
①ロシア極東等農林水産業プラットフォーム 

●ロシア極東地域等の農林水産関連ビジネスに関心がある日本企業等を支援する ため、日本側 

 の政府、関係機関・団体、企業によるプラットフォームを設置。 
●メンバーの皆様とは、以下の活動について随時情報を共有するとともに、定期的に 会合を開催 

 予定。第１回会合を平成２９年２月２３日に開催。 

プラットフォームの活動 

１．メンバーの関心事項を踏まえた最新状況に関する調査や情報提供 

  ・ロシアとの投資や貿易に関する制度等の情報提供 

  ・ファイナンスツールの紹介 

  ・ロシア極東の農林水産業に関する基礎情報の調査 

  ・日本の中小企業のニーズに応じた事業化可能性の調査 

２．ロシア側との情報交換やビジネスの機会作り 

  ・ロシア側関係者を招いた情報交換会の開催 

  ・日露両国の企業が参加するビジネスミッションの派遣（現地でのビジネス交流セミナー開催など） 

３．ビジネス上の課題解決に向けたフォローアップ 

  ・ロシア政府との協議や対話を活用し、課題の解決に向けたフォローアップを行います。 
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 連絡先 

○ロシア極東等農林水産業プラットフォーム事務局 
 株式会社道銀地域総合研究所 
 〒060-8676 北海道札幌市中央区大通西４丁目１番地道銀別館ビル 
 電話：011-233-3562 FAX：011-207-5220 E-mail: russia_maff@doginsoken.jp 

今後の予定 

○第３回会合（８月上旬（予定）） 

  ・東方経済フォーラム（９月６、７日）に向けた対応 

  ・第１回国内セミナー、第１回官民ミッションの報告 

  ・現況調査、事業化可能性調査の中間報告 

○第４回会合（１１月上旬（予定）） 

  ・東方経済フォーラムの結果報告 

  ・第２回国内セミナー、第２回官民ミッションの報告 

  ・現況調査、事業化可能性調査の報告 

○第５回会合（２月下旬（予定）） 

  ・年度の総括 

  ・来年度の関係事業の説明  

２ 

○問い合せ先 
 農林水産省 大臣官房国際部 海外投資・協力グループ 
 〒100-8950 東京都千代田区霞が関１－２－１ 
 電話：03-3502-5914 FAX：03-3502-8083 E-mail: gfvc_maff@maff.go.jp 



 テーマは「ロシア極東における水産・コールドチェーン関連事業の機会と課題」。ロシア側の関心が高い、水
産及びコールドチェーンに関連する分野について、ロシア極東に関心を有する日本企業への情報共有及び
課題及び関心の聴取・議論を実施。 

 対象となる日本企業は、水産加工・養殖事業者、水産専門商社、漁業法人、物流関連事業者、造船企業、冷凍・冷蔵機
器メーカー等を想定。 

 株式会社野村総研(NRI）よりロシア極東の概要についての発表及びロシア側提案の案件の紹介を実施。また、有識者
を招き、講演・パネルディスカッション実施。 

 ②国内セミナーの開催 

３ 

日露協力プランの具体化を進めるために、ロシアにおける事業展開に関心を有する日本の民間企業にロシア
に関する情報を提供。(株)野村総合研究所に委託して実施。 

 国内セミナーの概要 

国内セミナー 

日時 東京 6月30日(金)  13：00～15：45 札幌 7月3日(月） 13：00～15：45 

場所 
NRI大会議室 （住所：東京都千代田区大手町1-9-2 大手町フィナンシャルシ
ティ グランキューブ） 

北海道立道民活動センター「かでる２・７」（住所：札幌市中央区北2条西7丁目 
道民活動センタービル）  

テーマ ロシア極東における水産・コールドチェーン関連事業の機会と課題 

セミナー内容 

（時間は目安） 

 冒頭挨拶等（5分） 
 NRI発表（「ロシア極東TOR（先行発展地域）の概況と日本企業の事業

機会仮説」）（30分） 
 講師による講演（3名） （60分） 
 物流事業者（「コールド・チェーン・インフラ・ソリューション提供主体とし

てのビジネスと課題（仮題）」） （20分） 
 水産事業者、調査・貿易事業者（「ロシア極東水産ビジネス実践主体と

して事業と直面する課題（仮題）」） （20分×2社） 
－小休憩－（10分） 

 パネルディスカッション（「日露水産ビジネスの促進に向けた現状と課
題」） （50分） 

 講師3名及びNRIモデレーターによるパネルディスカッション （30分） 
 質疑応答 （20分） 
 企業アンケート （10分） 

 冒頭挨拶等（5分） 
 NRI発表（「ロシア極東TOR（先行発展地域）の概況と日本企業の事業

機会仮説」）（30分） 
 講師による講演（3名） （60分） 
 物流事業者（「コールド・チェーン・インフラ・ソリューション提供主体とし

てのビジネスと課題（仮題）」） （30分） 
 水産事業者（「ロシア極東水産ビジネス実践主体として事業と直面する

課題（仮題）」） （30分） 
－小休憩－（10分） 

 パネルディスカッション（「日露水産ビジネスの促進に向けた現状と課
題」） （50分） 

 講師2名及びNRIモデレーターによるパネルディスカッション （30分） 
 質疑応答 （20分） 
 企業アンケート （10分） 

講師 
• ロシア・極東で農林水産物ビジネスを展開している企業 

• ロシア・極東でコールドチェーン機器ビジネスを展開している企業 
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第1回官民ミッションは、ロシア側の関心が高い、水産（加工・養殖他）・物流（コールドチェーンの導入等）の
関連分野について、関心を有する企業を対象とし、ウラジオストク・カムチャツカへ、2017年7月最終週に派
遣予定。 

ミッションでは、ウラジオストク及びカムチャツカにおける現地政府・民間企業との意見交換及び生産・加工・
流通の現場等を視察を予定。 

 対象となる日本企業は、水産加工・養殖事業者、水産専門商社、漁業法人、物流関連事業者、造船企業、冷凍・冷蔵
機器メーカー等を想定する。 

また、現地政府との会合を実施し、6月30日及び7月3日に開催する国内セミナーにおいて参加企業より示さ

れた関心や意見、日本企業進出に際する課題について、現地側ニーズ・日本側ニーズも踏まえ意見交換を
実施予定。 

 ウラジオストクでは、昨年度に実施された官民ミッションより一歩を進め、水産・物流分野に特化し、上記の意見交換を
実施。 

ロシア極東への進出に関心を有する日本企業が、現地側ニーズや現場の状況把握を行い、進出への課題
の特定及び改善を通して、ロシア極東への事業展開を支援。 

４ 

 第1回 官民ミッションの概要 

 ③官民ミッションの派遣 
ロシア極東において、個別案件の検討状況の確認や今後の見通し、案件実現のための課題の特定等を行う
ために、現地行政機関、民間企業等への訪問やロシア側との情報交換会や日露両国の企業が参加するビ
ジネス交流やセミナーの開催を行うもの。(株)野村総合研究所に委託して実施。 
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 ・第1回官民ミッション日程案（暫定版。詳細は調整中） 

第1回：水産・物流分野の官民ミッション（ウラジオストク・カムチャツカ） 

５ 

  7/23(日) 7/24(月) 7/25(火) 7/26(水) 7/27(木) 7/28(金) 7/29(土) 

午前       

  

 

ウラジオストク発
（07:15） 
 

 

 

 

カムチャツカ着
（12:25） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

カムチャツカ発
（09:35） 
 

 

ウラジオストク着
（11:05） 
 

午後 

 

 

成田発（15:40） 
 

 

ウラジオストク着
（19:10） 

        

ウラジオストク発
（13:30） 
成田着（14:40） 
 

 

 

 

 

 

 

宿泊 
ウラジオストク： 
Hotel Primorye 

ウラジオストク： 
Hotel Primorye 

ウラジオストク： 
Hotel Primorye 

カムチャツカ： 
AVACHA Hotel 

カムチャツカ： 
AVACHA Hotel 

カムチャツカ： 
AVACHA Hotel 

－ 

•現地水産企業
の社長面談 

 

•ウラジオストク
漁業港取締役
面談 

 

•極東連邦大学
教授（ウラジオ
ストク発展戦
略策定担当）
面談 

•現地政府水産
漁業政策担当
者との面談 

 

•沿海地方政府
水産業・水産
養殖局多能者
面談 

 

•極東開発公社
の自由港・
TOR（先行発
展領域）担当
面談 

•現地水産加工
企業、現地冷
凍倉庫事業者
面談 

•現地水産加工
企業、現地冷
凍倉庫事業者
面談 

• Kamchatkaの
TOR（先行発
展領域）担当
者面談 



ロシア極東への事業展開に関心を有する企業に参考となる情報を幅広く収集するために実施。セミナー時の
アンケートから抽出された各企業様の課題意識を踏まえた支援スキーム等も調査予定。(株)野村総合研究所
に委託して実施。 

①ロシア極東地域等の農林水産
業・食品産業分野における生
産・流通・投資環境等の現況 

②支援候補案件の発掘・特定や
実現性の検証に資する情報の収
集及び分析 

③支援候補案件における日本企
業の参画の検討に必要な情報の
収集と分析及び参画を阻害する
課題の特定 

④日本企業等のロシア進出の円
滑化に資する既存の日露支援策
の特定 

調査項目 調査内容 調査方法 

文献調査・インタビュー調査による
情報収集を行う 

インタビュー調査： 
 JBIC（極東バイカル開発基金） 
VEBリース（極東分社） 
極東地域地方政府 

ロシアの漁業・水産加工民間企業 

極東連邦大学 

ミハイロフスキーTOR（先行発展領域） 
 等 

投資環境調査 
• ロシア極東TORに関する現状・
日本企業参入シナリオ等 

 

アンケート調査 
• 企業アンケートに基づく、企業
の参入意向及び課題・意思決
定要因の調査 

その他調査 

① 水産関連の金融スキーム 

② 産官学連携 

③ 異分野（観光業）連携 

基礎調査 

• ロシア極東森林資源・土壌に関
する調査 

• その他 

文献調査（主に公開DB）に基づく、
基礎情報の調査を行う 
（土壌及び森林資源等） 

６ 

 ④現況調査について 
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調査事業の実施方針 

ロシア極東のTORにおいて、水産分野では、カムチャツカ及びウラジオストクを、食品加工分野では
大市場の中国に近接する、プリアムールスカヤ、ベルゴルスク及びミハイロフスキーの3つのTORを、
調査及び官民ミッションの重点地域とする 

TOR 所在 重点分野 
FVCにおけ
る重要度 

ハバロフスク ハバロフスク地方 機械製造、建築資材、農業生産、倉庫・物流 低 

コムソモリスク ハバロフスク地方 航空機 低 

ナデジジンスカヤ 沿海地方 物流、食品加工、造船 中 

カムチャツカ カムチャツカ半島 
食品加工、穀物、養豚、養鶏、狩猟及び関連サービス、複合飼料
生産、飲料生産、養殖・漁業、水産加工及び物流、観光（温泉） 

高 

プリアムールスカヤ アムール州 

建設資材（セメント等）生産、食品加工、肥料の生産、農業機械お
よび特殊機械の生産およびサービス、倉庫・物流、コークスおよ
び石油製品の生産、ポリマー製品の製造 

高 

ベロゴルスク アムール州 
食品加工（大豆）、穀物、養豚、複合飼料生産、飲料生産、倉庫・
物流 

高 

カンガラッスィ工業団
地 

サハ共和国 
食品加工、穀物、養殖・漁業（淡水養殖）、航空機生産、航空運輸、
建設資材の生産、ポリマー製品の製造、主要化学物質の生産 

中 

ベリンゴフスキー チュコト自治管区 風力発電、資源開発、観光 低 

ミハイロフスキー 沿海地方 食品加工、穀物、養豚、牧畜、養鶏、倉庫・物流 高 

ボリショイ・カメニ 沿海地方 
水産加工及び物流、船舶部品製造、造船、電気（電機）装置製造、
建設資材の生産、主要化学物質の生産、冶金・金属加工 

中 

ユジナヤ サハリン州 

食品加工、穀物、養豚、牧畜、養鶏、狩猟及び関連サービス、水
産加工及び物流、倉庫・物流、機械および一般機械の生産、機械
および装置の修復および設置、冶金・金属加工 

高 

ゴルヌイ・ボズドゥフ サハリン州 Aerotropolis、観光（スキー、SPA）、学術研究 低 

ロシア極東TORの概要及び本事業における重点地域 

食品加工については、中国市場にも近
接したアムール州の「プリアムールスカ
ヤ」・「ベルゴルスク」及び沿海地方の
「ミハイロフスキー」の3つのTORを、主
要な調査対象及び官民ミッション派遣
の候補地とする 

参考地図 

出所）各種公開情報よりNRI作成 

Gorny Vozduh  

(Mountain Air)  

Yuzhnaya 

水産分野については、TORでは「カム
チャツカ」を、ウラジオストクと併せて調
査対象・ミッション派遣候補地とする 

７ 



現況調査の一例：樹種別森林分布 

樹種の傾向は、シベリア連邦管区を境に東西で異なり、東部はカラマツが、西部は欧州赤
松、樺、トウヒ属が主体 

アスペン 

樺 

杉 

モミ 

カラマツ 

その他落葉樹 

欧州赤松 

低木 

トウヒ属 

出所）Russian Forests & Forestry よりNRI作成 

シベリア連邦管区以東（ツンドラ地帯を除く）：カラマツが主体 

沿海地域を除く極東連邦管区及びザバイカル地域では、カラマツが主体の植生 

沿海地域ではトウヒ属の分布比率がカムチャツカ地域では低木の分布比率が高い。 

シベリア極東管区以西：欧州赤松、樺、トウヒ属が主体 

 

８ 



⑤ロシアにおける事業化可能性調査 
今後の日露協力プランの具体化に向けて、現在計画中の民間企業の案件形成状況を勘案しつつ、広く民間企業
が裨益可能な個別支援案件を特定し、その案件実現のため、ロシア極東等農林水産業プラットフォーム会合等に
おいて把握する民間企業のニーズを踏まえた事業化可能性調査を実施。(株)道銀地域総合研究所に委託して実
施。 

調査概要 (農業） 

１．土地利用型農業生産や灌漑排水システム等の農業インフラに対する日本企業の投資に関する課題と将来性 
 ① 調査の概要    
   ・ロシア沿海地方、ハンカ湖周辺地域の灌漑、排水システムなどの基盤整備の状況、水稲栽培の現状 
   ・サハリン州の露地園芸作物の栽培技術、栽培状況    等 
 ② 調査地域 
   ・ロシア沿海地方、ハンカ湖周辺地域、サハリン州 
 ③ 調査時期 
     平成29年７月下旬～９月下旬（予定） 
 
２．園芸作物生産における日本技術の適用可能性及び現地実証調査 
 ① 調査の概要  
   ・サハ共和国の通年型温室における果菜類や葉物野菜の新規品種の栽培可能性 
   ・サハ共和国以外の地域での通年型温室栽培可能性 
   ・技術・設備導入に係る融資、民間資金の状況      等 
 ② 調査地域 
   ・サハ共和国、モスクワ等 
 ③ 調査時期 
     平成29年８月下旬～平成30年２月中旬（予定） ９ 
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調査概要 （林業・水産業） 

３．木材加工品の生産施設の建設、日本向け輸出の可能性 
 ① 調査の概要    
   ・ロシア国内での木質ペレットの生産量、市場価格及び海外輸出先 
   ・日本国内に輸出する際の課題（検疫、税関）及び物流経路       
   ・ロシア国内の木質ペレット工場等の生産施設建設に係る建設コスト及び融資、民間資金の状況 
   ・ロシア国内の木質ペレット工場等の建設に当たっての建設許可等の行政手続    等 
 ② 調査地域 
   ・ロシア極東（沿海地方、ハバロフスク地方） 
 ③ 調査時期 
   平成29年８月下旬～12月中旬（予定） 
  
４．水産加工における日本企業の投資に関する課題と将来性 
 ① 調査の概要 
   ・ロシア極東（沿海地方）の水産加工会社が抱える課題 
   ・水産加工分野の外国投資の現状 
   ・日本の水産加工技術、設備の導入可能性 
   ・水産一次加工品の対日輸出の可能性    等 
 ② 調査地域 
   ・ロシア極東（沿海地方） 
 ③ 調査時期 
    平成29年７月下旬～９月中旬（予定） 
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