾濱国際経済貿易商
談会山形県出展団報告」
第二部 講演会 「山形県の東アジア経済戦略と黒龍
江省との経済交流について」
講師 山形県商業経済交流課 課長 伊藤勝氏
第三部 パネルディスカッション

05.4.19 第10回定期協議会開催

社会の動き
1.20 アメリカ ブッシュ第二期政権
発足
2.14 県知事選で齋藤弘氏当選
4.25 尼崎のJR西日本脱線事故で、
107名死亡
7.7
ロンドン、バリ島など各地で大
規模テロ発生
7.21 中国で人民元切り上げ実施
8.29 ハリケーン「カトリーナ」がアメ
リカ南部に大被害
8.31 原油価格高騰、70㌦ /BL突破
9.11 衆院選で小泉自民党が歴史的
勝利
9.19 北朝鮮を巡り、六か国協議で
共同声明
10.1 平成の大合併で、新鶴岡市誕生
10.1 殖産銀行と山形しあわせ銀行が
経営統合し、
「きらやかHD」誕生
10.8 パキスタン北東部で大地震発
生犠牲者７万人超
10.17 小泉首相の靖国参拝で、中韓
関係冷却
10.17 郵政民営化法案成立
12.25 JR羽越本線で「いなほ」脱線
転覆事故
12.27 日本人人口が初めて減少

05.10.25 哈爾濱商談会大会弁公室訪日団来訪
馬興利主任（中央）
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2005
2006
2007

平成18年

3.3

3.21

4.5
06.6.15 第17回中国哈爾濱国際経済貿易商談会

4.27

6.12

6.14
06.6.15 第17回中国哈爾濱国際経済貿易商談会
傘福展示

6.15

06.10.3 黒龍江省観光訪日団 チャーター便来訪
出迎え

6.16

8.18

06.10.3 黒龍江省観光訪日団 チャーター便来訪
桑洪会長（右）
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第3次山形県産業廃棄物協会庄内支部訪中団派遣 一行
11名
会員企業を中心に上海・蘇州視察
黒龍江省とうもろこし輸入再開調査訪中団派遣 一行8
名
平田牧場を中心にした調査視察団
第41次東方水上シルクロード貿易促進協議会先遣団派
遣 一行3名
第17回哈爾濱商談会事前協議
平成18年度定時総会開催 73名
講演 「東方水上シルクロード航路と明日の酒田港」
講師 ㈳日本港湾協会 理事長 栢原英郎氏
第42次東方水上シルクロード貿易促進協議会出展団派
遣
「第17回中国哈爾濱国際経済貿易商談会」出展（山形
県受託事業）
会期：6月15日～19日 会場：哈爾濱国際会議展覧セン
ター
屋内9ブース 屋外1ブース 7企業・団体 39名
優秀設計奨受賞
第43次東方水上シルクロード貿易促進協議会訪中団派
遣 新田会長一行42名
哈爾濱商談会視察と、東方水上シルクロード航路開設
15周年記念式典出席
「東方水上シルクロード（江海聯運）航路開設15周年記
念式典」哈爾濱開催
日方35名、中方60名参加
主要出席者：黒龍江省政府劉海生副省長、新田嘉一会
長、山形県齋藤弘知事、日本港湾協会栢原英郎理事長
らが出席
第一部 記念式典 とうもろこし輸入契約調印式
第二部 記念講演 日中双方7名講演
第三部 祝賀会 中方40名、日方53名出席
「やまがた商談会 IN 哈爾濱」開催
企業説明会、個別商談会 4企業参加 中国側36名参
加
06年度錦州港航路第一船酒田港入港

年表と写真で振り返る 20年の歩み

9.15

10.1
10.3
10.24

11.14
12.12
12.13

第44次東方水上シルクロード貿易促進協議会視察団派
遣 新田会長一行12名
黒龍江省江陸海聯運促進協調委員会面談、企業視察
06年度錦州港航路第二船酒田港入港
黒龍江省観光訪日団 チャーター便来訪
哈爾濱商談会大会弁公室訪日団来訪 楊弘智副主任一
行3名
第18回哈爾濱商談会事前協議
平田牧場中国養豚視察団派遣 新田社長一行2名
蘇州・張家港・上海養豚事情調査視察
黒龍江哈億豊農機貿易有限公司来訪 王吉永董事長１
名
06年度錦州港航路第三船酒田港入港

社会の動き
3.4

戸沢村で最上川舟下り船同士
が衝突
3.20 第一回WBCで日本優勝
7.10 サッカーワールドカップでイタリ
ア優勝
7.12 イスラエルがレバノン侵攻
7.13 土砂崩れでJR羽越本線、国道
７号線が長期間不通
7.14 中国南部で大水害発生
7.17 ジャワ島南西沖大地震発生
9.19 タイでクーデター、首相亡命
9.26 安倍政権が発足
10.9 北朝鮮が地下核実験実施
11.8 イラク元大統領死刑判決

06.6.15 第17回中国哈爾濱国際経済貿易商談会
省外事弁日本処 徐広明処長（左）

06.6.15 第17回中国哈爾濱国際経済貿易商談会
左から水戸部女史、栢原理事長、
新田会長、町田議長

06.6.15 東方水上シルクロード航路
開設15周年記念式典

06.10.24 哈爾濱商談会大会弁公室訪日団来訪
楊弘智副主任
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2006
2007
2008

平成19年

2.4

07.6.15 第18回中国哈爾濱国際経済貿易商談会
杜宇新 哈爾濱市委書記 県ブース視察

07.6.15 第18回中国哈爾濱国際経済貿易商談会
加藤事務局長TV取材

07.12.9 第13回定期協議会
新田社長提言

07.6.15 第18回中国哈爾濱国際経済貿易商談会
開幕当日
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第45次東方水上シルクロード貿易促進協議会訪中団派
遣 一行9名
「第12回定期協議会」哈爾濱開催
3.21 黒龍江省とうもろこし産地調査訪中団派遣 一行7名
平田牧場を中心にした調査視察団
4.25 平成19年度定時総会開催 76名
講演 「中国進出の体験談」
講師 後藤電子㈱ 代表取締役 後藤芳英氏
5.30 2007（哈爾濱）
日中経済協力会議 哈爾濱代表処 出席
6.8
大連創星信息服務有限公司来訪 一行2名
6.13 第46次東方水上シルクロード貿易促進協議会出展団派
遣
「第18回中国哈爾濱国際経済貿易商談会」出展（山形
県受託事業）
会期：6月15日～19日 会場：哈爾濱国際会議展覧セン
ター
屋内12ブース 屋外1ブース 12企業・団体 46名
優秀奨・優秀設計奨受賞
8.10 07年度錦州港航路第一船酒田港入港
9.1
07年度錦州港航路第二船酒田港入港
9.1
黒龍江省外事弁公室訪日団来訪 王英春副主任一行2名
友好交流協議
9.10 黒龍江省天正糧油公司視察団来訪 一行3名
とうもろこし貿易協議
10.7 黒龍江省とうもろこし産地視察調査訪中団派遣 新田
社長一行13名
生産現場、輸出港湾施設視察
11.6 07年度錦州港航路第三船酒田港入港
11.7 第47次東方水上シルクロード貿易促進協議会先遣団派
遣 一行2名
来年度以降に関する事前協議
11.21 会員企業タナカＳ・Ｓ、貿易商談、合作協議のため哈
爾濱訪問
県企業個別支援事業（山形県受託事業）

年表と写真で振り返る 20年の歩み

社会の動き

11.23 会員企業出羽商事が貿易商談のため哈爾濱・大連・深
圳訪問
県企業個別支援事業（山形県受託事業）
12.3 黒龍江省とうもろこし産地視察調査訪中団派遣 平田
牧場一行7名
とうもろこし産地、大豆粕生産工場視察
12.9 黒龍江省政府経済代表団来訪 楊愛武副秘書長一行8
名
「第13回定期協議会」酒田開催 日本側37名

07.9.10 黒龍江省外事弁公室訪日団来訪
王英春副主任（中央）

4.11

日中間で、
「戦略的互恵関係」
の促進合意
7.16 新潟県中越沖地震発生
9.12 福田康夫氏の首相就任
10.1 郵政民営化スタート
12.28 福田首相訪中、東シナ海ガス
田開発で温家宝首相と会談

07.12.9 黒龍江省政府経済代表団来訪
楊愛武副秘書長（右）
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2007
2008
2009

平成20年

2.6
2.26

08.6.16 栗戦書省長表敬訪問

08.6.16 第19回中国哈爾濱国際経済貿易商談会
山形米はえぬき試食会

08.3.25 日本・中国・ロシア 日本海沿岸貿易促進
国際フォーラム開催

08.7.15 哈爾濱市青少年訪日団来訪
歓迎会
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08年度錦州港航路第一船酒田港入港
臨時総会開催 44名
本部事務所移転 新住所 山形県酒田市一番町3-24
哈爾濱代表処職員1名体制で継続運営
3.23 黒龍江省商務庁代表団来訪 康翰卿副庁長一行3名
日中露三カ国フォーラム参加
3.25 日本・中国・ロシア 日本海沿岸貿易促進国際フォーラ
ム開催 200名
第一部 事例報告
①ＯＣＤＩ 研究主幹 坂克人氏
②黒龍江省商務庁 副庁長 康翰卿氏
③ベルクート社 副社長 ヴィクトル・ポカティロフ氏
第二部 パネルディスカッション
テーマ：日本海沿岸貿易促進に向けて
07年4月1日～08年3月31日
中国ビジネス広域ネットワーク開拓事業（東北三省）
（山形県受託事業）
①6項目の東北三省経済基礎調査（東北振興策の実施
状況、三省の部品産業調査、自動車産業調査、ハイテ
ク産業調査、食品関連調査、物流ルート調査）
②県内個別企業支援業務（商談先企業調査、県内企業
が希望する情報提供15件
③県内企業への面接コンサルティング
4.1
哈爾濱代表処 現地職員1名体制開始
4.23 平成20年度定時総会開催 75名
講演 「我が社の海外戦略について」
講師 ㈱ウエノ 代表取締役社長 上野隆一氏
5.25 山形県黒龍江省友好県省締結15周年記念式典 出席3
名
6.2
2008年日中経済協力会議－新潟 事務局長出席
6.13 第48次東方水上シルクロード貿易促進協議会出展団派
遣
「第19回中国哈爾濱国際経済貿易商談会」出展（山形
県受託事業）
会期：6月15日～19日 会場：哈爾濱国際会議展覧セン
ター
屋内11ブース 屋外1ブース 15企業・団体 51名
優秀設計奨受賞
「2008年山形米試食会 in 哈爾濱」を開催

年表と写真で振り返る 20年の歩み

6.15

7.15
9.23

10.27
11.16
11.21
12.21

第49次東方水上シルクロード貿易促進協議会訪中団派
遣 新田会長一行25名
栗戦書省長表敬、宋法棠前書記らとの老朋友夕食会
哈爾濱市総商会との「第1回経済交流会開催」山形米18
㌧の輸出契約調印
哈爾濱市青少年訪日団来訪 一行80名
七台河家具節リビング用品文化博覧会派遣 哈爾濱代
表処2名出席
黒龍江省七台河市開催の第一回家具国際展覧会
員企業能登山物産 能登山社長 訪中
貿易輸出商談
哈爾濱商談会大会弁公室代表団来訪 楊弘智副主任一
行3名
会員企業熊谷産業一行3名訪中
蘆葦貿易商談
黒龍江省とうもろこし産地視察調査訪中団派遣 平田
牧場一行17名
とうもろこし産地視察

社会の動き
1.10 中国南西部で大豪雪
1.30 中国製冷凍餃子から有毒成分
検出
3.2 ロシア メドベージェフ氏が大
統領に当選
3.22 台湾の国民党馬英九氏が総統に
5.7 ロシア プーチン氏が首相に
就任
5.12 四川大地震発生 死者行方不
明者８万人超
8.8 北京五輪開催
9.15 アメリカ証券会社リーマン・ブ
ラザーズが経営破綻
9.24 麻生内閣が発足
9.25 神舟７号打上げ、中国初の宇宙
遊泳
10.7 日本人４名がノーベル賞受賞
11.4 アメリカ大統領選で、バラク・
オバマ氏当選

08.3.25 康翰卿副庁長 新田会長表敬訪問

08.6.15 第19回中国哈爾濱国際経済貿易商談会
全農山形・平田牧場ブース前

08.6.15 老朋友宋法棠氏との会食

08.11.16 哈爾濱商談会大会弁公室代表団来訪
楊弘智副主任（中央）
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2.25

4.18
4.23

6.12

09.6.15 新田会長 功勲賞表彰式

6.14

09.6.15 吉村県知事と共に栗戦書省長表敬訪問

7.5

7.20
8.30

第50次東方水上シルクロード貿易促進協議会訪中団派
遣 一行2名
第20回哈爾濱商談会事前協議
黒龍江省外事弁公室代表団来訪 張海華副主任一行4名
両県省友好交流拡大協議
平成21年度定時総会開催 87名
講演 「山形県の対岸交流の取り組みについて」
講師 山形県 副知事 高橋節氏
第52次東方水上シルクロード貿易促進協議会出展団派
遣
「第20回中国哈爾濱国際経済貿易商談会」出展
会期：6月15日～19日 会場：哈爾濱国際会議展覧セン
ター
屋内12ブース 屋外1ブース 20企業・団体 93名
優秀設計奨受賞
第51次東方水上シルクロード貿易促進協議会訪中団派
遣 新田会長一行53名
黒龍江省/山形県調印式、栗戦書省長会見、哈爾濱商
談会視察
新田会長「功勲賞」受賞
哈爾濱市企業家協会との「第2回経済交流会開催」
黒龍江省とうもろこし産地視察調査訪中団派遣 平田
牧場一行8名
とうもろこし産地視察
新田会長「功勲賞」受賞祝う会 開催 331名
山形県産品中国東北地区市場開拓事業（山形県受託事
業）
哈爾濱遠大購物中心、哈電地産置業公司 森秀奉総
経理助理一行4名来訪

09.10.7 哈爾濱市総商会訪日団来訪
第3回経済交流会

09.7.20 新田会長「功勲賞」受賞祝う会
金森義弘発起人代表挨拶
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09.6.15 功勲賞受賞式（文芸の夕べ）

年表と写真で振り返る 20年の歩み

9.28

哈爾濱商談会大会弁公室訪日団来訪 関海濱副主任一
行3名
第21回哈爾濱商談会事前協議
10.7 哈爾濱市総商会訪日団来訪 李勇副主席一行19名
山形県と哈爾濱市経済界との「第3回経済交流会」開催
10.28 黒龍江省天正糧油公司視察団来訪 一行2名
飼料工場、港湾施設視察と貿易商談
11.22 会員企業能登山物産 能登山社長訪中
12.16 会員企業日本海水産 大川社長一行2名訪中

社会の動き
1.20
1.25
3.23
3.28
5.21
8.30
10.1

オバマ アメリカ大統領就任
県知事選で吉村美栄子氏当選
第二回WBCで、日本が二連覇
高速道路上限1,000円スタート
裁判員制度開始
衆院選で民主党大勝 鳩山内
閣発足
荘内銀行と北都銀行が経営統
合

09.1.19 哈爾濱にて山形米販売会開催

09.1.19 哈爾濱にて山形米販売会開催

09.4.18 黒龍江省外事弁公室代表団来訪
張海華副主任一行

09.9.28 哈爾濱商談会大会弁公室訪日団来訪
関海濱副主任（中央）

東方水上シルクロード貿易促進協議会 20周年記念誌

67

2009
2010
2011
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2.20

10.8.25 中国百貨商業協会訪日団来訪
庄内空港出迎え式

10.6.15 第21回中国哈爾濱国際経済貿易商談会
高橋県副知事

10.5.5 哈爾濱市企業家クラブ庄内訪問団来訪
第4回経済交流会

10.7.1 酒田港と日沿道がつくる日本の未来フォーラム
吉村県知事挨拶
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山形県産食品フェアー開催（山形県受託事業）
第53次東方水上シルクロード貿易促進協議会訪中団
派遣
哈爾濱市遠大購物中心開催 9社54品目
4.1～ 綏芬河対岸物流ルート可能性検証事業（ポートセールス
協議会受託事業）
酒田港～韓国釜山港～ロシアウラジオストック～中国綏
芬河～哈爾濱への物流ルートでのコンテナ輸送検証事
業を実施
4月～ 山形大学サテライト機能設置 業務協力
山形大学サテライト機能の哈爾濱代表処内設置協力
4.21 東北公益文科大学訪中団派遣一行4名
東北林業大学との友好大学締結の事前協議
5.5
哈爾濱市企業家クラブ庄内訪問団来訪 張桂華会長一
行16名
山形県と哈爾濱市経済界との「第4回経済交流会」開催
5.14 平成22年度定時総会開催 72名
講演⑴ 「北京で見た中高所得者層の購買力」
講師 三井物産㈱リテール本部マネージャー
佐藤隆史氏
講演⑵ 「観光立国を考える」
講師 ㈳観光振興懇話会 会長 大島利徳氏
5.24 東北林業大学訪日団来訪 胡万義副校長一行4名
東北公益文科大学との基本協定書締結
6.13 第54次東方水上シルクロード貿易促進協議会出展団派
遣
「第21回中国哈爾濱国際経済貿易商談会」出展
会期：6月15日～19日 会場：哈爾濱国際会議展覧セン
ター
屋内11ブース 屋外1ブース 19企業・団体 82名
優秀設計奨受賞
6.14 第55次東方水上シルクロード貿易促進協議会訪中団派
遣 新田会長一行44名
山形米調印式、杜家豪常務副省長会見
哈爾濱市企業家協会との交流会開催
7.1
日本海三県地域連携フォーラム開催 300名
～酒田港と日沿道がつくる日本の未来フォーラムⅠ～
「北東アジア地域の環境産業の拠点」開催
第一部 記念講演 「日本海側の港湾を巡る諸情勢に
ついて」
講師 国土交通省港湾局大臣官房技術参事官
山縣宣彦氏
第二部 パネルディスカッション

年表と写真で振り返る 20年の歩み

8.22
8.25
8.29
9月～

9.1
9.19
10.20
11.21
12.16
12.19

酒田港重要港湾選定祝賀会開催 250名
中国百貨商業協会訪日団来訪 金玉華副会長一行17名
つや姫圃場視察、輸出商談会開催
会員企業能登山物産 能登山社長訪中
山形県派遣語学研修職員支援事業協力（山形県受託事
業）
県職員語学研修生派遣への支援協力
山形県食品フェアー商談訪中団訪中 一行3名
山形食品フェアー開催事前協議
県哈爾濱代表処設立準備団訪中 一行3名
県哈爾濱代表処設立事前協議
東北林業大学友好代表団来訪 楊傅平校長一行4名
東北公益文科大学設立10周年記念式典出席
県哈爾濱代表処設立準備団 訪中 一行3名
現地職員採用試験と県哈爾濱代表処設立事前準備
朝日新聞山形総局取材団訪中 西尾記者
省政府楊愛武副秘書長取材
山形県視察団訪中 高橋県副知事一行5名
省政府表敬訪問、県哈爾濱代表処候補物件視察

社会の動き
4.20 宮崎県で口蹄疫発生
6.13 小惑星探査機「はやぶさ」帰還
9.7
尖閣列島沖で中国漁船と巡視
船が衝突事故
9.17 菅内閣発足
10.6 根岸氏・鈴木氏がノーベル化
学賞受賞

10.8.25 中国百貨商業協会訪日団との
共同記者会見

10.8.25 中国百貨商業協会訪日団
山形県産品視察
金玉華副会長（中央）

10.10.20 東北林業大学友好代表団来訪
東北公益文科大学設立10周年記念旗贈呈

10.10.20 東北林業大学友好代表団来訪
東北公益文科大学設立10周年記念式典時表敬訪問
楊傅平校長（右）
東方水上シルクロード貿易促進協議会 20周年記念誌
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2010
2011
2012

平成23年

4.25

5.24

6.13
11.8.5.24 平成23年定時総会
寺島実郎氏特別講演

6.16
6.23
7.14

11.10.24 黒龍江省政府表敬訪問
左から新田会長、吉村県知事、王憲魁省長

第56次東方水上シルクロード貿易促進協議会訪中団派
遣 一行4名
「第14回定期協議会」哈爾濱開催
平成23年定時総会開催 64名
講演 「大震災を踏まえた日本の進路」
講師 日本総合研究所 理事長 寺島実郎氏
第57次東方水上シルクロード貿易促進協議会出展団派
遣
「第22回中国哈爾濱国際経済貿易商談会」出展
会期：6月15日～19日 会場：哈爾濱国際会議展覧セン
ター
屋内10ブース 屋外1ブース 14企業・団体 47名
優秀設計奨受賞
山形県経済貿易合作推紹会開催（7社）
中日友好協会訪日団来訪 宋健会長一行20名
歓迎会開催 230名
第58次東方水上シルクロード貿易促進協議会訪中団派
遣 一行3名
ALL Japan IN CHINA 2011「日本精品展（上海商談
会）
」出展
中国百貨商業協会・日本観光振興懇話会主催

11.7.14 日本精品展（上海商談会）
楚修斉会長（右から2番目）

11.7.15 日本精品展開幕式
11.12.4 酒田港日本海拠点港選定祝賀会開催
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年表と写真で振り返る 20年の歩み

7.30

日本海三県地域連携フォーラム開催 500名
～酒田港と日沿道がつくる日本の未来フォーラムⅡ～
第一部 特別講演
「日本の電力事情と東北（日本海）の経済振興～日沿道
の完成を目指して～」
講師 ＤＯＷＡホールディング㈱
相談役 吉川廣和氏
第二部 基調講演 「道路行政を巡る動き＝震災・日本
海沿岸ネットワーク等＝」
講師 国土交通省道路局審議官 吉崎収氏
第三部 パネルディスカッション
第四部 フォーラム宣言
10.24 第59次東方水上シルクロード貿易促進協議会訪中団派
遣 新田会長一行26名
山形県哈爾濱事務所開所式典に出席 老朋友茶話会開
催
10.28 大連商談会出展協力（山形県受託事業）一行2名
大連商談会フォローアップ業務
12.4 酒田港日本海拠点港選定祝賀会開催 550名

社会の動き
3.11

東日本大震災発生 福島原発
事故発生
7.17 FIFA女子ワールドカップでな
でしこジャパンが初優勝
7.24 テレビ放送が地デジに移行
9.2 野田内閣発足
11.27 大阪ダブル選挙で、橋下大阪
市長、松井大阪府知事誕生

11.10.24 黒龍江省政府表敬訪問
吉村県知事、新田会長

11.10.25 山形県哈爾濱事務所開所式典
招待宴会

11.10.25 老朋友茶話会
桑洪会長（左）
、馬淑潔女史（右）

11.10.25 老朋友茶話会
馬淑潔女史（左）
、吉村県知事（右）

東方水上シルクロード貿易促進協議会 20周年記念誌
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2011
2012
2013

平成24年

2.9
2.22
3.7
3.21

12.7.28 日本海3県地域連携フォーラム

3.22
3.31
4.26

5.25
6.10

12.6.10 第23回中国哈爾濱国際経済貿易商談会
県観光ブース

6.12

7.6
7.28
12.6.13 舞娘中央大街舞踊

8.1

8.21

12.7.6 東林大 公益大 協議書調印式
町田学長から楊校長
（右）
へ記念品贈呈
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庄内空港～台湾チャーター第一便就航
庄内空港～台湾チャーター第二便就航
庄内空港～台湾チャーター第三便就航
広東晟戎能源有限公司視察団来訪 王吉安副総経理一
行3名
国際資源環境シンポジウム出席と庄内再生資源企業視察
国際資源環境シンポジウム開催 200名
東方水上シルクロード貿易促進協議会哈爾濱代表処閉鎖
勝野龍平氏講演会開催 200名
講演 「中小企業の発展と日本公庫の役割」
講師 日本政策金融公庫 代表取締役専務中小企業
事業本部長 勝野龍平氏
平成24年度定時総会開催 70名
第61次東方水上シルクロード貿易促進協議会山形県出
展団派遣
「第23回中国哈爾濱国際経済貿易商談会」出展
会期：6月15日～19日 会場：哈爾濱国際会議展覧セン
ター
屋内22ブース 17企業・団体 77名 優秀設計奨受賞
観光情報交流会、覚書・契約調印式、ビジネス交流会、
ビジネスマッチング会開催
第60次東方水上シルクロード貿易促進協議会訪中団派
遣 新田会長一行25名
哈爾濱商談会視察 （庄内空港～哈爾濱空港チャー
ター便149名）
同日程で、哈爾濱より48名の訪日団来訪
東北公益文科大学訪問団訪中 町田学長一行6名
黒龍江省東北林業大学開校60周年記念式典出席
日本海3県地域連携フォーラム開催 500名
～酒田港と日沿道がつくる日本の未来フォーラムⅢ～
第一部 基調講演 「道路行政に関する話題」
講師 国土交通省道路局審議官 尾藤勇氏
第二部 パネルディスカッション
第三部 フォーラム宣言
第12回日中経済協力会議 哈爾濱開催 高橋県副知事
一行16名
日中経済協力会議参加、市内視察
黒龍江省商務庁調査団来訪 姜鵬処長一行2名
四県四省経済協力会議、黒龍江省（山形）経済会議事
前協議
会議開催延期

年表と写真で振り返る 20年の歩み
社会の動き

9.3

11.3
12.9

新田嘉一会長感謝状授与を祝う会開催 300名
台湾政府交通部観光局と日本国土交通省観光庁より感
謝状授与
東方水上シルクロード貿易促進協議会新田会長「山形県
産業賞」受賞
山形県産業賞受賞を祝う会開催 300名

3.24 日東道あつみ温泉～鶴岡間の
高速道路開通
5.22 東京スカイツリー開業
7.27 ロンドン五輪開催
8.10 消費税増税法案成立
9.11 尖閣列島の国有化発表
9.15 中国でデモ参加者が日系企業
を襲う
10.1 きらやか銀行と仙台銀行が経
営統合
10.8 ノーベル生理医学賞に山中氏
選出
11.6 アメリカ オバマ大統領再選
11.15 習近平が中国共産党総書記選出
12.9 庄内空港でオーバーラン事故
12.16 衆院選で自民党大勝 安倍内
閣発足
12.19 韓国大統領選で朴氏当選

12.6.13 つや姫輸出調印式
桑洪会長（中央）

2012
2013
2014
1.22

12.11.3 山形県産業賞記念写真

平成25年

公明党山口代表が、中共弁公庁栗戦書主任宛の新田会
長の親書を持参

社会の動き
1.10
1.17

吉村美栄子県知事再選
ボーイング787が事故多発のた
め運航停止命令
1.19 アルジェリア天然ガス施設が襲
撃占拠され、多数の死傷者
1.22 日銀がインフレ目標２％の金融
政策決定
2.6 円安更に進み、２年５カ月ぶり
に、93円台
2.12 北朝鮮第三回核実験実施
2.15 ロシアに隕石落下
3.17 中国 習近平 李克強体制ス
タート

東方水上シルクロード貿易促進協議会 20周年記念誌
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哈爾濱代表処の
あゆみ
東方水上シルクロード貿易促進協議会

1992-2012

平成9年（1997年）4月24日

黒龍江省対外経済貿易合作庁並びに黒龍江省工商管理局の

認可と同時に、平成9年度定時総会で哈爾濱連絡事務所開設が承認される
１．事務所の名称
日本山形県東方水上シルクロード貿易促進協議会哈爾濱事務所
（中文）日本山形県東方水上絲綢之路貿易促進協議会哈爾濱代表処
２．業務内容
①黒龍江省及び中国東北三省における経済・貿易産業などの情報収集と発信
㋐見本市・商談会・展示会への出展支援及び経済調査団などへの協力
㋑投資環境・市場動向などの情報収集・調査報告活動動
②山形県と中国三省との経済・物流・科学技術交流の促進活動
③県内企業の黒龍江省及び中国東北三省における経済・貿易活動展開に対する支
援活動
㋐県内企業と現地政府及び関連企業との仲介と折衝活動
㋑県内企業の照会・貿易推進促進活動
④港湾・空港の利用拡大と促進活動
㋐物流関係部門へのポートセールス促進活動
⑤県内の進出企業及び合弁・合作企業に対する支援活動
㋐定期的な状況報告活動支援
⑥その他必要な業務活動
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哈爾濱代表処のあゆみ

1997
4.13
4.24
5.19
6.13
6.13
6.14

7.14
8.4
8.7
8.21
10.13
10.27
11.11
11.12
11.18

哈爾濱代表処設立準備、現地雇用職員採用試験実施
哈爾濱代表処設立認可
岸髙三次長が首席代表として赴任、代表処仮開設
住所：中国黒龍江省哈爾濱市南崗区花園街403号 新世界北方酒店208号室
第4次庄内のつばさ訪中団来訪 団長 富塚鶴岡市長（チャーター便）
第8回中国哈爾濱経済貿易商談会出展（山形県受託事業）
第17次東方水上シルクロード貿易促進協議会出展団来訪
哈爾濱代表処設立記念式典開催 於：新世界北方酒店
中方出席者 杜顕忠省人大常務委員会副主任以下44名
日方出席者 第4次庄内の翼訪中団（第18次訪中団団員を含む）一行65名
97大連出口交易会視察
福岡県中国貿易視察団来訪 セミナー開催
長春市開催の日本海沿岸四県産品技術商談会（秋田・新潟・鳥取・島根）視察
第14次山形県民のつばさ訪中団来訪 髙橋県知事一行6名 哈爾濱・瀋陽・大連訪問
第5次庄内の翼訪中団来訪 団長 大沼酒田市長（チャーター便）一行
黄河職員 庄内地域会員企業で研修（～11月14日）
山形県定期会議代表団来訪 阿星文化環境部長一行3名
県産業技術短期大学視察団来訪 清水学長一行2名
王海城職員 山本製作所で技術研修（～12月12日）

1998
3.3
3.8
5.1
5.3
6.13
7.14
7.27
8.7
8.20
9.3

平成9年

平成10年

庄内空港～哈爾濱空港定期チャーター便交渉団来訪
第19次東方水上シルクロード貿易促進協議会先遣訪中団来訪
定期便開設訪中団来訪 県議伊藤耕治郎顧問、富塚鶴岡市長一行139名 定期チャーター第1便
合弁企業 斉々哈爾富佳機械修造有限公司董事会開催
第9回中国哈爾濱経済貿易商談会出展（山形県受託事業）
第20次東方水上シルクロード貿易促進協議会出展団来訪
98大連出口交易会視察
羅艶玲職員 庄内地域会員企業で研修（～8月10日）
定期チャーター第7便 酒田市民のつばさ訪中団来訪 大沼酒田市長一行
定期チャーター第8便 第15次県民のつばさ訪中団来訪 原田県副知事一行
東方水上シルクロード貿易促進協議会新田会長名義で、黒龍江省人民政府に大洪水お見舞書簡
と義援金贈呈

97.6.16 エコー合作パートナー
哈爾濱安特家具有限公司
97.6.14
哈爾濱代表処開処式

97.8.23 哈爾濱代表処
髙橋県知事来処
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9.22
10.15
10.21
10.23
10.24
12.9

合弁企業 黒龍江庄安青果有限公司董事会開催
青森県交流促進調査団 一行22名来訪 セミナー開催
定期チャーター第13便 鶴岡市民のつばさ訪中団来訪 富塚鶴岡市長一行
山形県産業短大視察団一行20名来訪 セミナー開催
河北省友好都市懇談会参加 北京・石家庄・唐山同行訪問
山形県日中友好協会から黒龍江省人民政府にお見舞書簡と義援金贈呈

1999

平成11年

3.15

第21次東方水上シルクロード貿易促進協議会先遣団来訪
哈爾濱商談会大会弁公室・省外運公司他関係者との事前協議
3.22 温海町友好交流調査団来訪 尚志市訪問同行
5.31 平田牧場大豆粕・大豆レシチン調査団来訪
6.11 第10回中国哈爾濱経済貿易商談会出展（山形県受託事業）
第22次東方水上シルクロード貿易促進協議会出展団来訪
6.14 山形県経済視察団来訪 陣山県商工労働観光部次長一行3名
哈爾濱商談会開幕式参加視察 王振川副省長会見
6.18 第23次東方水上シルクロード貿易促進協議会訪中団来訪 平岡会長代行一行7名
7.22 定期チャーター第3便 鶴岡市民のつばさ訪中団来訪 富塚鶴岡市長一行
7.29 定期チャーター第4便 第16次県民のつばさ訪中団来訪 小野県企業管理者一行
8.2
酒田青年会議所 三カ国遊学塾青少年交流団来訪
8.27 秋田港ポートセールス代表団来訪 辻秋田商工会議所会頭一行
8.30 定期チャーター第7便 酒田市代表団来訪 佐藤酒田市議会議長一行
9.7
青森県経済代表団来処 セミナー開催
9.7
温海町友好訪中団来訪 五十嵐助役一行
温海町尚志市との友好姉妹関係締結
9.18 「日本海夕陽ラインシンポジュウム」パネルディスカッション出席 日本海四県青年会議所主催
10.4 平田牧場大豆粕・大豆レシチン調査団来訪 大豆粕輸入契約締結
10.9 定期チャーター第10便 庄内～哈爾濱空港定期便就航陳情団来訪
金森県副知事一行 哈爾濱・瀋陽・北京陳情訪問
10.18 山形県産業短大視察団一行来訪 セミナー開催
11.6 山形県議会訪中団来訪 松野県議会副議長一行7名
12.6 北航天鵝航空公司訪日団同行 李偉副総経理一行3名
哈爾濱空港～庄内空港定期便就航調査
12.14 黒龍江省対外経済貿易合作庁訪日団同行 李雁林副庁長一行3名

2000
1.22
1.23
2.14
3.22
4.2
4.10
6.12

76

平成12年

定期チャーター追加第11便 定期便就航陳情訪中団来訪 阿部酒田市長一行
第24次東方水上シルクロード貿易促進協議会現地事情調査訪中団来訪
黒龍江利航汽車運輸公司董事会 酒田開催同行 陳雪楽董事長一行3名
東方水上シルクロード航路黒龍江省会議 哈爾濱開催
香港中国旅行社楊偉部長来処
中糧黒龍江糧油食品進出口公司訪日団同行
第11回中国哈爾濱経済貿易商談会出展（山形県受託事業）

歴史と浪漫 そして 未来への挑戦

哈爾濱代表処のあゆみ

第25次東方水上シルクロード貿易促進協議会出展団来訪
6.12 山形県視察団来訪同行 髙橋県知事一行7名
上海、哈爾濱、北京民航管理総局・駐中日本大使館表敬、哈爾濱商談会開幕式参加視察
6.21 「2000年第一回日中経済協力会議－遼寧省」瀋陽市開催 出席発言
7.9
日本港湾協会訪中団来訪 栢原理事長一行4名
7.17 定期チャーター第3便 置賜地域のつばさ訪中団来訪 高橋米沢市長一行 セミナー開催
7.18 定期チャーター第4便 鶴岡市民のつばさ訪中団来訪同行 富塚市長一行
7.22 定期チャーター第5便 酒田市民のつばさ訪中団来訪同行 大場県出納長一行
8.23 定期チャーター第9便 第17次県民のつばさ訪中団来訪同行
金森県副知事一行 北京、哈爾濱、西安、敦煌
8.23 2000山形県環日本海経済交流ミッション来訪
長澤県商工労働観光部次長一行 綏芬河、ロシア極東3港視察
9.1
定期チャーター第10便 山形県議会訪中団来訪 石垣県議会議長一行
9.13 第26次東方水上シルクロード貿易促進協議会経済視察団来訪 新田会長一行
9.14 「第6回定期協議会」開催
10.23 温海町友好代表団来訪同行 本間温海町町長一行
温海町と黒龍江省尚志市 友好交流協議書締結
11.9 日本国駐瀋陽領事館 中島副領事と小林専門調査員来処
12.11 北方航空公司市場調査団訪日同行 安金明副総経理一行6名
12.12 酒田港ポートセールス訪中団来訪同行 阿部酒田市長一行 大連、上海視察

2001

平成13年

3.4
5.27
6.6

第27次東方水上シルクロード貿易促進協議会先遣団来訪
定期チャーター第1便 山形県定期便開設訪問団来訪 渡邊県企業管理者一行
第12回中国哈爾濱経済貿易商談会出展（山形県受託事業）
第28次東方水上シルクロード貿易促進協議会出展団来訪
6.14 定期チャーター第2便 山形県政府代表視察団来訪 金森県副知事一行
第12回哈爾濱商談会開幕式参加視察、陳情、表敬訪問
「2001山形県産業観光紹介 in 哈爾濱」開催
7.14 定期チャーター第3便 酒田市民のつばさ訪中団来訪 阿部酒田市長一行
7.18 定期チャーター第4便 鶴岡市民のつばさ訪中団来訪 富塚鶴岡市長一行
8.31 定期チャーター第7便 第18次山形県民のつばさ訪中団来訪 横山県出納長一行13名
9.5
中国・ロシア木材視察団来訪
9.12 東北経済連合会訪中代表団来訪 高橋新潟県商工会議所連合会長一行28名
9.24 黒龍江省定期便調査団訪日同行 賁起利省経委副主任一行６名
9.29 定期チャーター第10便 東方水上シルクロード貿易促進協議会訪中団来訪
10.7 定期チャーター第12便 山形県政府代表団・山形県経済視察団来訪
髙橋県知事、本山県観光協会会長一行17名
11.15 「第7回定期協議会」開催 小野寺事務局長一行7名
11.19 山形県定期便協議訪中団来訪 太田県企画調整部長一行2名
12.12 黒龍江省旅游局観光セミナー訪日代表団訪日同行 寧士敏局長一行10名
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2002

平成14年

1.25
2.26
3.3
3.11
3.22

定期チャーター第13便 哈爾濱氷雪祭り鑑賞訪中団来訪 富塚鶴岡市長一行132名
山形県定期便協議団来訪 太田県企画調整部長一行2名
第31次東方水上シルクロード貿易促進協議会先遣団来訪
中国黒龍江省とうもろこし産地視察団来訪
東方水上シルクロード貿易促進協議会哈爾濱代表処移転
新世界北方酒店208号室から新加坡大酒店302号室
新住所：黒龍江省哈爾濱市香坊区贛水路68号新加坡大酒店302号室
5.22 山形県定期便開設訪中団来訪 太田県総務部長一行4名
6.9
第13回中国哈爾濱経済貿易商談会出展（山形県受託事業）
第32次東方水上シルクロード貿易促進協議会出展団来訪
「山形県環境産業説明会」
「花笠踊り in 哈爾濱」開催
6.14 第33次東方水上シルクロード貿易促進協議会訪中団来訪
新田会長一行127名 「国際産直方式」とうもろこし輸入契約調印
山形県政府代表団来訪 野村県商工労働観光部長一行3名
7.12 ジェトロ大連事務所清野職員（県派遣職員）来処
8.11 江海聯運（東方水上シルクロード）航路開設10周年記念式典出席 黒龍江省撫遠県開催
8.18 第19次山形県民のつばさ訪中団来訪 髙橋県知事一行
8.27 第2回中国（斉々哈爾）緑色博覧会 観鶴節 斉々哈爾市開催視察
9.26 しまね国際センター経済視察訪中団来訪 一行19名 セミナー開催
9.30 新華社通信 王建華記者来処取材
10.20 山形県商工労働観光部代表団来訪 野村県商工労働観光部長一行3名
10.21 山形県定期チャーター便交渉団来訪 坂之井県土木部長一行3名
11.27 山形県企業振興公社貿易経済視察団上海、大連来訪 原田理事長一行36名

2003
1.15
2.16
3.2
3.14
3.24
6.4

平成15年

山形県定期チャーター便交渉団来訪 坂之井県土木部長一行2名
山形県定期チャーター便交渉団来訪 坂之井県土木部長一行2名
第34次東方水上シルクロード貿易促進協議会先遣団来訪
加藤事務局長一行3名 哈爾濱商談会事前協議
黒龍江利航汽車運輸公司董事会開催
山形県定期チャーター便交渉団来訪 坂之井県土木部長一行2名
北方南航集団黒龍江分公司と新型肺炎（ＳＡＲＳ）のため定期チャーター便中止会談

02.6.13 第13回中国哈爾濱経済貿易商談会
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04.6.15 第15回中国哈爾濱国際経済貿易商談会

哈爾濱代表処のあゆみ

6.15
7.16
7.30
8.18
9.3
9.4
9.8
10.14
10.26
10.29
11.30

第14回中国哈爾濱経済貿易商談会（山形県受託事業）
新型肺炎（ＳＡＲＳ）流行のため、開催を中止してネット商談会に変更
延吉佐藤食品有限公司開業式典開催 吉林省延吉市出張
山形県定期便交渉団来訪 坂之井県土木部長一行2名
山形県北東アジア経済圏視察団来訪 加藤紘一顧問一行
山形県友好訪中代表団来訪 横山県出納長、松浦県議会議長一行23名
山形県・黒龍江省友好県省10周年記念式典参加
山形県商工労働観光部代表団来訪 野村県商工労働観光部長一行3名
山形新聞社取材記者来処
第1次山形県産業廃棄物庄内支部視察団来訪同行 一行13名
哈爾濱・大連視察
山形県定期便交渉団来訪 坂之井県土木部長一行2名
黒龍江省鶏東産地・大連錦州港湾視察団来訪同行
庄内農機具開発連合会中国ミッション来訪 石井団長一行13名

2004
1.12
2.15
3.7
3.10
3.13
3.30
4.5
5.15
5.18
6.9

6.12
7.5
9.7

平成16年

北東アジア地域地方政府聯合会第4回実務委員会 哈爾濱開催
長澤県文化環境次長一行2名出席
山形県定期便交渉団来訪 坂之井県土木部長一行2名
「第9回定期協議会」哈爾濱開催 五十嵐会長代行一行12名
第35次東方水上シルクロード貿易促進協議会先遣団来訪
加藤事務局長一行3名 哈爾濱商談会事前協議
ジェトロ大連事務所三根所長一行2名来処
「2004年日中経済協力会議 in 仙台」出席
上林鉄工所 上林社長来処
大連ＯＭＩＣ 川村所長来処
04年第1回定期協議会小組会議開催
第15回中国哈爾濱国際経済貿易商談会出展（山形県受託事業）
第37次東方水上シルクロード貿易促進協議会出展団来訪
「山形県出展団企業個別説明会」開催
第36次東方水上シルクロード貿易促進協議会訪中団来訪（チャーター便） 新田会長一行153名
山形県政府代表団来訪 高橋県商工労働観光部次長一行3名
伊藤忠商事哈爾濱事務所 高木所長来処
北東アジア地域自治体連合第5回総会開催 石山県文化環境部長一行2名来訪

04.6.16 王宗璋省人代常務副主任表敬訪問

04.6.19 第15回中国哈爾濱国際経済貿易商談会
04.6.16 とうもろこし国際産直契約式
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9.14 04年第2回定期協議会小組会議開催
9.16 第20次山形県民のつばさ訪中団来訪 金森県副知事一行37名
9.26 当協議会五十嵐元会長代行一行3名来処
9.27 山形県教育視察団来訪 新田顧問一行14名
10.8 駐瀋陽日本領事館 岡田副領事来処
11.21 山形県定期便交渉団来訪 池田県土木部長一行2名
12.7 伊藤忠（中国）有限公司 清水部長（山形出身）来処
12.13 国際臨海開発研究センター調査団来訪 角部長一行2名 東方水上シルクロード航路調査
12.17 ホバークラフト船合作生産契約調印
12.20「廃棄物原料国外供給企業登録」国家質検総局より批准 会員企業2社
12.28 04年第3回定期協議会小組会議開催

2005

平成17年

2.2
3.6
3.16

04年第4回定期協議会小組会議開催
第2次山形県産業廃棄物庄内支部視察団来訪同行 一行15名 天津・北京視察
第38次東方水上シルクロード貿易促進協議会先遣団来訪
加藤事務局長一行3名 哈爾濱商談会事前協議
3.29 04年第5回定期協議会小組会議開催
5.13 ホバークラフト船生産開始 （～6月19日） 哈爾濱商談会出展
5.27 05年第1回定期協議会小組会議開催
6.8
第16回中国哈爾濱国際経済貿易商談会出展（山形県受託事業）
第39次東方水上シルクロード貿易促進協議会出展団来訪
「山形県出展団企業個別説明会」開催
6.15 第40次東方水上シルクロード貿易促進協議会訪中団来訪 新田会長一行19名
山形県政府代表団来訪 日野県副知事一行5名
7.12 東北公益文科大学視察団来処 大歳学部長一行2名
7.19 ホバークラフト船 第二船生産指導開始 （～8月12日）
8.8
千葉銀行／中国銀行上海代表処来処 行木代表／山田代表
8.30 05年第2回定期協議会小組会議開催
9.2
ユニオン電機・コアタック グループ視察団来訪 皆川社長一行4名
9.9
後藤電子現地説明会及び代理店契約訪中団来訪 後藤社長一行4名
9.20 05年第3回定期協議会小組会議開催
10.3 後藤電子代表団来訪 佐藤事業部長一行3名 融雪設備設置
11.10 05年第4回定期協議会小組会議開催
12.2 日本通運来処 杉山次長一行2名

05.6.15 第16回中国哈爾濱国際経済貿易商談会
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05.6.15 第16回中国哈爾濱国際経済貿易商談会
能登山物産屋外ブース

哈爾濱代表処のあゆみ

2006

平成18年

1.12
1.16
1.17
2.22
2.24
2.25
3.3
3.21
3.28

後藤電子（上海）有限公司代表団来処 青柳総経理一行2名
北東アジア経済協力会議組織委員会第10回全体会議 開催 出席
05年第5回定期協議会小組会議開催
当協議会哈爾濱代表処 事務所移転契約
05年第6回定期協議会小組会議開催
ＪＩＣＡ 田淵氏来処
第3次山形県産業廃棄物庄内支部視察団来訪同行 一行11名 上海・蘇州地区視察
平田牧場とうもろこし輸入再開産地視察団来訪同行
当協議会哈爾濱代表処 新事務所に移転
新住所：黒龍江省哈爾濱市香坊区中山路162－1号迪康財富大廈1309室
3.31 山形大学 遠藤副学長一行3名来処
4.5
第41次東方水上シルクロード貿易促進協議会先遣団来訪
加藤事務局長一行3名 哈爾濱商談会事前協議
4.30 読売新聞瀋陽支局 吉田記者来処
5.30 06年第1回定期協議会小組会議開催
6.12 第17回中国哈爾濱国際経済貿易商談会出展（山形県受託事業）
第42次東方水上シルクロード貿易促進協議会出展団来訪
「やまがた商談会 in 哈爾濱」開催
6.14 第43次東方水上シルクロード貿易促進協議会訪中団来訪 新田会長一行38名
東方水上シルクロード航路開設15周年記念式典出席
山形県政府代表団来訪 齋藤弘県知事一行3名
6.15 東方水上シルクロード航路開設15周年記念式典 開催
8.13 東北公益文科大学短期語学留学生7名来訪
8.29 06年第2回定期協議会小組会議開催
9.13 黒龍江省日本商工会佐藤会長来処
9.15 第44次東方水上シルクロード貿易促進協議会訪中団来訪 新田会長一行12名
10.11 黒龍江省外事弁公室故劉忠原主任納骨式出席
10.18 06年第3回定期協議会小組会議開催
11.9 日本航空大連支店 黒田支店長来処
11.14 平田牧場養豚関連視察団来訪同行 新田社長一行2名 蘇州・張家港・上海視察
12.18 ＯＣＤＩ綏芬河ルート調査団来処 国田調査員一行2名
12.20 第18回哈爾濱商談会準備会議開催 出席
12.22 黒龍江省友好県省駐在者懇談会 開催 出席

05.6.17 第16回中国哈爾濱国際経済貿易商談会

06.6.16 第17回中国哈爾濱国際経済貿易商談会
庄内ゴルフクラブ

06.6.14 第17回中国哈爾濱国際経済貿易商談会
東亜熱研工業
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2007

平成19年

1.5
1.7
1.15
2.4

06年第4回定期協議会小組会議開催
哈大斉工業回廊国際投資会議開催 出席
徳恵宮城野納豆公司 今泉総経理一行2名来処
第45次東方水上シルクロード貿易促進協議会先遣団来訪
「第12回定期協議会」開催 能登山会長代行一行9名
2.7
ＯＣＤＩ綏芬河ルート調査団来処 坂部長一行2名
3.15 日中東北開発協会視察団来訪 三田地事務局長一行3名 黒龍江省日本商工会と懇談
3.19 ジェトロ大連事務所 中田顧問一行3名来処
3.21 平田牧場とうもろこし産地視察団来訪同行 一行7名
4.10 駐瀋陽日本領事館平柳副領事、駐ハバロフスク日本領事館山田副領事来処
4.20 ＯＣＤＩ 坂部長一行2名来処
5.18 能登山物産 能登山社長来処
5.22 哈爾濱工大 大久保客員教授来処
5.30 2007年（哈爾濱）日中経済協力会議開催 出席
6.1
駐瀋陽日本領事館阿部総領事との懇談会開催
6.6
07年第1回定期協議会小組会議開催
6.13 第18回中国哈爾濱国際経済貿易商談会出展（山形県受託事業）
第46次東方水上シルクロード貿易促進協議会出展団来訪
6.13 山形県政府代表団来訪 高橋県商工労働観光部長一行3名
6.16 駐瀋陽日本領事館川端副領事来訪
8.13 県立酒田商業高校視察団来処 白幡教諭一行2名
8.15 東北公益文科大学短期語学留学生5名来訪
9.7
能登山物産 能登山社長来処
10.7 平田牧場とうもろこし産地視察団来訪 新田社長一行12名
10.15 蘇州山本機械公司 呉軍氏来処
10.18 県環境関連職員2名来処
10.22 07年第2回定期協議会小組会議開催
11.21 タナカＳ・Ｓ視察団来訪 田中社長一行2名
11.23 出羽商事佐藤社長来訪 哈爾濱、大連、深圳調査訪問
12.3 平田牧場産地調査視察団来訪 齋藤本部長一行7名
12.21 エフワンエフエー企業説明会視察団来訪 本間社長一行3名
哈爾濱工大、哈爾濱理工大学で企業就職説明会開催

07.6.15 第18回中国哈爾濱国際経済貿易商談会
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07.6.15 第18回中国哈爾濱国際経済貿易商談会
東方水上シルクロード航路案内板

07.6.17 第18回中国哈爾濱国際経済貿易商談会

哈爾濱代表処のあゆみ

2008

平成20年

1.18
1.24
1.30
3.11
3.12
3.21
3.23

南方航空新潟支店花井氏来処
07年第3回定期協議会小組会議開催
山形県先遣組来訪 県商業経済交流課職員2名
07年第4回定期協議会小組会議開催
ジェトロ大連事務所 藤原所長一行3名来処
エフワンエフエー企業就職面接試験実施
岸首席代表任期終了帰国
（駐在期間：97年5月～08年3月の11年10か月間）
07年4月1日～08年3月31日 中国ビジネス広域ネットワーク開拓事業（東北三省）
（山形県受託事業）
①6項目の東北三省経済基礎調査（東北振興策の実施状況、三省の部品産業調査、自動車産業
調査、ハイテク産業調査、食品関連調査、物流ルート調査）
②県内個別企業支援業務（商談先企業調査、県内企業が希望する情報提供15件）
③県内企業への面接コンサルティング
4.1
当協議会哈爾濱代表処 黄河職員1名体制
6.13 第19回中国哈爾濱国際経済貿易商談会出展（山形県受託事業）
第48次東方水上シルクロード貿易促進協議会出展団来訪
「2008年山形米試食会 in 哈爾濱」開催
6.15 第49次東方水上シルクロード貿易促進協議会訪中団来訪 新田会長一行25名
哈爾濱市総商会との「第1回経済交流会」開催
9.22 08年第1回定期協議会小組会議開催
9.23 黒龍江省七台河家具リビング用品文化博覧会出席 一行2名
10.27 能登山物産 能登山社長来処
11.21 熊谷産業 熊谷社長一行3名来訪
12.21 平田牧場とうもろこし産地調査視察団来訪 齋藤本部長一行16名

2009
2.13
2.19
2.25
6.12

平成21年

ジェトロ大連事務所 高橋所長一行3名来処
ジェトロ山形事務所 鈴木氏来処
第50次東方水上シルクロード貿易促進協議会先遣団来訪
第20回中国哈爾濱国際経済貿易商談会出展（山形県受託事業）
第52次東方水上シルクロード貿易促進協議会出展団来訪

08.6.16 第19回中国哈爾濱国際経済貿易商談会
山形米はえぬき試食会

08.6.17 第19回中国哈爾濱国際経済貿易商談会

08.6.16 第19回中国哈爾濱国際経済貿易商談会
東方水上シルクロード貿易促進協議会 20周年記念誌
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6.14

第51次東方水上シルクロード貿易促進協議会訪中団来訪 新田会長一行53名
新田会長「功勲賞」受賞 哈爾濱市企業家協会との「第2回経済交流会」開催
7.5
平田牧場産地調査視察団来訪 齋藤本部長一行11名
8.10 東北公益文科大学短期語学留学生6名来訪
9.16 山形県食品フェアー調査団来処
11.3 山形大学小山副学長一行5名来処
11.13 島根県商工労働部代表団来処 岡村室長一行3名
11.22 斉々哈爾富佳機械修造有限公司臨時董事会開催 能登山董事長一行2名来訪
12.16 日本海水産 大川社長一行2名来処

2010
2.20
4.21
5.17
6.4
6.13
6.14
7.9
8.29
9.1
9.19
9.27
12.16
12.19
12.19
12.21
12.22

平成22年

山形県産食品フェアー開催（山形県受託事業）
第53次東方水上シルクロード貿易促進協議会訪中団来訪 一行7名
東北公益文科大学一行5名来訪 東北林業大学との交流協議
当協議会事務局来処 商談会事前協議
山形大学渡部人文学部長一行3名来処
哈爾濱工業大学開校90周年記念式典出席
第21回中国哈爾濱国際経済貿易商談会出展（山形県受託事業）
第54次東方水上シルクロード貿易促進協議会出展団来訪
第55次東方水上シルクロード貿易促進協議会訪中団来訪 新田会長一行44名
山形米調印式 哈爾濱市企業家協会との「経済交流会」開催
当協議会事務局来処 山形米・水産品輸出協議 「やまがたフェアー」開催協議
能登山物産 能登山社長来処
山形フェアー事前協議団来訪 大泉県経済交流課長補佐一行2名
山形県、協議会合同訪中団来処 岩田県国際室長一行2名
山形新聞、山形放送取材陣来処
県立酒田商業高校訪中団来訪 教師3名、生徒6名
朝日新聞山形総局 西尾記者来処
山形県代表団来訪 高橋県副知事一行6名 県代表処物件視察、黒龍江省医院表敬訪問
山形県代表処設置準備調査団来訪 佐藤純県専門員一行3名 大連各自治体事務所訪問
山形県代表処設置準備団来訪 岩田県国際室長一行2名 現地職員採用試験実施
当協議会 加藤事務局長来処 大連出張

09.6.15 第20回中国哈爾濱国際経済貿易商談会
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09.6.15
第20回中国哈爾濱国際経済貿易商談会
「文芸の夕べ」

09.6.15 栗戦書省長表敬訪問

哈爾濱代表処のあゆみ

2011

平成23年

1.10
2.16
3.16
4.25

山形大学 大学連携推進室 山崎教授来処
当協議会事務局来処 定期協議会事前協議
当協議会事務局来処 定期協議会酒田開催事前協議 綏芬河試験輸送
第56次東方水上シルクロード貿易促進協議会訪中団来訪
「第14回定期協議会」開催 加藤事務局長一行6名
6.13 第22回中国哈爾濱国際経済貿易商談会出展（山形県受託事業）
第57次東方水上シルクロード貿易促進協議会出展団来訪
「山形県経済貿易合作推紹会」開催
7.14 第58次東方水上シルクロード貿易促進協議会訪中団来訪 2名
「2011日本精品展（上海商談会）
」出展
10.24 第59次東方水上シルクロード貿易促進協議会訪中団来訪 新田会長一行26名
10.25 山形県哈爾濱代表処開所式典出席 老朋友茶話会開催
10.28 大連商談会出展協力 加藤事務局長同行
8～11月 会員企業アテンド業務（天津・瀋陽など計3回出張）
11.15 会員企業アテンド業務（深圳）

2012

平成24年

3.21

広東晟戎能源有限公司訪日団同行訪日
「国際資源循環シンポジウム」出席
3.31 東方水上シルクロード貿易促進協議会哈爾濱代表処閉鎖
（1997年6月14日正式開所～2012年3月31日閉鎖 14年9か月）

11.6.16 吉村県知事 張副省長

11.6.16 山形県経済合作推介会開幕式

11.6.16 山形県ビジネスマッチング会開幕式
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