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一般社団法人 ロシアNIS貿易会 

平成 27年度事業報告 

 

【事業報告】 

Ⅰ．情報サービス・ビジネス交流事業 

１．資料・刊行物等の作成、配布 

・ 定期刊行物として、「ロシアNIS調査月報」、「ロシアNIS経済速報」（旬報）を刊行、配

布した。 

・「ROTOBOホームページ」、「日露貿易投資促進機構ホームページ」、「日本ウズベキスタ

ン投資環境整備ネットワーク」、「日本キルギス投資環境整備ネットワーク」、「日本カザ

フスタン投資環境整備ネットワーク」、「日本トルクメニスタン投資環境整備ネットワー

ク」といったウェブサイト、「CEEDS」（統計データ）他データベースによる情報提供を行

った。（Ⅲ．国庫補助事業：参照） 

・ その他、適宜、資料の作成、配布ならびにレファレンス・サービスを行った。 

 

２．ミッションの派遣 

・ロシア極東経済ミッション（平成27年9月2日～6日、ウラジオストク）（Ⅲ.国庫補助事

業:参照） 

平成 27 年 9 月 3日～5日にロシアのウラジオストクで開かれた「第1回東方経済フォー

ラム」へ出席するため、9月 2日～6日にかけて、村山会長を団長とする「ロシア極東経

済ミッション」を派遣し、フォーラムの各種会合に出席するとともに、極東発展省次官、

経済発展省幹部、ハバロフスク地方知事、サハリン州知事、沿海地方知事、レピク実業ロ

シア会長らと個別に会談した。9月 4日にはラウンドテーブル「日本とロシア：ロシア極

東への日本の投資の可能性」と題する日ロ二国間セッションを実業ロシアと共同で開催し

た。当会会員企業をはじめ、日ロ双方から約120名が参加した。ラウンドテーブルでは、

新型特区やウラジオストク自由港などプーチン政権の新しい極東政策を受けて、ロシア極

東への日本企業の投資の可能性を探った。フォーラム終了後にはウラジオストクにある自

動車組み立て工場と小規模発電所を視察した。（Ⅰ．情報サービス・ビジネス交流事業 ４．

講演会・シンポジウム・セミナー等の開催、Ⅲ.国庫補助事業:参照） 

 

３．ミッションの受入 

ロシア等相手国の要請に応じて、適宜受け入れた。  

・ロシア国会議員（クリモフ上院議員、スリペンチュク下院議員）一行訪日面談開催による

受入協力。（平成28年 2月 25日～28日）（Ⅰ．情報サービス・ビジネス交流事業 ４．講

演会・シンポジウム・セミナー等の開催:参照） 
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４．講演会・シンポジウム・セミナー等の開催 

○ロシア工業団地協会セミナー「ロシアにおける日本企業の現地生産の課題」（主催：日露

貿易投資促進機構事務局（（一社）ロシアNIS貿易会）、ロシア工業団地協会、後援：（独）

日本貿易振興機構（ジェトロ）、ロシア連邦通商代表部、平成27年4月23日、ホテルヴィ

ラフォンテーヌ 汐留コンファレンスセンター ）（Ⅲ.国庫補助事業:参照） 

○ROTOBO月例報告会（第13回）「ロシア農業の軌跡と現段階」（主催：（一社）ロシアNIS貿

易会、平成27年 4月 28日、（一社）ロシアNIS貿易会会議室） 

○ROTOBO 月例報告会（第 14 回）「プーチン体制のロシアにおける法とその機能 ―契約法の

改正と契約の安定性―」（主催：（一社）ロシアNIS貿易会、平成27年 5月 15日、東京

証券会館） 

○月報創刊 1000 号記念講演会｢ロシア・NIS 諸国の現在地と将来展望」（主催：（一社）ロシ

アNIS貿易会、平成27年 5月 20日、TKP東京駅八重洲カンファレンスセンター） 

○プレゼンテーション「ベラルーシ共和国の首都ミンスク市との経済協力の可能性」（主催：

駐日ベラルーシ共和国大使館、後援：（一社）ロシア NIS 貿易会、平成 27 年 6 月 2 日、

駐日ベラルーシ共和国大使館） 

○カザフスタン・ビジネスセミナー（福岡）「経済特区への投資誘致とビジネスチャンス」（主

催：国際協力機構（JICA）、（一社）ロシアNIS貿易会、後援：（独）日本貿易振興機構 （ジ

ェトロ）、駐日カザフスタン共和国大使館、（公財）北九州国際技術協力協会、平成 27

年 6月 8日、電気ビル）（Ⅲ.国庫補助事業:参照） 

○カザフスタン・ビジネスセミナー（大阪）「経済特区への投資誘致とビジネスチャンス」（主

催：国際協力機構（JICA）、（一社）ロシアNIS貿易会、後援：（独）日本貿易振興機構 （ジ

ェトロ）、駐日カザフスタン共和国大使館、 大阪商工会議所、平成 27 年 6 月 9 日、サ

ンルート梅田）（Ⅲ.国庫補助事業:参照） 

○カザフスタン・ビジネスセミナー（東京）「経済特区への投資誘致とビジネスチャンス」（主

催：国際協力機構（JICA）、（一社）ロシアNIS貿易会、後援：（独）日本貿易振興機構 （ジ

ェトロ）、駐日カザフスタン共和国大使館、平成27年 6月 10日、JICA市ヶ谷ビル）（Ⅲ.

国庫補助事業:参照） 

○サンクトペテルブルグ国際経済フォーラム ラウンドテーブル「日本とロシア：ビジネス

協力の展望」（主催：日露貿易投資促進機構事務局（（一社）ロシアNIS貿易会）、実業ロ

シア、露日ビジネスカウンシル、後援：モスクワ・ジャパンクラブ、ロシア産業家企業

家同盟（RSPP）、対アジア太平洋諸国経済関係発展国家調整センター（NCC APR）、平成27

年6月18日、LENEXPO Pavilion 4）（Ⅲ.国庫補助事業:参照） 

○ROTOBO月例報告会（第15回）「ロシア・ウクライナ・ベラルーシの肥料産業」（主催：（一

社）ロシアNIS貿易会、平成27年6月30日、（一社）ロシアNIS貿易会会議室） 

○ROTOBO月例報告会（第16回）「ロシアビジネスにおける取引債権の保全」（主催：（一社）

ロシアNIS貿易会、平成27年7月13日、（一社）ロシアNIS貿易会会議室） 
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○「水ビジネス展示会・視察団派遣～ロシア／カザフスタン～第1回事業説明会」（主催：（一

社）ロシアNIS貿易会、平成27年8月6日、東京証券会館）（Ⅲ.国庫補助事業:参照） 

○ROTOBO月例報告会（第17回）「ロシアの労働許可取得手続きとその実態」（主催：（一社）

ロシアNIS貿易会、平成27年8月21日、（一社）ロシアNIS貿易会会議室） 

○「カザフスタン原子力ミニ・プレゼンテーション」（主催：（一社）ロシアNIS貿易会、平

成27年8月24日、東京証券会館）（Ⅱ．受託調査等事業:参照） 

○ラウンドテーブル「日本とロシア：ロシア極東への日本の投資の可能性」（主催：（一社）

ロシアNIS貿易会、実業ロシア、平成27年9月4日、極東連邦大学（ウラジオストク市））（Ⅰ．

情報サービス・ビジネス交流事業 ２．ミッションの派遣、 Ⅲ.国庫補助事業:参照） 

○「ロシアビジネスセミナー in 秋田－プーチン大統領訪日の動きのなかで－」（主催：（一

社）ロシアNIS貿易会、共催：あきた海外展開支援ネットワーク、後援：秋田県、秋田市、

平成27年9月17日、ルポールみずほ）（Ⅴ．JKA補助事業:参照） 

○ROTOBO月例報告会（第18回）「ロシア極東経済ミッションを終えて」（主催：（一社）ロシ

アNIS貿易会、平成27年9月18日、（一社）ロシアNIS貿易会会議室） 

○「キルギス・タジキスタン食品加工企業グループ ビジネスプレゼンテーション」（主催：

（一社）ロシアNIS貿易会、平成27年10月14日、（一社）ロシアNIS貿易会会議室）（Ⅲ.

国庫補助事業:参照）  

○ROTOBO月例報告会（第19回）「ロシア付加価値税の最新事情」（主催：（一社）ロシアNIS貿

易会、平成27年10月21日、（一社）ロシアNIS貿易会会議室） 

○「モスクワ市政府プレゼンテーション ロシアの首都における投資チャンス」（後援：（一

社）ロシアNIS貿易会、平成27年10月23日、ホテルニューオータニ） 

○ ｢日本・トルクメニスタン・ビジネスフォーラム｣（主催：（独）日本貿易振興機構 （ジ

ェトロ）、日本トルクメニスタン経済委員会、平成27年10月23日、トルクメニスタン・ア

シガバード市）（Ⅲ.国庫補助事業、Ⅵ．二国間経済委員会事務局業務の運営:参照） 

○ ｢日本・ウズベキスタン・ビジネスフォーラム｣（主催：（独）日本貿易振興機構 （ジェ

トロ）、日本ウズベキスタン経済委員会、平成27年10月25日、ウズベキスタン共和国タシ

ケント市）（Ⅲ.国庫補助事業、Ⅵ．二国間経済委員会事務局業務の運営:参照） 

○ ｢日本・カザフスタン・ビジネスフォーラム｣（主催：（独）日本貿易振興機構 （ジェト

ロ）、日本カザフスタン経済委員会、平成27年10月27日、カザフスタン共和国アスタナ市）

（Ⅲ.国庫補助事業、Ⅵ．二国間経済委員会事務局業務の運営:参照） 

○AMJビジネス交流会「大国ロシアの現在と広がる日ロビジネスのチャンス」（主催：アドバ

ンストマテリアルジャパン（株）、後援：ロシア連邦通商代表部、（一社）ロシアNIS 貿

易会、アーガスジャパン、平成27年11月12日、学士会館） 

○ROTOBO月例報告会（第20回）「中央アジア3カ国ビジネスフォーラムの成果」（主催：（一社）

ロシアNIS貿易会、平成27年11月25日、（一社）ロシアNIS貿易会会議室） 

○「ロシア医療機器セミナー「ロシアの医療機器の動向と認証への支援」」（主催：エルマス
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社、ロシア連邦商工会議所、（一社）ロシアNIS貿易会、後援：メトローポル・グループ、

駐日ロシア連邦大使館、平成27年12月8日、駐日ロシア連邦大使館） 

○「ロシア水ビジネスミッション in イルクーツク企業説明会」（主催：（一社）ロシアNIS

貿易会、平成27年12月9日、東京証券会館）（Ⅲ.国庫補助事業:参照） 

○ROTOBO月例報告会（第21回）「2015年のロシア経済の総括」（主催：（一社）ロシアNIS貿易

会、平成27年12月24日、（一社）ロシアNIS貿易会会議室） 

○「ロシア水ビジネスミッション in イルクーツク企業説明会（大阪）」（主催：（一社）ロ

シアNIS貿易会、平成28年1月8日、イオンコンパス大阪駅前 会議室）（Ⅲ.国庫補助事業:

参照） 

○ROTOBO月例報告会（第22回）「新シルクロードをめぐる中国・ロシア・中央アジア関係」（主

催：（一社）ロシアNIS貿易会、平成28年1月26日、（一社）ロシアNIS貿易会会議室） 

○「ロシアビジネスセミナー in 徳島－激動する世界情勢の中で－」（主催：（一社）ロシア

NIS貿易会、共催：徳島県、後援：徳島県貿易協会、ジェトロ徳島、平成28年1月29日、

徳島経済産業会館（KIZUNAプラザ）（Ⅴ．JKA補助事業:参照） 

○「日露石油ガス・セミナー（東京）～ロシアの石油ガス分野の現状と中長期的展望～」（主

催：（一社）ロシアNIS貿易会、平成28年2月2日、如水会館）（Ⅳ．石油特別会計補助事業:

参照） 

○「日露石油ガス・セミナー（新潟）～ロシアの石油ガス分野の現状と中長期的展望～」（主

催：（一社）ロシアNIS貿易会、（公財）環日本海経済研究所、平成28年2月3日、朱鷺メッ

セ新潟コンベンションセンター）（Ⅳ．石油特別会計補助事業:参照） 

  ○「（一社）ロシアNIS貿易会 平成28年新春懇親パーティ」（平成28年2月4日、如水会館） 

○「ロシア水ビジネスミッション in イルクーツク（主催：（一社）ロシアNIS貿易会、平成

28年2月11日～12日、シブエクスポセンター（イルクーツク市））（Ⅲ.国庫補助事業:参照） 

○ROTOBO月例報告会（第23回）「ロシアの石油会社は油価下落にどう対応するか」（主催：（一

社）ロシアNIS貿易会、平成28年2月16日、（一社）ロシアNIS貿易会会議室） 

○「ロシア極東経済セミナー in 東京」（主催：日露貿易投資促進機構事務局（（一社）ロシ

アNIS貿易会）、平成28年2月24日、如水会館）（Ⅲ.国庫補助事業:参照） 

○「ロシア極東経済セミナー in 富山」（主催：日露貿易投資促進機構事務局（（一社）ロシ

アNIS貿易会）、平成28年2月25日、ANAクラウンプラザホテル）（Ⅲ.国庫補助事業:参照） 

○「ロシア極東経済セミナー in 京都」（主催：日露貿易投資促進機構事務局（（一社）ロシ

アNIS貿易会）、後援：京都府、平成28年2月26日、京都リサーチパーク）（Ⅲ.国庫補助事

業:参照） 

○ロシア国会議員との意見交換会（主催：（一社）ロシアNIS貿易会、平成28年2月26日、（一

社）ロシアNIS貿易会会議室）（Ⅰ．情報サービス・ビジネス交流事業 ３．ミッション

の受入:参照） 

〇「日ロ貿易・産業対話」（主催：（日本側） 経済産業省、日露貿易投資促進機構事務局（（一
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社）ロシアNIS貿易会）、（独）日本貿易振興機構 （ジェトロ）、（一社）経団連日本ロシ

ア経済委員会 、ロシア産業・商業省、FORMIKA、後援：露日ビジネスカウンシル、実業

ロシア、平成28年2月29日～3月1日、虎ノ門ヒルズフォーラム）（Ⅲ.国庫補助事業:参照） 

〇 「ロシア投資セミナー（名古屋） 「工場進出の現状と課題」」（主催：日露貿易投資促進

機構事務局（（一社）ロシアNIS貿易会）、ロシア工業団地協会、後援：駐日ロシア連邦大

使館、駐日ロシア連邦通商代表部、経済産業省中部経済産業局、愛知県、(公財)あいち

産業振興機構、（一社）中部経済連合会、名古屋商工会議所、（独）日本貿易振興機構（ジ

ェトロ）名古屋貿易情報センター、平成28年3月2日、名古屋マリオットアソシアホテル）

（Ⅲ.国庫補助事業:参照） 

○ROTOBO月例報告会（第24回）「ロシア製鉄業の現状と展望」（主催：（一社）ロシアNIS貿易

会、平成28年3月31日、（一社）ロシアNIS貿易会会議室） 

 

 ５．見本市関連事業 

・平成27年度に関係諸国で開催された各種見本市について情報提供を行った。 

・平成 27 年 10 月 27 日に、カザフスタンの首都、アスタナ市で開催された「日本・カザフ

スタン・ビジネスフォーラム」に合わせて、水分野に関わる日本の高度技術を紹介する展

示会を開催した。（Ⅰ．情報サービス・ビジネス交流事業 ４．講演会・シンポジウム・

セミナー等の開催、Ⅲ.国庫補助事業:参照） 

・平成27年 10月 30日から11月 1日に、サンクトペテルブルグ・エクスポフォーラム展示

場で開催された「サンクトペテルブルグ不動産展」（主催：TsDS 社）に、当会が展示スペ

ースを確保し、日本企業6社の住宅建材製品を展示し、日本の住宅建材のロシアでの販売

拡大を支援した。（Ⅲ.国庫補助事業:参照） 

・平成 28 年 2 月 11 日から 12 日に、イルクーツク・シブエクスポセンターにおいて、日本

製水道設備メーカー、水ビジネス関連会社などを対象とした「ロシア極東水ビジネス展示

会 inイルクーツク」を開催した。（Ⅰ．情報サービス・ビジネス交流事業 ４．講演会・

シンポジウム・セミナー等の開催、Ⅲ.国庫補助事業:参照） 

・平成28年 3月 1日から4日にモスクワ市で開催された食品関係展示会「Russian Coffee & 

Tea Industry Event 2016」（主催：ITH社、会場：ソコリニキ会議・展示場）と「Ingredients 

Russia 2016」（主催：ITE 社、会場：クロッカス展示場）において、当会がプレゼンテー

ション会場と展示ブースを確保し、参加日本企業5社の取り扱う日本の食材、調味料、茶

などの製品を展示し、商談機会を提供した。（Ⅲ.国庫補助事業:参照） 

   

６．ロシア語研修事業 

サンクトペテルブルグ大学に1名のロシア語研修生を派遣した。 
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７．日露貿易投資促進機構関連事業 

「日露貿易投資促進機構」事務局業務を担当し、日本とロシアとのビジネス促進に係わる

事業を実施した。（Ⅲ．国庫補助事業：参照） 

 

８．「実業ロシア」、「戦略的イニシアティブ・エージェンシー（ASI）」、「リーダーズクラブ

（LC）」との協力の具体化 

平成24年（2012年）11月にロシアの経済団体「実業ロシア」及び平成25年（2013年）4

月に同国の非営利団体「戦略的イニシアティブ・エージェンシー（ASI）」並びに「リーダー

ズクラブ（LC）」との間で協力関係に関する覚書を締結した。 

当該覚書に基づき、実業ロシアとは、平成27年（2015年）6月18日にペテルブルグ国際経

済フォーラムの枠内で実施したラウンドテーブル「日本とロシア：ビジネス協力の展望」、

同年9月4日に東方経済フォーラムの枠内で実施したラウンドテーブル「日本とロシア：ロシ

ア極東への日本の投資の可能性」を共催したほか、「実業ロシア」が中心になって立ち上げ

た「露日ビジネスカウンシル」の訪日ミッション（同年10月5日～7日）の受け入れをサポー

トした。（Ⅰ．情報サービス・ビジネス交流事業 ４．講演会・シンポジウム・セミナー等

の開催、Ⅲ．国庫補助事業:参照）  

 

９．経済交流促進事業 

・自転車文化の普及を通じた岩手県ならびに盛岡市とロシアとの経済交流促進事業（平成27

年 10月 28日） 

近年増加傾向にある訪日ロシア人観光客に注目し、自転車による観光推進を行っている岩

手県及び盛岡市へ、訪日ロシア人を誘致し、同市の先覚的取り組みを実際に体験してもらう

とともに、同県・市とロシアとの経済交流促進を図った。 

 

Ⅱ．受託調査等事業 

下記の調査事業を受託した。（括弧内は受託先） 

①「原子力関連産業人材育成事業」（経済産業省） 

②「ロシアメディアによる石油・天然ガス関連情報の翻訳および考察業務」（（独）石油天

然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）） 

③「カザフスタン国経済特区への日本企業誘致戦略策定業務」（（独）国際協力機構（民間

研究所との共同受注）） 

④「MUFG BizBuddyにかかる情報提供」（民間企業からの業務委託） 

⑤「MUFG BizBuddyへの記事提供」（民間企業からの業務委託） 

⑥「MASHPROM社との営業協力にかかる業務委託」（民間企業からの業務委託） 

⑦「旧ソ連圏エネルギー調査について」（民間企業からの業務委託） 

                                       他 
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Ⅲ．国庫補助事業 

国（一般会計）からの補助金を得て下記の事業を実施した。 

 

ロシア地域貿易投資促進事業費補助事業 

１．情報収集・提供事業 

（１）ビジネス基礎情報整備事業 

    以下の事業項目に従い、日ロの企業情報、貿易投資関連基礎情報およびビジネス関連情報

の収集を行い、適宜更新を行いながら情報を提供した。 

①日露企業情報収集整備・更新  

②貿易投資関連基礎情報及びビジネス関連情報整備・更新 

③データベース更新（ロシア企業情報データベース） 

 

（２）ビジネス詳細情報収集提供事業  

① ロシア新規市場開拓可能性調査 

Ａ．ロシア経済の現状とビジネスチャンス 

（平成27年 8月 30日～9月 6日 モスクワ市） 

（平成28年 3月 20日～3月 27日 ウラジオストク市、ナホトカ市） 

本事業では、欧米の対ロ制裁ならびに油価の下落によって苦しむロシア経済の現状、

それらの否定的ファクターが主に日本企業のプレゼンスの強い市場や産業部門に及ぼ

している影響、さらには、厳しい経済状況の奥底に潜む新たなビジネスチャンス等に関

連する基礎的情報の収集・分析を軸とする調査を実施した。 

また、こうした厳しい経済情勢下でも、ロシア極東でのインフラ整備は、港湾や鉄道

の大型施設を中心に進んでおり、その現状を調査するため当会職員を沿海地方ナホトカ

市およびウラジオストク市に派遣した。 

 

② ロシア経済法運用・市場慣行実態調査 

Ａ. ユーラシア経済連合と日本企業のビジネス 

（平成 27 年 9 月 1 日～11 日 モスクワ市、ソチ市、アゼルバイジャン共和国バクー市、

アルメニア共和国エレヴァン市） 

（平成28年 2月 17日～28日 モスクワ市、ベラルーシ共和国ミンスク市、ウクライナ・

キエフ市） 

 当会職員をロシア地域に派遣し、ロシア地域における経済法の運用および市場慣行の

現状を把握することによって、日本企業のロシア地域への市場進出の促進を図った。 

 今年度は、ロシアを中心に形成されつつある「ユーラシア経済連合」の制度概要と、

実態面での調査を行った。また、ロシアおよび周辺の NIS 諸国の通商・経済政策全般
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についてもサーベイを行い、各国のユーラシア経済連合へのアプローチ、日系企業に

とっての影響や可能性を検討した。収集した情報をもとに、ロシア地域における日本

企業の活動の円滑化につながる報告書を作成し、ビジネス・マッチングに資する活動

を行った。 

 

２．ビジネスマッチング、コンサルティング事業 

（１） セミナー開催事業 

①ロシア開催 

Ａ．サンクトペテルブルグ国際経済フォーラム ラウンドテーブル「日本とロシア」 

（平成27年 6月 18日 レンエキスポ（サンクトペテルブルグ市）） 

  ロシアの景気後退および経済制裁等により、日ロ経済関係が停滞する中、停滞を打

破するためにいかなる方途があるかを議論するために、ロシア最大のビジネス会議で

あるサンクトペテルブルグ国際経済フォーラムの枠内でラウンドテーブル「日本とロ

シア」を実施した。 

 

Ｂ．東方経済フォーラム 

（平成27年 9月 4日 極東連邦大学（ウラジオストク市）） 

9月3日～5日にロシアのウラジオストク市で開かれた「第１回東方経済フォーラム」

へ出席するため、9月 2日～6日の日程で「ロシア極東経済ミッション」を派遣した。

期間中の9月 4日にはラウンドテーブル「日本とロシア：ロシア極東への日本の投資

の可能性」と題する二国間セッションを実業ロシアと共同で実施した。 

 

②日本開催 

Ａ. ロシア工業団地協会セミナー 

「ロシアにおける日本企業の現地生産の課題」 

（平成27年 4月 23日 ホテルヴィラフォンテーヌ 汐留コンファレンスセンター） 

ロシアの投資誘致策として重要な役割を果たす工業団地の現状について、ロシアの工業

団地協会が、会員であるロシア各地の工業団地および関係業者とともに来日し、プレゼン

テーションを実施した。 

 

Ｂ. ロシア極東経済セミナー 

（平成28年 2月 24日 如水会館） 

（平成28年 2月 25日 ANAクラウンプラザ富山） 

（平成28年 2月 26日 京都リサーチパーク） 

日本として戦略的な拠点であるロシア極東地域の経済情勢について、ロシアを代表する

エコノミストの１人であるロシア科学アカデミー極東支部経済研究所（ハバロフスク市）
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のパーヴェル・ミナキル所長と極東の交通インフラ問題に詳しい同研究所のアレクサンド

ル・ゴリュノフ副所長を日本に招聘し、東京、富山、京都において、「ロシア極東経済セ

ミナー」を開催した。 

 

Ｃ．日ロ貿易・産業対話 

（平成28年 2月 29日～3月 1日 虎ノ門ヒルズフォーラム） 

 マントゥロフ・ロシア産業・商業大臣率いる代表団訪日を機に、機械製造、医療･製薬

分野等、重点分野における両国間の貿易･投資促進を目的に開催した。 

ロシア側からは、同大臣のほか、ヴォスクレセンスキー経済発展省次官、オシポフ・極

東発展省第一次官等、またミンニハノフ・タタルスタン共和国大統領をはじめとする連邦

構成体の首長、さらに実業界からもレピク・実業ロシア会長、ベロジョロフ・ロシア鉄道

社長ら要人が出席、日本側からも関係省庁・団体、ならびに関連企業が参加し、｢協力に

おける優先課題｣をテーマに、各重点分野に関わる両国の政策についての報告、事業提案

等が行われた。また 2 日目にはロシア工業団地協会による特別分科会が行われ、「ロシア

における日本企業の生産現地化：新たなトレンドと諸制度」をテーマに、双方参加者によ

る報告と活発な意見交換が行われた。 

 

Ｄ. ロシア投資セミナー「工場進出の現状と課題」 

（平成28年 3月 2日 名古屋マリオットアソシアホテル） 

日本企業の工場進出の際の重要な受け皿となっているロシアの工業団地・経済特区をま

とめるロシア工業団地協会のミッション来日を機に、名古屋において、ロシアの工場進出

の現状と課題をテーマとした「ロシア投資セミナー」を開催した。複数の工業団地より担

当者が来日し、日本企業誘致のためのプレゼンテーションを行うとともに、当会代表より

日露経済関係と日本企業の工場進出状況について、また実際に現地に進出済みの日本企業

からその経験に関わる報告を行った。 

 

（２）ビジネスマッチング推進事業 

    ①派遣型ビジネス・マッチング事業 

日本の新規市場開拓につながる可能性の高いロシアの地域、分野にビジネスチャンスを

求める日本企業からなるミッションの派遣に際し、ビジネスマッチングの機会を設定する

ほか、当該地域や分野に詳しい日本人専門家を同行させ、日露双方の企業に対して、対日・

対露ビジネスに関する助言を行い、貿易取引・投資案件の成就を支援した。 

 

Ａ．日本の食・文化・産業等のロシアへの輸出促進ビジネスマッチング 

・ウラジオストクにおける北海道・沖縄県・島根県・広島県合同地域産品商談会 

（平成27年 5月 21日～24日 ウラジオストク市） 
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・モスクワ・食品展示会「Russian coffee & Tea Industry Event 2016」 

「Ingredients Russia 2016 」出展ミッション 

（平成28年 2月 28日～3月 7日 モスクワ市）  

 

Ｂ．対ロシア貿易・投資促進ビジネスマッチング 

・モスクワにおける日本食品製造工場設立プロジェクト支援 

（平成27年 6月 22日～26日 モスクワ市） 

 

・日本の工作機械等のロシアへの輸出促進ミッション 

（平成 27 年 7 月 5 日～13 日 エカテリンブルク市、ヴェルフニャヤサルダ市、チェ

リャビンスク市） 

 

・サンクトペテルブルグ不動産展出展支援 

（平成27年 10月 28日～11月 2日 サンクトペテルブルグ市） 

 

・「マントゥロフ・ロシア産業・商業大臣訪日『日ロ貿易・産業対話』」に関わるビジネス・

マッチング準備協議 

（平成28年 2月 5日～6日 モスクワ市） 

 

②受入型ビジネス・マッチング事業 

日本の産業機械・設備、食品等のロシアへの輸出拡大を図るため、ロシアにおいて開発

事業を行っているロシア企業の幹部、設備・機材の輸入商社、食品バイヤー等を日本に招

き、日本で開催される展示会の視察、商談会の開催、企業訪問を通して、日本企業とのビ

ジネスマッチングを図った。 

      

・日本の製造企業の対ロシア市場進出促進事業（コークス炉関連設備） 

平成27年 10月 13日～18日 

ロシアの製鉄所におけるコークス炉からの煤煙等、大気汚染物質の漏れは深刻な環境

問題を引き起こしている。また、経済性においても、より良い炉蓋が求められている。

本事業では、ロシアの専門家に対し、日本のコークス炉関連設備の有用性を示すことに

よって、日本からロシアへの同関連設備の輸出促進を図った。 

 

・日本の中堅製造企業の対ロシア市場進出促進事業（植物工場） 

平成28年 1月 31日～2月 6日 

極東ロシア北部に位置し農業、食糧生産にとって過酷な地域であるサハ共和国にとっ
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て、通年で生鮮野菜を生産することは重要な課題となっている。そこで、サハ共和国の

農業・食糧政策大臣をはじめ農業および投資分野の専門家 5名を日本に招き、東京、大

阪、北海道において植物工場の開発や運営に携わる学術機関や企業を訪問させ、稼働し

ている植物工場の視察を通して、日本の優れた技術の有用性を紹介した。 

 

３．機構関連業務実施円滑化事業 

  「日露貿易投資促進機構」事務局業務の円滑な実施のために当会モスクワ事務所の機能

を活用して、ロシア連邦政府、地方行政府、実業ロシアをはじめとする経済団体との間の

頻繁な折衝、調整等を行った。必要に応じて、モスクワ事務所の職員を現地に同行させ、

適切な助言と支援を行い、また、ロシア人専門家、企業家の日本への渡航に際しては、日

本入国査証の支援を行い、事業の円滑な実施を可能にした。  

 

中央アジア地域等貿易投資促進事業費補助事業  

１．投資環境整備・ビジネス振興事業 

本事業の中の「（１）「投資環境整備 NW」：設立準備・運営円滑化事業」、「（２）ビジネス

情報収集・提供事業」、ならびに「（３）ビジネスフォーラム開催、企業間交流促進事業」は、

世界有数のエネルギー資源埋蔵量を擁し、かつ地政学的に重要な位置にある中央アジア諸国

との経済関係拡大が我が国にとって重要であるとの認識に立ち、同諸国における投資環境整

備と、日本との間の民間ビジネス振興を目的とした一連の事業を行うものである。 

また、「（４）産業育成ビジネスマッチング事業」は、原燃料・一次産品生産に特化した

単純な産業構造を擁する中央アジア諸国にとって、産業多角化は長期的経済発展を図る上で

不可欠の要件であるとの認識に鑑み、これを日本企業とのビジネスマッチングによって支援

することを目的とする。 

平成 27 年度は、日本と中央アジア諸国の企業交流活発化と投資環境整備に関する意見交

換のため、諸会合を開催した（詳細は下記参照）。 

「（１）「投資環境整備NW」設立準備・運営円滑化事業」については、投資環境整備のため

の意見・情報交換、人的交流、相互理解強化のための機関としてこれまでにウズベキスタン、

キルギス、カザフスタン、トルクメニスタンとの間で設立した投資環境整備ネットワーク日

本側ウェブサイトの運営を行った。 

「（２）ビジネス情報収集・提供事業」では、日本企業に対する中央アジア経済に関する

情報提供強化を目的に、カザフスタンの研究機関との協力のもと、調査報告書「中央アジア

諸国の政治・経済情勢」をまとめた。 

「（３）ビジネスフォーラム開催、企業間交流促進事業」においては、平成 27 年 10 月の

安倍総理大臣の中央アジア歴訪の際、トルクメニスタン、ウズベキスタン、カザフスタンに

おいて、日本と中央アジア諸国の企業交流活発化と投資促進を目的とした｢ビジネス･フォー

ラム｣をそれぞれ開催した。また「（４）産業育成ビジネスマッチング事業」と連携し、カザ
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フスタン共和国投資・発展省投資委員会輸出・投資国家庁「KAZNEX INVEST」および各経済

特区の専門家からなる代表団を受入れ、平成 27 年 6 月に福岡、大阪、東京において「カザ

フスタン・ビジネスセミナー～経済特区への投資誘致とビジネスチャンス」を開催した。 

「（４）産業育成ビジネスマッチング事業」では、中央アジア諸国の在京大使館および現

地パートナー機関を通じて、現地側のビジネスマッチング案件募集を行い、書類審査により

キルギスとタジキスタンの食品加工企業グループを合同で平成 27 年度受入型ビジネスマッ

チング対象企業グループに選定した。同グループを日本へ招聘し、日本企業との面談および

見本市への参加、日本企業向けのビジネスプレゼンテーション、交流会等を開催し、日本企

業とのマッチングを図った。 

また上記の通り本事業のカザフスタンにおける主要パートナーである輸出・投資庁「カズ

ネクスインベスト」の要請を受け、同国内に 10 カ所設立されている経済特区を日本企業に

PR するための各経済特区代表･専門家からなる代表団を受入型ビジネスマッチング対象企業

グループとして受入れ、日本企業との交流促進を図った。 

 

＜「投資環境整備NW」：設立準備・運営円滑化事業＞ 

・日本トルクメニスタン投資環境整備ネットワーク業務調整出張 

（平成27年 6月 26日～30日 トルクメニスタン・アシガバード市） 

（平成27年 9月 11日～13日 トルクメニスタン・アシガバード市） 

・日本カザフスタンおよび日本トルクメニスタン投資環境整備ネットワーク業務調整出張 

（平成27年 10月 1日～6日 トルクメニスタン･アシガバード市、カザフスタン共和国ア

スタナ市） 

・日本キルギス投資環境整備ネットワーク業務調整出張 

（平成28年2月2日～4日 カザフスタン共和国アルマトィ市、キルギス共和国ビシケク市） 

 

＜ビジネスフォーラム開催、企業間交流促進事業＞ 

・「カザフスタン・ビジネスセミナー：経済特区への投資誘致とビジネスチャンス」 

（平成27年 6月 8日 福岡、6月9日 大阪、6月 10日 東京） 

・「日本・トルクメニスタン・ビジネスフォーラム」 

  （平成27年 10月 23日 トルクメニスタン・アシガバード市） 

・「日本・ウズベキスタン・ビジネスフォーラム」 

  （平成27年 10月 25日 ウズベキスタン共和国タシケント市） 

・「日本・カザフスタン・ビジネスフォーラム」 

  （平成27年 10月 27日 カザフスタン共和国アスタナ市） 
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＜産業育成ビジネスマッチング事業＞ 

・第1回受入型ビジネスマッチング：カザフスタン経済特区・ビジネスマッチング 

（平成27年 6月 6日～11日） 

・第2回受入型ビジネスマッチング：キルギス食品加工グループ 

（平成27年 10月 13日～20日） 

 

新興国市場開拓等事業費補助事業（ミッション・見本市等出展支援事業（ロシア、カザフスタン：

ミッション派遣、展示会等を通じた有望分野における市場獲得支援事業）） 

日本からの高度技術の導入により自国産業の高度化、国民生活の質的向上を図ることに強い関

心を有するロシア、カザフスタンにおいて、日本のハイテク分野、とりわけ日本が国際競争力を

有する水・環境技術（水ビジネス、省エネ・省資源、再生可能エネルギー、廃棄物処理等）を中

心に、相手国への導入を目指し、ビジネスミッションの派遣やミニ展示会・見本市等の開催（ま

たはそれらへの出展）、それらに合わせたフォーラム、セミナー等の効果的な開催により、日本

の製品・技術力の発信を一体的に実施することを目的とする。 

 

１．ミッション派遣事業 

１）ロシア 

ロシアの中でも、連邦中央からインフラ整備に多額の予算が投じられている極東・東シベリア

地域を対象とし、インフラ整備と技術導入の面で多様なニーズが存在することが想定される水分

野を対象に、以下の派遣を行った。 

 

・第 1回派遣  平成 27年 11月 1日～10日   イルクーツク市、ウラジオストク市、ハバロ

フスク市 

・第2回派遣 平成27年 12月 21日～26日   イルクーツク市、ハバロフスク市 

・第3回派遣 平成28年 2月 7日～14日    イルクーツク市 

 

２） 中央アジア（カザフスタン） 

 中央アジア諸国の中でも、日本の技術製品の市場となりうる経済水準を擁するカザフスタンを

対象とし、同国において当該分野における問題解決が重要な政策課題として認識され、インフラ

整備と技術導入の面で多様なニーズが存在することが想定される水分野を対象に、以下の派遣を

行った。 

 

・第1回派遣  平成27年 9月 8日～10日  アスタナ市 

・第2回派遣  平成27年 10月 24日～31日 アスタナ市、アティラウ州、アクトベ州 
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２. 展示会・フォーラム／セミナー等開催事業 

１） ロシア 

平成28年 2月 11日、12日にイルクーツク市において、日本製水道設備メーカー、水ビジネス

関連会社などを対象とした「ロシア水ビジネス in イルクーツク」を開催した。展示会期間中、

参加各社が自社製品についてプレゼンテーションを行った。展示会前日には、イルクーツク市政

府および当地の上下水道事業者の幹部と円卓会議を開催した。 

 

・イルクーツク水展示会 平成28年 2月 11日、12日 シブエクスポセンター  

  

２） 中央アジア（カザフスタン） 

平成27年 10月 27日にカザフスタンの首都、アスタナ市で開催される「日本・カザフスタン・

ビジネスフォーラム」に合わせて、水分野に関わる日本の高度技術を紹介する展示会を開催する

とともに、カザフスタン企業とのプレゼンテーション兼商談会、水関連施設の視察等を行った。

同様のプレゼンテーション兼商談会をアティラウ州およびアクトベ州でも実施した。 

・水ビジネス促進展示会  

平成27年 10月 27日 リクソスホテル   

・プレゼンテーション兼商談会  

平成27年 10月 26日 ラディソンホテル 

  平成27年 10月 28日 アティラウ州行政府 

   平成27年 10月 29日 Ak Bulak 

   

 

新興国市場開拓等事業費補助事業（ロビイング活動支援事業：ロシア） 

ロシアに進出した日系企業が抱える障壁事項の調査・分析、および現地政府機関への制度改善

の提案を目的とした協議の開催等を通じ、対象国におけるビジネス環境の整備と、日系企業によ

る市場の獲得、進出数の増加に貢献することを目的として、当会職員を商工機能強化専門官とし

てモスクワ・ジャパンクラブ（JBC）に常駐ベースで派遣し、同クラブのロビイング活動強化の

ための一連の業務を行った。 

 

１）調査・分析事業 

１-１）モスクワ・ジャパンクラブ商工機能強化関連調査 

常駐の商工機能強化専門官と本部から派遣する調査員により以下のヒアリング、視察を実施す

るとともに、現地の法制・慣習および、ロビイング活動に詳しい会計事務所等に個別テーマの調

査委託を実施した。またその結果をふまえ、ロシア政府およびビジネス団体等へ向け改善要請を

行い、日系企業の意見・要望の伝達強化を図った。 
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・常駐の商工機能強化専門官の派遣 

平成27年6月5日～平成28年3月31日（平成27年11月13日～22日は帰国）、モスクワ市 

 

ア．ロシア中央・地方政府および関係組織に対するヒアリング 

・第1回現地調査 平成27年10月28日～11月1日  モスクワ市 

・第2回現地調査 平成27年12月8日～11日     モスクワ市 

・第3回現地調査 平成28年１月17日～28日   モスクワ市、スヴェルドロフスク州 

・第4回現地調査 平成28年2月16日～20日     モスクワ市 

 

イ．ロシアの地方視察 

・第1回地方視察 平成27年6月17日～18日      サンクトペテルブルグ市 

・第2回地方視察 平成28年1月24日～27日    スヴェルドロフスク州 

・第3回地方視察 平成28年１月31日～2月2日   アストラハン州 

 

１-２）日露ロビイング活動強化・ビジネス促進セミナー 

１-１）の調査内容も踏まえ、現地の日系企業とロシア政府関連機関との意見交換を目的とし

た、掲題セミナーを実施した。 

・第2回労働雇用分科会（第1回日露ロビイング活動強化・ビジネス促進セミナー） 

平成27年7月22日  在ロシア日本大使館 

・第7回社会インフラ分科会（第2回日露ロビイング活動強化・ビジネス促進セミナー） 

平成27年7月28日 在ロシア日本大使館 

・第13回工場進出企業交流会（第3回日露ロビイング活動強化・ビジネス促進セミナー） 

平成27年10月30日 旭硝子（AGC）ガラス工場（モスクワ州クリン市） 

・第1回税務問題講習会  

平成28年1月21日 在ロシア日本大使館 

・製造関連企業連絡協議会プレ会合 

平成28年1月28日 モスクワ・ジャパンクラブ事務局 

 

２）協議会等交流事業 

 １）商工関連組織交流促進連絡会 

ロシアにある諸外国の商工関連組織との情報交換、連携を強化するための会合を以下のように

開催した。 

・在露フランス商工会議所とJBCとの第1回幹部意見交換会 

平成27年11月24日 メトロポール・ホテル 

・欧州ビジネス協会（AEB）とJBCとの第2回幹部意見交換会 

平成27年12月8日 メトロポール・ホテル 
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・在露米国通商会議所（AMCHAM）会頭との意見交換 

平成28年1月19日 在露米国通商会議所 

・大韓貿易投資振興公社（KOTRA）との意見交換 

平成28年1月20日 大韓貿易投資振興公社 

 

Ⅳ．石油特別会計補助事業 
 国（石油特別会計）からの補助金を得て下記の事業を実施した。 

 

産油国等連携強化促進事業費補助事業（中東等産油・産ガス国投資等促進事業） 

１． 対ロシア等ビジネス交流支援事業 

（１） 技術市場・技術投資環境調査  

◆ロシア 

（平成 27 年 9 月 5 日～11 日 モスクワ市、サマラ州サマラ市、バシコルトスタン共和国

ウファ市） 

ロシアの石油ガス分野は今、多くの問題に直面している。石油分野の上流部門では、主要

な開発中の鉱床での資源の枯渇が顕著となりつつあり、石油の回収率上昇や、新鉱床の開発

が急務となっている。また、下流の製油部門では、全般的に設備の老朽化・陳腐化が顕著に

なっており、近代化、高品質石油製品の生産量増加の必要性が生じている。また、今後、生

産量増加が予測される高品質白油の販路を確立するという対応も必要となる。ガス分野にお

いては、随伴ガスの有効利用、ガス化学部門の発展と製品の販路の確立、ヘリウムの回収と

商品ヘリウムの販路の確立、LNG生産と販売の促進、新鉱床の開発促進といった課題が浮上し

ている。さらに、石油ガス両分野でこれまで関心の低かった省エネや環境保護問題に関連し

て、設備老朽化、ロス率や事故率上昇によって、意識改善およびしかるべき措置の必要性が

急激に高まっている。 

本事業では、列挙した諸事象に代表されるロシアの石油ガス分野が直面する課題のうち、

石油の重質高硫黄化への製油所の対応、石油生産の際の含水率の上昇への対応、税制改革が

製油所の近代化プロジェクトに及ぼす影響、欧米による制裁がロシアの石油・ガス分野に与

えている情況などに関する調査を実施した。 

 

◆中央アジア・コーカサス 

（平成 28 年 2月 4日～13 日 モスクワ市、アゼルバイジャン共和国バクー市、トルクメニ

スタン･アシガバード市、トルコ共和国イスタンブール市、カザフスタン共和国アスタナ市） 

平成 27 年 10 月の安倍総理の中央アジア 5 カ国歴訪後、当該諸国と日本との間では関係発

展の機運が高まった。特に本事業の対象国の1つであるトルクメニスタンでは同年12月に同

国を基点とする TAPI(トルクメニスタン～アフガニスタン～パキスタン～インド)パイプライ

ンの起工式が行われ、現地政府の招待により、日本からも政府要人が参加した。 
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カスピ海地域を起点とする輸出用幹線ガス･パイプラインについては、生産国･トランジッ

ト国･消費国、全ての関係諸国･地域に経済発展と、これを通じた政治的安定をもたらすとの

期待から、当該のTAPIをはじめ、各種新規ルートの検討が行われてきたが、地域を囲む地政

学的条件により、ソ連邦解体以来、建設･稼動に至ったのは中国向けの1ルートのみに留まっ

ている。上記の通り、TAPI 起工式に日本が招かれたのは、日本の協力に対する現地側の期待

を示すものであろうが、カスピ海地域からのパイプライン建設に対する日本の関与について

は、その現実性、具体的内容、さらには効果等、多くの検討すべき事項がある。 

以上の認識に鑑み、本調査ではカスピ海地域を起点とする各種新規ガスパイプライン･ルー

トについて、その特徴やプロジェクトとしての進捗状況を政治的･経済的観点から分析、また、

それぞれに対する関係各国のスタンスについて整理し、もって最終的に、新規ガス輸出ルー

ト開拓に対する日本の協力の可能性について考察した。上記日程による現地調査を実施し、

調査報告書を作成した。 

  

（２） 石油・環境技術情報提供・交流促進事業 

◆ロシア   

①技術交流セミナー開催（日本開催） 

（平成28年 1月 31日～2月 6日 東京、新潟） 

ロシアのエネルギー・金融研究所ベロゴリエフ副主任を招聘し、東京および新潟において

日露石油ガスセミナーを開催した。同セミナーでは、欧米の制裁、ルーブル下落、油価の下

落によって低迷が続く経済状況の中でのロシアの石油ガス分野の動向、同分野の中長期的な

展望、さらに日本との協力の可能性などについて報告が行われた。また、東京および新潟に

おいて関係機関や企業を訪問し、日露の専門家の交流を図った。 

 

・日露石油ガス・セミナー（東京） 

～ロシアの石油ガス分野の現状と中長期的展望～ 

平成28年 2月 2日 如水会館 

 

・日露石油ガス・セミナー（新潟） 

～ロシアの石油ガス分野の現状と中長期的展望～ 

平成28年 2月 3日 朱鷺メッセ 

  

②技術交流代表団派遣事業  

・日露石油ガス技術交流セミナー 

（平成 27年 11 月 29 日～12 月 6日 モスクワ市、サマラ州サマラ市、バシコルトスタン共

和国ウファ市） 

日本より外部専門家および当会調査員をサマラ州（サマラ市）、バシコルトスタン共和国
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（ウファ市）、およびモスクワ市に派遣し、当該地域において原油の重質硫黄化およびセラ

ミック膜をテーマとした「日露石油ガス技術交流セミナー」を開催した。また、セミナーの

テーマに関心を持つ企業、関係機関を訪問し、技術専門家の交流を図った。 

 

Ⅴ．JKA補助事業 

(公財)JKAからの補助金を得て下記の事業を実施した。 

 

１．日本の地方創生のための中堅・中小機械工業振興補助事業 

（１）中堅・中小機械工業のためのセミナー、プレゼンテーションの実施 

日本の地方創生のため、地方の中堅・中小企業の新規事業の展開先として、世界経済のな

かで成長が見込めるロシア・CIS諸国に関心のある企業向けに、秋田市、徳島市で計2回、ロ

シアビジネスのセミナーを開催するとともに、ロシアCIS諸国で自社のプレゼンテーションを

行う企業を公募し、その企業をハバロフスク地方、沿海州に派遣し、プレゼンテーションを実

施した。事業内容をまとめた報告書「平成27年度中堅・中小機械工業プレゼンテーション等

事業報告書」を作成した。 

・ロシアビジネスセミナー in 秋田－プーチン大統領訪日の動きのなかで－ 

（平成27年 9月 17日、ルポールみずほ） 

・ハバロフスク地方、沿海州でのプレゼンテーション 

 （平成27年 11月 22日～26日、ハバロフスク市、ウラジオストク市） 

 ・ロシアビジネスセミナー in 徳島 －激動する世界情勢のなかで－ 

 （平成28年 1月 29日、徳島経済産業会館）  

 

Ⅵ．二国間経済委員会事務局業務の運営 

中央アジア諸国、コーカサス諸国およびモンゴルの二国間経済委員会の事務局業務を下記の通

り運営した。 

 

・日本アゼルバイジャン経済委員会 

・日本ウズベキスタン経済委員会 

－安倍晋三総理大臣のモンゴル・中央アジア訪問に際して、ウズベキスタン共和国タシケン

ト市において、（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）と協力して、日本・ウズベキスタン・

ビジネスフォーラムを開催（平成27年 10月 25日） 

・日本カザフスタン経済委員会 

－安倍晋三総理大臣のモンゴル・中央アジア訪問に際して、カザフスタン共和国アスタナ市

において、（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）と協力して、日本・カザフスタン・ビジ

ネスフォーラムを開催（平成27年 10月 27日） 
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・日本トルクメニスタン経済委員会 

－安倍晋三総理大臣のモンゴル・中央アジア訪問に際して、トルクメニスタン・アシガバー

ド市において、（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）と協力して、日本・トルクメニスタ

ン・ビジネスフォーラムを開催（平成27年 10月 23日） 

－アンナメレドフ・トルクメニスタン鉄道運輸大臣歓迎昼食会（平成 27 年 12 月 22 日、パ

レスホテル東京） 

・日本モンゴル経済委員会 

－エルベグドルジ大統領との朝食会（平成27年 5月 22日、帝国ホテル） 

－エルデネバト産業大臣との朝食会 （平成27年 6月 29日、ホテルニューオータニ）   

－第7回日本・モンゴル官民合同協議会（平成27年 6月 29日、経済産業省） 

－ニャムタイシル・大統領顧問兼首相顧問との意見交換会（平成28年 2月 25日、駐日モン

ゴル国大使館） 

 

Ⅶ．会議の開催 

定時総会、理事会、企画委員会を下記の通り開催した。 

 

・ 平成27年度定時総会（平成27年 6月 9日、如水会館)  

報告事項1 平成26年度事業報告 

報告事項2 公益目的支出計画実施報告書 

第 1号議案 平成26年度計算書類等（案） 

第 2号議案 定款の一部変更（案） 

第 3号議案 役員の選任（案） 

 

・ 平成27年度第1回理事会（平成27年 5月 19日、如水会館) 

議題： 

 第 1号議案 平成 26年度事業報告及び事業報告の附属明細書（案） 

第 2号議案 平成 26年度計算書類及び計算書類の附属明細書（案） 

第 3号議案 公益目的支出計画実施報告書（案） 

第 4号議案 平成 27年度定時総会開催の件（案） 

第 5号議案 平成 27年度事業計画及び収支予算の一部変更（案） 

第 6号議案 企画委員会委員の選任（案） 

 

・ 平成27年度第2回理事会（平成27年 6月 9日、如水会館) 

議題： 

第 1号議案 役員（会長、副会長、専務理事）の選定（案） 

第 2号議案 顧問の選任（案） 
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・ 平成27年度第3回理事会（平成28年 3月 22日、如水会館) 

議題： 

(1)議案審議 

第 1号議案 平成 28年度事業計画書（案） 

 第 2号議案 平成 28年度収支予算書（案） 

第 3号議案 新規会員承認の件（案） 

第 4号議案 企画委員会委員の選任の件（案） 

(2)その他 

 

・ 平成27年度第1回企画委員会（平成27年 5月 15日、ロシアNIS貿易会会議室） 

議題：(1)平成27年度第1回理事会について 

・平成26年度事業報告（案）、平成26年度計算書類（案）   他 

(2)平成27年度定時総会および平成27年度第2回理事会について 

(3)その他 

 

・ 平成27年度第2回企画委員会（平成27年 8月 24日、ロシアNIS貿易会会議室） 

議題：平成27年度の行事について 

1.サンクトペテルブルグ国際経済フォーラム 

       －ラウンドテーブル「日本とロシア：ビジネス協力の展望」－の報告 

2.ウラジオストク東方経済フォーラム－日ロビジネスラウンドテーブル－      

について 

3.今後の事業予定 

     (1)訪日ミッションへの協力について 

     (2)安倍総理の中央アジア訪問について 

     (3)プーチン大統領訪日時の行事について 

4.その他 

 

・ 平成27年度第3回企画委員会（平成28年 3月 16日、ロシアNIS貿易会会議室） 

議題：(1)平成27年度第3回理事会について 

      (2)その他 
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Ⅷ．平成27年度会員の入・退会の状況 
 

（平成28年 3月 31日現在） 

 

１．会員数 

正会員  28社（前年度  29社） 

準会員 109社（前年度 107社） 

合 計 137社（前年度 136社） 

 

２．入会 

正会員      0社  なし 

 

準会員      9社   神栄株式会社 

            株式会社高松伸建築設計事務所 

            Tandem LLC  

            株式会社ジェイトレーディング 

株式会社モトーレン阪神 

ホンマ・マシナリー株式会社 

飯田グループホールディングス株式会社 

Renaissance Heavy Industries 

森松工業株式会社 

                                                

３．退会   

正会員      1社    矢崎総業株式会社                                                      

 

準会員       7社    株式会社電通 

株式会社日ソ貿易 

サントリースピリッツ株式会社 

エーザイ株式会社 

荒井商事株式会社 

株式会社ジャパン・エア・トラベル・マーケティング 

Joint-Stock Company”Savings Bank‘Belarusbank’” 

 

４．会員資格の変更 

１）準会員から正会員への変更    0社 

２）正会員から準会員への変更     0社 
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【事業報告の附属明細書】 

 

 平成27年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第34

条第3項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので

作成しない。 

 

平成28年 5月 20日 

一般社団法人ロシアNIS貿易会 

 


