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日ロフェリー定期航路利用促進協議会規約 

 

（名称） 

第１条 この協議会は、日ロフェリー定期航路利用促

進協議会（以下「協議会」という。）と称する。 

日ロフェリー定期航路利用促進協議会規約 

 

（名称） 

第１条 この協議会は、日ロフェリー定期航路利用促

進協議会（以下「協議会」という。）と称する。 

（目的） 

第２条 協議会は、本道の国際化及び産業の振興に寄

与するため、北海道とサハリン州とを結ぶフェリー

定期航路の利用促進を図り、もって本航路の永続的

な発展に資することを目的とする。 

（目的） 

 

第２条 協議会は、本道の国際化及び産業の振興に寄

与するため、北海道とサハリン州とを結ぶフェリー

定期航路の利用促進を図り、もって本航路の永続的

な発展に資することを目的とする。 

（事業） 

第３条 前条に規定する目的を達成するため、次に掲

げる事業を行う。 

(1) 国際旅客及び貨物の需要開発に関する事業 

(2) 航路に関する広報宣伝に関する事業 

(3) ロシア連邦極東地域に関する調査及び研究に

関する事業 

(4) 日ロフェリー定期航路利用促進合同会議の開

催に関する事業 

(5) 前各号に掲げるもののほか、前条に規定する目

的を達成するために必要な事業 

（事業） 

第３条 前条に規定する目的を達成するため、次に掲

げる事業を行う。 

(1) 国際旅客及び貨物の需要開発に関する事業 

(2) 航路に関する広報宣伝に関する事業 

(3) ロシア連邦極東地域に関する調査及び研究に

関する事業 

(4) 日ロフェリー定期航路利用促進合同会議の開

催に関する事業 

(5) 前各号に掲げるもののほか、前条に規定する目

的を達成するために必要な事業 

（構成） 

第４条 協議会は、第２条に規定する目的に賛同する

別表第１に掲げる団体、企業等（以下「団体等」と

いう。）をもって構成する。ただし、事業を実施する

ため専門的知識を有する者から意見を聴取する場

合その他の必要があると会長が認めた場合は、オブ

ザーバーを置くことができる。 

２ オブザーバーは、前項ただし書の規定による意見

の聴取等が終了したときは、解任されるものとす

る。 

（構成） 

第４条 協議会は、第２条に規定する目的に賛同する

別表第１に掲げる団体、企業等（以下「団体等」と

いう。）をもって構成する。ただし、事業を実施する

ため専門的知識を有する者から意見を聴取する場

合その他の必要があると会長が認めた場合は、オブ

ザーバーを置くことができる。 

２ オブザーバーは、前項ただし書の規定による意見

の聴取等が終了したときは、解任されるものとす

る。 

（役員） 

第５条 協議会に次の役員を置く。 

(1) 会 長   １名 

(2) 副会長  若干名 

(3) 監 事   ２名 

２ 役員は、団体等の役職員の中から、総会において

選出する。 

（役員） 

第５条 協議会に次の役員を置く。 

(1) 会 長   １名 

(2) 副会長  若干名 

(3) 監 事   ２名 

２ 役員は、団体等の役職員の中から、総会において

選出する。 
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３ 役員の任期は１年とし、再任を妨げない。 

４ 役員の欠員によって選出された者の任期は、前任

者の残任期間とする。 

５ 会長、副会長及び監事は、相互に兼ねることがで

きない。 

３ 役員の任期は１年とし、再任を妨げない。 

４ 役員の欠員によって選出された者の任期は、前任

者の残任期間とする。 

５ 会長、副会長及び監事は、相互に兼ねることがで

きない。 

（職務） 

第６条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又

は会長が欠けたときは、その職務を代行する。この

場合において、副会長が２名以上いるときは、あら

かじめ会長が定める順序によりその職務を代行す

るものとする。 

３ 監事は、会計を監査し、総会に報告する。 

（職務） 

第６条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又

は会長が欠けたときは、その職務を代行する。この

場合において、副会長が２名以上いるときは、あら

かじめ会長が定める順序によりその職務を代行す

るものとする。 

３ 監事は、会計を監査し、総会に報告する。 

（総会） 

第７条 総会は、団体等の役職員の中から選任された

委員をもって構成する。 

２ 総会は、会長が招集する。 

３ 総会の議決事項は、次のとおりとする。 

(1) 規約の制定及び改廃に関する事項 

(2) 事業計画の策定及び事業報告に関する事項 

(3) 予算及び決算に関する事項 

(4) 協議会の解散に関する事項 

(5) その他重要な事項として会長が必要と認めた

もの 

４ 総会の議長は、会長がこれに当たり、会長が欠席

した場合にあっては、あらかじめ会長が指名した委

員がこれに当たる。 

５ 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。 

６ 総会の議事は、出席した委員の過半数の同意をも

って決し、可否同数の場合は、議長の決するところ

による。ただし、第３項第４号に掲げる事項にあっ

ては、委員の総数の４分の３以上で決するものとす

る。 

７ 前３項の規定にかかわらず、会長は、第３項第３

項第１号から第３号まで及び第５号に掲げる事項

について書面（電子メール等を含む。以下この項に

おいて同じ。）により委員の意見を徴することがで

きる。この場合において、会長が指定する期日まで

（総会） 

第７条 総会は、団体等の役職員の中から選任された

委員をもって構成する。 

２ 総会は、会長が招集する。 

３ 総会の議決事項は、次のとおりとする。 

(1) 規約の制定及び改廃に関する事項 

(2) 事業計画の策定及び事業報告に関する事項 

(3) 予算及び決算に関する事項 

(4) 協議会の解散に関する事項 

(5) その他重要な事項として会長が必要と認めた

もの 

４ 総会の議長は、会長がこれに当たり、会長が欠席

した場合にあっては、あらかじめ会長が指名した委

員がこれに当たる。 

５ 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。 

６ 総会の議事は、出席した委員の過半数の同意をも

って決し、可否同数の場合は、議長の決するところ

による。ただし、第３項第４号に掲げる事項にあっ

ては、委員の総数の４分の３以上で決するものとす

る。 

７ 前３項の規定にかかわらず、会長は、第３項第３

項第１号から第３号まで及び第５号に掲げる事項

について書面（電子メール等を含む。以下この項に

おいて同じ。）により委員の意見を徴することがで

きる。この場合において、会長が指定する期日まで
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に書面を提出した委員の２分の１以上が当該事項

について同意したときは、当該同意をもって総会の

議決があったものとみなす。 

に書面を提出した委員の２分の１以上が当該事項

について同意したときは、当該同意をもって総会の

議決があったものとみなす。 

（幹事会） 

第８条 協議会の円滑な運営を図るため、協議会に幹

事会を置く。 

２ 幹事会は、別表第２に掲げる団体等の役職員等の

中から選任された幹事をもって構成する。 

３ 協議会の会務を整理するため、幹事会に代表幹事

を置く。 

４ 代表幹事は、幹事会において選出された幹事をも

って充てる。 

５ 幹事会は、代表幹事が招集する。ただし、代表幹

事が選出される前に行う幹事会にあっては、会長が

あらかじめ指定した幹事が招集するものとする。 

６ 幹事会は、総会の議決した事項の執行に関する事

項その他代表幹事が必要と認めた事項を協議する

ものとする。 

７ 幹事会は、幹事の２分の１以上が出席しなけれ

ば、開くことができない。 

８ 幹事会の議事は、出席した幹事の過半数の同意を

もって決し、可否同数の場合は、代表幹事の決する

ところによる。 

９ 前３項の規定にかかわらず、代表幹事は、第６項

に規定する事項について書面（電子メール等を含

む。以下この項において同じ。）により幹事の意見

を徴することができる。この場合において、代表幹

事が指定する期日までに書面を提出した幹事の２

分の１以上が当該事項について同意したときは、当

該同意をもって議事が決定されたものとみなす。 

（幹事会） 

第８条 協議会の円滑な運営を図るため、協議会に幹

事会を置く。 

２ 幹事会は、別表第２に掲げる団体等の役職員等の

中から選任された幹事をもって構成する。 

３ 協議会の会務を整理するため、幹事会に代表幹事

を置く。 

４ 代表幹事は、幹事会において選出された幹事をも

って充てる。 

５ 幹事会は、代表幹事が招集する。ただし、代表幹

事が選出される前に行う幹事会にあっては、会長が

あらかじめ指定した幹事が招集するものとする。 

６ 幹事会は、総会の議決した事項の執行に関する事

項その他代表幹事が必要と認めた事項を協議する

ものとする。 

７ 幹事会は、幹事の２分の１以上が出席しなけれ

ば、開くことができない。 

８ 幹事会の議事は、出席した幹事の過半数の同意を

もって決し、可否同数の場合は、代表幹事の決する

ところによる。 

９ 前３項の規定にかかわらず、代表幹事は、第６項

に規定する事項について書面（電子メール等を含

む。以下この項において同じ。）により幹事の意見

を徴することができる。この場合において、代表幹

事が指定する期日までに書面を提出した幹事の２

分の１以上が当該事項について同意したときは、当

該同意をもって議事が決定されたものとみなす。 

（会計） 

第９条 協議会の経費は、団体等の負担金その他の収

入をもって充てる。 

２ 協議会の会計年度は、毎年４月１日から翌年の３

月31日までとする。 

３ 前２項に規定するもののほか、協議会の予算の編

成その他協議会の会計に関し必要な事項は、会長が

別に定める。 

（会計） 

第９条 協議会の経費は、団体等の負担金その他の収

入をもって充てる。 

２ 協議会の会計年度は、毎年４月１日から翌年の３

月31日までとする。 

３ 前２項に規定するもののほか、協議会の予算の編

成その他協議会の会計に関し必要な事項は、会長が

別に定める。 

（事務局） （事務局） 
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第10条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務

局を置く。 

２ 事務局は、北海道総合政策部交通政策局交通企画

課に設置する。 

３ 事務局には、事務局長その他必要な職員を置く。 

４ 事務局長は、北海道総合政策部交通政策局交通企

画課港湾担当課長をもって充てる。 

５ 事務局は、次に掲げる業務を行う。 

(1) 代表者印の管守に関すること 

(2) 協議会の経費の執行及び管理に関すること 

(3) 文書の収受、発送、編纂及び保存に関すること 

(4) 協議会の会議事務に関すること 

(5) その他協議会の運営に関し必要な事項 

６ 前各項に定めるもののほか、事務局の運営に関し

必要な事項は、会長が別に定める。 

第10条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務

局を置く。 

２ 事務局は、北海道総合政策部交通政策局交通企画

課に設置する。 

３ 事務局には、事務局長その他必要な職員を置く。 

４ 事務局長は、北海道総合政策部交通政策局交通企

画課港湾担当課長をもって充てる。 

５ 事務局は、次に掲げる業務を行う。 

(1) 代表者印の管守に関すること 

(2) 協議会の経費の執行及び管理に関すること 

(3) 文書の収受、発送、編纂及び保存に関すること 

(4) 協議会の会議事務に関すること 

(5) その他協議会の運営に関し必要な事項 

６ 前各項に定めるもののほか、事務局の運営に関し

必要な事項は、会長が別に定める。 

（負担金） 

第11条 第９条第１項の負担金の額は、総会の議決に

より定める。 

（負担金） 

第11条 第９条第１項の負担金の額は、総会の議決に

より定める。 

（監査等） 

第12条 会長は、毎会計年度終了後、事業報告書及び

収支計算書を作成し、通常、総会の開催の10日前ま

でに監事に提出して、その監査を受けなければなら

ない。 

２ 監事は、前項の事業報告書及び収支計算書を受領

したときは、これを監査し、その結果について監査

報告書を作成しなければならない。 

３ 監事は、前項の監査報告書を作成した場合は、速

やかに、当該監査報告書を会長に提出しなければな

らない。 

４ 会長は、第１項の事業報告書及び収支計画書並び

に第２項の監査報告書を総会に提出し、総会の議決

を得なければならない。 

５ 会長は、前項の議決を得た後は、速やかに、同項

に規定する書類を事務局に備え付けておかなけれ

ばならない。 

（監査等） 

第12条 会長は、毎会計年度終了後、事業報告書及び

収支計算書を作成し、通常、総会の開催の10日前ま

でに監事に提出して、その監査を受けなければなら

ない。 

２ 監事は、前項の事業報告書及び収支計算書を受領

したときは、これを監査し、その結果について監査

報告書を作成しなければならない。 

３ 監事は、前項の監査報告書を作成した場合は、速

やかに、当該監査報告書を会長に提出しなければな

らない。 

４ 会長は、第１項の事業報告書及び収支計画書並び

に第２項の監査報告書を総会に提出し、総会の議決

を得なければならない。 

５ 会長は、前項の議決を得た後は、速やかに、同項

に規定する書類を事務局に備え付けておかなけれ

ばならない。 

（解散） 

第13条 協議会は、総会の議決を経て解散することが

できる。 

２ 協議会が解散する際に生じた剰余金又は欠損金

（解散） 

第13条 協議会は、総会の議決を経て解散することが

できる。 

２ 協議会が解散する際に生じた剰余金又は欠損金
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の取扱いについては、当該解散の議決をした総会の

時に併せて議決を得て決定するものとする。 

の取扱いについては、当該解散の議決をした総会の

時に併せて議決を得て決定するものとする。 

（剰余金等の処理） 

第14条 協議会は、決算において、剰余金が生じた場

合には、総会の議決を経て、これを処理しなければ

ならない。 

２ 協議会は、決算において、欠損金が生ずる見込み

となった場合には、総会の議決を経て、これを処理

しなければならない。 

（剰余金等の処理） 

第14条 協議会は、決算において、剰余金が生じた場

合には、総会の議決を経て、これを処理しなければ

ならない。 

２ 協議会は、決算において、欠損金が生ずる見込み

となった場合には、総会の議決を経て、これを処理

しなければならない。 

（責任分担） 

第15条 協議会は、第３条各号に掲げる事業に起因し

た事故により第三者に損害を与えたときは、その損

失について総会の議決を得て負担すべき範囲等を

決定するものとする。 

（責任分担） 

第15条 協議会は、第３条各号に掲げる事業に起因し

た事故により第三者に損害を与えたときは、その損

失について総会の議決を得て負担すべき範囲等を

決定するものとする。 

（会長への委任） 

第16条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営

に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

（会長への委任） 

第16条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営

に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

   附 則 

 この規約は、平成７年３月30日から施行する。 

   附 則 

 この規約は、平成７年３月30日から施行する。 

   附 則 

 この規約は、平成21年５月19日から施行する。ただ

し、第10条の規定については、平成21年４月１日から

適用する。 

   附 則 

 この規約は、平成21年５月19日から施行する。ただ

し、第10条の規定については、平成21年４月１日から

適用する。 

附 則 

 この規約は、平成22年５月17日から施行する。ただ

し、第10条の規定については、平成22年４月１日から

適用する。 

附 則 

 この規約は、平成22年５月17日から施行する。ただ

し、第10条の規定については、平成22年４月１日から

適用する。 

附 則 

 この規約は、平成25年５月13日から施行する。ただ

し、第10条の規定については、平成25年４月１日から

適用する。 

附 則 

 この規約は、平成25年５月13日から施行する。ただ

し、第10条の規定については、平成25年４月１日から

適用する。 

附 則 

 この規約は、平成30年６月８日から施行する。ただ

し、第10条の規定については、平成30年４月１日から

適用する。 

附 則 

 この規約は、平成30年６月８日から施行する。ただ

し、第10条の規定については、平成30年４月１日から

適用する。 

附 則 

この規約は、令和３年３月12日から施行する。 

附 則 

この規約は、令和３年３月12日から施行する。 
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附 則 

この規約は、令和  年 月 日から施行する。 

 

別表第１ 

 

北海道経済連合会 北海道市長会 

（一社）北海道商工会

議所連合会 

北海道町村会 

小樽商工会議所 旭川市 

稚内商工会議所 北見市 

北海道ガス（株) 紋別市 

北海道木材産業協同組

合連合会 

名寄市 

（一財）北海道運輸交

通研究センター 

天塩町 

（公財）はまなす財団 北海道 

北海道海運貨物取扱同

業会 

小樽市 

北海道旅客船協会 稚内市 

北海道船主協会連合会 新日本海フェリー(株) 

北海道本州フェリー連

絡協議会 

(株)栗林商会 

北海道倉庫業連合会 (株 )日本旅行北海道 

札幌営業部 

（一社）北海道バス協

会 

(株)アド・ビューロー岩

泉 

（公社）北海道トラッ

ク協会 

(株)G.I.プラン 

 特定非営利活動法人 

北海道日本ロシア協会 

日本赤十字社北海道支

部 

北海道サハリン航路

(株) 

北海道旅客鉄道(株) (株)ノマド 

日本通運(株)札幌支店  

(株)光合金製作所  
 

別表第１ 

 

北海道経済連合会 北海道市長会 

（一社）北海道商工会

議所連合会 

北海道町村会 

小樽商工会議所 旭川市 

稚内商工会議所 北見市 

北海道ガス（株) 紋別市 

北海道木材産業協同組

合連合会 

名寄市 

（一財）北海道運輸交

通研究センター 

天塩町 

（公財）はまなす財団 北海道 

北海道海運貨物取扱同

業会 

小樽市 

北海道旅客船協会 稚内市 

北海道船主協会連合会 新日本海フェリー(株) 

北海道本州フェリー連

絡協議会 

(株)栗林商会 

北海道倉庫業連合会 (株 )日本旅行北海道 

札幌営業部 

（一社）北海道バス協

会 

(株)アド・ビューロー岩

泉 

（公社）北海道トラッ

ク協会 

(株)G.I.プラン 

（一社）全国樺太連盟

北海道事務所 

特定非営利活動法人 

北海道日本ロシア協会 

日本赤十字社北海道支

部 

北海道サハリン航路

(株) 

北海道旅客鉄道(株)  

日本通運(株)札幌支店  

(株)光合金製作所  
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別表第２ 

 

北海道経済連合会 北海道  

（一社）北海道商工会

議所連合会 

小樽市 

小樽商工会議所 稚内市 

稚内商工会議所  

 

北海道ガス(株)  

北海道木材産業協同組

合連合会 

 

 

別表第２ 

 

北海道経済連合会 北海道  

（一社）北海道商工会

議所連合会 

小樽市 

小樽商工会議所 稚内市 

稚内商工会議所 北海道サハリン航路

(株) 

北海道ガス(株)  

北海道木材産業協同組

合連合会 

 

 

 



８ 

 

                            議案第２号 

令和３年度(2021年度) 協議会役員･幹事（案） 

 

１  役 員 

役 職 団 体 名 職 名 氏  名 

会 長 一般財団法人北海道運輸交通研究センター 評議員 佐藤 馨一 

副 会 長 小樽商工会議所 会頭 山本 秀明 

副 会 長 稚内商工会議所 会頭 中田 伸也 

監 事 北海道サハリン航路株式会社
 

代表取締役 川野 忠司 

監 事   （欠員） 

 

２  幹 事 

団 体 名 職 名 氏 名 

北海道経済連合会 地域政策グループ部長 柴山 英明 

一般社団法人 

北海道商工会議所連合会 
政策企画部担当次長 須田 徳夫 

小樽商工会議所 専務理事 山﨑 範夫 

稚内商工会議所 専務理事 達  英二 

北海道木材産業協同組合連合会 専務理事 萩原 祐一 

北海道ガス株式会社 執行役員 総務人事部長 末長 守人 

小 樽 市 産業港湾部 港湾室 港湾振興課 課長 佐々木 雅一 

稚 内 市 企画総務部 サハリン課長 三谷  将 
 

北 海 道 総合政策部国際局国際課 ロシア担当課長 佐藤 知至 

           
総合政策部 交通政策局 交通企画課 

港湾担当課長         ※代表幹事         
表谷 吉恭 

 

 

                                    交替した幹事 

        

 



 

９ 

                            議案第３号 

令和 2年度(2020年度) 事業報告及び決算報告 

1 会議等の実施 事業実施状況 

幹事会・総会の開催 

協議会規約に基づき、総会及び幹事会を開催

した。 

 

 

・総会 

令和２年８月31日（かでる２・７） 

令和３年３月12日（書面開催）  

・幹事会 

  令和２年８月26日 

 （TKP札幌ビジネスセンター赤れんが前） 

  令和３年３月５日（書面開催） 

２ 需要開発・促進関係 事業実施状況 

「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調査 

ロシア極東で事業活動を展開（予定）する「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」の「プラットフォームメンバ

ー」に対して、サハリン州での事業展開等につい

てアンケート調査を実施した。 

 

 

 

・アンケート送付企業１３７社 うち回答５９社 

 

３ 広報宣伝関係 事業実施状況 

(1) 協議会ホームページの運営 

日ロフェリー定期航路ＰＲのホームページホ

スティング委託やコンテンツの更新を実施した。 

 

・ホスティングの実施 

令和２年４月～令和３年３月 

(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 

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、関連ホームペ

ージへのリンク貼り付けなどを実施した。 

 

 

・専門事業者に委託 

(3) サハリン航路ＰＲ事業 

「小樽－コルサコフ」「稚内－コルサコフ」の

航路について、業界紙へのＰＲ広告の掲載を行っ

た。 

 

・海事新聞へ広告を掲載 

令和２年12月～令和３年３月 

月１回 計４回（12/17、1/18、2/15、3/15） 

 



円

円

　次年度繰越額 円

会議費

（1）ｻﾊﾘﾝ州への訪問・会議の開催

（2）幹事会・総会の開催

（3）船社等関係機関との協議

需要開発事業費

「ﾛｼｱ・極東の農業・水産業の生産向上に係る
日露共同ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」に係る「ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑﾒﾝﾊﾞｰ」
へのｻﾊﾘﾝ州進出等調査

広報宣伝事業費

（1）協議会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの運営

（2）協議会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ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

（3）ｻﾊﾘﾝ航路啓発事業

（4）ｻﾊﾘﾝ航路ＰＲ事業

１０

事務費 14,940 23,520 △ 8,580

合計 6,179,940 1,250,468 4,929,472

41,000 41,415 △ 415

1,500,000 264,220 1,235,780

600,000 0 600,000

1,580,000 884,895 695,105

3,721,000 1,190,530 2,530,470

900,000 0 900,000

900,000 0 900,000

50,000 36,418 13,582

30,000 0 30,000

1,544,000 36,418 1,507,582

1,464,000 0 1,464,000

（2）支出の部 （単位：円）

項目
予算額

（A）
決算額

（B）
差引

（A－B）
備考

前年度繰越金 3,774,940 3,774,940 0

合計 6,179,940 6,178,991 △ 949

雑収入 1,000 51 △ 949 　預金利子

　民間企業等 464,000

負担金 2,404,000 2,404,000 0

　道 1,600,000
　稚内市 300,000
　小樽市 40,000

4,928,523

（1）収入の部 （単位：円）

項目
予算額

（A）
決算額

（B）
差引

（B－A）
備考

議案第３号

令和２年度(2020年度）　収支決算報告

　収入決算額 6,178,991

　支出決算額 1,250,468
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【取扱量が多い背景】 
○地理的優位 

関西圏、名古屋圏、関東圏を後背圏とする強みに加え、極東まで最短1.5日と輸送時間が短いため。 

○貨物確保に向けた取組 

ロシア向け物流に強い事業者や荷主企業へのセールス（リードタイムの短さをＰＲ）、ロシア船社 

との定期的意見交換、ウラジオストクで各種セミナー、フォーラムに参加し事業者や行政関係者に対 

するＰＲ、トライアル荷主への補助金を行っている。 

 

 

 

【貨物船】 （輸出入は2018年の実績）

航　　　路 形態 輸　出 輸　入 現　　　状

稚内港     － コルサコフ ﾁｬｰﾀｰ 65ｔ 0ｔ ・アインス宗谷撤退後人貨共に減少

小樽港　　 － 不定期 （データなし） （データなし）

稚内港　　 － コルサコフ

※稚内でｽﾍﾟｰｽﾁｬｰﾀｰがあった場合

小樽港     － コルサコフ 不定期 26,998ｔ 3,068ｔ ・輸出の大部分は中古自動車・部品

小樽港     － （富山） 定期 41,601ｔ 5,532ｔ ・輸入の大部分は水産物

　　　　　 － ウラジオストク、

　　　　　　　ナホトカ、

　　　　　　　スラビヤンカ

伏木富山港 － （小樽） 定期 634,605ｔ 184,609ｔ ・輸出の大部分は中古自動車・部品

　　　　　 － ウラジオストク ・輸入の大部分は原木・製材、石炭

（ＲＯＲＯ船） ・輸出量が最大の航路

伏木富山港 － 定期 （データなし） （データなし）

仙台－横浜－清水－名古屋－神戸 

－ ウラジオストク

（コンテナ船）

京都舞鶴港 － ウラジオストク 定期 102,613ｔ 210,477ｔ ・輸出の大部分は中古自動車・部品

（ＲＯＲＯ船） ・輸入の大部分は石炭

・小樽出港が貨物集荷次第のため稚内の

　輸出日時が定まらない、貨物量確保等

　の課題があり、これまで年数回の運航

　に止まっている。

・稚内港の貨物量が増大すれば稚内寄港

　も検討は可能となる。

・東日本と極東を結ぶ唯一の航路である

　が輸送時間は仙台発から極東着までは

　12日と長い

・ロシア国内等への海陸一貫輸送を中心

　に実施

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 
 
１ これまでの経緯   
(1) 運航経緯 

   1995(H7)  「稚内・コルサコフ定期航路」「小樽・コルサコフ定期航路」の運航開始 
   1996(H8)  「小樽・コルサコフ定期航路」の運航休止、「小樽・ホルムスク定期航路」の運航開始 

1999(H11)  「稚内・コルサコフ定期航路」ハートランドフェリー参入（アインス宗谷就航） 
2005(H17)  「小樽・ホルムスク定期航路」の運航休止 
2015(H27)  「稚内・コルサコフ定期航路」ハートランドフェリー撤退（アインス宗谷終了） 
2016(H28)  「稚内・コルサコフ定期航路」SASCOによりペンギン号就航 

 2019(R1)  「稚内・コルサコフ定期航路」ペンギン号運航休止 
 
(2) フェリー運航上の課題 

2016年（平成28年）から使用してきた船舶（ペンギン号）はフェリーではなく小型客船のため、貨物輸送
が出来ないほか、安定性や快適性に欠け、欠航も多く、旅客数の増加は見込めず、採算性に課題があり持続
的な運航が難しい。 

 
Ｒ１事業：「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 

     
 
 
 
 
２ 日本とサハリン州・極東地域との輸送実態  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
○ 伏木富山港が、日本とロシア極東地域間の輸送において最も取扱量が多い。 

 
 
 
 

 
 
 
 

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向け、使用船舶

や運航ルート、頻度などの運航形態のほか、貨物や旅客の集約、採算性などの調査、検討などを行うこ

とで、運航事業者や地元自治体など関係者の連携した取組を促進させることを目的とする。 
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【フェリー】

航　　　路 形態 輸　出 輸　入 現　　　状

新潟港 － － －

伏木富山港 － ウラジオストク － － －

（※2010年12月から運航中止）

京都舞鶴港　ー － － －

境港　　　　ー東海（韓国）

ー　ウラジオストク

（※2020年３月に運航廃止）

・定期航路開設に向けロシアFESCO社と

　協議しているが、10万トンの貨物確保

　が条件となっており、現在６万トンま

　でしか確保できていない。

・貨物量確保のため中国を含めた市場を

　対象とした検討も行っている。

・貨物の確保はもとより、旅客の確保が

　大きな課題と考えており、ＲＯＲＯ船

　の就航を優先的に検討

・1993年から2009年にかけては定期フェ

　リー船ルーシー号が就航していたが、

　ロシア政府による輸入自動車の関税引

　き上げを契機に輸送実績が激減となり

　運航中止。

・翌2010年はニュードンチェフェリー号

　が就航したが船体故障により運航休止

・以降、フェリーの検討は行われていな

　い。

・旅客は日韓、韓露の輸送がほとんど

　で、境港から極東への旅客はほとん

　どおらず、貨物を含めて対極東だけ

　の輸送量は少なかった。

項　目 ヒアリング相手 ヒアリング結果 促進・拡大に向けた課題

観光事業 ・サハリン大手旅行代理店 ・自然、食、温泉、札幌以外の観光地ＰＲ

・小中学生交流

・周年観光への取組

・ロシア語ガイドブック等

北海道観光資源を生かした商

品企画が必要

項　目 ヒアリング相手 ヒアリング結果 促進・拡大に向けた課題

・サハリン側ディーラー 輸出は堅調見込み

・小樽側輸出会社

・サハリン企業 ・価格劣位を覆す機能性・特殊性が必要

・技術提案、顧客開拓の早い段階からの取組

食品 ・サハリン側バイヤー ・品質のきめ細やかなアピール

・価格面での対応

農業・水産 ・サハリン企業

・北海道漁具等輸出企業

中古自動車

・関連部品

土木

・建築事業

・輸出の更なる拡大には、輸出経費の一層

　の低減化等が望ましい

中国製品等と比べて価格劣位

な日本商品の参入は厳しい

中南米等の安くて味の良い競

合品が出回っており、日本産

というだけでは売れない

生産性向上に向けた技術水

準、資材等が不足

・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

 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 2020年４月１日現在では、日本とサハリン州・極東地域間を運航しているフェリーはない 
 
３ サハリン州の観光等人流のニーズと課題  
(1) サハリン州の観光人流（2018年） 

○サハリン州からの州外へ旅行者数 ～約18,500人（内訳：ロシア国内2,500人、トルコ1,600人、 
中国400人、ほかはその他外国） 

○サハリン州への旅行者数     ～宿泊者約2,000人（内訳：中国40人、ほかはその他外国） 
(2) 観光事業者への日ロ航路に対するヒアリングによる意見等 

 
 
 
 
 
 
 
４ 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等  
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（運航コスト、収入見込：千円）

船級

（最大積載数）

平均積載率 58% 30% 50% 60% 70%

運行回数(回) 56 170 70 54 44

200GT 旅客数(人) 4,872 7,650 5,250 4,860 4,620

 旅客定員150人 (１回あたり) (87) (45) (75) (90) (105)

 貨物積載 50ｔ 貨物量(ｔ) 812 1,275 875 810 770

(１回あたり) (29) (15) (25) (30) (35)

収入見込み 83,636 131,325 90,125 83,430 79,310

運航コスト 83,330 131,171 89,205 82,490 78,294

平均積載率 56% 30% 50% 60% 70%

運行回数(回) 56 160 66 52 42

500GT未満 旅客数(人) 7,840 12,000 8,250 7,800 7,350

 旅客定員250人 (１回あたり) (140) (75) (125) (150) (175)

 貨物積載 80ｔ 貨物量(ｔ) 1,260 1,920 1,320 1,248 1,176

(１回あたり) (45) (24) (40) (48) (56)

収入見込み 134,260 205,440 141,240 133,536 125,832

運航コスト 133,305 205,208 140,219 130,539 123,625

平均積載率 68% 30% 50% 60% 70%

運行回数(回) 56 250 88 68 54

1000GT 旅客数(人) 11,424 22,500 13,200 12,240 11,340

 旅客定員300人 (１回あたり) (204) (90) (150) (180) (210)

 貨物積載300ｔ 貨物量(ｔ) 5,712 11,250 6,600 6,120 5,670

(１回あたり) (204) (90) (150) (180) (210)

収入見込み 222,768 438,750 257,400 238,680 221,130

運航コスト 220,936 437,587 256,674 234,339 218,704

※貨物量は輸出のみで運航回数28回で試算

運航56回によ

る採算ライン
平均積載率ごとの採算ライン項目

以上の点を踏まえ、輸送の安定性が見込まれる、200GTクラス、500GT未満クラス、1000GTクラスの 
３例により試算した。 

 

 

 

５ フェリーを自主運航する場合のコスト試算と収支試算  
(1) フェリーの船型と規模 
 ・運航期間中の欠航は旅客への信頼性欠如につながるため避ける必要がある。 
 ・船舶の欠航決定には波高と風向が大きく影響し、特に波高が大きな決定要因となる。 
 ・国内航路における欠航基準の波高は、高速船で２ｍ、200GTクラスで３ｍ、500GT未満クラスで４ｍ、1000GT

クラスで５～６ｍである。 
・稚内周辺の波高データとして、２ｍ超の波高は、６月から９月にかけて10～20％出現するため高速船では
欠航が多くなる。  

 
 
  
(2) 年間運航コスト試算 
  〔試算条件〕 

 ・直営運航 ・船齢20年の中古船舶を購入し10年使用 
・全員日本人乗組員使用 

 ・運航期間は５月～９月で、運航回数は28往復（56回）※アインス宗谷運航実績 
    

【試算結果】 ・２００ＧＴクラス     ８３，３３０千円 
・５００ＧＴ未満クラス  １３３，３０５千円 
・１０００ＧＴクラス   ２２０，９３６千円 

(3) 収支採算ライン（日本人船員の場合） 
〔試算条件〕 ・収入は旅客１人当たり16千円、貨物１ｔ当たり７千円  
       ・貨物は、これまでの実績から、サハリン側からの貨物需要は当面考えにくく、輸出の 

み（片道輸送）として試算 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・旅客 ～サハリンから札幌までの旅行を基本とし、サハリン－札幌間を『航空機利
用した場合の運賃』と『稚内－札幌間を航空機（稚内－新千歳空港）とＪ
Ｒ（新千歳空港－札幌）を利用した場合の運賃』の差額を比較し、サハリ
ン－稚内航路が運賃面で競争力を持つための差額の範囲内で設定 

・貨物 ～小樽－コルサコフ航路の貨物運賃と同等の設定 
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６ 小樽港、稚内港の特徴と課題  
 

港湾 特 徴 課  題 

小樽 

自動車・自動車部品を中
心にサハリン州・ロシア
極東地域向け輸送の中
核港として稼働。 

・今後も中古自動車や自動車関連部品を中心にサハリン・ロシア極東地
域向け輸出の一層の拡大を図る必要がある。 

・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。 

稚内 

サハリン州に近接して
いるという特別な航路
を有する。 
ただし、近年人流・物流
とも需要が減少。 

・サハリン州への近接性を生かした需要拡大が必要。 
・物流は現状でのチャーター運航となっている貨物輸送を自主運航がで
きる状態にまで貨物量を拡大することが望まれる。このことは小樽－
稚内－コルサコフのトライアングル輸送ルートの活性化からも必要 

・人流は基本的にインバウンド・アウトバウンド観光客の誘致が必要で
あり、そのための商品開発・ＰＲ等の積極的展開が求められる。 

・需要拡大を図った上で将来的にフェリーの運航検討を行うべきと考え
る。 

 
 
７ 航路維持拡大のための主な課題と取組方向  
 
(1) 需要開拓に向けた取組 

取組区分 課題 対応方向 

ポートセールス ・コルサコフ向け輸出航路の認知不
足 

・半日輸送のアピール、航路ＰＲ 

新規需要開拓 貨物 ・稚内港への貨物集荷 
 

・タイヤ等集荷 
・道北農産物等の輸出拡大 
・壁材等住宅設備の集荷 
・農業機械・漁船の輸出 

旅客 ・人流の拡大 ・観光商品の検討・開発 
・サハリン州旅行代理店との旅行商品
共同企画 

・旅客船舶チャーターの検討 

 
(2) 経済交流・結合の推進 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
８ 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 
 
日ロフェリー航路については、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。 
 

（対応分野） 
○観光面における相互協力関係の構築 
○農業・水産業部門における技術供与を基盤とする経済活動の相互結合・相互体制の構築 
○「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」関連活動展開 ※ 
 

※農林水産省事業 
日露協力の可能性を有する分野・品目を特定するとともに、両国の民間企業の参画により、 

当該分野・品目に関連するプロジェクト形成の促進を図っていくもの。 
日本の民間企業・団体を支援する「ロシア極東等農林水産業プラットフォーム」等を通じ、 

民間企業・団体と連携し、共同プロジェクトを推進していくこととしている。 
 
 



●アンケート調査対象：ロシア極東等農林水産省プラットフォームメンバー187社のうち、

　　　　　　　　　　　貨物輸送に関わりがないことが明らかな企業50社を除く137社を対象

●アンケート発送日：令和２年１２月１１日

●回答締め切り日：令和２年１２月２８日

●アンケート回収結果

送付数 137

回答数 59

回収率 43.1%

●結果まとめ

総数 59 割合

12 20.3%

37 62.7%

1 1.7%

Q2 それはいつ頃を予定されていますか（Q1で「ある」の場合）。
　　


総数 12 割合

5 41.7%

2 16.7% ①2021年6～7月　②2021年頃から

4 33.3%

1 8.3%

Q3 その貨物はどのようなものですか（概ねの規模・数量も可能な範囲で教えてください）。

報告第２号

・冷凍機ユニット（産業用）や冷却設備

・ハウス用資材（フィルム、パイプ、加工鉄骨等）

・わかさぎなど、商社を通してスルメイカ

ロシア・サハリン州との貨物需要に係るアンケート調査結果票

空欄

A2

・冷凍ニシン約200t

・玉葱育苗培土300袋

貴社においてサハリン州企業等との間で船舶による輸出入を伴う事業（または予定）はあります

か。

・野菜（温度管理必要）保冷コンテナ

・水産物（イカ、鮭）

9
03 現在予定はないが将来的に行

いたい（Q3以降へ）

01 すでに事業展開している

・20feet（コンテナ内にシステムミニプラント）

・建機パーツ、本体等

・ガソリンＬＮＧプラントの第三系列が実現する場合、それに関連して北海道及び近隣から調達する貨物

・ビニールハウス最小で4tトラック1台程度、通常8tトラック1台程度(1棟分)

・サハリン州の出し昆布輸入、日本国内からの和食製品輸出

・魚貝類（するめ）

・サケ、マス増殖事業に係わる機器類全般の輸出

・海産物（ウニ、カニ、タコ）

A1

Q1

01 ある（Q2以降へ）

02 ない

記載なし

15.3%

02 ○年頃から

03 未定
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総数 21 （A1:01(12)と03(9)の計）

01 ある 18 85.7% 02 ない 3 14.3%

小樽 9 50.0% コスト 2 66.7%

稚内 1 5.6% 運搬日数 0.0%

両方 7 38.9% 利便性 0.0%

空欄 1 5.6% その他 1 33.3%

・あれば水産物や機械等を輸出入の際利用したい

・北海道⇔サハリン航路は便利ですが、弊社工場（広島、長野、茨城県）から北海道までの国内運

賃が高いです。サハリン向案件が具体化しましたら検討致します。今後とも宜しくお願いします。

・陸路コスト：札幌→小樽（対比）札幌→稚内

・サハリンではまだ商談がないため、現状では利用の見通しがありません。

・ビジネスがあれば。現在はモスクワにてビジネス展開している。

・現地での市場の有無

・往来頻度は少なくても良いので（ゼロよりは良い）是非運航してほしい。

・小樽から秋田までの貨物の物流

・過去、夏期に２回（ここ数年前）稚内より外国船籍（シンガポール）で往来しました。ただし夏

の短い間で実効に乏しく、今後日ロとの定期航路を促進するには我々もしっかりと協力し民間外交

にも実を上げる時期に既に来ていて遅すぎる位です。

・コロナの終息が必須条件ですが、ビニールハウスを2棟サハリンにて寄贈しているので今後商売を

展開していきたい。航路を利用できれば助かります。

・サハリンのお客様向けに建設機械の部品を稚内港から出した実績（2013年）はありますが、弊社

の生産工場が石川、茨城、栃木、大阪にあるため、稚内迄の運送ルート確保が難しく、残念ながら

北海道へサハリン航路の活用予定は今のところございません。

・水産に関わる資材、機械等　数量はロットにより様々

・建材輸入（不定期）、培土輸出（500㎏/年程度）

・原料（食品用、研究用）、水産加工品⇒いずれも将来的な希望であり、規模・数量は未定

A4

・昆布（年1～2コンテナ）、冷凍水産物、機械用部品

現在、定期フェリー航路は運航休止中ですが、小樽港、稚内港からサハリン州コルサコフ港を結ぶ

貨物船を運航しております。事業展開に当たり、本航路を利用する可能性はありますか。

本航路を利用するのであればどのようなことが必要ですか。その他、北海道－サハリン航路に対す

るご意見等があればご記入ください。

Q4

・冷凍貨物輸送の利便性
・コストが現行のウラジオ～函館、苫小牧と大きく変わらない

（利用航路） （理由）

A5

・Q3に記載の案件はまだ実現性につき確かなことが言えない。貨物のサイズが大きなものになる可

能性もあるし、北海道及び近隣から調達できる物、資材の調査も必要である。第一、二系列は2008

年完工で時間も経っているため。

Q5
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・ウラジオストクを考えたことがありますが、それもコロナ等で商売の見込みがたたなくなりまし

た

・冷凍品が問題なく対応されると利用価値があると思う

A5

A5

・通関業者様の紹介

・物損保証が欲しい。もうあったらすみません。

・入港頻度

・定時速達性の確保
・割安な運賃体系
・道内～本州への国内輸送網の発展

・コストの低減

・定期的な運航
・冷凍コンテナの取扱い

・定期航路を使ってコルサコフ→稚内ルートでサハリン沿岸の水産物を生鮮で輸入できるスキーム

が出来れば面白いと思います。鮮度保持のノウハウを実証実験してみたいと思います。

・北海道の人にとっては何らかのメリットはあるかもしれませんが、東京にいる人々にとっては他

のルートがあったり、そもそも近いという理由だけでサハリンとはビジネスをしようとは思わな

い。サハリンとは領土問題があるのであまり付き合おうとは考えていない。今後の日ロ関係全般も

いろいろ難しくなると思います。

18



 

１９ 

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） 

 

事業（案） 

 

 

内容等 

 

１ 会議等の実施 

（予算額） 1,535千円 △9千円 

(1) サハリン州への訪問・会議の開催【継続】 

日ロフェリー定期航路の利用促進に向けて、サ

ハリン州北海道航路促進会議と合同会議を開催。 

 

1,455千円  

(△9千円) 

 

 

・利用促進の取組や航路のあり方の検討 

など、今後の対応等を協議するため、

サハリン州側協議会、サハリン州政府

と諸課題を協議。 

・道内開催予定。 

(2) 幹事会・総会の開催【継続】 

協議会規約に基づき、総会・幹事会を開催。 

 （総会１回、幹事会２回程度予定） 

50千円  

(±0千円) 

 

・総会を１回（５月）、幹事会を２回（

５月、１１月）の開催を予定。 

  

(3) 船社等関係機関との協議【継続】 

  サハリン航路の再開に係る関係機関との打合 

せを実施。 

 

30千円 

(±0千円) 

・船社等の関係者との打合せを実施。 

 

 

２ 需要開発・促進関係 

（予算額） 840千円 △60千円 

企業に対するポートセールス【継続】 

サハリン航路利用の可能性がある企業に対し 

て、新規需要開拓に向けたポートセールスを 

実施。 

840千円 

(△60千円) 

 

 

・「サハリン州進出等調査」の結果を踏

まえ、企業訪問を実施。 

  

※小樽市、稚内市と連携して実施 

３ 広報宣伝関係 

（予算額） 2,524千円 △1,197千円 

(1) 協議会ホームページの運営【継続】 

  日ロフェリー定期航路ＰＲのホームページホ

スティング委託やコンテンツ更新を実施。 

42千円 

(+1千円) 

・利用促進協議会の活動の周知や、サハ 

リン州内の情報を公開。 

(2) サハリン航路ＰＲ事業【継続】 

  「小樽－コルサコフ」「稚内－コルサコフ」の

貨物航路運航状況について認知不足であること

から、同航路をＰＲし、さらなる貨物需要の開拓

に繋げる。 

2,482千円 

(+902千円) 

・ＰＲポスター作成 

・新聞へのＰＲ広告掲載 

 (日本経済新聞 月１回 計４回予定) 

(北海道新聞 月１回 計２回予定)  

 

 

合計                       4,899千円 

 



２０

合計 4,929,523 6,179,940 ▲ 1,250,417

・航路啓発、ＰＲ事業　等

事務費 30,523 14,940 15,583

広報宣伝事業費 2,524,000 3,721,000 ▲ 1,197,000
・協議会HP関連（運営）

需要開発事業費 840,000 900,000 ▲ 60,000 ・サハリン州進出等調査後の企業ヒアリング等

会議費 1,535,000 1,544,000 ▲ 9,000
・日ロフェリー利用促進合同会議開催（道内開催）

・総会、幹事会開催

（2）支出の部 （単位：円）

項目
R3予算額

（A）
R2予算額

（B）
差引

（A－B）
備考

前年度繰越金 4,928,523 3,774,940 1,153,583

雑収入

合計 4,929,523 6,179,940 ▲ 1,250,417

1,000 1,000 0

稚内市 0

小樽市 0

民間企業等 0

　預金利子

負担金 0 2,404,000

議案第４号

令和３年度(2021年度)　収支予算（案）

（1）収入の部 （単位：円）

項目
R3予算額

（A）
R2予算額

（B）
差引

（B－A）
備考

▲ 2,404,000

道 0


