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運輸（港湾） 

 

ソフガワニ港にコンテナターミナルの建設 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 
ソフガワニ港（経済特区）にコンテナターミナルを建設する。 

処理能力：50万TEU／年 

実施期間 2018～2021年 

総事業費（100万ルーブル） 9,200.0（3.1億ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 
 

推進会社・団体（事業主体） ソフガワニ商業港 

プロジェクトの進捗状況 
 

 

政府/地方自治体による支援 
 

 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） Dmitry MASLOVSKY, Director General 

住所  

Tel （42138）40-100   

Fax （42138）40-100 

e-mail Maslovsky-d@aricom.ru 

追加情報 

○2010年３月、ロシア産業貿易省から日本側に提案された協力案件22件（ハバロフスク地方は

３件）のうちの１件 

○2025年までのハバロフスク地方で実施中および計画中の投資プログラムに規定されるプロジ

ェクトの１つ 
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建設 

 

国際経済協力センターの建設 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 
ハバロフスクに国際経済協力センターを建設する。 

23,715m
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実施期間 2009～2013年 

総事業費（100万ルーブル） 1,147.2（3,824万ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 
 

推進会社・団体（事業主体） 合弁会社「国際経済協力センター」 

プロジェクトの進捗状況 
Design estimates avaikable, search for investors 

 

政府/地方自治体による支援 
 

 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） 
Valery CHEREPANOV 

Director General 

住所  

Tel （4212）22-59-82、33-90-43 

Fax （4212）42-98-82 

e-mail 
fair@klan.khv.ru 

korzhovai@mail.ru 

追加情報 

○2010年３月、ロシア産業貿易省から日本側に提案された協力案件22件（ハバロフスク地方は

３件）のうちの１件 

○2025年までのハバロフスク地方で実施中および計画中の投資プログラムに規定されるプロジ

ェクトの１つ 

 

mailto:fair@klan.khv.ru
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建設 

 

ホテルの建設 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

ハバロフスクにホテルを建設する。 

部屋数は1,000室 

 

実施期間 2008～2011年 

総事業費（100万ルーブル） 9,400.0（3.1億ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 
 

推進会社・団体（事業主体） ハバロフスク地方行政府 

プロジェクトの進捗状況 
Design stage completed 

 

政府/地方自治体による支援 
 

 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） 
Victor MISHIN 

Minister of Construction of the Khabarovsky Krai 

住所  

Tel （4212）32-83-69、30-31-50 

Fax （4212）32-83-69、32-88-34 

e-mail mail@mstr.khv.ru 

追加情報 

○2010年３月、ロシア産業貿易省から日本側に提案された協力案件22件（ハバロフスク地方は

３件）のうちの１件 

○2025年までのハバロフスク地方で実施中および計画中の投資プログラムに規定されるプロジ

ェクトの１つ 
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電力 

 

ソフガワニでの熱併給発電所の建設 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

ソフガワニに熱併給発電所を建設する。 

定格出力：120MW（60MW×２基） 

熱エネルギー：175ギガカロリー／時 

既存のマイスキー発電所の老朽化が進んでおり、ソフガワニの電

力需要増大に対応する。 

 

実施期間 2010～2012年 

総事業費（100万ルーブル） 15,783.0（5.3億ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 
 

推進会社・団体（事業主体） 
エネルギーシステム・ヴォストーク（ハバロフスク） 

RAO Energy System of East 

プロジェクトの進捗状況 
 

 

政府/地方自治体による支援 
 

 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） Ivan BLAGODYR, Director General 

住所  

Tel （4212）26-44-03 

Fax （4212）26-44-02 

e-mail rao-esv@rao-esv.ru 

追加情報 

○2025年までのハバロフスク地方で実施中および計画中の投資プログラムに規定されるプロジ

ェクトの１つ 
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電力 

 

ウルガルでの火力発電所の建設 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

ウルガルに火力発電所を建設する。 

定格出力：2,400MW 

発電規模：140億kWh 

 

実施期間 2011～2015年 ／ 2008～2013年（極東・ザバイカル発展P） 

総事業費（100万ルーブル） 113,700.0（37.9億ドル）／ 4,836.0（1.6億ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 
 

推進会社・団体（事業主体） 
東部エネルギー会社 

Eastern Energy Company 

プロジェクトの進捗状況 
 

 

政府/地方自治体による支援 
 

 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） Yury SHAROV, Director General 

住所  

Tel （495）781-60-33（モスクワ） 

Fax （495）781-60-34（モスクワ） 

e-mail info@rao.elektra.ru 

追加情報 

○2025年までのハバロフスク地方で実施中および計画中の投資プログラムに規定されるプロジ

ェクトの１つ 

○2013年までの極東・ザバイカル社会経済発展プログラムに規定されるプロジェクトの１つ 
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電力 

 

ハバロフスク市にスチーム・ガスプラントの建設 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

ハバロフスク市に450MWのスチーム・ガスプラント（Steam & 

Gas Plant）を建設する 

定格出力：450MW 

発電規模：36億kWh 

実施期間 2009～2011年 

総事業費（100万ルーブル） 13,860.0（4.6億ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 

 

 

推進会社・団体（事業主体） 
東部エネルギー会社 

Eastern Energy Company 

プロジェクトの進捗状況 

 

設計・準備段階。2009年末の着工予定だったが着工したかは不明 

 

政府/地方自治体による支援 
 

 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） Yury SHAROV, Director General 

住所  

Tel （495）781-60-33（モスクワ） 

Fax （495）781-60-34（モスクワ） 

e-mail info@rao.elektra.ru 

追加情報 

○2025年までのハバロフスク地方で実施中および計画中の投資プログラムに規定されるプロジ

ェクトの１つ 
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運輸（空港） 

 

ハバロフスク空港の改修・近代化 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

①滑走路等を改修し、処理能力を増強する 

②燃料供給施設の改修、貨物ターミナルの建設、最新貨物処理設

備の購入、近代的な旅客ターミナルの建設等を行う。 

空港の処理能力：旅客500万人、貨物７万9,000ｔ 

 

実施期間 

2005～2026年 

①2011～2015年 

②2005～2026年 

総事業費（100万ルーブル） 
15,751.5（5.3億ドル） 

①7,277.1（2.4億ドル）、②6,100.0（2.0億ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 
 

推進会社・団体（事業主体） 

ロシア連邦運輸省／ハバロフスク地方行政府 

①ロシア連邦運輸省／ハバロフスク地方行政府 

②アリヤンス・プロム（Alliance-Prom） 

プロジェクトの進捗状況 

 

①プレインヴェストメント・フェーズ（Pre-investment phase） 

②進行中 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） Vladimir BURIK, Director General of Khabarovsk Airport 

住所  

Tel （4212）26-20-01 

Fax  

e-mail office@airkhv.ru 

連絡先（組織・氏名） 
Sergey ZRAZHEVSKY, Vice-Minister of Industrym Transport and 

Communications of Khabarovsky krai 

住所  

Tel （4212）32-50-59 

Fax （4212）74-78-82 

e-mail industry@adm.khv.ru 

連絡先（組織・氏名） Vladimir BURIK, Director General of Khabarovsk Airport 

住所  

Tel （4212）26-20-01 

Fax  

e-mail office@airkhv.ru 

追加情報 

○2025年までのハバロフスク地方で実施中および計画中の投資プログラムに規定されるプロジ

ェクトの１つ 
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運輸（港湾） 

 

ムチカ湾でのバルクターミナルの建設（サハトランス） 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

ワニノ・ムチカ湾北部に輸送・積換（バルク）ターミナルを建設

する。 

第１フェーズ：最大処理能力1,300万ｔ／年 

第２フェーズ：2,000万ｔ／年 

石炭や鉄鉱石の積み換えを行う。 

 

実施期間 第１フェーズ：2009～2015年、第２フェーズ：2015～2020年 

総事業費（100万ルーブル） 8,800.0（2.9億ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 
 

推進会社・団体（事業主体） 
OAOサハトランス（サハ共和国営会社） 

OAO Sakha Transport Co. 

プロジェクトの進捗状況 プレインヴェストメント・フェーズ（Pre-investment phase） 

政府/地方自治体による支援 
 

 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） Eduard KUCHAEV, Director General 

住所  

Tel （4212）36-69-52  携帯：+7-909-806-7532 

Fax （4212）36-69-52 

e-mail kuchaever@rambler.ru 

追加情報 

○2025年までのハバロフスク地方で実施中および計画中の投資プログラムに規定されるプロジ

ェクトの１つ 
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運輸（港湾） 

 

ソフガワニ港に精鉱積換ターミナルの建設 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

ソフガワニ港（経済特区）に精鉱積換ターミナル（チタン・マグ

ネシウム精鉱）を建設する。 

処理能力：700万ｔ／年 

 

実施期間 2009～2013年 

総事業費（100万ルーブル） 3,700.0（1.2億ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 

 

 

推進会社・団体（事業主体） 
ZAOソフガワニ商業港 

ペトロパヴロフスク・グループ 

プロジェクトの進捗状況 プレインヴェストメント・フェーズ（Pre-investment phase） 

政府/地方自治体による支援 
 

 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） Dmitry MASLOVSKY, Director General 

住所  

Tel （42138）40-100   

Fax （42138）40-100 

e-mail Maslovsky-d@aricom.ru 

追加情報 

○2025年までのハバロフスク地方で実施中および計画中の投資プログラムに規定されるプロジ

ェクトの１つ 
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運輸（港湾） 

 

ソフガワニ港にコンテナターミナルの建設 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 
ソフガワニ港（経済特区）にコンテナターミナルを建設する。 

処理能力：25万TEU／年 

実施期間 2009～2012年 

総事業費（100万ルーブル） 2,800.0（9,333万ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 
 

推進会社・団体（事業主体） OOO RIM 

プロジェクトの進捗状況 プレインヴェストメント・フェーズ（Pre-investment phase） 

政府/地方自治体による支援 
 

 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） Sergeu FEDOROV, Director General 

住所  

Tel （42138）44-348   

Fax （42138）46-905 

e-mail  

追加情報 

○2025年までのハバロフスク地方で実施中および計画中の投資プログラムに規定されるプロジ

ェクトの１つ 
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運輸（港湾） 

 

ソフガワニ港に多目的ターミナルの建設 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 
ソフガワニ港（経済特区）に多目的ターミナルを建設する。 

処理能力：225万ｔ／年 

実施期間 2009～2012年 

総事業費（100万ルーブル） 840.0（2,800万ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 
 

推進会社・団体（事業主体） OAO Terminal 

プロジェクトの進捗状況 プレインヴェストメント・フェーズ（Pre-investment phase） 

政府/地方自治体による支援 
 

 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） Aleksey MELNIKOV, Director General 

住所  

Tel （42138）60-268   

Fax （42138）60-268 

e-mail terminal@port.sovgav.ru 

追加情報 

○2025年までのハバロフスク地方で実施中および計画中の投資プログラムに規定されるプロジ

ェクトの１つ 
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運輸（港湾） 

 

ソフガワニ港の多目的ターミナルの改修 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 
ソフガワニ港（経済特区）の多目的ターミナルを改修する。 

処理能力：120万ｔ／年 

実施期間 2009～2013年 

総事業費（100万ルーブル） 820.0（2,733万ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 
 

推進会社・団体（事業主体） OOO Nord 

プロジェクトの進捗状況 プレインヴェストメント・フェーズ（Pre-investment phase） 

政府/地方自治体による支援 
 

 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） Aleksey MELNIKOV, Director General 

住所  

Tel （42138）60-268   

Fax （42138）60-268 

e-mail terminal@port.sovgav.ru 

追加情報 

○コンタクト先はOAO Terminalと同じ。 

○2025年までのハバロフスク地方で実施中および計画中の投資プログラムに規定されるプロジ

ェクトの１つ 
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 運輸（港湾） 

 

ソフガワニ港にバンカーターミナルの建設（Gavanbunker） 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

ソフガワニ港（経済特区）のバンカーターミナルを建設する。 

処理能力：100万ｔ／年 

 

実施期間 2009～2012年 

総事業費（100万ルーブル） 660.0（2,200万ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 
 

推進会社・団体（事業主体） ZAO Gavanbunker 

プロジェクトの進捗状況 プレインヴェストメント・フェーズ（Pre-investment phase） 

政府/地方自治体による支援 
 

 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） Vyacheslav GRIGORIK, Director General 

住所  

Tel （42138）44-865   

Fax （42138）44-865 

e-mail gavanbunker@bunker.sovgav.ru 

追加情報 

○2025年までのハバロフスク地方で実施中および計画中の投資プログラムに規定されるプロジ

ェクトの１つ 
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運輸（港湾） 

 

ソフガワニ港にバンカーターミナルの建設（MarineBusiness） 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 
ソフガワニ港（経済特区）のバンカーターミナルを建設する。 

処理能力：100万ｔ／年 

実施期間 2009～2012年 

総事業費（100万ルーブル） 890.0（2,967万ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 
 

推進会社・団体（事業主体） OOO MarineBusiness 

プロジェクトの進捗状況 プレインヴェストメント・フェーズ（Pre-investment phase） 

政府/地方自治体による支援 
 

 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） Vitaly POPOV, Director General 

住所  

Tel （42138）44-348   

Fax （42138）46-905 

e-mail business@marinebusiness.ru 

追加情報 

○2025年までのハバロフスク地方で実施中および計画中の投資プログラムに規定されるプロジ

ェクトの１つ 
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運輸（港湾） 

 

ワニノの石油製品積換設備の改修 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 
ワニノにある軽質油の積換設備を改修する。 

追加処理能力：130万ｔ／年 

実施期間 2009～2012年 

総事業費（100万ルーブル） 2,000.0（6,667万ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 
 

推進会社・団体（事業主体） OOO Transbunker Vanino 

プロジェクトの進捗状況 プレインヴェストメント・フェーズ（Pre-investment phase） 

政府/地方自治体による支援 
 

 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） Sergey SOBOLEV, Director General 

住所  

Tel （42137）79-167   

Fax （42137）79-650 

e-mail trb-vanino@transbunker.com 

追加情報 

○2025年までのハバロフスク地方で実施中および計画中の投資プログラムに規定されるプロジ

ェクトの１つ 
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運輸（港湾） 

 

メチェルの石炭専用ターミナルの建設 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

ワニノに石炭専用ターミナルを建設する。 

第１フェーズ：1,500万ｔ／年 

第２フェーズ：2,500万ｔ／年 

 

実施期間 第１フェーズ：2009～2015年、第２フェーズ：2015～2020年 

総事業費（100万ルーブル） 11,951.9（4.0億ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 
 

推進会社・団体（事業主体） OOO Mecheltrans 

プロジェクトの進捗状況 プレインヴェストメント・フェーズ（Pre-investment phase） 

政府/地方自治体による支援 
 

 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） Alexander STARODUBOV, Director General 

住所  

Tel （495）933-73-47（モスクワ） 

Fax （495）933-73-49（モスクワ） 

e-mail info@mecheltrans.ru 

追加情報 

○2025年までのハバロフスク地方で実施中および計画中の投資プログラムに規定されるプロジ

ェクトの１つ 
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運輸（鉄道） 

 

バム鉄道の改修 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

新クズネツキートンネルの建設を含むオウエン～ヴィソコゴル

ナヤ間（コムソモリスカヤ・ナ・アムーレ～ソフガワニ間）を改

修・近代化する。 

全長：27km（うちトンネル区間：3.9km） 

 

実施期間 2008～2013年（実施中） 

総事業費（100万ルーブル） 56,867.7（19.0億ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 
 

推進会社・団体（事業主体） 
ロシア鉄道 

ロシア投資基金 

プロジェクトの進捗状況 
実施中 

新クズネツキートンネルの補助（作業）坑は2009年12月に完成 

政府/地方自治体による支援 
 

 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） 
Mikhail ZAICHENKO 

Chief of the Far Eastern Railroad 

住所  

Tel （4212）38-49-24   

Fax （4212）38-48-48 

e-mail  

追加情報 

○2025年までのハバロフスク地方で実施中および計画中の投資プログラムに規定されるプロジ

ェクトの１つ 

 

 



 

ハバロフスク地方 
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運輸（鉄道） 

 

バム鉄道の2020年までの発展戦略 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 
バム鉄道の輸送能力を8,000万ｔ／年まで増強する。 

完全複線化と完全電化？ 

実施期間 2008～2025年 

総事業費（100万ルーブル） 597,000.0（199億ドル）（付加価値税を含む） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 
 

推進会社・団体（事業主体） 
ロシア鉄道 

ロシア運輸省 

プロジェクトの進捗状況 Proposal made 

政府/地方自治体による支援 
 

 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） 
Mikhail ZAICHENKO 

Chief of the Far Eastern Railroad 

住所  

Tel （4212）38-49-24   

Fax （4212）38-48-48 

e-mail  

追加情報 

○2025年までのハバロフスク地方で実施中および計画中の投資プログラムに規定されるプロジ

ェクトの１つ 

 

 



 

ハバロフスク地方 
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運輸（鉄道） 

 

鉄道新線の建設 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

セリヒノ～ヌィシ間に鉄道線を建設する。 

新線はニコラエフスキー、ウリチスキー、コムソモリスキーの３

地区を通る。 

全長：582km、うちハバロフスク地方内は435km 

 

実施期間 2015～2030年 

総事業費（100万ルーブル） 337,300.0（112.4億ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 
 

推進会社・団体（事業主体） 
ロシア鉄道 

ロシア運輸省 

プロジェクトの進捗状況 設計・準備段階 

政府/地方自治体による支援 
 

 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） 
Mikhail ZAICHENKO 

Chief of the Far Eastern Railroad 

住所  

Tel （4212）38-49-24   

Fax （4212）38-48-48 

e-mail  

追加情報 

○2025年までのハバロフスク地方で実施中および計画中の投資プログラムに規定されるプロジ

ェクトの１つ 

 

 



 

ハバロフスク地方 
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運輸（道路） 

 

ハバロフスク～ワニノ間の幹線道路の建設 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

コムソモリスク・ナ・アムーレへのアクセス路を含むハバロフス

ク～リドガ～ワニノ間に新道を建設する。 

全長：525.8km 

リドガ～ワニノ間：179.8km 

ハバロフスク～ワニノ間の34km～215km区間（改修）：181km 

コムソモリスク・ナ・アムーレへのアクセス路（改修）：165km 

実施期間 

2008～2025年 

リドガ～ワニノ間：2008～2015年 

ハバロフスク～ワニノ間：2016～2020年 

コムソモリスク・ナ・アムーレへのアクセス路：2020～2025年 

総事業費（100万ルーブル） 

34,640.4（11.5億ドル） 

リドガ～ワニノ間：13,966.1（4.7億ドル） 

ハバロフスク～ワニノ間：10,650.6（3.6億ドル） 

コムソモリスク・ナ・アムーレへのアクセス路：10,023.7（3.3億

ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 

 

2013年までの極東・ザバイカル社会経済発展プログラムでは2013

年までに10,300.0（3.4億ドル）を支出すると規定 

プログラム枠内での道路建設距離は179.72km 

10,300.0（3.4億ドル）（うち連邦9,300、地方1,000） 

2008： 978.1（連邦778.1、地方200） 

2009： 3,157.7（連邦2,957.7、地方200） 

2010： 1,981.6（連邦1,781.6、地方200） 

2011～2013： 4,182.6（連邦3,782.6、地方400） 
 

推進会社・団体（事業主体） 
ロシア運輸省 

ハバロフスク地方行政府 

プロジェクトの進捗状況 設計・準備段階 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） 
Oleg FEDOROV 

Chief of KhabarovskUprAvtodor Company 

住所  

Tel （4212）34-29-96   

Fax （4212）34-29-96 

e-mail  

追加情報 

○2025年までのハバロフスク地方で実施中および計画中の投資プログラムに規定されるプロジ

ェクトの１つ 

○2013年までの極東・ザバイカル社会経済発展プログラムに規定されるプロジェクトの１つ 

 



 

ハバロフスク地方 
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運輸（道路） 

 

セリヒノ～ニコラエフスク・ナ・アムーレ間の道路の舗装 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 
セリヒノ～ニコラエフスク・ナ・アムーレ間の道路を舗装する。 

全長：570.2km 

実施期間 2008～2025年 

総事業費（100万ルーブル） 45,293.0（15.1億ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 

 

2013年までの極東・ザバイカル社会経済発展プログラムでは2013

年までに9,017.6（3.0億ドル）を支出すると規定 

プログラム枠内での道路建設距離は230.47km 

9,017.6（3.0億ドル）（うち連邦6,965.6、地方2,052） 

2008： 508（連邦300、地方208） 

2009： 1,132.6（連邦882.6、地方250） 

2010： 1,500（連邦1,058、地方442） 

2011～2013： 5,877（連邦4,725、地方1,152） 
 

推進会社・団体（事業主体） 
ロシア運輸省 

ハバロフスク地方行政府 

プロジェクトの進捗状況 設計・準備段階 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） 
Oleg FEDOROV 

Chief of KhabarovskUprAvtodor Company 

住所  

Tel （4212）34-29-96   

Fax （4212）34-29-96 

e-mail  

追加情報 

○2025年までのハバロフスク地方で実施中および計画中の投資プログラムに規定されるプロジ

ェクトの１つ 

○2013年までの極東・ザバイカル社会経済発展プログラムに規定されるプロジェクトの１つ 

 



 

ハバロフスク地方 
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運輸（道路） 

 

コムソモリスク・ナ・アムーレ～チェグドムィン間の道路の舗装 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

コムソモリスク・ナ・アムーレ～ベレゾヴィ～アムグン～モグド

ゥ～チェグドムィン間の道路を舗装する。 

全長：498km 

 

実施期間 2008～2025年 

総事業費（100万ルーブル） 29,613.8（9.9億ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 

 

2013年までの極東・ザバイカル社会経済発展プログラムでは2013

年までに5,720.0（1.9億ドル）を支出すると規定 

プログラム枠内での道路建設距離は166.46km 

5,720.0（1.9億ドル）（うち連邦5,050、地方670） 

2008： 210（連邦200、地方10） 

2009： 432（連邦310、地方122） 

2010： 412（連邦290、地方122） 

2011～2013： 4,666（連邦4,250、地方416） 
 

推進会社・団体（事業主体） 
ロシア運輸省 

ハバロフスク地方行政府 

プロジェクトの進捗状況 設計・準備段階 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） 
Oleg FEDOROV 

Chief of KhabarovskUprAvtodor Company 

住所  

Tel （4212）34-29-96   

Fax （4212）34-29-96 

e-mail  

追加情報 

○2025年までのハバロフスク地方で実施中および計画中の投資プログラムに規定されるプロジ

ェクトの１つ 

○2013年までの極東・ザバイカル社会経済発展プログラムに規定されるプロジェクトの１つ 

 



 

ハバロフスク地方 
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資源（錫） 

 

ソボリノエ錫鉱床の開発 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

ソボリノエ錫鉱床を開発する。 

3,000ｔ／年の錫精鉱を生産する。 

 

実施期間 2015年 

総事業費（100万ルーブル） 1,310.0（4,367万ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 
 

推進会社・団体（事業主体） ハバロフスク地方行政府 

プロジェクトの進捗状況 Proposal made 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） 

Vasily SHIKHALIOV 

Deputy Chairman of the Khabarovsky Krai Government – Minister of 

Natural Resources  

住所  

Tel （4212）32-50-80、32-42-22、74-79-25   

Fax （4212）74-79-00 

e-mail zoloto@adm.khv.ru 

追加情報 

○2025年までのハバロフスク地方で実施中および計画中の投資プログラムに規定されるプロジ

ェクトの１つ 

 

 

 



 

ハバロフスク地方 
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資源（ジルコニウム） 

 

ジルコニウム（Zr）鉱床の開発 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

アルガミンスコエ・ジルコニウム（Zr）鉱床を開発する。 

3,000ｔ／年のジルコニウム精鉱を生産する。 

 

実施期間 2017年 

総事業費（100万ルーブル） 580.0（1,933万ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 
 

推進会社・団体（事業主体） ハバロフスク地方行政府 

プロジェクトの進捗状況 Proposal made 

政府/地方自治体による支援 
 

 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） 

Vasily SHIKHALIOV 

Deputy Chairman of the Khabarovsky Krai Government – Minister of 

Natural Resources  

住所  

Tel （4212）32-50-80、32-42-22、74-79-25   

Fax （4212）74-79-00 

e-mail zoloto@adm.khv.ru 

追加情報 

○2025年までのハバロフスク地方で実施中および計画中の投資プログラムに規定されるプロジ

ェクトの１つ 

 



 

ハバロフスク地方 
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資源（燐灰岩） 

 

燐灰岩鉱床の開発 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 ラガルスコエ・燐灰岩鉱床を開発する。 

実施期間 検討中 

総事業費（100万ルーブル） 1,320.0（4,400万ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 
 

推進会社・団体（事業主体） ハバロフスク地方行政府 

プロジェクトの進捗状況 Proposal made 

政府/地方自治体による支援 
 

 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） 

Vasily SHIKHALIOV 

Deputy Chairman of the Khabarovsky Krai Government – Minister of 

Natural Resources  

住所  

Tel （4212）32-50-80、32-42-22、74-79-25   

Fax （4212）74-79-00 

e-mail zoloto@adm.khv.ru 

追加情報 

○2025年までのハバロフスク地方で実施中および計画中の投資プログラムに規定されるプロジ

ェクトの１つ 

 



 

ハバロフスク地方 
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工業（建材） 

 

セメント工場の建設 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

ニランスコエ石灰岩鉱床近くにセメント工場（ポリヌィ・オシペ

ンコ地区）を建設する。 

240万ｔ／年のセメントを生産する。 

石灰岩の埋蔵量は２億1,800万ｔ 

粘土材の埋蔵量は4,900万ｔ 

 

実施期間 検討中 

総事業費（100万ルーブル） 10,560.0（3.5億ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 
 

推進会社・団体（事業主体） ハバロフスク地方行政府 

プロジェクトの進捗状況 Proposal made 

政府/地方自治体による支援 
 

 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） 

Vasily SHIKHALIOV 

Deputy Chairman of the Khabarovsky Krai Government – Minister of 

Natural Resources  

住所  

Tel （4212）32-50-80、32-42-22、74-79-25   

Fax （4212）74-79-00 

e-mail zoloto@adm.khv.ru 

追加情報 

○2025年までのハバロフスク地方で実施中および計画中の投資プログラムに規定されるプロジ

ェクトの１つ 

 

 



 

ハバロフスク地方 
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資源（金） 

 

ミルカンスコエ金鉱床の開発 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 
ミルカンスコエ金鉱床を開発する。 

１ｔ／年の金を生産する。 

実施期間 検討中 

総事業費（100万ルーブル） 2,700.0（0.9億ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 
 

推進会社・団体（事業主体） ハバロフスク地方行政府 

プロジェクトの進捗状況 Proposal made 

政府/地方自治体による支援 
 

 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） 

Vasily SHIKHALIOV 

Deputy Chairman of the Khabarovsky Krai Government – Minister of 

Natural Resources  

住所  

Tel （4212）32-50-80、32-42-22、74-79-25   

Fax （4212）74-79-00 

e-mail zoloto@adm.khv.ru 

追加情報 

○2025年までのハバロフスク地方で実施中および計画中の投資プログラムに規定されるプロジ

ェクトの１つ 

 

 



 

ハバロフスク地方 
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工業（木材・木材加工） 

 

ワニノの木材加工工場の建設 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

ワニノ地区に木材加工工場を建設する。 

第１フェーズ：2009年７月、生産能力が挽材35万m
3／年とパー

ティクルボード14万m
3／年の工場が稼動開始 

第２フェーズ：生産能力が家具用パネル７万m
3／年、集成材10

万m
3／年の工場が、2010年第２四半期の完成を目指して建設中 

第３フェーズ：挽材、パーティクルボードを生産する複合施設を

建設する。丸太の使用量を110万m
3／年に引き上げる。 

2010年５月26日 対外経済銀行が第３フェーズに110億ルーブル

の融資を決定 

 

実施期間 
第１フェーズ：2009年 

第２、第３フェーズ：2011～2015年 

総事業費（100万ルーブル） 
2,375.9（7,920万ドル） 

1,225.0（4,083万ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 
 

推進会社・団体（事業主体） ロシアとノルウェーの合弁会社・有限会社「Arkami」 

プロジェクトの進捗状況 第２フェーズ進行中 

政府/地方自治体による支援 
 

 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） 
Alexander LEPIKHOV 

Director General 

住所  

Tel （4212）30-10-58、30-10-03、（42137）77-197、74-120    

Fax （42137）76-266 

e-mail arkaim@arkaim.ru 

連絡先（組織・氏名） 

Victor TRUNIN 

Deputy Chairman, Timber Industry Committee – Minister of Natural 

Resources of the Khabarovsky Krai  

住所  

Tel （4212）30-83-27、32-50-80  

Fax  

e-mail  

追加情報 

○2025年までのハバロフスク地方で実施中および計画中の投資プログラムに規定されるプロジ

ェクトの１つ 

 



 

ハバロフスク地方 
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工業（木材・木材加工） 

 

既存の木材加工施設を活用した高度木材加工センターの建設 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

既存の木材加工施設を活用した高度木材加工センターの建設 

アムールスク地区 

Rotary-Cut Veneer：30万m
3 

Swan Timber：23万m
3
 

MDF Boards：30万m
3
 

ワニノ地区 

Wood Chips：75万m
3
 

実施期間 

Rotary-Cut Veneer：2009年 

Swan Timber：2009～2011年 

MDF Boards：2009～2011年 

Wood Chips：2009～2010年 

総事業費（100万ルーブル） 

合計：7,507.5（2.5億ドル） 

Rotary-Cut Veneer：2,707.5（9,025万ドル） 

Swan Timber：1,625.0（5,417万ドル） 

MDF Boards：2,625.0（8,750万ドル） 

Wood Chips：550.0（1,833万ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 
 

推進会社・団体（事業主体） OOO Amur Timber Industry Co.（OAO Dallesprom） 

プロジェクトの進捗状況 第２フェーズ進行中 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） 
Evgeny BATALOV 

Director General 

住所  

Tel （4212）79-38-49、32-47-69  

Fax  

e-mail dallesprom@dallesprom.ru 

連絡先（組織・氏名） 

Victor TRUNIN 

Deputy Chairman, Timber Industry Committee – Minister of Natural 

Resources of the Khabarovsky Krai  

住所  

Tel （4212）30-83-27、32-50-80  

Fax  

e-mail  

追加情報 

○2025年までのハバロフスク地方で実施中および計画中の投資プログラムに規定されるプロジ

ェクトの１つ 

 



 

ハバロフスク地方 
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工業（木材・木材加工） 

 

紙パルプ工場の建設 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

アムールスク市に紙パルプ（セルロース）工場を建設する。 

生産能力：50万ｔ／年 

計画の枠内で木材伐採現場に通じる道路を建設する。 

 

実施期間 2012～2015年 

総事業費（100万ルーブル） 28,400.0（9.5億ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 
 

推進会社・団体（事業主体） 
OAO Dallesprom 

ハバロフスク地方行政府天然資源省 

プロジェクトの進捗状況  

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） 
Evgeny BATALOV 

Director General 

住所  

Tel （4212）79-38-49、32-47-69  

Fax  

e-mail dallesprom@dallesprom.ru 

連絡先（組織・氏名） 

Victor TRUNIN 

Deputy Chairman, Timber Industry Committee – Minister of Natural 

Resources of the Khabarovsky Krai  

住所  

Tel （4212）30-83-27、32-50-80  

Fax  

e-mail  

追加情報 

○2025年までのハバロフスク地方で実施中および計画中の投資プログラムに規定されるプロジ

ェクトの１つ 
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工業（木材・木材加工） 

 

MDF/THDF生産工場の建設 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

ラゾ地区ホル村にMDF/THDF生産工場を建設する。 

生産能力：15万m
3／年 

②生産能力を２倍に拡張する。 

生産能力：プラス15万m
3／年（計30万m

3／年） 

計画の枠内で、変電所の建設などエネルギー供給インフラの改善

を実施する。 

 

実施期間 
①2009年 

②2011～2014年 

総事業費（100万ルーブル） 
①2,640.0（8,800万ドル） 

②2,072.0（6,907万ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 

 

 

推進会社・団体（事業主体） 

①OAO Rimbunan-Hidjau MDF 

②OAO Rimbunan-Hidjau MDF 

ハバロフスク地方行政府天然資源省 

プロジェクトの進捗状況 準備作業中 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） 
TIONG Hok Chai 

Director General 

住所  

Tel （4212）75-55-66、75-55-70  

Fax  

e-mail postmaster@rhfe.khv.ru 

連絡先（組織・氏名） 

Victor TRUNIN 

Deputy Chairman, Timber Industry Committee – Minister of Natural 

Resources of the Khabarovsky Krai  

住所  

Tel （4212）30-83-27、32-50-80  

Fax  

e-mail  

追加情報 

○ロシア産業貿易省の木材分野における優先プロジェクトの１つ 

○2025年までのハバロフスク地方で実施中および計画中の投資プログラムに規定されるプロジ

ェクトの１つ 
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工業（木材・木材加工） 

 

挽材・ベニヤ板の生産工場の建設 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

ソルネチヌィ地区ハルピチャン村に挽材・ベニヤ板の生産工場を

建設する。 

生産能力：挽材20万m
3／年、ベニヤ板19万m

3／年 

計画の枠内で木材伐採現場に通じる道路や変電所も建設する。 

 

実施期間 
挽材：2011年 

ベニヤ板：2012年 

総事業費（100万ルーブル） 3,810.0（1.3億ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 
 

推進会社・団体（事業主体） 
OOO DalEvroles 

ハバロフスク地方行政府天然資源省 

プロジェクトの進捗状況 
道路建設はすでに着工 

工場はF/S調査中 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） 
TIONG Hok Chai 

Director General 

住所  

Tel （4212）75-55-66、75-55-70  

Fax  

e-mail postmaster@rhfe.khv.ru 

連絡先（組織・氏名） 

Victor TRUNIN 

Deputy Chairman, Timber Industry Committee – Minister of Natural 

Resources of the Khabarovsky Krai  

住所  

Tel （4212）30-83-27、32-50-80  

Fax  

e-mail  

追加情報 

○ロシア産業貿易省の木材分野における優先プロジェクトの１つ 

○2025年までのハバロフスク地方で実施中および計画中の投資プログラムに規定されるプロジ

ェクトの１つ 

 



 

ハバロフスク地方 

3-33 
 

電力 

 

コムソモリスク・ナ・アムーレ～ソフガワニ間の送電網整備 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

コムソモリスク・ナ・アムーレ～ソフガワニ間に送電線を建設す

る。 

125MW 

 

実施期間 2008～2013年 

総事業費（100万ルーブル） 1,850（6,167万ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 

1,850（6,167万ドル）（うち連邦1,650、民間200） 

2008： - 

2009： - 

2010： 200（民間200） 

2011～2013： 1,650（連邦1,650） 
 

推進会社・団体（事業主体） 民間 

プロジェクトの進捗状況  

政府/地方自治体による支援  

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） 
 

 

住所  

Tel  

e-mail 
 

 

追加情報 

○2013年までの極東・ザバイカル社会経済発展プログラムに規定されるプロジェクトの１つ 
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運輸（道路） 

 

アムール川自動車横断橋の建設 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 
アムール川に自動車横断橋を建設する。 

全長520m 

実施期間 2008～2013年 

総事業費（100万ルーブル） 2,076（6,920万ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 

2,076（6,920万ドル）（うち連邦1,480、地方596） 

2008： - 

2009： - 

2010： - 

2011～2013： 2,076（連邦1,480、地方596） 

  
 

推進会社・団体（事業主体） ハバロフスク地方行政府 

プロジェクトの進捗状況  

政府/地方自治体による支援  

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） 
 

 

住所  

Tel  

e-mail  

追加情報 

○2013年までの極東・ザバイカル社会経済発展プログラムに規定されるプロジェクトの１つ 
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建設（水道） 

 

ハバロフスク市トゥングスコエ水源の集水設備 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

ハバロフスク市トゥングスコエ水源に集水設備を建設する。 

集水能力：20.6万m
3／日 

 

実施期間 2008～2013年 

総事業費（100万ルーブル） 7,444.0（2.5億ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 

7,444.0（2.5億ドル）（うち連邦6,360、地方16、市町村1,068） 

2008： 982（連邦862、地方2、市町村118） 

2009： 782（連邦662、地方2、市町村118） 

2010： 1,670（連邦1,510、地方2、市町村158） 

2011～2013： 4,010（連邦3,326、地方10、市町村674） 
 

推進会社・団体（事業主体） ハバロフスク市 

プロジェクトの進捗状況  

政府/地方自治体による支援  

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） 
 

 

住所  

Tel  

e-mail 
 

 

追加情報 

○2013年までの極東・ザバイカル社会経済発展プログラムに規定されるプロジェクトの１つ 
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建設（水道） 

 

ハバロフスク市水道網の拡張・改修 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

ハバロフスク市の水道網を拡張・改修する。 

集水能力：13.6万m
3／日 

 

実施期間 2008～2013年 

総事業費（100万ルーブル） 1,553.0（5,177万ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 

1,553.0（5,177万ドル）（うち連邦1,155、地方35、市町村363） 

2008： 119（連邦97、地方2、市町村20） 

2009： 183（連邦140、地方5、市町村38） 

2010： 224.2（連邦177.2、地方8、市町村39） 

2011～2013： 1,026.8（連邦740.8、地方20、市町村266） 
 

 
 

 

推進会社・団体（事業主体） ハバロフスク市 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） 
 

 

住所  

Tel  

e-mail  

追加情報 

○2013年までの極東・ザバイカル社会経済発展プログラムに規定されるプロジェクトの１つ 
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医療 

 

民間医療機関の設立 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 ハバロフスクに民間医療機関の設立する。 

推進会社・団体（事業主体） インターメディコム社（Intermedicom） 

総事業費（100万ルーブル）  

プロジェクトの進捗状況 
ハバロフスクに民間医療機関を設立するため、ボグダノフ極東国

立医科大学準教授は自らインターメディコム社を設立した。 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） 

住所 

Tel 

Fax 

e-mail 

 

 

インターメディコム社（Intermedicom） 

Bogdanov, Nikolay Anatolievich 

Khabarovsk, ul. Muravieva-Amurskago, 35 

Tel 8-924-109-9208（携帯） 

Fax   

e-mail  nab@mail.ru 

 

追加情報 

○ロシアには民間医療機関は少なく、そのほとんどが主要産業の有力企業に属する小規模であ

ったり、歯科、美容などの専門分野に限られているが、医療保険制度の改革が進められている

ことから、今後、民間医療機関が増加すると見られている。 

○2011年３月にボグダノフ準教授を日本に招いてセミナーを開催し、ロシアの医療産業に関心

を持つ日本企業関係者に対し、ロシアの医療および医療機関の状況について情報提供と、ハバ

ロフスクにおける民間医療機関設立投資誘致プレゼンテーションを行った。 

○2011年度中のなるべく早い時期にハバロフスクの医療関係者からなるミッションを日本に招

いて、関心を示す日本側医療機関との会合を開催、あるいは、日本の医療法人、医療機器メー

カー、医療機器取扱商社からなるミッションをハバロフスクに派遣し、現地視察および会合を

開催し、具体的な投資プロジェクトとなるよう支援する計画。 

 

mailto:nab@mail.ru

