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一般社団法人 ロシアNIS貿易会 

平成 30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」（11回／年）、「ロシアNIS経済速報」（旬報）

（33回／年）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  

・サンクトペテルブルグ国際経済フォーラム（平成30年５月24日～26日、サンクトペテルブ

ルグ市） 

平成30年５月24日～26日に開催された第22回サンクトペテルブルグ国際経済フォーラムの

枠内で、安倍総理大臣、プーチン・ロシア大統領の隣席のもと、実業ロシア・露日ビジネ

スカウンシルと共催で、５月25日に日ロビジネス対話「８項目の協力プラン：日ロ経済協

力の成果と課題、展望」を開催した。同対話では、ROTOBOの村山会長と実業ロシアのレピ

ク会長の両モデレーターのもとで、安倍総理大臣、プーチン大統領のスピーチのほか、世

耕経済産業大臣兼ロシア経済分野協力担当大臣、オレシキン経済発展大臣ほか、日ロの経

済界の代表29名が登壇し、発言を行った。（Ⅲ.国庫補助事業:参照） 

 

・産業国際見本市「イノプロム」（平成30年７月７日～13日、エカテリンブルグ市） 

イノプロムとは、2010年から毎年、ロシアのウラル地方に位置するスヴェルドロフスク州

エカテリンブルグ市で開催されている産業国際見本市である。日本は2017年に「パートナ

ー国」として参加、日本代表団を組織しその事務局を務めるとともに、イノプロムの枠内

で「日ロビジネスフォーラム」等の各種会議を開催等、各種支援を行った。2018年は、そ

のフォローアップとして「日ロ産業セッション」を開催した。また、ジェトロが主催した

ジャパンパビリオン出展企業を対象に、現地テクノパークの視察のアレンジも行った。（Ⅲ.

国庫補助事業:参照） 
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・第４回東方経済フォーラム（平成30年９月11日～13日、ウラジオストク市） 

平成30年９月11日～13日にロシアのウラジオストク市で開かれた「第４回東方経済フォ

ーラム」の枠内で、９月12日に日ロラウンドテーブル「新たな段階に向けての日露極東連

携：ビジネス成功の鍵と新たな可能性」を露日ビジネスカウンシル、実業ロシアと共同で

開催した。モデレーターとして参加した村山会長に加え、日ロ双方から計17名の報告者、

コメント発言者が登壇、日本側からは寺澤経済産業審議官（世耕経済産業大臣兼ロシア経

済分野協力担当大臣が出席予定であったが、北海道震災対応で訪ロできず）、ロシア側から

はオレシキン経済発展大臣の出席があった。（Ⅲ.国庫補助事業:参照） 

 

・ROTOBOベラルーシ・ペテルブルグ経済ミッション（平成30年 10月２日～７日 ベラルー

シ共和国ミンスク市、ロシア連邦サンクトペテルブルグ市） 

平成30年 10月２日～７日、村山会長を団長とするROTOBO経済ミッションをベラルーシ共

和国の首都ミンスク市とロシア・サンクトペテルブルグ市に派遣した。同ミッションには、

村山会長の他、吉村副会長（双日）、目黒副会長（三井物産）をはじめ商社、メーカー、銀

行等から総勢24名が参加した。ベラルーシでは、リャシェンコ副首相など同国の政府要人

を訪問したほか、日本ベラルーシ・ビジネス対話を開催。またサンクトペテルブルグでは、

サンクトペテルブルグ工科大学とトヨタ自動車サンクトペテルブルグ工場を訪問し、視察

を行った。（Ⅲ.国庫補助事業:参照） 

 

３．講演会・シンポジウム・セミナー等の開催 

○ROTOBO月例報告会（第47回）「ロシア新ビジネスの可能性」（主催：（一社）ロシアNIS貿

易会、平成30年４月12日、（一社）ロシアNIS貿易会会議室） 

○ノヴゴロド州投資プレゼンテーション（主催：日露貿易投資促進機構事務局（（一社）ロ

シア NIS 貿易会）、ノヴゴロド州政府、後援：在日ロシア連邦大使館、在日ロシア連邦

通商代表部、平成30年４月19日、ホテルニューオータニ）（Ⅲ.国庫補助事業:参照） 

○ROTOBO 月例報告会（第 48 回）「フィンランド・ロシア経済関係 -フィンランド実業界の

ロシア市場の見方-」（主催：（一社）ロシアNIS貿易会、平成30年５月17日、（一社）

ロシアNIS貿易会会議室） 

○サンクトペテルブルグ国際経済フォーラム 日ロビジネス対話「８項目の協力プラン：日

ロ経済協力の成果と課題、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）、露日ビジネスカウンシル、実業ロシア、平成30年５月25日、ExpoForum 

Convention and Exhibition Centre）（Ⅲ.国庫補助事業:参照） 

○ROTOBO月例報告会（第49回）「ロシア連邦税関庁の成果・課題・展望」（主催：（一社）ロ

シアNIS貿易会、平成30年６月14日、（一社）ロシアNIS貿易会会議室） 

○ブリヤート共和国投資プレゼンテーション（主催：日露貿易投資促進機構事務局（（一社）

ロシア NIS 貿易会）、ブリヤート共和国政府、後援：在日ロシア連邦大使館、在日ロシ
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ア連邦通商代表部、平成 30 年６月 15 日、ホテルニューオータニ）（Ⅲ.国庫補助事業:

参照） 

○「第７回日本カザフスタン経済官民合同協議会」（主催：経済産業省、外務省、日本カザ

フスタン経済委員会、（一社）ロシア NIS 貿易会、カザフスタン共和国投資・発展省、

カザフスタン・日本経済委員会、平成30年６月27日～28日、カザフスタン共和国アス

タナ市リクソス・プレジデント・アスタナ・ホテル）（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） 

○日本トルクメニスタンビジネスフォーラム（主催：日本トルクメニスタン経済委員会、平

成30年７月２日、霞が関東海倶楽部）（Ⅵ．二国間経済委員会事務局業務の運営:参照） 

○「イノプロム 2018」日ロ産業セッション「デジタル時代の日ロ協業のポテンシャル」（日

本代表団事務局：日露貿易投資促進機構事務局（（一社）ロシア NIS 貿易会）、平成 30

年７月９日、エカテリンブルグ市エカテリンブルグ・EXPO）（Ⅲ.国庫補助事業:参照） 

○「ロシアビジネスセミナー in 福井 -日ロビジネスの可能性-」（主催：（一社）ロシアNIS

貿易会、平成30年７月19日、ザ・グランユアーズフクイ）（Ⅴ．JKA補助事業:参照） 

○ROTOBO 月例報告会（第 50回）「動き出したプーチン新体制 -国内情勢と対外関係の行方-

（主催：（一社）ロシアNIS貿易会、平成30年７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 旭川 -日ロのグローカルビジネスの可能性-」（主催：（一社）

ロシアNIS貿易会、平成30年８月22日、アートホテル旭川）（Ⅴ．JKA補助事業:参照） 

○第 4 回東方経済フォーラム 日ロラウンドテーブル「新たな段階に向けての日露極東連

携：ビジネス成功の鍵と新たな可能性」（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30年９月12日、ウラジオストク市極東連邦大学キャンパス）

（Ⅲ.国庫補助事業:参照） 

○「チェリャビンスク州投資プレゼンテーション」（主催：日露貿易投資促進機構事務局（（一

社）ロシア NIS 貿易会）、チェリャビンスク州政府、後援：在日ロシア連邦大使館、在

日ロシア連邦通商代表部、平成30年９月25日、如水会館）（Ⅲ.国庫補助事業:参照） 

○ROTOBO月例報告会（第51回）「東方経済フォーラム後の日ロ関係の展望」（主催：（一社）

ロシアNIS貿易会、平成30年９月28日、（一社）ロシアNIS貿易会会議室） 

○「日本とロシアのデジタル経済・IoT 分野の新たな協力に向けて 日本-ロシア パネルセ

ッション＠CEATEC」（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30年 10月 19日、幕張メッセ 国際会議場）（Ⅲ.国庫補助事業:参照） 

○「第14回日本ウズベキスタン経済合同会議」（主催：日本ウズベキスタン経済委員会、（一

社）ロシアNIS貿易会、ウズベキスタン日本経済委員会、後援：在日ウズベキスタン共

和国大使館、平成 30 年 10 月 25 日、ホテルニューオータニ）（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） 

○ROTOBO月例報告会（第52回）「ウクライナとジョージアの最新情勢」（主催：（一社）ロシ



4 
 

アNIS貿易会、平成30年 10月 30日、（一社）ロシアNIS貿易会会議室） 

○ROTOBO 月例報告会（第 53 回）「ロシア地域の最新情勢 -混乱の統一地方選挙を中心に-」

（主催：（一社）ロシア NIS 貿易会、平成 30 年 11 月 30 日、（一社）ロシア NIS 貿易会

会議室） 

○産業協力・企業間交流セミナー カザフスタンの石油・ガス産業と環境法制の現状～日本

との協力の可能性～（主催：（一社）ロシアNIS貿易会、後援：（独）国際協力機構、平

成30年 12月５日、如水会館）（Ⅳ．石油特別会計補助事業:参照） 

○カザフスタン投資プレゼンテーション「変動するユーラシアと対カザフスタン投資の可能

性」（主催：（一社）ロシアNIS貿易会、日本カザフスタン経済委員会、国営企業「カザ

フインベスト」、在日カザフスタン共和国大使館、平成30年 12月 11日、ホテルニュー

オータニ）（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） 

○ROTOBO月例報告会（第54回）「2018年のロシア経済の総括と今後の展望」（主催：（一社）

ロシアNIS貿易会、平成30年 12月 21日、（一社）ロシアNIS貿易会会議室） 

○産業協力・企業間交流セミナー「ロシアによる北極圏開発の現状と展望」（主催：（一社）

ロシア NIS 貿易会、平成 31 年１月 23 日、コングレススクエア日本橋）（Ⅳ．石油特別

会計補助事業:参照） 

○産業協力・企業間交流セミナー「ロシアによる北極圏開発の現状と展望」（主催：（一社）

ロシアNIS貿易会、平成31年１月25日、TKP札幌カンファレンスセンター）（Ⅳ．石油

特別会計補助事業:参照） 

○ROTOBO 月例報告会（第 55 回）「ロシアビジネス契約」（主催：（一社）ロシア NIS 貿易会、

平成31年１月31日、（一社）ロシアNIS貿易会会議室） 

○「平成 31 年新春懇親パーティ」（主催：（一社）ロシア NIS 貿易会、平成 31 年２月１日、

如水会館） 

○「ロシアビジネスセミナー in 愛媛 -交流から観光、ビジネスへの展望-」（主催：（一社）

ロシアNIS貿易会、平成31年２月６日、東京第一ホテル松山）（Ⅴ．JKA補助事業:参照） 

○「日ロ再生医療セミナー」（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31年２月19日、モスクワ市国立放射線医療研究センター）（Ⅲ.国庫補助事業:

参照） 

○ロシアビジネスセミナー「シベリア最大都市：ノヴォシビルスクの市場潜在力と先端技術」

（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 31 年２月 25

日、東京証券会館）（Ⅲ.国庫補助事業:参照） 

○「モスクワ州投資プレゼンテーション 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）、モスクワ州政府、後援：在日ロシア連邦大使館、在日ロシア

連邦通商代表部、平成 31 年２月 27 日、ホテルニューオータニ）（Ⅲ.国庫補助事業:参

照） 

○ロシアビジネスセミナー「シベリア最大都市：ノヴォシビルスクの市場潜在力と先端技術」 
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in 福岡」、（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 31

年２月28日、TKP博多駅前シテイセンター）（Ⅲ.国庫補助事業:参照） 

○「モスクワ州投資プレゼンテーション in 名古屋」（主催：日露貿易投資促進機構事務局

（（一社）ロシアNIS貿易会）、モスクワ州政府、後援：経済産業省中部経済産業局、愛

知県、中部経済連合会、あいち産業振興機構、(独)日本貿易振興機構（ジェトロ）名古

屋貿易情報センター、在日ロシア連邦大使館、在日ロシア連邦通商代表部、平成 31 年

３月１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） 

○「GUAM+日本」投資促進セミナー ～ジョージア、ウクライナ、アゼルバイジャン、モル

ドバ～（主催：国際連合工業開発機関（UNIDO）東京事務所、外務省、協力：(独)日本

貿易振興機構（ジェトロ）、(一社)ロシア NIS 貿易会、平成 31 年３月 20 日、国際連合

大学本部） 

○ROTOBO 月例報告会（第 56 回）「医療における日ロ協力の可能性」（主催：（一社）ロシア

NIS貿易会、平成31年３月27日、（一社）ロシアNIS貿易会会議室） 

 

 ４．見本市関連事業 

・平成30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30年 10月 22日から25日にモスクワ・エクスポセンターにおいて開催された「モス

クワ木材加工機械展示会「LESDREVMASH 2018」」に日本企業のための展示ブースを設け、

日本の木材加工機械のロシア市場での販路拡大を支援した。（Ⅲ.国庫補助事業:参照） 

・平成 31 年２月 16 日から 18 日に日本の化粧品・美容関連産業の海外販路開拓・拡大に資

することを目的として「JAPAN Beauty Week in Russia 2019」を実施した。（平成31年２

月 16 日～17 日、モスクワ市ショッピングモール Atrium／２月 18 日、在ロシア日本国大

使館）（Ⅲ.国庫補助事業:参照） 

・平成31年２月27日から3月2日にクラスノダール市「エクスポグラド・ユグ」展示場に

おいて開催された「ロシア南部建材・技術展「YUGBUILD 2019」」に日本企業のための展示

ブースを設け、ロシア南部地域の住宅建材市場への日本企業の進出を支援した。（Ⅲ.国庫

補助事業:参照） 

 

５．ロシア語研修事業 

サンクトペテルブルグ大学に２名のロシア語研修生を派遣した。 

 

６．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） 
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７．「実業ロシア」、「ロシア工業団地協会」等との協力の具体化 

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28年（2016年）3

月に同国の非営利団体「ロシア工業団地協会」、平成29年（2017年）９月に「ロシア中小企

業発展公社」との間で締結した協力の覚書に基づき、各団体と協力し、セミナー開催など貿

易・投資の促進に資する事業を実施した。 

（Ⅰ．情報サービス・ビジネス交流事業 ２．ミッションの派遣、３．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）  

 

８．経済交流促進事業 

・2019年モスクワ旅行展示会”LTM2019”における日本の自転車文化PR活動（平成31年２月28

日～３月１日） 

モスクワにて開催される国際旅行博覧会”LTM2019”において日本でのサイクルツーリズ

ムのPR活動を行い、自転車文化を通じたロシア人観光客の誘致、観光による地域活性化を図

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 「新市場進出等支援事業」（経済産業省） 

平成28年５月にロシア・ソチにて行われた日露首脳会談において、日本政府がロシア政

府に提示した８項目の協力プランのうち、「５.ロシアの産業多様化・生産性向上」の具体

化に向けた取組みの一環として、ロシア企業に対して生産性診断、訪日研修を実施した。 

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「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） 

他 

 

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及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 
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③データベース構築・更新 

 

（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．第４期プーチン政権の経済戦略 

（平成30年 12月８日～14日 モスクワ市） 

2018年３月に行われたロシア大統領選挙では現職のプーチン大統領が再選を決め、2018

年５月には第４期プーチン政権が始まった。同年９月には第４期プーチン政権の経済政策

の基本方針となる「2024年までのロシア政府の活動基本方針」が策定された。こうした状

況を鑑み、本事業では、2018 年のロシアの経済情勢、ならびに 2018 年５月の大統領令、

同年９月の「基本方針」を中心とする第４期プーチン政権の基本経済政策に関わる情報を

収集・分析するとともに、当該分野の専門家、当会職員等を現地へ派遣し、現地の専門家

や企業からのヒアリング等を実施し、その結果を調査報告書にとりまとめた。 

 

② ロシア経済法運用・市場慣行実態調査 

Ａ. ユーラシア統合と一帯一路がもたらすビジネスチャンスとリスク 

（平成 30年５月 24日～６月１日 ウラジオストク市、ブラゴヴェシチェンスク市、ユジ

ノサハリンスク市） 

（平成30年８月28日～９月９日 モスクワ市、トビリシ市（ジョージア）、キエフ市（ウ

クライナ）） 

（平成30年 10月 12日～21日 モスクワ市、イジェフスク市） 

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及び市場慣行の現状

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、

ロシアおよび周辺諸国において、ユーラシア経済連合と一帯一路の力学がせめぎ合う中で、

法制度および市場慣行の両面で日系企業が考慮すべき現実につき、調査を実施した。その

うえで、本件が日系企業のビジネスに及ぼす影響を分析し、対応のあり方を提示した。 

 

２．ビジネスマッチング、コンサルティング事業 

（１） ビジネスフォーラム等開催事業 

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における日ロビジネス対話 

（平成30年５月25日 （サンクトペテルブルグ市）） 

   第 22 回サンクトペテルブルグ国際経済フォーラムの枠内にて、安倍総理大臣、プーチ

ン・ロシア大統領の隣席のもと、実業ロシア・露日ビジネスカウンシルと共催で日ロビジ

ネス対話「８項目の協力プラン：日ロ経済協力の成果と課題、展望」を開催した。同対話

では、安倍総理大臣、プーチン大統領のスピーチのほか、世耕経済産業大臣兼ロシア経済
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分野協力担当大臣、オレシキン経済発展大臣ほか、日ロの経済界の代表29名が登壇し、発

言を行った。なお日ロビジネス対話には約 300 名（日本側 150 名、ロシア側 150 名）が参

加した。 

またフォーラム会期中、会場内にて「ジャパンパビリオン」を設置し、８項目の「協力

プラン」の成果や日本食・観光等の日本の魅力を映像展示した他、パビリオン内でカイゼ

ンやデジタル等をテーマとしたミニセミナーを24回にわたって実施した。 

 

Ｂ．イノプロム2018における日露ビジネスプログラム実施 

（平成30年７月７日～13日 （エカテリンブルグ市）） 

 イノプロムとは、2010年から毎年、ロシアのウラル地方に位置するスヴェルドロフスク

州エカテリンブルグ市で開催されている産業国際見本市である。日本は 2017 年に「パー

トナー国」として参加、当会は、日本代表団を組織しその事務局を務めるとともに、イノ

プロムの枠内で「日ロビジネスフォーラム」等の各種会議を開催等、各種支援を行った。

2018年は、そのフォローアップとして「日ロ産業セッション」を開催した。また、ジェト

ロが主催したジャパンパビリオン出展企業を対象に、現地テクノパークの視察のアレンジ

も行った。（約120名が参加） 

 

Ｃ．東方経済フォーラム・日ロラウンドテーブル 

（平成30年９月12日 （ウラジオストク市）） 

９月11日～13日にロシアのウラジオストク市で開かれた「第４回東方経済フォーラム」

の枠内にて、日ロ双方から計18名のモデレーター、報告者、コメント発言者が登壇する、

日ロラウンドテーブル「新たな段階に向けての日露極東連携：ビジネス成功の鍵と新たな

可能性」を露日ビジネスカウンシル、実業ロシアと共同で開催した。日本側からは寺澤経

済産業審議官（世耕経済産業大臣兼ロシア経済分野協力担当大臣が出席予定であったが、

北海道震災対応で訪ロできず）、ロシア側からはオレシキン経済発展大臣の出席があった。

（日本側200名、ロシア側150名 計 約 350名が参加） 

 

Ｄ．日ロ先端技術交流セミナー 

（平成30年 10月５日（サンクトペテルブルグ市））  

ロシア・旧ソ連圏における理系・工学系のトップレベルの教育・研究機関であるサンク

トペテルブルグ工科大学と共催で、日ロ先端技術交流セミナーを開催した。セミナーでは、

ロシア側より、デジタル技術を応用したジェネレーティブデザインによる自動車設計やロ

ボティクス、ロシアにおける産学連携等の事例が紹介されたほか、日本側からは工科大学

にこの度オープンした Kawasaki-Polytech ロボット技術センターに関わる報告が行われた。

（日本側17名、ロシア側20名 計37名が参加） 
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Ｅ．ロシア生産性向上セミナー in カルーガ、エカテリンブルグ 

（平成30年 12月３日（カルーガ市）、12月６日（エカテリンブルグ市）） 

日ロ両国政府の合意に基づき、2017～2018 年にかけてロシア企業 22 社に対して実施し

た生産性診断事業の成果と内容を広く紹介するために、12月３日及び６日にカルーガとエ

カテリンブルグで日本の改善専門家による「生産性向上セミナー」を開催した。（カルーガ

では64名、エカテリンブルグでは126名、計190名が上記セミナーに参加） 

 

Ｆ.ロシア生産性向上セミナー in イワノヴォ 

（平成31年３月５日、イワノヴォ市） 

カルーガ、エカテリンブルグで実施した上記セミナーと同様の趣旨で、生産性向上セミ

ナーをイワノヴォ州で実施した。セミナーでは、ヴォスクレセンスキー知事の挨拶のほか、

生産性診断の対象企業であるイワノヴォ家具工場の代表、そして同工場で改善指導を行っ

た日本の専門家が報告を行った。（110名が参加） 

 

Ｇ.モスクワにおける再生医療セミナー  

（平成31年２月19日（モスクワ市）） 

日本がロシアに提示した８項目の協力プランの中には、「(1)健康寿命の伸長」として医

療分野が含まれている。これに沿って本事業では、国立放射線医療研究センター（ゲルツ

ェンがんセンター）を現地カウンターパートとし、日本の先進的再生医療技術をロシアの

医療関係者に紹介し、同分野における技術提携・導入および研究交流の促進等を図ること

を目的とするセミナーをモスクワ市において開催した。（40名が参加） 

 

②日本開催 

Ａ．ノヴゴロド州投資プレゼンテーション 

（平成30年４月19日 ホテルニューオータニ） 

ニキーチン・ノヴゴロド州知事を団長とする代表団の来日を機に、掲題プレゼンテーシ

ョンを実施した。プレゼンテーションでは同州の経済状況や観光魅力が紹介されたほか、

同行企業５社のプレゼンが行われた。プレゼンテーション終了後は同州企業と日本企業と

のビジネスマッチングを組織した。（日本側49名、ロシア側22名 計71名が参加） 

 

Ｂ．ブリヤート共和国投資プレゼンテーション 

（平成30年６月15日 ホテルニューオータニ） 

ツィデノフ・ブリヤート共和国首長を団長とする代表団の来日を機に、掲題プレゼンテ

ーションを実施した。プレゼンテーションでは同州の投資環境や投資家への支援策が紹介

されたほか、同行企業６社のプレゼンが行われた。プレゼンテーション終了後は同共和国

企業と日本企業とのビジネスマッチングを組織した。（日本側79名、ロシア側56名 計
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135名が参加） 

 

Ｃ．チェリャビンスク州投資プレゼンテーション 

（平成30年９月25日 如水会館） 

  ドゥブロフスキー・チェリャビンスク州知事を団長とする代表団が来日するのを機に、

掲題プレゼンテーションを実施した。プレゼンテーションでは同州の投資プロジェク

トや企業活動、同州における日本企業の活動事例等が紹介されたほか、チェリャビン

スク州企業（１社）と日本企業（２社）間の協力文書署名式および同州企業と日本企

業とのビジネスマッチング（20件）が行われた。（日本側約60名、ロシア側約30名 計

約90名が参加） 

 

Ｄ．～日本とロシアのデジタル経済・IoT 分野の新たな協力に向けて～日本―ロシアパネ

ルセッション＠CEATEC 

（平成30年 10月 19日 幕張メッセ 国際会議場） 

「CEATEC JAPAN 2018」の枠内で掲題パネルセッションを開催した。パネルセッション

では日ロ双方のデジタル・IoT 関係企業５社より、ロシアの IT・デジタル産業の現状や

ロシア IT関連企業のポテンシャル等を紹介するプレゼンテーションが行われた。（日本

側51名、ロシア側12名 計 63名が参加） 

 

Ｅ．モスクワ州投資プレゼンテーション 

（平成31年２月27日 ホテルニューオータニ） 

（平成31年３月１日 名古屋マリオットアソシアホテル） 

フロモフ・モスクワ州副首相を団長とする代表団の来日を機に、掲題プレゼンテーシ

ョンを実施した。プレゼンテーションでは同州のビジネス環境と投資ポテンシャルが紹

介されたほか、同州に進出している日本企業から報告が行われた。プレゼンテーション

終了後はモスクワ州政府幹部と日本企業との個別面談を組織した。 

（平成31年２月27日 日本側88名、ロシア側25名、計113名が参加） 

（平成31年３月１日 日本側91名、ロシア側19名、計110名が参加） 

 

（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  

Ａ．中堅・中小企業の貿易・投資促進ビジネスマッチング  

・モスクワ木材加工機械展示会「LESDREVMASH 2018」出展ミッション 

（平成30年 10月 20日～27日 モスクワ市） 
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Ｂ．ロシアの地方都市における投資・貿易促進ビジネスマッチング 

    ・ロシア南部建材・技術展「YUGBUILD 2019」出展ミッション 

    （平成31年 2月 24日～3月 4日 クラスノダール市） 

 

Ｃ．先進分野における貿易・投資促進ビジネスマッチング 

・ウラジオストク・デジタル分野ビジネスマッチング 

（平成30年 12月２日～５日 ウラジオストク市） 

 

・ロシアにおける日本の化粧品・美容関連製品輸出促進イベント 

「JAPAN Beauty Week in Russia 2019」 

（事前出張 平成30年 12月 16日～22日 モスクワ市） 

（イベント開催 平成31年２月13日～20日 モスクワ市） 

 

②受入型ビジネスマッチング事業 

・ノヴォシビルスク州ITクラスター代表団受入 

（平成31年２月24日～３月２日） 

ノヴォシビルスク州経済省傘下の州政府機関であるノヴォシビルスク州投資発展エージ

ェンシー及び同州アカデムゴロドクの IT クラスターを代表する団体「シブアカデムソフ

ト」の幹部を招聘し、東京及び福岡市におけるデジタル経済・スタートアップ分野関係者

とのビジネスマッチングを実施した。また、招聘者によるビジネスセミナーも併せて実施

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。 
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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 30 年度は、「（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、ならびに現地カウンターパートとの業務調整

のための現地出張を行った。 

「（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、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、「第７回日本カザフスタン

経済官民合同協議会」、「カザフスタン投資プレゼンテーション」等の会合を組織し、また「第

14回日本ウズベキスタン経済合同会議」などで二国間経済委員会の活動を支援した。 

「（４）産業育成ビジネスマッチング事業」では、派遣型ビジネスマッチングとして「カ

ザフスタン・デジタル分野協力ビジネスマッチング」を実施、第７回日本カザフスタン経済

官民合同協議会の機会に合わせ、IT系有識者やベンチャー支援実務家などを中心とした代表

団をカザフスタンへ派遣した。また、受入型ビジネスマッチングについては、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、書類審査によりウズベキスタンより２グループ、キルギスより１グループを対象企

業グループに選定、各グループを日本へ招聘し、日本企業とのマッチングを図った。 

 

＜「投資環境整備NW」設立準備・運営円滑化事業＞ 

・ 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30年 11月 19日～22日、キルギス共和国ビシケク市） 

・ 日本カザフスタン投資環境整備ネットワーク業務調整出張 

（平成31年３月４日～７日、カザフスタン共和国アスタナ市、アルマトィ市） 

 

＜ビジネスフォーラム開催、企業間交流促進事業＞ 

・「第７回日本カザフスタン経済官民合同協議会」 

（平成30年６月27日～28日、アスタナ市）（参加者305名）  

・「第14回日本ウズベキスタン経済合同会議」 

（平成30年 10月 25日 東京）（参加者184名）  

・「カザフスタン投資プレゼンテーション」 
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（平成30年 12月 11日 東京）（参加者75名）  

 

＜産業育成ビジネスマッチング事業＞  

・派遣型ビジネスマッチング 

カザフスタン・デジタル分野協力ビジネスマッチング（平成30年６月25日～29日） 

 

・受入型ビジネスマッチング： 

第１回「ウズベキスタンシルク産業協会グループ・ビジネスマッチング」（平成30年 10

月 19日～26日） 

  第２回「ウズベキスタン医薬品小売グループ・ビジネスマッチング」（平成 30 年 11 月

12日～18日） 

第３回「キルギス食品加工企業グループ・ビジネスマッチング（第４回外食 FOODTABLE

展出展）」（平成31年２月12日～17日） 

 

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） 

ロシア等産油・産ガス国投資等促進事業 

（１）戦略的投資環境調査・情報提供事業 

◆ロシア 

（平成30年 11月７日～16日 モスクワ市、オムスク市、ノヴォシビルスク市） 

（平成31年２月17日～23日 ノヴォシビルスク市） 

ロシアにおける石油･天然ガスの精製・加工あるいは石油･天然ガス関連の省エネルギー・環境

分野、あるいは石油･天然ガスのサポーティングインダストリーに関わる現状及びその多様化・

高度化ならびに労働生産性の向上に関連した日本企業との協力可能性について調査するべく、モ

スクワ、オムスク及びノヴォシビルスクを訪問、現地専門家との面談を通じて最新情報を収集し、

報告書にまとめた。 

 

◆中央アジア･コーカサス 

（平成31年１月29日～２月７日 トルクメニスタン アシガバード市、トルクメンバシ市、経

済特区アヴァザ、アゼルバイジャン共和国バクー市、カザフスタン共和国アクタウ市） 

（平成31年３月３日～７日 モスクワ市、カザフスタン共和国 アスタナ市、アルマトィ市） 

2018年８月に調印された『カスピ海の法的地位に関する協定』の石油・ガス分野を含めたカス

ピ海地域開発への影響を調査テーマとし、カスピ海底の石油・ガス鉱床開発や海底パイプライン

建設、船舶航行・運輸、港湾ならびに沿岸都市整備、漁業、環境保全等、カスピ海の法的地位の

確定が沿岸諸国の経済に及ぼす影響と期待される効果について、包括的な情報の収集・分析を行
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い、報告書にまとめた。 

 

（２）戦略的産業協力・企業間交流促進事業 

１）産業協力・企業間交流セミナー開催（日本開催） 

◆ロシア：「ロシアによる北極圏開発の現状と展望」 

「ロシアによる北極圏開発の現状と展望」と題し、北極海地域における石油ガス開発、そし

て北極海航路の運用可能性について現況を把握するべく、同地域におけるロシアの政策方針・

環境・油ガス田開発・運輸それぞれの分野に精通した専門家を招聘した。ヤマルLNGプロジェ

クトの成功により、北極圏開発に注がれるロシアの期待は大きくなっており、ロシア政府は強

力な支援策を用意している他、日本を含む諸外国に対して積極的に協力を呼びかけ始めている。

また、北極海航路に関しても各種試験運用が開始されており、特にアジア方面への東方ルート

の展望にも注目が集まっている。このような背景を踏まえ、ロシアの北極圏開発に関して総合

的な視野を得るべく、セミナーを開催した。 

 

・産業協力・企業間交流セミナー「ロシアによる北極圏開発の現状と展望」： 

（都内開催 平成31年 1月 23日 コングレスクエア日本橋） 

 （札幌開催 平成31年 1月 25日 TKP札幌カンファレンスセンター） 

 

◆中央アジア・コーカサス：「カザフスタンの石油・ガス産業と環境法制の現状～日本との協力

の可能性～」 

中央アジア最大の産油国であるカザフスタンでは、電力部門を含め、エネルギー関連の主要

企業は全て企業連合「カズエナジー協会」にまとめられている。協会は傘下全企業の利益を代

表し、政府に対して関連の税・法制度の改正のための提言やロビー活動を行う他、国際フォー

ラムの開催、調査・情報提供活動を行う。当会はカズエナジーとは長きにわたる協力関係にあ

り、本事業では日本とカザフスタンの石油・ガス分野における環境分野における協力の可能性

をテーマにセミナーを開催した。カズエナジーより専門家を招聘、カザフスタンの石油・ガス

産業の現状、同分野における環境政策等に関する情報を日本側関係者に提供、環境分野におけ

る協力と共同プロジェクト組成の可能性を共に考察する契機とした。 

 

・産業協力・企業間交流セミナー「カザフスタンの石油・ガス産業と環境法制の現状～日本との

協力の可能性～」 

 （平成30年 12月５日 如水会館） 

 

２）産業協力・企業間交流団派遣事業 

◆ロシア及び中央アジア・コーカサス：「エネルギー・環境産業協力セミナー」 

（平成30年６月26日～７月１日 チュメニ市、カザフスタン共和国アスタナ市）  
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ロシア等産油・産ガス国投資等促進事業の一環である「エネルギー・環境産業協力セミナー」

は、日本から代表団を派遣し、現地においてビジネスフォーラム・セミナー等を開催することに

より、石油・ガス等のエネルギー、あるいは環境関連分野における日本と対象国の間の技術協力

の拡大、日本からの技術移転の促進等を図り、これを通じて対象国における製造業育成、産業多

角化に貢献するとともに、日本企業の新たな市場開拓につなげることを目的とする。本年度はロ

シア（チュメニ）とカザフスタン（アスタナ）においてセミナーを開催した。 

 

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． 日ロの地域間ビジネス交流促進補助事業 

（１）日ロの地域間ビジネス交流促進セミナー等イベント開催  

日ロの首脳外交を地域レベルでサポートし、外交関係の信頼醸成に貢献するとともに、人

的交流のみならず、地域間でのビジネス関係を進展させ、より強固な日ロ関係緊密化に貢献

することを目的として、ロシアビジネスに従事する企業家等を講師に招き、ビジネス交流促

進セミナーを福井、旭川、松山において計３回実施した。また、事業内容をまとめた報告書

「平成30年度ロシアビジネスセミナー（福井・旭川・愛媛）」を作成した。 

 

・ロシアビジネスセミナー in 福井－日ロビジネスの可能性－ 

（平成30年７月19日、ザ・グランユアーズフクイ） 

・ロシアビジネスセミナー in 旭川－日ロのグローカルビジネスの可能性－ 

（平成30年 8月 22日 アートホテル旭川） 

・ロシアビジネスセミナー in 愛媛－交流から観光、ビジネスへの展望 

（平成31年２月６日 東京第一ホテル松山） 

 

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 

－第20回定時総会（平成30年６月11日、如水会館）  

 

・日本ウズベキスタン経済委員会 

－第25回定時総会（平成30年６月11日、如水会館） 

－第14回日本ウズベキスタン経済合同会議（主催：日本ウズベキスタン経済委員会、（一社）

ロシアNIS貿易会、ウズベキスタン日本経済委員会、後援：在日ウズベキスタン共和国大
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使館、平成30年 10月 25日、ホテルニューオータニ） 

 

・日本カザフスタン経済委員会 

－第25回定時総会（平成30年６月11日、如水会館） 

－第７回日本カザフスタン経済官民合同協議会（主催：経済産業省、外務省、日本カザフス

タン経済委員会、（一社）ロシア NIS 貿易会、カザフスタン共和国投資・発展省、カザフ

スタン・日本経済委員会、平成30年６月27日～28日、カザフスタン共和国アスタナ市リ

クソス・プレジデント・アスタナ・ホテル） 

－カザフスタン投資プレゼンテーション「変動するユーラシアと対カザフスタン投資の可能

性」（主催：（一社）ロシア NIS 貿易会、日本カザフスタン経済委員会、国営企業「カザフ

インベスト」、在日カザフスタン共和国大使館、平成 30 年 12 月 11 日、ホテルニューオー

タニ） 

 

・日本トルクメニスタン経済委員会 

－第25回定時総会（平成30年６月11日、如水会館） 

－日本トルクメニスタンビジネスフォーラム（平成30年７月２日、霞が関東海倶楽部） 

 

・日本モンゴル経済委員会 

－第46回定時総会（平成30年 6月 11日、如水会館） 

－第９回日本モンゴル官民合同協議会（主催：経済産業省、日本モンゴル経済委員会、モン

ゴル国外務省、モンゴル商工会議所）(平成30年 12月 12日、霞山会館) 

－フレルスフ・モンゴル国首相訪日歓迎レセプション（主催：衆議院日本モンゴル友好議員

連盟、参議院日本モンゴル友好議員連盟、日本モンゴル友好協会、日本モンゴル協会、日

本・モンゴル虹の会、日本モンゴル親善協会、日本モンゴル経済委員会、平成30年 12月

12日、東海大学校友会館） 

 

 

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30年度定時総会（平成30年６月11日、如水会館）  

報告事項１ 平成29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29年度計算書類等（案） 

第２号議案 役員選任の件（案） 
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・ 平成30年度第１回理事会（平成30年５月21日、如水会館） 

議題： 

 第１号議案 平成 29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 29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 30年度定時総会開催の件（案） 

第５号議案 平成 30年度事業計画及び収支予算の一部変更（案） 

 

・ 平成30年度第２回理事会（平成30年６月11日、如水会館） 

議題： 

第１号議案 役員（副会長）の選定（案） 

 

・ 平成30年度第３回理事会（平成31年 3月 22日、如水会館） 

議題： 

(１)議案審議 

第１号議案 平成 31年度事業計画書（案） 

 第２号議案 平成 31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 企画委員会委員長及び委員の選任の件（案） 

(２)その他 

専務理事の選定方針とタイムスケジュールにかかわる確認 

 

・ 平成30年度第１回企画委員会（平成30年５月16日、ロシアNIS貿易会会議室） 

議題：(１)平成30年度第１回理事会について 

・平成29年度事業報告（案）、平成29年度計算書類（案）    

・平成30年度事業計画及び収支予算の一部変更（案） 他 

(２)平成30年度定時総会および平成30年度第２回理事会について 

(３)その他 

 

・ 平成30年度第２回企画委員会（平成31年３月11日、ロシアNIS貿易会会議室） 

議題：(1)平成30年度第３回理事会について 

   (2)その他 

専務理事の選定方針とタイムスケジュールにかかわる確認 
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Ⅷ．平成30年度会員の入・退会の状況 
 

一般社団法人ロシアNIS貿易会 

（平成31年３月31日現在） 

１．会員数 

正会員  27社（前年度  26社） 

準会員  89社（前年度  96社） 

合 計 116社（前年度 122社） 

 

２．入会 

正会員      １社 株式会社東芝 

 

準会員      ２社  ECLエージェンシー株式会社 

              株式会社JSM  

                                                  

３．退会   

正会員     ０社  なし                                                                     

 

準会員         ９社  Renaissance Heavy Industries  

株式会社アールジェイコミュニケーションズ 

横浜ゴム株式会社 

横浜通商株式会社 

神栄株式会社 

グローバルデベロップメント株式会社 

株式会社エムズコーポレーション 

日本磁力選鉱株式会社 

森松工業株式会社 

 

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30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。 

 

令和元年5月 20日 

一般社団法人ロシアNIS貿易会 

 


