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１－１ 業務実施の背景・目的 

 

１－１－１ 日本のグローバル・フードバリューチェーン戦略 

日本政府は「日本再興戦略」（2013 年 6 月策定、2015 年 6 月 30 日改訂）において、攻めの農

林水産業への転換を重点戦略の一つに位置付け、2020 年までに農林水産物・食品の輸出額を 1 兆

円にするという目標を掲げた。その後、2013 年 8 月に「農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦

略」及び 2014 年 6 月には「グローバル・フードバリューチェーン（以下「GFVC」）戦略」を策

定した。この中で重点国・地域や品目を定めた上で、オールジャパンでの輸出環境整備や商流拡

大を図ることが目標として掲げられている。さらに日本政府を中心に 2016 年 2 月に産学官の輸

出力強化ワーキンググループが立ち上げられ、同年 5 月に TPP 等国際的な経済環境の変化に対応

した「農林水産業の輸出力強化戦略」が策定されている。 

 

１－１－２ 調査対象地域へのアプローチ 

「GFVC 戦略」においてロシア連邦（以下「ロシア」という）、中央アジアへの地域戦略として、

寒冷地農業生産、灌漑、ICT、植物工場、品質管理等の先進技術の導入等による高付加価値産地、

食品加工団地、コールドチェーン等の流通販売網の整備等を通じた高付加価値フードバリューチ

ェーンの構築を目指している。ただし広大なロシアではモスクワ等欧州ロシアと極東等地方部で

は生産、流通、市場ニーズが大きく異なる。また、中央アジア 5 か国は同じ歴史的背景を持つも

のの、それぞれ民族や気候風土が異なり、経済政策や市場環境も大きく異なるため、国別に個別

の対応が必要となる。 

＜ロシア極東に関する戦略＞ 

ロシアにおいては日露両国による農業協力、極東開発という視点から、ロシア極東地域におけ

る GFVC 構築に係る日本企業の協力の可能性が検討されてきた。さらに 2016 年 5 月の日露首脳

会談では 8 項目からなる協力プランが提案された。その中でもロシア極東の産業振興・輸出基地

化、先端技術協力、中小企業の交流・協力の抜本的拡大等はロシア極東地域での農業分野での展

開可能性が考えられる。例えば農地開発やアジア・太平洋向け農産物・食品等の輸出環境の整備、

高付加価値農産物の生産等農業だけではなく、ロシア極東の産業特性から水産業、林業等での協

力も考えられる。 

＜ウズベキスタンに関する戦略＞ 

ウズベキスタン共和国（以下「ウズベキスタン」という）においては、2015 年 10 月の総理訪

問時に農水省とウズベキスタン農業水資源省との間で農業及びその関連分野における協力を行う

覚書が締結され、当該覚書に基づく第 1 回共同作業部会が民間企業の参加を得て 2016 年 3 月に

開催された。この中で、ウズベキスタン側より果物・野菜等の物流センターに関して、日本企業

が得意とするコールドチェーンの構築支援が求められた。このウズベキスタンの提案は「中央ア

ジア＋日本」対話においても中央アジア全体での課題として挙げられており、外務省を中心に日

本政府としても中央アジア全体の地域開発戦略としてこの課題を取り上げている。 
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１－１－３ 本委託事業の目的 

 このような背景を踏まえ、本事業はロシア極東地域及びウズベキスタンについて中小企業を含

む日本企業の進出促進を図り、両国によるフードバリューチェーン構築を推進することを目的と

した。 
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２－１ ロシアにおける二国間事業展開支援 

 

２－１－１ 調査概要 

 

（１）調査の背景及び目的 

日露両国による農業協力、極東開発の可能性を追求するため、農林水産省では、2015 年 5 月に

第 2 回日露農業対話（モスクワ）、同年 8 月にハバロフスク地方、アムール州、沿海地方を対象に

官民ミッションを派遣する等、ロシア極東地域における GFVC 構築に係る日本企業の協力の可能

性を検討してきた。 

さらに 2016 年 5 月の日露首脳会談では、安倍首相から 8 項目からなる協力プラン1が提案され

た。その中でもロシア極東の産業振興・輸出基地化、先端技術協力、中小企業の交流・協力の抜

本的拡大等は、農林水産分野においてもロシア極東地域での日本企業の展開可能性が考えられる。

しかし、ロシア極東地域に対する基本的知識が十分でないことから、個々の日本企業が投資を判

断するには、さらなる調査を実施し、情報の収集・分析が必要となっている。 

そのような中、本事業では、ロシア極東地域の生産・流通・投資環境等における幅広な現況調

査を行った。それを踏まえた上で、日本企業の進出、投資促進を目的とした官民ミッションを実

施することで、個々の日本企業が投資を判断するための情報をとりまとめた。 

 

（２）調査の内容 

本事業では、現況調査として、ロシア極東地域の基礎情報の収集や、現地の制度やニーズ、課

題等の日本企業への裨益を意識した分析を行った上で、官民ミッションの派遣を実施し、民間企

業から見たロシア極東の可能性と課題の把握に努めた。調査のスキームは以下のとおりである。 

図表 1 調査スキーム 

 

                                                   
1 ①健康寿命の伸長、②快適・清潔で住みやすく、活動しやすい都市作り、③中小企業交流・協力の抜本的拡大、

④エネルギー、⑤ロシアの産業多様化・生産性向上、⑥極東の産業振興・輸出基地化、⑦先端技術協力、⑧人

的交流の抜本的拡大 

 

現地調査 

説明会実施 

官民ミッション実施 

（３）とりまとめ 

（１）ロシア極東地域における生産・流通・投資環境の現況調査 

（２）官民ミッションの派遣支援 

文献調査 国内ヒアリング 

ミッション参加者へのアンケートの実施 

（2016.9.4～9.10） 

（2016.10.25～11.5） 
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（３）対象地域の選定 

官民ミッションの事前準備及び現地行政機関等への協力依頼を兼ねた現地調査と官民ミッショ

ンの実施における対象地域については、図表 2 で示す極東連邦管区の構成主体 9 地域から、市場

性、日本企業との交流実績、移動の利便性等を鑑みて、発注者と協議の上で沿海地方、ハバロフ

スク地方、サハリン州の 3 地域を選定した。 

 

図表 2 極東連邦管区 9地域の概要 

 

 

  

中心都市
GRP

（2013、百万
ルーブル）

人口
（2016、
千人）

労働力人口
（2014、
千人）

失業率
（2014、

％）
主要産業

8,571,225 146,545 67901,0 5,2

2,808,368 6,195 3285,8 6,4

サハ共和国 ヤクーツク 569,132 960 482.1 7.4 鉱業（43%）、運輸・通信（9.5%）、建設業（8.1％）

カムチャッカ地方
ペトロパブロフスク・カ
ムチャツキー

131,561 316 181.9 6.1
政府・軍関係（18%）、漁業（12.6%）、卸売・小売業
（10.1%）

沿海地方 ウラジオストク 575,615 1,929 973.9 6.9
運輸・通信（20.5%）、卸売・小売業（18.8%）、不動産
業（10.4%）

ハバロフスク地方 ハバロフスク 473,695 1,335 724.3 6.9
運輸・通信（21.2%）、卸売・小売業（14%）、政府・軍
関係（10.8%）

アムール州 ブラゴベーシェンスク 211,224 806 424.9 5.6
運輸・通信（21.7%）、卸売・小売業（12%）、鉱業
（11.6%）

マガダン州 マガダン 88,490 146 86.8 3.1
鉱業（17.4%）、政府・軍関係（16.2%）、卸売・小売業
（13.4%）

サハリン州 ユジノサハリンスク 673,775 487 287.0 6.5 鉱業（61.1%）、建設業（6.2%）、不動産業（5.8%）

ユダヤ自治州 ビロビジャン 37,885 166 75.4 8.7
運輸・通信（17.4%）、政府・軍関係（16.4%）、建設業
（13.5%）

チュコト自治管区 アナディリ 46,990 50 31.1 3.2
鉱業（31.3%）、電気・ガス・水（14.6%）、卸売・小売
業（13.7%）、政府・軍関係（13.7%）

州名

ロシア連邦

極東連邦管区
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２－１－２ ロシア極東地域における生産・流通・投資環境の現況調査 

 

（１）ロシア極東開発の背景及び目的 

ロシア政府主導のもと 2007年から 2012年までに約 2兆円に上るインフラ整備を行ったことで、

2012年 9月にウラジオストクで開催されたアジア太平洋経済協力会議（APEC）は成功に終えた。 

しかし、依然として極東地域はロシアの欧露部から距離が離れており極東製品の競争力が低い

ことや、人口減少による域内の市場規模の縮小等社会的・経済的に多くの課題を抱えている。そ

のため、2012 年 5 月 7 日に発足した第 3 期プーチン政権では極東開発を最重要課題とし、従来の

公共事業中心の極東開発政策に加えて、民間が主体となる国内外からの投資誘致を目的とした新

たな政策を打ち出している。中でも、極東地域が日本や中国、韓国等アジア太平洋地域への玄関

口として輸出向け製品の生産拠点となることを目指し、2013 年に策定された「極東及びバイカル

地方の社会・経済発展に関する国家プログラム」（2014 年改訂、図表 3）をもとに、積極的な投

資環境の整備が加速化している状況である。 

なお、プーチン大統領は 2013 年 12 月に行った年次教書演説において「極東・シベリア地域の

発展は 21 世紀の国家的プロジェクト」であることを強調しており、近年の欧州危機、ウクライナ

問題による欧米からの経済制裁、原油価格暴落等によりロシア経済が不安定な情勢が続いている

ことからも、ロシアにとって東方シフトの意義が高まっている。 

 

図表 3 国家プログラム「極東及びバイカル地方の社会・経済発展」（2014年 4月 15 日承認）概要 

タイトル 極東及びバイカル地方の社会・経済発展に関する国家プログラム 

履行責任者 極東発展省 

参加機関 
地域発展省、保健省、教育・科学省、エネルギー産業省、建設・住宅・公益事業省、 

道路庁、鉄道輸送庁、海運・河川輸送庁、航空輸送庁、通信庁、漁業庁 

目 的 
 極東及びバイカル地方の加速的発展 

 極東及びバイカル地方における社会・人口状況の改善 

課 題 

 地方道の建設と再建による極東地域における輸送利便性の発展と生活質の向上 

 鉄道の輸送能力の著しい増強と海港の発展による「極東」で生産された製品及び極東及
びバイカル地方を経由する製品の適時かつ、信頼できる移出の保証 

 地域・地方空港の再建による極東地域の人口の移動性向上のための基盤創出 

予算措置  2014～2020 年の連邦予算の財政支出総額＝3,461 億 6,503 万 2,900 ルーブル 

期待される成果 

 超過的社会・経済発展に基づく地域間不均等発展の解消 

 地域人口増加のための条件創出、全般的な生活の質の向上 

 生産・社会インフラの発展 

 アジア太平洋地域との経済関係のポテンシャルの実現 

 工業と加工産業における伝統的活動形態の発展と新しいハイテク生産の核創出のための
前提の形成 

 あらゆる資源形態（国、私的、外国）を利用した投資活動のレベルの引き上げ 

 期間末までに投資額の 2.2 倍の増加 

 新規高生産雇用の創出、労働資源利用の効果の向上 

 輸送力発展による地域内の包領化の克服 

 住民の人的資本の質、生活の質の基準、社会保障の著しい向上を保証する教育、保険、
住宅セクターを含む社会インフラの現代化 

 2025 年までに人口の 1,075 万人増加 

下部プログラム 

 国家プログラム「極東及びバイカル地方の社会・経済発展」実現の保証及びその他の均
衡ある地域発展政策（2014～2025 年） 

 連邦特別プログラム「2018 年までの極東及びバイカル地方の経済・社会発展」（2014～
2017 年） 

 連邦特別プログラム「2007～2015 年のクリル諸島の社会経済発展」（2007～2015 年） 

（出所）極東開発省 Webサイトをもとに作成 
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（２）ロシア極東開発におけるロシア政府の体制 

 第 3 期プーチン政権が発足した直後、2012 年 5 月 21 日付でプーチン大統領が署名した大統領

令により、極東地域の発展プログラムの草案策定及びプロジェクト実施等を担う政府機関として

極東発展省が新設された。同省本部をハバロフスク、支部をモスクワといった本部機能を地方に

設置したことは、ロシアにとっても初の試みで異例の措置となった。当時の極東連邦管区大統領

全権代表（以下、極東全権代表）であったビクトル・イシャーエフ氏が極東発展省の初代大臣と

して兼務することとなったが、極東の社会・経済にかかる新たな提案がなされなかったことから

2013 年 8 月に解任となった。 

同年 8 月に現ユーリー・トルトネフ極東全権代表兼連邦政府副首相、同年 9 月に現アレクサン

ドル・ガルシカ極東発展大臣が就任した。前体制と異なるのは、極東全権代表と極東発展大臣を

切り離した代わりに、極東全権代表に連邦政府副首相のポストを与えたことである。理由は大統

領府に属する全権代表では連邦政府が所轄する各省庁間の活動を調整することができず、また大

臣も他の省庁に指導することができないためである2。また、極東発展省の拠点をウラジオストク

にも設置するとともに、ハバロフスクに拠点を残したまま、本部機能をモスクワに移転している。

したがって、現在モスクワを中心に事業の決定や推進がなされている。 

 トルトネフ極東全権代表兼副首相とガルシカ極東発展大臣の就任以降、両輪により積極的に民

間投資の誘致促進に向けた政策が打ち出されている。現在、図表 4 のとおり極東発展省直下に極

東開発の実働部隊となる 4 つの機関を設けた推進体制を構築し、民間投資の受け皿となる先進社

会経済発展区（TOR）やウラジオストク自由港といった制度のもと、新たな極東開発が急速に進

展している状況である。 

図表 4 ロシア極東開発におけるロシア政府の体制図 

 

 

 

 

 

 

 

機関名 役 割 

極東投資・輸出
エージェンシー 

民間投資誘致を促進し、極東地域からの輸出を拡大するため、企業への政府支援メ
ニューの紹介や各種投資基金活用支援等を行っている。特に政府優先プロジェクト
と海外投資家への仲介を行っている。 

極東発展公社 TOR やウラジオストク自由港の入居企業の審査・登録・管理運営を担っている。 

極東・バイカル
発展基金 

総額 200 億ルーブルの財源を有し、極東の発展に必要なエネルギー開発や輸送イン
フラ等の大規模な事業に対して金融支援を行っている。支援の対象か否かは専門家
グループが判断する。 

極東人材開発 
エージェンシー 

極東地域での人材育成と雇用促進を目的としており、極東、特に TOR 対象地域に
進出する企業への人材の確保を行う。現在、TOR の企業 114 社向けに 4,000 人の
雇用が創出されている。 

（出所）現地調査をもとに作成  

                                                   
2 一般社団法人ロシア NIS 貿易会 調査月報 2014 年 2 月号参照 

ロシア連邦政府 

極東投資・輸出促進 
エージェンシー 

株式会社 
極東発展公社 

極東・バイカル 
発展基金 

人材開発 
エージェンシー 

極東発展省 
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（３）投資環境の整備状況 

１）先進社会経済発展区（TOR） 

①概要 

極東開発における先進社会経済発展区（TOR）とは、国内外の企業を誘致し、ロシア極東が

アジア太平洋地域の輸出拠点化となることを目的とした新たな特区制度であり、設置期間は 70

年間とされている。 

2013 年 12 月プーチン大統領が年次教書演説で、極東開発の中心となる政策として TOR の

構想を打ち出し、2014 年 12 月 29 日付連邦法「ロシア連邦の先進社会経済発展区に関する法

律」が制定され、2015 年 3 月 30 日に施行された。 

図表 5 のとおり、2016 年 12 月現在で極東連邦管区内に 13 の TOR が設置されており、投資

の誘致や加速度的な社会経済の発展に向けて、入居する企業等に対し税制や手続きの簡素化等

における優遇措置が講じられる。なお、2016 年 12 月現在の全 TOR の入居企業数は 101 社で

あり、今後新たにサハ共和国とハバロフスク地方に各 1 件 TOR が創設される予定である。 

 

図表 5 2016年 12月現在の 13の先進社会経済発展区（TOR）の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記

号 
名称 

特化 

分野 
目的 

投資額 

（単位：億ルーブ

ル） 

新規 

雇用

（人） 民間 

投資 

インフ

ラ投資 

A 
プリアムール

スカヤ 

工業、物

流 

中国と国境を接しており、中国向けの製品製造とと

もに物流拠点の誘致を図る。 
1,365 0 1,800 

B ベロゴルスク 
農業、食

品加工 

大豆の一大生産地であることから農業・食品加工

の誘致を図る。（高度加工施設、配合飼料工場、

製パン工場を建設予定） 

102 0.462 1,200 

A プリアムールスカヤ 2015.6.25
ブラゴヴェシチェンスク地区、イ
ヴァノフスク地区

857

B ベロゴルスク 2015.8.21 ベロゴルスク市 711

C カムチャッカ 2015.8.28
ペトロパヴロフスク・カムチャツ
キー市

1,104

D ハバロフスク 2015.6.25 ハバロフスク市、ラキトノエ村 716

E コムソモーリスク 2015.6.26
コムソモリスクナアムール市、
アムールスク市

219

F ベリンゴフスキー 2015.8.21 アナドゥリ市、アナドゥリ地区 6,285,000

G 工業団地「カンガラススィ」 2015.8.22 ヤクーツク市 17

H ナデジュヂンスカヤ 2015.6.25 ナデジェヂンスキー地区 594

I ミハイロフスキー 2015.8.21
ミハイロフスキー地区、スパ
スキー地区、チェルニゴフカ
地区

3,885

J ボリショイ・カーメニ 2016.1.28 ボリジョイ・カーメニ市 1,232

K ユージナヤ 2016.3.17
ユジノサハリンスク市、アニ
ワ地区、トマリ地区

36,800

L ゴールヌィ・ヴォズドフ 2016.3.17 ユジノサハリンスク市 19,400

M アムロ・ヒンガンスカヤ 2016.8.27
ビロビジャン市、レニンスク地
区、オクチャーブリ地区

725

記号 名称 指定日 場所 面積（ha）
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C カムチャッカ 
工業、物

流、観光 

地理を生かし、北極海航路の東部のハブ港（運輸・

物流ターミナル）の構築を図る。 
221 84 1,900 

D ハバロフスク 

農業、食

品加工、

交通、物

流 

都市の消費者需要を満たすため。また、中国と国

境を接していることや、極東連邦管区の中心とい

う地域特性を生かし、交通・物流のハブとしての

発展を目指している。 

394 23 4,800 

E 
コムソモーリ

スク 

航空、造

船、機械 

旧ソ連時代からの地場産業である高度技術産業（航

空機部品、造船、木材加工等）の工場の誘致を目指

し、製造拠点の再生を図る。 

162 12 2,700 

F 
ベリンゴフス

キー 
鉱業 炭鉱開発及び輸送、電力等のインフラ整備を図る。 116 0 900 

G 

工業団地 

「カンガラス

スィ」 

製造業 建設資材等の製造業の誘致を図る。 43 2 1,170 

H 
ナデジュヂン

スカヤ 

食品加

工、工

業、物流 

沿海地方の港湾や空港へのアクセスの利便性を生

かし、食品加工、化学、繊維等の工場の誘致を図

り、沿海地方南部の物流ハブの構築を目指す。 

360 40 4,100 

I 
ミハイロフス

キー 

農業、食

品加工 

沿海地方の穀倉地帯であり、農業における、生産、

加工、流通の各段階での近代化を図る。 
565 44 3,300 

J 
ボリショイ・

カーメン 
造船 

旧ソ連時代からの地場産業である造船業の再生を

図る。 
1,485 31 6,000 

K ユージナヤ 
農業、食

品加工 

農産物の外部依存を減らすために、畜産、酪農、

食肉加工、野菜栽培の促進を図り、域内自給率の

向上を目指す。 

106 15 1,641 

L 
ゴールヌィ・

ヴォズドフ 
観光 

既存のスキー場を軸に、周辺地域を整備し、リゾー

ト化に向けた再開発を図る。 
99 100 550 

M 
アムーロ・ヒ

ンガンスカヤ 

農業、食

品加工、

物流 

アムール州と並ぶ大豆の生産地であることから、

大豆の生産性向上と高付加価値化を図る。また、

国境を接する中国とのアクセス改善のため、交通

インフラ整備も計画中。 

171 0 1,042 

※塗りつぶし（灰色）：農林水産関連に特化した TOR 

（出所）各種資料から HIT 作成（2016年 11月現在） 

 

②優遇措置 

レジデントと呼ばれる TOR の入居資格を有した企業は、図表 6 のとおり税制面や行政手続

きにおける優遇措置を享受することができる。特にレジデントが製造した製品を輸出する場合

の関税は免税となる。また、輸入においては、自由商業地域（FCZ）に準じた手続きが適用さ

れ、外国製の設備や消耗品等を自社での生産活動（保管、利用、加工等）を目的とした場合に

限り、関税と付加価値税が免税とされる。なお、FCZ により輸入された製品をそのまま他の企

業に転売することは禁止であるが、自社で再加工して国内企業への売却や再輸出する場合は免

税の対象となる。 
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図表 6 TORの優遇措置 

 項目 通常 有資格入居企業 

税
制
優
遇 

社会保険料 30% 10 年間：7.6％ 

企業利潤税（法人税） 20% 以下のとおり 

 
連邦税 2% 利益計上後 5 年間：無税 

 地方税 18% 
最初の 5 年 次の 5 年 

 
5%以下 10%以上 

財産税 2.2% 無税 

土地税 
0.3%～
1.5% 

利益計上後 3 年以内：無税 

関税 － 免税（還付） 

付加価値税（VAT)の還付手
続きの短縮化 

90 日 10 日以内（ロシア国外から調達する物品を対象） 

手
続
き
の
簡
素
化
・規
制
緩
和 

建設許可手続きの簡素化 － 40 日以内 

土地割り当ての簡素化 － 入居企業は、入札なしで土地が割り当てられる 

検査や監査の短縮 － 15 日以内 

その他 － 

・行政手続きのシングルウィンドウ化 

・政府によるインフラ整備及び優先的なインフラ利用 

・極東発展省の承認を得た場合のみ、他機関による立ち
入り検査が有効 

・外国人労働者雇用数の上限撤廃 

・訴訟時には極東発展公社がオンブズマンとなり入居企
業の権利・利益を保護 

 

③入居企業条件・登録の流れ 

TOR の入居企業になるためには、図表 7 のとおり企業や個人事業主が TOR の運営管理を行

う株式会社極東発展公社に対し申請を行う。極東発展公社は希望者からの申請を受けてから 15

営業日以内に審査を行い、その結果を申請者に通知する必要がある。 

入居企業になる条件としては、①極東地域に登記及び拠点があること、②投資額が 50 万ルー

ブル以上であること、③業種が各 TOR の活動対象分野と合致していることである。 

なお、③については、各 TOR に設定される特化分野以外の業種でも、ロシア政府が法令でリ

ストアップしている活動対象業種であれば申請は可能である。また、現在各 TOR の活動対象リ

ストに入っていなくても、審査において事業計画書が理にかなっており、ニーズが明確である

と判断されれば、法令の改定により新たにリストに加えることも可能であることを本事業にお

ける極東発展公社へのヒアリングの際に確認した。 

 

図表 7 TOR入居までの流れ 

 

 

 

 

 

※1 申請書類：入居者資格申請書、事業計画書、定款、各証明書類写し（国家登記証明書、税務機関登録証明

書等）、会計書（既存企業の場合） 

（出所）現地調査入手資料をもとに作成 

 

制度・関
連法令の
把握 

入居企業
選択基準
による自
社事業の
評価 

申請書類
の作成※ 1

・極東発
展公社へ
提出 

申請書類
の審査・
通知（15
営業日） 

協定書案
の作成・
申請者へ
の送付 

協定書への
合意・署名・
入居者資格
の授与 

申請者作業 極東発展公社作業 
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④農林水産業・食品産業関連における TOR 入居企業 

2016 年 11 月現在で農林水産業・食品産業関連を活動対象として TOR に入居する企業は以

下のとおりである。 

 

図表 8 農林水産業・食品産業関連における TOR入居企業リスト 

●TOR 「ベロゴルスク」（地図におけるアムール州の記号 B） 

登録日 企業名 事業内容 進 捗 

2015.11.16  有限会社油抽出工場アムー

ルスキー 

大豆加工（油・

ミール・レンチ

ン等） 

高度な大豆加工工場を建設中であり、2016 年中

に部分操業を始める予定。年間で地元産大豆 16

万 5,000 トンを加工する計画である。2016 年 4

月現在、工場の基礎工事が完了するほか、必要な

設備の 90%の購入を完了。  

2016.3.16 有限会社ベルフレプ パン製造 2016 年 4 月に製パン工場を始動した。投資総額

は 1,700 万ルーブルで、コンビナートの大規模改

修及び製品の品質向上と省エネのための最新型

の設備を導入。 

●TOR 「カムチャッカ」（地図におけるカムチャッカ地方の記号 C） 

登録日 企業名 事業内容 進 捗 

2016.3.31 有限会社養豚総合施設 

カムチャツキー 

養豚・食肉加工 2015年9月アルタイ地方から535頭の豚を購入。

豚肉加工施設建築中。2017 年春には豚肉製品及

び半加工品の販売開始予定。 

2016.4.25 有限会社ゼリョーナヤ・フ

ェルマ 

温室野菜栽培 通年稼働の温室野菜栽培施設建設に 12 億ルーブ

ル投資。施設規模は 5ha。年間収量としてキュウ

リ 2,000 トン、トマト 1,000 トン、レタス 40 万

個を計画。 

2016.4.27 レーニン漁業コルホーズ 漁船の近代化 － 

2016.9.2 有限会社カムチャツカ・ブ

ロイラー 

養鶏 2018 年 7 月または 8 月に冷蔵鶏肉、鶏肉半加工

品の製造開始予定。2016 年 8 月現在、土地配分

に合意済みで、事業計画・見積書を準備中。 

●TOR 「ハバロフスク」（地図におけるハバロフスク地方の記号 D） 
登録日 企業名 事業内容 進 捗 

2015.10.20 JGC Evergreen 

 

温室野菜栽培 日揮㈱が出資する日露合弁企業。2015 年に工業

団地アヴァンギャルドに、2.5ha の温室野菜栽培

施設を建設し、トマトとキュウリ、パプリカを栽

培。2016 年 9 月の第 2 回東方経済フォーラム時

にハバロフスク地方政府と文書を交わし、2017

年に温室を 5ha に規模拡張し、事業を拡大する

予定。 

2015.10.20 有限会社アヴァンギャルド 工業団地運営 産業物流コンプレックスとして機能 

（日本語サイト有：http://ip-avangard.com/jp/） 

2016.3.16 有限会社アグロ・ハブ 

 

食品倉庫、 

穀物飼料加工 

すでに肉・牛乳・魚の加工を開始。農家は当社か

ら農業機械をリースで借りることも可能。2012

年 12 月 20 日付 DV ニュース：東京の経済フォ

ーラムで「アグロ・ハブ」社が日本の双日マシナ

リーとの協力に関する文書に署名。契約内容は加

工じゃがいもの日本への納入で、双日側はロシア

側にじゃがいも加工機械を提供する。 

2016.8.10 有限会社ネバダ・ハバロフ

スク 

物流・倉庫業 2016 年 12 月 15 日付インテルファックス：グル

ープカンパニー「ネバダ」社は、TOR ハバロフ

スクに建設予定だった生産・ロジセンターの計画

を、投資環境が悪いことを理由に破棄すると発

表。 

http://ip-avangard.com/jp/
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●TOR 「コムソモーリスク」（地図におけるハバロフスク地方の記号 E） 

登録日 企業名 事業内容 進 捗 

2015.12.23 有限会社ユーコン 水産加工 「アムールリトマシュ」内の魚加工コンビナート

の刷新プロジェクトを行う予定。 

2015.12.25 有限会社アムール木材工業

会社（RFP グループ） 

木材加工（高品

質ベニヤの生

産） 

ハバロフスク地方投資、土地・財産政策大臣チャ

イカ氏談によると 2017 年 12 月までにベニヤ板

（年間 30 万㎥）製造工場が稼働予定。 

●TOR 「ベリンゴフスキー」（地図におけるチュコト自治管区の記号 F） 

登録日 企業名 事業内容 進 捗 

2016.8.25 公開型株式会社チュコトル

ィブプロムホズ 

漁業、水産加工 スライサー、温・冷燻製器等の新たな機械を導入

済みで 2017 年には魚の骨抜き機を導入予定。到

達困難地域から貯水池の魚を運ぶため難路用自

動車購入予定。 

2016.8.29 個人農家アンドリヤノフ・

イヴァン・ウラジミロヴィ

ッチ 

農業生産 不明 

●TOR 工業団地「カンガラススィ」（地図におけるサハ共和国の記号 G） 

登録日 企業名 事業内容 進 捗 

2016.6.2 有限会社サユリ 温室野菜栽培 事業遂行により、2018 年までに現地住民の野菜

や青物需要の 40％を占めることが期待されてい

る。 

●TOR 「ナデジュヂンスカヤ」（地図における沿海地方の記号 H） 

登録日 企業名 事業内容 進 捗 

2015.11.20 有限会社インコム DV ロジ

ェスティック 

物流・倉庫業 輸送・ロジセンター「ユージヌィ・プリモールス

キー・テルミナール（南沿海ターミナル）」。陸路、

水路、鉄道路で運ばれる貨物を処理するロジセン

ターとなる予定。極東の貨物輸送期間の短縮。 

2015.12.30 株式会社プリモルスキー・

コンジーチェル（沿海製菓） 

製菓製造 「菓子製造組合」との製品の許認可に対する意見

の相違が調整された。現在会社は菓子・パン類の

新規製造を予定。 

2016.7.19 有限会社プリモーリエ 物流・倉庫業 2016 年 7 月 29 日付ザラトイ・ログ新聞：卸・

配送センターに対する合意に基づく投資予定額

10 億 1,300 万ルーブル、食料品同時保管能力 5

万 2,000 トン、年間取扱高 50 万トン。センター

の建設は 3 段階に分けて実施、総額 43 億ルーブ

ル、420 人の雇用を生む予定。 

2016 年 12 月 15 日付 novostivl ：2017 年には

業務を開始予定。 

2016.7.21 有限会社インマエクス・ロ

ジスティック 

物流・倉庫業 5ha の土地に輸送・ロジコンプレックスを建設、

トランジット、輸出入、国内流通の近代的な輸

送・ロジハブとなる倉庫、無天蓋保管地、冷蔵倉

庫、積み替え装置、オフィス棟等を建設する。 

2016.8.10 有限会社ネバダ・ナデジュ

ヂンスカヤ 

水産加工、物流 不明 

●TOR 「ミハイロフスキー」（地図における沿海地方の記号 I） 

登録日 企業名 事業内容 進 捗 

2015.11.30 有限会社メルシートレード 飼料生産 2016 年 10 月 31 日付プリマメディア：㈲メルシ

ートレードが TOR ミハイロフスキーの養豚施設

で生産を開始。沿海地方の市場に毎月 550 トン

の豚肉を供給できる。豚 8 万 3,000 頭の屠殺能力

を持つ加工所が操業開始。月に 7,000 頭の豚処理

可能。 

2017 年春に向けて第 2 養豚施設建設開始。 
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2015.11.30 有限会社プリモルスキー・

ベーコン 

 2016 年 8 月 23 日付プリムガジエタ：現在建築

中、10 月に稼働すると現在ある施設より 2.5 倍

以上の能力を有する。 

＊㈲メルシーアグロプリモーリエ社が上記 2 社

の管理会社であり、この会社が大豆ととうもろこ

しを栽培して豚の餌として供給。 

沿海地方では月に約 5,000 トンの豚肉製品を消

費する、2 つの養豚施設でおおよそ月に 850 トン

の豚肉を生産できる。 

2015.12.29 有限会社ルスアグロ・プリ

モーリエ 

養豚、食肉加工 2018 年の稼働を目指して総合的な養豚施設を建

設中。建設の第 1 段階では、年間 10 万 t（生体

重量）の生産量を計画している。その他、飼料工

場、貯蔵施設、屠畜場の建設を予定している。 

2016.3.16 有限会社ハロル・アグロホ

ールディング 

穀物栽培、貯蔵 2016 年 10 月 19 日付 zrpress： 

大豆 2,500ha 栽培、収穫率 10 ﾂｪﾝﾄﾈﾙ/ha 予定。 

 

2016.4.21 有限会社極東農業会社 牛乳・牛肉生

産、養豚 

2016 年 10 月 19 日付 zrpress： 

2019 年までにチェルニゴフスキー地区でハルキ

ドン村の 2 ヶ所の酪農場（乳牛 2,400 頭）、スベ

トロエ村で養豚施設（10 万 8,000 頭）を設立予

定。投資総額は 90 億ルーブル。 

2016.5.30 有限会社チェルニゴフスキ

ー・アグロホールディング 

穀物生産・加工 2016 年 10 月 19 日付 zrpress： 

2017 年イネ科作物第一次加工施設の建設を完了

予定。建設費 3 億 6,960 万ルーブル。チェルニゴ

フカ村でとうもろこし、オオムギ、大豆を栽培予

定。カムチャッカの配合飼料工場に納入する。 

●TOR 「ユージナヤ」（地図におけるサハリン州の記号 K） 

登録日 企業名 事業内容 進 捗 

2016.7.1 株式会社メルシー・アグ

ロ・サハリン 

養豚 2016 年 7 月 4 日付サハリンインフォ：養豚施設

（6 万 2,000 頭）投資額 23 億ルーブル。73 人の

雇用を生む。 

2016.8.10 株式会社ソフォーズ・チェ

プリチヌィ 

温室野菜栽培 8ha の温室野菜栽培施設を建設。2016 年 12 月に

新たに 2ha 拡張し、合計 10ha になる予定。さら

に 2017 年には 2ha 拡張し、その後も 4ha 拡張

する計画がある。 

2016.8.29 有限会社グリーン・アグ

ロ・サハリン 

畜産（牛乳製

造） 

3,800 頭の乳用牛を導入。第一段階では 2016 年

中に 1,900 頭から搾乳を開始し、牛乳製造をする

予定である。第二段階では、2018 年までに残り

の 1,900 頭から搾乳した生乳を乳製品加工し販

売する予定。 

●TOR 「アムーロ・ヒンガンスカヤ」（地図におけるアムール州の記号 M） 

登録日 企業名 事業内容 進 捗 

2015.11.25 有限会社アムールプロム 大豆加工、木材

加工 

2016 年 11 月 8 日インターファックス： 

2017 年には計画策定を完了し、2019 年には大豆

加工場操業を目指す。 
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２）ウラジオストク自由港 

①概要 

プーチン大統領は TOR に続く極東開発の重点ツールとして、2014 年 12 月の年次教書演説

で、ウラジオストク自由港構想を発表した。それに基づき 2015 年 7 月 13 日付連邦法「ウラジ

オストク自由港」が制定され、同年 10 月 12 日に施行された。当初のウラジオストク自由港の

指定地区は、沿海地方南部の 15 自治体であった。2016 年 7 月 3 日付ロシア連邦法「ウラジオ

ストク自由港の変更について」により、元来の指定地区に加えて、“沿海地方ラゾフスキー地区”、

“カムチャッカ地方ペトロパブロフスク・カムチャツキー地区”、“ハバロフスク地方ワニノ地

区”、“サハリン州コルサコフ地区”、“チュクチ自治管区ペヴェク地区”の 5 つの地区がウラジ

オストク自由港に追加された3。これにより、自由港の指定地区の総面積は 124,980 ㎢で、2016

年 12 月現在の入居企業は中小企業を中心に 115 社となっている。 

なお、ウラジオストク自由港の目的は国内外企業の誘致促進による産業振興であり、設置期

間は TOR と同様に 70 年間である。TOR と異なるのは、明確な区画を定めずに市・地区全体

を対象エリアとしていることと、特化分野を設定せずに金融・保険と卸小売業以外の全ての業

種を参入可能とすることで、地域における経済活動の自由度を高めようとしていることである。 

図表 9 ウラジオストク自由港の配置図 

 

（出所）各種資料から HIT作成 

                                                   
3 ウラジオストク市以外の指定地区も、地理関係にかかわらず制度名称から〔ウラジオストク自由港〕となる。 
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②優遇措置 

企業に対する優遇措置は TOR と同様にウラジオストク自由港の入居資格を有した企業のみ

享受することが可能で、内容も重複する点が多い。TOR と異なるのは、道路や電力等のインフ

ラの優先的な利用や政府によるインフラ整備がないことである。 

一方、ウラジオストク自由港のみの特典として、観光客数の増加や海外とのビジネスの活性

化を図ることを目的に、自由港指定地区の港湾や空港、陸上の国境通過点における、通関手続

き等の24時間体制及びシングルウィンドウ化と8日間の短期ビザの発給を可能とする簡易ビザ

制度が加えられていることである。特に簡易ビザ制度については当初、2016 年 1 月からの運用

開始予定であったが、ビザ発給の情報電子システム構築遅延や関係機関との調整不足、法整備

の不備等により未だ実現に至っていない。 

 

図表 10 ウラジオストク自由港優遇措置 

 項目 通常 有資格入居企業 

税
制
優
遇 

社会保険料 30% 10 年間：7.6％ 

企業利潤税（法人税） 20% 以下のとおり 

  連邦税 2% 利益計上後 5 年間：無税 

  
地方税 18% 

最初の 5 年 次の 5 年 

  5%以下 10%以上 

財産税 2.2% 無税 

土地税 
0.3%～
1.5% 

利益計上後 3 年以内：無税 

関税 － 免税（還付） 

付加価値税（VAT)の還付手
続きの短縮化 

90 日 10 日以内（ロシア国外から調達する物品を対象） 

手
続
き
の
簡
素
化
・規
制
緩
和 

建設許可手続きの簡素化 － 40 日以内 

土地割り当ての簡素化 － 入居企業は、入札なしで土地が割り当てられる 

検査や監査の短縮 － 15 日以内 

簡易ビザ制度 － 入国時に 8 日間の短期ビザ発給 

その他 － 

・行政手続きのシングルウィンドウ化 

・極東発展省の承認を得た場合のみ、他機関による立ち
入り検査が有効 

・外国人労働者雇用数の上限撤廃 

・訴訟時には極東発展公社がオンブズマンとなり入居企
業の権利・利益を保護 

・通関手続き等の 24 時間体制及びシングルウィンドウ
化 

 

③入居企業条件・登録の流れ 

  ウラジオストク自由港の入居企業になるには、TOR と同様に極東地域に登記及び拠点がある

企業や個人事業主が極東発展公社に対して申請を行い、申請から 15 営業日以内に審査が行われ

ることとなる（P.9、図表 7 参照）。 

  なお、条件としては、TOR では最低投資額が 50 万ルーブル以上であるのに対し、自由港は

3 年間で 500 万ルーブル以上の投資が必要とされている。 
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（４）ロシア極東地域の農林水産業の現況 

１）文献調査 

現地当該部局の Web サイトによる公表資料、現地報道等をもとに、極東連邦管区 9 地域別の

農林水産業における概況を整理した。なお、本稿では現地調査及び官民ミッションを実施した

沿海地方、ハバロフスク地方、サハリン州の 3 地域を記載する。（※その他 6 地域を含めた詳細

については別添参考資料を参照） 

 

①沿海地方 

（a）産業特性 

極東最大の貿易港を有する沿海地方の主要産業は運輸・通信分野であり、続き卸売業や小売

業等商業が盛んな地域である。域内総生産は 5,756億ルーブルとロシア全体（8兆 5,712億 2,500

万ルーブル）の 6.7％であり、失業率は 6.9％とロシア平均（5.2％）を上回る。 

主たる輸出産品としては燃料エネルギー製品が金額ベースで 70％近くを占め、その後に魚・

海産物（12％）、木材（7％）と続く。一方輸入では、機械・設備・輸送機器が 49％、食料品・

農産原料が 13％と続く。 
 

図表 11 沿海地方の産業特性 

主要産業 

（2013 年） 
運輸・通信（20.5％）、卸売・小売業（18.8％）、不動産業（10.4％） 

域内総生産（GRP） 

（2013 年） 
5,756 億ルーブル 

消費者物価指数 112％（2014 年 12 月前年同月比） 

失業者数 

（2014 年） 
7 万 2,900 人（失業率 6.9％） 

貿易額 

（2014 年） 

・輸出：52 億 6,490 万ドル 

・輸入：76 億 4,650 万ドル 

主要貿易品目 

（2014 年） 

 

・輸出：燃料エネルギー製品（67％）、魚・海産物（12％）、木材（7％）、金属・金属製品
（4％）、機械・設備・輸送機器（3％） 

・輸入：機械・設備・輸送機器（49％）食料品・農産原料（13％）、繊維・繊維製品・靴
（8％）、化学工業製品（11％）、金属・金属製品（8％） 

（出所）2014 年の沿海地方の対外経済活動 

主要貿易相手国 

（2014 年） 

・輸出：中国、韓国、日本、アメリカ 

・輸入：中国、韓国、日本、アメリカ 

（出所）国家統計局「統計年鑑」・「ロシアの地域 2015年」、沿海地方政府「数字で見る沿海地方 2014年」 

 

（b）農業概況4 

（ア）概況 

 2015 年の沿海地方の農業生産額は約 351 億ルーブルで、ロシア全体の農業生産額の 0.7％

に当たる（ロシア全 85 地域中 46 位）。また、農業生産額の 52.8％が農産物、47.2％が畜産

物となっている。大豆生産量は 26 万 2,000 トンで、ロシア全体の 9.7％を占め、全国 3 位で

ある。米の生産量は 5 万 700 トンでロシア全体の 4.6％を占め、全国 4 位である。その他の

                                                   
4 all.biz「ロシアの地域農業」（http://www.ru.all.biz/selskoe-hozyajstvo-sahalinskaya-oblast-srd60065） 

http://www.ru.all.biz/selskoe-hozyajstvo-sahalinskaya-oblast-srd60065
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主要農畜産物として穀物、ジャガイモ、食肉、牛乳、鶏卵等があり、農畜産物の大部分は域

内の食品加工場で加工されている。食品加工業の中心は、果実・野菜加工、製パン、製菓、

油脂加工、製糖、食肉加工、チーズ製造、乳製品加工等である。 

 

（イ）国家プログラムに見る課題と今後の展開策 

沿海地方の今後の農業振興策を定める国家プログラム「2013～2020 年の沿海地方におけ

る農業振興及び農産物、原料、食糧市場の規制」によると、沿海地方の農業分野の課題とし

て、農産物の品質向上、土地の有効活用、生産基盤の整備や近代化、投資促進、流通整備等

が挙げられ、生産から流通まで FVC 全体に課題を有することが確認できる。 

 その対応策としては農地開墾や農業の機械化、加工生産分野の発展、農村地域の生活向上

等のプロジェクトが実施されることとなっている。 

 

図表 12 沿海地方の農業振興に関する国家プログラム 

タイトル 国家プログラム「2013～2020 年の沿海地方における農業振興及び農産物、原料、食糧市場の

規制」 

プログラム 

履行責任者 
沿海地方 農業・食糧局 

期 間 2013 年～2020 年 予 算 12,387.06 百万ルーブル 

目 的 1．ロシア連邦の食糧安全保障ドクトリンの計画された指標に基づき、地域の食糧の自給自足

を目指す 

2．上質かつ安全な農産物の提供 

3．ロシアの世界貿易機関（WTO）に加盟した背景から、地方内・外の市場での農産品・食

品の競争力の増加。沿海地方の農業製造業と加工業の財政的持続性の強化 

4．農村部の持続的発展と生活の質の向上 

課 題 1．高品質な農産物の生産・加工量の増加 

2．地力の維持と復元、農業目的の土地の効率的かつ合理的な利用の促進 

3．沿海地方の農地の開墾 

4．農業機械と技術の近代化を通じて生産性の向上。主な農業関連の基金の更新や創設 

5．沿海地方の農業の投資の増加 

6．小規模農家、園芸、家庭菜園の組合や会の発展と個人事業主の水準の向上 

7．沿海地方における家畜や家禽の増加 

8．農業食品市場のインフラや生活協同組合の発展 

9．農村の生活の質、社会的インフラの発展と農村集落におけるエンジニアリング配置の改善 

10．農村部の社会・人口的状況の改善、労働市場の拡大、農村部における労働人口を増加し、

さらに維持 

プロジェクト 1．農業機械・技術の近代化と農業関連施設の革新的発展 

2．財政的リスクの減少と財政的持続性の強化 

3．地力の維持と向上。休耕地と緑地を新たに農業目的で使用するための手引き 

4．沿海地方の農地の開墾 

5．作物と作物加工の振興 

6．畜産業の振興、家畜優良育種の発展、家畜の総合的衛生、畜産物加工業の発展 

7．小規模農家、園芸家、家庭菜園の組合や会の支援 

8．国家プログラム「沿海地方における農業振興及び農産物、原料、食糧市場の規制」の実現

に向けた実務的部署の機能の達成 

9．沿海地方の農村の持続可能な開発 

10．卸売・配布センターと社会的食糧均等配分システムのインフラの発展 
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【参考：「ルスアグロ」の子会社が沿海地方産のトウモロコシを日本に試験的に出荷（現地報道）】 

2016.01.21／プリマメディア 
 「ルスアグロ」の沿海地方で活動する子会社、㈲「プリムアグロ」が沿海地方で栽培された
トウモロコシ 1 万トンを今月、試験的に日本に出荷した。 
 将来、同社では日本への輸出拡大と中国市場への進出を計画している。 
 「ルスアグロ」がアジア太平洋地域へのトウモロコシの輸出に動き出したのは、2015 年 9 月
の東方経済フォーラムだ。 
 「ルスアグロ」は㈱「ウラジオストク海洋商業港（FESCO グループ傘下）」と農作物流通の
枠組みでの協力協定を結んだ。2015 年に「ルスアグロ」は沿海地方で 3,500 ヘクタールにトウ
モロコシを作付けした。 
 バソフ社長によると、もし日本市場に輸出できる品質になれば、1 万 5,000～2 万トンを輸出
する。将来的には増産し、トウモロコシ用の乾燥施設や倉庫も造る。施設が完成すれば、沿海
地方は 3 年間でトウモロコシの生産量を年間 100 万トンまで増やせるだろう。 
 「ルスアグロ」では近い将来にトウモロコシの生産量を年間 10 万トンにし、ほぼ全量を中国
に輸出する可能性もあるとしている。中国市場は最近までロシアの農産物の輸入を制限してい
た。 
 現在、「ルスアグロ」は沿海地方で 3 万ヘクタールを耕作し、大豆、トウモロコシを栽培して
いる。 
 2015 年にはミハイロフスキー地区にある㈱「ウチホズ PGKhA」（農地 6,177 ヘクタール、
そのうち牧草地 5,500 ヘクタール）の定款資本の 100％を取得した。 
 連邦農業監督署のダンクベルト署長は以前、2016 年には中国への穀類輸出が 100 万トンにな
るかもしれないと話していたが、確かにそれも夢ではない。2015 年にロシアは中国に約 55 万
トンの大豆、トウモロコシ、菜種を出荷した。 
 かつてロシアは中国に沿海地方からトウモロコシや大豆を輸出していたが、2015 年 12 月 17
日ロシアと中国はロシアから出荷される穀類（小麦、トウモロコシ、米、大豆、菜種）への植
物衛生基準に関するプロトコールを結んだ。 
 トウモロコシ、米、大豆、菜種の出荷ができるのは、ハバロフスク地方、沿海地方、ザバイ
カル地方、アムール州、ユダヤ自治州。作物は全て加工用だ。 

 

（c）林業概況5 

（ア）概況 

2012 年の沿海地方における生産林の森林蓄積は 12 億 8,804 万㎥であり、北部と中央部を

中心に分布している。生産林の森林蓄積のうち、針葉樹林が 60％、硬質広葉樹林が 24％、

軟質広葉樹林が 16％となっている。極東連邦管区の中でも、沿海地方は最も生産性が高く、

成熟林と老齢林の平均蓄積は針葉樹が 195 ㎥/ha、硬質広葉樹と軟質広葉樹が 175 ㎥/ha と

なっている。 

2012 年の年間可能伐採量 718 万 3,000 ㎥のうち、木材加工量は 377 万 4,854 ㎥で可能伐

採量の 51％であった。 

 

 （イ）国家プログラムに見る課題と今後の展開策 

沿海地方の今後の林業振興策を定める国家プログラム「2013 年～2020 年の沿海地方にお

ける林業の振興」によると、沿海地方の林業分野の課題として、森林管理の効率性の上昇、

業務遂行の質の向上、森林火災の対応等が挙げられる。 

                                                   
5 国家プログラム「2013 年～2020 年の沿海地方における林業の振興」、国連食糧農業機関（FAO）「ロシア極東

の林業調査」 
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そこで振興策の目的として、森林管理の効率性の上昇や資源・環境ポテンシャルの維持、

環境整備等を振興策の目的として掲げている。 

 

図表 13 沿海地方の林業振興に関する国家プログラム 

タイトル 国家プログラム「2013 年～2020 年の沿海地方における林業の振興」 

プログラム 

履行責任者 
沿海地方 林業局 

期 間 2013 年～2020 年 予 算 285,957,640 ルーブル 

目 的 1．森林の利用、保全、保護の効率の向上 

2．資源・環境ポテンシャルを確実に維持しつつ、森林資源と森林の有益な機能に対する

社会の需要に安定的に応えること 

3．国家森林管理の効率向上のための環境整備 

課 題 1．国による森林管理の効率や、申請者に対するサービス提供の品質を上げ、業務遂行の

質を向上させること 

2．連邦国家森林管理（森林保全）、森林火災の監視、森林資源利用の管理の効率向上 

3．森林火災の予防、発見、消火の効率向上、森林火災によって社会や環境が被る損害の

減少 

 

（d）水産業概況6 

  （ア）概況 

 沿海地方は海洋生物資源を豊富に有しており、シベリア鉄道にアクセス可能な不凍漁港と

労働力を有していることから、ロシアの水産業振興において重要な地域とされている。 

2013 年の極東連邦管区の漁獲量はロシア全体の 82％を占めている。また、水産加工品、

水産缶詰の生産ではロシア全体の 59％を占めている。極東連邦管区の中でも沿海地方は、水

産缶詰の生産量が 1 位、水産加工品の生産量がカムチャッカ地方に次いで 2 位、漁獲量では

カムチャッカ地方、サハリン州に次いで 3 位となっている。 

2013 年の水産品の輸出額は 8 億 2,520 万ルーブルであり、沿海地方の輸出総額の 19％を

占めた。輸出品目の割合は「生・冷凍魚」が 69％、「肝、魚卵、白子」が 12％、「甲殻類」

が 12％、「フィッシュ・ミール」が 4％、「魚フィレ」が 2％、「軟体動物」が 1％となってい

る。 

 

（イ）国家プログラムに見る課題と今後の展開策 

沿海地方の今後の水産業振興策を定める国家プログラム「2013 年～2017 年の沿海地方に

おける水産業の振興」と「2013 年～2020 年の沿海地方における水産業の振興」によると、

沿海地方の水産業分野の課題として、新たな施設の建設や既存の設備の更新・近代化、水産

業のイメージ向上、市場メカニズムの強化、国家管理の効率性の上昇等が挙げられ、生産環

境の整備から販売までの各段階で課題を有することが確認できる。 

 そこで振興策の目的として、水産製品の生産拡大と国内市場への国産製品の導入、水産製

品の輸出拡大、水産製品に対する需要の増大、国産製品の競争力の増大等を掲げている。  

                                                   
6 国家プログラム「2013 年～2020 年の沿海地方における水産業の振興」 
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図表 14 沿海地方の水産業振興に関する国家プログラム① 

タイトル 国家プログラム「2013～2017 年の沿海地方における水産業の振興」 

プログラム 

履行責任者 
沿海地方 漁業・海洋生物資源局 

期 間 2013 年～2017 年 予 算 887,994,390 ルーブル 

目 的 1．高度に加工した競争力のあるロシアの水産製品の製造と販売を拡大し、輸入製品に替

えて国内市場に集約的に国産製品を導入すること 

2．高度に加工した水産製品の輸出の拡大 

3．活魚、生魚、冷蔵魚を含む水産製品に対する人口一人当たりの需要の増大 

課 題 1．新しい主要生産施設の建設、既存の主要生産施設の設備更新と近代化 

2．企業活動を振興し、沿海地方水産業のよいイメージを作ること 

3．水産品販売を最適化する効率的な市場メカニズムの強化 

4．効率的な国家管理 

 

図表 15 沿海地方の水産業振興に関する国家プログラム② 

タイトル 国家プログラム「2013 年～2020 年の沿海地方における水産業の振興」 

プログラム 

履行責任者 
沿海地方 漁業・海洋生物資源局 

期 間 2013 年～2020 年 予 算 1,238,897,710 ルーブル 

目 的 1．ロシアの水産製品の製造と販売を拡大し、輸入製品に替えて国内市場に集約的に国産

製品を導入すること 

2．国内市場と国際市場においてロシア水産品の競争力を増大させること 

課 題 1．新しい主要生産施設の建設、既存の主要生産施設の設備更新と近代化 

2．企業活動を振興し、沿海地方水産業のよいイメージを作ること 

3．水産品販売を最適化する効率的な市場メカニズムの強化 

4．効率的な国家管理 

 

【参考：ロシア初の近代的なカニ漁船がウラジオストクの水産会社向けに建造される（現地報道）】 

  2017.01.10／プリマメディア 
 ㈲「アンテイ」（ウラジオストク）の発注で、造船所「ペプラ」は 2018 年に近代的なカニ漁
船を建造する。すでに前渡金は支払われている。船体工事はすでに始まっている。これはロシ
アで初めての近代的なカニ漁船となる。 
 「ペプラ」では建造にかかる費用は「アンテイ」側と調整中で明かせないとしているが、2,000
万ユーロほどと見られる。船の建造にはスコットランドの設計 PL-475 を応用する。 
 「ペプラ」ではこの設計に基づき、ノルウェーの船主 Keltic AS 向けにはえ縄漁船を建造し
たことがある。設計作業はサンクトペテルブルグの造船船舶修理技術センターに加盟する「ボ
ストーク」が行う。 
 ところで「アンテイ」は投資の見返りで得られる漁獲枠はもらっていないが、日本企業とは
毎月 60 トンのカニを出荷する契約を結んでいる。「アンテイ」のザハルチェンコ副社長に確認
したところ、それは取引上の非公開の情報だとし明らかにはしていない。 
 「コメルサント」誌によると、造船業界に漁獲枠が再分配されるのは 2019 年からだ。優遇
枠を得られるのは国内に沿岸加工工場を建設した企業か、国内の造船所で船を造った企業だ。
これを見越して「アルハンゲリスクトロール船団」、「ノルド・ピリグリム」はヴィボルグ造船
所に漁船を発注した。ただし政府決定によりカニの漁獲枠はこの対象ではない。 
 ロシアでは老朽化した漁船の更新が必要だが、中国の造船業者との競争や、奨励策が乏しい
せいで、このところ国内の造船所では大々的なカニ漁船の建造は行われてこなかった。こうし
た状況を受け、政府は造船の発注者を対象に、造船に必要な資金を年利 6％で借りられる制度
を導入するつもりだ。因みに今は年利 12～13％だ。あるロシアの船主によると、ドル建てで借
り入れると年利 6～6.5％、ユーロ建てだと 3.5～4％。 
 カニ漁はバレンツ海や極東の水域で行われる。もし同じようなカニ漁船を中国で造れば、費
用がより安くなることもある。 
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 ㈲「アンテイ」はウラジオストクで 1993 年から活動し、定款資本は 200 万ルーブル。社長
はパロマル・アンドレイ氏。主に漁労を営むが、他にも 20 の様々な業務を行う。支店は 2 つ、
子会社は 4 社。カニ漁は漁船 10 隻を出してオホーツク海、ベーリング海、日本海で行う。 
 「アンテイ」はカニをアメリカ合衆国と日本に 10 年以上提供し、カムチャツカ、サハリン、
沿海地方からモスクワやサンクトペテルブルグの市場に冷凍魚や生の海産物を供給している。 
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②ハバロフスク地方 

（a）産業特性 

ハバロフスク地方の主要産業は運輸・通信分野であり、続き卸売業や小売業等商業が盛んな

地域である。域内総生産は 4,736 億 9,520 万ルーブルとロシア全体（8 兆 5,712 億 2,500 万ル

ーブル）の 5.5％あり、失業率は 6.9％とロシア平均（5.2％）を上回る。 

主たる輸出産品としては木材・パルプ・製紙製品が金額ベースで 41％近くを占め、その後に

燃料・エネルギー製品（28.9％）、金属・金属製品（15.2％）と続く。一方輸入では、機械・設

備・輸送機器が 69％、金属・金属製品が 7.6％と続く。 

 

図表 16 ハバロフスク地方の産業特性 

主要産業 

（2013 年） 
運輸・通信（21.2％）、卸売・小売業（14％）、政府・軍関係（10.8％） 

域内総生産（GRP） 

（2013 年） 
4,736 億 9,520 万ルーブル 

消費者物価指数 111.8％（2014 年 12 月前年同月比） 

失業者数 

（2014 年） 
4 万 3,900 人（失業率 6.9％） 

貿易額 

（2014 年） 

・輸出：16 億 8,170 万ドル 

・輸入：8 億 50 万ドル 

主要貿易品目 

（2014 年） 

・輸出：木材・パルプ・製紙製品（40.9％）、燃料・エネルギー製品（28.9％）、金属・金
属製品（15.2％）、食料品・農産原料（12.7％） 

・輸入：機械・設備・輸送機器（69.0％）、金属・金属製品（7.6％）、化学工業製品・ゴム
（6.6％）、食料品・農産原料（5.5％）、繊維・繊維製品（2.5％） 

主要貿易相手国 

（2014 年） 

・輸出：中国、韓国、タイ、日本、アメリカ、ドイツ 

・輸入：中国、アメリカ、フランス、韓国、ドイツ、オーストリア、イタリア、日本 

（出所）国家統計局「統計年鑑」・「ロシアの地域 2015年」 

 

（b）農業概況7 

  （ア）概況 

ハバロフスク地方の農業生産は厳しい自然気象条件の中で行われており、30％以上の耕地

面積で土地改良が行われている。2014 年の農業生産額は約 231 億ルーブルで、域内総生産の

約 4％を占めている。主な農産物は穀物、大豆、ジャガイモ、野菜。しかし、ジャガイモと

野菜の生産量の 90％は、自給的な個人農家により栽培されており、バリューチェーンに乗っ

ていないのが現状である。 

農業生産活動はハバロフスク地方全域で行われているが、主要生産地はハバロフスク地方

南部に集中している。また、畜産においてはハバロフスク地方全域で牛と豚の飼育が行われ

ており、北部ではトナカイの飼育も行われている。 

 

  

                                                   
7 all.biz「ロシアの地域農業」（http://www.ru.all.biz/selskoe-hozyajstvo-sahalinskaya-oblast-srd60065） 

http://www.ru.all.biz/selskoe-hozyajstvo-sahalinskaya-oblast-srd60065
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（イ）国家プログラムに見る課題と今後の展開策 

ハバロフスク地方の今後の農業振興策を定める国家プログラム「2013～2020 年のハバロ

フスク地方における農業振興及び農産物、原料、食糧市場の規制」によると、ハバロフスク

地方の農業分野の課題として、農産物・食品の生産量の増加、土地の有効活用、生産基盤の

整備、小規模農家の支援等が挙げられる。 

その対応策としては作物振興や畜産振興、食品加工産業の発展、農業の機械化等のプロジ

ェクトが実施されることとなっている。 

 

図表 17 ハバロフスク地方の農業振興に関する国家プログラム 

タイトル 国家プログラム「2013～2020 年のハバロフスク地方における農業振興及び農産物、原料、

食糧市場の規制」 

プログラム 

履行責任者 
ハバロフスク地方 農業・食糧局 

期 間 2013 年～2020 年 予 算 11,362.94 百万ルーブル 

目 的 1．安全かつ高品質な農産物の提供 

2．農地の効率的な利用と耕作面積の増加 

3．農産物の革新の振興のための環境の整備 

4．農村地域持続可能な開発のための環境の整備 

課 題 1．主要な農産物の生産と食品の生産の増加促進 

2．地力の維持と復元のための環境整備、農地の有効利用の促進 

3．農業生産の革新的な開発の促進 

4．農村部の小規模農家の支援 

5．地方内の農村部の持続的な発展 

プロジェクト 1．作物振興 

2．畜産振興 

3．食品加工産業の発展 

4．農業機械と技術の近代化 

5．農産物の革新的発展 

 

【参考：ハバロフスク地方で日揮がイチゴの新品種を栽培する計画（現地報道）】 

2017.01.26／DV キャピタル 
 ハバロフスクの工業団地「アヴァンガルド」でハバロフスク地方投資開発庁、ハバロフスク
地方政府の担当者が出席して実務者会議が開かれ、日露合弁企業「JGC エヴァーグリーン」の
温室拡大問題が話し合われた。同社では面積を 2 倍にしたいと考えている。 
 第 2 期工事により生産量と作物の種類を増やす。設計等の文書はすでにできており、作業完
了は 2017 年末の計画だ。その後、第 3 期工事に取り掛かり、温室を 10 ヘクタールまで増やす。 
 現在、地方投資開発庁は地方政府と共に投資事業で起こりうる全ての問題を検討している。
特に日本側が心配しているのがエネルギー価格、TOR の優遇措置の適用の有無だ。イチゴの新
品種の栽培が計画されているが、その登録手続きが行われている。 
 工業団地「アヴァンガルド」での温室の第 2 期工事は投資開発庁と日揮が署名した計画に基
づき進められている。すでにハバロフスク中央市場で適宜生産物を販売することで合意ができ
ている。 
 温室の第 1 期工事は面積が 2.5 ヘクタールで、2015 年末に完成した。2016 年 3 月には野菜
が収穫された。現在、ここで採れた野菜は商業ネットワークで流通されている。2016 年にはト
マト約 150 トン、キュウリ 263 トンが販売された。 

 



 

23 

（c）林業概況8 

（ア）概況 

2012 年のハバロフスク地方における森林面積は約 520 万 ha で、割合は生産林が 40.5％、

保護林が 14.5％、予備林が 45％となっている。森林蓄積の約 51 億㎥のうち、約 30 億㎥が

針葉樹であり、主要な樹木はカラマツとエゾマツである。中でもカラマツ林が森林樹木の

63％を占めている。また、生産林の森林蓄積については、針葉樹が約 20 億㎥、軟質広葉樹

が 2 億 4 千万㎥、硬質広葉樹が約 1 億㎥であり、主にハバロフスク地方の中央部と南部に分

布している。 

 2012 年の年間可能伐採量 2,507 万 8,000 ㎥のうち、木材加工量は 693 万 9,600 ㎥で可能伐

採量の 28％であった。ハバロフスク地方はロシア全体の森林資源保有量の 6.6％、極東連邦

管区の 25.5％を有しており森林資源開発のポテンシャルはあるが、域内での木材加工は極東

連邦管区の他地域よりも遅れをとっている状況である。 

 

（イ）国家プログラムに見る課題と今後の展開策 

 ハバロフスク地方の今後の林業振興策を定める国家プログラム「2013 年～2020 年のハバ

ロフスク地方における林業の振興」によると、ハバロフスク地方の林業分野の課題として、

森林の保全・保護・再生や森林利用の効率性の上昇が挙げられ、森林の管理全体に課題を有

することが確認できる。 

 その対応策としては森林火災の予防と対応策の構築、森林保護システムの創設、森林再生、

森林利用の実現等のプロジェクトが実施されることとなっている。 

 

図表 18 ハバロフスク地方の林業振興に関する国家プログラム 

タイトル 国家プログラム「2013 年～2020 年のハバロフスク地方における林業の振興」 

プログラム 

履行責任者 
ハバロフスク地方政府 森林局 

期 間 2013 年～2020 年 予 算 6,573,098,480 ルーブル 

目 的 1．森林の利用、保全、保護、再生の効率の向上 

2．森林の資源・環境ポテンシャルを確実に維持しながら、森林の資源に対する社会の需

要、また環境保全、保健衛生、保護、環境形成等の森林の機能（以下「森林の機能」

という）に対する社会の需要に安定的に応えること 

課 題 1．森林の保全と保護、再生 

2．効率的な森林利用を実現し、森林の資源と森林の機能に対する社会の需要に安定的に

応えること 

プロジェクト 1．火災の危険性の監視と森林火災消火の効率的なシステムの創設 

2．森林火災の発生、拡大の警告と予防 

3．森林を有害動植物から保護する効率的なシステムの創設 

4．効率的な森林再生 

5．森林利用の実現 

6．営林区による森林の利用 

                                                   
8 国家プログラム「2013 年～2020 年のハバロフスク地方における林業の振興」、国連食糧農業機関（FAO）「ロ

シア極東の林業調査」 
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【参考：ハバロフスク地方では森林開発分野の投資事業を国が支援（現地報道）】 

2017.01.12／DV キャピタル 
 ハバロフスク地方で木材加工業を営む 2 社が自らの投資事業を重点事業リストに盛り込むよ
う申請し、ハバロフスク地方シポルト知事がそれを承認した。申請者は㈲「リェスプロム DV」
と「ロギスティク・リェス」で、前者はラゾ記念地区に木材加工施設を作る計画で、後者はソ
ールニェチヌィ地区ベリョーザブィに木材加工工場を建設する。 
 重点事業リストについては連邦林業局、産業商務省とはすでに調整がついている。最終決定
は産業商務省が 1 月末までに採択する。 
 天然資源省木材産業委員会のトレグボフ副委員長によると、リストに入ることで相当な支援
を国から受けられるようになる。例えば、オークションなしで事業に必要な森林区画が手に入
り、森林区画の賃貸料は所定の期日までに投下資本回収の段階に入っていない場合には半額に
なる。事業の期間は 2017～2020 年の予定。 
 「ロギスティク・リェス」は 34 億 3,000 万ルーブルをかけて木材加工工場を作り、400 人以
上の雇用を創出する。2017 年には必要な設計文書を承認し、森林区画の賃貸契約を結び、木材
調達を始め、機械や設備の一部を調達し、インフラや工場建設に取り掛かる。 
 製材工場の利用開始は 2018 年第 1 四半期の計画だ。第 1 期工事分の火力発電所と乾燥施設
は 2019 年に稼働予定。第 2 期工事分のペレット製造工場と乾燥施設は 2020 年に稼働の予定。
本格生産が始まると、乾燥材を年間で 38 万立方メートル、燃料ペレット 15 万トン、チップ 23
万立方メートルが生産できる。 
 「リェスプロム DV」は 13 億ルーブルを投じて木材加工施設を作り、150 人以上の雇用を生
む。2020 年には製材 6 万 1,500 立方メートル、ペレット 1 万トン、突板 9,500 立方メートル、
薪 5,000 立方メートルが生産できるようになる。突板と燃料ペレットの工場は 2017 年にも部
分操業する計画だ。 
 ハバロフスク地方政府によると、2008 年以降、重点事業リストに含まれた森林開発関係の投
資事業は 8 件。現在、国の支援を受けているのは「ダリリェスプロム」、「リンブナン・ヒジャ
ウ」、「アジア・リェス」。 

 

（d）水産業概況9 

（ア）概況 

 2013 年のハバロフスク地方の水産業における生産額は約 65 億ルーブルであり、漁業の

約 70％は海洋漁業であり、約 30％が河川や沿岸での漁業となっている。主要な漁獲品目は

スケトウダラ、ニシン、サケ・マス、ヒラメ等である。 

ハバロフスク地方の水産業における課題として、海洋生物資源の減少、漁船の老朽化と更

新資金の不足、高付加価値加工に向けた原料の不足、冷蔵・冷凍技術と設備の不足、国内市

場への輸送インフラの不備等が挙げられる。 

 

（イ）国家プログラムに見る課題と今後の展開策 

ハバロフスク地方の今後の水産業振興策を定める国家プログラム「2014 年～2020 年のハ

バロフスク地方における水産業の振興」によると、ハバロフスク地方の水産業分野の課題と

して、養殖漁業による海洋生物資源の再生、沿岸加工の振興、個人事業主への国家支援等が

挙げられる。 

その対応策として、海洋生物資源の保全、再生産、合理的利用に基づく関連政策策定と、

水産関連企業と個人事業者の競争力の確保に向けた水産業の組織化に関するプロジェクトが

実施されることとなっている。 

                                                   
9 国家プログラム「2014 年～2020 年のハバロフスク地方における水産業の振興」 
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図表 19 ハバロフスク地方の水産業振興に関する国家プログラム 

タイトル 国家プログラム「2014 年～2020 年のハバロフスク地方における水産業の振興」 

プログラム 

履行責任者 
ハバロフスク地方 天然資源省 

期 間 2014 年～2020 年 予 算 4,423,840,520 ルーブル 

目 的 1．海洋生物資源の保全、再生産、合理的利用に基づく、安定的な水産業の振興 

2．水産関連企業と個人事業者によって生産される商品とサービスの競争力の確保 

課 題 1．養殖漁業による海洋生物資源の再生振興 

2．海洋生物資源の沿岸加工の振興 

3．水産関連企業と農業製品生産者である個人事業者に対する国家支援の供与 

4．その実施のために地方が支払い義務を負う権限、ロシア連邦構成主体に対する統一補

助金が利用される権限等、ロシア連邦から移譲された海洋生物資源の形成、管理、保

護分野の地方国家機関の権限の履行効率を上げること 

プロジェクト 1．水産関連施策の策定と実施 

2．水産業の組織化と支援 
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③サハリン州 

（a）産業特性 

サハリン州の主要産業は鉱業であり、続き建設業や不動産業等工業が盛んな地域である。域

内総生産は 6,737 億 7,540 万ルーブルとロシア全体（8 兆 5,712 億 2,500 万ルーブル）の 7.9％

であり、失業率は 6.5％とロシア全体（5.2％）を上回る。 

主たる輸出産品としては燃料・エネルギー製品（石油、液化天然ガス、石炭）が金額ベース

で 96％近くを占め、魚・海産物（3.1％）が続く。一方輸入では、機械・設備・輸送機器が 59.3％、

金属・宝石・金属製品が 27.1％と続く。 

 

図表 20 サハリン州の産業特性 

主要産業 

（2013 年） 
鉱業（61.1％）、建設業（6.2％）、不動産業（5.8％） 

域内総生産（GRP） 

（2013 年） 
6,737 億 7,540 万ルーブル（2013 年） 

消費者物価指数 108.6％（2014 年 12 月前年同月比） 

失業者数 

（2014 年） 
1 万 8,400 人（6.5％） 

貿易額 

（2014 年） 

・輸出：166 億 9,620 万ドル 

・輸入：13 億 650 万ドル 

主要貿易品目 

（2014 年） 

・輸出：燃料・エネルギー製品（石油、液化天然ガス、石炭）（95.7％）、魚・海産物（3.1％、） 

・輸入：機械・設備・輸送機器（59.3％）、金属・宝石・金属製品（27.1％）、化学工業製
品（6.3％） 

主要貿易相手国 

（2014 年） 

・輸出：日本、韓国、中国、台湾、インドネシア、ノルウェー 

・輸入：ノルウェー、英国、ベルギー、中国、フランス、イタリア、日本 

（出所）国家統計局「統計年鑑」・「ロシアの地域 2015年」 

 

（b）農業概況10 

  （ア）概況 

サハリン州の生産地はアニワ地区、ティモフスク地区、ウグレゴルスク地区、ユジノサハ

リンスクに集中しており、栽培される主要農産物はキャベツ、ニンジン、ビーツである。ま

た、温室栽培施設でトマト、キュウリ、ピーマン、青菜類が通年栽培されている。サハリン

州で生産される農畜産物のほとんどが域内で消費されるが自給率は低く、ロシア大陸部から

輸送される農作物や、中国を中心とした外国産の輸入品に依存している。そのため、地場の

農業振興は不可欠である。 

サハリン州政府では特にジャガイモと野菜、食肉、乳製品の生産力向上を農業振興の重点

分野としている。2015 年にはサハリン州で養豚場建設プロジェクトが実現し、養鶏場の改築

と設備更新、複数の牛舎、2ha の通年型温室、2 か所のジャガイモ貯蔵場の建設等が行われ

た。 

  

                                                   
10 all.biz「ロシアの地域農業」（http://www.ru.all.biz/selskoe-hozyajstvo-sahalinskaya-oblast-srd60065） 

http://www.ru.all.biz/selskoe-hozyajstvo-sahalinskaya-oblast-srd60065
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（イ）国家プログラムに見る課題と今後の展開策 

サハリン州の今後の農業振興策を定める国家プログラム「2014～2020 年のサハリン州に

おける農業振興及び農産物、原料、食糧市場の規制」によると、サハリン州の農業分野の課

題として、農産物・食品の生産量の増加、投資促進、生産基盤の整備、土地改良と土地の有

効活用等が挙げられる。 

その対応策としては作物・畜産物の生産・加工の発展や小規模農家支援、農業機械の近代

化、農業生産環境の提供等のプロジェクトが実施されることとなっている。 

 

図表 21 サハリン州の農業振興に関する国家プログラム 

タイトル 国家プログラム「2014～2020 年のサハリン州における農業振興及び農産物、原料、食糧

市場の規制」 

プログラム 

履行責任者 
サハリン州 農業省 

期 間 2014～2020 年 予 算 22,313,469.5 千ルーブル 

目 的 1．1．2010年1月30日付政令第120号ロシア連邦の食糧安全保障ドクトリンの指標に基づき、

地域の食糧の自給自足を目指す 

2．2．サハリン州の農業の投資振興に基づき、対内・外の市場での食糧品の競争力の増加 

3．3．サハリン州の農業関連の団体の経済的持続性 

4．4．農地の持続的発展 

5．5．農業における土地と他の資源の利用の効率性の増加と再生、環境に配慮した生産 

課 題 1．主要な農産物の生産と食品の生産の増加促進 

2．農産物、原料、食料市場の規制の効率性の向上 

3．小規模農家支援 

4．食品業、加工業、農業における持続的発展のための採算性の向上 

5．農民の生活の質の向上 

6．農業開発の投資促進 

7．農業目的の土地利用の効率性向上のための環境整備 

8．農業目的の土地改良の振興 

9．農業における土地、水、他の再生可能な天然資源の環境に配慮した規制に則った利用、

そして土壌肥沃度の最高値までの向上 

10．特に危険な家畜感染症の流行の防止 

11．農業の可能性の発展 

プロジェクト 1．作物、作物生産・加工の発展 

2．畜産物、畜産物生産・加工の発展 

3．サハリン地域の家畜感染症の確保 

4．小規模農家支援 

5．農業機械と技術の近代化 

6．農業生産の機能的かつ総合的環境の提供 

7．食品加工産業の発展 

8．農村地域の持続可能な発展 

9．開墾された農地の発展 
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【参考：10月にサハリンにベルゴロド州から豚 1,200頭が届く（現地報道）】 

2016.06.30／サハコムニュース 
 サハリン州政府の会議で大型農業事業についてクズメンコ州農業大臣が報告した。 

ソフホーズ「コル
サコフスキー」 

 ラズドリノエ村で農場（乳牛 1,000 頭）を建設する。 
 「サハリングラジュダンプロエクト」がベラルーシと協力して設計。 
 第 1 段階ではバンカーサイロを整備し、第 2 段階では主要な生産施設、
補助施設、配管・配線等のインフラや道路を整備する。 
 事業費を抑えるため、農業省と「コルサコフスキー」は農場の立地場所を
調整しており、現在、地形測量撮影を行っている。農場には 1 階建て 3 ル
ームの住宅 50 棟からなる住宅地を作る。これも設計は「サハリングラジュ
ダンプロエクト」。 

ソフホーズ「ユジ
ノサハリンスキ
ー」 

 畜産複合施設（搾乳牛 100 頭）と牛乳加工工場（1 日 120 トン）を作る。
事業は TOR「ユージナヤ」に含まれ、「グリンアグロ・サハリン」が実施。
事業費は 57 億 5,000 万ルーブルで、実施期間は 2016～2017 年。 
 建設許可は全て取得済みで、国の審査は通り、請負業務契約も締結された。 
＜養豚複合施設＞ 
 タラナイ村で年間 6 万 2,000 頭の豚を飼育する施設を整える。実施期間
は 2016～2017 年。TOR「ユージナヤ」に含まれ、「メルシアグロ・サハリ
ン」が実施。事業費は 23 億 3,000 万ルーブル。 
 作業は順調で、くい打ち工事が終わり、道路工事が行われている。 
 10 月にはベルゴロド州から 1,200 頭の繁殖用の豚が運ばれる計画だ。 

養鶏場「オストロ
ブナヤ」 

 ブロイラーの生産を計画していたが、サンクトペテルブルグの設計業者の
作業が遅れており、国への書類提出は 8 月になる。また年内にブロイラー
肉の生産を行うための技術的問題も検討され、それに合わせて「オストロブ
ナヤ」では施設の改修、近代化、修繕を行う。今日、設備調達と施設のガス
化に取り組んでいる。 
 10 月には若鶏が入り、ブロイラー生産が調整される計画だ。 
 請負業者の「ボロネジュセリマシ」の不手際で、配合飼料工場を含む、植
物原料の受入、保管、加工施設（5 万トン）の整備が遅れている。 
 見積もりの再計算に約 1 か月半かかる。 

ソフホーズ「テプ
リチヌィ」 

 TOR の枠組みで温室栽培事業をユジノサハリンスクで展開中。8 ヘクタ
ールの温室で野菜を通年で栽培する。 
 第 3 期工事として 2 ヘクタールの温室を建設中。古い大きな温室は解体
された。2 億 1,500 万ルーブルで建設資材と設備が調達された。 

ソフホーズ「ザレ
チノエ」 

 まだ TOR に入れず、財政投資の対象になっていない。 
 畜産複合施設（牛 670 頭）をトマリ地区ペンゼンスコエ村に作る計画で、
事業費は 26 億 5,000 万ルーブル、事業期間は 2016～2018 年となっていた。 
 しかし高すぎるとの理由で、関係機関からなる委員会が事業は不適切だと
して除外している。   

 

 

（c）林業概況11 

  （ア）概況 

2012 年のサハリン州の森林面積は 695 万 500ha で、そのうち生産林が 564 万 2,000ha、

保護林は 131 万 100ha である。森林蓄積は約 6 億㎥で、70％が針葉樹林（主にトウヒとトド

マツ）である。サハリン州では、輸送コストが高いことから国内大陸部への供給が不足して

おり、林業振興の妨げとなっている。そのため、2012 年の年間可能伐採量 210 万 800 ㎥の

うち、木材加工量は 36 万 9,800 ㎥で可能伐採量の 19％であった。 

 

                                                   
11 国連食糧農業機関（FAO）「ロシア極東の林業調査」 
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（イ）国家プログラムに見る課題と今後の展開策 

 サハリン州の今後の林業振興策を定める国家プログラム「2014 年～2020 年のサハリン州

における林業、狩猟、特別自然保護地域の振興」によると、サハリン州の林業の課題として、

動物界の保護対策、自然保護地域の環境整備、森林の効率的利用、林業の損失削減、投資環

境の整備等が挙げられる。 

 そこで目的として動物界保護システムの構築、生物多様性の保全と復元、森林管理の効率

性の上昇、林産品の品質向上と競争力の増大等を掲げている。 

 

図表 22 サハリン州の林業振興に関する国家プログラム 

タイトル 国家プログラム「2014 年～2020 年のサハリン州における林業、狩猟、特別自然保護地域

の振興」 

プログラム 

履行責任者 
サハリン州 林業・狩猟業省 

期 間 2014 年～2020 年 予 算 13,540,507,100 ルーブル 

目 的 1．狩猟資源を安定的に存在させ、その生物多様性を守り、狩猟資源の数を保全、増大さ
せるために効果的な動物界保護システムを構築すること 

2．特別自然保護地域における生物多様性の保全と復元 

3．森林利用と保全、保護、復元の効率向上 

4．資源面とインフラ面の制限を克服することにより、林業を安定的に発展させ、高品質
で競争力のある国産林産品で国内市場の需要に応え、森林資源の合理的利用によって
輸入製品の割合を下げること 

5．林業と狩猟業分野の人材の育成 

課 題 1．動物界の保護のための対策の実施 

2．特別自然保護地域とその保護施設の保全と現状評価、特別自然保護地域におけるリク
リエーションと観光の振興のための環境整備、環境教育のレベル向上 

3．森林の効率的利用、森林の資源・環境ポテンシャルと生物多様性の保全 

4．火災と有害動植物による林業の損失削減 

5．森林において適時に持続的な森林復元を行うこと 

6．森林の資源環境ポテンシャルとグローバルな機能を確実に維持しながら、森林の利用
効率を上げ、森林資源に対する社会の需要を満たすこと 

7．林業企業に対する投資環境の改善 

8．燃料・エネルギー木材資源の需要に安定的に応えること 

9．林業と狩猟業分野の人材育成の向上 

 

（d）水産業概況12 

（ア）概況 

サハリン州の水産業は近年、漁業、養殖業、水産加工の全てにおいて、量的にも金額的に

も増加傾向にある。2008 年のサハリン州の漁獲量は 47 万 5,000 トンであったが、2010 年以

降は年間漁獲量が約 70 万トンの水準に増加しており、ロシア全体の漁獲量の約 15％、極東

連邦管区の約 22％を占めている。 

水産加工分野では冷凍、缶詰、燻製、干物、調理品等幅広い製品を生産しており、沿岸加

工施設には 1 万 3,857 トン/日の冷凍能力、14 万 7,300 トンの同時冷蔵能力、260 万個/日の

缶詰製造能力がある。 

                                                   
12 国家プログラム「2014 年～2020 年のサハリン州における水産業の振興」 
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サハリン州の水産品の輸出額は、2008 年は 180 億 9,000 万ルーブルであったが、加工技術

の向上により高付加価値製品の輸出が増加し、2012年には245億6,960万ルーブルとなった。 

 

 （イ）国家プログラムに見る課題と今後の展開策 

サハリン州の今後の水産業振興策を定める国家プログラム「2014 年～2020 年のサハリン

州における水産業振興」によると、サハリン州の水産業の課題として、生産基金・生産関連

企業の近代化、インフラ開発、海洋養殖業の振興、漁業企業の活動支援等が挙げられる。 

その対応策としては水産業関連の政府機関の合理化や海洋生物資源の保全、タイヘイヨウ

サケ属の自然産卵の復活、関連企業の国家的支援のプロジェクトが実施されることとなって

いる。 

 

図表 23 サハリン州の水産業振興に関する国家プログラム 

タイトル 国家プログラム「2014 年～2020 年のサハリン州における水産業振興」 

プログラム 

履行責任者 
サハリン州 漁業庁 

期 間 2014 年～2020 年 予 算 6,424,084 千ルーブル 

目 的 1．水産業全体における効率的かつ持続可能な操業のための環境整備：十分に生かされて

いない商業的資源のフル活用のための環境整備、養殖業振興、サハリン州で生産され

る水産物の競争力強化、水産業への投資の魅力を高めること 

2．雇用創出の促進 

課 題 1．連邦構成体に権限が移譲され、設置された、漁業管理と海洋生物資源の保全のための

局の効率性の強化 

2．主要な生産基金の近代化の促進と沿岸の水産関連のインフラ開発。ならびに沿岸漁業

や沿岸魚加工において高い付加価値をもつ魚製品の生産に従事する企業の近代化の促

進 

3．魚加工と沿岸漁業における労働生産率の向上と通年雇用の増加 

4．海洋養殖業の振興、海洋生物資源（タイヘイヨウサケの自然産卵の復元、河川流域の

サケの生態系を含む）の自然・人工両方の生殖量の増加と効率化、レクリエーション

の可能性の成長 

5．養殖業や海洋生物資源を利用したレクリエーションの分野における企業活動のための

環境の整備 

6．世界貿易機関（WTO）の参加国政府のために設立され、要望された漁業や水産物の認

証のための組織的支援 

7．水産業関連企業と社会的パートナーシップの発展、事業の自己組織化に向けた活動の

開発と実施（公的な漁師組織と共に） 

8．魚製品の地域ブランドの形成のために制定された、投資と技術革新を促進する州及び

連邦プログラムへのサハリン州の漁業企業の参加の支援 

プロジェクト 1．サハリン州における水産業関連の政府機関の合理化と海洋生物資源の保全 

2．タイヘイヨウサケ属の自然産卵の復活 

3．水産業関連企業の国家的支援 
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【参考：漁業クラスターの枠組みで、コルサコフ港ではグローバルな近代化を（現地報道）】 

2016.04.13／サハコムニュース 
 コルサコフ港での漁業クラスターに関する施設の設計に当たり、技術基準がまとめられた。 
 コジェミャコ知事が現地を訪れ、その詳細を話し合った。 
 漁業クラスターの創設はサハリン州に漁業取引所を創設し、運営するために欠かせない。海
産物がオークションで取引されるようになれば、仲介業者を介さずに水産会社と商社が直接取
引するようになる。 
 漁業クラスター創設に向けて、コルサコフ港には管理会社ができた。この会社は新事業に関
わる当事者全員（地域政府、㈱「サハリンリーズィングフロート」、㈱「コルサコフ海洋商業港」、
連邦国家単一企業「ナツルィブレスールス」、㈱「ズベルバンク・ロシア」、水産業者）の利益
を代弁する。 
 クラスター事業の本質は船の整備、修理、建造、海産物の保管、加工の施設を一か所に集積
させることだ。 
 ただしそれにはコルサコフ港の本格的な近代化が必要だ。まず岸壁の改修。サービスを受け
る船の種類により、水深を 4.5 メートルから 8 メートルにするよう求められている。ただし岸
壁は連邦企業の「ナツルィブレスールス」に帰属しており、工事の資金調達で面倒な事態が予
想される。 
 このため知事は岸壁を州が長期賃借りし、州が工事に資金を投じる代わりに賃料を減免する
旨の提案書を連邦漁業監督署に出す意向だ。 
 事業の第 1 段階では海産物受入と保管は現在稼働中の冷凍庫（4,000 トン）で行う。これは
海産物分配の拠点としての役割も担うことになる。将来的にはその隣に冷凍施設（6,000 トン）
と処理場（1 日の処理能力が 100～150 トン）を備えた流通加工複合施設を造る。 
 また港には船舶修理工場があるが、計画では小型船を造る造船所も設ける。長さ 9～24 メー
トルの小型船舶を建造し、水産会社や個人事業主からの注文を受ける。 
 この事業を推進する「サハリンリーズィングフロート」のヤロシェンコ社長によると、小型
船の建造ではクリルで経験を積んできた。択捉島の水産会社はこうした船舶を毎年 1～2 隻作っ
ている。 
 コルサコフ港ではまた小型船舶の専用整備場も設ける。そこには加工用の漁獲物の受入と輸
送のための設備も装備する。沿岸 6 海里水域での操業はサハリンの釣り愛好家や零細企業にと
ってよりやり易い物になる。大手企業がこれまであまり利用してこなかった海産物の採取や販
売が可能になるのだ。 
 漁は長さ 24 メートル以下の船やボートで行う。それにより雇用の創出と税収の増加が期待さ
れている。現在、港の開発を開発促進地域の枠組みで実施できないか検討中だ。 
 会議では州の担当者に対し漁業クラスターのための施設の設計を急ぐよう求めた。また港湾
管理事務所には乗船所の建設に関し迅速な対応を求めた。 
 建設用地は第 1 岸壁のある、港南部エリアの閘門のところだ。面積は約 1,000 平方メートル。
現在、施設設計のための技術基準がまとめられているが、これには韓国の技術者を呼ぶかもし
れない。乗船所ビルの設計に約 1 年、建設工事にも約 1 年かかる見込みだ。 

  


