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の開催について 

千葉大学理事 渡邉 誠 
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平成29年度採択 大学の世界展開力強化事業（タイプA（ロシア）） 
「極東ロシアの未来農業に貢献できる領域横断型人材育成プログラム」 

極東ロシアにおいて食料生産から流通・販売ビジネスまで含めた未来農業（高度施設園芸等）を理解でき、 
日露の共同事業に貢献できる人材育成を目的とする。 
栽培や環境に関わる領域だけではなく、工学やマーケティングに関するプログラムを学び、極東地域における 
日露共同事業の柱の一つとされている、温室ビジネスで活躍できる人材を育成する。 
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テーマ：施設園芸関連設備・資材、人工光型植物工場 
           温室ビジネス、食品加工・流通 
 
ロシア極東と日本での農業に関わる共同経済活動の可能性 
人材育成等にかかわる情報交換 
 
主催：千葉大学、後援：農林水産省、協力：NPO植物工場研究会 
日 時：2018年3月22日（木）10：00～16：10 
場 所：柏の葉カンファレンスセンター 
 
参加人数：109名（国内 関連企業43社、８大学） 
               ロシアからの来訪 18名（関連企業・農家７名、2大学） 
       ロシア通商代表部 
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プログラム 
 
 挨拶 千葉大学学長 徳久剛史 
 
 挨拶（ロシア通商代表部 副主席 バランヂン・ブラドレン） 
   最近の農業分野での日露共同事業の前進 
    2017年12月 ロシアグルメウィークを東京で開催（100以上の日本企業が参加） 
            ロシア企業への関税制度セミナー開催 
    2018年 3月 FOODEX JAPAN にロシア通商代表部が参加 
            アルタイ地方の 水、穀物、蜂蜜、ジビエなどの紹介 
 
    2017年末～ 極東地域からの飼料の輸出準備 
              
    4月 クラスノザウルス国際経済フォーラム開催（科学・学術含む） 
    5月下旬にサンクトペテルブルグにおいて経済フォーラム開催（科学・学術含む） 
    9月 ウラジオストクにおいて東方経済フォーラム開催（科学・学術含む） 
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プログラム 
 
 農林水産省大臣官房参事官 柱本修 
                    「農林水産省の極東ロシアでの取り組み」 
 
 千葉大学理事 渡邉誠    「千葉大学の極東ロシアとの取り組み」 
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第一部 
1) ウスリースク市管区行政府 土地問題担当代表代理 アンドレイ・ハルトゥリン 
      「ウスリースク市管区の農業複合体への投資」 
 
2) 千葉大学園芸学研究科 教授 丸尾達 
      「日本の施設園芸／植物工場の注目技術」 
 
3) 沿海地方農業アカデミー ナターリヤ・ベラウーソヴァ 
    「ロシアの施設園芸：基本的傾向」 
 
4) 鹿島建設株式会社 部長 椎名良治 
      「鹿島のエンジニアリングアプローチ～最先端施設への取組み～」 
 
5) 温室個人農 エヴァーグリーンハウス 代表 イヴゲーニー・キム 
      「エヴァーグリーンハウスの施設園芸ビジネス経験から」 
 
6) 日鉄住金鋼板株式会社 部長 瀬戸治 
    「植物工場用システム建築 NISC UNIT BOX」 
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千葉大学 丸尾 達 

日本の施設園芸／植物工場の注目技術 
－ 接ぎ木栽培と植物工場を用いた育種－      

90年前に日本の農家が開発 
耐病性、環境抵抗性 

欧米で注目 

全自動機械の開発 

人工光型植物工場を育種で利用 

安定した環境での選抜 

フェノタイピング、AIの利用 
植物工場用品種の育成 
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ロシア連邦における温室野菜の概況 

• ロシア農業省によると、2016年の温室野菜の自給率は46.3％であり、
2015年に比較して5.9%高くなっている。この傾向は2017年も継続して
いる。 

• トマトの自給率 約 50%  

• キュウリの自給率 約85% 

•サラダ用葉菜 温室栽培開始、まだ少ない 

•冬期の温室での生産（2016） 

  キュウリ 329,700 ｔ   

      トマト  115,300 ｔ 
ナターリヤ・ベラウーソヴァ 
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11a Mikhailovskaya St., Mikhailovka, 

Mikhailovsky district Primorsky Krai 

+7(964) 454 22 11 

+7(950) 293 45 54 

 
 

Kim Evgeny Gennadievich  

      –  個人農企業  

Registration date of  

the individual enterprise - 04/03/2013 

 

・農家への技術コンサル 

・施設園芸による生産 

 EVER GREENHOUSEは園芸施設や生
産用温室の建設を行っています。 

 多くの困難がありましたが、農業の分野で
効率的で便利な技術を開発・習得しました。 

 沿海地方の大農家農家と小規模農家の
両方のために、高品質な温室の設計を自信
を持って提供しています。 

 「生産施設や高度な温室を小規模農場で
利用できるようにすることが、私たちの主な
目標です」 
 私たちは、ビジネスだけでなく人生を豊か
にするために、新たに農業を始めようと考え
ている皆様や、次世代農業に向けて、労力
を惜しまず、新しい技術の導入を恐れない
皆様と喜んで協力していきます。 
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第二部 
7) アレクセイニコリスコエ 生産部部長代理 アンドレイ・ガラエフ 
  「農業分野における露日の協力」 
 
8) サハリンアグロバイオ 社長 バイルジョン・シャキロフ 
             副社長レオニド・ホフロフ 
   「サハリンの環境技術デモンストレーションサイトでの露日協力」 
 
9) Argentum Bullet Consulting株式会社 CEOドミトリー・トルファノフ 
   「ハバロフスク地方における日本企業のビジネス拡大可能性 
                  ：温室野菜栽培とベリーの事例」 
 
10) 株式会社イシダ 部長兼室長 長谷川正弘 
   「農業関連産業の解決策」 
 
11) 株式会社FAM 代表取締役 松本武 
  双日株式会社 海外業務部 クリシェヴィッチ・ヴラッド 
   「GLOBAL GAPとクラウド型農業管理システム」 
 
12) ジャパンドームハウス株式会社 専務取締役 篠崎学 
   「高気密・省エネドームハウスの紹介」 
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農業分野における日露の企業協力の提案 

飼料 
温室野菜栽培 
養蜂 

アンドレイ・ガラエフ 
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 推定規模: 2.6億ルーブル，返済期間: 5年 

サハリン地域における生態的農業の発展 

・有機肥料（鶏糞堆肥）製造 年間3万トン規模 

･生態的農業に関する日ロの科学的・技術的協力 

･生態的農業の生産物の増加、野菜及び飼料 

サハリン生態農業デモンストレーションサイトでの露日協力 

農業コンサル・ 

教育サービス 

生態農業技術 

デモンストレーションサイト 
物理化学、生物
分析研究ラボ 

ユジノサハリンスク市管区 

Agrobiotekh-Sakhalin Co Ltd; 

Production wastes recycling; 

Prirechnoe Farm and Chun Ye. Ch. 

Uglegorsk Distr. Farm  Aniva Distr. Farm Tomarinskiy Distr. Farm 

Tymovskiy Distr Farm. Smirnykh Distr. Farm Dolinsk Distr. Farm Kholmsk Distr. Farm 

バイルジョン・シャキロフ 
レオニド・ホフロフ 

13



 ハバロフスク市管区 
   人口が多い・・・100万人 
   購買力高い 
 
 
 温室野菜  生鮮野菜の需要が高い（夏は国内産の露地野菜が急増） 
       推定毎年12万トンの需要、供給不足・・・中国等から輸入（安全安心への懸念） 
         冬期の販売価格は高い（トマト：500円/㎏、ミニトマト：800円/kg） 
 
 森のベリー 森林が多い、夏の時期に収穫 
         商業的に利用できるものは14種類（コケモモ、ブルーベリー、クランベリー・・・） 
         健康に良い 
         日本での需要も高い 
         野生採集から栽培へ・・・ベラルーシからの技術移転 

ドミトリー・トルファノフ 
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ブース展示企業 
 
１、農林水産省 
２、ジャパンドームハウス 
３、日鉄住金鋼板 
４、ウシオライティング 
５、キーストーンテクノロジー 
６、大日本印刷 
７、NPO植物工場研究会 

第三部   15:05-15:50 ネットワーキング、ブース訪問 
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閉会の挨拶 沿海地方農業アカデミー アンドレイ・コミン学長 

日本・ロシア極東の農業関係者の連携強化 
2017年 13900万トンの穀物収穫 
      農業加工品の工場の開設 
      畜産分野の発展・・・自給を達成 
農業フォーラム@クラスノダール（2018年3月12-13日） 
   今後の農業分野での発展の方向性 
   この5年間で農業への助成金4000億Rb 
   若者の農業参入希望 拡大している 
   （スタートプログラムの設置） 
資源・土地の豊富なロシア極東を活用してほしい 
関心のある企業の発掘、情報の公開を進める 
薬用植物、畜産、蜂蜜、キノコ類などの分野も有望 
キノコ栽培の拡大を進めたい 
エコツーリズム、アグロツーリズムの拡大 
ロシア国内への日本関連企業の情報公開を進める  
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閉会の挨拶 NPO植物工場研究会理事長 古在豊樹 

17




