
令和元年 6月 27日 

ロシア極東(沿海地方・カムチャツカ地方)への官民ミッション 

～水産加工・養殖関連事業の視察と現地ニーズの聴取、意見交換会～ 

参加企業・団体募集のお知らせ 

1. 趣旨  

北海道総合研究調査会では、農林水産省委託事業「平成 31年度 海外農業・貿易投資環境調査分析委託

事業（ロシア）」を受託し、この度、我が国の農林水産・食品関連企業の皆様のロシア極東への事業展開

を支援するための官民ミッションを実施します。 

本ミッションは、平成 28 年５月の首脳会談において安倍総理からプーチン大統領に提案された「８項

目の協力プラン」を推進するため、農林水産省が設置した、ロシア極東等農林水産業プラットフォームの

活動の一環として実施されるもので、本年度は２回の派遣を予定しています。 

本年度第 1回目のミッションは、貿易や投資の拡大が期待される水産分野を対象に、2019年 7月 29

日(月)～8月 2日(金)にロシア極東の沿海地方及びカムチャツカ地方への訪問を予定しています。 

本ミッションでは、①日本企業とのビジネスに関心を有する現地水産加工企業・養殖サイトの視察及

び面談、②ロシア極東地域の経済特区「先行発展領域（TOR）」の視察、③極東発展公社、極東投資誘

致・輸出促進エージェンシー及びカムチャツカ地方政府との意見交換などを通じ、ロシア極東における

水産加工・養殖関連事業の最新動向とロシア側のニーズ把握、パートナー候補となるロシア企業や政府

機関とのネットワークの構築等を行い、ロシア極東で水産関連のビジネスをご検討されている皆様の事

業の実現に資することを目的としています。 

皆様におかれましては、積極的な参加をご検討頂けますよう、宜しくお願い申し上げます。 

 

2. 参加予定者(調整中)  

15名程度。日本民間企業 (水産加工事業者、養殖関連事業者、水産専門商社、物流関連事業者、冷

凍・冷蔵機器メーカー等を想定)、農林水産省、在ウラジオストク日本国総領事館等のほか、事務局担

当者と通訳が同行予定。 

 

3. 参加者の募集 

 別添申込書に記入の上、7月 19日(金)までに  送付願います。応募者数が予定人数に達すると募集

を締め切る場合がございます。また、一部行程のみの参加も可能です。ご不明な点は下記の問い合

わせ先までご連絡下さい。 

 参加者は現地での集合・解散とし、航空運賃、宿泊費、食費等は、自己負担を基本としていま
す。視察中は団体行動を原則とします。 

 航空券と宿泊先は、旅行代理店等を通じて各自でご手配ください。ただし、集合するホテル等は統
一させて頂きます。手配においてご不明な点は事務局までお問い合わせください。 

 団体行動中の移動につきましては、事務局が手配する車両を無料でご利用頂けます。それ以外につ
いては、各自で手配願います(ホテルでタクシーを手配することは可能です)。 



4. スケジュール(案)  

日付（曜日） 形式 内容 

7月 28日(日) 移動 例：成田→ウラジオストク（S7航空 14:35 発 - 18:30 着） 

7月 29日(月) 

～ 

7月 30日(火) 

（沿海地方） 

視察 

・水産加工事業者 

・養殖関連事業者 

 ※TORナデジディンスカヤ内及び周辺サイト 

・水産関係研究機関 

会合 

・極東発展公社/極東投資誘致・輸出促進エージェンシーとの意見交換 

・ビジネス交流会合（ロシア企業とのマッチング） 

・ウラジオストク総領事館（現地情勢ブリーフィング） 

7月 31日(水) 移動 ウラジオストク→カムチャツカ（S7航空 07:35発 12:45着） 

7月 31日(水) 

～ 

8月 2日(金) 

（カムチャツカ地方） 

視察 

・水産加工事業者 

・養殖関連事業者 

 ※TORカムチャツカプロジェクトサイト 

・水産関係研究機関 

会合 
・カムチャツカ地方政府漁業省との意見交換 

・ビジネス交流会合（ロシア企業とのマッチング） 

8月 3日(土) 移動 
例：カムチャツカ→ウラジオストク（S7航空 10:00 発 - 10:30 着） 

ウラジオストク→成田（S7航空 13:20 発 - 14:40 着） 

※ スケジュールは、参加表明企業の御意向、領事館、ロシア政府機関、ロシア企業との調整等により変更

する場合がございます。予めご了承下さい。 

 

5. お問い合わせ・参加申込先 

事務局：一般社団法人北海道総合研究調査会（HIT） 古宮山（こみやま） 

【TEL】011-222-3669  【FAX】011-222-4105   【Email】r-seminar@hit-north.or.jp 

事業委託元:農林水産省 大臣官房国際部 海外投資協力グループ 池田（いけだ） 

【TEL】03-3502-5914  【FAX】03-3502-8083   【Email】gfvc_maff@maff.go.jp 

 

（参考）各都市での集合ホテル（予定） 

・ウラジオストク：Primorye Hotel, Vladivostok  

住所: Posyetskaya ul., 20, Vladivostok, Primorskiy kray, 690003, Russia 

TEL: +7423 241-14-22 URL: https://en.hotelprimorye.ru/ 

・カムチャツカ: AVACHA Hotel 

住所 : 61 Leningradskaya St Kamchatsky 683000, Russia  

TEL : +7 415 242-73-31 HP の URL: http://avachahotel.ru/ 

以上 

mailto:r-seminar@hit-north.or.jp
mailto:gfvc_maff@maff.go.jp
https://en.hotelprimorye.ru/
http://avachahotel.ru/


参 加 申 込 書 

官民ミッション「水産業」 沿海地方・カムチャッカ地方 

（2019年 7月 29日(月) 集合 ～ 8月 2日(金) 解散） 

申込締切：2019年 7月 19日（金）必着 

 

＊本申込書はご旅行に関わる諸手続きの基となる資料です。全て正確にご記入いただき、事務局担当者までご

提出下さい。なお、本申込書は「お客様控え」がございません。ご提出前にコピーをとって保管いただきま

すようお願い申し上げます。 

 

ふりがな   性 別 国 籍 旧 姓（ふりがな） 

氏 名   
☐男 

☐女 
  

ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ 

ﾛｰﾏ字 

表記 

名：FIRST NAME 姓：LAST NAME パスポート番号 

   

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ @ 

現住所 
〒 

 

TEL  

FAX  

ふりがな  
部署 

役職 
 

会社名  

勤務先 

住所 

〒 

 

TEL  

FAX  

旅行中の国

内連絡先 

氏 名  TEL  

〒 

 
続柄（本人との関

係） 
 

参加 

日程 
☐全日程参加   ☐沿海地方のみ参加   ☐カムチャツカ地方のみ参加 

留 意 事 項 

① 官民ミッションへの参加条件として、ロシア国内集合・解散を原則とし、航空券（ロシア国内での移動
分含む）、ビザ取得費、宿泊費、食費等は自己負担となります。（ミッション行程管理に必要な現地車両

借上費、通訳、資料翻訳費等は事務局が負担いたします。） 

② 航空券、ビザ取得、宿泊先については参加者各自で手配いただきます。必要に応じ、事務局より旅行会
社紹介による渡航支援をいたしますのでご活用下さい。 

③ 宿泊先の事務局サポートが不要な方、かつ事務局推奨のホテルと異なる場所にご宿泊の方はミッション
行程を円滑にするため、別途指定の場所まで時間厳守でお集まりいただきますようお願いいたします。 

④ ロシアへは、有効期限が 6ヶ月以上のパスポートが必要です。ご出発時点で有効期限が 6ヶ月以下の場

合は新たにパスポートを更新していただく必要がございます。 

 

 



■アンケート（可能な範囲でお答え下さい。） 

(1) 貴社の主な事業内容を記載して
下さい。 

 

 

（HP:     ） 

(2) 貴社のロシアへの進出・投資実績
について教えて下さい。 

 

(3) 貴社のロシア極東進出への関心、
または今後の事業計画について

記載して下さい。 

 

(4) 今回の官民ミッション参加にお
ける要望を記載して下さい。 

 

(5) ロシア極東の水産・養殖事業への
投資について 

☐投資をしている   ☐投資の予定がある 

☐投資に関心がある  ☐投資への関心はない 

(6) 水産分野等で関心のあるビジネ
ス、魚種について記載して下さ

い。 

 
 

(7) 海外への投資事業の実績を教え
て下さい。 

☐ある  ☐ない 

コメント（国名等）： 

(8) ロシア極東から加工用、販売用の
海産物の買付けに関心はありま

すか？ 

☐ある  ☐ない 

具体的な品目： 

(9) ロシア産水産物の加工・販売実績
を教えて下さい。 

 

(10) その他今回のミッションでの具
体的関心及び訪問したい視察先

があればご記入下さい。 

 

 

[お問い合わせ先] ご不明な点がございましたら、担当までお気軽にお問い合わせ下さい。 

事務局：一般社団法人北海道総合研究調査会（HIT） 古宮山（こみやま） 

【TEL】011-222-3669  【FAX】011-222-4105   【Email】r-seminar@hit-north.or.jp 

事業委託元:農林水産省 大臣官房国際部 海外投資協力グループ 池田（いけだ） 

【TEL】03-3502-5914  【FAX】03-3502-8083   【Email】gfvc_maff@maff.go.jp 

mailto:r-seminar@hit-north.or.jp
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