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令和３年度日ロフェリー定期航路利用促進協議会総会 

 

      日時：令和３年８月 30 日（月）14 時 00 分～15 時 30 分 

（web開催）        

 

１ 開会 

（表谷事務局長） 

只今から、令和３年度日ロフェリー定期航路利用促進協議会総会を開催いたします。本年 4

月から事務局長を務めさせていただいております。北海道総合政策局交通企画課の表谷と申

します。どうぞよろしくお願いいたします。 

開会にあたりまして、佐藤会長からご挨拶があります。よろしくお願いします。 

 

２ 挨拶 

（佐藤会長） 

皆さんこんにちは。本日は、時節柄何かとお忙しいところ「日ロフェリー定期航路利用促進

協議会」総会に御出席いただき、誠にありがとうございます。日頃から本協議会の事業推進に

当たり、会員の皆さんから格別の御協力をいただき、重ねてお礼申し上げます。 

さて、本年は、昨年から引き続くコロナ禍の影響で人の流れが止まっており、世界規模で、

経済、社会に深刻な状況がもたらされております。 

また、世界情勢を見ますと、アフガニスタンでは、タリバンがカブールを制圧し混迷が深

まっております。日ロ関係にも、このような影響がないことを願っております。 

稚内・サハリン間のフェリー航路の運航については令和元年に運航を休止してから、３年が

経過しようとしております。こうした中、協議会として今後どのように取り組んでいくのか、

会員並びに関係者の皆様と一緒に検討していかなければならないものと考えております。 

本日の総会では、昨年度の事業実施の報告と、令和３年度の事業計画などについて協議させ

ていただく予定となっているほか、昨年度の総会でご報告さしあげました「北海道とサハリン

州を結ぶフェリー航路のあり方検討業務」の調査結果について議論したいと考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

最後になりますが、本日お集まりの皆様の御発展と、本協議会へのなお一層の御協力をお願

い申し上げて、開会の挨拶とさせていただきます。 

 

（表谷事務局長） 

ありがとうございました。それでは、本日、オブザーバーとしてスタートして出席されて

いる方々をご紹介させていただきましていただきます。 

法務省 札幌出入国在留管理局総務課長 南 守（みなみ まもる）様、財務省函館税関総務

部企画調整官 花田 将弘（はなだ まさひろ）様、農林水産省横浜植物防疫所札幌支所 次席

植物検疫官 大井 俊英（おおい としひで）様、農林水産省動物検疫所北海道・東北支所検

疫課長  佐藤 隆一（さとう りゅういち）様、国土交通省北海道運輸局海事振興部旅客･船

舶産業課課長補佐 柴田 さおり（しばた さおり）様にご出席いただいておりますので、ご

報告させていただきます。以上でございます。 

 

続きまして、定足数の確認をいたします。協議会規約第７条第５項では、｢総会は、委員の２

分の１以上が出席しなければ、開くことができない｣となっております。本日、出席１７団体、

委任１６団体、合わせて３３団体の御出席をいただいております。よって、全３７団体の過半
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数となりますので、定足数を満たしていることを御報告いたします。 

議事に入ります前に、次第の３番目にございますが、事務局より情報提供があります。 

 

３ 情報提供 

（須川事務局員） 

協議会事務局員の、北海道総合政策部交通企画課 須川と申します。昨年度から今日まで

新型コロナウイルス感染症の影響もあり、思うような活動ができていない状況ですが、協議

会会員の皆様へのサハリン航路の認知度向上を図り、物流の需要開拓につなげていくヒント

を得るため、本年度、これまでの間の取組として、事務局では、サハリン航路の貨物量等に

ついて現状を把握するとともに、船舶代理店にサハリン州との物流に関する現状や今後の事

業展開等についてうかがってきましたので、その内容を報告いたします。 

※以下、報告内容に個別企業等の情報が含まれるため、非公表 

 

４ 議事 

（表谷事務局長） 

それではここから議事に入りたいと思います。ここからは、会長の議事進行により進めて

いただきます。佐藤会長、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（佐藤会長） 

それでは、お手元の次第に従いまして、議事を進めていきます。まず、議案第 1 号「日ロ

フェリー定期航路利用促進協議会規約の一部改正（案）」について、事務局からのご説明を

お願いします。 

 

〔議案第１号 日ロフェリー定期航路利用促進協議会規約の一部改正（案）について〕 

（亀山事務局次長） 

協議会で事務局次長を務めさせていただいております、北海道総合政策部交通企画課の亀山

と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、議案第１号 日ロフェリー定期航路利用促進協議会規約の一部改正（案）につい

てご説明いたします。議案の方は、規約改正に係る新旧対照表となっておりますが、議案書の

６ページをご覧ください。 

改正の１点目ですが、協議会の会員となっておりました、一般社団法人 全国樺太連盟北海道

事務所さんについては、今年の３月に解散したため、退会の扱いとし、協議会規約第４条別表

第１に掲げる団体等から削除いたします。 

２点目ですが、この度、株式会社ノマドさんが、協議会の会員として、入会されましたので、

協議会規約第４条別表第１に掲げる団体等に追加いたします。 

次に７ページをご覧ください。改正の３点目ですが、北海道サハリン航路 株式会社さんにつ

きましては、事業休止の理由から、役職員の選任が困難とのことですので、幹事の任を解くこ

ととし、協議会規約第８条第２項別表第２に掲げる団体等から削除いたします。以上です。 

 

（佐藤会長） 

ただいまの説明につきまして、ご質問ご意見はございませんか。なければ、議案第 1号に

ついて、提案どおり承認することとしたいと思いますがいかがでしょうか。 

・・・発言者なし・・・ 

それでは、第 1号につきましては、提案どおり承認することとします。 

それでは協議事項の議案第 2号「令和 3年度協議会役員・監事（案）」について、事務局案
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の説明をお願いします。 

 

〔議案第２号 令和３年度(2021 年度)協議会役員・幹事（案）について〕 

（亀山事務局次長） 

議案第２号「令和３年度協議会役員・幹事（案）」についてご説明させていただきます。８

ページをご覧ください。協議会規約第５条第２項に基づく役員につきましては、昨年度の総会

から監事が１名欠員となっております。現在、後任者を検討しているところですが、まだ決ま

っていない状況です。決まり次第、総会を開催し、ご提案させていただきたいと考えておりま

す。 

規約第８条第２項に基づく幹事につきましては、人事異動等により、稚内市企画総務部サハ

リン課長 三谷 将（みたに まさし）様北海道総合政策部交通政策局交通企画課港湾担当課

長 表谷（おもてや）の２名が変更となっており、また、議案第１号でご説明いたしましたが、

北海道サハリン航路 株式会社さんにつきましては事業休止の理由から、役職員の選任ができな

いため、幹事から除いております。以上です。 

 

（佐藤会長） 

ただいまの議案第 2 号についての説明に関するご質問はありませんか。ご質問等がなけれ

ば、議案第 2 号について提案のとおり承認したいと思いますが、いかがでしょうか。 

・・・発言者なし・・・ 

議案第 2 号は、提案の通り承認することといたします。 

次に、経営事項の議案第 3号「令和 3年度の事業報告及び収支決算報告」について、事務局

からの説明をお願いいたします。 

 

〔議案第３号 令和２年度(2020 年度)事業報告及び収支決算報告について〕 

（亀山事務局次長） 

それでは、議案第３号「令和２年度事業報告及び収支決算報告」について、御説明させてい

ただきます。事業報告について、ご説明いたします。９ページをご覧ください。 

はじめに、「１会議等の実施」についてですが、「幹事会・総会の開催」については、協議

会規約に基づき、総会・幹事会を開催するものですが、総会は令和２年８月３１日のかでる

２・７での開催と、令和３年３月１２日の書面開催により２回開催しております。幹事会は第

１回を令和２年８月２６日にＴＫＰ札幌ビジネスセンターで、第２回目は令和３年３月５日に

総会と同じく書面開催で行っております。なお、「サハリン州への訪問・会議の開催」につい

ては、日ロフェリー定期航路の利用促進に向けて、サハリン側の「サハリン・北海道定期航路

協力会議」との間で会議を開催するものでありますが、令和２年度は新型コロナウイルス感染

拡大の影響から、開催を中止といたしました。 

次に、「２ 需要開発・促進関係」についてですが、「ロシア・極東の農業・水産業の生産

向上に係る日露共同プロジェクト」に係る「プラットフォームメンバー」へのサハリン州進出

等の調査については、農林水産省で設置したプラットフォームのメンバー、ロシア極東で事業

活動を展開または予定している企業に対して、サハリン州での事業展開等に関してアンケート

調査を実施しております。この調査の結果につきましては、後ほど報告第２号においてご説明

します。 

次に「３ 広報宣伝関係」についてですが、「（１）協議会ホームページの運営」は、当航

路のＰＲを行うホームページにかかるホスティングの委託等を実施しております。「（２）協

議会ホームページを活用したサハリン航路、北海道のサハリン観光情報等の発信」についてで

すが、北海道・サハリン双方の観光情報や貨物チャーター船の運航状況などの発信、関連ホー
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ムページへのリンク貼り付けなどを実施しております。「（３）業界紙へのＰＲ広告掲載」に

ついてですが、「小樽－コルサコフ」「稚内－コルサコフ」の貨物航路のＰＲ広告を、海事新

聞に１２月～３月までの期間で月１回の計４回掲載を行いました。以上が令和２年度事業の実

施状況です。 

続きまして、収支決算について、ご説明いたします。１０ページをご覧ください。収入につ

いては、予算額「６１７万９９４０円」に対し、決算額は、「６１７万８９９１円」となって

おります。支出については、事業実施の結果、「１２５万４６８円」となっており、翌年度に、

「４９２万８５２３円」を繰り越すこととしております。以上でございます 

 

（佐藤会長） 

それでは、この決算報告に関して、サハリン航路株式会社の川野代表様から、監査報告を

いただくことになっておりましたが、本日欠席となりましたことから、川野監事から報告い

ただいている監査報告書を、事務局員が代わって読み上げます。 

 

（須川事務局員） 

令和２年度監査報告書を読み上げます。「日ロフェリー定期航路利用促進協議会規約第６条

第３項に基づき令和２年度における会計を監査した結果、適正に処理されていることを認めま

す。令和３年７月２１日 日ロフェリー定期航路利用促進協議会監事 川野 忠司」 

 

（佐藤会長） 

議案第 3 号及び会計監査報告等についてご質問ご意見はございませんか。ご発言等がなけ

れば、第 3号についても提案のとおりに承認したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

・・・発言者なし・・・ 

ご発言等ありませんので、議案第 3 号は承認することといたします。 

 

では次に報告案件の事項に入ります。報告第 1 号「北海道とサハリン州を結ぶフェリー航

路のあり方検討業務の調査結果」についてですが、この調査結果については、昨年の総会に

おいて報告いただき、「当面、貨物需要の開拓に取り組みながら、将来的な定期フェリー運

航のあり方を検討していく」ということを確認しているところです。 

貨物需要開拓の取り組みにつきましては後程協議しますが、今年度も新聞への広告掲載の

実施など提案することとしています。 

一方、定期フェリーのあり方については、今回事務局から調査結果を改めて説明し、皆様

方の見解をお聞きし、議論したいと思います。 

それでは、事務局から調査結果の概要の説明をいたしますので、お願いします。 

 

〔報告第１号 北海道とサハリン州を結ぶフェリー航路のあり方検討業務の調査結果につい

て〕 

（亀山事務局次長） 

それでは、報告第１号「北海道とサハリン州を結ぶフェリー航路のあり方検討業務」の調査

結果の主な部分についてご説明させていただきます。昨年度の総会でご説明いたしました際の

資料「概要版」により説明いたします。資料は１２ページから１５ページになります。この業

務は、北海道とサハリン州を結ぶフェリー航路について、民間主導による持続可能な運航にあ

たっての課題などについて調査することを目的として実施したものです。 

１の「これまでの経緯」については、ご覧のとおりです。２の「日本とサハリン州・極東地

域との輸送実態」ですが、貨物船については、道内では、小樽、稚内のみで、道外では、伏木



5

富山港や京都舞鶴港などが極東地域との航路を持っていますが、フェリーについては、現在運

航しているフェリーはなく、どの港も十分な貨物と旅客の確保が大きな課題となっているとい

うことで、他の港でもフェリーの運航に向けては厳しい状況であることが報告されています。 

３の「サハリン州の観光等人流のニーズと課題」では、サハリン州の観光人流について報告

がされていますが、インバウンド、アウトバウンドともに、特定の国・地域に特化していない

傾向あることが報告されています。 

４の「貨物事業者への日ロ航路に対するヒアリングによる意見」では、各種分野の事業者か

ら、「中古自動車・関連部品」では、輸出拡大には輸出経費の一層の低減化が必要。「土木・

建築事業」では、安い中国製品等に比べ日本商品の参入は厳しい（価格差を超える利点等の提

案、顧客開拓が必要）。「食品」では、中南米や中央アジア産等の競合品が出回っており、日

本産の品質のアピール、価格競争力の向上が必要。「農業・水産」の企業からは、農業・水産

業分野での共同開発・経済連携の強化、ロシアの輸出促進施策と連動した技術供与型資材・機

器輸出に可能性があるなどの意見が述べられているとのことでした。 

５の「フェリーを自主運航する場合のコスト試算と収支試算」では、仮に稚内－コルサコフ

航路を自前で調達して自主運航するとした場合のコスト計算が行われております。試算に当た

ってのフェリーの船型と規模の選定については、旅客への信頼性欠如に繋がる欠航を避ける必

要があることや、６～９月に２ｍ超の波高が１０％～２０％出現するため、１００ｔクラスの

高速船ではで欠航が多くなるということから、２００ｔクラス以上での年間必要コストを算出

しております。２００ｔクラスでも船を運航に必要な年間コストは８千３３３万円、アインス

宗谷と同じ５月～９月に２８往復５６回の運航実績とする場合、５８％の平均積載量が必要で、

旅客数４８７２人、貨物８１２ｔが必要という結果が出されたところです。採算の確保のため

には、貨物、旅客が相当数必要であるとの結果が報告されております。 

６の「小樽港、稚内港の特徴と課題」については、小樽港については、貨物需要の拡大と、

それに応じたヤードの拡張や輸出作業の円滑化への要望にできるだけ対応していく必要がある

と報告されています。稚内港の課題としては、サハリン州との近隣性を生かした需要拡大が必

要であること、現在の貨物のチャーター運航をいかに自主運航できる状態まで貨物量を拡大で

きるかなどが述べられています。また、人流については、インバウンド等観光客の誘致が必要

であり、そのための商品開発、ＰＲ等の事業展開が必要などの課題も報告されています。 

７の「航路維持拡大のための主な課題と取組方向」では、輸出航路の認知不足や、稚内港へ

の貨物集荷、人流の拡大などの課題があげられており、航路のＰＲ、道北農産物等の輸出拡大

や観光商品の開発などによる新規需要開拓の取組が必要との報告がされております。 

これら調査結果を踏まえた、８の「北海道－サハリン州間航路の維持・拡大に向けた取組の

総括北海道－サハリン州間航路の維持・拡大に向けた取組の総括」については、昨年度の総会

資料に記載されていなかったことから、今回の資料には、報告書より抜粋し追加をしたもので

ありますが、日ロフェリー航路は、民間主導による自立・持続型の直営運航が期待されるもの

であるが、そのためには厳しい収支バランスを解決していく必要がある。現状において、企業

が単独で需要を確保できる環境にはなく、需要確保のための環境整備として、地域全体でサハ

リン州やロシア極東地域に対し、戦略的に経済的アプローチをしていくことが不可欠である、

ということで総括されております。説明は以上です。 

 

（佐藤会長） 

ありがとうございます。ただいまの調査結果につきまして、フェリーの再開については、

「厳しい収支バランスを解決していく必要があること」、「現状では戦略的に経済的アプロ

ーチをしていくことが不可欠」といった点があげられています。これらのあり方検討報告書

等について、皆様方からご意見をお伺いしたいと思います。ありませんか。 



6

・・・発言者なし・・・ 

なければ議長の方から指名いたします。今後の日ロフェリーのあり方について、今発表し

ましたけれども、これも含めましてご意見を。北海道商工会議所連合会の須田さんにご意見

を伺いたいですがいかがですか。 

 

（北海道商工会議所連合会 須田次長） 

商工会議所 須田です。お世話になっております。8 番目の拡大に向けた取り組みの総括

に書いているんですけど、やはり目先のことだけではなくて、今後を見据えて、中長期的な

ところを考慮しながら、官民一体となっていろんな事業を展開していかなければプラス傾向

にはなっていかないのかなと個人的に考えております。具体的にはどうかと言われますと、

ちょっとあれなんですけども、そのような形で中長期的な計画が必要かなと思います。以上

です。 

 

（佐藤会長） 

ありがとうございます。ただいまのご意見につきまして、事務局からご回答ありますか。 

はい。事務局はお伺いしておきますということです。続きまして、稚内市さんの三谷さん。

ご意見ございませんでしょうか。気のついた点でもご発言いただけませんでしょうか。 

 

（稚内市 三谷課長） 

稚内市サハリン課の三谷です。このあり方の検討報告については、稚内－サハリン間、そ

して小樽－サハリン間、両航路の今後について様々なことを日ロフェリー協さんに検討いた

だいたと思っておりまして、本市としてもこのような形で、本港の将来につきまして、日ロ

フェリー協さんにご支援いただいたことについて、非常に感謝申し上げます。定期フェリー

という形につきましては、1999 年から 2015 年。その後サスコ社によりまして 3年間、2016

年から 18 年まで運航。これは旅客船が運航されたという状況になっております。 

皆さんご指摘のとおり、この航路の将来につきましては、いかに需要の拡大を図るかとい

う点に尽きると思います。現状旅客ということについては、手段がないという状況ではあり

ますけれども、本市としては、こちらの日ロフェリー協議会と連携しながら、まずは稚内サ

ハリンの貨物需要の拡大、これに注力しまして、将来の再開といいますか、継続といいます

か、そういった部分に、少しでも繋がっていけばよいかというふうに考えております。稚内

市からは以上です。 

 

（佐藤会長） 

はい、ありがとうございました。やはりフェリーの場合、貨物がなければ話になりません。

稚内というか北海道とサハリンの人的交流については、航空便によって随分増えているわけ

です。利用者数ですね。人の動きは順調ですが、貨物の面から見ますとまだまだ。フェリー

を動かすには非常に課題が大きいということでありまして、これについては、北海道とサハ

リンの経済活動等の大きな連携等が必要なのかもしれません。ただフェリーだけの問題では

なく、経済活動として取り組んでいく必要があるのかもしれません。 

ただいまの報告書につきまして、その他ご意見ございませんか。もしなければ、あり方検

討の報告書につきましては、承認いただいたということで進めたいと思いますが、よろしい

ですか。 

・・・発言者なし・・・ 

はい、どうもありがとうございます。では、これについて、提案どおり承認いたします。 

それでは報告第 2号「ロシア極東の農業・水産業の生産性向上に係る日露共同プロジェク



7

ト」。これにつきましての説明を事務局よりお願いします。 

 

〔報告第２号 「ロシア極東の農業・水産業の生産性向上に係る日露共同プロジェクト」に係

る「プラットフォームメンバー」へのサハリン州進出等調査の結果について〕 

（亀山事務局次長） 

それでは、報告第２号 「ロシア極東の農業・水産業の生産性向上に係る日ロ共同プロジェク

ト」に係る「プラットフォームメンバー」へのサハリン州進出調査の結果について、ご説明さ

せていただきます。 

資料は１６ページから１８ページになります。この調査につきましては、農林水産省が設置

したプラットフォームのメンバー、ロシアにおける農林水産関連ビジネスに関心のある民間企

業・団体に対して、サハリン航路の今後の利用可能性について、アンケート調査を行って、新

規の貨物需要の開拓につなげる目的で、昨年度事業で実施したものであります。アンケート調

査は、プラットフォームメンバーの１８７の企業のうち、貨物輸送に関連のない５０社を除く、

１３７社を対象にアンケート用紙を送付し、そのうち５９社から回答があったものです。 

アンケートの結果について、問１では、「サハリン州企業等との間で、船舶による輸出入を

行う事業または予定があるか」の問いに対して、「ある」と回答した企業が１２社、「現在予

定はないが将来的に行ないたい」と回答した企業が９社おりました。 

問２では、問１で「ある」と回答した１２社の企業のうち、「すでに事業展開している」が

５社、「２０２１年頃から」と回答した企業が２社、「未定」と回答した企業が４社となって

おります。 

問３では、貨物の品目について聞いておりますが、野菜や水産物などの食料品、ビニールハ

ウスやハウス用資材、建設機械やそのパーツなどとなっています。 

問４では、「小樽港、稚内港からコルサコフ港を結ぶ航路を現在利用しているまたは利用す

る可能性があるか」の問いに対して、１８社があると回答しておりますが、うち「小樽港」の

利用は９社、「稚内港」は１社、「両方利用」と回答した企業は７社となっております。 

最後の問５では、「サハリン航路を利用する場合どのようなことが必要か」「その他、北海

道－サハリン航路に対する意見等」について聞いておりますが、「現地での市場の有無」が知

りたい、「往来頻度は少なくてもよいので是非運航してほしい」、「ビニールハウスをサハリ

ンに寄贈しており、今後商売に展開していきたい」という意見や、「過去に稚内港から往来し

たが、夏の短い間で実効に乏しい」、「冷凍貨物輸送の利便性、コストが現行のウラジオから

函館、苫小牧と大きく変わらない」、「工場が石川、茨木、大阪のため、稚内までの運送ルー

ト確保が難しく、航路活用の予定はない」、「工場の広島、長野、茨城から北海道までの国内

運賃が高い」、「定時速達性の確保、割安な運賃体系」などの意見がありました。 

今回の調査では、将来的にサハリン航路を利用したいと回答した企業があった一方、コスト

の低減や利便性の確保を求める声が多かったということもわかったところです。今年度は、こ

の調査を生かし、可能性があると考えられる企業に対して、稚内市さん、小樽市さんと連携し

てポートセールスを実施したいと考えております。説明は以上です。 

 

（佐藤会長） 

ただいまの説明につきまして、ご質問ご意見ありませんか。稚内商工会議所の中田さん。

この結果を見て、ご意見等いただけませんでしょうか。 

 

（稚内商工会議所 中田会頭） 

はい。中田です。非常にコスト面ではよくわかるところでありますけれども、一番最後に

あります、サハリン領土の問題があるので云々かんぬん･･･ということなんですけれども、
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これまさに、北海道とサハリン州だけの問題ではなくて、国とロシアとの関係の改善の一助

になるというふうなことをとらえていただけたら、この航路の生きる道もあるのではないか

なというふうなことを考えております。 

稚内としましては、特に生鮮食品を道北地域、先ほども報告にありましたけど、道北地域

の生鮮食品を悪かろう安かろうじゃなくていいものを、今のサハリンの方々に提供するとい

うことが重要な役目であろうというふうなことも思っておりますので、この調査、いろいろ

参考にしながら商工会議所としても、これから取り組んでいきたいというふうに思っていま

す。以上です。 

 

（佐藤会長） 

はいありがとうございました。こういうふうな見方をしている人もいるということで、地

元のものとしても、しっかりと、本州の方々のそういう視線に対しても意識しておく必要が

あるかなと思います。その他ご意見、ございませんでしょうか。もしなければ、報告第 2号

についても、ご承認いただいたことをお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

・・・発言者なし・・・ 

それでは、第 2号についても、承認いただいたということで議事を進めます。 

協議事項の議案第 4 号です。「令和 3年度事業計画（案）及び収支予算（案）」について説

明をいたします。 

 

〔議案第４号 令和３年度(2021 年度)事業計画（案）及び収支予算（案）について〕 

（亀山事務局次長） 

それでは、議案第４号「令和３年度 協議会事業計画（案）」について、ご説明いたします。

１９ページをご覧ください。令和３年度事業計画につきましては、航路のＰＲ事業や需要開拓

事業など、昨年度からの継続事業を中心として考えております。 

「１．会議等の実施」についてですが、「（１）サハリン州への訪問・会議の開催」につい

ては、北海道側で開催を予定しておりますが、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に

より開催見送りの可能性があります。「（２）幹事会・総会の開催」については、総会を１回、

幹事会を２回の開催を予定しております。「（３）船社等関係機関との協議」については、物

流に係る各種打合せを、小樽市さんや船社等関係機関と行います。 

次に、「２ 需要開発・促進関係」についてですが、先ほどの報告第２号のご説明の中でも

お話しさせていただきましたが、昨年度実施しました「ロシア極東の農業・水産業の生産性向

上に係る日露共同プロジェクト」に係る「プラットフォームメンバー」へのサハリン州進出等

調査を踏まえて、サハリン州との貨物輸送に可能性がある企業に対して、小樽市さん、稚内市

さんと連携してポートセールスを実施し、新規需要開拓に繋げたいと考えています。 

次に、「３ 広報宣伝関係」についてですが、「（１）協議会のホームページの運営」につ

いては、ホームページにより、利用促進協議会の活動の周知や、サハリン州内の情報の公開を

引き続き行ってまいります。「（２）サハリン航路ＰＲ事業」については、「小樽－コルサコ

フ」「稚内－コルサコフ」の航路のＰＲを行い、さらなる貨物需要の開拓に繋げるものです。

ホームページへの掲載やＰＲポスターの作成、新聞へのＰＲ広告の掲載を予定しております。

新聞への広告掲載につきましては、昨年度、海事新聞に掲載しましたが、問合せなどはなく効

果があまり見られなかったと考えられることから、今年度は、分野を広げて、一般紙の日本経

済新聞を中心に広告掲載を予定しております。事業計画については以上です。 

 

次に、「令和３年度協議会収支予算（案）」についてですが、２０ページをご覧ください。

負担金についてですが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、現状、思うような活動
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ができていないことがあり、繰越金が多く発生している状況であります。このことから、今年

度、負担金はいただかないことで予算案を作成しております。これによりまして、収入の予算

額につきましては、雑入の見込み１，０００円に、前年度繰越金４９２万８，５２３円を加え

ました、４９２万９，５２３円を計上しております。支出につきましては、先ほど御説明いた

しました事業を実施するため、記載のとおりの予算内訳となってございます。 

令和３年度収支予算（案）については、以上となりますが、先日開催しました幹事会におい

て、来年度（令和４年度）の負担金の取扱についても議論を行いましたので、お知らせします。

来年度の負担金については来年度の総会で決定いたしますが、その取扱については、今年度の

予算執行の状況を見ながら検討を進めていきます。会員の皆さま方のご予算の計画もあると思

いますので、今年度中に検討状況等について情報提供したいと考えております。以上です。 

 

（佐藤会長） 

はい、ありがとうございました。それでは、議案第 4 号についてのご意見等について、お

伺いいたしたいと思います。ご意見ある方は、サインください。はい、栗林商会さん。 

 

（栗林商会 相原課長） 

栗林商会の相原と申します。議案 4 号の支出の部分で、企業ヒアリング等とありますが、

誰に向かってどなたがやるのか知りたいのと、事業計画に載っているポートセールス、具体

的には調査結果を踏まえ企業訪問を実施、小樽市さん稚内市さんと連携してという、それは

どこの企業さんに対してやるものなのかと。 

それと新聞へのＰＲ、日経と道新に出しますよって言っているんですけど、これ、道内企

業に向かってやるものかなと思うんですけど、逆にロシアサハリン州の企業さんとそちらに

対するＰＲとかをやらないのかなという。この 3点どなたかご回答いただければと思ってい

ます。 

 

（亀山事務局次長） 

ただいまご質問ございましたポートセールスに関する部分ですが、この事業計画案に記載

されていますサハリン州進出等調査の結果を踏まえた企業訪問の実施について、下の小樽

市・稚内市と連携して実施という。ここは上段の説明を加えたもので、同じものをさしてご

ざいます。 

あと、誰が誰にポートセールスをするのかいうところで、今回の紹介の中でこのサハリン

州進出等調査、実際の企業名等の一覧もありますが、この場ではお出ししていないものです

から、具体的に言えないんですけど、こちらの方については、実際に稚内市さん小樽市さん

にお示しして、実際にサハリン航路に興味を持たれている企業に対して、ヒアリング、ポー

トセールスを行っていければというところで、今後個別に小樽市、稚内市さんと話をした中

で進めていきたいと思っています。 

新聞の関係についてですが、昨年度は海事新聞、業界紙で、ちょっと効果がなかったとい

うことで、今回一般紙で範囲を広げたということで、事務局としてご提案させていただいた

んですけれども、ご意見では、さらにロシア側、サハリン州に対しても、というご意見をい

ただきましたので、今後の事業を検討する上で考えていきたいと思っておりますので、ご理

解いただければと思います。事務局からは以上です。 

 

（佐藤会長） 

栗林商会の相原さん。事務局のご回答について、さらなるご意見ございますか。 
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（栗林商会 相原課長） 

特段ございません。即効性と、1年～3年という中長期的な立場になってやられればいい

のかなと思っています。 

それと、感想なんですけど、工場が石川、茨城にあるとか、本州の企業さんって結構多い

ので、稚内－コルサコフという短いところとなると正直本州の企業さんって、稚内に失礼、

非常に遠いところで国外物流も高いというところで、結局ウラジオまでのコンテナ船を使う

のが主流なのかなと思います。なので、ポールトセールスの相手も結局道内企業さんができ

れば、札幌圏の方々かもわかりませんけど、北海道に根ざしている会社さん、逆に日本、北

海道への輸入を考えるのであれば、サハリン州にあるロシアの企業さんが、ターゲットなの

かなと、思いつきですけどコメントさせていただきました。以上です。ありがとうございま

した。 

 

（佐藤会長） 

貴重なご意見ありがとうございました。次年度に向けてさらに検討していきたいと思いま

す。その他、議案 4 号につきましてご意見ございませんか。もしなければ、本議案について

承認をお願いいたしたいと思いますが、よろしいですか。 

・・・発言者なし・・・ 

反対がありせんので、議案 4号については承認を得たものといたします。ありがとうござ

います。 

これで、議案はすべて終わりました。全体を集約すると、フェリーの再開に関して言いま

すと、厳しい収支バランスをもう 1 度見直していく必要がある。さらに、戦略的経済的にア

プローチして、ポートセールスについてももう少し、相手のことを考えながら。大略的なん

ですけれど、今までにないような発想で、見逃していったような点があるんじゃないかと。

それらのことについて、今後もう一度振り返りながら、本協議会の活動を進めていきたいと

考えています。 

こういう形で、令和 3年度の事業につきまして、さらに継続していきますので、皆様方の

ご協力をお願いいたしたいと思います。議案としては終わります。 

「その他」ですが、北海道総合政策部国際化の、ロシア関係の事業についてご説明をお願

いしたいと思います。 

 

５ その他 

（総合政策部国際課 佐藤課長） 

北海道庁国際課の佐藤と申します。今コロナ禍ですので、なかなか行ったり来たり往来は

難しいものですから、各地方政府とかとの間では、web によるやりとりを行っております。

ただ、物販事業に関しては、物を運べる状態になっていますので、従前通り行いたいという

ふうに考えております。内容といたしましては、サハリンをポイントにした EC 販売、それ

にウラジオストックのミニストック品販売店、中期間 5ヶ月程度のアンテナコマースを設置

するというもの、例年行っているんですが、サハリン、ウラジオストックでフェアですね、

北海道フェアというものを、予定しております。これらの商品の輸送に関しましては、既に

一部送っているものは、稚内市さんのチャーター貨物事業の取引で送っていますし、フェア

のその他の商品につきましては、12 月の便で運んでいただくというような予定になってお

ります。以上です。 

 

（佐藤会長） 

ありがとうございます。ただいまの国際課からの報告につきまして、何かご意見ご質問ご
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ざいませんか。 

・・・発言者なし・・・ 

もしなければ、次に進みたいと思います。稚内市から、現在の航路の状況等についてのご

報告をお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

（稚内市 三谷課長） 

稚内市の三谷です。先程来の話からもありますけれども、景気もなかなか見えない中、稚

内市として、小樽市とも定期航路といえるフェリーが今現在中断しているという状況ですけ

ど、令和 3年度協議会事業としまして、ポートセールスＰＲ、両方にご協力いただけるとい

うことで、稚内市としても感謝申し上げたいと思います。協議会の会員、皆様のなるべくメ

リットのあるような形で、私ども事業展開していく必要があるというふうに理解しておりま

す。本市で支援しているチャーター事業の貨物も、なるべく協議会の皆様に荷物を運べるよ

うに取り計らいたいと思っております。 

稚内市の協議会で支援しておりますチャーター船について少し説明したいと思います。船

舶なんですが、これは 500 トンクラスの MATSUSHIMA。使用しております船舶代理店はエッ

チアンドエスエーゼンシィーとなっています。運航スケジュールなんですけど、第 1便は、

今年の 7月 29 日に既に終了しています。残りの便なんですけど、先ほど北海道庁国際課の

話もありましたが、次は 10 月。そして 10 月、12 月はほぼ確定というふうに考えておりま

す。第 3便 11 月とありますけど、ここについては貨物の状況を見ながら流動的に、場合に

よっては、年明けの運航というふうに回すことも検討しているという状況です。 

運航実績なんですが、左下のほうにございます。使用船舶を変えながら、2016 年運航を

開始しておりまして、今年 6年目を迎えております。貨物量は例年少ないですが、50 トン

前後行っています。 

運んでいる貨物なんですけど、稚内市、旭川市とか道北の自治体で行うサハリン物産展、

あるいは道庁北海道フェア、こういった自治体管理の食品を運ぶことが多いですけれども、

他にも建設資材、雑貨といったものも貨物となっております。基本的にパレット積みの貨物

となっておりますけれども、場合によってはコンテナ貨物というものもご相談いただければ、 

その状況に応じて検討して参りたいというふうに考えております。 

そして、輸入貨物ということなんですけど、サハリンから日本がへ入れる貨物が非常に少

ないという現状の中、今年の初便ではトライアル事業としてサハリンから、マトリョーシカ

をはじめとした雑貨を輸入しております。右下が雑貨、マトリョーシカ、食器類等々の商品

というふうになっております。これらは、稚内市内商業施設で一部販売しております。この

ような状況となっております。稚内市のみならず、広く事業者の皆様の要望があれば継続し

て、また購入して少しずつではありますが貨物量の拡大に取り組みたいと思っております。 

やはり輸出入双方あっての貿易ですので、先ほど栗林さんからも、サハリンでのポートセ

ールスＰＲというお話がありましたが、できれば双方向の貨物取扱いの拡大というふうなこ

とに積極的に取り組んでいければと思っております。あとは、本航路の運航スケジュールに

つきましては、ＳＮＳインスタグラムそしてフェイスブックといったものでも公開しており

ますので、そちらの方でも連携してＰＲしていきたいと思っております。航路の運航につき

まして、稚内市からは以上です。 

 

（佐藤会長） 

ありがとうございます。フェリーはないけど、貨物船による交流もあるんだということを、

もっともっとみんなに知ってもらう必要があるかもしれません。そういう時代に今のご説明

は非常に貴重なものだと思います。どうもありがとうございます。ただ今の稚内市さんの発



12 

表に関しまして、ご意見ご質問ございませんか。 

・・・発言者なし・・・ 

特にないようでしたら、これをもって議事はすべてを終了とさせていただきますが、よろ

しいでしょうか。どうもありがとうございます。 

 

６ 閉会 

（佐藤会長） 

以上をもちまして、令和 3年度フェリー協議会の総会は終了いたします。いろんな議事進

行に関しまして、ご協力いただき、ありがとうございます。本日は誠にありがとうございま

した。 


