
北海道とロシア連邦極東地域との経済協力に関する常設合同委員会 

第14回分野別部会（会議録） 

 

日 時：令和３(2021)年11月25日（木）9:00～12:00 

場 所：公益社団法人北海道国際交流・協力総合センター特別会議室  

出席者：出席者名簿（別添「出席者名簿」）のとおり 

次 第：「※資料１「次第」」に基づき議事が進行された。出席者の発言概要等は以下の 

とおり。 

 

開会挨拶 

（ブトゥハノフ ロシア側委員全権代表（サハリン州経済発展副大臣）） 

・現在、パンデミックにより２年間リモート形式という新たな方法で協力を続けている。 

・2020年と2021年は日露地域交流年と制定され、ロシア連邦極東地域と北海道が交流年の事

業として多大な貢献をしていることに満足している。 

・極東地域は日露間の大規模なプロジェクトを実施する上での重要な地域と位置づけられて

いる。 

・日本は我々の信頼できるパートナーであり、常設合同委員会の枠組みにおける地域間協力

により両地域の経済が発展すると信じている。 

・両地域の皆さんの実りある対話と有意義な議論ができることを期待する。 

 

（中島 委員長代理（北海道国際局ロシア担当局長）） 

・ただ今紹介のあった北海道ロシア担当局長の中島。 

・本日は、オンライン形式ではあるが、ブトゥハノフ・サハリン州経済発展副大臣、コルモ

ゴロフ 沿海地方国際協力庁副長官、タラソフ・ハバロフスク地方投資発展、企業活動省大

臣代行はじめ、各地域の皆様とお会いできることを大変うれしく思い、感謝する。 

・我々地方政府に加え、在ユジノサハリンスク日本国総領事館から久野総領事、ウラジオス

トク、ハバロフスク総領事館、在札幌ロシア総領事館の皆様にもご参加いただき感謝。 

・この分野別部会は昨年10月に開催した常設合同委員会の第23回定例会議以来、1年ぶりの協

議の場。ウィズコロナ、アフターコロナを見据えた交流のあり方について、闊達な議論が

できるものと期待している。出席の皆様には本日の会議が有意義なものとなるように、忌

憚のないご意見をお願いする。 

・先日22日に日露政府間委員会において、今年の末までの期限であった日露地域・姉妹都市

交流年の１年延期が決定された。これは我々にとって非常に喜ばしいこと。 

・今後ともこの北海道とロシア連邦極東地域との交流の推進に向け、皆様の一層のご協力を

賜るようお願い申し上げる。 

 

出席者紹介について 

（ザギドゥリナ 常設合同委員会ロシア側事務局長） 

・事務局は事前に参加者リストを交換したので、お手元の資料（※資料２「出席者名簿」）

を確認願う。 

 

会議成立と議長選出について 



（ザギドゥリナ 常設合同委員会ロシア側事務局長） 

・今後の議事の進行のため、サハリン側からブトゥハノフ サハリン州経済発展省副大臣を議

長として推薦する。 

 

ロシア極東地域と北海道との交流実績について 

（ブトゥハノフ議長） 

･ サハリン州の実績を報告する。 

・サハリン州と日本との貿易売上高が37％減少した。これは石油とガスの輸出額が減少した

ため。 

・しかし、日本は我々にとって最も重要な経済的パートナーの一つであり、北海道は相互協

力への多大な貢献をしている。 

・2020年と2021年にパンデミックにより多くの活動は停止となり、コロナウイルスの対策制

限が解除されるまで延期となっている。 

・今年、コロナ禍においても北海道と始めた新しいことを説明する。 

・二酸化炭素排出量規制と脱炭素事業について意見交換の場を設けた。今後、北海道との協

力関係をより一層進めていくために道庁の支援を期待する。 

・８月26日国際女性フォーラム「世界・ビジネス及び社会に対する女性の見方」を開催し、

北海道からは北海道日本ロシア協会と美容コミュニケーション推進機構の代表者が出席し

てくれた。 

・第16回サハリン州市民交流会議と第23回青少年サハリン・北海道「体験・友情」の翼が行

われた。主催者の北海道ロシア極東交流事業実行委員会、北海道日本ロシア協会に感謝す

る。12月には全道ロシア語弁論大会と日本語弁論大会を開催する。 

・最後に、我々はパンデミックの制限解除を楽しみにしている。 

 

（ストゥプニツキー 沿海地方商工会議所会頭） 

・本日皆さんとお目にかかれて大変うれしく思う。 

・日本は伝統的に沿海地方の主な対外経済パートナーの一つである。2020年の統計を見ると

沿海地方の貿易高には日本が15.4％という割合を占めた。2020年パンデミックのせいで、

沿海地方と日本の貿易高の総額は2019年に比べ12％低下し、12億米ドルとなった。それで

も2021年９ヶ月で沿海地方と日本との取引高が10億米ドルまで増加し、前年の同期と比べ、

28％の成長を見せた。2021年の９ヶ月で沿海地方の取引高における日本の割合は、およそ1

5％を占めた。日本の企業は沿海地方のウラジオストク自由貿易港、社会経済発展区などに

投資する総額の35％を占めている。 

・沿海地方における日系企業の活動としては、例えば、リハビリセンターや日本レストラン

の開設、日本商品の輸入など。それに加えて、道路工事のための機械や素材の輸入などが

共同で検討されている。 

・2020年に制限があったにも関わらず、文化や観光などを中心にした協力を進めた。2021年

には沿海地方は、北海道との交流を行い、太平洋吹奏楽団のビデオ、沿海地方の写真、パ

ンフレット、ビデオ資料などを送った。北海道では、札幌市、稚内市、函館市で、住民に

対してそのビデオを流して、資料を配って、鑑賞会などを開催した。 

・2021年３月、北海道は北海道の友好的経済的関係を持つロシア地域の魅力についてパネル

展を開催し、このパネル展には沿海地方が提供した写真などを使用し、多くの北海道民が

その展示を見た。 

・沿海地方は、北海道とのオンラインバレエレッスンの準備をしたが、コロナウイルス感染



のため実施できなかった。来年にも共同で開催したいと思う。 

・文化交流としては、今年には、沿海地方美術館のウェブサイトそして沿海地方のオフィシ

ャルウェブサイトに、北海道近代美術館を紹介する資料のリンクを掲載した。 

・文化交流に加えて経済活動の振興も大事だと思っている。 

・最後に、沿海地方は北海道のビジネスマンと投資家が参加した輸出向けの制度を検討した

いと思っている。沿海地方で製造された商品を日本に輸出するために、まず日本市場のマ

ーケティング調査が必要である。 

 

（フィロネンコ ハバロフスク地方経済発展省副大臣、対外経済関係・輸出支援局長） 

・ハバロフスク地方と北海道は気候がとても似ている。 

・両地域の学問的交流については、10年前から極東国立総合医科大学と北海道医療大学が協

力を行っている。2020年から2021年は、オンラインで小児歯科の問題などに関し、極東国

際医療会議を行った。 

・札幌でのパネル展にも参加した。パネル展にはハバロフスク地方の写真資料を提供した。 

・経済活動の協力については次の報告で紹介する。 

 

（佐藤 常設合同委員会北海道側事務局長）※「別添１」に沿って説明 

・私から北海道とロシア極東３地域との間の交流実績について報告する。 

・前回の常設合同委員会以降の取組として、昨年10月から本年10月までの１年間の交流実 

については、資料（「資料３」）を作成した。このうち、主な交流について報告する。 

・第21回日本語スピーチコンテスト。サハリン州での日本語学習者の語学力向上を目的に、

北海道、サハリン州、サハリン国立総合大学の共催により実施し、児童生徒の部10名、一

般大学の部で4名に参加いただいた。 

・ 第52回全道ロシア語弁論大会。道内のロシア語学習者の語学力向上を目的とし、日本ユー

ラシア協会北海道連合会、サハリン州政府、北海道国際交流協力総合センター、在札幌ロ

シア総領事館の４者共催によりオンライン形式で大会を実施し、８名に出席いただいた。 

・北海道フェアの開催。ユジノサハリンスク市ウラジオストク市で、果物やお菓子などの食

品、それに防寒用品等の日用品60品目以上を出品し、あわせて会場においては、映像やポ

スターによる北海道ＰＲも実施した。また、ＥＣサイトも試験的に立ち上げ、フェアで出

店した商品をＥＣでも販売した。 

・続いて稚内市とサハリン州の学生交流。稚内北星学園大学とサハリン国立大学の学生が、

オンラインでお互いの地域を紹介するとともに、北海道とサハリン州の未来図というテー

マで、意見交換を実施しました。 

・沿海地方フィルハーモニー劇場フィルムコンサート。ロシアと関わりの深い札幌、稚内、

函館の３市において、沿海地方を代表する太平洋交響楽団の演奏動画を上映し、あわせて

沿海地方から提供いただいて映像等を用いてＰＲ活動を実施した。 

・次はサハリン州とのカーボンニュートラルに関する情報交換会。ロシアのカーボンニュー

トラルのパイロット地域でもあるサハリン州との間で情報交換のためＷｅｂ会議を８月か

ら10月にかけまして3回開催した。 

・ロシア理解セミナー。北海道国際交流協力総合センターと北海道の共催で、オンラインセ

ミナーを開催し、ロシア在住の方などを講師に招きまして、教育や観光、生活などをテー

マにロシアを紹介した。 

・最後に、今後の予定についてお話します。来月12月15日には日本語スピーチコンテストを

ユジノサハリンスクで開催。また、時期は未定だが、サハリン州とのカーボンニュートラ



ルに関する４回目の情報交換会を予定している。また、北海道フェアも予定。ユジノサハ

リンスクでは12月18日から19日、またウラジオストクでは12月25日から26日に予定してい

るので、ぜひお越しいただければと思う。私からの発表は以上。 

 

協議事項について 

（１）対外貿易と投資協力の発展について 

（コルモゴロフ 沿海地方国際協力庁副長官）  

・今年第6回東方経済フォーラムがウラジオストク市で開催され、コジェミャコ オレグ沿海

地方知事と上月豊久在ロシア日本国特命全権大使が会談した。両国の関係の強化について

話し合い、日ロ協力関係の中で、グリーン経済、観光の復興並びにパンデミックの制限が

撤廃されたあとの、東京便そして北海道への航空便の再開が大事だということが話題とな

った。 

・日本は沿海地方にとって対外経済的パートナーとなっている。ストゥプニツキー 沿海地方

商工会議所会頭がすでに貿易高の数値をあげた。2021年９ヶ月では、沿海地方と日本との

貿易高は28％上昇し、10億米ドルに及びました。沿海地方と北海道は対外経済において、

とても高いポテンシャルの見通しがあると思っている。 

・経済協力の拡大のために、次の協力を提案する。最初は、ロシア連邦極東地域と北海道の

各地域にとって優先的な部門の輸出製品のカタログを作り、お互いに作成された輸出製品

カタログの交換を行って、それぞれの国際貿易の実際行っている者へカタログと情報を渡

す。加えて、インターネットなどにその情報を掲載する。 

・北海道とロシア連邦極東地域は、互いの輸出と輸入に関心があるカンパニーのリストを作

って、ビジネスコンタクトを設定する情報交換を行うオンライン会議を開催する。 

・投資協力の提案としては、ロシア連邦極東地域においてウラジオストック自由港や、先進

社会経済発展区などの優遇措置の枠内で、投資プロジェクトへの参加を検討していただき

たい。 

・このようなプロジェクトの見通しのある分野は、省エネ、新エネルギー分野での協力、そ

してエコロジー、ゴミのリサイクル、再利用の処理施設の建設などが共同で実行できると

思う。 

・我々はパンデミック制限が緩和されることを祈るとともに、本格的な協力関係を再開でき

る日を待っている。政府レベルで、日露地域交流年を１年延長する計画があると聞いてお

り、来年2022年を日ロ協力にとって大事な１年になると期待している。一緒に頑張りまし

ょう。 

 

（フィロネンコ ハバロフスク地方対外経済関係・輸出支援局長） 

・ハバロフスク地方にとって日本は貿易パートナーと投資家パートナーになっている。日本

への輸出は、石油製品、木材加工製品、海産物と水産物。日本からは技術的機械、交通機

械、アルコールとノンアルコールの飲み物等を輸入している。 

・見通しのある分野はクリエイティブ産業、ＩＴコンピューター技術、あと、パンデミック

後の観光業と考えている。このために中小企業間での協力が最も大事だと思っている。 

・2021年10月28日、29日ハバロフスク市では第１回極東輸出フォーラムが開催された。この

フォーラムでは極東企業と、北海道企業が交渉を行った。日本からのビジネスマッチング

のため協力いただいた北海道サハリン事務所に感謝する。そして、第１回極東輸出フォー

ラム円卓会議で観光について発表した浦田様に感謝する。この結果、来年、地域の商品に

ついてイベントを開催する予定。 



・露日共同プロジェクトについては、温室施設の建設プロジェクト、このプロジェクトに参

加している会社はハバロフスク地方、北海道、神奈川県からの会社。双日コーポレーショ

ンのグループが、ハバロフスク国際空港の新しいターミナルの建設に参加している。ター

ミナルの操業は、２年後に始まる予定。 

・木材分野についての新しいプロジェクトにロシアと日本から投資を入れるそうです。ロシ

アで生産した製品を日本に輸出する予定。我々は将来に向け北海道と協力をし続けます。 

 

（ロマノワ サハリン州企業活動発展基金輸出活動支援センター所長） ※「別添２」に沿っ

て説明 

・貿易を促進させ貿易額を増加させることは、サハリン州と北海道両地域間の重要な方向性

の一つ。サハリン州企業はロシアに最も近い日本である北海道をはじめ日本への販路拡大

に大きな関心を抱いている。ここでは日本への輸出に関心のあるサハリン州の企業を紹介

し、サハリン州の輸出業者に与えられる施策についてご説明させていただきたい。サハリ

ン州では品質が高く興味深い商品が多く製造されていますので皆様に紹介させていただく。 

・例えば、アザラシ油や昆布からのサプリメント、水産物。またエゾマツ・カラマツからの

集成材、サハリン州の少数民族のニブフ族が魚の皮から作る手作りの民芸品、建設材。製

菓、パンの半製品。また、サハリンのイワツヅジから製造される食前酒、地質調査サービ

スと観光サービスなどサハリン側が日本に協力できる分野が数多くある。 

・サハリン州輸出支援センターは日本のパートナーを探したい地元企業から多くの申し込み

を受けており、これをサポートしている。サハリン州輸出支援センターは、経済発展省の

所属機関であり、輸出を目指す企業に支援策を提供している。アジア太平洋地域に限らず

欧州への輸出企業や、すでに輸出している企業、また、今後輸出を予定している企業へも

お手伝いをしている。私たちは約20種のパックサービスを提供している。プレゼン資料、

パンフレットカタログの作成、ホームページの作成、外国語への翻訳そして、市場調査の

実施、また、対外経済活動に関する各種セミナーの開催。日本市場への進出を目指すサハ

リンの企業の日本における展示会への出展の場を提供したり、パートナー企業との交渉の

ための機会を提供したりすることができる。サハリン州企業との交渉を希望する日本の輸

入企業のために、サハリンへのビジネスミッションを組織し、航空券代、宿泊料金、視察

日程の調整に関する費用を負担することができる。現在ロシア連邦政府及びサハリン州政

府は輸出の発展に注目し支援している。 

・サハリン州輸出支援センターはサハリン企業とパートナー関係を目指す日本の企業と協力

を拡大していきたい。関心があればご連絡をいただければうれしく思う。我々はサハリン

州内企業に関する詳細な情報を提供したり、交渉の手伝いをして可能な支援策について、

相談、対応することができる。さらに北海道庁および北海道の市町村との協力をぜひ続け

たいと思う。 

・最後にご参加の皆様のご健勝をお祈りしますとともに今後の相互利益につながる協力関係

の発展を願う。 

 

（佐藤 常設合同委員会北海道側事務局長） 

・各地域の皆様から素晴らしい提案をいただき感謝。 

・沿海地方からのご提案に対し、コロナ禍で往来が難しい中、オンライン会議を積極的に活

用し、情報共有や協議を引き続き行っていきたいと考えている。北海道では、輸出や輸入

に関心のある企業や、商品のカタログについてすでに作成しており、情報共有することに

より、ロシアと北海道の経済交流の活性化ができると考えており、提案に同意する。 



・投資への協力について、すぐに北海道の企業がロシアに進出するというのは難しいかもし

れないが、特区、特恵制度について情報提供をいただければ、北海道内の企業へ周知した

い。 

・ハバロフスク地方から提案のあった2022年前半の商談会についても同意する。ハバロフス

ク地方からどのような企業が参加するか情報をいただけたら、それに合わせて北海道側の

参加企業の準備を整え、商談会を実施したいと考える。 

・最後にサハリン州からの提案ですが、私もサハリンに2年間住んだことがあり、サハリンに

は素晴らしい商品がたくさんあることを知っている。輸出センターが様々な企業のサポー

トを行われているということで大変心強く思う。1点だけお願いがある。日本から輸出する

際に、なかなか物流の面とか、通関の面などで難しいことがある。サハリンの製品をＰＲ

される際には、これらの輸出をサポートできる商社についても併せてご紹介いただけると、

貿易がスムーズに運ぶと思う。 

・引き続き極東３地域の皆様とは経済交流を活発に行えるよう、北海道庁としても取り組み

たいので、引き続きのご支援をお願いする。北海道商工会議所連合会様からも、一言いた

だきたい。 

 

（小野 北海道商工会議所連合会次長） 

・企業リストの交換について一言コメントさせていただく。企業リストの交換は非常に意義

のあること、北海道商工会議所連合会として協力できるかと思う。ただし、長く輸出入を

続けるということになると、リストの交換前に、それぞれの企業の信用力をしっかり調べ

てからリストの交換が必要と考える。 

・リストの交換はスタートでしかなく、その後のフォローを互いにどうしていくかというと

ころが重要。プログラムをしっかり作成してからリストの交換が必要になると思う。  

 

（ブトゥハノフ議長） 

貴重なコメントに感謝。検討してからまた連絡する。 

 

（２）対外貿易と投資協力の発展について 

（ゲツ サハリン州デジタル・技術開発副大臣） ※「別添３」に沿って説明 

・気候分野におけるカーボンニュートラルの達成に非常に重要であるのは、エネルギー組織

の根本的な変更。このスライドのとおり温室効果ガスの一番の排出源はエネルギー分野か

ら排出するもの。省エネルギー分野における事業に非常に大きな関心をもっている。 

現在ユジノサハリンスクにおいて空港の新ターミナルが建設され、ターミナルをぜひエネ

ルギーの効率化をしたいと思っている。この事業を実施している建設会社、設計会社にサ

ハリン州政府から支援をしたい。投資家の代表者であるヴォロビヨフ様に発言いただく。 

 

（ヴォロビヨフ 株式会社<国のイースト・ゲート>技術発注者管理部長） 

・私は国の東ゲートという会社の代表。ユジノサハリンスク空港の新ターミナルの建設を担

当している。自然の寒さを活用する雪冷房システムに関心を持っている。 

この技術は、冬期間に集めた雪の上に断熱材のチップを被覆し、夏に雪が溶けた冷たい水

を利用するもの。氷と雪を集めて冷房に利用するという技術は、日本で積極的に使われて

いると認識している。この事業を実現するため、経験のあるパートナー企業との相談、共

同作業が必要と考えている。サハリン州政府と協力して事業実現に向けて検討を行いたい。 

 



（佐藤 常設合同委員会北海道側事務局長） 

・雪冷房など新しいエネルギーの開発や利用は、省エネルギーとともにカーボンニュートラ

ルを達成するための重要な手段だと考えている。ただいま説明いただいた、雪エネルギー

に関しては新千歳空港ですでに導入されている。地球温暖化防止を目的として、冬の間除

雪で集められた雪を溶かし、その冷水を空港ターミナルビルに供給して冷房として利用す

る「雪山方式冷熱供給システム」を取り入れているところ。 

・北海道では空港のほかに、円山動物園や農産物の貯蔵庫やデータセンターなど、北海道が

積雪寒冷地という条件活かし、外気温が上昇する夏まで雪を保管し、冷房に活かす雪冷房

システムを活用している事例がほかにもある。 

・本日は時間も限られており、説明しきれないかと思い、詳細については、今後開催のカー

ボンニュートラルの情報交換会において説明させていただきたい。 

 

（３）情報技術分野の協力見込みについて 

（ディムチェンコ ハバロフスク地方投資誘致、イノベーション発展エージェンシー）※「別

添４」に沿って説明 

・両地域の非資源分野の輸出ポテンシャルはまだ高くないが、本日の発表ではデジタル技術 

分野における具体的なプロジェクトを提案する。 

・ハバロフスクは投資のハブ地域としての役割を担っており、投資のオファーが急激に増え

ている。 

・日本側のパートナーに対してもロシア市場に参入する機会を与えている。 

・最初に紹介するプロジェクトは「ヘダ学生」（戸田村（へだむら）より）について。 

・プロジェクト名は19世紀半ばに戸田村でロシア人と日本人が共同で船を制作したことから。 

・この共同プロジェクトでは日露両方の学生が学ぶことができる。 

・次に紹介するのはデジタルサンドボックス。 

・既存の規制の適用を受けることなく企業が地域のデジタルプラットフォームで実験を行う

ことのできる仕組みであり、海外企業がロシア国内で直面する技術的課題の解決策の模索

などが行われる。 

・次に紹介するのは基金設立。 

・ハバロフスク地方では特別な経済体制を構築しているため、企業が革新的な特典を受ける

ことができ、早急かつ容易に他国の従業員の雇用や支払の受け入れが可能となる。 

・輸出ハブとアクセラレーターについては、ハバロフスク地方の企業に対して日本での自社

製品の販売の支援と、日本企業に対してロシア市場でのビジネスチャンスの可能性を模索

する支援を行うもの。 

・当発表については日本語版の資料を提供することが可能。 

 

（ゲツ サハリン州デジタル・技術開発副大臣） ※「別添５」に沿って説明 

・本年、私たちはロシア連邦の通信機器の大企業と協定書を締結した。この協力は、サハリ

ン州においてロシアと日本の通信機器分野企業との協力事業が実現できるような取組を行

うこと。 

・なぜサハリン州で日本側との事業を実現したいかというと、日本と近いのに加え、サハリ

ン州はロシア国内においてデジタル開発レベルが非常に高いからである。現時点でサハリ

ン州は、ロシア全国のデジタル発展ランキングの7位。これは非常に重要なことで、市民の

生活に大きな影響を与えている。 

・デジタル化を進めるため、ロシア国内企業との協力を行っている。コンソーシアムの企業



の収益を合わせると5,200億ルーブルを超えている。このコンソーシアムに入っている企業

の一つは、エンジニア分野における優れた知識をもっている企業。その企業は集積マイロ

回路やセキュリティシステムの開発を行っている。すべての会社は様々な形式で活動しユ

ニークな技術を開発している。そして近代的な機械のほか様々な部品を製造している工場

もある。例えば、電気自動車の補給スタンドも製造されている。 

・このプレゼンテーションにはいくつかの企業が記載されているが、もし関心があれば、全

ての企業は日本の開発関係やデジタル分野の企業との協力を希望しているので、ぜひご連

絡ください。 

・最近は定期的なカーボンニュートラルの会議が行われているが、このような形で通信分野

における会議を定期的に実施すればよいと思う。 

 

（佐藤 常設合同委員会北海道側事務局長） 

・ロシアには非常に高度なＩＴ教育や、ＩＴサービスが存在しており、たくさんの高度ＩＴ

人材が配置されていると承知。ロシア企業と北海道の企業が協力し合い、よりよいサービ

スや製品をつくることができれば、お互いの地域にとって非常に有益だと考える。 

・通信分野での継続的な協力というご提案もあったが、どのような協力ができるか、関係す

る北海道の企業、団体に情報提供し、北海道の中で協議を進めていきたい。 

 

（佐藤北海道IT推進協議会専務理事） 

・北海道ＩＴ推進協会でも、北海道のＩＴ企業とロシアのＩＴ人材とのマッチング事業が継

続して実施されているなど、ロシアのＩＴ技術が優れていることは承知。提案のありまし

た技術分野のプロジェクトに関心がある会員企業に、情報提供をしていきたい。 

 

（４）観光分野の協力見込みについて 

（ステパシコ 極東地域観光業連盟会長（有限会社<季節のポータル>社長））※「別添６」に

沿って説明 

・2019年ハバロフスク地方を5万7000人の外国人観光客が訪れた。スライドはハバロフスク地

方の観光地。そして観光客がダーチャを訪問したこともある。2019年にハバロフスク地方

の住民も積極的に外国旅行をした。その中で日本の旅行も人気を集めていた。ハバロフス

クの旅行会社はオンラインでの観光プロモーションをしている。 

・私たちはコロナ後の新しいプロジェクトを作成しており、パンデミックが終わることを待

っている。 

・今、私たちは観光業での効果的なオンラインの活用を考えなければならない。 

一つは、教育面での交流。極東国立交通大学は長岡技術大学と協力し交流している。 

考えなければならないのはパンデミック前に流行していたことを改良し、今後の観光客の

新しい期待を満たすものを作成しなければならないということ。ハバロフスクで第1回極東

輸出フォーラムが開催され、浦田さんから日本の観光客に対する可能性について詳しく説

明があり、非常にありがたく思う。ハバロフスク地方を（日本に）近いヨーロッパとして

プロモーションし、ロシア人は日本人びいきであること、ロシアは旅行で安全であること

を発信しなければならない。浦田さんが説明した情報が貴重なものとなっているので、私

たちは積極的に利用したいと思っている。パンデミックにより観光客の期待が大分変わっ

ているので、そのことについて考えなければならない。一例として、ハバロフスク地方と

札幌の文化関係に基づいた観光商品を作成することが可能である。札幌で行われている雪

祭りは有名なイベントの一つ。ハバロフスク地方においても氷祭を行っており、札幌市か



らも参加者が何度か来ている。私たちが考えているのは、パンデミック後に雪祭り並びに

氷祭に相互訪問を行うことを考えている。そしてその次はパンデミック前に人気を集めて

いたルートを再考しなければならない。観光業での交流を発展するため、重要なのは、旅

行業者同士の観光情報の交換であり、パンデミック後にもっと積極的に交流を発展させて

いきたいと思う。 

 

（ロマノフ サハリン観光情報センター所長） 

・サハリン州は日本、特に近隣の北海道に観光分野で興味がある。 

・パンデミックの前は、分野別の展示会の開催、日本のマスコミ代表団の受け入れ、B2Bの商

談会の開催などを行っていた。 

・2019年は15の日本の観光団体を試験的に受け入れ、この一連の活動により、日本からのチ

ャーター便受け入れについて覚書を締結するに至った。 

・新型コロナウイルス感染症によるパンデミックは、今後の共同プロジェクトへの障害には

ならない。 

・現在、サハリン州政府はホスピタリティ業界に力を入れている。 

・例えばサハリン観光情報センター「GO SAKHALIN」はジャパントレンディというプロジェク

トの認定を受け、日本人観光客の受け入れに関わる施設に対しアクレディテーション（品

質認証）を行うことが可能となった。 

・過去1年半に人気のあったルートでは、ナビゲーションシステムを使用できるようにし、3

0以上のトイレを設置したほか、携帯電話受信可能にするエリアの拡大に向けた作業が行わ

れている。 

・サハリン州ではTUI航空のチャーター便が運航されており、こういった取組によりパートナ

ーである日本との協力をさらに進めることができると思っている。 

 

（ウドヴェンコ沿海地方観光庁観光発展課長）※「別添７」に沿って説明 

・世界で自由に国境を超えて旅行するのができなくなってから２年たった。このような国際

情勢は近いうちに良くなり、観光客は改めて両国の観光地を楽しめる日が来るということ

を楽しみに待っている。この２年間は我々にとって観光客の受入のために、準備するため

の貴重な時間となった。 

・沿海地方では観光客は自分の希望に合わせて、楽しめるスポットを見つけることができ、

観光分野の専門家は、毎年新しい観光商品をつくっている。 

・例えば、今はヘリコプターのツアーが人気を集めている。ウラジオストク港の景色をヘリ

コプターから眺めることができる。海洋ツアー、料理ツアーも人気を集めている。ウラジ

オストクにあるロシア料理レストランをはじめ、世界の様々な料理、シーフードレストラ

ンなどがあり、そして毎年大規模なイベントとして、料理フェスティバルが開催される。

例えばカニの料理フェスティバルやキュウリウオの料理フェスティバルである。 

・そして沿海地方とウラジオストク市は安全で快適な、観光の環境を作ることに努力してい

る。2020年には観光の警察という組織が設立された。観光警察というのは、観光客に対し

て相談や通訳などのサービスを行う特別な教育を受けたガイドのこと。在ウラジオストク

日本国総領事館とじゃらんという会社とともに、海外の観光客に対してはどういう相談を

行うか、ガイドに対して教育を行っている。観光のボランティアの教育も行っており、観

光客に対して様々な支援を行っている。電子辞典などを持参して通訳も行う日本語能力の

高いボランティアで、観光客に対して歴史など様々な情報を提供することができる。 

・現在ＡＮＡとともにウラジオストク市内の観光地図を作っている。その観光地図には、日



本とロシアの歴史に関係する場所の情報を載せるつもりである。 

・そしてもう一つ努力していることは、沿海地方の水族館においてＪＡＬとともに日本人の

観光客向けの音声ガイドを作っている。その音声ガイドは、大きなグループに集まらなく

ても自分でガイドを使用して水族館を見学でき非常に便利である。 

・そしてもう一つのプロジェクトは、ウラジオストク市内の音声ガイドも作っている。それ

も日本人の観光客向けの音声ガイドである。 

・そして去年の会議の時に、北海道とお互いのＰＲ活動を行うことについて約束したが、沿

海地方は約束通り、自分のWEBサイトに情報を掲載した。 

・これからの協力の見通しを言うと、まず情報交換を活性化させたい。例えば沿海地方の情

報観光センターのモニターにおいて北海道についてのビデオを流したいと思う。情報の提

供に対してご協力をお願いしたい。そして北海道において写真展を開催するため、写真を

提供することができる。またソーシャルネットワークを使ってお互いの情報を掲載するこ

ともできる。今後のご協力をお願いする。 

 

（佐藤 常設合同委員会北海道側事務局長） 

・極東各地域には素晴らしい観光地や観光素材があることがわかった。また、各地方政府の

皆様においては、観光振興の取り組みを積極的に行われていることも理解した。今回発表

いただいた内容については、北海道の旅行会社などへも情報提供したいと考える。観光は

北海道にとっても重要な産業の柱であり、人が往来することによって相互理解に繋がって

いくものと考える。北海道の提案などについては次の議題としてあるので、その際にお話

しする。 

 

（５）観光交流について 

（佐藤 常設合同委員会北海道側事務局長）※「別添８」に沿って説明 

・北海道にとって観光は非常に大切な産業の柱の一つ。コロナウイルス感染症の収束が見通

せない状況で、往来というのは、現状難しいところ。コロナウイルス感染のあとのことも

見据えてプロモーションをやっていくということは重要であると考える。 

・昨年は、業種別会合の枠内で、観光事業者間で協議を行ったが、昨今は個人旅行が主体と

なっており、一般市民の方に、各地域の観光の魅力を発信していくということが効果的で

はないかと考える。北海道では、昨年からインスタグラムなどＳＮＳを使い、ロシアの方

に向けて、北海道の観光などの情報を発信している。 

・道内でテレビタレントとして活躍されているアリョーナさんと連携し、道内各地の食や観

光の魅力を週1回程度のペースで、ロシアに向けて発信している。また、日本に在住してい

るロシア人のYouTuberであるシャーモフ・ドミトリーさんによる北海道観光の動画の配信

を開始しており、第1弾として札幌市郊外の温泉地である定山渓の魅力を伝えている動画を

YouTubeで配信中。 

・ポスターや、ロシア語で北海道を紹介しているビデオなども作っている。また、両地域の

人的交流というのを確かなものにしていくために、インバウンドだけではなく、お互いの

地域へのアウトバウンドの取り組みについてもしっかり行うことが重要であると考える。

このことから、先ほどお話したSNSの中でロシアの情報を日本人向けに発信しているほか、

オンラインセミナーにおいて、ロシア極東地域の魅力を紹介する取り組みを行っている。

各地域の皆さんからご提供いただいた写真や動画などを提示するパネル展も開催した。 

・先ほど沿海地方からの観光情報の交換についてご提案をいただいた。それについては北海

道として同意する。今後皆様より観光に関する宣伝資材などを提供いただければ、北海道



においてPRしたいと考える。また逆に、各地域の皆様におかれては、先ほど紹介しました

北海道のSNSをたくさんのロシアの方に知っていただけるよう、PRにご協力いただくととも

に、イベントなどの機会で動画やポスターなどを活用いただき、北海道のPRに協力いただ

ければと思う。 

・また先ほどご提案いただいた観光に関する情報共有や意見交換なども引き続き行っていき

たいと考える。 

 

（ロマノフ サハリン観光情報センター所長） 

・私たちはもちろん、お話にあがった全てのイベントに喜んで参画し応援する。 

・パンデミックのなか、多くのオンライン形式のイベントが開催されている。これらはとて

も有意義であり効果があった。 

・ロシア側からの提案を申し上げる。インターネットでの調査によると、サハリンの人々に

とって関心のある日本の都市は、１位が東京、２位が大阪、３位が奈良、北海道はその次

に続く第4位である。 

・パンデミック収束後は日本センターが実施している東京への派遣事業のように、サハリン

の経営者と北海道の経営者間で相互交流を行うことを提案する。 

・目的は、ホスピタリティ業界間での交流。例えば、サハリンをはじめとした極東地域の経

営者が北海道を訪問し北海道のホスピタリティ業界の経営者と交流をするとともに、北海

道の経営者もサハリンなどの極東地域を訪問しロシアのホスピタリティ業界の経営者と交

流するというようなこと。 

・ロシア人が日本に対する大きな興味があることなどから、サハリン‐北海道間での国際的

なプロジェクトを立ち上げることができると思う。 

・このプロジェクトはロシア市場において取引できるようにするほか、北海道と直行便があ

る全ての極東地域も参入できる。 

・パンデミックの収束を見据え、今からでも上述した作業を始められればと思う。 

 

（６）航空ネットワークの充実について 

（矢野総合政策部航空局航空課主幹） 

・現在、新型コロナウイルスの感染症拡大により、新千歳－ユジノサハリンスク線は2020年3

月5日、新千歳－ウラジオストク線は2020年2月5日を最後にそれ以降運休の状況が続いてい

る。日本政府は11月4日から条件付きで、外国人のビジネス関係者の方の制限を緩和し、入

国後の待機期間が最短で3日となった。 

・北海道においては国際線の運行再開した航空会社に対して、補助制度を利用しているとと

もに、道民による国際線の利用促進のためにも、アウトバウンドに関する取り組みを行っ

ている。一方国際航空路線の再開にはお互いの国において出入国の取り扱いが緩和される

ことが必要であると考える。 

・道としては、時期を逸することなく、国際線が再開できる体制整備のために、幅広い分野

での交流人口の拡大に向けた航空ネットワークが形成されるよう取り組んでまいるので、

ロシア側の関連施策の推進などについてもよろしくお願いしたい。 

 

（ハバロフスク空港株式会社社長）※「別添９」に沿って説明 

・ハバロフスク国際空港は双日、日本航空ビルからなる企業連合と共同で、空港開発プロジ

ェクトを実施している。新国内線旅客ターミナルを建設し供用を開始した。ターミナルの

総面積は2万6000平方メートルで、年間300万人が利用可能となる。2021年８月からは総面



積２万平方メートル、年間100万人が利用できる国際線ターミナルの建設が進められ、供用

開始は2023年を予定している。 

・日本はハバロフスク空港の乗客に人気のある旅行先の一つ。日本へのフライトはピークの

時期において満席率が7割から9割以上になることが特徴。 

・2019年に導入されたハバロフスク空港と日本の空港の間での航空自由化は2022年10月末ま

で延長された。海外渡航制限が解除されれば、日本の航空会社もハバロフスクと日本の間

に直行便を開設することが期待される。パンデミック前に、日本の航空会社がウラジオス

トクに就航していたことを考えると、ハバロフスク地方にも日本の航空会社が直行便を開

設することで、乗客数が大幅に増加し、ロシア極東へのツアーの価格や魅力が向上するだ

ろう。 

・ハバロフスクから日本までの航空輸送の再開に向け、日本側と協力して今からすぐ準備を

始めたい。日本への入国制限措置が解除されれば、日本へのフライト需要は非常に早く回

復すると確信している。 

・新規就航に加えてエアシティという商業地区開発プロジェクトの実施に向けて日本のパー

トナーと協力関係にも期待が持てる。空港の隣接地にはホテルとビジネスの複合施設を建

設するプロジェクトができているので、日本の投資家と協力してそのプロジェクトの実施

することを期待する。 

 

（ブトゥハノフ議長） 

・サハリン側としても、コロナウイルスに関する制限が解決されてから、北海道との空路を

再開するためのすべての技術的な準備が整っているので、できるだけ早く再開したいと思

う。 

 

（７）人材交流について 

（佐藤 常設合同委員会北海道側事務局長） 

・対面交流は約2年間できていない状況ではあるが、交流の将来を担う若い世代の人に交流を

深めていただくということが大切である。 

・北海道では今年、北海道サハリン事務所において、サハリン出身のロシア人の大学生の方

をインターンシップとして1ヶ月間受入れるなど、コロナ禍においても可能な範囲で交流を

続けている。サハリン事務所でのインターンシップは北海道を知っていただく貴重な機会

となると考えており、来年以降も続けたいと考える。 

・また、北海道にはロシアと交流を進めていきたいという学校がある。両地域の往来が可能

になった時には、お互いの地域訪問の機会を早期にも準備を進めていきたい。２年間の交

流の空白を埋めるためには学校間だけの努力だけではなく、両地域の行政機関の後押しも

必要だと思う。 

・先日、日露地域交流年が2022年まで延期されることが決まった。サハリン州とはウェブで

開催してきた北海道サハリン州市民交流会議が対面で開催されることや、青少年サハリン

北海道体験・友情の翼については、ホームステイを実際に実現し、子供たちの交流がより

一層深まることを期待する。 

・沿海地方またハバロフスク地方とも青少年交流や文化交流など、これまで以上活発に取り

組んでいきたいと考えているので、各地域のさらなるご協力をお願いする。 

 

 

 



（ブトゥハノフ議長） 

・ロシア極東各地域の意見にもなるかと思うが、やはりWEB形式でのコミュニケーションはと

ても良いことだが、それだけでは足りないと思う。ハバロフスク地方と沿海地方の意見が

どうか聞きたいと思うが、私たちは皆様と対面でお会いしたいと思う。以前にお会いした

ことを懐かしく思う。2022年にコロナウイルス感染拡大に関する制限が解除されましたら、

2020年、2021年に実施できなかったすべてのことを素早く実施するように全力を尽くして

まいりたい。 

 

次回定例会議について 

佐藤 常設合同委員会北海道側事務局長より、次回分野別部会については、来年、北海道が 

ホストで開催することとし、開催地、具体的な日程等については、事務局間で調整するこ 

とを提案した（ロシア側事務局同意）。 

 

議事録案の審議について 

内容については承認されるとともに、郵送による事後的な署名により、議事録を作成する

こととなった。 

（了） 


