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北海道・ロシア地域間交流推進方針の策定に係る第１回有識者会議

議事録

１ 日 時：令和元年１０月３０日（水） １５：００～１７：００

２ 会 場：ＴＫＰ札幌ビジネスセンター カンファレンスルーム５Ｃ

３ 出席者 ※敬称略

【有識者】

田畑 伸一郎 北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター副センター長

大久保 慧 NPO法人 北海道日本ロシア協会会長

瀬尾 英生 北海道経済連合会専務理事

辻 泰弘 (公社)北海道国際交流・協力総合センター副会長

長野 州一 北海道商工会議所連合会事務局次長（代理出席）

【オブザーバー】

藤田 真理子 経済産業省北海道経済産業局国際課長

前田 真子 札幌市総務局国際部長

【ゲストスピーカー】

佐藤 圭史 北海道医療大学国際交流推進センター准教授

萩原 正和 （公社）北海道柔道整復師会会長

平田 勝二郎 株式会社ノースプラン代表取締役社長

ｸﾗﾑｽｺｲ・ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾙ 北海道銀行国際部シニアマネージャー

犬養 大介 岩倉建設株式会社常務取締役

【道】

中野 祐介 北海道副知事

黒田 敏之 北海道総合政策部部長

櫻井 達美 北海道総合政策部国際局ロシア担当局長

【事務局】

曽根 宏之 北海道総合政策部国際局国際課ロシア担当課長

浦田 哲哉 北海道総合政策部国際局国際課ロシアＧ主幹

桐井 宏輔 北海道総合政策部国際局国際課主任
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４ 概 要

（１）挨拶

（中野副知事）

道の副知事の中野でございます。本日は、北海道とロシアとの地域間交流の方針、仮

称でございますけれども、これの策定に係る第１回有識者会議ということで、皆様に

は、お忙しいところお集まりいただき、ありがとうございます。

これまでも様々な形で北海道とロシアとの交流にご尽力いただいてきた皆様方を前

に今更申し上げることでもないのですが、道では、１９９２年からは、サハリン州、

ハバロフスク地方、沿海地方の３地域と「経済協力プログラム」を策定し、これに基

づいた、経済を中心とした交流を進めてきた他、１９９８年には、サハリン州との間

で「友好・経済協力提携」議定書を締結いたしました。昨年は２０周年ということで、

信頼関係を築いてきたところでございます。

また、昨年からは、これらに加えまして、サンクトペテルブルク市、あるいはモスク

ワ州といった欧露部、ヨーロッパロシアとの交流もスタートし、ロシアにおいて我々

が交流している地域が拡大しているところでございます。

こうした中、本年５月にモスクワで行われた日露知事会議に鈴木知事当選後初外遊と

いうことでしたが、鈴木知事が出席し、多くのロシアの地方政府の関係者や連邦議会

の議員を前に北海道についてプレゼンテーションしたところ、ロシア側から高く評価

され、以降、ロシアのいろんな地域から道に対し、交流の申し出が届くようになった

ところでございます。

その上、さらに２０２０年から「日露地域・姉妹都市交流年」が日露両国を挙げて始

まります。今後、我々としましても新たな視点でロシアとの交流を積み重ねて、本道

経済の活性化と外交交渉の後押しにつなげていくことが大事だと思っています。

本日はこれまでロシアとの交流にお力添えを賜っている有識者の皆様にお集まりい

ただいて、皆様から、今後のロシアとの重点的な交流を進めるべき分野や、推進体制

のあり方などについてご意見を伺いながら、道としてのロシアとの交流を包括的、戦

略的に推進するための基本的な方針としてとりまとめていきたい、これが本日から始

まります有識者会議のねらいとなっております。

これから数回に亘って開かせていただきますが、ご出席の皆様には、趣旨をご理解い

ただいた上で忌憚のないご意見をいただきたい。今後ますます北海道とロシアとの地

域間の交流が進むことを期待したいと考えておりますので、ぜひよろしくお願いしま

す。以上を私からの挨拶といたします。

（２）趣旨説明及び出席者紹介

（櫻井局長）

本会議開催の趣旨についてご説明する。

本会議は、北海道がロシアとの地域間交流を包括的、戦略的に推進するための基本的

な方針を策定するにあたり、これまでサハリン州をはじめとするロシアの地域等との
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交流を進めてこられた民間団体等の有識者の皆様にご議論をいただき、道に対してご

提言をいただくことを目的として設置した。

会議は、すでに置かれている「北海道・ロシア連邦極東地域経済交流推進委員会」及

び「北海道・サハリン州友好・経済協力推進協議会」の中からご参加いただく５名の

有識者で構成することとしている。

北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター副センター長の田畑伸一郎（たばたしん

いちろう）様、北海道日本ロシア協会会長の大久保慧（おおくぼさとし）様、北海道

国際交流・協力総合センター副会長の辻泰弘（つじやすひろ）様、北海道経済連合会

専務理事の瀬尾英生（せおひでお）様、北海道商工会議所連合会からは、構成員とし

ては専務理事の廣田恭一（ひろたきょういち）様にお願いをしているが、本日、廣田

専務理事におかれては、業務の都合のため欠席されており、代理として、事務局次長

長野州一（ながのしゅういち）様にご出席いただている。

なお、会議の座長は、開催要領に基づき道が指名することになっている。サハリンと

の道側協議会の座長を務めていただいており、また、極東との経済交流委員会にも委

員として参画していただき、高い知見をお持ちの、田畑教授をご指名させていただき

たいが、よろしいか。 （異議なしの声あり）

また、本日はオブザーバーとして、北海道経済産業局総務企画部国際課長の藤田真理

子（ふじたまりこ）様、札幌市総務局国際部長の前田真子（まえだなおこ）様にご隣

席いただいている。

さらに、本日は、ゲストスピーカーとして、次の方にご出席いただいているのでご紹

介する。北海道医療大学国際交流推進センター准教授の佐藤圭史（さとうけいじ）様、

北海道柔道整復師会会長の萩原正和（はぎわらまさかず）様、株式会社ノースプラン

代表取締役の平田勝二郎（ひらたかつじろう）様、北海道銀行国際部シニアマネジャ

ーの クラムスコイ アレクサンドル様、岩倉建設株式会社常務取締役の犬養大介（い

ぬかいだいすけ）様。皆様には、後ほどロシアとの交流の取組実績などについて、お

聞かせいただきたい。

これから、座長である田畑教授の進行により、議事を進める。

（３）策定に向けたスケジュール

（田畑座長）

はじめに、推進方針の策定に向けたスケジュールについて、事務局よりご説明いただ

く。

（櫻井局長）

資料１をご覧ください。北海道・ロシア地域間交流展開方針（仮称）検討フローとい

う資料。私どもとしては、この有識者会議をこのフローに沿って検討を進めたいと考

えている。まず１として、これまでのロシアとの地域間交流の成果と課題ということ

で、これまでの地域間交流の経緯を振り返るとともに、具体的な取組事例、例えば現

地拠点の設置や、健康・寒冷地・食・人的交流などの交流分野、こうしたものをそれ
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ぞれの成果の要因、課題、こうしたことを把握することがまず重要ではないかと考え

て、こうした成果・課題を踏まえ、評価分析した上で、２番のロシアとの地域間交流

推進の考え方について協議をしていきたい。

目指す方向として二つ記載している。これは知事公約で掲げているもの。ただし、有

識者会議で議論を進める上で、この目指す方向性というものについての修正があって

もよいのではないかと考えている。この推進の考え方だが、交流の視点としてどのよ

うな視点を持ってきたのか、そして展開方向がどこを目指していくのか、そして重点

的に交流を進める分野はどうしたら効果的なのか、こうしたものを取りまとめたい。

そして、３番として、推進体制の考え方についても協議して整理していきたい。現状

の推進体制としては、サハリン州との交流を進めていく協議会、資料右のロシア極東

地域との交流を進める委員会、資料左下のサンクトペテルブルク市との間のワーキン

ググループ、こうした３つのものがある。それとは別に、１２３の企業・団体で構成

する資料右下の北海道・ロシア地域間協力チームというものも構成おり、いろいろな

ものがある中で、問題点も把握した上で、推進体制の考え方についても整理したい。

次に資料２をご覧ください。

検討スケジュールとして、資料２のように進めていきたい。本日第１回の有識者会議

の開催ということで、２ポツ目のこれまでの交流実績についての協議、これは先ほど

資料１でのフローでご説明した１番に関わるもの。そして、ロシアビジネス関係企業、

交流団体などから意見聴取を行いたい。

そして１２月に第２回会議を予定しているが、その間に、北海道・ロシア地域間協力

チームの構成員に、書面でこれまでの交流成果と課題について照会したい。そして１

２月に第２回有識者会議を開催し、その会議でも、成果と課題についての協議を行い

たい。２ポツ目の地域間交流推進の考え方についての協議も、第２回有識者会議の際

にできればよい。

年明けに第３回有識者会議を開催し、「検討フロー図」の「２ロシアとの地域間交流

推進の考え方」、「３地域間交流を進める推進体制の考え方」についての協議を行いた

い。

その後、事務局で「方針の案」を作成し、それを会議の構成員の方々に提示する。３

月に第４回有識者会議を開催し、その案への意見をいただき、構成員による「方針案」

を了承いただきたい。それを道として、方針として決定したい。

（４）これまでの取組の成果と課題

（田畑座長）

引き続き、「これまでの取組の成果と課題」について、事務局から説明する。

（櫻井局長）

資料３をご覧ください。極東地域との「プログラム」は、ソ連崩壊後の市場経済化支

援を目的にスタートし、５年ごとに更新してきている。ずっと「経済協力」と謳って
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いたが、２０１３年から「貢献と参入」という考え方を導入して、極東地域の社会的

課題解決と市場参入を図ることに主眼を置いてきた。２０１８年から友好分野も加え

て、「地域間協力発展プログラム」という名称に変えている。

サハリン州との「プラン」は、友好・経済協力議定書に基づきまして、「プログラム」

の枠内での経済交流を目的にスタートした。２００８年、交流分野の拡大に向けて、

友好分野を加えて改定をして、以降５年毎に更新してきている。

次に、２０１４年に高橋前知事がウラジオストクでロシア極東地域に対する「５つの

協力パッケージ」、①食と健康長寿、②寒冷地技術、③環境、④エネルギー、⑤直行航

空路線の開設、ここが資料と違うが、高橋前知事の時には直行航空路線の開設という

ことで、「５つの協力パッケージ」を表明した。この５つの点は、現行の「プログラム」

と「プラン」に反映している。

サンクトペテルブルク市との間では「ロードマップ」を結んでいる。５つの協力パッ

ケージの反映はないが、極東での交流のノウハウを踏まえた内容となっている。

今年鈴木知事が就任し、日露知事会議に出席した。その際に、高橋前知事の「５つの

協力パッケージ」をひとつ、「直行航空路線開設」を「人的交流の拡大」に変更して、

「新５つの協力パッケージ」として表明している。以降、ロシア全域を対象として交

流を行っている。

次に資料３の２ページ目をご覧ください。極東３地域とのプログラム、サハリン州と

のプラン、サンクトペテルブルク市とのロードマップ、それぞれに規定している「分

野」について、項目にあてはまるかどうかを一覧表で整理している。また、先に説明

した「５つの協力パッケージ」に該当する分野は、太線で囲んでいる。

一部で、例えば「食」と「農林水産業」、「健康」や「環境・エネルギー」と「社会的

課題」など、分野に重複はあるが、あくまでも現在の計画上、このような区分けをし

ていると、参考までお示ししている。

また、参考資料１～３は「プログラム」「プラン」「ロードマップ」の中でどのような

取組が、これらに基づいて官民で行われてきているか、昨年までの５年間について整

理したもの。非常に多くの取組が列挙されており、後ほどご覧いただければ幸い。

ひとつ留意事項として、参考資料の４ページ目をご覧いただきたいが、二重枠で囲ん

だ箇所については、単に「取組をした」ということではなく、何らかの形になったの

ではないかと思われるものを列挙している。

参考資料２は、サハリン州との「プラン」の実績。サハリン州との「プラン」では、

経済協力については参考資料１の「プログラム」と同じなので、友好交流・教育・文

化・スポーツの分野だけを列挙している。２０１５年の欄を見ていただくと、姉妹都

市提携２５周年という形を一例として挙げているが、このように、何らかの形になっ

たのではないかと思われるものには下線を付している。

参考資料３は、サンクトペテルブルクとのロードマップに係る取組実績。２０１８年

からのロードマップなので、まだあまり時間が経っておらず、先ほどの二重四角や下

線のような形になったものはまだない。
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資料３の２ページ目「３ 主な実績」に、参考資料の二重四角や下線を付したものを

いくつかピックアップをして記載している。いくつか具体名を入れながら、ご紹介し

たい。

食の分野で、北海道フェアの継続開催。これは平成２０年からハバロフスクで北海道

フェアという形で始め、平成２２年からウラジオストク、平成２３年からサハリンで

行ってきている。今もずっと同じところで開催しているかというと、やっていたりや

っていなかったりというものもあるが、どこかでは継続的にやっている。

そして、道内商社の現地拠点については、北海道総合商事がサハリンに事務所を置い

ている他、北海道銀行がウラジオストクとサハリンに事務所を置いている。

道内飲食業者の現地展開では、ウラジオストクに居酒屋が進出している。

健康分野では、帯広の北斗病院が画像診断センターとリハビリテーションセンターを

設置しており、北海道医療大学が医療系大学間で交流を進めている。

寒冷地技術分野では、岩倉建設が出資している合弁企業がオフィスビルを建設し、ノ

ースプランが、防雪対策製品の企業間協力を行っている。

友好・教育分野では、ロシア語弁論大会が昨年５０回目、毎年開催してきていて今年

は５１回目を迎える。学校間の交流協定としては、立命館慶祥高校がサハリン州の教

育省と協定を結んでおり、サンクトペテルブルク市の高校とも協定を結んでいる。大

学間の交流は非常に多いが、うちひとつを申し上げると、北海道大学がサハリン国立

大学と協定を結んで、交換留学などを行っている。

文化・スポーツ分野では、柔道交流が長年に亘って続けられている。

観光・交通分野では、観光企業間の業務提携ということで、サハリンの「山の空気」

のスキー場とルスツリゾートが提携を結んで、それぞれがそれぞれに有効なパスを作

っている。定期航空路線の開設ということで、ウラル航空がウラジオストクとの直行

路線を開設している。

（田畑座長）

ご意見、ご議論については、のちほど、「意見交換」の際にお伺いすることにしたい。

（５）ロシアでの取組事例（ヒアリング）

（田畑座長）

ロシアとの交流に携わってこられた企業や団体の皆様から、取組事例をご紹介いただ

きたい。

（佐藤准教授）

本学（北海道医療大学）がロシアとの医療交流事業を始めたのは２０１５年７月。そ

の時に協定書をサハリン州保健省と締結して交流を始めた。資料に書かれている交流

リストは学会や先方からの依頼を受けての講演・講義を除いたもの。ここに書かれて

いるものの２．５～３倍の人的交流がある。
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次のページに直近の交流事業を掲載した。日露青年交流の共同事業という形で実施し

た。参加した学生、引率教員から非常に高い評価を受け、このような形あるプログラ

ムを是非継続してもらいたいというお言葉を頂いた。ただ、実施に当たって緑の枠に

あるとおり、どうしても交流というと助成をいただいてそのお金でまず事業を完了す

る、そして次のことを考えようとなりがちだが、あくまでこれから派生する様々な相

乗効果を狙っている。例えば事前に学生が来るにあたって先方で選抜試験のような成

績評価によって優秀な生徒が参加するという仕組みを作っていただいた。先方の教育

プログラムに若干変更を加えてもらうというところまで踏み込んでこの事業を実施し

た。

次のページについて、これまでの事業を構成するにあたり留意してきた点としては、

私は医療大学の教員ですが医療系の教員ではないので、専門的な話は専門家間で進め

てもらうと同時に、何気なく交わされた会話の中で先方から出た「こういうことがで

きたらいいかな」という話も拾い上げて、私やスタッフが調べ上げて実現可能なもの

は専門家へ一度お返しするという形で事業化を行ってきた。専門家の先生は、例えば、

歯科医であれば歯科の専門であってイベントや事業に結びつける部分が弱い場合が多

いので、私やスタッフの方で補うという形で拡大してきた。２番目、単発で終わるこ

とのないように予め2回目、３回目を行うという前提で進めて、その見込みがなけれ

ばやらないというぐらいの気持ちで進めてきた。３番目、本学の強みを私どもは認識

しているが、相手にとってほしいものかというとそうとは限らない場合も多々ある。

まずは相手がなにを欲しているのかを、対話を通じて聞いた上で、信頼関係が出るも

しくは同時に本学の強い部分を推していくという形で拡大してきた。４番目、ロシア

側にも手堅い人物がいる。そういった人物を特定してその人を窓口にして進める。ひ

とりの人が手堅くてもその人が異動すれば同じことなので、手堅い人を増やしていく、

ネットワークを増やす。最後に、可能な限り多くの人たち、いままでロシアに行った

ことがない、ロシアを知らないという人たちに加わってもらう、逆に医療系の中でも

日本へ行ったことがないという人がかなり多かったので、双方に親日・親露派を増や

していって協力体制を築きあげていくという形で進めてきた。

次のページ、発展形態として、まず本学はサハリンに入った。サハリンで歯科交流・

リハビリテーションセミナーを開催していたところ、これを見た他の地域、ハバロフ

スク地方等がこういうところでやっているなら私たちのところでも是非やってほしい

と打診があり、もともとハバロフスクに医療系の教育機関があったので、この打診を

受けハバロフスクで実施してきた。ハバロフスクでさらにこういうところでやってい

るなら私たちのところへ是非来てほしいとアプローチがあって徐々に広がりを見せて

きた。ただ、本学のキャパシティと能力から考えれば、拡大一方は厳しいので、現在

はまず深化、ハバロフスクで関係を深めて十分な実績を積み重ねあげた上で関係先を

増やしていこうとしているところ。

最後のページ、今後のロシア事業の展開、第一に本学学長はピロリ菌除去による胃が

ん対策という先進的な研究をしている。この著作のロシア語版が完成した。これを啓
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発本として、実際に国会議員間で外交ルートを通じてプッシュしたいという動きが始

まってきている。もっと大きな構想について言えば、ハバロフスク地方で健康医療特

区のように指定してもらって、胃がんの罹患率を減らすという試験的な先進的医療地

域という形で本学のノウハウを活かしていく。大きな医療機械を売り込む、大きな病

院を建てるということよりはるかに効果的でコスト的にも低い現実的な案かと考えて

いる。そして２番目に地域間交流。北海道とハバロフスクで支援を受けてシンポジウ

ムをこれまで3回開催している。４年目の４回目は来年ハバロフスクで実施する予定。

継続的に行う。少し飛ばして６番、学生間交流が拡大して、サハリンとの医療交流と

本学の知名度アップにつなげて、あまり大きなコストをかけずに進めてきた。

（萩原会長）

協定書、大久保会長が議長を務めておられる市民交流会議で使用した資料、講道館の

嘉納治五郎師範が樺太に行っていたということを記念しての大会の報告書、最後は本

日の説明させていただくときの写真だけを載せた資料をお配りしている。

２１年に亘るサハリン州と北海道においての柔道を通じた交流について。まずそもそ

もこの柔道国際交流が始まったきっかけは、ロシア・サハリン州柔道・サンボ連盟か

ら日本の柔道発祥の地、講道館へ柔道交流の申し出があったが、講道館では多くの国

との交流をすでにしていたため、サハリン州と最も近い北海道との交流を考え、北海

道柔道連盟へ打診があった。そこで交流前に交流相手となるサハリン州との現地状況

確認調査をした結果、安全の確保、受入の準備状況に問題はなかろうということで、

北海道柔道連盟とサハリン州柔道サンボ連盟は２年間の提携を結び、翌年１９９９年

に柔道指導者４名と全道より少年柔道選手１０名を募り、北海道柔道少年団としてサ

ハリン側へ派遣した。２回目の交流でサハリン柔道少年団を北海道側へ受け入れをし

た際に、今後４年間ずつ協定書を取り交わしていくこととして、サハリン州政府スポ

ーツ局・サハリン州柔道サンボ連盟・北海道柔道連盟とで協定を結ぶに至った。その

４年後に北海道柔道整復師会も協定書の中に入った。柔道交流の内容は更新時期に内

容を検討しながら大きく変わらず現在に至っている。柔道交流の途中開始されたサハ

リンで開催されている嘉納治五郎師範サハリン州来訪記念柔道大会の参加者はサハリ

ン州にとどまらずロシア極東や中国、韓国からも出場している。

続いて、サハリンなどとのコミュニケーションにおいて注意してきた点について。交

流開始時ロシア側から多くの要求・希望・要請に対する日本側の回答の仕方が原因で、

大きなトラブルとなることが何度かあった。私の分析の結果、日本側が回答する「考

えておく」「検討する」という言葉の通訳に大きなブレがあることに原因があるとわか

り、その防止策として、わかりやすい言葉をチョイスして会話挨拶をしている。さら

に日本人特有の曖昧な表現を避け、できないものはできないとはっきり伝えるように

している。国際交流の柱として個人との出会い、付き合いにより交流が始まるが、国

や人種は違えどもお互いの文化や組織を理解し、これが時間をかけて信頼関係が構築

されることが重要であると考えている。交流の理解と協力がお互いの心の中に存在し、
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お互いに協力していかなければ続かず、さらに継続のためにお互いに何を望み、何が

できるか何ができないのかをはっきり見極めていかなければならない。

サハリンでの柔道の注目度については、非常に高く柔道選手団としてどこのサハリン

地域に行ってもマスコミ・テレビ局から取材を受ける。北海道においての報道として

は北海道新聞社が時折、我々が参加しているサハリンでの柔道大会に現地の局員を派

遣して記事として取り上げていただいている。このような中、我々は柔道について地

域の関係者、協力者、指導者そして各地域の柔道少年団を大きく巻き込んで、その国

の文化、環境、生活環境、新しい柔道などを理解し体験することを目的として企画し

て、お互いにホームステイなどを交えながら２１年を経過している。我々の子供選手

に対するサポートとしては、同行にあたり柔道選手である子供たち、保護者、子供た

ちの学校、引率する柔道指導者へあらかじめ資料を配付して、心がけや、ロシアの生

活環境などを伝える他、滞在中には指導者全員で子供たちの面倒を見たり、引率専門

の役割を指導者に与えて細かな対応ができるようにしている。毎年事故や怪我がなく

継続している。このように柔道を通じた国際交流が認められ各表彰状をいただくこと

ができたのは、長年の団体としての柔道交流が自治体や国から認められたもので、団

体として栄誉と誇りに思っている。我々の協定相手であるサハリン州柔道サンボ連盟

もロシアにおける柔道の普及と友好親善に寄与したとして、外務大臣表彰をサハリン

の日本国総領事館で授与されている。

（平田社長）

サハリン州における道路吹雪対策これまでの取組という写真集を使って説明する。

（株）ノースプランは北海道、東北と富山・岐阜あたりまでの雪対策を生業としてい

る会社。サハリン州における取組について説明する。

１番はじめのページはサハリン州トマリに防雪柵を試験設置したときの実際の写真。

サハリンとの事業の経緯を時系列順に並べている。資料の４ページ目の北海道新聞の

記事をたまたま見て、これはノースプランの出番だと考え、関係者への聞き取り等を

行い、寒地港湾技術研究センター専務理事（当時）のご尽力もあり、この記事が出て

からわずかな期間で、道からプレゼンテーションをしてほしいという依頼があり、初

めてサハリンの地を踏んでサハリン州でプレゼンテーションをした。また半年後にも

要請があり、試験設置の提案を含めたプレゼンテーションをしたところ、最終的には

２年後にトマリ地区で試験設置をするに至った。日本企業がロシア・サハリンに防雪

柵をつけたのは初めてのケースで、非常に新聞・テレビ等には取り上げられ、いろい

ろと放送もされた。

その後は試験の結果を待ちながら、北海道銀行や道のサハリン事務所の力も借りて、

ユジノサハリンスクの防雪対策やコルサコフの防雪対策も含め、様々な提案をし、現

地を視察しては提案をするということを繰り返し数年間進めていた。その中で今のパ

ートナー会社であるカルヴィ社と事業提携を結ぶことになり、それからはサハリン州

の中の動きが見えるようになり、様々な情報、様々な報告を聞いて展開してきた。そ
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の中で、もうひとつ何か踏み込んで新しい提案をするべきと考え、思い立ったのが、

カルヴィ社の工場敷地内への展示用の防雪柵２種類の展示だった。これはサハリン州

の皆さんに防雪柵とはどういうものか見てもらおう、触ってもらおうということを目

的に、２社で協力し合って設置したもの。その写真が資料の１１ページにある。完成

披露会では関係者や政府関係者も多く集まり、それなりに取り上げていただいた。こ

れが起爆剤になり、マカロフ地区での防雪柵設置計画につながった。昨年の１０月に

はこの設計業務に関して日本円で１千万円の発注がサハリン州政府からあり、サハリ

ン州のコンサルタントが受注し、最終的な設計関係について、ノースプランが調査も

含めてバックアップをした。これは全て無償協力である。設計図書にはノースプラン

提案の防雪柵詳細図が折り込まれているので、我々はそれで十分と思っている。昨年

９月７日にマカロフ地区での防雪柵設置に関する覚書の調印式を行った。

ここ１０年、１１年ほどのビジネスの中で様々な問題があった。我々は一民間企業だ

が、提案先はサハリン州政府、いわゆる国を相手にしているので、北海道庁や銀行等

に間に入ってもらわないと直接連絡を取ることもできないというような難しさはたく

さんある。この６月に成果品を全部サハリン州政府へ納品したという連絡が来て、我々

も一安心していたところ、先々週、パートナー会社のカルヴィ社の社長から１１月に

サハリン州が工事を発注する可能性があるとの情報が入ったが、ノースプランには全

くそのような話は入っていなかった。事前の報告・情報もなく、状況が進展すること

は多々あり、もし１１月に工事を発注されるとなれば、初めてビジネスとしてノース

プランの防雪柵がロシアに設置できることになる。いずれにしても難しい問題がたく

さんある。

最も困るのは、防雪対策の専門用語が通じ難いこと。サハリン州政府内の防雪に関す

る学識経験者は二人いる程度で、防雪対策がなかなか浸透していない。ペレストロイ

カで国が新しくなって、もともと道路関係に、基本的には鉄道には防雪柵があって道

路にも多少あったが、そこから数十年、維持管理もなにもしてないので朽ちてなくな

ってしまっていたということで、防雪技術の継承がなされていない状況にある。

（ｸﾗﾑｽｺｲ・ｼﾆｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ）

簡単に北海道銀行のロシアの取組について紹介する。サハリン州ユジノサハリンスク

と沿海地方ウラジオストクにそれぞれ駐在員事務所を置いている。ユジノサハリンス

ク事務所は２００９年３月開設、ウラジオストク事務所は５年後の２０１４年３月に

開設している。ロシア極東においては、地方銀行かつ日本人の駐在員を常駐している

金融機関としては唯一。主な活動内容としては、ビジネスマッチング、その他に情報

収集を行っている。銀行として現地のロシアの銀行との協力を進めており、現地政府

とも関係構築に取り組んでいるところ。現在は北海道銀行のロシアビジネスに関して

重要な役割、ポイントとなっているのは、連携先である北海道総合商事という北海道

の地域商社。２０１６年弊行との協力協定を締結している。ほとんどが北海道総合商

事との連携のもとで進めているプロジェクト。いくつかのプロジェクトを紹介する。
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一つ目は北見市の農産物輸出、北見たまねぎの輸出プロジェクト。本プロジェクトは

２０１７年の秋から始まり、２０１８年２月には、北見市長、ＪＡきたみらい組合長

と幹部がウラジオストクを訪問し、地元スーパーのバイヤー２社を招いて商談会を開

催した。商談会は北見産農産物輸出促進協議会が企画し、その場で北見産玉ねぎは低

農薬で高い安全性を確保していることや、国産より日持ちする点を強くアピールした。

バイヤーからは、非常に質がいい、幅広く展開したいなど高い評価があったが、ルー

ブル安の影響もあって、高くついてしまい、先方から価格を抑えられないかという要

望があった。更なるマーケティング調査とロシア側とのやりとりの中でひとつ新しい

情報が判明した。２０１７年に出荷したものは大きな玉ねぎ、Ｌ玉であり、それに基

づいて高値になったのだが、ロシアではＳ玉、日本では割安の玉ねぎという扱いにな

るものに需要があることが発覚。ロシアの主婦としては、１回で使い切れるものにこ

だわりがあるということが判明して、翌年からＳ玉を中心にプロジェクトを進めてき

た。翌年から１００トン以上の輸出につながった。今年のシーズンもすでに輸出が始

まっており、すでにバイヤーから今年度の購入量の確約も得ており、初出荷は９月末

に行われている。

２つ目のプロジェクトは、サハリン農業法人の技術支援。新篠津つちから農場という

会社が、サハリンの農業法人への玉ねぎ栽培の技術提供を行っており、２０１７年５

月にはロシア企業とのコンサルティング契約を締結した。本プロジェクトは農林水産

省の日露間における中小企業プラットフォームに登録され、全般的に支援を受けてい

る。実績として、２０１８年には移植機など農業機械数台がロシアに輸出され、高い

評価を受けた。北海道銀行としては、現地サハリンの駐在員事務所が、サハリン州政

府の協力を得ながら事業全体をサポートしている。先ほどの北見玉ねぎ輸出とこの新

篠津つちから農場においては、北海道総合商事が実務と輸出入手続きを行っている。

もう一つのプロジェクトはウラジオストクでのアンテナショッププロジェクト。ロシ

ア郵便との協力プロジェクトであり、これは北海道総合商事が行っているプロジェク

トで北海道銀行がサポートしている案件。もともと北海道総合商事はロシア郵便と連

携しており、２０１８年４月から食品及びシャンプーなど日用品の供給を開始してい

る。ロシア郵便は国営企業であり、ロシア全土に４万２千店舗ある。当初は、シベリ

アと極東の２０００店舗から供給を始め、最終的にはロシア全土への供給を目指して

いる。このプロジェクトの枠内で、ロシア極東ウラジオストク市の郵便局を北海道総

合商事の現地法人であるペガスＨＣが改修工事を行い、日本製の日用品や食品を扱う

店舗として完成した。２０１８年９月に開店式典が行われ、現在店舗にはお菓子やア

イスクリーム、飲料の他、洗剤、シャンプーなどが並べられている。

最後に極東のサハ共和国での植物工場について紹介する。本プロジェクトはもともと

現地の地方銀行であるアルマズエルギエン銀行から弊行のウラジオストク駐在員事務

所に対して植物工場についての紹介があり、その縁でプロジェクトが始まった。その

後は、メインプレーヤーとして北海道総合商事が入り、２０１６年４月には事業会社

サユリという会社が設立された。北海道総合商事とヤクーツク市との共同による温室
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栽培事業が２０１６年７月にスタートし、その年の９月には１０００平米のテスト温

室が完成した。そのテスト温室からヤクーツク市内の病院や学校、地元のスーパー向

けに初出荷が行われた。２０１７年４月にモスクワでヤクーツク市と事業を拡大する

覚書を締結し、設計会社の株式会社ホッコーが持つ寒冷地での農業設備の技術を活か

し、２０２０年までには３．２ヘクタールまで拡張整備が計画されている。生産物と

しては、一部は葉物も入れているが、メインとしてはトマトとキュウリ。２０１８年

６月には第二期工事１ヘクタールが開始され、２０１９年２月に完成。現在は第3期

工事０．８ヘクタールを建設中であり、２０２０年には第4期工事１．２ヘクタール

を実施する予定。

取り組んでいる案件の中でいつも苦労している部分としては、ロシアとの物流。北見

玉ねぎの輸出でも、農業資材の輸出でも、短期間内、短時間内ではロシアには送るこ

とができないことが大きなネックとなっている。北見玉ねぎは、石狩や苫小牧から釜

山経由で輸出しているが、最終的にハバロフスクにたどり着くまでに１ヶ月ぐらいか

かる。さらには、釜山でうまく積み替えができなかった場合には当初予定していた期

間からさらに伸びる。直接のルートがないのは大きな問題。

この問題にも連携しているが、北海道の場合は食品の輸出が多い中では消費期限が非

常に大事になっており、６ヶ月以上のものでなければ基本的にはなかなかロシアへの

輸出は厳しいという実態がある。

（犬養常務）

我々（岩倉建設）はサハリン州のみにターゲットを絞って、活動してきた。２００３

年１０月に寒地港湾技術研究センターの紹介により、カナダのＦＳＣＩ社、そして北

海道の建設企業の間でロシアあるいは日本での寒冷地技術の相互交流を目的とした業

務基本協定書を締結した。その後２００４年、サハリン州での寒冷地技術の普及や人

的交流、また、土木建築分野における道内建設会社の受注機会の創出を目的として、

道内９社それからカナダ、ロシアの会社により、北海道ディベロッパーグループ、通

称ＨＯＤＥＧという合弁会社を設立した。参加企業は資料にあるとおり。

第一段目の事業として、２００８年に営業を開始したが、当時ユジノサハリンスク市

内のホテルは、非常に値段は高いが劣悪なものが多く、何とか綺麗で安心安全なホテ

ルはできないかということが発端であり、４０戸の家具付きマンスリーマンション形

式のホテルを完成させた。現在こちらはサハリン１のオペレーション事業をやってい

るＰＳＮというイギリスの会社が丸ごと一棟使っている状況。

サハリンにおける第2弾として、当時日本総領事館が「みちのくビル」に入っており、

建物がかなり老朽化していたため総領事館が入るようなビルが建設できないかと検討

してきた。結果、コンセプトを北海道とサハリン州の交流拠点と設定し、資料の写真

にあるようなオフィスビル、レストラン、テニスコート、小さな日本庭園を完備した

オフィスビルを完成させることができた。２０１５年１０月に完成し、現在５階６階

を日本総領事館、その他、北海道銀行、北海道、三井物産が日本企業として入居して
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おり、ロシアの企業ではロスネフチその他ロシア企業で満杯のビルとなっている。建

設事業として完成したものは以上。

その他、多機能文化センタープロジェクトということで、州政府に２度ほど、彼らは

ＫＩＴＡＲＡのような施設がほしいということでプレゼンテーションをしている。

我々がＨＯＤＥＧを通じてサハリン州政府やロシアの民間会社と進めてきたものを表

にまとめている。資料に赤で書いてある部分については、全て契約して金銭の授受も

あった仕事。黒の部分は契約に結びつかなかった案件で、見ていただくと州政府関係

からの仕事については、なかなか実際にお金にはなっていないというのが実態。民間

同士でいろいろと打合せをしたエクソン、スフェーラ、サハリンエンジニアリング社

などと契約した仕事は日本と同じような契約をして仕事として成り立ってきたという

のが現状。我々も多機能文化センター基本構想を２０１４年くらいまでは州政府から

頼まれ、図面作成やプレゼンテーションをしていたが、それ以降はいろんな提案等を

もちかけられた際には、まず先に見積書を出すということで仕事を進めている。

今までやってきた事業の中で特に感じているのは、まずいろいろな事業の節目で知事

がかわり、州の方針が大きく変わるということがあった。以前はスポーツ関連の事業

に重きを置かれていたが、最近は観光事業に力を入れているようだ。最近では、コル

サコフの港には大きなクルーズ船やタンカーが入れないということで、どうすればよ

いのかと州政府から相談されている。こちらについては、現在は州政府と日本側とで

ワーキンググループを作って、その中で考えていきませんかと提案している。単純に

こちらだけが作業を行うとまた同じような結果になるかと思う。時間はかかっている

が、州政府の方でワーキンググループを立ち上げようという意向があるようだ。

観光事業としては、コルサコフの旧拓銀ビルの改修やユジノサハリンスク市内の美術

館の改修、これを観光地として利用していきたいということで、こちらのほうの改修

提案を出すことを要求されているが、それらについても調査費用も含めて見積書を出

している状況。

我々の活動はあくまでもＨＯＤＥＧという合弁会社を通しての活動であり、岩倉建設

がサハリンで直接、現段階では事業を受けるということは建設業としての資格も持っ

ていないのでできない。ＨＯＤＥＧ自体はサハリン州で建設業の資格を持っているの

で、当然州政府の入札にも参加できるので、今後はＨＯＤＥＧを通した活動を日本側

として後押ししながら株主としてその中で利益を上げていく。

その中で問題になるのが、稚内とコルサコフの間の定期船がないので材料が運べない

という問題。結果的には石狩や小樽から不定期の１ヶ月以上かかる船に様々な資材を

乗せて運んでおり、この問題についてはサハリン州政府も認識をしている。北海道に

おいても課題の一つとしてお考えいただければと思っている。

また、ロシアの方で事業を進めていく場合に例えば合弁会社が銀行融資を受けようと

思っても、日本と違って長期の融資制度がなかなか出ない。短期の融資制度はあるが、

大きな事業になると、長期の融資を受けなければできない。また、為替のリスクが非

常に高く、我々の最初のプロジェクトの際には１ルーブル４円ぐらいだったが、現在
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は１．７～８円ぐらいにまで下がっている。今後為替についても、十分検討していか

なければならないなと感じている。

（６）意見交換（以降、発言まま）

大久保会長：政財界の皆様の努力に痺れて敬服しておりました。すごいがんばりがあって

もそれがロシアとのパイプがつながっていないということがよくわかりました。

私ども北海道日本ロシア協会は人的交流で青少年交流と墓参でサハリンへ行き

ましたが、ＹＯＳＡＫＯＩソーラン（祭り）にサハリンチームを呼んだりして

往復して、人的交流を拡大して経済交流に結びつかないのかということを考え

てやっている私どもよりも遙かにみなさんのほうが大変な苦労をされていると

いうことが実感としてわかりましたけれども、稚内とサハリンの間の船の問題

ですね、４年間完全にストップしまして、見通しがないと、私どもはこれまで

は青少年交流は飛行機ではなく船を利用して、楽しい快適な旅行をそれなりに

できていた。昔の稚泊連絡船の歴史もあったりですけれども、便利になったか

らそれですべてよいかと言えば、やはり時間がかかってもサハリンと稚内との

定期航路の復活は早くできないものかなと考えながら聞いておりました。

辻副会長：ゲストスピーカーの方ありがとうございます。私もほとんどの方といろいろな

ところにご一緒させていただいており、これまでの交流は苦労の積み重ねだっ

たのではないかなと思っております。ただ、北海道は地政学的にロシアとの付

き合いがないと行き止まりのようになりますので、ロシアとどう付き合うか、

北海道の可能性を発揮できる一番のポイントになるのではないか、その中で何

ができるかと考えますと、まずは人の交流、そして寒冷地技術、これが強みだ

ったと思っております。そして大学間の交流が広がって、最初歯科とリハビリ

というお話だったのですが、ピロリ菌の話がいろいろ出てきて、これはロシア

の方もがんの方が非常に多いと耳にしますので、新たな発展になるのではない

か、これは必ずしも極東のみならずロシア全体に広がっていくものと考えてお

ります。交流という立場から申しますと、やっぱりこれまでの積み重ね、どん

なに厳しい時期でもロシアと交流していたという実績を何とかいろんな形でつ

なげていってほしいなと思っておりますし、つなげていかなければならないと

思っております。

瀬尾専務理事：ありがとうございます。幅広い分野のお話を聞けて大変参考になりました。

ビジネス環境というところでいきますとやはり法令の問題ですとか、物流の問

題とか金融の問題とか、やはり継続的なビジネスにしていくにはまだまだ解決

しなければならない課題があるかなということを改めて感じるとともに、その

中でやはり現地パートナーをいかに見つけるかというか、そのあたりにひとつ

解決のヒントがあるように今日感じましたので、できるだけそういう現地のパ

ートナーをいかに見つけるかという観点も少し大事にしたいなと感じた次第で

す。
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長野次長：道商連としてのこれまでの取組としては、道庁さん、基本的には北海道ロシア

極東地域経済交流推進委員会のメンバーの一員としてサハリン、極東地域との

（常設）合同委員会に参加させていただいたり、関連する行事に参加させてい

ただいて、この活動がもう２０年来続いていると聞いておりますけれども、そ

の中で商工会議所でございますので、やはりビジネス交流といったところが、

いかに進めていけるのかというところが一番関心の強いところです。その中で

もただいまご紹介いただいたノースプランさんですとか北海道総合商事さんで

すとか、先進的な取組を少しずつでも進めてこられたのだなとお聞きして認識

したところでございます。瀬尾専務もおっしゃってましたとおり現地でビジネ

スを展開するためにはパートナーとなる企業は一体どんな企業なのかといった

ところ、信頼関係が非常に重要なところがありますので、進出するにあたって

は様々なハードルがあるということでそれをいかにサポートしていけるのか、

そういったところも含めた中で今後の戦略をいかにして作っていくのかが肝に

なるのかなと思っております。

田畑座長：大きく分けると、人的交流の問題とビジネスのことと２つに分かれるような感

じかと思いますが、ビジネスの方はひとつネックになっているのは物流とか輸

送というところの問題なのでしょうか。他にも為替のリスクとか銀行の問題と

か、ロシア経済が成熟していないことに伴ういろんな問題があるかなと思いま

すが、ひとつカウンターパートがプラスの問題として出たのかなと思います。

人的交流については何か。

萩原会長：先ほども発表させていただきましたが、２０年を超えましたけれども、最初人

的交流の中で、１，２年はある程度堅い、希望ばかりが言って受け入れができ

るかどうかということを含めて、緩やかな、心穏やかな形での交流がなかなか

できていなくて、ただ単なる一つの目的として、自分たちにとっては柔道だっ

たものですから、それに対してどうやってやっていくのか、どういうことを教

えてくれるのかということばかりあったのです。ですけど、その中でこういう

ふうな参加する各地域のロシアとサハリンと極東の方からもたくさんの方々が、

日本からわざわざ指導者が来るのであれば自分たちも習いたいということでや

ったのですけど、そういう中で、夜に交流、いわゆる飲食を伴う、ウォッカを

飲まないとうまくいかないのですよロシア側が。１０日ほどの訪問中に毎日５，

６本は飲まされまして、その中から信頼関係が生まれてきて本音で喋ったりだ

とか、バーニャで裸の付き合いをしながら年数を重ねていって、いまではつう

つうの状態になった。やはり時間はかかる。問題は経費。こちらから行ったと

きには滞在費をロシア側がもつし、ロシア側が来たときには日本到着からすべ

て日本側持ちという、伝統的な、ロシアの昔の交流の仕方が今も残っているよ

うに思われるのですが、その中で継続してやっていることの重要性と、経費の

問題が結構ございまして、何らかの形で補助金を生かせないかということで、

今回はオリパラがあるので、スポーツ省のほうからそういった募集があるとい
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うことで、そちらを介してうまく補助金が下りたので何とか安く行けているの

ですが、今後はどうなるかわからない、とにかく経費がかかるということでお

互いにかからない方法を考えようということで、パートナーのロシア側と日本

側とで定期的にお話をしてどうしていこうかと考えているところ。このあたり

が非常に難しい。ただし交流の中から信頼関係が構築されておりますので、交

流以外にも、例えばロシア側関係者の人間ドックを札幌で受けたいのだけれど

も紹介してくれないかだとか、モスクワで人間ドックを受けたのだが訳のわか

らないことを言っているのでもう一度日本で受けたいので紹介してほしいだと

か、運動のセミナーを開いてくれないかだとか、そのような要求もたくさん来

ている。それらについてもうまくできるものについては何か考えようというこ

とですが、それらも個人の犠牲によって交流を進めていることも事実。

佐藤准教授：先ほど人的交流と経済交流に線を引いてしまったようだが、先ほどの犬養常

務のお話を聞いていると、結構共通点があるなと思うところでありまして、ひ

とつは地方政府の役人との協力となると、公共事業だとか、公的機関との仕事

は手堅いというイメージがあるが、実際にはロシアに関しては違うのではない

かという気がしている。まずひとつに地方政府の方々というのは人が変わる、

もうひとつは短期で実績を上げたいということで大きな話を持ってくる。例え

ば本学が最初に行くと、まず大きな病院を作ろうではないかと、ウラジオスト

クに行っても、同じく大きな病院を作ろうではないかと、ハバロフスクでは陽

子線治療センターを作ろうではないかという話を持ち出されてきました。それ

とうってかわって、現地パートナー、実際に医療に従事している人たちとの交

流ということでは、人がなかなか変わらない、立場が変わっても継続して取り

組んでいる方が多い。あと、見方が違っていて、現地が何を求めているかとい

うことを肌で感じているので、こういうところを改善したいというアイデアが

出てくる。例えば先ほどのピロリ菌のプロジェクトというのはかなり壮大な話

なのだが、まず上の方に持って行っても、どれぐらいすごい設備が入るのかだ

とかそういう話になる、そうではなくて経費的にもかからず、でありつつ除菌

薬を飲んで、検査をする機会さえあれば十分であると、にもかかわらず罹患率

を減らすことができるということで、それだけを持って行ってもなかなか話が

進まない可能性があるので、まず医療関係者に話を持って行くと、ほとんどの

医療関係者が、それは良いアイデアだ、有効性が確実にわかっているというと

ころで、まず確実な足場を作って医療関係者の中でも保健省に関わっている人

が例外なく多くいるので、そこから上の方を攻めると、そしてそこに大塚製薬

などの企業が入ってくることになるので、ある程度ずいぶん前からこの話は進

んでいますが、対象とする相手、誰と話をして実際にロシア人が最も望んでい

るものは何か見いだしながら進めていくというのがひとつの「てこ」なのでは

ないかと思う。

田畑座長：政府関係者との関係を作るのは困難で、そこの間に入ってもらうパートナー、
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カウンターパートが必要ということですか。

佐藤准教授：そうです。

辻副会長：最近ロシアの方とお話しすると、ゴミの問題に非常に関心がある。分別収集を

始めているというところが、それを焼却するのかリサイクルするのか、いろい

ろ次なる展開はあるのですけれども、ゴミを整理しなければだめだという認識

がありまして、そういうところ、環境というところはこれから注目すべきとこ

ろになるのではないか、これは現場のニーズなのではないかと思っている。そ

ういったところで北海道は環境に対してはこれまでも、札幌市のごみの施設を

見せに行ったりしているんですが、いろんなレベルで関心があるということは

これから進むところに近いのではないかと思っています。

田畑座長：分野的にはひとつ重要な、今後交流の柱になるような分野かと思います。

平田社長：先ほどの補足になりますが、今回は吹き払い柵というタイプの防雪柵を提案し

たのですが、よくサハリン州側がそれを受け入れたと考えていました。なぜな

ら防雪柵は柱関係とパネルによって作られていて、柱関係についてはサハリン

州で製作できますが、パネルはサハリン州で製作できませんから。ただ、この

ようにしますと金額が一気に落ちるわけです。全部北海道で作って輸出してい

たのではとても金額が追いつかないということと、政府側が政策上とっている

輸入代替、これらが大きく関係しているようです。ロシア側では技術を吸収し

て自国でいろんなものを作っていくことが重要な課題でしょうから、日本から

持って行くには制限があります。そういったことで進んでいきますと、最後は

我々がビジネスに参入する隙間がなくなると。場合によっては全てロシア国内

で、材料からなにから用意する時期も来るのではないか、またそういう状況を

見て、当然韓国あたりが安くものを作って、中国もですけど、恐らく参入して

くるだろうという懸念を持っています。そのときになったら、どうやって我々

の技術をお金に換えるかということをよく考えています。防雪技術というのは、

設計ができあがったものを作って納めることはそんなに難しいことではないの

です。そこに至るまで調査して設計を行っていく、だからこの柵がこの道路に

合っているのですよと、そういう検討書を作るところまでは最低でも５年から

１０年くらいはかかります。製品の真似事は簡単にできるかもしれないが、ノ

ウハウに関してはそうは行かず、ビジネスにしていく準備を今からしていかな

ければならないと感じています。ノウハウを全て提供していくとビジネスとし

て成り立たなくなる可能性がありますが、そこはある程度裸で行かないとロシ

ア側も受入体制を作ってくれないということで、基本的にはオープンで、裸で

ぶつかっていっている状況です。このようなことが多々ありますが、今後ロシ

アとの関係の中で何らかの形で貢献できればと思って進めています。

辻副会長：先ほどのゴミに関して言えば、ノウハウを得て実際には自分たちで作りたいと

いう話になっている。同じような流れかと思います。

田畑座長：それは、ビジネスにはつながりにくいということでしょうか。
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辻副会長：そうですね、定期的に収入が入るようなインフラビジネスみたいなのがあると

よいのだろうと思いますが、そこまでやるには大きな融資、長期的な融資がな

ければできない、逆に言えば国に要望するような話なのだと思うところで、い

ま国の方も前向きに検討していると認識している。

佐藤准教授：以前、（在ユジノサハリンスク）総領事館で仕事をしていたことがありまして、

（株式会社）光合金（製作所）の方がいらっしゃったときに、ロシアに進出し

た理由について伺い、なぜ中国・韓国ではなくロシアに進出したのか伺ったと

ころ、技術的な部分のコピーを盗ろうという考えがロシア人はあまり強くない、

中国・韓国であれば、出せば翌日にはそのコピー商品を作りかねないというこ

と。そういった部分で、ロシアに進出しているということもあるのでしょうか。

平田社長：それらの国と比べるとそうですよね。検討書というのは設計書から計算書から

全てのものが出ていくわけですから、それを見るとだいたいのことがわかって

きますから。それがお金に結びつかない。それをベースに発注されたものを作

って売って初めてお金になるという部分がビジネスの難しいところです。そう

なるとサハリン州で工事を発注したらノースプランで本当に受注できるのかと

いう話に発展します。ある政府の人からは「韓国も見積もりを出してくる可能

性が十分にありますよ」なんて話が出ています。そうなると、ビジネスとして

難しいと思うわけですけど、これだけ人的交流と言いますか、これだけ長い間

やっていますと顔がつながっている人もいるもので、助けてくれる方々もたく

さんいてとてもありがたく思っています。

藤田課長：このように今までロシアと北海道庁さんは長く交流を続けてこられたというの

が皆さんの成果につながっていると思う。民間企業単体で切り込んでいくとい

うのはなかなか勇気がいると思うのですが、道庁さんを主体に、しかも長く続

けているというところは、たぶん企業さんにとっても安心感もありますし、こ

れだけの成果につながってきたのだと思いますので、引き続き道庁さんには続

けていっていただきたいと思いますし、我々もそうですし、札幌市もノヴォシ

ビルスクと姉妹都市で今後経済交流も進めていこうとしていますので、いろん

な意味で今後も期待していますので、よろしくお願いしますというのと、我々

も少しずつロシアへの企業進出の支援をしているのですが、先ほど物流の話も

出ていて、なかなか課題があるということも重々承知しておりますので、物流

の関係ない交流ということで、人的交流・ＩＴ分野に対する交流という切り口

でもいいのかなと思っています。そういう意味では物流のインフラが整ってい

なくても、ＩＴであればやりとりができる、ビジネスにもつながるというのは、

人的交流でもあり経済交流でもあると注目しておりまして、我々ここ数年、シ

ベリア地域を中心に支援しているところ。

前田部長：本日はみなさんから、いろんなお話を聞かせていただいて勉強になっておりま

す。みなさんご承知のとおり、札幌市としては比較的市民交流というところの

分野のほうがこれまでは大きく交流してきたかと思っております。来年、ノヴ
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ォシビルスク市と姉妹都市提携３０周年を迎えますし、世界冬の都市市長会と

いう会議を持っておりまして、つい最近ノリリスク市というところが加盟をし

てくれました。ちょうど来月、これまでは実務者会議を札幌で開催していまし

たが、今回は先方から強い希望がありまして、ノリリスク市の方で実務者会議

を開催することになっております。ノリリスク市との準備の中で感じましたの

は、佐藤から、政府の大きな話よりももっと具体的な実務者レベルの話の方が

実があるというお話がございましたが、実はノリリスク市はご承知のとおりノ

リリスクニッケルという非常に大きな会社がある都市でございまして、政府関

係者と言いますか市の方とともに企業の方も来ていて、企業の方が恐らくまち

づくりに大きく貢献している都市のようでした。そういったことを見聞きしま

すと、ロシアは非常に大きな国ですので、それぞれの都市や地域によって特徴

が異なっているのではないかと感じました。私ども小さな守備範囲ではありま

すが、何か役立つことがあれば、密に連携をとらせていただきながら、全体と

して良い取組ができたらと、感想めいたことで恐縮ですが、思っておりました。

田畑座長：ノリリスクは、ソ連時代には環境汚染で有名な都市でした。

前田部長：赤い川が流れていたりとか、おっしゃっていました。ただこれから観光に力を

入れたいと思っておられるようです。

田畑座長：北海道との交流が、いろんなところに広がっているということがよくわかるよ

うな気がします。人的交流をいろんなところでやっているという情報がなかな

か広がっていないとも感じます。北海道大学も毎年２５名の学生を１週間から

３週間くらい極東の５つの大学から、そのうちの１０名は半年間、北海道大学

に滞在するという交流をここ５，６年やっておりますから、だんだんそういう

のが蓄積されていきますと、それなりのネットワークになるのではないかと思

いますけれども、そういうのが次の時に実際のビジネスなどの関係に入ってい

くようなシステム、体制になっていけばいいのかなと思います。今日で何かを

まとめるというのは大変かと思いますが、何か言い足りなかったことはありま

せんか。どうやって継続していくかですとか、信頼性の問題とかいろんな論点

が出たように思います。

（７）次回開催について

田畑座長：次回開催について、事務局からお願いします。

櫻井局長：大変長時間、そして貴重な生の声を、私もサハリン事務所長をしていて、みな

さんの活動をパーツパーツで関わらせていただいていたのですが、こうしてま

とまった形で話を聞くということがこれまでなかったので、ありがたい貴重な

ご意見をいただいたと思っております。そうしたことも踏まえまして、次回、

この中身をさらに深めて参りたいと考えております。違うゲストスピーカーの

方もお呼びして開催したいと考えております。冒頭、資料２でご説明しました

とおり、１２月中下旬頃に開催したいと思っております。詳細については改め
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てご連絡したいと思っております。長時間ありがとうございました。

（８）閉会

田畑座長：その他、スケジュールを含めて何かご発言ありませんでしょうか。それでは、

以上をもちまして、第1回有識者会議を閉会します。ありがとうございました。

（了）


