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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３回有識者会議 

議事録 

 

 

１ 日 時：令和２年２月３日（月） １３：３０～１５：１５ 

 

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（座長） 

大久保 慧  NPO 法人 北海道日本ロシア協会 会長   

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 

竹田 正直  日本ユーラシア協会北海道連合会 名誉会長 

 

【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 

吉本 有介  北海道総合政策部国際局国際課 ロシアＧ主査 

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）推進方針の骨子案について 

（ア） これまでの取組と課題 

（田畑座長） 

はじめに本日の進行について全体的な説明をする。 

これまでの議論を踏まえ、事務局から、北海道・ロシア地域間交流推進方針の骨子案

が提示された。大きな項目として、推進方針の位置づけ、これまでのロシアとの交流の

取組と課題、ロシアとの交流の意義、重点分野とエリア別の展開方針、道の役割と推進

体制、となっている。 

１項目ずつ事務局から概要説明を聴取した上で、コメントがあれば、１項目終了ごと

に発言をお願いする。第１回、第２回会議で行った、ゲストスピーカーからのロシアで

の取組事例の発表は今回予定していない。 

それでは、推進方針の骨子案について事務局から説明する。 

 （曽根課長） 

推進方針の骨子案を説明する。本日の会議は「北海道・ロシア地域間交流推進方針（仮

称）」の骨子案をお示ししてご意見をお伺いする場としている。 骨子案では、座長から

説明あったとおり４項目に分けた構成としている。なお、本日いただいたご意見を基

に、第４回有識者会議として、２月中旬に推進方針素案を書面によりお示しし、文書照

会によりご意見をいただくことを考えている。その後、３月中に最後の有識者会議を開

催し、推進方針案を取りまとめていただくこととしたい。 

まず、「推進方針の位置づけ」について説明する。この項目については、第１回会議の

冒頭で中野副知事の挨拶の中で、道がこの推進方針を策定する考え方に触れた内容を

中心に記載している。 

推進方針策定の背景、必要性としては、これまでの会議でも説明してきたとおり、１

９９０年からの極東地域との交流の蓄積と、一昨年からスタートした欧露部との交流、

さらに昨年モスクワで開催された日露知事会議での知事のプレゼンテーションなどに

よる、ロシア地方政府などの本道への関心の高まり、さらに本年から始まる「日露地

域・姉妹都市交流年」を契機とした両地域の交流の気運の高まりなどを踏まえ、本道が

ロシアとの交流の一層の充実を図るため、交流の方針を明確にするための推進方針を

策定するとしたところ。 

推進方針の位置づけとしては、ロシアとの交流を戦略的に推進するための包括的な基

本方針とし、交流推進の考え方、交流の重点的分野の考え方、推進体制の考え方等をま

とめるものとしている。推進方針と国や市町村、道の既存の計画との関係については、

まず、政府が推進している８項目の「協力プラン」、これは道の新しい「５つの協力パ

ッケージ」とも相通じるものであり、推進方針に基づく分野の取組を通じて８つの「協

力プラン」の推進にも貢献するものと考えている。 

道内でロシアとの姉妹都市交流を行っている市町村に対しては、道の推進方針を明確

に示すことにより、市町村の地域間交流を後押しすることになると考える。また、これ
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まで説明しているとおり、道では交流地域ごとにプログラムやプランなどの計画を策

定しているが、ロシアの地域を包括した推進方針を示すことにより、交流の考え方やエ

リアごとの交流の考え方がより明確になり、効果的な交流に結びつくと考えている。推

進方針の期間としては、交流推進の考え方をまとめたものであることから、期間は特に

設定せず、ロシアの社会経済情勢の変化などを踏まえて、必要に応じて見直しを行うこ

ととする。 

（田畑座長） 

「推進方針の位置付け」について、何か質問や意見はあるか。なければ次に進めたい。 

 

（イ） これまでのロシアとの交流の取組と課題 

（曽根課長） 

「これまでのロシアとの交流の取組と課題」については、前回の会議でお示した資料

２の中から主要な内容を記載している。具体的な事例と課題では、直近の２０１０年代

の事項を中心に記載している。資料２をご覧いただきたい。記載内容は、前回の会議の

資料とほとんど同じであるが、２０１４年に高橋前知事が極東地域との交流推進につ

いて５つの協力パッケージを示し、その後、昨年の日露知事会議において鈴木知事が、

５つ目の項目である「直行航空路線の開設」を「人的交流の拡大」に変えて新５つの協

力パッケージとしている。この項目に対応するよう、環境・エネルギー分野を加え、友

好を観光と併せて人的交流とし、記載の順番を調整した。環境・エネルギー分野では、

２０００年代には、生態系保全シンポジウムや環境フォーラムを開催し、道内の動きと

しては、環境の国際共同観察クルーズやサハリンからのＬＮＧの輸入が始まった。２０

１３年以降は、サハリンのガス利用促進に係る道内視察や省エネセミナーの開催、ガス

利用や廃棄物に係るロシア側の関心が示されている。骨子案の中にも、環境・エネルギ

ー分野を記載している。前回もご意見をいただいたところだが、改めてお示しした。 

（田畑座長） 

「これまでの取組と課題」について、何か質問や意見はあるか。なければ次の項目に

進めたい。 

 

（ウ） ロシア交流の意義 

（曽根課長） 

骨子案４ページの「今後のロシアとの地域間交流の考え方」について説明する。 

まず、ロシア交流の意義についてであるが、前回の会議でもロシア交流の戦略的価値

（意義）としてご説明し、ご意見をいただいた。前回いただいたご意見を踏まえ、内部

でも検討し、ロシア交流の意義は、前回ご賛同の意見が多かった「本道が隣接する地域

の平和と安定に寄与する」と「隣接地域の経済発展を本道の活性化に取り込む」とし、

それぞれの目標を「隣国ロシアとの地域同士の確かな人的交流と人材育成」、「人的交流

を基盤とし、地域特性を踏まえた経済交流」としている。人的交流と人材育成の背景と

しては、最も近い国であるロシア・サハリンと北方領土問題、国の外交課題にも貢献、
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交流を通じた人材育成があり、方向性としては、人的交流の拡大と青少年交流などを通

じた多様な人材の育成を進めていくとしている。また、経済交流の背景としては、ロシ

ア側の購買力の向上や極東重視政策、ビザの緩和などによる経済交流拡大の可能性が

高まっていること、また、ヘルシンキ便の就航や北極海航路の活用の可能性などによ

り、経済交流発展の可能性があることとしている。方向性としては、北海道、ロシア双

方の地域特性を踏まえた重点分野の設定による経済交流と、北海道ロシア・双方がウィ

ンウィンとなる経済交流を目指すこととしている。 

（田畑座長） 

ロシア交流の意義に関する説明について、何か質問や意見はあるか。 

前回までの議論がよくまとめられていると思う。次の項目に進めたい。 

 

（エ） 重点分野とエリア別の展開方針 

（曽根課長） 

重点分野とエリア別の展開方針についてであるが、ロシア交流の目的と方向性を基に、

本道の地域特性を踏まえ、前回の会議でもご意見が多かったロシアを欧露部、シベリ

ア、極東の３地域に分けて、それぞれの地域の特性に応じて重点分野を絞り込むことと

した。本道が有する地域特性として、ロシアとの交流における本道の特徴や、特徴とま

では言えないことを関心事項として整理したいと考えている。例示としてお示しして

いるが、この点も含めてご意見をいただきたい。 

また、ロシアのエリア別の地域特性については、資料３をご覧いただきたい。３地域

を比較すると、人口は、極東が約６００万人で、シベリアはその約５倍、欧露部は、さ

らにシベリアの５倍以上であり、地域総生産（ＧＲＰ）は、極東が約６兆円で、シベリ

アはその約５倍、欧露部はシベリアのさらに約３倍である。主要州の平均月給はご覧の

とおり。ロシアには１００万人以上の都市が１５あり、欧露部に１０都市、シベリアに

５都市となっている。日本との航空路線では、欧露部のモスクワと成田には毎日複数便

就航しており、極東の３都市にも多くの直行便が就航している。２月からは成田－ウラ

ジオストク間にＪＡＬとＡＮＡが新たに就航する予定。これらのエリアに対して、シベ

リアは成田とノヴォシビルスクの間で週１便となっている。道内の姉妹都市提携先は、

札幌市とノヴォシビルスク市以外は、１７件が全て極東であり、そのうち１３件がサハ

リン州となっている。 

投資環境については、資料４の右側の表をご覧いただきたい。ロシアの地域別の投資

メリットのランキングとデメリットのランキングを総合して順位付けをしたもの。地

域をエリア毎にわかるようにしており、上位はモスクワ州、モスクワ市、サンクトペテ

ルブルク市など欧露部の都市が占めており、シベリアでは、９位にスヴェルドロフスク

州、１４位にノヴォシビルスク州が入っている。極東は、３８位の沿海地方が最上位で

あり、これらを基に、資料３の投資環境のランク付けをしている。 

北海道の知名度は、事務局の印象として、欧露部、シベリアにおける知名度は低く、

ノヴォシビルスク市、サハリン州は札幌市、北海道との姉妹提携で高く、極東は中程度
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とした。 

各エリアの特徴として、欧露部は、モスクワ、サンクトペテルブルク市は政治、経済、

文化などの中心地であり、人口が多く消費活動が盛ん、産業インフラも比較的整備され

ており、既に欧州や日本の大企業が進出している。シベリアは、天然資源が豊富で、石

油化学工業・金属産業が盛ん、投資環境は整備されているが企業進出実績はあまり多く

ない。極東は、連邦政府により先行発展領域（ＴＯＲ）やウラジオストク自由港などの

極東重視政策が進められており、経済活動が活発になっている。もう一度、資料４の右

下をご覧いただきたい。極東のエリア内で多くの地域がＴＯＲなどに指定され、投資誘

致や経済振興策が講じられている。 

資料３に戻っていただき、エリア毎の評価として、欧露部では、人口が多く消費活動

が盛んで、投資環境も良好。政治・経済・文化などの中心であり、ロシア各地への波及

効果が期待される。矢印は交流の方向性であり、北海道ブランドの浸透を図りながら、

大都市圏をターゲットにした交流を行っていく。シベリアは、人口の多い都市が点在

し、投資環境も比較的良好だが、往来手段が限定的。札幌市の交流と連携して北海道の

プレゼンスを高められる可能性がある。方向性としては、往来頻度が少なくても可能な

交流の模索を行っていく。極東は、人口は少ないが、極東重視政策により観光、農業、

食品などの分野への投資を期待できる。方向性は、交流の蓄積と隣接性を活かした交

流。 

資料１の骨子案に戻っていただき、ロシアのエリア別の地域特性として、例示として

それぞれのエリア毎の特性と考えられる事項を記載している。ご意見をいただきたい。 

エリア別の重点分野の見極めについてであるが、ロシアとは、極東３地域やサンクト

ペテルブルク、モスクワ州との間で、「新５つの協力パッケージ」の内容を含めた幅広

な交流を進めることとしているが、この方針では、北海道とロシアのエリア別の特性を

踏まえて、特に重点的な取組が適当な分野を絞り込むこととした。３つのエリアの評価

と方向性は、先ほど説明した資料３の一番下の欄と同じであり、それらを踏まえて、事

務局案として重点分野を記載している。さらに、３つのエリア共通の重点分野として、

観光を含めた人的交流の促進、また交流の基盤、北極海航路の実用化による可能性とし

て、交通・物流の取組を記載している。 

もう少し分野の絞り込みが必要かもしれないが、考え方も含めてご意見をお願いした

い。 

（田畑座長） 

第２回会議においても議論を深めた分野であるが、何か質問や意見等はあるか。 

（辻副会長） 

推進方針ができることを契機にして大きな動きができてほしいと思う。こうしたこと

を進めて良いのかという暗中模索の中で色々なミッションを進めていたのではないか

と思われるが、方針ができることによって手探りでやっていたところを顕在化させる

ことができる。 

主軸においてほしいのは、人と人の交流。特に追い風になるのはヘルシンキ便を含め



 6 / 15 

 

た新たな直行便。北海道経由でなくとも人が往来できる。 

ポテンシャルとしては、極東では農水産関係についてはニーズとしてもあるし、加工

分野や機械分野についてどういった経済的な交流ができるのか。欧露部は、観光をまず

は主軸に置いて、必ず日本食を紹介していくこと。ヨーロッパに近い特性を十分活用し

てほしいと思う。シベリアについては、札幌市や北海道経済産業局と連携して取り組ん

でいき「前のめり」でも良いのではないか。 

欧露部は、モスクワ州から、市町村の名前を具体的に出して、姉妹都市交流をできな

いかとのアクションもある。欧露部は、文化、特にバレエ等も盛んであるので、そうい

った分野で市町村が交流することも、特に若い人には重要ではないか。欧露部には、１

つ、２つ姉妹都市のようなものができればよい。３地域のメリハリもあるが、これを契

機に前に進めていけたらよいと思う。 

（大久保会長） 

私どもが関わっているのはサハリンなので、欧露部やシベリアについての状況はあま

り詳しくないのでコメントが難しいのだが、指針の必要性というのは十分そのとおり

だと思う。 

「第１４回市民交流会議」等の資料をお配りしたので、後でご覧になってほしい。サ

ハリンと小さな民間団体との交流ではあるが、民間交流、市民外交として、具体的な成

果を挙げていると言えば大げさではあるが、このように進んでいる。この進み方もここ

２，３年、速度を増していると思っており、このような広報誌を出せるようになったの

も一番の特徴である。一昨年から２年間、日露交流年として、そのようなスローガンが

出てきて、それに自分たちの行動も載っており、訴えかけることができるので一般市民

の方々も理解して乗ってこられる。日露地域・姉妹都市交流年が、本年と来年に行われ

ることを日露交流年閉会式で先行的に謳ったのはすごくすばらしいこと。 

在札幌ロシア総領事に挨拶に伺った際、日露地域交流年の開会式が５月１６日に札幌

で開催される旨聞いた。総領事がおっしゃっていたので間違いないだろう。札幌開催が

決まったことは２年間の進歩であり、名誉なことだと思う。この機会をどのように北海

道に活かしていくか。北海道とロシアとの交流を全国・全世界に発信する絶好の機会と

なる。今までの北海道がロシアとの姉妹都市交流について大きな成果を上げており、そ

の成果を深化させるための日露地域交流年。平野・前ユジノサハリンスク総領事もおっ

しゃっていたように、ロシアは近くて遠い国から、近くて近い国になった。それぞれの

歴史や経過があるので、そういうものを十分活かしていくことが大きく前進していく

ことになるのではないかと思う。 

（曽根課長） 

大久保会長からのご発言にあった日露地域交流年の内容について、日程と場所につい

ては、外務省から正式に合意したという内容を聞いておらず、まだ５月１６日とは決ま

ってないということを申し上げておきたい。また、開催地についても、両大臣間の合意

では「北海道で」ということになっており、札幌になるかも知れないし、他のところに

なる可能性もある。まだ決定・合意はされていないという点だけ申し上げておく。 



 7 / 15 

 

（竹田名誉会長） 

骨子案が立派にできていると思う。 

資料１の５ページの重点分野について意見を述べたい。欧露部では、最近、健康長寿

と言われているが、これは本当にそのとおりだと思う。最近モスクワの新聞などでも健

康長寿についての特別な新聞が出ていたり、モスクワ市内の主要な公園にて、夏の間、

巡回的に市民に対して、心理学者等による健康長寿を目指す講座の実施等も行われて

いたりする。認知症の予防等が非常に重要なテーマとして掲げられていた。 

認知症に関する新聞記事の中で、第 1 に良いのは外国語を学ぶこと、第２に普段やっ

ていないことをやることと書かれていた。例えば、普段は右手で食事をしているのであ

れば、たまには左手でしてみる、左手で書いている人は、右手でやってみるとか、ドア

ノブの開け方について手を代えてやってみる等、日常生活での新しいことをやること

が良いといった健康についての具体的な記事が書かれていた。 

シベリアの重点分野について、情報通信とすることについては、これもそのとおりだ

と思う。１６０万人都市であるノヴォシビルスクのうち約１０万人が、車３０分くらい

郊外に走ったアカデムゴロドクという学術都市に住んでいる。文部科学省が筑波に学

園都市をつくる時に参考としたアカデムゴロドクを中心として、情報関係については

非常に高いレベルにあり、重要なことだと思う。 

ただ、ここでもやはり健康長寿が大きな課題であり、４年前に、上田（札幌）市長を

団長として市民交流団姉妹提携２５周年の時に行った際、日本の高齢者がいかに健康

に配慮しているかということについて、ロシア人の高齢者に講演をしてほしいと依頼

され、講演したことがあり、健康長寿への関心は高いと言える。また、７、８年前に、

中小企業のビジネス代表が東京に来て、日本ユーラシア協会で案内して、日本の企業を

いくつか回ったが、一番の関心は、食の安全や健康のサプリメントのことにあり、サプ

リメントについては、その後ロシアへの輸入、日本からみると輸出が見学した企業との

間でずっと続いているようである。そういう点で、情報通信だけではなく、健康長寿や

食の安全についても重点分野になるのではないか。 

極東については、このとおりかと思うが、先ほど辻副会長から欧露部での芸術分野の

観光について示唆があったが、極東の中でもウラジオストクは、芸術文化の交流では今

後色々考えられると思う。ウラジオストク－新千歳間で直行便もできたし、日本航空と

全日空が直行便を成田から出すということで、ウラジオストクは相当発展すると思う。

ここにはサンクトペテルブルクの現代美術館やマリインスキー劇場の分館ができてい

る。サンクトペテルブルクのマリインスキー劇場の総裁及び指揮者は、世界的に有名な

ゲルギエフであり、彼が札幌で指導、演奏して、帰る時には必ずウラジオストクに寄っ

て、マリインスキー劇場のウラジオストク分館で講演、指揮している。（自分が）昨年

１０月に行った際にも、日本の総領事館員が、日本人のウラジオストクへの訪問が

「倍々」で増えてきていると話していた。極東においても（重点分野として）文化芸術

が出てくるのではないか思う。 
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（佐藤常務理事） 

今年、来年については、地域交流年が始まるので、それをてこに今まで進んでいなか

った部分を大きく加速させていく必要をベースで考えなくてはいけない。その中で、５

ページの地域毎の部分で申し上げると、欧露部については、歴史的なつながりや、距離

的にも近いヨーロッパが競争相手である。その中に我々北海道がこれから入っていく

ということを考えたときに、北海道の優位性や情報発信していくことができるものは

何かということをベースに考えていくと、重点分野の順位付けは自ずとついてくるの

ではないか。 

極東については、先ほどご説明あったとおり、ロシア政府の極東開発投資が入ってき

ていることを考えた時、ロシア政府の投資を加速させるために我々が手を貸すのか、あ

るいは、そこに及ばないところを補完するような形で交流を深めていくのか、その二つ

のうち北海道としてどちらを取り組んでいくのかという観点で考えていくと、絞り込

み、強弱のつけ方の参考になるのではないか。 

経済交流については、過去の長い歴史があるので、なかなか進まないと言いながらも、

過去の部分での課題を解決していけば、経済交流を広めていくチャンスがある地域で

あると感じている。 

（田畑座長） 

シベリアとの交流については、札幌市に知見があるかと思うがいかがか。 

（前田部長） 

シベリアという観点で札幌市として特段大きく考えてきたわけではない。 

長い歴史の中で、小さな事例ではあるが、札幌市に来ているロシア人交流員は、学生

時代に日本語のカラオケ大会で優勝したプレゼントという形で初めて日本に来て、そ

こで更に日本に関する興味を持ち、今の仕事につながっている。 

道からお示しいただいた戦略的分野について、我々としても、共通部分について考慮

に入れながら、地道な人的な交流を重ねていけたらと思う。また、発展していく時に、

我々も経済的な発展の観点も少し持ちながら、自分たちの仕事を展開していけたら、組

み合わせによる重層的な交流、連携が深まっていくのではないかと考えている。 

（藤田課長） 

先週、札幌市とともにシベリアのノヴォシビルスク市に行ってきた。当局では、シベ

リア地域のＩＴ分野の人的交流という部分で、経済交流の後押し事業を行っている。自

分から言うことではないかもしれないが、今年、札幌市がノヴォシビルスク市と姉妹都

市提携 30 周年を迎え、文化交流に含めて経済交流で何かできないか検討されている

ところであり、当局としても経済交流の後押しについて、お手伝いできればと思ってい

る。道がまとめた資料は大変わかりやすい資料で、特にシベリア地域は、道内になかな

か情報が無い中で、対比した資料はとてもわかりやすいと思う。 

シベリアについては、大変可能性がある地域であると思う。日本企業の進出実績がな

いということは、これから北海道の中小企業にもまだまだ可能性があると思っている。 

ロシアの方は日本食が好きであるが、本格的な日本食の企業がまだ進出していない。
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日本企業ではない現地のラーメン店に入ったが、日本とは味がかなり違った。極東や欧

露部で食べたラーメンは日本に近いような本格的なラーメンという感じがしたが、シ

ベリアではちょっと違った。それでもお客さんがひっきりなしに入っており、人気があ

った。こういう意味でも日本の企業が進出できる可能性がある。 

先ほど、シベリアで健康長寿、食の安全という部分も重点分野として入れたらどうか

との意見があった。今回、ノヴォシビルスク中心部から３０分くらい離れている学術都

市・研究都市であるアカデムゴロドクとコリツォヴォに行ってきたが、研究所やインキ

ュベーター施設が集積していた。日露地域交流年ということもあり、北海道に対する期

待は大変大きいと感じた。バイオ分野での連携についても提案され、健康長寿、食の安

全、バイオについて可能性があると思った。 

三つに分けて各々の地域の特徴をみながら、道内の皆様で、経済交流、人的交流を進

めていただきたいと思うし、道や札幌市に協力いただいて、我々自身も交流を進めてい

きたいと思う。 

（田畑座長） 

皆さんの意見をまとめると、３つの地域に分けることについては、わかりやすく有効

であると思う。その上で、各地域について、どれを重点分野にするかということを詰め

ていくことが必要であると思う。観光、健康・長寿、寒冷地技術などについては、共通

にしてしまうのではなく、できるだけ各地域に貼り付けていった方がよいのではない

かと思う。その上で、欧露部については、観光、食をメインとし、シベリアについては、

健康長寿などを記載する方がよいではないか。交通・物流については、極東を中心とし、

更にサンクトペテルブルクについては、ヘルシンキの直行便などを考慮する方法もあ

る。 

重点分野の書き方について、補足的な意見はあるか。 

（大久保会長） 

地域特性や自然環境などが地域毎に大きく異なるので、地域別に重点分野を決めるこ

とは重要なことで大事にしてほしい。 

私からは日露間の交流の歴史について追加的に申し上げたい。１９９８年に、小渕総

理とエリツィン大統領の間で、日本とロシアの間でもっと人的交流をすべきとされた。

１９９９年には、福田総理とプーチン大統領が、青年交流を活発に行い、１年間で 500

人往来すると具体的な目標を明示した。そして、安倍総理とプーチン大統領で「地域・

姉妹都市交流年」ということになった。 

都市と都市との交流を深めていくということは、２０年来の歴史の中で、すごく（両

国の関係が）発展してきたとの印象。昨年、サハリンのアニワと東川町が 18 年ぶりに

姉妹都市を提携した。北海道もサハリン側も地域間の交流を深めていきたいとの考え

がある。日露地域交流年というのは重みのある言葉である。北海道にとって、絶好の良

い機会であると思うので、私としてもそれなりにやっていきたい。 

（日ロ協会が携わっている事業である）青少年北海道体験友情の翼は、小学生がサハ

リンを訪問するものであり、私が子どもの頃は考えられない大冒険である。全道から集
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まった子供同士の交流や、サハリンの子供たちとの交流を行うもの。最初に始まったの

が２０年前。不安と期待や、本当にそんなことができるのかと特に親御さんからの反対

の意見もあったが、１週間後に子供たちが帰ってきた後、親御さんたちも非常に喜んで

くれた。 

何かに取り組むときには、色々な事にぶつかることもあるが、私は、すごいスピード

で日露の友好関係が進展していると思うし、これは非常に恵まれたことである。私ども

日本ロシア協会もこの気運に乗って協力していきたい。各々のポイントや取組につい

て各団体が連携し合っている。この部分を事務局で取りまとめていただければ我々は

非常に助かる。 

（佐藤常務理事） 

人的交流については、幅が広すぎてイメージが湧かない部分もある。交流主体、つま

り、誰が人的交流の主役となるのかという観点で、各々の三地域ごとに考えていくと、

もう少しわかりやすい整理ができるのではないか。例えば、健康長寿であれば、医療機

関関係やそれに付随する健康産業、観光であれば、旅行代理店が中心になると思うが、

実際に足を運ぶ一般市民間の交流にもつながっていく。教育関係であれば、大学の先生

方の交流なのか、留学生の交流なのか、子供達の交流なのかといった活動主体ごとに整

理すると地域ごとの特色が明確になってくるのではないか。 

（田畑座長） 

この後の議論でも、重点分野について触れることになると思うので、ひとまず次の項

目に移りたいと思う。 

（曽根課長） 

骨子案の６ページをご覧いただきたい。３つのエリア別の重点交流分野についてご意

見をいただいたが、ここでは、エリア内の地域との交流についての基本的な推進方針を

お示しして、ご意見を伺いたい。 

事務局案としては、初めてお示しする内容であるが、対象地域を４つに分けている。

まず、先行地域として、既に道が友好提携や覚書などを締結している地域とは、これま

での交流実績を踏まえて交流を推進していくこととしている。次に、戦略地域として、

先行地域のうちロシアとの地域間交流の目標の前進に相当の効果が期待される地域と

は、戦略的な交流の充実に努めることとしている。拡充地域として、戦略地域との一体

的な交流、道内姉妹都市と連携した取組、道の施策の推進などに効果的と考えられる場

合には、それらの地域との交流の可能性を探究することとしている。最後に、その他の

地域として、①～③以外の地域は、具体的な交流分野と内容、相手地域の社会経済情勢

や交通アクセスなどを踏まえ、北海道として交流の継続性や効果などのメリットの視

点から、相手方との対話を通じて検討し、交流の可否を判断することとしている。それ

ぞれの区分や名称については、事務局内でも様々な意見があったところであり、地域分

け方の考え方についてもご意見をいただきたい。 

下の参考については、現状での想定対象地域は、地域分けのイメージを持っていただ

くために事務局の考えを記載したものである。戦略地域には、先行地域のうち、副知事



 11 / 15 

 

同士で相互理解に関する覚書を締結しているサハ共和国は含めていない。また、極東３

地域からは、姉妹提携を締結し、これまで多くの分野での交流を行っているサハリン州

と、道内から企業が進出し、直行航空路線が就航し、ロシアの極東管区代表部が置かれ

ていることなどから沿海地方を戦略地域とした。今般策定するのは「方針」であること

から、ここまで具体的に地域名を記載する必要はないのではないかという考え方もあ

ると思う。方針への具体的な地域名の記載の是非についてもご意見をいただきたい。 

６ページの中段の囲みをご覧いただきたい。地域との具体的な交流を進める場合には、

一定期間の取組を通じた評価を行った上で継続的な交流を始めることを基本として、

提携などを締結する場合は、交流分野が広範になりすぎないよう必要な範囲にとどめ

ること、さらに、貿易・投資などの経済関連分野の交流については、道内経済関係者へ

の周知・意向確認を行うことを考えている。 

前回の会議でご意見のあった指標の設定については、観光を含めて人の行き来は様々

な分野の交流の基盤となることから、前回の会議でお示ししたロシアからの来道実人

数の２０１８年実績である１７，９００人を基にして、両国政府間での訪問者数倍増の

目標を踏まえ、２０２３年には、２倍を超える４０，０００人とする案としている。ま

た、輸出入については、これまでも社会経済情勢やロシア側の規制によるところが大き

いことや、輸入はエネルギー関係、輸出は自動車、魚介類など特定の品目が大きな割合

を占めていることなどから、数値目標とすることは難しいと判断した。 

（田畑座長） 

これについて意見はあるか。 

（辻副会長） 

できれば載せた方が良いという意見しかない。わかりやすいと思う。 

（田畑座長） 

他はいかがか。先行地域、戦略地域、拡充地域というカテゴリーを設けて、例示を設

けて地域を出していく。そういう方針でよろしいか。 

（竹田名誉会長） 

賛成。 

（田畑座長） 

指標については、この指標で賛成ということであった。貿易についてはなかなか難し

いという意見があったが、いかがか。 

（佐藤常務理事） 

貿易については、具体的な数値を入れるというのは難しいと思う。 

（田畑座長） 

それでは概ねこのような形でよろしければ、次の項目に進めたい。 

 

（オ） 道の役割と推進体制 

（曽根課長） 

骨子案の７ページをご覧いただきたい。地域間交流を進める道の役割と推進体制につ
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いてであるが、この項目についても、今回、初めてお示しする内容である。 

道の役割として、北海道とロシアとの交流における道の役割として整理したもの。ま

ず、１つ目は、この方針や各地域との交流の計画など、ロシアとの地域間交流の推進方

向について、民間企業や団体などと連携して検討、策定し、推進管理を行うというもの。

２つ目と３つ目は、ロシアにおける北海道ブランドを浸透するため、商品、企業、観光

などの情報の発信と、道内におけるロシアの社会・経済の現状などに関する理解の促進

としている。４つ目と５つ目は、日本政府やＪＥＴＲＯ、ＲＯＴＯＢＯなど企業支援機

関などと道内企業、団体、市町村との橋渡しと、ロシア側の地方政府やロシア政府機関

などとの関係構築とその関係の道内企業、団体、市町村の取組への活用としている。 

８ページの推進体制についてであるが、これらの道の役割を踏まえて、推進体制案を

検討した。既存の推進体制として、極東３地域との交流に関する「北海道・ロシア極東

地域経済交流推進委員会」、サハリン州との交流に関する「北海道・サハリン州友好・

経済協力推進協議会」、サンクトペテルブルク市との間で、これは行政機関同士の「協

力発展に関する北海道側ワーキンググループ」がそれぞれ設置されており、さらにそれ

ぞれが相手側地域との間で合同の会議を開催している。さらに、極東地域経済交流推進

委員会の下部組織として、実際に交流を行っている、またロシアとの交流に興味を持っ

ている企業、団体などを構成員とする「北海道・ロシア地域間協力チーム」を設置し、

交流を進めてきた。各地域との間で設置している北海道側の３つの組織は、個別の対象

地域との交流の推進を目的とした組織であるため、組織間相互の連携やロシアの地域

との交流全体を俯瞰した体制とはなっていない。また、北海道・ロシア地域間協力チー

ムは、情報を共有する場となってしまっており、構成員間の自主的な連携を図る場とし

ての機能が乏しく、構成員間の横の連携が図られていない。また、極東委員会の下部組

織として設置され、当初は極東地域のみを交流の対象としてきたが、交流範囲が欧露部

にも広がり、現在はロシア全地域を対象とていることが課題となっている。 

このため、新たな推進体制として、ロシアとの地域間交流を総合的に推進するために、

地域ごとの個別の推進組織を解消し、ロシアとの交流全体を俯瞰できる推進組織、「北

海道・ロシア地域間交流推進協議会（仮称）」の立ち上げを検討することとしたい。個

別の組織は相手地域とのカウンターパートとなる組織であり、合同会議などを開催す

る必要があるが、組織としては一本化し、個別の合同会議などでは、関係が深い構成員

などにより対応することを考えたい。 

また、北海道・ロシア地域間協力チームの取組を発展させ、ロシア全域を対象に、道

内のロシア関係者の情報共有のほか、ロシア側の様々な動きや関係機関の取組などの

情報共有、さらに様々な分野の構成メンバーが検討し、具体的な交流の実現を図ってい

く「プラットフォーム」としての機能をもたせた、「北海道・ロシア協力プラットフォ

ーム（仮称）」を設置する。推進協議会はロシア交流の取組の方向や具体的な取組内容

を決める「推進組織」として位置づけ、プラットフォームは、推進組織が定めた方向性

や取組を実現するための「実施組織」として、それぞれの性格を明確にすることとした

い。 
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（田畑座長） 

役割と推進体制について、説明があったがいかがか。役割については、更に加えるも

の等はあるか。 

（佐藤常務理事） 

今日の議論や資料の中にも「課題」という言葉が出てきているが、課題があった時に

どう乗り越えていくか、課題に誰が取り組んでいくのかという役割を担う部分が、今回

の資料では読みとれなかった。課題があるから今までうまく進んでいなかった、その課

題が解決できれば進展できるという部分で、その役割を担う、環境を整えるところを明

確化していただいた方が、課題が生まれたときに、相談受付の窓口にもなるのではない

か。 

（田畑座長） 

「推進協議会（仮称）」と「プラットフォーム（仮称）」にどのような役割を持たせる

のかということか。 

（辻副会長） 

北海道と市町村が一体となって連携して地域間交流を進めていくという柱をひとつ

作っておいて、政府間交渉や経済交流と分けたほうがよいのではないか。経済交流には

リスクの問題も出てきて、そのポイントごとに状況が変わってくるので、そのベースが

行政同士の交流、その担い手となる人と人との交流となるのだと思う。 

行政の役割として仲間をどんどん増やしてロシアと付き合っていくのだという２０

２０年からの新しい方針としてもよいのではないかと思う。 

（田畑座長） 

ビジネスについては「推進協議会（仮称）」のほうで、ということか。 

推進体制について、９ページに示されたような形とすることについて意見はあるか。 

（辻副会長） 

どのような構成メンバーになるのか。このような組織があると非常に便利だと思うが、

機動性を欠くような組織では良くないと思う。 

（大久保会長） 

道の役割の中にある「道内における対ロシア理解の促進」というのは非常に大事な部

分である。ロシアとの関係では様々な歴史的経緯もあり、抵抗感を根強く持っている方

もおられる。しかし、（日本ユーラシア協会で行っている）ロシア語講座の受講者数は

近年右肩下がりだった状況が、昨年、今年と増加してきていると聞いており、日露交流

年などを背景としたロシアに対する関心の高まりを感じる。 

（田畑座長） 

道の役割、推進体制については、概ねこれで良いか。ここまでの議論を踏まえて、全

体として何かあるか。 

（曽根課長） 

５ページの重点分野について、色々なご意見をいただいたが、素案としてまとめるに

あたり、どのように絞り込むべきか、もう少し明確にしていただけると事務局としては
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ありがたい。 

（田畑座長） 

欧露部については、ここに記載のあるもの以外では「観光」、「食」ということで良い

か。シベリアについては、情報通信に加えて「健康・長寿」。極東については、「交通物

流」を共通に記載しないのであれば、ここ（極東）に記載する方が良いか。「エネルギ

ー」についても、他のところには書けないので、ここ（極東）に記載して良いと思うが、

いかがか。「健康・長寿」は３つ全てに記載することになってしまう。それでも構わな

いような気もするが、いかがか。 

（辻副会長） 

「健康・長寿」について、顔が見えていない相手に対して、そのような分野をあえて

打ち出すのは、少し考え方が違うのではないかと思う。モスクワではすでに医療機関間

の交流が進んでおり、極東ではいち早く大学間交流も含めた医療交流を行ってきてい

るが、シベリアについては、メリハリをつけるのであれば、記載する必要がないのでは

ないか。 

（藤田課長） 

イメージとしては、医療ではなく、バイオ・技術革新という意味合い、これからの期

待も込めてという観点で申し上げた。 

（田畑座長） 

同じ表現ではなくてもよいと思うので、「バイオ」として記載してもよいのではない

か。先ほど人的交流の主体についての話があったように、活動主体に応じて、書き方を

変えても良いと思う。 

欧露部での寒冷地技術については、既に何か動きや実績はあるのか。 

（曽根課長） 

明確な成果というところまでは至っていないが、可能性を調査しているところである。 

（田畑座長） 

重点分野について他に意見はあるか。全体について、今回発言機会のなかった皆さん

からも、何かあれば発言をお願いしたい。 

（喜州紀伊國屋株式会社 佐藤専務取締役） 

傍聴席から発言させていただく。推進方針の方向性が見えてきたことをうれしく思っ

ている。 

実際、経済交流・文化交流をしている中で、一番気になっていることは、北海道の認

知度が低いということ。現地に行ってフェア等を実施している中で、北海道の認知度を

上げるためにはどうしたら良いのかいうことを考えて行動している。そういった中で、

具体的には地元のメディアや媒体への露出度を高めること、どんどんテレビ局等に出

向き、北海道を宣伝するということが必要と思う。 

先日のモスクワやサンクトペテルブルクでの事業の際には、北海道の四季折々の食べ

物を宣伝するＱＲコードを名刺に入れて配布した。このようにどんどん宣伝していか

なければ北海道の認知度は高まっていかないのではないか。 
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また、先ほど話題に出ていた「テーマ」については、「生活のシーン」という観点で考

えてみてはどうか。今回、極東において、健康長寿をテーマとした「美人ランチ」を開

催した。本件事業は、健康長寿の観点から、砂糖を使わない料理を提案したもので、現

地の女性に案内したところ、募集１０名に対して３０名の応募があった。美肌やカロリ

ー抑制など、生活シーンの観点を取り入れたことで、関心を高めることにつながったと

思う。 

加えて、例えば夕張メロンや白い恋人など、ロシア人にとって北海道といえば何なの

か、具体的にイメージしやすいものを作っていければより良いと思う。 

（辻副会長） 

北海道の素材も重要であると思うが、サハリンとの交流実績や、札幌市とノヴォシビ

ルスクの交流実績などの背景等や必要性の観点が必要であると思う。それが２０２０

年に新しいフェーズになって、次なる交流分野は仲間を作っていくこと、姉妹都市を増

やしていく、地域間交流を活発化させていくことも目標になってくるのではないかと

思う。 

（田畑座長） 

その他意見はあるか。いただいた意見を踏まえて次回の推進方針に反映したい。 

 

（２）次回開催について 

（田畑座長） 

それでは次回の開催について事務局から発言願う。 

（曽根課長） 

次回開催については、２月中旬頃、文書により推進方針素案をお示しし、書面により

ご意見を伺う形を考えている。その後、３月下旬頃、有識者会議を開催する予定として

いる。詳細については、改めてご連絡させていただく。 

（田畑座長） 

以上を持って、第３回有識者会議を閉会する。 

 

（了） 


