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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２回有識者会議 

議事録 

 

 

１ 日 時：令和元年１２月１９日（木） １０：００～１２：１０ 

 

２ 会 場：ホテルポールスター札幌 ライラック 

 

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   

佐藤 季規  北海道商工会議所連合会常務理事（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】 

佐々木 周一  佐々木商会代表 

小坂 直人  日本ユーラシア協会北海道連合会会長  

吉村 慎司  (公社)北海道国際交流・協力総合センター客員研究員 

久野 信之  立命館慶祥中学校・高等学校校長  

 

【道】 

黒田 敏之  北海道総合政策部部長  

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  

 

【事務局】 

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 議事概要 

（１）これまでの取組の成果と課題 

 ア これまでの取組と課題 

（田畑座長） 

初めに本日の進行について全体的な説明をする。議事として（1）と（2）がある。 

（1）として、前回の続きになるが、これまでの取り組みの成果と課題について議論

を深めたい。交流の相手方であるロシアについて、北海道との間でどのような交流状況

になっているのか、改めて振り返りたい。第１回有識者会議と同様、本日は４名の方々

から、ロシアでの取組事例について発表いただき、理解を深めたい。 

次に（2）として、取り組みや課題を踏まえた上で、ロシアとの地域間交流推進の考

え方について、事務局の資料をもとに意見交換したい。 

ロシアとの交流の成果と課題について、事務局から説明する。 

 （曽根課長） 

資料について説明する。今回の資料の送付が直前になり、十分にご検討いただく時間

が取れなかったこと大変申し訳ない。お詫び申し上げる。 

まず資料 1 をご覧いただきたい。 

資料 1 では、北海道とロシアとの交流の取り組みと課題として、北海道とロシアとの

交流のスタートである 1990 年の北海道とソ連邦、ロシアソビエト連邦社会主義共和

国との友好的パートナーシップの締結から 30 年間の取組と、その間の交流地域の動

き、課題をまとめた資料になっている。 

それぞれの期間、およそ十年間を基準として、ロシア極東地域のサハリン州、沿海地

方、ハバロフスク地方の３地域との間でおよそ５年ごとに締結している北海道ロシア

連邦極東地域間協力発展プログラムの期間を基準としている。また、直近の 2013 年

から 18 年のみを５年間と区切っており、それぞれの期間ごとに、ロシアにおける政

治経済社会情勢、道の主な交流先、道の交流における基本的スタンス、そして、主な分

野ごとの取り組みを上段に、主な動きを下段に記載をしている。一番下にさらにそれぞ

れの期間における課題と考えられることを記載した。 

それぞれの期間について簡単に説明する。まず 1990 年代については、1991 年に

ソ連が崩壊し、政治・経済的な混乱が生じている時期であり、道としては極東 3 地域

を対象に、ロシア側の市場経済化への支援と交流の基盤づくりを基本スタンスとして、

交流を推進してきたところ。分野別としては、経済全般では行政実務者や企業経営指導

者などの研修の実施、また、1994 年に北海道貿易物産振興会ユジノサハリンスク事

務所が開設され、道職員を派遣、駐在し、その後、2001 年に北海道ユジノサハリン

スク事務所が直営の事務所として開設されたところ。 

次に貿易・食については、銀行間で送金契約が締結され、国際送金の円滑化が図られ

ている。 

観光交流物流分野については、1994 年に函館-ユジノサハリンスク線、2001 年に

新千歳-ユジノサハリンスク線、1995 年に稚内-コルサコフ、小樽-ホルムスク間の定
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期航路が開設されたところ。 

健康・医療分野については、1990 年に火傷を負った少年コンスタンチン君の緊急搬

送を受け入れて以降、その基金を使った医療交流や、サハリンからの緊急患者の受け入

れ、治療などを行ってきている。 

友好交流分野については、すでにこの前の期間からの取り組みもあり、サハリン地域

墓参は 1966 年から始まっており、北海道日ロ協会が 1997 年から、ゲストスピー

カーとして出席いただいている日本ユーラシア協会北海道連合会は、1958 年に設立

され、日露間の友好交流にかかる取り組みを継続して行ってきている。1998 年には

サハリン州との友好提携を締結し、スポーツ、文化、学術教育など幅広い分野での交流

を通じて、相互理解と信頼関係の構築を図ってきているところ。 

この期間における課題としては、ロシアの社会経済状況を反映し、脆弱な財政状況や

制度、規則の頻繁な変更などにより、ビジネスが中断するなどの事例が見られた。 

第２期、2002 年から 2012 年までの約 10 年間では、ロシアの政権が安定してき

たこと、さらにエネルギー価格の上昇による経済成長、サハリンでのプロジェクト開発

などが進められてきており、道ではロシア極東でのビジネスを促す環境づくりや、人的

物的ネットワークの強化を図ることを目指して取り組んできた。その間の分野別では、

投資プレゼンテーションやセミナーなどによるロシア情報の積極的な発信等に取り組

んできており、サハリンプロジェクト関連事業への参入や輸出の動きが見られた。 

貿易・食分野では、北海道フェアの開催や、寒冷地技術分野で、商談会などを行って

おり、モデル住宅の建設や、ショールームの設置などの動きが出始めている。 

この期間の課題としては、ロシア経済の減速、サハリンプロジェクトの需要の落ち込

みなどにより、後半の 2009 年から貿易額が落ち込み、足踏み状態となっていたとこ

ろ。 

第３期、2013 年からの第 5 期プログラムの５年間は、ＷＴＯへの加盟やロシアに

おける巨大資本の誕生、オリンピックやＡＰＥＣ等のロシアにおける開催により、経済

社会状況が好転する要素がある一方で、ウクライナ危機による経済制裁、極東における

社会的課題の顕在化などの問題が生じていた。この間、道では、貢献と参入という考え

方により、極東における、健康医療や、食・寒冷地での快適な生活などの社会課題の解

決に向け、道内企業の技術やノウハウを活用するというスタンスで取り組んできた。 

経済全般ではビジネスマッチングなどの取り組みを行う一方で、道内総合商社が企業

のビジネス支援を行う、また、金融機関がウラジオストクにも現地拠点を整備するなど

の動きが出てきた。貿易食の分野では、温室栽培・野菜栽培の支援などの取り組みを行

い、実際に温室栽培施設による葉物野菜の栽培が行われている他、北見からの玉ねぎの

輸出、ウラジオストクでの飲食店の出店などの動きも出てきた。 

観光交通物流分野については、新千歳-ユジノサハリンスク線の増便、さらに加森観

光とサハリンのスキー場「山の空気」との企業連携の動きも出てきた。健康・医療分野

では、医療セミナーの開催の取り組みの他、帯広の北斗病院がロシア企業と合弁により

画像診断センターを開設するなどの動きが出てきている。寒冷地技術の分野では、北海
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道サハリン事務所が入居した北海道センターが岩倉建設などとロシア企業との合弁に

より建設された他、新たに窓枠企業が北海道に事務所を構える動きも出てきた。 

この期間の課題としては、実際に取引が増えてくるに従い、貿易手続きや物流基盤に

課題があることが明らかになり、極東の地方政府や企業との関係だけではなかなか解

決できないということがわかってきたところ。 

2018 年からの期間、昨年から 3 地域との間で始まった第 6 期のプログラムの期間

にあたるが、その前の時点からロシアにおける極東重視の政策、さらにロシアにおける

購買力の向上、健康志向の高まり、若年層の増加などの社会状況の変化を踏まえて、こ

れまで交流を継続してきたロシア極東地域との交流の深化と、2018 年から本格的に

交流を開始したサンクトペテルブルク市、モスクワ州などの欧露部との関係構築を基

本的なスタンスとしている。経済全般では、欧露部との関係強化、知名度の向上に向け、

フォーラムへの参加や、中央政財界との交流などに取り組んでおり、地方政府からは、

北海道との交流への期待、また北海道での、日露行事の開催などの動きが出てきた。 

貿易・食分野では、東川町から東川米など道産米の輸出の動き、さらに、スイカやメ

ロンなどのテスト販売の動きが出てきた。 

観光交通物流分野では、新千歳-ウラジオストク線の就航や、今月 16 日から新千歳-

ヘルシンキ間の直行便が就航し、欧露部へのアクセスが向上している。 

健康医療分野では、北斗病院がウラジオストクにリハビリセンターを開設している。 

現在の課題としては、日露フェリーが休止中であり、人の往来や物流に影響が出てい

る。欧露部においても、本格的な交流を始めたばかりであり、北海道の知名度が低く、

物流を含めた交流アクセスの一層の改善が必要である 

引き続き、資料 2 に沿ってご説明する。この間の数字的な動きをまとめたもの。まず

輸出の関係だが、道の対露輸出額のグラフをご覧いただきたい。右側に書いてあるが、

主な輸出品としては中古自動車、機械部品類、魚介類などである。2004 年にサハリ

ン２のＬＮＧのプラントの建設が始まり、関連資材、また中古車などの輸出で大きく伸

びている。 

2006 年は中古自動車で伸びが続いていたが、2009 年にロシアの自動車輸入規制

が始まり、また、リーマンショックとも相まって輸出額が激減しているところ。その後

回復基調にあるが、2014 年のウクライナ・クリミア危機により、さらに減少してい

る。全国の対露輸出額に占める道の割合は 2009 年まで一番多い年で５％程度だった

ものが、2010 年以降 1％程度という状況になっている。 

また、輸出のうち飲料・食料品については、2008 年以降、4 から 11 億円の間で推

移してきている。大半はさんまやいわしなどの冷凍魚が占めているが、チョコレートや

ビールなどの加工品の輸出が近年 1 億円を超えて増加傾向にある。 

次に、道の対露輸入額をご覧いただきたい。主な輸入品は石油、天然ガス、魚介類で

あり、2009 年のリーマンショックにより大きく減額したが、その後徐々に回復して、

2012 年に石狩でのＬＮＧ輸入が始まり、それ以降ほぼ拡大傾向にある。 

ロシアと北海道との間の人の往来については、ロシアからの来道実人数は 2016 年
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以降、日本の短期滞在ビザの取得要件緩和などにより、増加傾向にある。直接北海道に

入ってくるロシア人の統計を見ると、2006 年から 10 年程度変化はなかったが、

2017 年から、増加傾向が見られている。資料１・資料２の説明は以上。 

（田畑座長） 

質問、ご意見等は後ほどまとめて伺いたい。 

 

イ ロシアでの取組事例（ヒアリング） 

（田畑座長） 

続いて、ロシアとの交流に携わってきた企業や団体の皆様から取組事例をご紹介いた

だく。はじめに、産業機械、建設機械設備取り組まれておられる佐々木商会の佐々木代

表からご発言いただく。 

（佐々木代表） 

以前、大阪に本社を置く機械工具卸業者の札幌支店に勤務していた。2003 年、サハ

リン州北東部大陸棚石油天然ガス開発に関連して、札幌の工事会社がロシア側からの

要求を満たすため合弁企業を立ち上げ、その合弁企業が 13 社からなる異業種匿名組

合を設立。この 13 社のうちの１社として参入した。 

その２年前の 2001 年には稚内建設協会とコルサコフの建設企業が合弁企業「ワッ

コル」を設立している。 

サハリン１、サハリン２プロジェクトが動き出した中、ロシア側企業が売掛金の回収

不調等による税金未納などを理由にサハリン仲裁裁判所が調停に入り、それにより日

本側も資金不足に陥り、2005 年 12 月、合弁企業が倒産に至り、匿名組合も自然解

散した。 

解散後、ロシア側パートナー企業の通訳がサハリン大手土木建築品販売企業に勤務、

日本製品の購入依頼を受け、自分が特販部長としてロシア専属担当となり受注活動を

行ってきた。 

2010 年に 45 年勤めた会社を任期満了により退社、サラリーマン生活を終えたが、

ロシア側パートナーから継続して商品を供給してほしい旨の依頼が届いたため、個人

事業主として佐々木商会を設立、ロシアビジネスに特化した営業を開始し、現在に至

る。 

輸出商品としては、新品・中古品のエンジン溶接機、発電機、コンプレッサー、新品

振動ローラー、ランマー、プレートコンパクター、エンジンポンプ、アスファルトスプ

レーヤー、ペイントマーカー、他作業工具類、工具建機類が主体となっている。この他、

中古の小型建機で油圧ショベル、タイヤショベル、建柱車、高所作業車、ユニック車、

ブルドーザーなどもある。さらに、修理パーツ、付属アクセサリーに加え、ヤフーオー

クション商品や、ロシア人はサプリメントを好むので、ＤＨＣ、ＦＡＮＣＬ、ツルハド

ラッグ、サツドラ、サンドラック等の薬局とも取引しており、多種多様な商品を取り扱

っている。 

特に、メーカー希望小売価格約１７０万円の海外仕様ディーゼルエンジン発電兼用溶
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接機をすでにサハリン全土で６０台以上販売している。今年７月にも５台受注し、10

月中旬に小樽港から輸出した。このメーカーの製品のサハリンでの販売権を自分が持

っている。 

ロシアとの取引においては、契約成立後日本円の現金送金で先払いを受け、契約書及

びインボイスはロシア側で作成、メール送付を受け署名・捺印している。入金確認後、

商品を小樽に入港しているロシア貨物船へ納入するＦＯＢ方式を取っている。小樽税

関での通関手続き費用、札幌から小樽港への搬送費もロシア側に請求している。小樽港

にはコルサコフ、ホルムスクからサハリンの貨物船が６，７隻、月に１，２回１日半掛

かりで入港している。 

（事務局注：ＦＯＢ（Free on Board）とは、輸出港で輸入者の指定する船舶に貨物を積み込む

ことによって契約が完了し、船賃及び保険料は買い手が負担する取引条件を指す。） 

得意先は機械工具販売店、土木・建築材店及び工事店、自動車修理工場、建設機械販

売店と整備工場の計７社。この１６年間で倒産２社、廃業１社あった。若干の売上げ減

はあるものの被害は受けていない。 

大陸極東のハバロフスク、ウラジオストクへの展開を検討した時期もあったが、訪問

したところ、確かに商圏は大きいものの本州日本海側勢、アジア、ヨーロッパ諸国、特

に中国・韓国がすでに取引を行っており価格競争が激しいこと、商品の輸送方法など難

題があることから、自分はサハリンビジネスに専念することとした。 

サハリンには未舗装の道路が非常に多い。西海岸のネベリスク、ホルムスク、チェー

ホフ、トマリ、イリンスコエ、クラスノゴルスク、クラスノポーリエ間、東海岸のアル

センチェフスカから西海岸イリンスコエまでの峠３０ｋｍが依然未舗装だが、１年前

から見れば舗装工事が相当進んでいると思われる。ウグレゴルスクからイリンスコエ

まで石炭をダンプで輸送しているので、サハリンでの道路工事はますます進んでいく

だろうと期待している。 

また、マンション、戸建て住宅の建設も進んでおり、建設資材の需要が増えていくだ

ろうと期待している。上水道は一部日本時代の配管が残っているほど古いが、水質は良

いとのこと。配管の更新需要が今後出てくるだろうと期待している。下水道はどこに流

れているかわからない部分もあるとのことで、高圧洗浄機納入の提案をしているが、排

水に関して認可が下りていない。当社のような弱小、中小企業にも十分まだまだ商機が

あると考えている。 

今年１年間苦戦したという反省がある。４月に札幌の商社から中古のラフタークレー

ン２５トンを小樽での FOB 条件にて 2,000 万円で仮受注したが、船積みに３６０ト

ンクラスのリフトが必要で約２００万円の追加費用がかかること、鳥取県の境港から

ウラジオストク経由での輸出も検討したが、日数・費用が掛かりすぎることから輸送ル

ートが決まらず、結局現地の安価品を購入されてしまった。稚内－コルサコフ間のフェ

リーが運航されていれば商談成立に至っていたはずであり、なんとしてもフェリー航

路復活を望んでいる。５月にはディーゼルエンジン発電機４５ｋW４台の見積り依頼

があり、海外仕様機を見積りするも国内他メーカーのベトナム製機種がウラジオスト
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ク経由で自分の販売価格よりも１０％ほど安くユーザーへ納入された。 

最後に、ロシア人全般なのかわからないが、こちらから提案しても希望どおり行われ

ず、先方の要求商品が先行されるケースが多い。また、見積りしても返答が遅く反故に

される場合があり、ネックかと思う。加えて、ルーブル価値の低下がロシア人の購入意

欲を下げている面があると考える。このあたりも商売をするにあたってネックになっ

ていると考える。 

（田畑座長） 

続いて、ロシア語弁論大会の開催の他、様々な友好交流に携わっている日本ユーラシ

ア協会の小坂・北海道連合会会長から取組のご紹介をいただく。 

（小坂会長） 

先ほどご紹介いただきましたように創立そのものは 1958 年と大変古く、前半部分

は、旧ソ連時代から。本日は、ユーラシア協会となって以降に焦点を当ててお話しした

い。 

同協会の目的としては、ユーラシア諸国、つまりソ連邦が崩壊して各国に分かれて存

立することとなり、現在のロシアだけではなく、当時ソ連邦を構成していた国々との交

流を行うという意味でユーラシア協会と名付けている。実態としてはロシア中心では

あるが、本来の目的は広くそれぞれ国々とも交流するということで、活動を広げてい

る。 

中身としては、先ほど全道ロシア語弁論大会のご紹介をいただいたが、ロシアとの相

互理解を深めていく上では文化・言葉の問題を克服しなければ先に進めない。協会とし

ては、ロシア語講座、ロシア料理やロシアの音楽など文化についての理解を深めるため

の行事を多数開催している。ロシア語講座については、札幌はもちろん、函館や帯広な

どの各支部において、規模の大小は別としてもロシア語講座を毎年展開している。 

ロシア語教育について申し上げると、最近の大学教育においていわゆる第 2 外国語

でのウェイトが変わっており、かつては順にドイツ語、フランス語、ロシア語を勉強し

ている学生が多かった。ところが近年はここに中国語と韓国語が入ってきており、ドイ

ツ語よりも中国語、韓国語のウェイトが高くなっている。このような状況というのは、

若者の関心がどの外国に対して向いているかをある意味表しており、日本がどこを向

いているかという一つの証左でもある。残念ながらロシア語のウェイトがどんどん低

くなっている状況にある中で、ロシア語講座をいかに道民に広げていくか、力を入れて

いるところ。 

全道ロシア語弁論大会については、今年、第 51 回目を迎えることができた。大変歴

史のある弁論大会ということで、全国的にも注目されている。この会は道庁とサハリン

州政府にご協力いただいて 3 者主催という形で進行している。特に若い方の参加が最

近非常に増えていることが大きな特徴。大学生はもちろん、近年は青森県と秋田県の高

校からの参加が増えている。北海道の高校からの参加が増えていないが、高校生の参加

者が非常に多いということが、私たちにとっての希望の光である。 

文化交流ということでは、料理教室や詩の集い、あるいはロシアの音楽家が来日する
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際には必ず演奏会の前後で交流するということも含めて、芸術文化交流に協会として

大きな力を注いでいるところ。 

また昨年、2018 年はサッカーワールドカップロシア大会があったので、サッカーに

ちなんだ交流として、在道領事館や留学生を含めたロシア人と、日本学生、若い方から

年配の方も含めたフットサル交流を行った。加えて、サハリン州から子供たちが来道し

ての交流に協会としてもお手伝いしており、学生のインターンシップを募集し、学生た

ちが子供たちも世話をするという活動を通じて、サハリンやロシアに対する若い人た

ちの理解を深める一助になっているのではないか。 

他方、サハリン州でも、逆に、日本語スピーチ大会っていうのを開催しており、優秀

な成績を収められた方が北海道に来られたときに交流イベントを行うことも含め、相

互に行き来する、そこに協会の様々な行事を活用いただくという形でも、携わってき

た。いずれにせよ協会としては、道民を中心とする日本の市民とロシアの市民との草の

根交流というところに私たちの目的・目標があるので、これを進めていくにあたり道筋

をつけるためにも、道庁や日本政府からご協力をいただけると大変ありがたい。 

課題としては、先ほど弁論大会への若い参加者が増えていることが希望だと申し上げ

たが、協会として若い方々を日本ユーラシア協会の今後の主体として育てていくとい

うことが十分されていない。せっかくロシア語を勉強して、今後ロシアとの交流に力を

発揮してくれるであろう若い人たちの活動の場を協会として作っていきたいのだが、

道庁をはじめとする公的機関の方々におかれても、交流に足を踏み入れるつつある若

者の行動を引き上げるような手当についてお考えいただければありがたい。 

また、他の協会との共通課題でもあるが、日本ユーラシア協会も例外ではなく高齢化

が進んでいる。私自身も 70 歳なのだが、高齢の方々が依然として頑張らざるを得な

い状況にある。協会の活動の幅が狭まっており、財政的に苦しいところがある。自分自

身で財政的にも力をつけるための活動は続けていくが、幅広い支援などがあれば今後

の活動に、なお一層力を入れられる。 

いずれにせよ、弁論大会に参加されているような若い方々の力をこれからどのように

組織化し、私たちの力にし、ロシアとの交流を広げていけるか、これが私たちにとって

の最大の課題だと考えている。 

（田畑座長） 

続いて、寒冷地技術などを中心にロシアとの経済交流について研究を続けている北海

道国際交流・協力総合センターの吉村客員研究員から取組のご紹介をいただく。 

（吉村客員研究員） 

北海道国際交流・協力総合センター、通称ハイエック（HIECC）は２年ほど前から、

ロシア中部のシベリア地方と北海道との交流促進に取り組んできた。私たちが注力し

てきたのは、両地域の民間企業の取引を新しく生み出すということ。交流と申しまして

も、文化交流、学術交流、行政機関交流など様々な交流の形があるが、私たちはこの２，

3 年間、民間企業のビジネス交流の促進に注力をしている。 

みなさんはシベリアと言われてもなかなかピンと来ないかもしれないが、自分はシベ
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リアを説明する際に、ロシアを 3 等分して真ん中がシベリアだと申し上げている。 

シベリアはビジネス上、非常にポテンシャル地域だと考えている。まず、人口につい

ては、極東と比べるとエリア全体で２倍強。最近までは３倍だったが、ロシアの国内事

情によりシベリアの一部地域が極東に編入されたので、現在ではこのような言い方を

している。シベリアは約 1,700 万人、極東は約 800 万人。また、シベリアには人口

100 万人を超える都市が３つあるが、極東にはない。 

シベリアの中心都市はノヴォシビルスクで、人口は 160 万人でロシア第３の都市。

極東に比べて会社の規模・質は高いが、競争が少ない、いわゆるブルーオーシャンに近

い状況。世界的にもシベリアには何もない、厳寒の地、流刑地というようなイメージが

あり、このポテンシャルの割には、外国企業の進出があまり多くない。モスクワやサン

クトペテルブルクには欧州企業が多く進出しており、中国企業も相当積極的に進出し

ている。あるいはウラジオストクでも中国・韓国の企業が相当進出しているが、シベリ

アでは比較的そういう動きがまだ少ない。日本のロシア専門家の方でもシベリアに行

ったことがないという方が多く、情報が少ないので、その分どこもまだ手をつけていな

いという構図がある。企業目線で言うと、面白みのあるところ。 

ノヴォシビルスクには研究機関が非常に多く、教育レベルがものすごく高い。地理的

に中央アジア諸国との繋がりがあり、市の人口は 160 万人だが、それにとどまらない

マーケットの広さがある。この点も企業から見ると魅力のある点かと思う。 

２，3 年前にそのように考えていたが、ちょうど北海道経済産業局も、ロシアとの交

流を考える際にシベリアに関心を持っており、札幌市もノヴォシビルスク市と姉妹都

市関係にあり文化交流だけではなく経済交流にも広げていけないかと考えていた。 

また、札幌市の札幌国際プラザでノヴォシビルスクの方を常に職員として受け入れて

いる。人的交流の土台が札幌市の場合はある。札幌国際プラザで勤務していた方がノヴ

ォシビルスク市政府の附属機関であるシベリア北海道文化センターに勤務しており、

同センターはとてもレベルの高いビジネス通訳が複数いるという希有な存在である。

市政府の経済交流部署のみならず、ノヴォシビルスク州政府とも友好関係にあり、私た

ちがビジネスの視察に行く際には、様々な企業をスピーディーに紹介してくれる。 

道内企業も同じような認識を持っていたようで、ちょうど 2、3 年前から、企業が自

主的にノヴォシビルスクで営業活動できないかと計画をされていた。ちょうどタイミ

ングが揃ったので、2017 年 2 月にノヴォシビルスクで建設業の総合展示会があり、

道内企業数社で視察に行こうという話になり、それを支援するという形で、北海道経済

産業局も含めて官民での経済交流がスタートした。 

資料をご覧いただきたい。2017 年の欄に書かれている 4 社のうち、青井商店、北

海道ゴム工業所、ネオトレーディングの３社が展示会に行った。以降、今に至るまで拡

大を続けてきている。HIECC としては、北海道経済産業局や札幌市と協力して現地で

ビジネスフェアを開催したり、IT 分野等での企業関係者同士のミーティングを開いた

りと、基本的にビジネスマッチングを心がけてきた。参加企業は IT 分野と建設系企業

が多い。行政側から積極的に参加を呼びかけた企業よりも、過去に参加した企業の口コ
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ミによって広がっている印象。 

実際に、青井商店はパートナー企業を見つけて、同社の高機能な手袋がノヴォシビル

スク市内で販売されている。他の企業もそのように商品をシベリアで販売する道筋を

つけ始めている。他にも、AI を共同研究しようという覚書を締結する企業や、ノヴォ

シビルスク市の IT 企業のソフトウェアを日本で販売する権利を得る契約を締結した企

業もある。約２年前に始まったことを踏まえればかなり成果が出ていると言ってよい

だろう。 

シベリアのビジネス情報を北海道に伝えたいという思いはノヴォシビルスク市側に

もあり、北海道側にもある。北海道建設新聞がノヴォシビルスク州の投資発展エージェ

ンシーと提携しており、不定期で現地情報を日本語で発信するプロジェクトも並行し

て進んでいる。 

HIECC、札幌市、北海道経済産業局の共通認識として心がけてきたのは、このような

経済振興事業は企業が主役だということ。どうしても行政の絡むミッションは役所幹

部が握手することが目的になっていたり、ただ思いだけが書かれた MOU に署名する

ことが目的になっていたりする。そのような取組は、交流の切り口次第では有用なのか

もしれないが、企業の目線からすると無駄としか見られていない。本当にシビアに見ら

れている。 

道内企業の役に立つこと、ロシアとの取引を作っていくこと、少しでも企業の業績に

貢献することを最優先の目的としていけるか否かが、これから見られていくのだと考

えている。経済振興という点でご意見を申し上げた。 

（田畑座長） 

最後に、サハリンにおける生徒の研修事業や、サンクトペテルブルクの高校との交流

事業に取り組んでいる立命館慶祥中学・高等学校の久野校長からご紹介いただく。 

（久野校長） 

手短に成果と課題を紹介する。 

当校は京都に本部を置く立命館が持つ４つの中学・高等学校のうち３番目の附属中学

校・高等学校。5 年前に、サハリン州と当校が教育連携協定を締結し、そこから今日に

至るまで 5 年間、延べ相互交流人数 326 名を数えている。これは、サハリン州だけで

はなくサンクトペテルブルク、あるいはその他を含めたロシア全土との交流の人数。 

まず、サハリン州と教育連携協定を結び、一番大きな成果としては、私たちの正課の

授業の中に、観光開発講座を設けて、その中で、サハリン州とのフィールドワークの研

究している。これは私たちが道庁の仲介を得ながら、サハリン州との教育連携協定締結

と同時に、文部科学省からは、スーパーグローバルハイスクールという指定を受け、一

定の予算を措置も受けながら、このことができるようになっている。ちなみに去年はス

ーパーグローバルハイスクール（ＳＧH）校が全国 128 校あるが、初めて全国制覇を

することができた。 

スーパーグローバルなハイスクールである当校の正課の授業の中に、観光開発講座と

いうものを置いている。この 5 年間の取組を紹介する。2016 年度には、「ボーダーツ
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ーリズム」、稚内とサハリンをつなぐということで、北海道からサハリンへ人を送ると

いう授業を１年間通して行い、相互交流を果たした。2017 年度には、今度はロシア

から、極東から北海道へ人を招くということで、「ロシア人インバウンド増加計画」と

いうテーマを扱った。2018 年度は、「食でインバウンドの増加を図る政策案」「ムス

リムとロシア人を例に」というサブタイトルで研究授業を 1 年間行った。今年度は「ツ

ーリズムから考察する地方創生」をタイトルに、「唯一無二の発掘と発信」をキーワー

ドに、日本の私達立命館の生徒とサハリン州、特に第１ギムナジアを中心とした生徒、

あるいは、観光開発局や各種の公的機関の支援を受けて、一つの授業という形を通し

て、相互交流を図ってきた。特に、この間、当校では、この観光開発講座のためにＪＴ

Ｂから出向という形で職員室に民間企業の社員が 1 名、この事業担当者として迎え入

れている。 

交流については、2018 年度からサンクトペテルブルク 83 番学校と教育交流協定を

結び、本年 6 月にはサンクトペテルブルクから１６名の生徒をホームステイで受け入

れ、そして 9 月には、当校の生徒 16 名をサンクトペテルブルクへ派遣した。 

教育というのはどうしても交流とか、経済的効果とか、そういった部分から少し遠い

ように思うかもしれないが、私たち立命館としては、教育こそがまさに最強の輸出コン

テンツであり、政策や政治や情勢に左右されないものであると思う。加えて、輸出コン

テンツであると同時に「貢献」、すなわち私たち日本人の果たすべき役割にも目を向け

ている。特に行政の方と仕事をしていく上では、この経済的効果と貢献ということに大

きく寄与できるのが教育ではないかなと思う。 

立命館は今年 120 年を超える京都に本部を置く古い大学であるが、15 学部を併設

し、九州・大分県には、立命館アジア太平洋大学という大きな日本人半分外国人半分の

大学を併設している。立命館慶祥高校に至っては、2２0 室の寮を構えており、高校か

らの入学生の 50％は海外からの生徒。日本だけではなく世界から生徒を迎える。在学

生の中では、中学 2 年生、中学 3 年生、高校１年生の中に、ロシアからの直接の受験

生と入学者がいる。 

教育が北海道庁と組みながらどんな貢献や経済波及的な効果ができるのか。私たち立

命館学園は少し変わった学園であり、先進的な取組を行っている。立命館慶祥高校は

「地方人材育成制度」という、北海道の中で高等学校を持たない４7 自治体の首長に

立命館慶祥高校への推薦資格の権利を与え、47 自治体から 1 名ずつ当校へ入学し、

立命館大学 15 学部への進学も保障し、4 年間勉強して、出身自治体へお返しすると

いう取組をしている。これを発展させ、例えば、第一ギムナジア、第二ギムナジアある

いはサンクトペテルブルク８３番学校にも推薦資格の権利を与えるアイデアがある。

北海道庁が推薦の仲介を行うことも一案。例えば 20 名、30 名という単位で、これま

で交流してきた中高生を、立命館慶祥高校で 1 年間、学生を引き受け、立命館大学へ

の進学を保証しながら日本語学習を含めた教育を進め、４年間立命館大学、あるいは来

年、観光開発学科という３番目の学科が誕生する立命館アジア太平洋大学（ＡＰＵ）へ

の進学も一定視野に入れながら、人材育成、極東アジア貢献ということを大きく掲げた
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い。立命館自体が持っている学生 5 万 5000 名、教職員 1 万 1000 名を十分、利活

用していただき、単なる教育や交流ということだけではなく、成果、実数として出るよ

うなことができないかということを今考えているところ。 

 

ウ 取組の評価と今後の可能性 

（田畑座長） 

第１回の議論も踏まえて、これまでの取り組みと課題を総括する意味で、事務局から、

取組の評価と今後の可能性について説明する。 

（曽根課長） 

資料３についてご説明する。 

資料３では、北海道の対ロシア交流の取組の評価と今後の可能性として、資料１の分

野別の分類をベースに、大きく「企業進出」「貿易」「人的交流」「友好交流」に分けて、

これまでの交流の取組などを総括的に事務局としてまとめた。 

企業進出では、２０１０年代には住宅、食品輸出、菓子販売店舗開設などの業種に広

がりを見せており、最近では、防雪柵などの寒冷地技術や農業、医療分野にも企業進出

の範囲が拡大してきている。サハリン州のみならず、近年はウラジオストクでの企業活

動も芽生えてきている状況。 

事務局が考える今後の可能性としては、進出分野や進出エリアが拡がるなど面的な広

がりが進むことにより、さらに交流の拡大が期待できる。また、ロシアにおける先行発

展領域「ＴＯＲ」については参考資料に制度概要を別途記載しているとおり、税制優遇

等を行い国内外から投資を呼び込み極東の経済成長を促す制度であり、すでに指定さ

れている１８地域のうち、ゴールヌイ・ヴォズドゥフについては丸新岩寺の「ほのか」

が参画しているという実績がある。医療・保健分野については、平均寿命伸長への取組

や健康志向の高まりから、保健・医療分野に交流拡大の可能性があるのではないかと考

える。課題としては、前回の有識者会議でも出ていたとおり、言語の問題、法令・金融

制度の課題、地方政府との関係構築の必要性、つまり時間がかかることなどが挙げられ

る。 

貿易における今後の可能性としては、ロシア人の購買力上昇や日本製品への高い信頼

などを基にした道産食品などの輸出拡大、北極海航路の具体化により物流ルートが変

化することで、北海道が経由地となることによる貿易の増加が期待される。この他、日

露首脳会議において両首脳が表明した貿易高を 1.5 倍の３００億ドルに拡大するとい

う目標を背景に制度的な後押しが期待される。課題としては、直接の定期航路が少ない

ことから、物流コストが高く、通関にも時間がかかること、さらに、急な法令の変更で

輸出手続きが進まないケースもあると聞いている。 

人的交流分野での今後の可能性としては、航空路の充実をさらに図り、人的往来の拡

大を促す。ロシア側の電子ビザの範囲拡大による道内からロシアへの人的交流拡大の

期待、日露首脳会談で表明された人的交流を４０万人に倍増するとした目標を背景と

した交流の拡大が考えられる。課題としては、特に観光については双方の観光情報が少
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ないことが挙げられる。ゲストスピーカーからの発言にもあったとおり、まずはどのよ

うに道民にロシア地域への興味を持ってもらうかが課題なのではないか。 

友好交流についての評価としては、パートナーとなる団体との信頼関係構築により、

継続的に活動を続けている民間団体がある。さらに、友好交流に参加した青少年の中か

ら北海道とロシアとの交流を担いうる人材が育っている。 

今後の可能性としては、日露首脳間で合意した「日露交流年」「日露地域・姉妹都市交

流年」の実施などを通じたロシアとの交流の気運が高まり、相互交流を通じたロシアと

の幅広い交流を担う人材の育成に繋がることが期待される。課題としては、先ほどのゲ

ストスピーカーからの発言にもあったとおり、民間団体が交流を継続して行くための

経済的負担が大きいことが挙げられる。 

（田畑座長） 

ここまでの説明等について、質問や意見を伺いたい。 

 

エ 意見交換（この項、発言まま） 

大久保会長：これまでの経過など貴重なお話を聞いて、私は力強く思っています。立命館

慶祥高校の久野校長のお話は、私どもも子供と交流を主体としておりますので、

大変参考になりましたし、勉強になりました。今後の交流の連携についてもひと

つよろしくお願いしたいと思っております。私ども日ロ協会は、ロシアといって

もサハリン州との交流だけを行っていて、他はやっていない。もうそろそろウラ

ジオストクにも行ったらよいのではないかとアドバイスをもらうこともありま

すが、そこまでの力は持っておりませんので、とりあえずはサハリン州だ、とサ

ハリン州との交流を始めて、来年、再来年で５０周年になる。今後の友好交流の

可能性について触れたいと思いますが、確かにこのように評価されると思いま

す。日露交流年の２年間を踏まえて、ロシアとの交流の機運を北海道とサハリン

州の交流でも気運が高まったと感じた。私どももその力を借りて、本年度４事業

を実施できました。その中身をお知らせしたい。１つは、「青少年体験友情の翼」

ということで相互交流を行っていますが、今年はサハリン側へ行く年でした。４

４名の小・中・高・大学生を含めて行ってきました。大変友好的な交流ができた

と思う。これまでに（訪問と受入の）両方を合わせると 21 回実施しているので

すけれども、これまで 1500 名、日本から 900 名、ロシア側から 600 名の青

少年交流ができて、その子どもたちが今や第一線で活躍していることはみなさ

んもご承知のとおりです。そのような経過がひとつあったということ。それから、

墓参で始まった日本ロシア協会でしたが、今年も墓参事業を、元樺太に住んでお

られた方と一緒に「平和の翼」事業を、これまでは「平和の船」という事業名で

したが、航路がなくなって事業名が変わったわけですが、５回目の今年は 21 名

の方々と一緒に行って墓参をして慰霊をしてきたということです。それから、サ

ハリンへ行っての「市民交流会議」。北海道側から１５名の参加者がサハリンへ

行って、サハリン側から３０名が出席して市民交流をしてきた。今年度はみなさ
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んご存じのようにアニワと東川町が姉妹提携をしたということで、私たち北海

道側１５名全員でアニワへ表敬訪問に行きました。大歓迎で大変喜ばれました。

来年は受入側ですから、私たちが東川町を訪問しようと思っています。これが日

露交流年での最大の収穫だったのではないかと思います。これはロシア側も頑

張っていたし、日本の領事館、北海道庁、北海道サハリン事務所の頑張りもあっ

て、これが実現できたということは、サハリンとの間に新たな絆ができたなと思

っています。もうひとつ、６月の YOSAKOI ソーランまつりにロシア側から２

５名を受け入れて、７泊８日の強行スケジュールでしたが、その中で厚真町など

被災地３町に訪問できて、ロシア側も行って大変良かったと言っていました。こ

の４事業を合わせましてサハリンとの友好交流に参加した人数は１０５名に達

しました。１００名を維持したいというのが私の考えですけれども、資料に今後

の可能性と書かれているとおり、この２年間でロシアと日本、北海道とサハリン

の交流の機運が高まってきたなと感じているところです。これからまた新しく

地域交流年が始まるわけですから、スローガンを掲げながら頑張っていくこと、

気運ができていることは本当に心強いことであります。ただやはり課題として

は、経済的負担が大きくなってきているので、そのあたりをどう克服していくか

というのが私どもの課題ですけれども、やはり事業をやって成果を挙げる、道庁

の支援があるからできる事業もあるわけですけれども、そのようにして継続し

てきたということです。とにかく高校生、大学生を中心に青少年に夢と希望をと

いうことで、立命館との交流も踏まえながらこれを発展させていきたいと思っ

ております。 

辻副会長：ゲストスピーカーのみなさまありがとうございます。そろそろ節目が来ている

なというのが実感でありまして、ノヴォシビルスクとの交流が来年３０周年で、

また大久保会長の団体も５０年という節目が見えてきたというところもあるん

ですけど、北海道の対ロシア交流というのは、これまでやってきた積み重ねから、

どういうふうにこれから展開していくかという大きな転換点に来ているんじゃ

ないかと思います。そこに、若い人たちにこれまでの経験をしっかりつないでい

く、そしてそれを広げていってもらうということが重要になってきているとい

うことと、先ほど吉村さんからお話のあったとおり、極東とシベリアと欧露部、

それぞれ特徴があるじゃないかなというふうに考えております。北海道庁はや

はりサハリンとの関係があって、領土問題もありますので、それと連携して取り

組みを進めるという観点からもサハリンとの交流は重要で、極東との交流を中

心に進めてきた。それと合わせまして、札幌市はいち早くノヴォシビルスクと、

これまで文化的な交流が非常に進んできていたということもありました。最近

私たちが考えていたのは欧露部とのお付き合い、モスクワには 1000 万人、サ

ンクトペテルブルクには 500 万人という大きなマーケットがあります。インフ

ラビジネスにも関心があると、そういった中で、北海道がどうやって参入できる

か、北海道の名前を知ってもらうだけでも非常に重要なことだと考えておりま
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して、サンクトペテルブルクはフィンランドと非常に近いところでもありまし

て、観光地として有名なはずですが、日本人観光客は非常に少ない、アジアの方

を見かけると大体中国か韓国からの方というところです。日本食料理店も韓国

人が経営しているところが非常においしいと言われていて、日本の味ではない

ですし、日本のことを誤解しているところはありますが、日本のことが大好きと

いう中で、北海道をどのようにＰＲしていくか。北海道とサンクトペテルブルク

市とのワーキンググループの中でも話題に挙がっていたが、小さなことでも何

か一緒に立ち上げたいというような提案がロシア側からありました。もうひと

つは、観光情報がお互いにないので情報発信をするところを相互にできないか

という話もありました。そういったところで具体的に何かできるのではないか

と思っております。 

瀬尾専務理事：ゲストスピーカーの皆様にはこれまでのロシアとの取組事例ということで

詳しくお話いただきまして大変参考になりました。ありがとうございます。本日

の皆様のお話も含めて、北海道の対ロシアの交流の取り組みの評価と今後の可

能性、これについてまとめられた資料が、資料 3 であると理解しておりますの

で、資料 3 に基づいていくつか質問を含めてお話をさせていただきたいと思い

ます。資料 3 の左上の方の、企業進出に関してございますけども、今後の可能

性の中の、三つ目の黒ポチのところに、ロシアでは寒冷地技術へのニーズが高い

と書かれております。そこで吉村さんの方にちょっとお聞きしたいんですが、先

ほどのお話ですとここ 2、3 年で、民間企業のビジネス交流の促進ということで

特に寒冷地技術を中心とするビジネス交流を進めていらっしゃるというお話が

ございました。この寒冷地技術のニーズが高いっていうのは、具体的に、本当な

のかどうかということも含め、そうであればどういうところが可能性があるの

かというところを、ノヴォシビルスクやシベリアは非常に厳しいところかと思

いますので、そういう観点で教えていただければと思います。これが一つ目です。

それから二つ目でございますけども、その右側の貿易のところでございます。こ

れまでの資料 1 のプログラムの、2018 年から始まっております第 6 期の中

で、ヨーロッパロシアとの関係構築というのが、経済全般の中での重点項目とし

て挙がっております。2018 年、昨年からでございますので、まだ取り組みの

評価っていうのは早いのかと思いますが、この辺りの取り組みで何かあれば、道

庁から教えていただきたいということ。今後の可能性についての意見ですけど

も、ヨーロッパロシアとの関係ということでは、やはり先ほど辻さんの方からも

お話がございましたけども、フィンエアーのヘルシンキ直行便就航と、これをぜ

ひ生かすべきと考えておりますので、これを生かしながら、物流・人的交流・ビ

ジネスにどう進めていくかっていうところは、今後の可能性を考える上で非常

に重要なポイントなのかなと。具体的に何かというのはまだ言えませんけれど

も、そのあたりも一緒に経済団体としても、検討していければと思います。 

田畑座長：吉村さんからコメントをいただきたいと思います。 
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吉村客員研究員：ご質問ありがとうございます。シベリアは本当に寒いので、極東よりも

寒いですし、かなり北極圏の方にも町があって、ニッケルのノリリスクですとか、

クラスノヤルスク地方にあるのですが、かなり北の方まで産業があるので、そこ

で使われる、例えば融雪マットや手袋もそうです、寒冷地に関することは一通り

すべて必要とされているのだと思います。ただし住宅に関しては、寒冷地で暮ら

すことに関してはベテランの人たちですので、案外北海道の暖かい住宅という

のはロシアでできますよと言ってもあまり反応されないというところがあって、

それよりは、野外での仕事がすごく多いので、そこで役立つようなものが提案で

きればよいのではないかと思います。もう一つ、寒冷地での農業にはものすごく

ニーズがあります。ご承知のとおり今ロシア国内でものを作ろうと、食べ物も工

業製品も含めて、ロシア国内生産を、国を挙げて支援している中で、農業も重点

分野の一つですので、加えて人口もそれなりにいるので、消費地の近くで農業を

やろうとするときに、温室を含めた北海道の持つ寒冷地農業技術は本当にすぐ

にでも欲しがられるものだと思います。 

田畑座長：前回お話に出たと思いますが、ごみの処理ですとか、環境についても寒冷地技

術があると思います。もちろんインフラ整備においても寒冷地特有の問題があ

ると思います。 

曽根課長：欧露部との関係ということで、昨年 5 月に知事同士が会談した中で、本格的に

交流を始めましょうということになったところですけども、特にサンクトペテ

ルブルクの間ではロードマップという形で前回の会議でもちょっと参考資料と

して付けさせていただきましたが、かなり幅広に、こういう分野について情報交

換しましょうですとか、まずはお互いの地域が何を必要としていて、どういうも

ので交流できるのかというところを進めましょうということで進めておりまし

て、具体的には、昨年サンクトペテルブルク知事が来られたときに、ごみ処理の

関係で、施設をご覧になっていったり、あとは自動車の自動走行にも非常に関心

が高くて、北大の先生にご説明をいただいたりというような取り組みをして参

りました。あとは、医療関係で、札幌医科大学とサンクトペテルブルクの大学と

の間で、今後交流について検討していきましょうという動きになっております

し、札幌禎心会病院とモスクワの医療研究機関との間でも交流が進み始めてい

るようなところです。さらに、北海道を知ってもらうという意味では、昨年、今

年と 11 月に開催されますサンクトペテルブルクでのペテルフードという、か

なり大きな食の見本市があるんですけども、そこに北海道のブースを出展させ

ていただきまして、そこで、北海道の食のＰＲをさせていただきました。特に今

年はサンクトペテルブルク側から、日本食のお店を検討しているということで

協力してくれないかということだったものですから、日本食の料理の専門家を

一緒に同行しまして、ペテルフードでもパフォーマンスをしていただきました

し、そのあと、個別に実際にレストランを経営している方に対して、一汁三菜の

日本食を実際に披露しまして、そこで交流をしながら、今後どういう協力ができ
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るかというような動きがございます。 

佐藤常務理事：北海道商工会議所連合会の佐藤でございます。縷々ご説明を伺いながら感

じたのは、まずひとつは、当然ながら大きな可能性を秘めているというのはひし

ひしと感じたところでございます。私ども、各地の商工会議所の取組で言います

と、稚内では 1994 年から「ロシア人企業研修受入事業」を進めており、旭川

の商工会議所ですと、資料にもありますとおり、サハリンでの物産展への出展な

どの取組をしているところですけれども、我々が課題認識をして感じているの

は、なかなかそれが、大きな流れ、うねりにまで盛り上げることができずに、ち

ょっと表現悪いんですけども、ちょぼちょぼとした取り組みにとどまっている

というのが一番すごく感じている現状認識、課題であります。その背景を考えて

いくと、やはりなかなか私どもは中小企業の集まりでございますので、中小企業

の自助努力の中では、なかなか解決し得ない部分が大きく横たわっている部分

があるのかなと。ただ一方で、そのあたりが解決するっていう道筋ができてくれ

ば、今後大きな可能性に向けた突破口にもなり得るのだろうと思っております。

ですから、そういった劇的な解決策を手にするまでの間はどうやって、今の流れ

をきちっと持続的な取り組みをしていけるのかということもやっぱり考えてい

かなくちゃいけない。ですから、財源の問題もそうでしょうし、事業・商売とい

う観点でいけば、やはりその自立した活動していくためには、やっぱり事業採算

性、どうやったら商売になるのかといったときに一定のボリューム感も含めた

部分をやっていかなくちゃいけない。その中で、輸出の話も出ましたけれども、

残念だと思うのは、その距離的な近さがいろんな制約条件、物流交通の問題も含

めて生かしきれてない。ですから北海道の持つ寒冷地技術にとっても含めた強

みもあるんですけれども、一番はやっぱり地理的な距離的な近さが我々、最大の

強みだとすれば、その強みに関するような部分を行政サイドに期待してしまう

こともあるんですけれども、そういったインフラ環境づくりが整えばこそ、民間

企業ベースでの自立的な動きがより一層活発化していくのかなというところを

感じたところでございます。 

 

（２）ロシアとの地域間交流推進の考え方 

 ア 最近のロシアとの交流に係る動き、交流推進に当たっての主な論点 

（田畑座長） 

時間の関係もあるので、議事の２つ目に移りたい。まずは事務局から資料の説明を行

う。 

（曽根課長） 

資料４をご覧いただきたい。資料 4 は事務局の考え方をたたき台として示したもの。

上段の最近のロシアとの交流に係る動きについては、資料 1 から 3 で説明したものを

ロシア国内の状況、日露間の状況として、大きくまとめたもの。 

そういう状況を踏まえた中で、その下段の部分に主な論点として、事務局でまずこの
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ような考え方もあるのではないかと示したもの。ロシア交流の戦略的価値・意義という

ことで、少し大上段に構えているが大きく二つに分けている。一つ目が、本道が隣接す

る国境地域の平和と安定に寄与するということで、そのために、隣国ロシアとの確かな

友好関係を構築していくということで、これは友好交流を念頭に置いた意義付けと考

えている。その下に、具体的には相互理解、信頼関係の構築に向けた交流、さらに、そ

ういう交流を通じた人材育成もこの中に入ると考えている。大きく二つ目は隣接地域、

ロシアの経済発展を本道経済の活性化に取り込むということで、これは、経済交流を念

頭に置いた意義と考えたところ。人的交流という今までの歴史的な流れの基盤に立っ

た上での戦略的な経済交流をどのような形でしていくかということで、経済交流の戦

略的分野、さらに重点的交流地域をもう少し検討していく必要があると考えている。さ

らに、最後もう一つ下に交流展開の役割分担ということで、それぞれの交流にかかるプ

レイヤー、道、市町村、企業、団体などがあるが、それぞれの役割分担がある中で、北

海道に期待される役割についてご意見等いただきたい。これはあくまでもたたき台な

ので、ご意見をいただく中で特に○印で書いている分野手法、地域、さらに道に期待さ

れる役割について具体的なご意見をいただければ幸い。この方向性は今回だけではも

ちろん終わらずに、第３回有識者会議においても引き続き掘り下げて議論させていた

だきたい。 

（田畑座長） 

この点については、これを議論する最初の機会である。残りの時間でこれに関する意

見を伺いたい。 

 

 イ 意見交換（この項、発言まま） 

大久保会長：先ほど辻さんからのコメントにもあったとおり、まだまだ市民外交を含めて、

浸透していないんじゃないかなと肌で感じています。この前、サハリンとの交流

を話題に講演をやったときに、ロシアってそんなに簡単に行けるの、ロシア大丈

夫なの、サハリンに食べるものあるの、泊まるところはあるの、まだまだそうい

うレベルの反応がある。そこで、私たちは 50 年近くの歴史を持って、このよう

に行って帰って喜んでいることを説明して、報告書を見せると、子どもたちはこ

んなに喜んでいるのだな、ロシアはそんな明るい国になったのか、とわかっても

らえる。ロシアへの偏見と言いますか、そういったものがまだまだ強い。そこを

我々は実践で打破していく必要がある。まだまだやらなきゃならないんだなと

この頃思うようになりました。小さな団体ですけども、皆さんの力添えをいただ

きながら今後も頑張っていきたいなと思っているところです。楽しみながらや

っているなという部分もありますけれども、楽しみながらやるしかない。ロシア

人は親切な人民、国民だと思っています。信頼関係でやっていきますと、良い交

流がまだまだできると思います。ロシアは近くて遠い国から近くて近い国にな

ったというのが私の実感です。 

辻副会長：協力プログラムを見ておりまして、情勢が変わりながら、付き合いが変わって
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きたという経過があります。そういう中で、日露間の状況はやはり、政府間は非

常に活発な関係強化という流れがあります。そうした中で直行航空路線ができ

る、そして、北極海を活かそうじゃないかというような動きもありますし、また

芽も出てきたというところで、これから違う段階に入るんじゃないかなと思っ

ております。重要になってくるのは、どうやって人の交流を活発化して、実際に

大久保会長のお話もあったとおり、もう本当にずっと交流の芽を絶やさずに交

流を続けてきたというところもあります。ここで「友好交流」と単発で書かれて

おりますけども、「友好交流加速化」とか、実際にやっている活動をさらに活発

にするんだという、例えば高校生のそういう交流をもっともっと深めていくだ

とか、そういったことも当然できますし、それで具体的なイベントになっている

ものもありますので、そしてまた札幌市には現実の大きな拠点ができたという

こともあります。そういった中で、ダイナミックな交流もできるんじゃないかと

思いますし、次の隣接地域では絶対条件としてお互いの人たちがお互いを知ら

ないとなかなかできないことが多いということで、本当に先ほどの話もありま

すけども、知らないから怖いと、当然失敗経験もありますし、そういった中で、

例えば、商工会議所であれば、組合単位ですとか、いろんな企業組合同士で行く

だとか、一社一社でやるとなかなか大変なものは護送船団方式みたいに動機付

けをすると、これは今まさに経産局が中心になってやられていることと重なる

部分だと思うんですけども、そうした手段も使いながら一歩でも前に進められ

るような取り組みができないかと。それと先ほどお話させていただきました観

光情報については、相互に発信できるものを、バーチャルでも良いですし、そう

いう形でできるものもあると思うんですけども、知らないと何もわからないで

すし、今日初めてノヴォシビルスクの人口の多さを知ってびっくりしましたし、

やっぱりみんな知らないんだということがありますんで、そういったところも、

お互いに発信できるものを作っていかないと、なかなかわからないということ

になりますので、そういうことを重要施策の中に入れてほしいなと思います。 

瀬尾専務理事：資料 4 の主な論点のたたき台についてですけども、やはりそのビジネス交

流を活発にしていくためには、ここのたたき台にも書かれている 1 番目の隣国

ロシアとの確かな友好関係の構築、これがやはり不可欠というか、基盤になると

思いますので、ここはもう引き続きでしっかりとやっていっていただきたいと

思います。そういう意味で、ローマ数字の 1 番目に書かれているというのは、

章立てとしても、非常に良いのではないかと感じております。それから、ローマ

数字の 2 番目の経済交流のところですけれども、ここも章立てて見ると、ロシ

アの経済発展を北海道の活性化に取り込むということで、非常にこれはＷｉｎ

Ｗｉｎの関係ということをうたっていると思いますので、この文言は非常に良

いのかなと感じました。そういう観点で戦略的な経済交流ということでは、今後

いろんなたたき台が出てくると変わるかもしれませんが、ＷｉｎＷｉｎの関係、

特にロシアの課題解決を北海道の経済活性化にも生かしていくという観点で言
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うと、エネルギー、物流、交通、医療、教育、こういうようなところが、非常に

これから有望なのではないかと考えました。また重点的交流地域に関しては、吉

村さんの方からも示唆いただきましたけれども、三つくらいに分けた中で、それ

ぞれに応じてどう手を打っていくのかというようなことを考えればいいのかな

と感じた次第でございます。 

佐藤専務理事：私の方からは、道に期待される役割という部分で２点ほど申し上げたいと

思っております。まず 1 点は過去の歴史も踏まえて、やはり政治等の環境変化

に左右されない分野は今まで何だったのか、まずそこはしっかりとこれからも

継続していって広げていく部分だと思いますので、そこの見極めを一つお願い

したい。それともう一つは経済関係でございますけれども、ロシアと北海道との

関係で、北海道経済にロシアの経済をどの程度の部分に位置付けるのか、先ほど

の資料等でも輸出の金額データなど載っておりますけれども、一定の位置付け、

割合が決まれば、具体的な数値目標も見えてきますし、数値目標が出てくればこ

そ具体的な行動に繋がっていくものだと思っておりますし、そのために解決し

なければいけない課題は何なのか、すべての議論のスタートの部分をしっかり

と見定めていただくことが、最終的な道内経済関係を牽引していくきっかけ作

りになるものだと思っております。限られた資源の中でということもあります

ので、選択と集中の部分をうまくリードしていただけたらと思っております。 

田畑座長：いろいろなご意見が出ました。比較的みなさんのご意見が共通しているのは、

重点的な交流地域については、先ほどの三つの区分、極東、シベリア、欧露部と

それぞれの北海道から見た位置づけは違いますけれども、その中で特定の地域

を選択して交流を深めていくことを考えておられるという印象を受けました。 

それから、重点的な経済交流の戦略的分野ということについては、エネルギー、

物流、医療、教育、そのあたりも意見が共通しているところが多いのかなと思い

ました。道に期待される役割というところでは、ひとつは情報発信、観光という

ことだけではなくて、いろんな情報発信をどうするのかなと思いますし、それか

ら中小企業というところで、道の役割というのは何か出てくるのかなと考えら

れましたし、友好関係のところでも、経済的負担を道に求められても困るのかも

しれませんが、経済的負担っていうことも出てきました。何か道に期待される役

割について他にご意見はありませんでしょうか。 

久野校長：主な論点のたたき台の方のローマ数字の１、２につきまして、賛同するご意見

が聞かれたと思います。私も全く賛成です。そこで道にお願いということを言え

ば、皆さんやはりローマ数字の 1 が基本であって、やっぱり人間、隣国国境を

越えて信頼関係がないといけないと。この先 10 年 20 年後見据えながらの施

策だと思いますので、そうなった時にこういうのはどうでしょうか。今まではこ

の 1 の部分、大久保さんに代表されますように、交流というのは本当に大変な

部分で、交流ということを中心に進めてきています。それを明確に、交流から育

成へ、つまり人材育成へと、いよいよこれだけの年月、30 年以上の交流を超え
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て、いよいよ北海道がこれからロシアと北海道、日本を結ぶ人材の育成に入る。

これが先ほど言いました教育貢献であり、交流という言葉から大きく育成、貢献

というところへ振っていく。私たちは立命館でありますので、立命館大学も全面

的に協力をして参ります。ここのあたりが北大さんにはなかなか難しいところ

なのかもしれませんが、我々私立大学ですので柔軟な姿勢で、大規模な寮もあり

ます。例えば３つの地域から 10 名ずつ 30 名を受け入れる制度を 5 年間運用

すれば計 150 名になります。これは 1 年間、北海道で日本語を学びながら、北

海道の高校生と勉強して、私たちの今のシステムでは、９月から課題研究論文を

書きます。これはそれぞれインターンシップに出ます。ロシアから来る３０名は、

北海道庁さんの関係のところで、2 ヶ月間のインターンシップをさせてもらい

ながら、高校３年生のときに、日本語と英語で 1 万字の論文を書きます。それ

をもって立命館大学の１５学部へ学内進学していきます。そして私たち今持っ

ているこのメニューでは 1 年ごとに、1 ヶ月間の北海道研修をその学生たちに

義務づけて、今はアフリカの生徒にやっていますけど、大学一回生、二回生が全

道のいろんなところで１ヶ月間のインターンシップをする。ものすごい北海道

に対する理解と愛着といったものが 5 年間で 150 名、大学教育高校教育とい

うものを利用しながら育成でき、それが恐らく 10 年後、1５年後の北海道の大

きな経済の発展基盤になるんじゃないかと思っていますので、友好、交流という

他の４７の自治体もやるようなことから、一歩北海道は踏み込んで、交流、友好

からいよいよ教育、貢献、人材育成というように明確に舵を切ってみてはどうで

しょうか。 

田畑座長：交流関係の話ですけれども、子どもとの交流というお話があって、北大も大学

間交流には非常に力入れておりますし、そのあと、まさに専門家の育成というと

ころで、専門家というのは、ビジネスだけではなく政府関係者も含めた、そうい

う育成をやろうとしていて、そこら辺がうまく繋がるような、システム、流れが

できればという思いを持っているところです。それから、今の交流を育成、教育

の方に変えるというお話は、このスケールの分野の教育っていうのは、先ほども

出てきたんですけれども、教育は経済交流としても非常に有用で、さらに言うと、

立命館慶祥高校でやられているような観光教育はある意味で、教育と経済交流

を結びつけるところもあるわけですから、教育と観光も重点分野の一つになっ

ていくのだろうと私も思った次第です。他にご意見ありませんか。 

辻副会長：先ほど、数値目標というお話がございましたが、それでは北海道は何を目指す

のかというところで、例えば、北海道はロシアとの間の観光や物流でどれだけの

貢献をしなければならないのか、日本全体で見て北海道が４７番目では困るわ

けです。国境地域でもありますし、お互い気候風土が似ている部分もございます。 

そういった中で、やはり北海道は１番で是非ありたいぐらいのことは。経済的に

どれだけいけるかというのはまた別問題だと思いますが、例えば、観光というこ

とですと、ロシアは今観光にものすごく力を入れておりますので、ロシアから日
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本に来る観光客の一割は北海道に呼び込むのだという位置づけは欲しいと思い

ますし、経済分野で言うとまさしく、ロシアから北海道は資源をはじめいろいろ

買っていますし、カニやウニという北海道の食の強みにしている部分も実際は

輸入しなければならない部分もある。ロシアとの良好な経済関係が重要な部分

ですので、そういったところを念頭に置きながら次の方針を考えていかなけれ

ばならないと思います。 

田畑座長：北海道経産局の藤田課長いかがでしょうか。 

藤田課長：先ほどからお話があったとおり、当局は札幌市さんと連携させていただいて、

今のシベリアの方の交流について進めているところですが、私どもビジネスの

観点から、ロシアの高度外国人材に北海道へ来ていただいて、今も道内企業で活

躍されているロシア人の方がいっぱいいらっしゃいます。商社で通関業務をや

ったり、語学もロシア語、日本語だけではなく英語もできるような方々が活躍さ

れています。そのような方々をさらに多く受け入れることによって、北海道とロ

シアのビジネスの交流がますます広がるという観点で、いろんなご意見が出ま

したけど、企業に対する、高度外国人材の受入というのを我々進めていきたいと

思っていますし、札幌市さん、道庁さんの御知見をお借りしながら続けていきた

いと思っております。 

田畑座長：札幌市の前田部長いかがでしょうか。 

前田部長：ゲストスピーカーの皆さんからも、委員の皆様からもお話を頂戴しまして本当

に参考になりました。先ほどもお話がございましたけれども、札幌市はありがた

いことにノヴォシビルスク市と 30 年という歴史を持って、そういった意味で

はシベリア地域との繋がりが比較的強く持ってきたと認識をしております。そ

ういった中でちょうど 30 周年を迎えるにあたって、どういったことをしよう

かと考えているところでございまして、市の幹部が文書署名する場面も含めつ

つ、まさしく主役は市民であり企業であるということをしっかりと認識しなが

ら、ノヴォシビルスクのＩＴを中心とした経済の結びつきであるとか、或いはそ

の日本語を学ぶ青少年の発表を機会にもっと理解を深めたいですとか、そうい

った希望もあるやに伺っておりますので、十分そういったところを取り込みな

がら検討を進めたいと考えております。あと 1 点だけ情報提供ですけれども、

前回もちょっとお話いたしました「冬の都市市長会」ですが、実務者会議が 11

月にノリリスク市で開催されました。実務者会議事務局として、職員が数名行き

ましたが、開催したノリリスク市の方からも、とてもいい経験になったというお

話を頂戴したと聞いております。そして、さらに、ノリリスクは北極海にも近い

ところですし、市長会が来年フィンランドのロヴァニエミで開催されますので、

そういった広がりも我々としては意識しながら、北海道庁さんや関係者の皆様

と視点を等しくしながら、そういった機会も捉えて全体的な発展につながれば

良いと思っております。よろしくお願いいたします。 

田畑座長：時間も来ておりますが、よろしいでしょうか。数値目標の話であるとか、政治
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に左右されない部分の話であるとか、新しい提言も出てきたところでございま

す。これについては次回会議でも、議論を深めていくところですので、今日のと

ころはこれにて閉めたいと思います。 

 

（３）次回開催について 

 （田畑座長） 

次回の有識者会議の開催について事務局から説明を行う。 

 （曽根課長） 

次回の開催については、年明け 1 月下旬頃を考えているが、詳細な日程調整について

は事務的に調整する。 

 

（４）閉会 

 （田畑座長） 

それでは以上をもって、第２回有識者会議を閉会する。 

（了） 


