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北海道とロシア連邦極東地域との第５期経済協力発展プログラムの実績 

（２０１３年～２０１７年）  
Ⅰ 常設合同委員会の活動状況 

   ○第１１回分野別部会（2013.11.22）札幌市 

  （１）出席者   道側４１名 ロシア側３３名 

   （２）議事内容 

     ・「北海道とロシア連邦極東地域における経済協力発展プログラム」に基づき、両地域間の互恵

的な貿易・経済協力の発展・拡大を図るため、建設、観光、ビジネス分野等の交流について、

連携していくことを確認した。 

  ○第２０回定例会議（2014.6.5）ウラジオストク市 

  （１）出席者   道側１５名 ロシア側１９名 

   （２）議事内容 

     ・「北海道とロシア連邦極東地域における経済協力発展プログラム」に基づき、2013年 2月から

2014年 6月までの期間に行われた、経済の様々な分野での協力を総括し、その成果を確認する

とともに、両地域の経済交流の一層の推進のため、互いに協力し合うことを確認した。 

  ○第１２回分野別部会（2015.10.22）ユジノサハリンスク市 

  （１）出席者   道側３４名 ロシア側２３名 

   （２）議事内容 

     ・「北海道とロシア連邦極東地域における経済協力発展プログラム」に基づき、両地域間の互恵

的な貿易・経済協力の発展・拡大を図るため、建設、観光、ビジネス分野等の交流について、

連携していくことを確認した。 

  ○第２１回定例会議（2016.6.2）札幌市 

  （１）出席者   道側４０名 ロシア側１７名 

   （２）議事内容 

     ・これまでの「北海道とロシア連邦極東地域における経済協力発展プログラム」に基づく実績と、

プロジェクトリストについて意見交換を行った。 

    

Ⅱ プログラムの進捗状況 

 

  ビジネス・投資環境の整備 
１ ビジネス関連情報の交換 

 ●北海道サハリン事務所を通じた情報収集・情報提供 

●北海道公式ウェブサイトによる情報提供 

●「貢献と参入」ワーキンググループを設置（2013年 5月） 

●情報発信・販売拠点である「北海道ショールーム」を試験設置（2015 年 10 月～2016 年 3 月、ユジノサハ

リンスク市） 

 

２ 貿易・投資活動に関する障害の除去 

 ●第１１回分野別部会において協議 

●第１２回分野別部会において協議 

●第２１回定例会議において協議 

 

３ 企業間交流の推進 

 ●第１７回沿海地方食品見本市への出展 
ウラジオストク市で開催された「沿海地方食品見本市」に出展し、道産食品や北海道観光のＰＲを実施。 
・日 時：2013.9.5～6 

    ・場 所：沿海地方ウラジオストク市 
・出展品：23品、観光ポスター掲示、観光パンフレット提供 
 

●「北海道フェア」の開催 
サハリン州で「北海道フェア２０１３」を開催し、道産食品の試験販売、北海道の観光ＰＲ等を実施。 
○北海道フェア 
・期  間：2013.9.7～8   
・場  所：サハリン州ユジノサハリンスク市 
・出展品：43品 
〇サハリンと北海道の友好の歩みパネル展 
1998年に友好経済協力提携を結んでから 15年にわたるサハリン州と北海道の友情の歴史を紹介 

参考１ 
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〇産業技術ＰＲコーナー 
北海道の積雪・寒冷という気象条件を背景に、高気密・高断熱などの寒冷地に対応した先進技術を紹 
介。また、建設業、小売業などサハリン州に進出している企業を PR。 
〇北海道の観光ＰＲコーナー 
ポスター、パンフレット等で明瞭な四季と表情豊かな北海道の自然と観光を紹介。 
○道北物産展（同時開催） 
北海道から安心・安全で高品質な野菜や果物、加工品を出品。北海道ブースでは、ジャガイモ、トウ 
モロコシ、カボチャなどを試食・販売。 

 
●サハリン州ビジネスミッションｉｎ北海道の開催   
  北海道とサハリン州政府が「友好・経済交流に関する提携」を締結してから15周年を記念して、北海道
とサハリンの経済交流をさらに深めるために「サハリン州ビジネスミッションｉｎ北海道」が開催された。 

  ・日 時：2013.11.21 
  ・場 所：北海道札幌市 
  ・参加企業：サハリン側 １８社 
 
●ミニプレゼンテーション・商談会 

北海道の企業が有する寒冷地技術や製品の海外展開を図るため、サハリン州でプレゼンテーションや商
談会を開催。 

  ・日  時：2014.2.18  
  ・場  所：サハリン州ユジノサハリンスク市 
  ・商談会参加企業：北海道側 ５社 サハリン側 １０名 
 
●サハリン州内の食品加工業・水産業・農業関係者の「第１２回北海道フードフェア」への参加 
   初めてサハリン州の企業が北海道フードフェアに参加し、州内の飲料（ビール、ミネラルウォーター等）
や食品（パン、チョコレート等）をＰＲ。 

  ・日 時：2014.2.20～21 
  ・場 所：北海道札幌市 
  ・参加企業：飲料メーカー等３社 
 
●ロシアビジネス交流会の開催 

道内金融機関が道内企業によるロシア極東現地視察、道内企業の事業や製品に関するセミナー、個別面
談会を実施。 
・日 時：2014.6.5～6 
・場 所：沿海地方ウラジオストク市 

 
●「北海道フェア」の開催 
サハリン州で「北海道フェア」を開催し、道産食品の試験販売、北海道の観光ＰＲ等を実施。 
○北海道フェア 
・期  間：2014.7、2014.8、2014.10、2015.1 
・場  所：サハリン州ユジノサハリンスク市 
・出展品：日常生活用品、アパレル、加工食品等  

 
●第１８回沿海地方食品見本市への出展 

ウラジオストク市で開催された「沿海地方食品見本市」に京都府と共同で出展し、道産食品や北海道観
光のＰＲを実施(北海道・京都府共同フェア inウラジオストク)。 
・日 時：2014.9.10～11 

    ・場 所：沿海地方ウラジオストク市 
・出展品：食品（試食・販売）、観光ポスター掲示、観光パンフレット提供 

 
●ロシアビジネス交流会の開催 

道内金融機関がサハリン州、沿海地方から企業関係者を招へいし、道内企業との個別商談会を実施。 
・日 時：2015.2.26 
・場 所：札幌市 
・参加企業：道内企業２８社、ロシア企業８社 

 
●ロシアビジネスセミナーin函館の開催 

道内金融機関が道内企業向けにロシア極東地域のビジネス環境に関するセミナーを実施。 
・日 時：2015.4.10 
・場 所：函館市 

 
●食品販売会社・旅行会社の招へい 

ウラジオストク市の食品販売会社、旅行会社関係者を招へいし、勉強会や視察を実施。 
・日 時：2015.8.9～13 
・場 所：剣淵町、留萌市、増毛町 
・参加企業：ロシア企業２名 

 
●第１９回沿海地方食品見本市への出展 

ウラジオストク市で開催された「沿海地方食品見本市」に京都府と共同で出展し、道産食品や北海道観
光のＰＲを実施(北海道・京都府共同フェア inウラジオストク)。 
・日 時：2015.9.8～9 

    ・場 所：沿海地方ウラジオストク市 
・出展品：食品（試食・販売）、観光ポスター掲示、観光パンフレット提供 

 
●「北海道フェア」の開催 



 

 - 3 - 

「北海道フェア」を開催し、道産食品の試験販売、北海道の観光ＰＲ等を実施。 
○北海道フェア 
・期  間：2015.10.21～25   
・場  所：サハリン州ユジノサハリンスク市 
・出展品：食品、観光パンフレット、寒冷地技術製品 
○商談会（同時開催） 
加工品や野菜などの食品類、除雪車や防雪策などの寒冷地技術製品についてサハリン州の企業と商談。 
（北海道側：１３社（団体）、ロシア側：１３社（団体）） 

 
●「未来のビジネスリーダー養成交流事業」の実施 
ロシアビジネスを担うビジネスリーダー育成のため道内大学生を派遣し現地視察、現地企業との交流事

業等を実施。 
・期  間：2015.12.6～13  
・場  所：沿海地方ウラジオストク市 

●サハリン農業技術向上セミナーの開催 
道内金融機関とサハリン州政府が農業技術に関するセミナーを実施。 
・日 時：2016.2.12 
・場 所：サハリン州 

 
●第２回「東方経済フォーラム」への参加 
  大統領令に基づきロシア政府が主催するロシア極東地域最大規模の国際会議「東方経済フォーラム」に
参加し、道の進める施策を報告。 

  ・期  間：2016.9.2～3 
・場  所：沿海地方ウラジオストク市 

●「北海道フェア」の開催等 
「北海道フェア」の開催、現地見本市への出展及び商談会の開催により、道産食品の試験販売、北海道

の観光ＰＲ等を実施。 
○北海道フェア（道北物産展と同時開催） 
・期  間：2016.10.28～10.31 
・場  所：サハリン州ユジノサハリンスク市 
・出展品：生鮮野菜、加工食品、観光パンフレット 
○商談会 
旅行会社、スーパー、レストラン関係者を招いてビジネス商談会（観光セミナー・観光商談会及び食

の商談会）を開催。 
・期 間：2016.11.1 
・場 所：サハリン州ユジノサハリンスク市 
・参加者：【観光】北海道側２社・団体、ロシア側５社・団体、【食】北海道側７社・団体、ロシア側
８社・団体 

○北海道フェア 
・期  間：2016.12.17～18 
・場  所：サハリン州ユジノサハリンスク市 
・出展品：生鮮野菜、果物、加工食品 
○ハバロフスク国際見本市「春の贈り物」への出展 
・期 間：2017.3.2～5 
・場 所：ハバロフスク地方ハバロフスク市 
○商談会 
・期 間：2017.3.6 
・場 所：沿海地方ウラジオストク市 
・参加者：ロシア側４社・団体 

 
●「寒冷地適応型省エネ技術セミナー」の開催 

北海道の寒冷地適応型省エネ技術に関する専門家及び企業関係者を派遣し、現地政府、企業関係者及び
研究者を対象とするセミナーを実施。 
○ウラジオストクセミナー 
・期 間：2017.2.3 
・場 所：沿海地方ウラジオストク市 
○ユジノサハリンスクセミナー 
・期 間：2017.2.6～7 
・場 所：サハリン州ユジノサハリンスク市 

 
●「寒冷地適応型省エネ技術に関する招へい事業」の実施 

サハリン州と沿海地方の省エネ技術関係者を招聘し、道内関連施設の視察及び道内関係事業者とのビジ
ネス交流会を実施。 
○道内視察 
・期 間：2017.3.4～9 
・視察先：環境保全センター、林産試験場、下水処理施設、研究機関等 
○ビジネス交流会 
・期 間：2017.3.7 
・参 加：北海道側１６社・団体、ロシア側９社・団体 

 
●第３回「東方経済フォーラム」への参加 
  大統領令に基づきロシア政府が主催するロシア極東地域最大規模の国際会議「東方経済フォーラム」に
参加し、道の進める施策を報告。 

  ・期  間：2017.9.6～7 
・場  所：沿海地方ウラジオストク市 
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●ロシアビジネスセミナーの開催 

道内金融機関がロシア金融機関関係者等を講師にロシア極東地域の中小企業の現状等に関するセミナー
を実施。 
・日 時：2017.9.22 
・場 所：札幌市 

 
●「北海道フェア」の開催等 
「北海道フェア」の開催、現地見本市への出展、商談会の開催により、道産食品の試験販売、北海道の

観光ＰＲ等を実施。 
○北海道フェア（道北物産展と同時開催） 
・期  間：2017.10.13～15 
・場  所：サハリン州ユジノサハリンスク市 
・出展品：食品、観光パンフレット、寒冷地技術製品 
○北海道フェア 
・期  間：2017.12.16～17 
・場  所：サハリン州ユジノサハリンスク市 
・出展品：食品、観光パンフレット、寒冷地技術製品 
○商談会 
・期 間：2017.12.19 
・場 所：沿海地方ウラジオストク市 

○ハバロフスク展示会「新年の贈り物」への出展 
・期 間：2017.12.21～24 
・場 所：ハバロフスク地方ハバロフスク市 

 
●小樽港セミナーの開催 

小樽市が現地企業関係者等を対象に小樽港の利用促進を目的としたセミナーを開催。 
・日 時：2017.11.1 
・場 所：沿海地方ウラジオストク市 

 
●「寒冷地適応型省エネ技術セミナー」の開催 

北海道の寒冷地適応型省エネ技術に関する専門家及び企業関係者を派遣し、現地政府、企業関係者及び
研究者を対象とするセミナーを実施。 
○ハバロフスクセミナー 
・期 間：2017.12.18 
・場 所：ハバロフスク地方ハバロフスク市 
○ユジノサハリンスクセミナー 
・期 間：2017.12.20 
・場 所：サハリン州ユジノサハリンスク市 

 

 

●道内商社によるウラジオストク現地子会社の設立（2016年 1月 29日） 
 

●日本製品販売拠点の設立 
道内商社がウラジオストク市内に日本製品の販売拠点を開設。 
・時 期：2016.12.20 
・場 所：沿海地方ウラジオストク市 

 

●道内商社とロシア郵便との日本産品の販売に関する業務提携（2016年 12月 15日） 

 
 

４ 企業支援活動の推進 

 ●弁護士会記念シンポジウムの開催 

北海道弁護士会連合会とサハリン州弁護士会との交流２０周年を記念したシンポジウムを開催。 

・日 時：2013.11.14 

・場 所：札幌市 

 

●銀行間の交流・司法交流 

○道内金融機関とロシア金融機関との協力協定の締結（１）（2013年 5月 20日） 

○道内金融機関とロシア金融機関との協力協定の締結（２）（2013年 5月 20日） 

○道内金融機関とサハリン州政府との「農」「食品・水産加工」業分野に関する覚書の締結（2013年 9

月 6日） 

○道内金融機関とサハリン州政府との協力覚書の締結（2013年 9月 6日） 

○道内金融機関とユジノサハリンスク市政府との経済協力協定の締結（2013年 9月 6日） 

○道内金融機関のウラジオストク駐在員事務所の開設（2014年 3月） 

○道内金融機関とハバロフスク地方政府、日露企業との「野菜温室施設栽培」事業に関する覚書の締結

（2016年 8月 31日） 

 

●道内商社とロシア金融機関の業務提携（2016年 12月 15日） 

 
 

５ ロシア側各プロジェクトに関する協力 

 ●サハリン州ガス化・インフラ発展庁の道内視察に係る滞在プログラムの提供 
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  サハリン州ガス化・インフラ発展庁の道内視察についてコーディネートを実施 

  ・日 時：2014.4.12～19 

  ・場 所：札幌市内企業ほか 

  ・参加者：１１名 

 

●サハリン州漁業庁による道内視察に係るプログラムに係る提供 

  サハリン州漁業庁の道内視察についてコーディネートを実施 

  ・日 時：2016.6.15～18 

  ・場 所：札幌市内企業ほか 

  ・参加者：４名 

 

●サハリン州住宅・公営事業省による道内視察に係るプログラムに係る提供 

  サハリン州住宅・公営事業省の道内視察についてコーディネートを実施 

  ・日 時：2016.7.23～27 

  ・場 所：札幌市内企業ほか 

  ・参加者：４名 

 

 

   

交通・物流ネットワークおよび人的交流の拡大 
１ 交通ネットワークの整備 

 ●日ロフェリー定期航路 

 【輸送実績(2017年)】 

   稚内～コルサコフ航路（３４往復６８便運航） 

   ・旅客：１，３７４人（前年５１１人） 

       ※2015(H27).9～ハートランドフェリー㈱が運航撤退 

     2016(H28).8～SASCO社による運航（旅客専用船） 

 

２ 技術交流の推進 

 ●北海道・ロシア水産交流推進事業（職員相互派遣研修 道⇔露） 

  日露相互の水産事情の実態と、水産施策の方向性を把握するため、職員を相互に派遣し研修を実施。 

 【2013】 

 【道→露】 

・期 間：2013.9.10～9.19 

  ・場 所：沿海地方ウラジオストク市 

【露→道】 

都合により中止 

 

【2014】 

 【道→露】 

・期 間：2014.9.1～9.7 

  ・場 所：沿海地方ウラジオストク市 

【露→道】 

・期 間：2014.9.8～9.14 

  ・場 所：札幌市ほか 

 

【2015】 

  都合により中止 

 

【2016】 

 【道→露】 

・期 間：2016.8.24～9.3 

  ・場 所：サハリン州ユジノサハリンスク市 

【露→道】 

・期 間：2016.9.3～9.10 

  ・場 所：札幌市ほか 

 

【2017】 

  都合により中止 

 

●北海道立総合研究機構水産研究本部とサハリン漁業海洋学研究所との水産技術交流 

1)第４５回研究交流 

・日 時：2013.7.26～29 

・場 所：サハリン漁業海洋研究所（サフニロ）（サハリン州ユジノサハリンスク市） 

    ・内 容：ホッコクアカエビ・毛ガニに関する情報交換 

       内水面漁業と養殖業に関する情報交換 

         次期研究交流開催時期及び議題に関する協議 

2)第４６回研究交流 
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・日 時：2014.7.2～5 

・場 所：中央水産試験場（余市町） 

・内 容：沿岸の低次生態系に関する比較調査中間報告 

       コンブ、海洋環境、魚類資源に関する情報交換 

       第４７回研究交流開催時期及び議題に関する協議 

3)第４７回研究交流 

・日 時：2015.7.1～4 

・場 所：サハリン漁業海洋研究所(サフニロ)（サハリン州ユジノサハリンスク市） 

・内 容：資源生物および海洋環境に関する情報交換 

         低次栄養段階とコンブ研究に関する情報交換 

         これからの科学的協力および第４８回研究交流開催時期及び議題に関する協議 

4)第４８回研究交流 

・日 時：2016.6.22～25 

・場 所：中央水産試験場（余市町） 

・内 容：レジャーフィッシングに関する情報交換 

         ホッケ資源・甲殻類資源・異体類資源・コンブ資源に関する情報交換 

         第５次水産国際共同調査の中間結果のとりまとめに関する協議 

         次期（第６次）共同研究のテーマに関する協議 

         第４９回研究交流開催時期及び議題に関する協議 

5)第４９回研究交流 

・日 時：2017.6.28～7.1 

・場 所：サハリン漁業海洋研究所(サフニロ)（サハリン州ユジノサハリンスク市） 

・内 容：漁業資源に関する情報交換 

       第５次水産国際共同調査とりまとめ案の報告 

       次期（第６次）水産国際共同調査のテーマに関する協議 

       第５０回研究交流開催時期及び議題に関する協議 

 

●ミニプレゼンテーション・商談会（再掲） 

北海道の企業が有する寒冷地技術や製品の海外展開を図るため、サハリン州でプレゼンテーションや商

談会を開催。 

  ・日  時：2014.2.18  

  ・場  所：サハリン州ユジノサハリンスク市 

・商談会参加企業：北海道側 ５社 サハリン側 １０名 

 

３ 観光交流の推進 

 ●ビジットジャパン地方連携事業（H25年度） 

サハリン州の旅行会社を招請し、稚内、豊富、旭岳、富良野、美瑛などの観光施設をＰＲ 

  ・日 時：2013.4.20～24 

 
●スキープロモーション・セミナー商談会実施 
北海道スキープロモーション協議会がスキー客誘致のためプロモーション活動を実施。 
・日 時：2013.9 
・場 所：サハリン州、ハバロフスク地方 

 

●北海道の食・観光説明会 inウラジオストク 

・日 時：2015.2.25 

・場 所：ウラジオストク日本センター 

 
●ハバロフスク見本市「春の贈り物」北海道ブース出展 
  ・日 時：2015.2.26～3.1 
  ・場 所：レーニンスタジアム室内競技場 
 
●ファムトリップツアーの実施 
沿海地方の旅行会社・メディア関係者を招へいして観光視察を行うファムトリップツアーを実施。 
・日 時：2015.2～3 
・場 所：倶知安町、ニセコ町 
・参加者数：５社５名 

 
●ビジットジャパン地方連携事業（H27年度） 
 ○「第 19回太平洋国際観光展（PITE2015）」での北海道ブース出展 
  ・日 時：2015.5.21～23 
  ・場 所：ウラジオストク市極東連邦大学ルースキー島キャンパス 
 ○ロシアメディア招聘 
  ・日 時：2016.2.28～3.6 
    ・場 所：札幌市内、キロロ（「Hokkaido Snow Travel Expo 2016」参加）、ルスツ 
  ・被招聘者：「EFFECT」社（雑誌）編集長、「Prima media」社（WEBサイト）記者２名 
 
●食品販売会社・旅行会社の招へい 

ウラジオストク市の食品販売会社、旅行会社関係者を招へいし、勉強会や視察を実施。 
・日 時：2015.8.9～13 
・場 所：剣淵町、留萌市、増毛町 
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・参加企業：ロシア企業２名 
 
●ハバロフスク見本市「春の贈り物」北海道ブース出展 
  ・日 時：2016.3.3～3.5 
  ・場 所：レーニンスタジアム室内競技場 
 
●北海道観光セミナーの開催 
  現地旅行代理店５社に対し道内モデルツアーを提案。 
  ・日 時：2016.11.1 
  ・場 所：サハリン州ユジノサハリンスク市 
 
●観光交流・産業観光に関する市民会議の開催 
北海道とサハリン州との観光交流・産業観光に関する市民交流会議を開催。 
・日 時：2016.11.11 
・場 所：札幌市 
・テーマ：「北海道とサハリン州の観光交流」の発展に向けて、「産業観光」の促進に向けて 

 

●ビジットジャパン地方連携事業（H29年度） 

 ○稚内～コルサコフ航路利用促進のため、TV、ラジオ、店舗放送広告を実施 

  ・日 時：2017.6～9 

  ・場 所：サハリン州 

 
●北海道観光ＰＲ 
  現地旅行代理店８社を訪問し、道内観光ＰＲを実施。 
  ・日 時：2017.12.14～15 
  ・場 所：サハリン州ユジノサハリンスク市 

 

●観光関連企業間の業務提携 

道内観光業者とサハリン州のスキー場運営会社が業務提携を締結。 

・日 時：2013.4.28 

 
 

  

 

快適な住民生活環境の形成（コラボレーション） 
１ 自然環境の保全 

 ●「寒冷地適応型省エネ技術セミナー」の開催（再掲） 
北海道の寒冷地適応型省エネ技術に関する専門家及び企業関係者を派遣し、現地政府、企業関係者及び
研究者を対象とするセミナーを実施。 
○ウラジオストクセミナー 
・期 間：2017.2.3 
・場 所：沿海地方ウラジオストク市 
○ユジノサハリンスクセミナー 
・期 間：2017.2.6～7 
・場 所：サハリン州ユジノサハリンスク市 

 
●「寒冷地適応型省エネ技術に関する招へい事業」の実施（再掲） 

サハリン州と沿海地方の省エネ技術関係者を招聘し、道内関連施設の視察及び道内関係事業者とのビジ
ネス交流会を実施。 
○道内視察 
・期 間：2017.3.4～9 
・視察先：環境保全センター、林産試験場、下水処理施設、研究機関等 
○ビジネス交流会 
・期 間：2017.3.7 
・参 加：北海道側１６社・団体、ロシア側９社・団体 

 
●「寒冷地適応型省エネ技術セミナー」の開催（再掲） 

北海道の寒冷地適応型省エネ技術に関する専門家及び企業関係者を派遣し、現地政府、企業関係者及び
研究者を対象とするセミナーを実施。 
○ハバロフスクセミナー 
・期 間：2017.12.18 
・場 所：ハバロフスク地方ハバロフスク市 
○ユジノサハリンスクセミナー 
・期 間：2017.12.20 
・場 所：サハリン州ユジノサハリンスク市 

 

２ 食の安全・安心と健康・長寿 

 ●食産業に関する市民会議の開催 
北海道とサハリン州との食産業に関する市民交流会議を開催。 
・日 時：2013.6.13 
・場 所：サハリン州ユジノサハリンスク市 
・テーマ：「サハリン・北海道、食産業の発展に向けて」 
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●第１７回沿海地方食品見本市への出展（再掲） 

ウラジオストク市で開催された「沿海地方食品見本市」に出展し、道産食品や北海道観光のＰＲを実施。 
・日 時：2013.9.5～6 

    ・場 所：沿海地方ウラジオストク市 

・出展品数：23品、観光ポスター掲示、観光パンフレット提供  

 
●「北海道フェア」の開催（再掲） 

サハリン州で「北海道フェア」を開催し、道産食品の試験販売、北海道の観光ＰＲ等を実施。 
○北海道フェア 
・期  間：2013.9.7～8   
・場  所：サハリン州ユジノサハリンスク市 
・出展品：43品 
〇サハリンと北海道の友好の歩みパネル展 
1998年に友好経済協力提携を結んでから 15年にわたるサハリン州と北海道の友情の歴史を紹介 
〇産業技術ＰＲコーナー 
北海道の積雪・寒冷という気象条件を背景に、高気密・高断熱などの寒冷地に対応した先進技術を紹 
介。また、建設業、小売業などサハリン州に進出している企業を PR。 
〇北海道の観光ＰＲコーナー 
ポスター、パンフレット等で明瞭な四季と表情豊かな北海道の自然と観光を紹介。 
○道北物産展（同時開催） 
北海道から安心・安全で高品質な野菜や果物、加工品を出品。北海道ブースでは、ジャガイモ、トウ 
モロコシ、カボチャなどを試食・販売。 

 

●健康関連の道内モニターツアーの実施 

・日 時：2014.1.26～31 

  ・場 所：北海道医療大学、北斗病院、吉田病院ほか 

  ・参加者：沿海地方、ハバロフスク地方の保健施設、旅行会社５名 

 
●「北海道フェア」の開催（再掲） 
サハリン州で「北海道フェア」を開催し、道産食品の試験販売、北海道の観光ＰＲ等を実施。 
○北海道フェア 
・期  間：2014.7、2014.8、2014.10、2015.1 
・場  所：サハリン州ユジノサハリンスク市 
・出展品：日常生活用品、アパレル、加工食品等  

 
●第１８回沿海地方食品見本市への出展（再掲） 

ウラジオストク市で開催された「沿海地方食品見本市」に京都府と共同で出展し、道産食品や北海道観
光のＰＲを実施(北海道・京都府共同フェア inウラジオストク)。 
・日 時：2014.9.10～11 
・場 所：沿海地方ウラジオストク市 
・出展品：食品（試食・販売）、観光ポスター掲示、観光パンフレット提供 

 
●生活環境・医療・福祉に関する市民会議の開催 
北海道とサハリン州との生活環境・医療・福祉に関する市民交流会議を開催。 
・日 時：2014.9.25 
・場 所：札幌市 
・テーマ：「豊かな生活環境」の充実をめざして、「医療・福祉・教育」をめぐる諸課題 

 
●極東医療ミッションの実施 

道内大学病院が関係団体から成る医療ミッションをロシア極東地域へ派遣し、プレゼンテーション及び
現地医療機関との意見交換等を実施。 
・日 時：2014.10.19～25 
・場 所：ハバロフスク地方、沿海地方、サハリン州 

 
●医療セミナー・シンポジウム等の開催 
道内医療系大学がサハリン州を対象とした医療セミナー・シンポジウム等を開催。 
○健康科学に関するシンポジウム開催 
・日 時：2015.7.3 
・場 所：当別町 
○サハリン州の歯科技工士等の研修受入 
・日 時：2015.12.14～18 
・場 所：当別町 
○リハビリテーション科講師等によるセミナー開催 
・日 時：2016.1.27～30 
・場 所：サハリン州 
○リハビリテーション科講師等によるセミナー開催 
・日 時：2016.2.24～27 
・場 所：サハリン州 

 
●第１９回沿海地方食品見本市への出展（再掲） 
ウラジオストク市で開催された「沿海地方食品見本市」に出展し、道産食品や北海道観光のＰＲを実施。 
・日 時：2015.9.8～9 

    ・場 所：沿海地方ウラジオストク市 
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・出展品：食品（試食・販売）、観光ポスター掲示、観光パンフレット提供 
 
●「北海道フェア」の開催（再掲） 
「北海道フェア」を開催し、道産食品の試験販売、北海道の観光ＰＲ等を実施。 
○北海道フェア 
・期  間：2015.10.21～25   
・場  所：サハリン州ユジノサハリンスク市 
・出展品：食品、観光パンフレット、寒冷地技術製品 
○商談会（同時開催） 
加工品や野菜などの食品類、除雪車や防雪策などの寒冷地技術製品についてサハリン州の企業と商談。 
（北海道側：１３社（団体）、ロシア側：１３社（団体）） 

 
●医療セミナー・シンポジウム等の開催 
道内医療系大学がサハリン州及びハバロフスク地方を対象とした医療セミナー・シンポジウム等を開催。 
○リハビリテーション科講師等によるセミナー開催 
・日 時：2016.5.25～28、6.15～18 
・場 所：サハリン州 
○ハバロフスク地方医科大学歯学部学生の短期研修受入 
・日 時：2016.7.25～8.5 
・場 所：当別町 
○サハリン州の歯科医師の研修受入 
・日 時：2016.7.27～8.3 
・場 所：当別町 
○ハバロフスク地方医科大学細菌学研究所所長によるシンポジウム開催 
・日 時：2016.8.23 
・場 所：当別町 
○歯科教授等によるセミナー開催 
・日 時：2016.12.14～17 
・場 所：サハリン州 

 
●「北海道フェア」の開催（再掲） 
サハリン州で「北海道フェア」を開催し、道産食品の試験販売、北海道の観光ＰＲ等を実施。 
○北海道フェア（道北物産展と同時開催） 
・期  間：2016.10.28～10.31 
・場  所：サハリン州ユジノサハリンスク市 
・出展品：生鮮野菜、加工食品、観光パンフレット 
○商談会 
旅行会社、スーパー、レストラン関係者を招いてビジネス商談会（観光セミナー・観光商談会及び食

の商談会）を開催。 
・期 間：2016.11.1 
・場 所：サハリン州ユジノサハリンスク市 
・参加者：【観光】北海道側２社・団体、ロシア側５社・団体、【食】北海道側７社・団体、ロシア側
８社・団体 

○北海道フェア 
・期  間：2016.12.17～18 
・場  所：サハリン州ユジノサハリンスク市 
・出展品：生鮮野菜、果物、加工食品 
○ハバロフスク国際見本市「春の贈り物」への出展 
・期 間：2017.3.2～5 
・場 所：ハバロフスク地方ハバロフスク市 
○商談会 
・期 間：2017.3.6 
・場 所：沿海地方ウラジオストク市 
・参加者：ロシア側４社・団体 

 
●北海道・サハリン州がんシンポジウムの開催 

北海道、サハリン州の公立病院の共催によりがんシンポジウムを開催。 
・日 時：2016.10.28 
・場 所：札幌市 

 
●「北海道フェア」の開催（再掲） 
サハリン州で「北海道フェア」を開催し、道産食品の試験販売、北海道の観光ＰＲ等を実施。 
○北海道フェア（道北物産展と同時開催） 
・期  間：2017.10.13～15 
・場  所：サハリン州ユジノサハリンスク市 
・出展品：食品、観光パンフレット、寒冷地技術製品 
○北海道フェア 
・期  間：2017.12.16～17 
・場  所：サハリン州ユジノサハリンスク市 
・出展品：食品、観光パンフレット、寒冷地技術製品 
○商談会 
・期 間：2017.12.19 
・場 所：沿海地方ウラジオストク市 

○ハバロフスク展示会「新年の贈り物」への出展 
・期 間：2017.12.21～24 
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・場 所：ハバロフスク地方ハバロフスク市 
 
●医療セミナー・シンポジウム等の開催 
道内医療系大学がサハリン州及びハバロフスク地方を対象とした医療セミナー・シンポジウム等を開催。 
○ハバロフスク地方医科大学微生物学部准教授等によるシンポジウム開催、研修受入 
・日 時：2017.4.10～14 
・場 所：当別町 
○リハビリテーション科教授等によるセミナー開催 
・日 時：2017.4.18～23 
・場 所：ハバロフスク地方ハバロフスク市 
○リハビリテーション科講師等によるセミナー開催 
・日 時：2017.5.14～16、6.4～6 
・場 所：サハリン州 
○ハバロフスク地方医科大学中央科学研究所長等によるシンポジウム開催 
・日 時：2017.7.10 
・場 所：当別町 
○ハバロフスク地方医科大学歯学部学生の短期研修受入 
・日 時：2017.7.10～21 
・場 所：当別町 

 

●画像診断センターの開所 

道内医療法人が遠隔画像診断システムを利用した画像診断センターを開所。 

・時 期：2013.5.28 

・場 所：沿海地方ウラジオストク市 

 
●保健医療福祉に関する交流協定の締結 

道内医療系大学とサハリン州政府保健省との間で、保健医療福祉に関する交流協定を締結。 
・日 時：2015.7.3 
・場 所：当別町 

 
●医療系大学間交流協定の締結 

北海道とハバロフスク地方の医療系大学間で、大学間交流協定を締結。 
・日 時：2016.9.19 
・場 所：ハバロフスク地方ハバロフスク市 

 

●道内飲食業者によるウラジオストク市内への居酒屋レストラン出店（2017年 3月） 
 
●医療・学術分野に関する交流協定の締結 

道内医療系大学とハバロフスク地方医療研修機関との間で、両機関の医療従事者の医療・学術分野で
の交流協定を締結。 
・日 時：2017.11.20 
・場 所：ハバロフスク地方ハバロフスク市 

 
 

３ 寒冷地の快適な生活の確保 

 ●ミニプレゼンテーション・商談会（再掲） 

北海道の企業が有する寒冷地技術や製品の海外展開を図るため、サハリン州でプレゼンテーションや商

談会を開催。 

  ・日  時：2014.2.18  

  ・場  所：サハリン州ユジノサハリンスク市 
  ・商談会参加企業：北海道側 ５社 サハリン側 １０名 
 
●サハリン州道路管理局との意見交換 

・日 時：2014.2.17 

  ・場 所：サハリン州ユジノサハリンスク市 
  ・参加者：１４名 
 

●商談会の開催（再掲） 

北海道の企業が有する寒冷地技術や製品の海外展開を図るため、サハリン州で商談会を開催。 

  ・日  時：2015.10.23  

  ・場  所：サハリン州ユジノサハリンスク市 
  ・商談会参加企業：北海道側 １３社（団体） サハリン側 １３社（団体） 
 
●「寒冷地適応型省エネ技術セミナー」の開催（再掲） 

北海道の寒冷地適応型省エネ技術に関する専門家及び企業関係者を派遣し、現地政府、企業関係者及び
研究者を対象とするセミナーを実施。 
○ウラジオストクセミナー 
・期 間：2017.2.3 
・場 所：沿海地方ウラジオストク市 
○ユジノサハリンスクセミナー 
・期 間：2017.2.6～7 
・場 所：サハリン州ユジノサハリンスク市 

 
●「寒冷地適応型省エネ技術に関する招へい事業」の実施（再掲） 
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サハリン州と沿海地方の省エネ技術関係者を招聘し、道内関連施設の視察及び道内関係事業者とのビジ
ネス交流会を実施。 
○道内視察 
・期 間：2017.3.4～9 
・視察先：環境保全センター、林産試験場、下水処理施設、研究機関等 
○ビジネス交流会 
・期 間：2017.3.7 
・参 加：北海道側１６社・団体、ロシア側９社・団体 

 
●「寒冷地適応型省エネ技術セミナー」の開催（再掲） 

北海道の寒冷地適応型省エネ技術に関する専門家及び企業関係者を派遣し、現地政府、企業関係者及び
研究者を対象とするセミナーを実施。 
○ハバロフスクセミナー 
・期 間：2017.12.18 
・場 所：ハバロフスク地方ハバロフスク市 
○ユジノサハリンスクセミナー 
・期 間：2017.12.20 
・場 所：サハリン州ユジノサハリンスク市 

 

●防潮堤の建設 

道内建設業者がネベリスク港の防潮堤の建設に関与。 

・竣 工：2015.8 

・場  所：サハリン州ネベリスク市 
 

●ビニールハウスの竣工 

道内農業用ハウス業者がユジノサハリンスク市内の農業会社に寒冷地に対応したビニールハウス２

棟を無償提供。 

・竣 工：2015.8.28 

・場  所：サハリン州ユジノサハリンスク市 
 

●「北海道センター」の竣工 

北海道、サハリン州等の企業の合弁企業が寒冷地技術を活用してユジノサハリンスク市内にオフィス

ビル「北海道センター」を建設。 

・竣 工：2015.10.23  

・場  所：サハリン州ユジノサハリンスク市 
・概 要：地上６階建て、延べ床面積４，４２４㎡ 

 

●寒冷地園芸施設（植物工場）の設置 

道が有する寒冷地技術等を広め、現地の社会的課題を解決するため、寒冷地園芸施設（植物工場）「北

海道ガーデン」を設置。 

・日  時：2015.12  

・場  所：沿海地方ウラジオストク市 
 

●防雪対策製品に係る企業間協力 

道内防雪柵メーカーとサハリン州の建設資材メーカーが防雪対策製品の製造販売及び技術協力に関

する業務提携を締結。 

・時 期：2015.12.1 
 

●サハリン企業が日本本社設立 

サハリン州の窓枠メーカーが日本本社を札幌市に設立。 

・時 期：2016.7 
 

 

４ エネルギーの地産地消 

 ●サハリン州ガス化・インフラ発展庁の道内視察に係る滞在プログラムの提供（再掲） 

  サハリン州ガス化・インフラ発展庁の道内視察についてコーディネートを実施 

  ・日 時：2014.4.12～19 

  ・場 所：札幌市内企業ほか 

  ・参加者：１１名 

 
●サハリン州ガス化・インフラ発展庁との意見交換 

・日 時：2014.2.18 

  ・場 所：サハリン州ユジノサハリンスク市 
  ・参加者：３名 

 

５ その他社会的課題への対処 

  

 

 

 


