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１ 提言の趣旨 
北海道とロシア極東地域とは、日本海などを隔てて隣り合わせる地理的な近さや、この地域が有する水

産物、鉱物等の豊富な資源を背景に、古くから密接な交流が続いてきました。 

1792 年には、ラクスマンが大黒屋光太夫を伴って根室に来航、1811 年には、ゴロウニンの松前幽閉と、

その解決に奔走した高田屋嘉兵衛の活躍、1858 年には、初めての在日ロシア領事館が函館に開設されるな

ど、日露の歴史は北海道を舞台に繰り広げられてきたと言っても過言ではありません。 

近代に入り、日露戦争やシベリア出兵、ソ連の対日参戦など双方にとって辛く悲しい歴史を経て、戦

後、本道と極東地域との間で水産や林業分野での交易が再開しました。その後、サハリン地域（樺太）墓

参(1966～)やスポーツ交流(1972～)、「日ソ極東・北海道友好交流会議」(1984～)が開催されるなど、新た

な交流が芽生える中、1990 年には、北海道知事とロシアソビエト連邦社会主義共和国閣僚会議議長との間

で「友好的なパートナーシップに関する合意」が締結されました。この合意に基づき、道と極東３地域

（沿海地方、ハバロフスク地方、サハリン州）は、1992 年から概ね５年ごとに「経済協力プログラム」（現

「地域間協力発展プログラム」）を策定し経済交流（2018 年からは友好交流を追加）を推進してきたほか、

1998 年には、道とサハリン州との間で「友好・経済協力に関する提携」を締結し、経済、文化、スポー

ツ、教育など様々な分野で交流が進められてきました。 

こうしたロシア極東地域との長年の交流の蓄積をもとに、2018 年からは、サンクトペテルブルク市やモ

スクワ州といった欧露部との交流もスタートし、2019 年 5 月にモスクワで開催された日露知事会議におい

て、北海道知事が行った官民一体となった交流実績などを踏まえたプレゼンテーションがロシア側出席者

から高く評価され、ロシアの様々な地域から本道との交流希望が寄せられるなど、今、日露の地域間交流

における北海道への期待が大いに高まっています。 

折しも、2020 年から「日露地域・姉妹都市交流年」が始まりました。両国の地域間交流の高まりを踏ま

え、私どもが検討した本提言をもとに、「北海道・ロシア地域間交流推進方針」を策定し、本道とロシアと

の交流の方針を明確にすることで、今後の交流が一層充実することを期待します。 

２ 推進方針の位置づけ 
本「推進方針」は、次の考えの下に取りまとめています。  

① これまでの取組を体系的に整理し、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的方針

とし、ロシア連邦全域を対象に、北海道が推進する交流の考え方や、重点的に交流を進める分野の考

え方、これらのための道内官民による推進体制の考え方をまとめる。 

② 本方針に基づく取組により、政府が掲げる８項目の｢協力プラン｣の推進にも貢献することを目指

す。 

③ 道として方針を明確に示すことで、姉妹都市交流など、市町村の地域間交流の促進につなげる。 

④ ロシア側との合意文書である次の既存計画の効果的な実行に寄与する。 

◇ 北海道とロシア連邦極東地域との地域間協力発展プログラム 

◇ 北海道とサハリン州との友好・経済交流促進プラン 

◇ 北海道とサンクトペテルブルクとの協力発展に関するロードマップ   

３ 推進方針の期間 
推進方針は、交流の考え方などを示す基本的方針という性格であることから、期限は特段設定せず、ロシ

アの政治・社会・経済情勢の変化を踏まえながら、必要に応じて見直しを行うこととします。 

 

 



2 

 

 

１ ロシアの政治経済社会情勢と道の基本的スタンス 
（１）１９９０年代 

1992 年、経済交流のための推進計画となる第１期目の「北海道とロシア連邦極東地域との経済協力プログ

ラム」が策定されました。当時ロシアはソ連崩壊による経済社会の混乱期にあり、２度のクーデターを経て、

政治的にも不安定な時期にあったことから、行政間の相互理解を促進するとともに、ロシアの市場経済化支援

を主眼とし、民間企業主体の取組を多数盛り込んで、官民協働で交流を推進する内容としました。 

一方、社会主義国家の名残によりロシアではビジネスにおいても行政の権限が非常に強く、民間企業はま

だ十分に育成されていなかったため、1997 年からの第２期プログラムにおいては、企業間の協力案件は大幅

に減少し、行政中心の人的交流、情報交換事業が主体となりました。 

また、1990 年には、サハリン州で火傷を負った少年（コンスタンチン君）を緊急患者として北海道に受け

入れた際に、全国から寄せられた義援金と道の出資により、1992 年に「公益信託北海道・ロシア極東医療交

流基金」を開設し、医療技術交流を開始しました。 

 

（２）２０００年代 
2000 年にプーチン大統領が就任し、連邦管区制の導入と大統領全権代表の設置による地方の監督をはじめ

とする中央政府の権限を強化したほか、2004 年頃からの国際的なエネルギー価格の高騰、2009 年のチェチェ

ン紛争終息など、ロシアの政治、経済、社会の情勢が安定してきました。生産物分与契約のあるサハリン石油

ガス開発プロジェクトの開発が進んだことで、行政府の財政も好転し、サハリン州を中心に経済交流の気運が

高まりました。 

こうした背景のもと、第３期目、第４期目の「北海道とロシア連邦極東地域との経済協力発展プログラム」

では、これまでの市場経済化支援中心から、①ビジネス環境の整備、②人的・物的ネットワークの強化へと目

的をシフトし、企業間の自主的、積極的な取組を促す事業を実施しました。 

 

（３）２０１０年代前半 
第４期プログラムが終わる 2012 年になると、ロシアが WTO に加盟したほか、極東発展省の設置や、ウラジ

オストクでの APEC 首脳会談の開催など、ロシア極東地域において経済発展の気運が高まる中、食や健康、環

境、建設インフラの生活基盤など、地域の発展に伴う課題が顕在化します。 

このため、第５期プログラムからは、ロシア極東地域の発展に伴う社会的課題の解決に、本道の技術やノ

ウハウを活用することで、ビジネスの拡大につなげる「貢献と参入」の視点を導入しました。「食の安全・安

心と健康長寿」、「寒冷地の快適な生活の確保」、「自然環境の保全」、「エネルギーの地産地消」の４つの分野で、

それぞれ官民によるプロジェクトチームを設置して協力に取り組み、従来のビジネス環境整備・人的物的ネッ

トワーク形成との相乗効果で、ロシア極東地域の発展など、取り巻く情勢の変化に対応しながら、新たな市場

の創造を目指しました。 

2013 年には、これら４分野に「直行航空路線の開設」を加えた「５つの協力パッケージ」をロシア側に提

案し、政府の８項目の「協力プラン」とともに、本道とロシアとの地域間交流の推進力として取組を進めてき

ました。 

   

（４）２０１０年代後半 
ロシアでは、FIFA ワールドカップの開催(2018 年)もあり、国民の購買力の向上や健康志向、若年層の増加
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など、社会の明るさも増してきたほか、2018 年から日露交流年を実施するなど日露政府間の結びつきが強ま

り、政府間の努力により、日本も対象とした電子ビザの導入(2017 年)など、人的往来に係る制度も改善して

きました。 

こうした中、第６期プログラムは、これまでの経過を踏まえつつ、近年の北海道とロシア極東３地域の交

流が、日露の地域間交流を牽引することを念頭に策定されました。５つの「協力パッケージ」の深化による経

済交流に、「人的交流の拡大」の視点を加え、プログラムの名称も「地域間協力発展プログラム」へと変更し、

四半世紀にわたる極東３地域との経済交流や人的交流を一層深化させることにより、信頼関係と相互理解の

更なる促進を図るよう取り組むこととしています。 

また、これまで 30 年にわたるロシアとの交流の中で、当初に比べて、貿易や投資環境は改善されつつあり

ますが、経済交流に必要な法制度や手続き、流通のシステムなどは、中央政府の決定や判断によるところが大

きく、極東の地方レベルでは解決しがたいこともあることから、近年はロシア中央政財界要人の招へいや、大

都市圏との交流など、欧露部に対してもアプローチを行っており、2018 年には、サンクトペテルブルク市や

モスクワ州との間で本格的に地域間交流を開始しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 具体的な事例と課題   （関連資料～P.19「北海道とロシア 交流の取組と課題」） 

（１）１９９０年代 
この間の象徴的な動きとしては、直行航空路線（函館－ユジノサハリンスク 1994 年、新千歳－ユジノサハ

リンスク 2001 年）、稚内－コルサコフ間等の日ロフェリー定期航路の就航（1995 年）や、北海道貿易物産振

興会ユジノサハリンスク事務所（1994 年）、北海道サハリン事務所（2001 年）、北海道ビジネスセンター（2001

年）の開設など、交通インフラや交流拠点の整備が挙げられます。 

一方で、民間企業を中心としたプロジェクトの中には、主にロシア側の財政事情、人事や制度の変更、現

地情報の不足、また、日露合弁事業での破綻した事案の発生もあり、中断や撤退を余儀なくされたものもあり

ます。 

 

（２）２０００年代 
この間の主な動きとしては、サハリンプロジェクト関連事業への企業参入の促進、本道からの輸出の拡大、

加工食品の輸出やモデル住宅建設といった食・寒冷地ビジネスの萌芽、サハリンからの LNG 輸入開始などが挙

げられます。 

一方、2008 年のリーマンショックの影響で、ロシア経済が一時減速したことに加え、サハリンプロジェク

トの建設需要が縮小したことから、参入していた企業が撤退し、日ロフェリー定期航路の持続的な運航に必要

ソ連崩壊と政治経済の混乱 
ロシア側の市場経済化への支援 
交流の基盤づくり 

政治の安定化と経済成長 
ビジネスを促す環境づくり 
人的・物的ネットワークの強化 

WTO 加盟、若手経営者の台頭 
極東重視政策、社会的課題顕在化 

「貢献と参入」の視点 
５つの協力パッケージ 

極東重視政策の継続 
購買力向上、健康志向、若年層増加 

１９９０年代 

極東との交流の深化 
欧露部との関係構築 
新５つの協力パッケージ 

２０００年代 

２０１０年代 

〔ロシアの政治経済情勢〕       〔道の基本的スタンス〕 
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な旅客及び貨物輸送量も低迷したほか、函館―ユジノサハリンスク間、新千歳－ハバロフスク間の航空路線も

休止になっています。 

 

（３）２０１０年代前半 
２０１０年代に入ると、道内地域商社によるビジネス支援や、道内医療機関による沿海地方への画像診断

センターの開設、温室栽培事業等への参入、オフィスビルの建設や防雪柵の試験設置、寒冷地製品の輸出な

ど、特に食、医療や建設分野での多様な参入の動きが見られました。 

一方で、依然煩雑な貿易手続きや物流基盤の整備不足のほか、これまでの極東の地方政府、地元企業との

接点だけという、限定的な参入にとどまっていることが課題でした。 

 

 （４）２０１０年代後半 
この間の主な動きとしては、極東地域に向けた米などの生鮮食品の輸出や水産関係施設への資材納入、日

露合弁によるリハビリセンターの開設、新千歳－ウラジオストク定期航空路線の開設のほか、ロシア側中央

政財界からの北海道への関心の高まりや、寒冷地関係企業等の欧露部やシベリアへの展開、新千歳－ヘルシ

ンキ便就航による欧露部へのアクセスの向上などが挙げられます。 

また、とりわけサハリン州との間では、文化やスポーツ、学術、青少年等の分野での長年の友好交流によ

り、相互理解と信頼関係が強化されるとともに、新千歳－ユジノサハリンスク線も増便され、来道者数の増

加にもつながっている一方で、稚内－コルサコフ間の日ロフェリー定期航路は休止(2019 年)となっていま

す。 

日ロフェリー定期航路の持続的な運航に必要な旅客及び貨物の需要の掘り起こし、欧露部における北海

道の知名度向上や更なるアクセスの改善、双方の観光情報の発信、貿易額や観光客数の伸長が今後の課題で

す。 

 

（５）貿易額・ロシア人来道者数等の状況  （関連資料～P.20「道の対ロシア貿易と人の往来の状況」） 

上記のような交流を進めてきた中、本道のロシアとの貿易額や来道するロシア人数などの数量的状況は、

次のとおりとなっており、ロシア人来道者数について肯定的な動きがみられるものの、特に近年の人・モノ

の流れにおける日本全体の中での本道割合の低下が顕著です。 

  □ 貿易額 

本道からロシアへの輸出は、2008 年の約 370 億円をピークに、その後はリーマンショックやロシアの自

動車輸入規制政策等を背景に 100 億円程度で推移しました。近年は自動車、機械類を中心に 50～70 億円

程度となっています。これに対し日本全体では、リーマンショック以降のロシア経済の回復に合わせて乗

用車や自動車部品、ゴムタイヤ、建設機械類等の輸出を拡大しました。 

そのため、日本全体の対ロシア輸出額に占める道内割合は、2005 年の 5.23％を最大として低下傾向に

あり、2000 年代後半は２％以上を維持していましたが、2010 年代前半になると１％台に、さらに 2016 年

以降は４年連続で１％未満となっています。 

ロシアから本道への輸入は、2009 年の約 540 億円からほぼ継続して拡大基調となっており、2018 年に

は約 1,270 億円で、魚介類に加え、近年は天然ガスや石油製品の輸入が多くなっています。これに対し日

本全体では、ロシアからの輸入額構成比の約８割以上を鉱物性燃料と金属原料が占めており、2012 年に東

シベリア太平洋パイプラインが完成しウラジオストク近郊からの原油輸入を開始したことなどから、2013

年から２年連続で２兆円を超えましたが、油価下落やロシア経済の冷え込み等により 2016 年には１兆

2,000 億円程度にまで落ち込みました。その後は１兆 5,000 億円程度で推移しています。 
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日本全体のロシアからの輸入額に占める道内割合は、2000年代中盤まで10％以上を占めていましたが、

その後は低下が続き 2013 年には３％台となり、近年は増加傾向にあるものの概ね６～７％台となってい

ます。 

  □ 本道を訪れるロシア人 

本道の空港、港湾に直接入国するロシア人は、ここ 10 年間、増減はありますが概ね６千人程度で推移

していますが、日本全体の入国ロシア人に占める道内割合は、2011 年の 12.28％など、2012 年まで概ね

10％台を維持していましたが、その後は減少を辿り 2018 年には 7.04％となっています。 

一方、本道以外の地域に入国した上で本道を訪れる者も含めた、ロシア人来道者数は、2010 年～2016 年

までの平均 1万 1千人から、2017 年に 14,100 人、2018 年には 17,900 人と増加がみられます。 

 

（６）今後の可能性と新たな動き 

こうした課題を踏まえつつ、新たな地域間交流の推進方針を検討するにあたっては、ロシア側の寒冷地技

術へのニーズや健康志向に対して、本道の強みを発揮しうる可能性があるほか、既存の航路・航空路の更な

る充実や、電子査証拡大等を追い風にした人流・物流の強化、ロシアの購買力の向上、北極海航路等のプロ

ジェクトの具体化による物流の拡大、日露地域・姉妹都市交流年の取組を通じた相互理解の深化と人材の育

成などの新たな気運を、官民を挙げて確実に捉えていく必要があります。 
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１ ロシア交流の意義 
（１）本道が隣接する地域の平和と安定への寄与 

本道は、海を隔ててロシア、中国、韓国に隣接しており、中でもロシア・サハリン州は、地理的に本道に

最も近く、サハリン島（樺太）には日本人とロシア人が混住した時代があり、1905 年から 1945 年には北海

道からも多くの方々が樺太の開発に関わるなど、歴史的にも強い結び付きがありました。戦後は、日露両国

間において北方領土問題を抱えています。 

こうした中、ロシアとの間で、友好的、安定的な関係を強めることは、地域間の良好な関係の確立はもち

ろん、日露間での平和条約の締結や北東アジア地域の平和と繁栄といった外交目標の達成にも貢献し得るも

のと考えられ、国内の自治体においては、ロシアと地理的、歴史的関係が深い北海道こそが率先して担うべ

き役割といえます。 

こうした考えから、①両地域住民同士の相互理解や信頼関係の一層の構築に向けた人的交流を拡大するこ

とはもちろん、②青少年交流等を通じて一層の関係強化の担い手となる人材の育成を進め、交流が持続的に

発展するよう取り組むこと、③相手方の社会課題の解決に自己が持つノウハウを使った協力を進めること、

④共通する課題に協同して対処することなどが必要といえます。 

（２）隣接地域（ロシア）の経済発展の本道経済の活性化への取り込み 

 ロシアは、ウクライナ問題による国際的な経済制裁の影響などにより、経済成長が鈍化しているものの、

2000 年時点のロシアと日本のＧＤＰ比が概ね１：１７であったものが、2009 年には１：４、2018 年には１：

３となっているなど、全体として成長を続けています。これに伴いロシア側の購買力も向上しており、ロシ

ア国民が抱いている日本製品への高い信頼感等と相まって、道産食品等の輸出拡大につながる可能性を秘め

ています。 

また、極東発展省の設置（2012 年。その後、極東・北極発展省に改組）や極東連邦管区内への経済特区「先

行発展領域（ＴＯＲ）」の設定など、ロシア政府による極東地域の発展を重視した政策の展開や、電子査証の

発給、ロシア国内一部地域への７２時間以内滞在に係る査証免除といった査証制度の緩和がなされ、本道と

の関係においても、2019 年末の新千歳－ヘルシンキ路線の就航によるフィンランドを経由した欧露部との

往来機会の拡大や、ロシアが進める北極海航路の利活用による欧州やロシアと本道の物流機能発展への期待

など、ロシアとの経済交流の拡大の可能性は以前より更に高まってきています。 

こうした状況と北海道側・ロシア側の双方の特性を踏まえた上で、人的交流を基盤としながら人・モノ・

サービスの往来を拡大させ、双方にメリットのある Win-Win な経済交流を進めることが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 本道が隣接する地域の平和と安定に寄与する 

【目 標】 隣国ロシアとの地域同士の確かな人的交流と人材育成 

【方向性】 相互理解や信頼関係の一層の構築に向けた人的交流の拡大 

       地域と地域をつなぐ多彩な人材の育成 

Ⅱ 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 

【目 標】 人的交流を基盤とし、地域特性を踏まえた経済交流 

【方向性】  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 

       人・モノ・サービスが双方を往来する WINWIN の経済交流 

ロ
シ
ア
交
流
の
意
義 
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２ エリア別重点分野の展開方針 

ロシア交流の意義を踏まえて交流を展開していく上では、それぞれの地域が有する特性を分析し、その特性を

活かしながら双方の地域が共にメリットを享受できるよう推進していくことが重要です。 

（１）ロシアとの交流に関して本道が有する特性等 

これまでのロシアとの交流の経験の蓄積から、次の分野において、ロシアに対する本道の特徴（優位性）

があるといえます。 

  住宅をはじめとする建築関係や道路・橋梁等の社会インフラ整備、防雪柵・除雪日用品

を含む寒冷地関係資機材、寒冷地での農産物の栽培、さらには、雪氷冷熱の利用や農水

産物の鮮度保持技術等があります。道内の住宅関係企業や防寒・防雪設備資機材関係企

業などがロシアに進出しました。 

    四季折々の自然景観や温泉、寿司、ラーメン、ジンギスカン、スイーツなどの食品、新

鮮な魚介類や農産物を活かした食と連動した観光は、本道の大きな魅力です。特に食は、

ロシア国内における和食の浸透の動きを捉え、日本国内でも評価の高い本道の食をＰＲ

することは発展の可能性があります。これまで、稚内市や北見市の企業等による道産タ

マネギの輸出や、道や旭川市等が継続的に行ってきたサハリンでのフェアを通じて地域

産品が高い評価を受けています。 

   ロシアでは平均寿命の低さが社会課題とされ、近年では健康寿命を６７歳に引き上げる

ことが国家目標とされているなど、健康医療分野に対する関心・需要があります。これ

まで、道内医療機関や医科系大学が極東地域や欧露部で医療分野の協力の取組を進めて

きました。 

  ロシアでは、生活廃棄物等の処理方法の改善が全国的課題となっており、廃棄物の分別

やリサイクルの推進、焼却設備の検討が進みつつあります。廃棄物の分別、リサイクル、

焼却熱の利用、バイオマス発電等、環境に配慮した道内の取組をロシアの社会課題の解

決に活かすことは有益と言えます。 

  縄文文化、アイヌ文化等、本道の歴史･民族文化をはじめ、書道、茶道等の日本の伝統文

化やアニメ等の現代文化、彫刻、絵画、音楽など道内の様々な文化・芸術を活かした交

流は、ロシアの人々にとって、新鮮かつ魅力的であり、相互理解を図る上で重要な要素

と言えます。 

  ロシアと本道では、ウィンタースポーツを含む多くのスポーツに共通して取り組むこと

ができるほか、ロシアのサンボ、北海道のミニバレーやパークゴルフ等独自のスポーツ

を紹介し、取り組むことも可能です。気軽なスポーツは健康づくりとしても有益であり、

柔道やミニバレーは、既に道内の団体がサハリン州の団体と交流を続けてきています。 

また、次の分野は今後のロシアとの交流に重要な項目であり、上記各分野に加えて、探究していくことが

適当です。 

  交流を支える重要な基盤であり、これまでも本道とロシアを結ぶ航路・航空路の開設に

努め、一定の成果を生んできたところですが、新千歳－ヘルシンキ路線の就航や北極海

航路の利活用に伴う欧州と本道を結ぶ人流・物流の変化が本道に好影響を与える可能性

があります。 

  上記１（１）で述べたように、様々な交流活動をより一層持続的・効果的に進めていく観

点から、交流の諸活動を支え、発展させる人材を育成していくことが、住民同士の相互

理解の促進を通じた地域間の関係強化に極めて重要です。本道との友好交流に携わった
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経験のあるサハリン州の住民が日本の大手商社で日露貿易業務に携わるなどの例もあり、

友好・経済の分野を越えて活躍する人材を、地域間交流を通じて育成するよう努めるこ

とが大切です。 

  オホーツク海など日露の隣接地域における生態系の保全や持続可能な利用のための協力

が双方の専門家間で進められています。また、ロシアでは、ガスや自然エネルギーの利

用促進の取組も進められており、専門家間の協力への後押しや、本道が培ってきた自然

エネルギー利用の取組等を共有し、両地域の持続的発展を図ることは有益なことです。 

 道内には、ＩＴ関係企業が多く存在するほか、道央圏や十勝圏を中心にバイオ産業   

も集積しており、加えてＩＣＴを活用したスマート農業の取組も進められています。ロ

シアでは、ＩＴ、バイオ、エネルギー等、経済近代化の優先分野の企業育成のため、ロ

シア版シリコンバレーとも呼ばれる「スコルコヴォ･イノベーションセンター」をモスク

ワ州内に設置運営するとともに、ノヴォシビルスクでもＩＴ、バイオ等の研究が進めら

れており、この分野での協力の可能性があります。 

（２）ロシアのエリア別（欧露部、シベリア、極東）の地域特性 

（関連資料～P.21「「先行発展領域（ＴＯＲ）」「ウラジオストク自由港」指定地域＜極東のみ＞」、 

P.22「地域別投資環境ランキング」） 

道ではこれまで、ロシア極東地域との交流の歴史に加え、近年はサンクトペテルブルク市やモスクワ州と

いった欧露部との交流も始めてきましたが、ノヴォシビルスクなど札幌市が交流を進めているシベリア地域

については、これまで特段の交流はしてきていません。 

上記（１）の本道の特性を効果的・効率的にロシアとの交流に適用させるためには、ロシア各地域の特性

も踏まえながら対応する必要があり、その特性を次のとおり整理しました。 

なお、ロシアの地域区分の捉え方については様々な考え方がありますが、今回は、ロシアで区分されてい

る８つの連邦管区(連邦政府が地方を監督するために区分した制度)を基に、「欧露部」はウラル山脈以西の

中央、北西、南、北コーカサス、沿ヴォルガの各連邦管区のエリアを、「シベリア地域」はウラル山脈以東か

ら極東連邦管区を除いたウラル及びシベリアの各連邦管区のエリアを、「極東地域」は極東連邦管区のエリ

アを指すこととしています。 

（2019 年末時点；１ルーブルを１．８円として換算。） 
 

欧露部 シベリア地域 極東地域 

面積 3,965,467 ㎢ 6,963,450 ㎢ 6,169,329 ㎢ 

人口 1 億 671 万 3,610 人 3,157 万 2,515 人 613 万 9,565 人 

地域総生産(GRP) 45 兆 7,150 億ルーブル 

(約 82 兆円) 
15 兆 7,324 億ルーブル 

(約 28 兆円) 
3 兆 5,496 億ルーブル 

(約 6 兆円) 

主要州の平均月給 61,208 ルーブル 

（モスクワ市） 
27,214 ルーブル 

（ノヴォシビルスク州） 
36,781 ルーブル 

（ハバロフスク地方） 

100 万人以上の 

大都市 
モスクワ市（1,262 万人） 
サンクトペテルブルク市（538 万人） 
ニジニノヴゴロド市（125 万人） 
カザン市（125 万人） 

 他６都市 

ノヴォシビルスク市（162 万人） 
エカテリンブルク市（148 万人） 
チェリャビンスク市（120 万人） 
オムスク市（116 万人） 

 他１都市 

なし 
（ハバロフスク 61.7 万人） 
（ウラジオストク 60.5 万人） 
（ユジノサハリンスク 20.8 万人） 

日本からの直行便 成田-モスクワ(SU･週７便) 
成田-モスクワ(JAL･週７便) 
（新千歳-ヘルシンキ(AY･週２便)） 

成田-ノヴォシビルスク(S7･週１便) 新千歳-ウラジオストク(U6･週３便） 
新千歳-ユジノサハリンスク(HZ･週５便) 
 成田 –ウラジオストク(SU･週７便) 
 成田 –ウラジオストク(S7･週７便) 
 成田 –ハバロフスク(S7･週３便) 
 成田 –ユジノサハリンスク(HZ･週２便) 
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欧露部 シベリア地域 極東地域 

道内市町村の 

姉妹都市提携件数 
０件 １件（札幌-ノヴォシビルスク） １７件 

（うちサハリン州１３件） 

投資環境 ◎ 
労働力・消費需要が高く、インフラ

も充実 

○ 
天然資源が豊富 

△ 
一定の制度的優遇はあるが、リスク

の指摘も 

特徴  モスクワやサンクトペテルブルクは

政治・経済・教育・歴史・文化の中

心であり、人口が多く消費活動が盛

ん。物流網などの産業インフラも比

較的整備されており、欧州や日本の

大企業がすでに多く進出している。 
 露連邦政府はモスクワ市郊外に「ロ

シア版シリコンバレー」とも呼ばれ

る『スコルコヴォ』を設置。ＩＴ、

ナノテクなど先端技術の育成を図っ

ている。 
 沿ヴォルガ連邦管区では自動車を含

めた機械設備製造や石油化学工業が

盛ん。 
 南部地域は GRP が低い。 

 石油・天然ガス等鉱物資源が豊富に

埋蔵しており、石油化学工業・金属

産業が盛ん。 
北部には広大な針葉樹林帯（タイ

ガ）があり、これを背景とした林

業・木材加工業も盛ん。 
ノヴォシビルスク郊外には学術都市

アカデムゴロドクが立地し、ＩＴ、

医療機器等の先端的企業育成も行わ

れている。 
一定程度の投資環境が整備されてい

る一方、企業進出実績はあまり多く

ない。 

 先行発展領域（ＴＯＲ）や自由港な

ど、露連邦政府による投資誘致、経

済振興策が講じられており、経済活

動が高まっている。 
 本道との隣接地域であり、自治体間

や民間の友好交流による長年の実績

がある。また、距離的な近さを背景

に道内企業による進出実績も多い。 
 当該地域の先住民族には本道のアイ

ヌ文化との類似性が見られる。 

 

   上記を踏まえると、各エリアを次のように評価できます。 

   ：ロシア国内の人口 100 万人以上の 15 都市のうち、モスクワ市、サンクトペテルブルク市

等 10 都市が欧露部に位置し、このエリアだけでロシア全体の人口の 70％以上が集中して

います。平均月給も高く消費活動が盛んであり、投資環境も良好といえます。モスクワ市

やサンクトペテルブルク市はロシアの政治・経済・文化の核であり、交流の効果がロシア

各地に広がる可能性があります。一方、本道と本格的に交流が開始されて間もないことも

あり、この地域での本道の知名度は低く、大都市圏をターゲットにしながら、北海道ブラ

ンドの浸透を図る取組を進めることが効果的です。 

   ： 人口の多い都市がシベリア鉄道沿線に点在し、投資環境は比較的良好といえますが、日本

との往来手段は東京とノヴォシビルスクを結ぶ週一便の航空路線のみと限定的です。札幌

市がノヴォシビルスク市と交流を重ねていますが、他の日本関係自治体や企業の取組は少

なく、この地域での IT やバイオ等の集積を活かしながら、往来の頻度が少ない環境でも

可能な取組を札幌市等と連携しながら展開することにより、本道のプレゼンスを高めるこ

とができる可能性があります。 

   ：人口は全体で約 600 万人と多くありませんが、ロシア政府の極東重視政策による、観光、

農業、食品加工等各分野への投資・開発が期待されます。海外からの投資環境が高いとは

言い難いものの、道が交流を進めているサハリン州、沿海地方、ハバロフスク地方は極東

地域の中で上位に位置しています。極東地域は、道をはじめ道内市町村が長年交流を積み

重ねてきた、最も関係の強い地域であり、交流の蓄積と地理的隣接性を活かした交流は今

後一層推進すべきです。 

（３）エリア別の重点分野の見極め 

上記（１）及び（２）を踏まえ、今後のロシアとの地域間交流の推進に向けた取組分野については、次の

ように考えます。 

   

「新５つの協力パッケージ」の諸分野を含む双方のメリットを意識した幅広な交流の展開 

 ・これまでの道のロシアとの交流は、既に述べたとおり、1990 年代のロシアの市場経済化への支援か
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ら、2000 年代のビジネスを促す環境づくりを経て、2010 年代からは、ロシア側の社会的課題の解

決に道内企業等の技術･ノウハウを活用する「貢献と参入」の視点に立った４テーマ（「食の安全･安

心と健康･長寿」「寒冷地の快適な生活の確保」「自然環境の保全」「エネルギーの地産地消」）の推進

を原型に、その後、「直行航空路線の誘致」を加えた「５つの協力パッケージ」と変遷。 

 ・その後、直行航空路線の誘致を「人的交流」と位置づけを修正し、「新５つの協力パッケージ」とし

てロシア側に提示してきたところです。 

・上記（１）で述べた諸事項を踏まえ、「食」「健康医療」「寒冷地技術」「環境・エネルギー」「人的交

流・人材育成」に加え、「観光」「文化・芸術・スポーツ」「交通・物流」「先端技術」などの分野を

含む幅広な交流を推進し、「１ ロシア交流の意義」で述べた、①本道が隣接する地域の平和と安定

への寄与、②ロシアの経済発展の本道経済の活性化への取り込み、の実現に注力すべきと考えます。 

・特に、「人的交流・人材育成」と「交通・物流」は、様々な分野の取組に共通する『基盤』であり、

協力の一要素としての扱いとは異なる位置づけとすることが適当です。 

   

    

     各エリアに共通して、交流を支える基盤として、「人的交流・人材育成」と「交通・物流」の２点を

重点的に行うことが必要です。 

   

本道とロシア各地域の良好な関係の一層の構築・深化に向けた最重要な要素であり、観光面での人

の往来の増加は相互理解の促進のみならず、経済的側面からも両地域に有益です。 

文化・スポーツなどの友好交流はもちろん、経済面の各分野の取組が具体的な成果を生み出す過程

を通じ、関係するプレイヤー同士に信頼関係が生まれ、それが更なる交流へ発展していく流れを創り

出すことが必要です。  

また、交流を持続的・発展的に進めるためには、交流の趣旨やノウハウを理解し、継承していく人

材育成が大切であり、これはロシアとの交流のみならず、道内のグローバル人材の育成と国際化の推

進の観点からも有益です。 

道内には、市民間の交流や中高生を対象とする青少年交流に長年取り組み、交流人数が 1,500 人を

超えている団体や、ロシア語スピーチコンテストを通じて道民のロシア語能力やロシア文化の理解促

進に取り組む団体、ロシア語を中心とした特色ある教育を実践する学校、さらには、モスクワに拠点

を設け、大学間の交流や留学の促進などに努める大学もあります。このような団体等との連携を一層

強化し、中高大学生等がロシアに接する機会を創出し、また、ロシアに関心を抱き続け、行動できる

環境づくりを後押しすることにより、未来の地域間交流を担っていく若者の育成に努めることが極め

て重要です。 

 

交通・物流は、人の往来、貿易面でのモノの往来など、様々な分野で交流を行うための基盤であり、

航路と航空路の果たす役割は大きなものとなっていますが、航空路は、既存のユジノサハリンスク等

との安定的な運航が確保されている一方で、現在休止中の稚内・コルサコフ間、小樽・ホルムスク間

の日ロフェリー定期航路は、北海道側とロシア側の双方による、持続的な運航に必要な旅客及び貨物

の需要の掘り起こしと確保に向けた取り組みなど、関係者全体による運航の可能性の検討が必要とな

ります。 

ロシア側の各エリアとも、人口の多い都市は、本道に近いウラジオストクとモスクワを結ぶシベリ

ア鉄道沿線に存在しています。極東部においてシベリア鉄道に並行して走るバイカル=アムール鉄道
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を含め、鉄路を利用した物流を本道と極東地域の定期航路の連結により、経済交流の活性化が期待で

きます。 

また、ロシアの隣国フィンランドでは、ヘルシンキ－サンクトペテルブルク間の飛行機移動が約 60

分、モスクワとの間でも 100 分程度と短く、新千歳－ヘルシンキ間の定期航空路を利用した欧露部と

の人流・物流の拡大を進めることが適当です。 

さらに、北極海航路については、コンテナ航路の中継地点や北極海観光クルーズのアプローチ拠点、

航行船舶の支援拠点の面で、本道に肯定的な効果をもたらす可能性があり、同航路の実用化に係るロ

シア政府機関等関係者や、航路の拠点となり得るロシア国内地域との接点を図っていくことが適当で

す。 

 

    

    

  本道の認知度が未だ高くはない欧露部では、北海道ブランドの浸透が重要です。和食へのニーズ

が高く人口の多い欧露部に食やウィンタースポーツ等の本道観光をＰＲすることにより、インバ

ウンドの増加に寄与するのみならず、ロシア人の本道の歴史・文化・自然・産業等への理解の促

進に繋がります。アウトバウンドでは、バレエ、音楽などロシア文化等への接触により、道民の

ロシアへの関心の高まりが期待できます。 

     

       ロシアの国家課題である平均寿命、健康年齢の伸長に、本道の健康関連、医療関連の取組が一定

の役割を果たすことは、ロシア側への協力として有益であるのみならず、本道の専門的技術やノ

ウハウを通じた国際貢献として、また、医療ツーリズムの可能性を検討する上でも効果的であり、

道内大学や医療機関の関心も高いところです。 

  住宅を含む建築物、道路等の整備が活発であるとともに、歴史的建造物の維持・保全が現地の関

心事項の一つであり、本道の技術を活かした取組によるビジネス展開が期待でき、ロシア側のパ

ートナーを通じたノウハウの活用や資材供給が考えられます。 

  縄文文化、アイヌ文化や彫刻、音楽など道内の文化・芸術や、ミニバレーなど本道発のスポーツ

を紹介し交流することにより、ロシア人との精神的な距離を縮め、他の様々な交流の促進にも寄

与するものであり、本道の知名度が低く人口の多い欧露部では特に有効と言えます。欧露部には

バレエ、音楽などの世界的レベルの施設・演者が存在し、交流を通じて道内の文化・芸術分野の

向上にもつながります。 

欧露部には、政治・行政・経済の各分野においてロシア全土に影響力のある機関が存在しており、

これら諸機関との関係を構築していくことが、人的交流、経済交流の推進に大きな役割を果たす

ことが見込まれます。道では、これまで、ロシア連邦院議員やロシアの経済団体の道内招へいを

行うなど、中央政財界とのネットワークを構築してきています。こうしたつながりを、道内関係

機関と強化、活用しながら交流を進めていくことが効果的です。 
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       往来手段が他のエリアに比べて少なく、札幌市が交流を行っているノヴォシビルスクは、ロシア

国内でも有数のＩＴ研究が発達している都市であることから、シベリア地域においては、まず、

そうした環境下でも取組が可能と考えられる、ＩＴ等の先端テクノロジーに重点をおくべきであ

り、道内ＩＴ企業との連携・協力を通じたビジネス機会の拡大が期待されます。 

    

       新千歳－サハリン間をはじめ、我が国と極東地域を結ぶ定期航空路線が拡充する中、極東地域住

民の本道へのインバウンド増加は、経済的効果のみならず、相互理解の促進に大きく寄与するも

のと考えられます。 

     

       サハリン州を中心に、沿海地方やハバロフスク地方でも展開してきた食分野の取組は、３つのエ

リアの中で本道に最も近く、輸出に適したエリアといえます。物流機能等の充実を図ることによ

り、食分野の取組が一層活発化すると考えられます。 

ロシアの国家課題である平均寿命、健康年齢の伸長に、本道の健康関連、医療関連の取組が一定

の役割を果たすことは、ロシア側への協力として有益であるのみならず、本道の専門的技術やノ

ウハウを通じた国際貢献として、また、医療ツーリズムの可能性を検討する上でも効果的であり、

道内大学や医療機関の関心も高いところです。 

  極東での経済特区制度である「先行発展領域」では、住宅、農業、観光等、様々な分野の投資活

動が盛んになっており、建築物や道路等の整備が活発で、本道の技術を活かした取組が可能です。

また、これまで道内企業が極東地域での植物工場設置に協力してきた実績もあり、今後の更なる

ビジネス機会の拡大が期待されます。 

  水産資源、渡り鳥など日露の隣接地域における生態系の保全、ロシアの森林火災による大気汚染

など、自然環境に関する協働の取組や、今日課題となっている分別・リサイクル・焼却等の廃棄

物処理対策、更には自然エネルギーの利用等、両地域の両地域の持続的発展を図ることは有益で

す。 

 【留意事項】 

   ロシアをはじめ海外との経済交流においては、貿易・投資に係る法制度や商慣習の相違、言語上の問題等

を起因としたビジネス上のトラブルや、二国間関係や国際政治、国際的社会環境の影響を受けるリスクを伴

います。特にロシアとの経済交流は、過去に、本道企業とロシア企業の合弁会社の運営にトラブルが生じた

経験があったことなどから、リスクが高いものと受け止められる傾向があります。 

一方、世界銀行による各国のビジネス環境ランキングにおいて、ロシアは 2014 年版の 92 位から 2016 年

版 51 位、2018 年版 35 位、2020 年版 28 位とランクアップを続けるなど、環境改善が進んでおり、現在のロ

シアビジネスの状況を道内企業関係者ができるだけ正確に認識できるよう取り組むことが必要です。 

（４）エリア内の地域との交流 

これまで述べてきた３つのエリア別の重点交流分野を踏まえ、本項ではロシア内の地域との交流にあたっ

ての基本的な推進方針について、対象地域を、交流の趣旨などから「戦略地域」、「推進地域」、「開発地

域」、「検討地域」の４つに分けて整理します。 

「戦略地域」には、これまでの交流を踏まえ、地理的近接性や市場規模、中央政財界へのアプローチな
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ど、本方針で示す「ロシアとの交流の意義」に最も合致し、重点分野の取組前進に相当の効果が期待され

る地域が挙げられます。また、これらの地域の周辺に位置するなど、アクセスや市場ターゲットとして一

体的な交流が効果的な地域も対象とし、戦略的な交流の充実に努めることが適当です。 

「推進地域」は、これまでの提携を基盤として更なる交流の推進を図っていく地域とします。 

「開発地域」は、道と道内姉妹都市とが連携した取組や、道の他の施策の推進などに効果的と考えられ

る地域とし、その交流の可能性を探究します。 

「検討地域」については、上記以外の地域で、具体的な交流分野と内容、相手地域の社会経済状況や交

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を勘案し、相手方との対話を通じて検討

する地域とし、相手側地域の申し出を踏まえ、その都度、交流の是非を判断します。 

また、ロシアの地域と具体的な交流を進めるにあたっては、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、何らかの合意文書の締結、策定などを行う場合は、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、当該分野の取組に集中することとします。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や意向確認を行うことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

【対象地域の例示】 

◇ サハリン州〔極東エリア〕 

  北海道の友好地域として、また、道内市町村の提携都市数も多く、これまでの多くの交流の蓄積をもと

に、様々な分野への裾野の広がりが期待される。 

◇ 沿海地方〔極東エリア〕 

  ロシアの極東連邦管区代表部が置かれる極東エリアの政治経済の中心であり、道内からの企業進出の動き

や直行航空路線の就航などを背景に、多様な分野での交流の充実が見込まれる。 

◇ サンクトペテルブルク市〔欧露部エリア〕 

  人口約 540 万人のロシア第２の都市であり、ロシア中央政財界との結びつきも強く、人的交流や経済交流

の可能性が高い。 

◇ モスクワ州〔欧露部エリア〕 

  首都モスクワ市の周辺地域であり、人口約 760 万人と市場規模も大きく、人的交流や経済交流の可能性が

ある。 

◇ モスクワ市〔欧露部エリア〕 

  人口約 1,200 万人を擁するロシアの首都であり、道と地域間交流の開始に関する議事録を署名しているモ

スクワ州との一体的な取組が効果的である。 

◇ レニングラード州〔欧露部エリア〕 

  道が交流発展ロードマップを結んでいるサンクトペテルブルク市を取り巻く州であり、一体的な取組が効

果的である。 

 

 

① 戦略地域 

これまでの交流を踏まえて、特に人的交流を通じた人材育成や本道の地域特性を踏まえた経済交流

などの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及びこれらの地域との一体

的な交流が効果的と考えられる地域 
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【対象地域の例示】 

◇ ハバロフスク地方〔極東エリア〕 

  北海道との間で、「地域間協力発展プログラム」を策定している。 

◇ サハ共和国〔極東エリア〕 

北海道との間で、「相互理解に関する覚書」に署名している。 

 

 

 

【対象地域の例示】 

◇ カムチャツカ地方〔極東エリア〕 

  北極海航路が実用化されれば、積み替え港として物流・観光面での関係発展の可能性が期待できる。 

◇ ノヴォシビルスク州〔シベリアエリア〕 

  札幌・ノヴォシビルスク姉妹都市と連携した取組により、相乗効果が期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 対象地域の例示 

① 戦略地域 サハリン州、沿海地方、サンクトペテルブルク市、モスクワ州、モスクワ市、レニングラード州 

② 推進地域 ハバロフスク地方、サハ共和国 

③ 開発地域 カムチャツカ地方、ノヴォシビルスク州 

④ 検討地域 ①～③以外の地域 

  

② 推進地域 

 提携を基盤として、更なる交流の推進を図っていく地域 

③ 開発地域 

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地域 

④ 検討地域 

①～③以外の地域について、次の視点から、相手方との対話を通じて検討を進めた上で、交流の可

否を判断する地域 

・ 相手方地域との具体的な交流分野と内容 

・ 相手方地域の社会経済状況や交通アクセス等の状況 

・ 上記を踏まえた北海道としての交流のメリット（交流の継続性、効果（人的交流の拡大、道内経 

済への裨益）など） 

カムチャツカ地方 

サハリン州 
ハバロフスク地方 

沿海地方 

ノヴォシビルスク州 

サンクトペテルブルク市 
レニングラード州 

モスクワ市 
モスクワ州 

サハ共和国 

このロシア地図は白地図

専門店「三角形」提供の

白地図をもとに北海道総

合政策部国際局国際課が

作成しました。 


