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電力 

 

小型水力発電所「Berguzin-1」の建設 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

Ulzykha川に小型水力発電所「Berguzin-1」を建設する。 

小型水力発電所「Berguzin-1」の設備容量は1500kW、発電量は750

万kWh／年 

供給先はBarguzinsky地区 

 

場所 Barguzinsky地区 

推進会社・団体（事業主体） Barguzinsky地区行政府 

事業参加会社 Barguzinsky地区行政府 

総事業費（100万ルーブル） 93.0（310万ドル） 

資金調達方法 借入金および銀行融資、リース 

実施期間 2009～2010年 

投資回収期間 ２年 

プロジェクトの進捗状況 2008年に事業計画・設計を作成。用地選定済み 

許認可文書の有無 一部取得。未取得分は作成中 

国家環境審査の結論の有無 有 

協力形態 契約にもとづく 

プロジェクトの成果 

設備容量1500kW、発電量750万kWh／年の小型水力発電所

「Berguzin-1」実現 

 

プロジェクトの経済的意義 

新たな雇用創出。住民の所得向上。安価な電力供給。電力供給の

信頼性向上 

 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） 

住所 

Tel 

Fax 

e-mail 

 

 

Barguzin村 Dzerzhinsky通り26  

Barguzinsky地区行政府 

O.A. Podobashina, E.N. Uzikov 

Tel：83012 41-319, 41-447 

携帯：89246548002 

admbrq@icm.buryatia.ru 

 

追加情報 

 

 

 

mailto:admbrq@icm.buryatia.ru
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電力 

 

Tokhoiskaya小型水力発電所の建設・改修 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

Dzhidinsky川に小型水力発電所を建設・改修する。 

発電所の出力は0.8MW 

供給先はDzhidinsky地区 

送電線および変電所も建設する。 

 

場所 Dzhidinsky地区およびOerskoye村 

推進会社・団体（事業主体） Dzhidinsky地区行政府 

事業参加会社 ブリヤート共和国政府、Dzhidinsky地区行政府、投資家 

総事業費（100万ルーブル） 153.0（510万ドル） 

資金調達方法 
投資家：50％ 

ロシア連邦投資基金：50％ 

実施期間 
Tokhoiskaya小型水力発電所の復旧期間：27ヵ月 

小型水力発電所の使用年数：40年 

投資回収期間 6.9年 

プロジェクトの進捗状況 事業計画 

許認可文書の有無 無 

国家環境審査の結論の有無 無 

協力形態 契約 

プロジェクトの成果 

正味現在価値（NPV）は764万4,000ルーブル 

内部収益率（IRR）は14.3％ 

収益性指標（PI）は1.1 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） 

住所 

Tel 

Fax 

e-mail 

 

671920 Dzhidinsky地区 Petropavlovka村 Tereshkova通り8 

Elena Vasilevna Zagrebina 

Tel：（30134）41435 

Fax：（30134）41718 

e-mail：admdzd@icm.buryatia.ru 

 

追加情報 

 

 

mailto:admdzd@icm.buryatia.ru
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工業（建材） 

 

小型建材工場の建設 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

建設用小物資材（赤煉瓦M-150、化粧煉瓦）を生産する工場を建

設する。 

販売量（設計生産能力）は煉瓦1000万個／年（１シーズン） 

販売先は共和国各地区とモンゴル 

 

場所 
Dzhidinsky地区 

Nizhneichetuiskoye村 

推進会社・団体（事業主体） 

有限会社「Dzhida BiK」 

代表 Vadim Vladimirovich Batodorzhiev 

 

事業参加会社 
有限会社「Dzhida BiK」、中国内モンゴル自治区国際貿易および

経済協力会社 

総事業費（100万ルーブル） 67.8（226万ドル）  

資金調達方法 投資家100％ 

実施期間 
工場の建設期間：24ヵ月 

使用年数：20年 

投資回収期間 ４年 

プロジェクトの進捗状況 進行中 

許認可文書の有無 有 

国家環境審査の結論の有無 審査中 

協力形態 契約 

プロジェクトの成果 収益性は50％ 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） 

住所 

Tel 

Fax 

e-mail 

 

671920 Dzhidinsky地区 Petropavlovka村 Tereshkova通り8 

Elena Vasilevna Zagrebina 

Tel：（30134）41435 

Fax：（30134）41718 

e-mail：admdzd@icm.buryatia.ru 

 

追加情報 

○製品の販売先および原料供給源の存在は競争上優位 

○必要な原料、労働力などはすべて揃っている。 

○プロジェクトを実施する上で必要なインフラもすべて揃っている。 

mailto:admdzd@icm.buryatia.ru
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資源（石灰石） 

 

石灰石鉱床の開発 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

Barun-Altsagskoye石灰石鉱床等から石灰石を採掘し、加工工場で

ポルトランドセメントを生産する。 

販売量（設計生産能力）は20万ｔ／年 

販売先はブリャート共和国、イルクーツク州など近隣連邦構成主

体、モンゴル 

 

場所 Dzhidinsky地区、Altsakskoye村、Verkhnetoreiskoye村 

推進会社・団体（事業主体） Dzhidinsky地区行政府 

事業参加会社 

ブリヤート共和国政府 

Dzhidinsky地区行政府 

投資家 

総事業費（100万ルーブル） 453.726（1,512万ドル） 

資金調達方法 未定 

実施期間 
建設期間：36ヵ月 

使用年数：500年 

投資回収期間 ４年 

プロジェクトの進捗状況 事業提案 

許認可文書の有無 無 

国家環境審査の結論の有無 無 

協力形態 契約 

プロジェクトの成果  

プロジェクトの経済的意義 安価な建材（セメント）安定供給の実現 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） 

住所 

Tel 

Fax 

e-mail 

 

671920 Dzhidinsky地区 Petropavlovka村 Tereshkova通り8 

Elena Vasilevna Zagrebina 

Tel：（30134）41435 

Fax：（30134）41718 

e-mail：admdzd@icm.buryatia.ru 

 

追加情報 

○製品の販売先および原料供給源の存在は競争上優位 

○必要な原料、労働力などはすべて揃っている。 

○プロジェクトを実施する上で送電線および道路の建設、井戸の掘削が必要 

 

mailto:admdzd@icm.buryatia.ru
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エネルギー 

 

堆肥を利用したバイオガスステーションの建設 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

販売量（設計生産能力）はバイオガス８億7600万m
3、バイオ肥

料6,022ｔ 

販売先はVerkhny Ichetui村 

 

場所 Dzhidinsky地区、Verkhny Ichetui村 

推進会社・団体（事業主体） Dzhidinsky地区行政府 

総事業費（100万ルーブル） 26.69（89.0万ドル） 

資金調達方法 投資家100％ 

実施期間  

投資回収期間 1.3年 

プロジェクトの進捗状況  

許認可文書の有無  

国家環境審査の結論の有無  

協力形態  

プロジェクトの成果  

プロジェクトの経済的意義  

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） 

住所 

Tel 

Fax 

e-mail 

 

671920 Dzhidinsky地区 Petropavlovka村 Tereshkova通り8 

Tel：（30134）41435 

Fax：（30134）41718 

e-mail：admdzd@icm.buryatia.ru 

 

追加情報 

○必要な原料、労働力などはすべて揃っている。 

○プロジェクトを実施する上で必要なインフラもすべて揃っている。 

 

mailto:admdzd@icm.buryatia.ru
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資源（安山岩） 

 

Butikhinskoye安山岩鉱床の開発・採掘 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

ブリャート共和国に良質な建設資材を供給する。 

建設用石材および仕上げ石材、耐酸材料：鉱滓綿の原材料として

使用する。 

販売量（設計生産能力）は53万m
3／年 

販売先：ブリャート共和国、近隣連邦構成主体、モンゴル 

 

場所 
Dzhidinsky地区 

Dzhida都市型集落地方自治体 

推進会社・団体（事業主体） Dzhidinsky地区行政府 

事業参加会社 

ブリヤート共和国政府 

Dzhidinsky地区行政府 

投資家 

総事業費（100万ルーブル） 147.0（490万ドル） 

資金調達方法  

実施期間 
建設期間：３ヵ月 

使用年数：20年 

投資回収期間 2.5年 

プロジェクトの進捗状況 事業提案 

許認可文書の有無 無 

国家環境審査の結論の有無 無 

協力形態 契約 

プロジェクトの成果  

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） 

住所 

Tel 

Fax 

e-mail 

 

671920 Dzhidinsky地区 Petropavlovka村 Tereshkova通り8 

Elena Vasilevna Zagrebina 

Tel：（30134）41435 

Fax：（30134）41718 

e-mail：admdzd@icm.buryatia.ru 

 

追加情報 

○製品の販売先および原料供給源の存在は競争上優位 

○必要な原料、労働力などはすべて揃っている。 

○プロジェクトを実施する上でプ送電線および道路の建設、 水井戸の掘削が必要 

 

mailto:admdzd@icm.buryatia.ru
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工業（建材） 

 

セラミックレンガ製造工場の建設 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

半乾式成形セラミックレンガ製造工場を建設する。 

販売量（設計生産能力）は1,000万～1,500万個／年 

販売先はブリャート共和国、ザバイカルスク地方、極東連邦管区

内の連邦構成主体 

用途は住宅や工業生産施設を建設する際の外装工事および一般

のレンガ積み用 

 

場所 Eravninsky地区 

推進会社・団体（事業主体） Eravninsky地区行政府 

事業参加会社  

総事業費（100万ルーブル） 44.71（149万ドル） 

資金調達方法 借入金 

実施期間 2009～2010年 

投資回収期間 ４年 

プロジェクトの進捗状況 事業計画が作成済、工場用地が選定済 

許認可文書の有無 無 

国家環境審査の結論の有無 無 

協力形態 契約 

プロジェクトの成果 
正味利益は１億4,490万ルーブル 

利益率は29％ 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） 

住所 

Tel 

Fax 

e-mai 

 

671430 Sosnovo-Ozerskoye村 Pervomaiskaya通り13 

Eravninsky地区行政府 

D.B. Dambaev 

Tel：（30135）21445 

e-mail：admeravna@icm.buryatia.ru 

 

追加情報 

 

 

mailto:admeravna@icm.buryatia.ru
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工業（建材） 

 

レンガ製造工場の建設 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

1,200万換算個／年の生産能力を持つ建築用レンガ製造工場を建

設する。 

 

場所 Zaigraevsky地区 

推進会社・団体（事業主体） 有限会社「Zharok」 

総事業費（100万ルーブル） 167.79（559.3万ドル） 

資金調達方法 借入金、銀行融資、リース 

実施期間 3.75年 

投資回収期間  

プロジェクトの進捗状況 

計画段階。会社を登記し、開発ライセンスを獲得。事業計画を作

成した。 

有限会社「Zharok」は2019年までの期限で資源開発に関する２つ

のライセンスをもつ①3,500m
3／年の計画生産能力をもつ

Alentuiskoye粘土鉱床、②3,500m
3／年の計画生産能力をもつ

Kundulyunskoye砂質粘土鉱床露頭 

 

許認可文書の有無 有 

国家環境審査の結論の有無 然るべき書類の作成 

協力形態 任意 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） 

住所 

Tel 

Fax 

e-mail 

 

Zaigraevsky地区 Novoilinsk村 

Dmitry Alekseevich Khmaganov 

Zaigraevsky地区 Zaigraevo村 Oktyabrskaya通り4 

Tel：（30136）41151 

e-mail：admzgr@icm.buryatia.ru 

 

追加情報 

○共和国での建設ラッシュに伴い、製品の販売先を見つけることが可能。需要有り 

○鉄道線路および道路等のインフラ整備されていること、ウランウデ市に近いことは競争上優

位 

mailto:admzgr@icm.buryatia.ru
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資源（タングステン） 

 

タングステン・モリブデン鉱床の開発 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

Malo-Oinogorskoyeタングステン・モリブデン鉱床を開発する。 

51％モリブデン精鉱、60％タングステン精鉱 

生産量は9,470ｔ／年 

販売先は国内と海外 

 

場所 Zakamensky地区 

推進会社・団体（事業主体） Zakamensky地区行政府 

総事業費（100万ルーブル） 224.0（747万ドル） 

資金調達方法 借入金、銀行融資、リース 

実施期間 2010～2040年 

投資回収期間 8.5年 

プロジェクトの進捗状況 

鉱区開発権の入札準備中 

鉱床の埋蔵資源は国家埋蔵量バランスに登録（入札前段階終了） 

 

許認可文書の有無 

無 

2009年にブリャートネドラ（連邦地下資源局ブリャート共和国支

部）が鉱区開発権の入札を計画 

 

国家環境審査の結論の有無 無 

協力形態 契約協定にもとづく 

プロジェクトの成果 
7,000万ドルの投資、全ての実施期間を通じた総収入は６億1,580

万ドル、投資回収期間は8.5年。純益は２億870万ドル。 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） 

住所 

Tel 

Fax 

e-mail 

 

Zakamensky地区 Zakamensk市 Lenin通り17 

Artyom Vitalevich Staritsyn 

Aleksandra Nikolaevna Osokina 

Tel：（30137）45411 

E-mail：admzkm@icm.buryatia.ru 

 

追加情報 

○Zakamensk市から23kmの距離に位置する。 

 

mailto:admzkm@icm.buryatia.ru
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資源 

 

Zakamensky地区に「Vodopadnoye」初生金露頭の開発 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

「Vodopadnoye」初生金露頭の調査および開発 

採掘量は3.71ｔ／年 

金額にして8,890万ドル 

販売先は国内 

 

場所 Zakamensky地区 

推進会社・団体（事業主体） Zakamensky地区行政府 

総事業費（100万ルーブル） 1,080（3.600万ドル） 

資金調達方法 借入金、リース 

実施期間 2011～2022年 

投資回収期間 3.5年 

プロジェクトの進捗状況 評価作業を実施済。開発権の入札準備中 

許認可文書の有無 無 

国家環境審査の結論の有無 無 

協力形態 契約 

プロジェクトの成果 総収入は８億8,960万ドル、純益は１億750万ドル 

プロジェクトの経済的意義  

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） 

住所 

Tel 

Fax 

e-mail 

 

 

Zakamensk市 Lenin通り17 

Zakamensky地区行政府 

Artyom Vitalevich Staritsyn 

Aleksandra Nikolaevna Osokina 

Tel：（30137）45411 

E-mail：admzkm@icm.buryatia.ru 

 

追加情報 

○Zakamensk市から23kmの距離に位置する。 

 

mailto:admzkm@icm.buryatia.ru
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資源（石灰石） 

 

Babkinskoye石灰石鉱床の採掘 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

建設資材（石灰、砕石、セメント、カーバイド、その他の建設資

材）の製造に使用される原料を生産する。 

生産品目は建設資材、建材原料（石灰、砕石、セメントなど） 

販売額（設計生産能力）は１億5,650万ルーブル 

販売先はブリャート共和国内、ザバイカルスク地方、イルクーツ

ク州 

C1カテゴリーの埋蔵量は166万2,000ｔ 

 

場所 Ivolginsky地区（ウランウデ市から25km） 

推進会社・団体（事業主体） Ivolginsky地区行政府 

総事業費（100万ルーブル） 約70.0（233.3万ドル） 

資金調達方法 借入金 

実施期間 

2010年＝ライセンス手続、設計見積文書の作成 

2011年＝移動式粉砕選別複合装置の取得 

2011～2030年＝生産サイクル 

投資回収期間 ４年 

プロジェクトの進捗状況 
鉱区開発権の入札準備中 

鉱床の埋蔵資源は国家埋蔵量バランスに登録（入札前段階終了） 

許認可文書の有無 無 

国家環境審査の結論の有無 無 

協力形態 国家支援および地方自治体支援に関する協定 

プロジェクトの成果 
正味現在価値（NPV）は2,500万ルーブル 

内部収益率（IRR）は31.0％ 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） 

住所 

Tel 

Fax 

e-mail 

 

671050 Ivolginsky地区 Ivolginsk村 Lenin通り30 

Aleksandr Bazarsadaevich Tsydenov 

地区行政府首長 

Tel：（30140）21351 Fax：（30140）21736 

e-mail：admivl@icm.buryatia.ru 

 

追加情報 

○製品の販売先および原料供給源の存在は競争上優位 

○必要な原料、労働力などはすべて揃っている。 

○プロジェクトを実施する上で必要なインフラもすべて揃っている。 

○設計生産能力に到達する時期は生産段階開始の翌年（2012年）を予定 

 

mailto:admivl@icm.buryatia.ru
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資源（花崗岩） 

 

Shalutskoye花崗岩鉱床の採掘 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

建設用高品質原料を生産する。 

製品は花崗岩の砕石、化粧花崗岩 

販売額（設計生産能力）：5,000万ルーブル 

販売先は自動車道および鉄道建設・改修工事現場、高強度コンク

リート製品の製造会社 

A+B+C1カテゴリーは57万8,000m
3、追加調査で埋蔵量が１億ｍ3

まで大幅に増加する可能性がある。 

 

場所 Ivolginsky地区（ウランウデ市から西に35km） 

推進会社・団体（事業主体） Ivolginsky地区行政府 

総事業費（100万ルーブル） 約30.0（10万ドル） 

資金調達方法 借入金 

実施期間 

2009年＝ライセンス手続および設計見積文書の作成 

2010年＝移動式粉砕選別複合装置の取得 

2011年＝生産開始 

 

投資回収期間 ５～６年 

プロジェクトの進捗状況 

鉱区開発権の入札準備中 

鉱床の埋蔵資源は国家埋蔵量バランスに登録（入札前段階終了） 

 

許認可文書の有無 無 

国家環境審査の結論の有無 無。環境影響評価の追加実施が必要 

協力形態 国家支援および地方自治体支援に関する協定 

プロジェクトの成果 
正味現在価値（NPV）は1,200万ルーブル 

内部収益率（IRR）は36.0％ 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） 

住所 

Tel 

Fax 

e-mail 

 

671050 Ivolginsky地区 Ivolginsk村 Lenin通り30 

Aleksandr Bazarsadaevich Tsydenov 

地区行政府首長 

Tel：（30140）21351 Fax：（30140）21736 

e-mail：admivl@icm.buryatia.ru 

 

追加情報 

○労働力はIvolginsky地区の村々、ウランウデ市の住民を活用する。 

○設計生産能力に到達する時期は粉砕選別複合装置の建設完工の翌年（2011年頃）を予定 

○プロジェクトを実施する上で未舗装道路を改修する必要がある。 

 

mailto:admivl@icm.buryatia.ru
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資源（希土類） 

 

Arshanskoye希土類鉱床の採掘 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

希土類（蛍石、雲母、カーボネート、金、銀、希土類バリウム、

セリウム、サマリウムなど）を採掘する。 

販売先はロシア、日本、中国、韓国など 

鉱石は620万ｔ、希土類酸化物は18万6,000ｔ、蛍石は43万4,000

ｔ、カーボネートは60～80％、蛍石は５～15％、雲母は３～７％、

バリウムは３～15％、ストロンチアナイトは１～２％、希土類鉱

物（セリウム系0.1～0.2％、サマリウム系0.003～0.3％）は１～

８％、金銀の露頭 

鉱石の選鉱がしやすく、追加調査で新たな鉱体が見つかる可能性

がある。 

 

場所 Ivolginsky地区（ウランウデ市の南西25km） 

推進会社・団体（事業主体） Ivolginsky地区行政府 

総事業費（100万ルーブル） 870（2,900万ドル） 

資金調達方法 借入金 

実施期間 

2010～2011年＝設計調査活動 

2012～2013年＝採掘選鉱工場の建設 

2014年＝操業開始 

 

投資回収期間 ７～８年 

プロジェクトの進捗状況 
鉱区開発権の入札準備中（鉱区調査済） 

鉱床の埋蔵資源は国家埋蔵量バランスに登録（入札前段階終了） 

許認可文書の有無 無 

国家環境審査の結論の有無 無 

協力形態 国家支援および地方自治体支援に関する協定 

プロジェクトの成果 
正味現在価値（NPV）は未定 

内部収益率（IRR）は未定 

プロジェクトの経済的意義  

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） 

住所 

Tel 

Fax 

e-mail 

 

671050 Ivolginsky地区 Ivolginsk村 Lenin通り30 

Aleksandr Bazarsadaevich Tsydenov 

地区行政府首長 

Tel：（30140）21351 Fax：（30140）21736 

e-mail：admivl@icm.buryatia.ru 

 

追加情報 

競争優位点は①インフラ（連邦自動車道、鉄道、空港）が整備されている、②鉱石の選鉱がし

やすい、剥土量が尐ない、③必要な労働力がそろっている。 

 

mailto:admivl@icm.buryatia.ru
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工業（建材） 

 

Orongoi村にレンガ工場の建設 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

セラミックレンガ工場を建設する。 

生産量は6,000万個／年 

総販額は７億2,000万ルーブル／年 

販路は共和国内 

 

場所 Ivolginsky地区（ウランウデ市の南西25km） 

推進会社・団体（事業主体） Ivolginsky地区行政府 

総事業費（100万ルーブル） 570.0（1,900万ドル） 

資金調達方法 
借入金は４億9,000万ルーブル 

自己資金は8,000万ルーブル 

実施期間 

2009年＝土地手続、設計見積文書の作成 

2010年＝第１期工事（レンガ3,000万個／年） 

2011年＝第１期工事の設計生産能力に到達 

2012～2013年＝Ivolginsky地区Krasnoyarovo村で第２期工事 

（レンガ3,000万個／年） 

2014年＝設計生産能力に到達 

投資回収期間 ４年 

プロジェクトの進捗状況 事業計画、総合見積計算 

許認可文書の有無  

国家環境審査の結論の有無  

協力形態 国家支援および地方自治体支援に関する協定 

プロジェクトの成果 
正味現在価値（NPV）は1090万ルーブル 

内部収益率（IRR）は25.9％ 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） 

住所 

Tel 

Fax 

e-mail 

 

671050 Ivolginsky地区 Ivolginsk村 Lenin通り30 

Aleksandr Bazarsadaevich Tsydenov 

地区行政府首長 

Tel：（30140）21351 Fax：（30140）21736 

e-mail：admivl@icm.buryatia.ru 

 

追加情報 

○競争優位点は①輸送費の安さ、②整備されたインフラ、③土地賃貸料の安さ 

○設計生産能力に到達する時期は第１期工事が始動した年の翌年 

○プロジェクトを実施する上で必要な労働力がそろっている。 

mailto:admivl@icm.buryatia.ru
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工業（軽工業） 

 

皮革・毛皮原料の高度加工技術企業複合体 
 

プロジェクトの概要 

場所 Ivolginsky地区 Tapkhar村工業地区 

推進会社・団体（事業主体） OAO「Kamus」 

事業参加会社  

プロジェクトの目的  

プロジェクトの内容 

皮革・毛皮原料の高度加工を行い、靴用大型有角家畜クロム革、

毛皮半加工品を製造する。 

販売額は２億5,640万ルーブル 

販売先は国内、中国、モンゴルの製靴企業 

 

総事業費（100万ルーブル） 66.2（220.7万ドル） 

資金調達方法 借入金 

実施期間 

2009年＝土地手続、設計見積文書の作成 

2010年＝工場建屋の建設 

2011年＝設計生産能力に到達 

投資回収期間 ２年 

プロジェクトの進捗状況 事業計画 

許認可文書の有無 無 

国家環境審査の結論の有無 無 

協力形態 国家支援および地方自治体支援に関する協定 

プロジェクトの成果 
正味現在価値（NPV）は1280万ルーブル 

内部収益率（IRR）は38.5％ 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） 

住所 

Tel 

Fax 

e-mail 

 

671050 Ivolginsky地区 Ivolginsk村 Lenin通り30 

Aleksandr Bazarsadaevich Tsydenov 

地区行政府首長 

Tel：（30140）21351 Fax：（30140）21736 

e-mail：admivl@icm.buryatia.ru 

 

追加情報 

○競争優位点は①輸送費の安さ、②整備されたインフラ、③土地賃貸料の安さ 

○設計生産能力に到達する時期は生産開始の翌年 

○プロジェクトを実施する上で必要な労働力がそろっている。 

 

mailto:admivl@icm.buryatia.ru
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資源（花崗岩） 

 

Sotnikovskoye花崗岩鉱床の採掘 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

花崗岩砕石を生産する。 

販売額（設計生産能力）：約7,500万ルーブル 

販路：自動車道および鉄道建設・改修工事現場、高強度コンクリ

ート製品の製造会社 

花崗岩埋蔵量は1,527万1,000m
3、このうちA+B+C1カテゴリーは

884万2,000m
3。埋蔵量増加の可能性あり 

 

場所 Ivolginsky地区（Sotnikovo村から北1.5km） 

推進会社・団体（事業主体） Ivolginsky地区行政府 

総事業費（100万ルーブル） 60.0（200万ルーブル） 

資金調達方法 
借入金は4000万ルーブル 

自己資金は2,000万ルーブル 

実施期間 

2009年＝土地手続、設計見積文書の作成 

2010年＝粉砕選別複合装置の取得、生産開始 

2011年＝設計生産能力に到達 

投資回収期間 ４年 

プロジェクトの進捗状況 
花崗岩の確認埋蔵量1,527万1,000 m

3、このうちA+B+C1カテゴリ

ー884万2,000m
3と確認済 

許認可文書の有無 無 

国家環境審査の結論の有無 無 

協力形態 国家支援および地方自治体支援に関する協定 

プロジェクトの成果 
正味現在価値（NPV）は50万ルーブル 

内部収益率（IRR）は25.0％ 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） 

住所 

Tel 

Fax 

e-mail 

 

671050 Ivolginsky地区 Ivolginsk村 Lenin通り30 

Aleksandr Bazarsadaevich Tsydenov 

地区行政府首長 

Tel：（30140）21351 Fax：（30140）21736 

e-mail：admivl@icm.buryatia.ru 

 

追加情報 

○変電所まで1.5km 

○設計生産能力に到達する時期は生産開始の翌年 

mailto:admivl@icm.buryatia.ru
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工業（食品） 

 

「バイカルの水」ミネラルウォーターの製造 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

深井戸から汲まれたボトル入りミネラル飲料水を生産する。 

生産量は1,000万ℓ（0.5ℓ入りが800万本、１ℓ入りが600万本） 

販売先は共和国地区内 

場所 Kabansky地区、Kolesovskoye村 

推進会社・団体（事業主体） Kabansky地区行政府 

総事業費（100万ルーブル） 14.5（48.3万ドル） 

資金調達方法 資本参加 

実施期間 1.7年 

投資回収期間 1.7年 

プロジェクトの進捗状況 事業計画 

許認可文書の有無 有 

国家環境審査の結論の有無 有 

協力形態 資本参加 

プロジェクトの成果 112％ 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） 

住所 

Tel 

Fax 

e-mail 

 

 

「バイカルの水」ミネラルウォーター製造・瓶詰め企業 

671200 Kabansky地区 Kabansk村 Kirov通り10  

Kabansky地区行政府 

Gennady Nikolaevich Orlov 

Tel：（30138）43436 Fax：（30138）43264 

e-mail：admkab@icm.buryatia.ru 

 

追加情報 

 

 

mailto:admkab@icm.buryatia.ru
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 資源（錫） 

 

Mokhovoye錫鉱床の開発 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

Mokhovoye錫鉱床から２万5,100ｔの錫精鉱を生産し加工施設を

建設する。主に国内市場に供給する。 

 

場所 Muisky地区 

推進会社・団体（事業主体） Muisky地区行政府 

総事業費（100万ルーブル） 547.8（1,826万ドル） 

資金調達方法 資本参加、銀行融資、リース 

実施期間 

2009年（第２四半期）にライセンスが交付された場合、実施期間

は2009～2014年 

2010～2011年にMokhovoy選鉱コンビナートF/Sを作成 

2010～2011年に鉱床の追加探鉱 

2011年に先行複合施設の設計 

2012～2014年に先行複合施設の建設および操業開始 

2015年から製品の出荷 

 

投資回収期間 ６年 

プロジェクトの進捗状況 探査・評価作業済。追加的な地質調査が必要 

許認可文書の有無 無 

国家環境審査の結論の有無 無 

協力形態 未定 

プロジェクトの成果 

正味現在価値（NPV）は410万ドル／１億3,530万ルーブル 

資金回収期間は2.8年 

内部収益率（IRR）は30.76％ 

収益性指標（PI）は1.28 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） 

住所 

Tel 

Fax 

e-mail 

 

 

 

671560 Muisky地区 Taksimo集落 Sovetskaya通り10a 

行政府代表：Yu.I. Kasimov 

担当：E.K. Tkachenko 

Tel：（30132）55331 

Tel/Fax：（30132）55433 

E-mail：admmsk@icm.buryatia.ru 

 

追加情報 

 

 

mailto:admmsk@icm.buryatia.ru
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電力 

 

風力発電所「Selengaの風」の建設 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

風力タービンを設置し発電所を建設する。発電所からTataurovo

変電所へ送電線を敷設する。 

Tataurovoは１日たりとも風の吹かない日がなく、風速がほぼ常

に10～15 m/s 以下である。 

 

場所 Pribaikalsky地区 

推進会社・団体（事業主体） Pribaikalsky地区行政府 

総事業費（100万ルーブル） 90.0～100.0（300万～333万ドル） 

資金調達方法 借入金、銀行融資、リース 

実施期間 ３年 

投資回収期間 
初期投資額が3,500万ルーブルの場合、収入額は年430万～1,000

万ルーブル、プロジェクトの回収期間は約10年 

プロジェクトの進捗状況  

許認可文書の有無 無 

国家環境審査の結論の有無 無 

協力形態 投資家との合意にもとづく 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） 

住所 

Tel 

Fax 

e-mail 

671260 Pribaikalsky地区 Turuntaevo村 Lenin通り67 

Sergei Aleksandrovich Semyonov, Tatiyana Leonidovna Molchanova 

Tel：（30144）41114、（30144）51347 

Fax：（30144）51163、（30144）51347 

E-mail：admprb@icm.buryatia.ru 

追加情報 

 

 

mailto:admprb@icm.buryatia.ru
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工業（食品） 

 

深層水「北バイカル生命の泉」の製造 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

Ludar岬でバイカル湖深層水の採取・瓶詰め生産する。 

ボトル１億本以上／年の生産能力を有する瓶詰め工場を建設す

る。 

販売先は国内、中国 

場所 Severo-Baikalsky（北バイカル）地区 Severo-Baikalsky地区 

推進会社・団体（事業主体） Severo-Baikalsky地区 

事業参加会社 
イルクーツク湖沼学研究所 

ZAO「Khrustalnaya kaplya Ludar」（チタ市Sberbank） 

総事業費（100万ルーブル） 182.43（608万ドル） 

資金調達方法 借入金、銀行融資、リース 

実施期間 2009～2010年 

投資回収期間 2.5年 

プロジェクトの進捗状況 2008年11月～2009年３月に事業計画と設計を作成済 

許認可文書の有無 一部。その他は立案段階 

国家環境審査の結論の有無 今後実施 

協力形態 契約にもとづく 

プロジェクトの経済的意義 新たな雇用の創出、住民の所得向上 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） 

住所 

Tel 

Fax 

e-mail 

 

 

Nizhneangarsk集落 Rabochaya通り125 

Severo-Baikalsky地区行政府 

T.G. Kovpinets  89243545005（携帯） 

S.Yu. Shumskaya 

Tel：47-539 

Invest-sb@mail.ru 

 

追加情報 

 

 

mailto:Invest-sb@mail.ru
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資源（石英） 

 

石英－太陽シリコンの生産 

 
プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

石英原料の高度加工を行う。Chulbonskoye鉱床からは純度の高い

石英原料が見込まれる。 

Chulbonskoye鉱床の埋蔵量が巨大であること（75万8,000ｔ）、石

英の純度が高いこと、鉱体の層が非常に表面に近い場所にあるこ

と、採掘費用を最小限に抑えられる露天掘りが１年を通して可能

なことは、プロジェクトの高い収益性を保証する。 

 

場所 Severo-Baikalsky（北バイカル）地区 Chulbonskoye石英鉱床 

推進会社・団体（事業主体） Severo-Baikalsky地区行政府 

総事業費（100万ルーブル） 16,700（5.6億ドル）  

資金調達方法 借入金、銀行融資、リース 

実施期間  

投資回収期間 ４年 

プロジェクトの進捗状況 F/Sの段階 

許認可文書の有無 

Chulbonskoye鉱床の石英鉱脈の探査および採掘に対する地下資

源利用ライセンスUDE 12057 KR。ライセンスの有効期限は2026

年４月１日まで。 

国家環境審査の結論の有無 無 

協力形態 契約 

プロジェクトの成果 

正味現在価値（NPV）は18億7998万9000米ドル 

内部収益率（IRR）は106％ 

 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） 

住所 

Tel 

Fax 

e-mail 

 

Nizhneangarsk集落 Rabochaya通り125 

Severo-Baikalsky地区行政府 

T.G. Kovpinets    S.Yu. Shumskaya 

Tel：47-539  

Invest-sb@mail.ru 

 

追加情報 

○鉱床はSevero-Baikalsky地区、バム鉄道Novy Uoyan駅から150kmの距離にある。 

 

 

mailto:Invest-sb@mail.ru
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電力 

 

Novy Uoyan集落への熱供給の近代化 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

給水管加熱器および温水供給用ポンプの設置を伴う、中央ボイラ

ーKVTS-20を改修し、Novy Uoyan集落への熱供給を改善する。 

エネルギー消費量を減らすため、通風装置に周波数調節器を設置

する。 

中央ボイラー室（既存）から第１中央熱供給ステーション（計画）

および第２中央熱供給ステーション（計画）に至る、熱パイプラ

インを設置する。 

第１中央熱供給ステーションと第２中央熱供給ステーションを

設置する。 

Novy Uoyan集落の中央ボイラー室にKuban型蒸気タービン600 

kW 380Vを設置する。 

 

場所 Severo-Baikalsky（北バイカル）地区 Novy Uoyan集落 

推進会社・団体（事業主体） Severo-Baikalsky地区行政府 

総事業費（100万ルーブル） 118.0（393万ドル） 

資金調達方法 融資＋株式資本 

実施期間  

投資回収期間 5.7年 

プロジェクトの進捗状況 計画段階 

許認可文書の有無 作成段階 

国家環境審査の結論の有無 無 

協力形態 契約にもとづく 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） 

住所 

Tel 

Fax 

e-mail 

 

 

Nizhneangarsk集落 Rabochaya通り125 

Severo-Baikalsky地区行政府 

T.G. Kovpinets 89243545005 

S.Yu. Shumskaya 

Tel：47-539 

Invest-sb@mail.ru 

 

追加情報 

 

 

mailto:Invest-sb@mail.ru


 

ブリャート共和国 

9-23 
 

工業（食品） 

 

飲料水「Nikolaevskaya」の製造 
 

プロジェクトの概要 

場所 Tarbagataisky地区 

推進会社・団体（事業主体） 有限会社「Nikolaevskoye」 

事業参加会社 有限会社「Nikolaevskoye」、有限会社「Baikalles」 

プロジェクトの目的  

プロジェクトの内容 

深層水を採取し瓶詰め生産する。 

ボトル50万本以上／年の深層水を生産する瓶詰め工場を建設す

る。 

販売先は国内、中国 

総事業費（100万ルーブル） 50万ドル 

資金調達方法 借入金、銀行融資、リース 

実施期間 2010～2011年 

投資回収期間 ３年 

プロジェクトの進捗状況 2009年11月～20010年３月に、事業計画・設計を作成 

許認可文書の有無 

衛生保護区域の水文地質学的評価プロジェクトが立案された。 

水のサンプル採取および分析が実施された。 

共和国国営地域センター「Buryatgeomonitoring（ブリャート地質

モニタリング）」との間で、埋蔵量評価の2009年実施に関する契

約書2008年10月21日付第182号が締結された。 

Tarbagataisky地区行政府との間で、井戸のある土地の49年間の賃

貸に関する契約書（複数）が締結された。これら契約書は連邦登

記庁ブリヤート共和国支部に登記された。 

土地の賃貸料が全額支払われた（2006～2008年）。 

モスクワ市Sysin記念人間生態学および環境衛生研究所の肯定的

な結論を得た。 

 

国家環境審査の結論の有無 
５年間の衛生・疫学的結論（泉の衛生保護区域が、国家衛生・疫

学規則および基準に適合していることを示す）を得た。 

協力形態 契約にもとづく 

.プロジェクトの経済的意義 新たな雇用の創出、住民の所得向上。 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） 

住所 

Tel 

Fax 

e-mail 

ウランウデ市 670027 Zelenkhoz集落 Botanicheskaya通り72 

Ilya Aleksandrovich Sosnovsky 

Tel：8-914-843-1111 

 

 

追加情報 

 

 



 

ブリャート共和国 

9-24 
 

電力 

 

110/6 kV変電所「Zaton」の建設 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

ウランウデ市への電力供給の信頼性を向上することを目的に変

電所を建設する。 

既存の電力供給施設が過負荷状態にあること、ウランウデ市中心

部の消費者のニーズにあっていないことから、110/6 kV変電所

「Zaton」を建設する。 

 

場所 ウランウデ市 Sovetsky地区 Banzarov通り 

推進会社・団体（事業主体） OAO「MRSK Sibir（シベリア地域間配電網会社）」 

事業参加会社 ロシア連邦投資基金 

総事業費（100万ルーブル） 880.0（2,933万ドル） 

資金調達方法 
投資家（民間事業者）：４億8,000万ルーブル 

ロシア連邦投資基金：４億ルーブル 

実施期間 2009～2010年 

投資回収期間 12年 

プロジェクトの進捗状況 計画立案段階 

許認可文書の有無 無 

国家環境審査の結論の有無 肯定的な結論を得た。 

協力形態 官民連携 

プロジェクトの成果 

正味現在価値は1,520万ルーブル 

内部収益率は10％ 

収益性指標は1.02 

 

プロジェクトの経済的意義 

110/6 kV変電所「Zaton」が稼働すれば、市民への電力安定供給が

実現する。 

電力消費量増加に対応できる。 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） 

住所 

Tel 

Fax 

e-mail 

 

670034 ウランウデ市 50-letiye Oktyabrya大通り 28 

Vyacheslav Innokentyevich Batorov 

Tel：（3012）29-43-59, 45-30-73 

E-mail：root@burene.elektra.ru 

 

 

追加情報 

 

 

mailto:root@burene.elektra.ru


 

ブリャート共和国 

9-25 
 

工業 

 

ソーラーエネルギー用シリコン・プロジェクト 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

ソーラーエネルギー用の各種シリコンを生産する。 

2007年現在の世界の発電量は20,500TWh／年で、このうち太陽光

発電による発電量は７TWh／年で、総発電量の0.035％である。

太陽光発電の占める割合は2030年までに10％に達すると予測さ

れている。 

技術革新により、マルチシリコンを得る新しい技術が開発され、

特許をもつ。この技術は既存の方法と異なり、塩素や塩素化合物

を使用せずにコストの大幅な削減を可能とし、大量生産を可能に

する。 

イルクーツク州とブリャート共和国の企業をベースとした、珪岩

の採掘（最大２万5,000ｔ／年）、とくに純度の高い石英精鉱（石

英砂岩）の生産、ソーラーエネルギー用マルチクリスタルシリコ

ンの製造（最大4,000ｔ／年）、モノシリコンおよびマルチシリ

コンを生成するための石英るつぼの製造、太陽電池用シリコンウ

ェハーの製造 

 

場所 ウランウデ市 

推進会社・団体（事業主体） 

ロシア科学アカデミー・シベリア支部A.P. Vinogradov記念地球化

学研究所 

ロシア科学アカデミー・シベリア支部ブリャート科学センター 

 

総事業費（100万ルーブル） 1,299.196（4,330.7万ドル） 

資金調達方法 借入金 

実施期間 １年 

投資回収期間 2.4年 

プロジェクトの進捗状況 事業計画作成済 

許認可文書の有無 調整段階 

国家環境審査の結論の有無 調整段階 

協力形態 投資家との合意にもとづく 

プロジェクトの成果 プロジェクトによる純益は139億7,741万7,000ルーブル 

プロジェクトの経済的意義  

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） 

住所 

Tel 

Fax 

e-mail 

ウランウデ市行政府 Lenin通り54 

Zandra Gendenovich Sangadiev 

Tel：（3012）21-35-02 

E-mail：meriya@inter.icm.buryatia.ru 

 

追加情報 

 

 

 

mailto:meriya@inter.icm.buryatia.ru


 

ブリャート共和国 

9-26 
 

農業 

 

大型有角家畜の飼育場の改修・再建 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

ビチュルスク食肉半製品加工場での加工に回すための食肉生産。 

ヘレフォード種牛の年平均飼育頭数が400頭、食肉生産量が25～

30ｔ／年の飼育農場を改修・再建する。 

販売先はビチュルスク食肉半製品加工場 

 

場所 ビチュルスク地区アラ・キレチ村 

推進会社・団体（事業主体） ビチュルスク地区行政府 

事業参加会社 ロシア連邦、ブリャート共和国、ビチュルスク地区、関係者 

総事業費（100万ルーブル） 50（166.7万ドル） 

資金調達方法 投資資金（民間資金）、銀行融資、リース 

実施期間 2010～2013年 

投資回収期間 ４年 

プロジェクトの進捗状況 策定段階 

許認可文書の有無 無 

国家環境審査の結論の有無 無 

協力形態 契約にもとづく 

プロジェクトの成果 25～30ｔ／年の食肉生産 

政府/地方自治体による支援 新規雇用の創出、住民の収入増加、課税基盤の拡大 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） Municipal administration “Bichursky district”, V.G.KALASHINIKOV 

Agricultural section of Municipal administration “Bichursky district” 

G.A. PAVROV 

住所 Bichura village, Sovetskaya St., 43 

Tel 8-301-33-41-2-17 （KALASHINIKOV）  

8-301-33-41-2-55（PAVROV） 

Fax 8-301-33-41-5-18 （KALASHINIKOV） 

e-mail admbich@icm.buryatia.ru （KALASHINIKOV） 

追加情報 

 

 

 



 

ブリャート共和国 

 

9-27 
 

農業 

 

松の実の買付と加工 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

松の実を加工するため、１日当たりの松の実の生産能力512kgの

松の実加工工場を建設する。 

松の実の生産能力96ｔ／年および松の実オイルの生産能力３ｔ

／年を有する生産体制の構築・運営 

販売市場は国内 

 

場所 ビチュルスク地区、 

推進会社・団体（事業主体） ビチュルスク地区行政府 

事業参加会社 ロシア連邦、ブリャート共和国、ビチュルスク地区、関係者 

総事業費（100万ルーブル） 90.0（300万ドル） 

資金調達方法 投資資金（民間資金）、銀行融資、リース 

実施期間 2010～2014年 

投資回収期間 4.5年 

プロジェクトの進捗状況 策定段階 

許認可文書の有無 土地区画に対する権利を付与する文書あり 

国家環境審査の結論の有無 無 

協力形態 契約にもとづく 

プロジェクトの成果 
松の実の生産量96ｔ／年 

松の実オイルの生産量３ｔ／年 

政府/地方自治体による支援 新規雇用の創出、住民の収入増加 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） Municipal administration “Bichursky district” 

G.A. PAVROV 

住所 Bichura village, Sovetskaya St., 43 

Tel 8-301-33-41-2-17 

Fax 8-301-33-41-5-18 

e-mail admbich@icm.buryatia.ru 

追加情報 

 

 

 



 

ブリャート共和国 

9-28 
 

農業 

 

養豚総合施設の建設 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

養豚業務の確立・運営、豚肉の販売 

豚肉、食肉製品、燻製食品、販売量１万頭／年の子豚 

販売先はジジンスク地区の居住地 

 

場所 ジジンスク地区農村型居住地「ディレスツイスコエ」 

推進会社・団体（事業主体） 
ジジンスク地区行政府 

（ヴィターリー・ヴラジミロヴィチ・バトドルジエフ地区長） 

事業参加会社 ジジンスク地区、投資家 

総事業費（100万ルーブル） 72.0（240万ドル） 

資金調達方法 投資資金（民間資金）100％ 

実施期間 作業場の改修・建設は2009年、設計生産能力の達成は2010年 

投資回収期間 2.3年 

プロジェクトの進捗状況 事業提案の段階 

許認可文書の有無 無 

国家環境審査の結論の有無 無 

協力形態 契約にもとづく 

プロジェクトの成果 収益率は30％ 

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） Sodnom Zhambalovich SHIRETOROV  

住所 671920 Dzhidincky district,  

Petropavlovka village, Tereshkovoy St., 8 

Tel （30134）41277 

Fax （30134）41718 

e-mail admdzd@icm.buryatia.ru 

追加情報 

○競争優位性は自前の肥料基盤あること、生産用建屋があること、労働資源があること、原料

があること 

○設計生産能力に達するまでの期間は８ヵ月 

○プロジェクトを実施する上で、送電線と取水井がそろっている。 
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9-29 
 

農業 

 

鶏肉・鶏卵卸工場の建設 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

2009～2012年に養鶏および高い生産能力を有した交雑種の最新

飼育法を取り入れた、新たな品質水準のトレイ鶏肉・鶏卵卸工場

における鶏卵生産体制の改修・再建を目的とした、鶏肉・鶏卵卸

工場を建設する。 

場所 ジジンスク地区 

事業参加会社 

ジジンスク地区行政府 

（住所はペトロパヴロフカ村 テレシコヴァ通り） 

（ヴィターリー・ヴラジミロヴィチ・バトドルジエフ地区長） 

総事業費（100万ルーブル） 112.7（375.7万ドル） 

資金調達方法  

実施期間 ３年 

プロジェクト実施の現段階 F/Sは作成済 

投資回収期間 3.1年 

プロジェクトの進捗状況 無 

許認可文書の有無 無 

国家環境審査の結論の有無 無 

協力形態  

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） Elena Vacil’evna ZAGREBINA  

住所 671920 Dzhidincky district,  

Petropavlovka village, Tereshkovoy St., 8 

Tel （30134）41435 

Fax （30134）41718 

e-mail admdzd@icm.buryatia.ru 

追加情報 

 

 

 



 

ブリャート共和国 

9-30 
 

農業 

 

果実、野菜、野生有用植物の総合加工体制の構築・運営 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

野菜および果実・野菜栽培の高次加工の発展 

ショックフリーズ製法の導入 

野菜、果実・漿果、前菜およびマリネのびん（かん）詰めを生産

する。 

生産能力は野菜1,150ｔ、漿果60ｔ 

販売先はブリャート共和国、ザバイカルスク地方、アジア太平洋

地域諸国 

場所 ザイグラエフスク地区ウランウデ市から60kmのところ 

推進会社・団体（事業主体） ザイグラエフスク地区行政府 

総事業費（100万ルーブル） 170.0（566.7万ドル） 

資金調達方法 投資資金（民間資金） 

実施期間 2009年に事業開始 

投資回収期間 ４年 

プロジェクトの進捗状況 ビジネス・プラン有。 

許認可文書の有無 有 

国家環境審査の結論の有無 有 

協力形態 任意 

プロジェクトの成果 

NPV（正味現在価値）は7,832万ルーブル 

IRR（内部利益率）は39.8％ 

割引回収期間は4.02年 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） Vitaliy Yur’evich KHAMARKHANOV 

住所 Zaigraevo village, Oktyabrskaya St., 4   

Tel （30136）41151  

Fax  

e-mail admzgr@icm.buryatia.ru 

追加情報 

 

 

 

mailto:admzgr@icm.buryatia.ru
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9-31 
 

農業 

 

鶏肉・鶏卵卸工場の建設 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

現在稼動中の生産エリアでの大規模養鶏、国内外市場での鶏卵と

鶏肉の販売 

排水溝と貯留槽を備えた処理能力18万6,000㎥/月の汚水処理施

設、ポンプステーション（取水装置）（必要水量の上限は266万

4,000㎥）、送電施設（変電所35/10kv、高圧送電線10km）等を建

設する。 

主要商品は若鶏肉（ブロイラー） 

 

場所 ザイグラエフスク地区 

推進会社・団体（事業主体） ザイグラエフスク地区行政府 

総事業費（100万ルーブル） 500（1,667万同） 

資金調達方法 借入金 

実施期間 

第１段階（2010～2011年）：鶏肉、羽毛原料の輸出、若鶏（ひな）

の買付、飼料の納入に関する契約書・意向書の締結 

第2段階（2011～2012年）：第１段階で若鶏と飼料の購入に投資

の大部分がつぎ込まれ、生産設備・機械の納入・据付は第１段階

の後に行う。借入金の一部は、持続的な発展ができるように、ま

た第２段階での設備、機械、建設用の投資のために留保しておく。 

第３段階（2013～2014年）：投資段階終了時にインフラ施設の建

設、生産設備の近代化と更新、生産用建屋の補修が完成する。 

 

投資回収期間 48ヵ月 

プロジェクトの進捗状況 プロジェクトの事前準備段階 

許認可文書の有無 相応する文書の準備 

国家環境審査の結論の有無 相応する文書の準備 

協力形態 完全出資あるいは持分出資 

プロジェクトの成果 
正味現在価値は2,490万ルーブル 

内部利益率は88.01％ 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） Vitaliy Yur’evich KHAMARKHANOV 

住所 Zaigraevcky district, Ust’-Bryan’ village    

Tel （30136）41151, 41483 

Fax  

e-mail 
admzgr@icm.buryatia.ru 

 

追加情報 

 

 

 

mailto:admzgr@icm.buryatia.ru
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農業 

 

ザカメンスク食肉コンビナートの改修・再建 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

半加工品および食肉製品を生産・販売を目的にザカメンスク食肉

コンビナートを改修・再建する。 

 

場所 ザカメンスク地区 

推進会社・団体（事業主体） 有限会社「ザカメンスク食肉コンビナート」 

総事業費（100万ルーブル） 42.8（142.7万ドル） 

資金調達方法 自己資金および投資資金（民間資金）、リース 

実施期間 2011～2022年 

投資回収期間 2.5年 

プロジェクトの進捗状況 F/Sの策定段階 

許認可文書の有無 無 

国家環境審査の結論の有無 無 

協力形態 契約にもとづく 

プロジェクトの成果 正味現在価値（NPV）は9,000万ルーブル 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） Dorzho Dashievich BAZAROV 

住所 Zakamensk City, Sedletskovo St., 70 

Tel （30112）21-70-02 

Fax  

e-mail admzkm@icm.buryatia.ru 

追加情報 
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農業 

 

農業複合施設「イヴォルギンスキー」の設立 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

ウランウデ市への新鮮な有機農産物（牛乳、食肉、野菜、ジャガ

イモ）の供給を目的に農業複合施設を設立する。 

主な生産物は農産物（牛乳、食肉、野菜、ジャガイモ） 

総生産額は１億6,000万ルーブル 

生産量は野菜1,410ｔ、ジャガイモ2,100ｔ、牛乳1,500ｔ、食肉50

ｔ、優良種の家畜200頭 

販売先はウランウデ市 

 

場所 イヴィルギンスク地区 

推進会社・団体（事業主体） イヴィルギンスク地区行政府 

総事業費（100万ルーブル） 160（533.3万ドル） 

資金調達方法 投資資金（民間資金） 

実施期間 

2010年＝F/Sの策定 

2011年＝複合施設の建設、生産ラインの完成 

2012年＝設計生産能力の達成 

投資回収期間 5.7年 

プロジェクトの進捗状況 施設用地の区画が確定され、土地台帳に登録済み 

許認可文書の有無 無 

国家環境審査の結論の有無 無 

協力形態 長期賃貸借、国家・地方自治体の援助に関する協定 

プロジェクトの成果 
正味現在価値（NPV）は4,800万ルーブル 

内部利益率（IRR）は16％ 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） Aleksandr Bazarsadaevich TSYDENOV 

住所 Ivolginsky district, Ivolginsk village, 

Lenina St., 30 

Tel （30140）21351 

Fax （30140）21736 

e-mail admivl@icm.buryatia.ru 

追加情報 

○農業用地4,585ha、うち耕作地4,000 ha、残り585 haが牧草地、放牧地、温室施設 

○労働力はイヴォルギンスク地区の村民 

○設計生産能力の達成期間は2012～2013年 
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農業 

 

果実、野菜、植物の総合加工事業 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

ウランウデ市への供給を目的に果実、野菜等を生産・加工する。 

生産商品はサラダ、マリネ、コンポート等 

総売上額は１億4,000万ルーブル／年 

販売先はウランウデ市（食料品の市場と卸・小売網）、ブリャー

ト共和国各地区 

 

場所 イヴォルギンスク地区、タプハル村 

推進会社・団体（事業主体） イヴォルギンスク地区行政府 

総事業費（100万ルーブル） 170（566.7万ドル） 

資金調達方法 借入金 

実施期間 

2009年＝正式な文書作成、F/Sの策定 

2010年＝生産業務用の建物・構築物の建設 

2011年＝生産段階開始 

2012年＝設計生産能力の達成 

投資回収期間 ６年 

プロジェクトの進捗状況 ビジネス・プラン作成中 

許認可文書の有無 無 

国家環境審査の結論の有無 無 

協力形態 国家・地方自治体の援助に関する協定 

プロジェクトの成果 
正味現在価値（NPV）は700万ルーブル 

内部利益率（IRR）は26.7％ 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） Aleksandr Bazarsadaevich TSYDENOV 

住所 67150 Ivolginsky district, Ivolginsk village, Lenina St., 30 

Tel （30140）21351 

Fax （30140）21736 

e-mail admivl@icm.buryatia.ru 

追加情報 

○イヴォルギンスク地区の農業生産額２億5,890万ルーブル。野菜が9,377ｔ、ジャガイモが１万

6,425ｔ 

○労働資源はイヴォルギンスク地区の村民 

○設計生産能力の達成期間は2012年 
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農業 

 

長期保存牛乳の充填・包装工場 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

ウランウデ市への供給を目的に長期保存牛乳の充填・包装工場を

建設する。 

生産商品はレトルト・パック入り長期保存牛乳 

総売上額は1,730万ルーブル／年 

販売先はウランウデ市 

 

場所 イヴォルギンスク地区 

推進会社・団体（事業主体） イヴォルギンスク地区行政府 

総事業費（100万ルーブル） 3.173（10.6万ドル） 

資金調達方法 借入金 

実施期間 

2009年＝正式な文書作成、F/Sの策定 

2010年＝生産業務用の建物・構築物の建設 

2011年＝生産段階開始 

2012年＝設計生産能力の達成 

投資回収期間 3.59年 

プロジェクトの進捗状況 ビジネス・プラン作成中 

許認可文書の有無 無 

国家環境審査の結論の有無 無 

協力形態 国家・地方自治体の援助に関する協定 

プロジェクトの成果 
正味現在価値（NPV）は104万2,000ルーブル 

内部利益率（IRR）は18.0％ 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） Director of Municipal administration  

Aleksandr Bazarsadaevich ТSYDENOV 

住所 67150 Ivolginsky district, Ivolginsk village, Lenina St., 30 

Tel （30140）21351 

Fax （30140）21736 

e-mail admivl@icm.buryatia.ru 

追加情報 

○イヴォルギンスク地区の牛乳生産量は１万1,078ｔ 

○労働資源はイヴォルギンスク地区の村民 

○設計生産能力の達成期間は生産開始の翌年 
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農業 

 

ジャガイモ、野菜、加工品生産の農業企業体の設立 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

ウランウデ市に新鮮な有機農産物（サラダ、半加工品、ジャガイ

モ等）を供給する。 

生産物商品は野菜サラダ、野菜、肉の半加工品、小麦粉の半加工

品、ジャガイモ 

総売上額は１億1,000万ルーブル／年 

 

場所 イヴォルギンスク地区、タプハル村 

推進会社・団体（事業主体） 専門農業協同組合（SPSK）「ヴィタリナ」 

総事業費（100万ルーブル） 140（466.7万ドル） 

資金調達方法 借入金 

実施期間 

2009年＝建設・据付工事、設備・機器の納入、半製品とサラダの

生産 

2010年＝ジャガイモの大量生産、野菜の野外およびハウス栽培、

貯蔵所での野菜処理の開始 

投資回収期間 ６年 

プロジェクトの進捗状況 ビジネス・プラン作成中、生産施設あり（サラダと半製品の生産） 

許認可文書の有無  

国家環境審査の結論の有無  

協力形態 買戻権付き賃貸借、国家・地方自治体の援助に関する協定 

プロジェクトの成果 
正味現在価値（NPV）は１億2,310万ルーブル 

内部利益率（IRR）は14.8％ 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） SPSK「Vitalina」 

住所 670045 Ulan-Ude City, Transportnaya St., 35A  

0 （3012）44-67-39 

e-mail leeld@mail.ru   

連絡先（組織・氏名） Municipal administration “Ivolginsky district” 

Aleksandr Bazarsadaevich TSYDENOV 

住所 67150  Ivolginsky district, Ivolginsk village, Lenina St., 30 

Tel （30140）21351 

Fax （30140）21736 

e-mail admivl@icm.buryatia.ru  

追加情報 

○設計生産能力の達成期間はプロジェクト開始後２年目 

○プロジェクトを実施する上で変電所と給水施設（井戸の掘削と灌漑システムの改修・再建）

の整備が必要 
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農業 

 

ガチョウの飼育とその製品の生産 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 
ガチョウ生産総合施設を設立し、ガチョウの飼育とその製品を生

産する。 

場所 カバンスク地区、ステプノイ・ドゥヴォレツ村 

推進会社・団体（事業主体） カバンスク地区行政府 

総事業費（100万ルーブル） 84.5（281.7万ドル） 

資金調達方法 共同融資 

実施期間 ３年 

投資回収期間 5.1年 

プロジェクトの進捗状況 ビジネス・プラン作成中 

許認可文書の有無 無 

国家環境審査の結論の有無 無 

協力形態 持分による出資 

プロジェクトの成果 

PI（キャッシュインフローとキャッシュアウトフローの割引現在

価値の比率）は1.36 

NPV（正味現在価値）は3,123万8,614ルーブル 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） Municipal administration “Kabansky district” 

Gennadiy Nikolaevich ORLOV 

住所 671200 Kabansky district, Kabansk village, Kirova St., 10 

Tel （30138）43436 

Fax （30138）43264  

e-mail admkab@icm.buryatia.ru 

追加情報 
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農業 

 

牛乳加工業の振興と乳酸品の生産 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

キジンギンスク地区内に牛乳加工工場を建設し乳製品を生産す

る。 

生産商品は以下のとおり。 

殺菌牛乳（3.2％）937.7ｔ／年 

サワークリーム（30％）757.37ｔ／年 

コテージチーズ（9％）587.87ｔ／年 

パルメザンチーズ－587.87ｔ／年 

プロセスチーズ－587.87ｔ／年 

場所 キジンギンスク地区 

推進会社・団体（事業主体） キジンギンスク地区行政府 

総事業費（100万ルーブル） 92.04921（306.8万ドル） 

資金調達方法 投資資金（民間資金） 

実施期間 2009～2014年 

投資回収期間 ３年 

プロジェクトの進捗状況 ビジネス・プランは作成済み 

許認可文書の有無 無 

国家環境審査の結論の有無 無 

協力形態  

プロジェクトの成果 
生産量は最大で乳酸品3,370ｔ／年 

収益率は189.63％ 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） Solbon Bazarovich DORZHIEV 

住所 671450  Kizhinginsky district,  

Kizhinga village, Kommunisticheskaya St.,12 

Tel （30141）32383   

Fax （30141）32647  

e-mail admkzn@icm.buryatia.ru  （S.B. Dorzhiev） Stason13@mail.ru 

追加情報 
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農業 

 

食肉加工業の振興と半加工品の生産 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 
キジンギンスク地区内で大型有角家畜の肥育場の運営、食肉の加

工、食肉の半加工品を生産する。 

場所 キジンギンスク地区 

推進会社・団体（事業主体） キジンギンスク地区行政府 

総事業費（100万ルーブル） 47.997（159.3万ドル） 

資金調達方法 投資資金（民間資金） 

実施期間 2009～2014年 

投資回収期間 ５年 

プロジェクトの進捗状況 ビジネス・プランは作成済み 

許認可文書の有無 無 

国家環境審査の結論の有無 無 

プロジェクトの成果 
食肉生産量は175ｔ／年 

収益率は120.0％ 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） Deputy Director for Economics and Finance of Municipal 

administration “Kizhinginsky district” 

Solbon Bazarovich DORZHIEV 

住所 671450  Kizhinginsky district,  

Kizhinga village, Kommunisticheskaya St.,12 

Tel （30141）32383   

Fax （30141）32647  

e-mail admkzn@icm.buryatia.ru  （S.B. Dorzhiev） Stason13@mail.ru 

追加情報 
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農業 

 

養豚複合施設「ムホルシビルスキー」の建設 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

優良子豚、肉、加工品の販売を行う生産能力１万2,000頭の養豚

複合施設を建設する。 

販売先はブリャート共和国、ザバイカルスク地方、イルクーツク

州 

 

場所 ムホルシビルスク地区、ブリャンカ村 

推進会社・団体（事業主体） ムホルシビルスク地区行政府 

事業参加会社 ムホルシビルスク地区行政府 

総事業費（100万ルーブル） 854.8（2,849.3万ドル） 

資金調達方法 銀行融資、リース 

実施期間 2009～2017年 

投資回収期間 ５年 

プロジェクトの進捗状況 
ビジネス・プランは作成済み、ムホルシビルスク地区ブリャンカ

地域に土地再分配基金から８haの土地区画割当が確定 

許認可文書の有無 策定中 

国家環境審査の結論の有無 無 

協力形態 契約にもとづく 

プロジェクトの成果 

販売総額は9,000万ルーブル 

内部利益率は139.9％ 

損益分岐点は298.1ｔ 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） Municipal administration “Mukhorshibirsky district” 

M.V.BOGOMAZOVA, O.V.ALEKSEEVA 

住所 Mukhorshibirsky district,  

Mukhorshibir’ village, Dorzhieva St., 38 

Tel Office: 8-30143-21-163, 21-936 Mob: 89503836078 

Fax  

e-mail admmhr@icm.buryatia.ru 

追加情報 

○飼料基盤と人材あり 

○建設用地への引込み線と送電線があり 
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農業 

 

食肉・乳製品生産複合施設の建設 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

乳牛1,200頭および大型有角家畜（肉牛等）１万頭の肥育場を有

する食肉・乳製品生産複合施設を建設し、牛乳と食肉を生産する。 

販売先はブリャート共和国、ザバイカルスク地方、イルクーツク

州 

 

場所 ムホルシビルスク地区、ツグヌイ村 

推進会社・団体（事業主体） ムホルシビルスク地区行政府 

事業参加会社 ムホルシビルスク地区行政府 

総事業費（100万ルーブル） 953.5（3,178.3万ドル） 

資金調達方法 銀行融資、リース 

実施期間 2010～2011年 

投資回収期間 ８年 

プロジェクトの進捗状況 
ビジネス・プランは作成済み、ムホルシビルスク地区ツグヌイ村

に12haの土地区画が確定 

許認可文書の有無 策定中 

国家環境審査の結論の有無 無 

協力形態 契約にもとづく 

プロジェクトの成果 

販売総額は３億2,210万ルーブル 

売上総利益率は62％ 

10年間の正味現在価値は１億870万ルーブル 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） Municipal administration “Mukhorshibirsky district” 

M.V.BOGOMAZOVA, O.V.ALEKSEEVA 

住所 Mukhorshibirsky district,  

Mukhorshibir’ village, Dopzhieva St., 38 

Tel Office: 8-30143-21-163, 21-936 Mob: 89503836078 

Fax  

e-mail admmhr@icm.buryatia.ru 

追加情報 

○飼料基盤と人材あり 

○砂利舗装道路、送電線、給水施設あり 
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農業 

 

ジャガイモの総合加工体制の構築・運営 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

乾燥マッシュポテトの生産技術を導入し、有機農法によるポテト

製品を生産。、ブリャート共和国、ザバイカルスク地方、極東の

各地域に包装ずみジャガイモを通年供給する。 

乾燥マッシュポテト加工保管・生産システムを構築・運営する。 

場所 タルバガタイスク地区、タルバガタイ村 

推進会社・団体（事業主体） タルバガタイスク地区 

総事業費（100万ルーブル） 181.1（603.7万ドル） 

資金調達方法 投資資金（民間資金） 

実施期間 2009～2011年 

投資回収期間 1.6年 

プロジェクトの進捗状況 

総面積2,500㎡の土地区画および建物の割当、計画用地に適した

温水パイプルートの付いたブロックモジュールボイラー、取水装

置、計画用地に適した給水装置の付いた井戸、用地近くに敷設さ

れている排水浄化設備、自治体所有の送電線設備 

許認可文書の有無 無 

国家環境審査の結論の有無 無 

協力形態 投資家との契約にもとづく 

プロジェクトの成果 
正味現在価値は１億900万ルーブル 

収益率は175％ 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） Chief：Ol’ga Pavlovna LOTSMAN 

住所 671110 Tarbagataisky district,  

Tarbagatai village, Shikolinaya St., 1 

Tel （30146）55367, 55504 

Fax  

e-mail admtrb@icm.buryatia.ru  

追加情報 
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農業 

 

食肉加工と食肉半加工品の生産体制の構築・運営 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

ホリンスク地区ホリンスク村（行政の中心地）に食肉加工と食肉

半加工品、ソーセージ製品の生産体制を構築・運営する。 

フル生産体制時の生産量は214.72ｔ／年 

 

場所 ホリンスク地区、ホリンスク村 

推進会社・団体（事業主体） ホリンスク地区行政府 

総事業費（100万ルーブル） 15.0（50万ドル） 

資金調達方法 投資資金（民間資金） 

実施期間 2009～2013年 

投資回収期間  

プロジェクトの進捗状況 ビジネス・プランは作成済み、土地区画の境界を設定中 

許認可文書の有無 無 

国家環境審査の結論の有無 無 

協力形態 契約にもとづく 

プロジェクトの成果 

正味現在価値（NPV）は647万8,600ルーブル 

内部利益率（IRR）は９％ 

生産収益率は12％ 

減価償却期間は3.5年 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） Municipal administration “Khorinsky district” 

Yuriy Tsyrempilovich SHIRABDORZHIEV 

住所 Khorinsk village, Pervomaiskaya St., 41 

Tel （30148）22151, 22483 

Fax  

e-mail fin021@rambler.ru  

追加情報 

○予定地にはライフライン（電気や水道）のすべて揃っている。 
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木材・木材加工 

 

木材の高次加工と住宅建材製造施設の設立 

 
プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

木材の高次加工と住宅建材製造のための複合施設を設立する。 

集成材、円柱丸太、木製パネルを使用した木造家屋、ペレット等

を製造する。 

 

場所 エラヴニンスク地区 

推進会社・団体（事業主体） エラヴニンスク地区行政府 

事業参加会社 エラヴニンスク地区行政府 

総事業費（100万ルーブル） 360（1,200万ドル） 

資金調達方法 投資資金（民間資金）、自己資金 

実施期間 ２年 

投資回収期間 ５年 

プロジェクトの進捗状況 

共和国政府により木材調達、木材加工、住宅建設事業に関する投

資プロジェクト構想が作成された。この構想は、2007年６月30

日付連邦政府決定第419号「木材分野の優先的投資プロジェクト

リスト作成および承認について」に従い作成された。 

 

許認可文書の有無 無 

国家環境審査の結論の有無 無 

協力形態 契約にもとづく 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） Dambi Bazarobich DAMBAEV 

住所 671430 Eravninsky district,  

Sosnovo-Ozerskoe village, Pervomaiskaya St., 113  

Tel （30135）21-445 

Fax  

e-mail admeravna@icm.buryatia.ru 

追加情報 
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木材・木材加工 

 

木材原料基盤の総合開発 

 
プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

ザカメンスク地区に木材の高次加工生産体制を構築・運営する。 

木材調達から高品質カラマツ製品（集成材、組立式家屋、欧州級

製材、固形燃料等）の製造まで一貫した生産体制を構築・運営す

る。 

調達量は20万㎥／年 商品生産額は11億7,300万ルーブル／年 

 

場所 ザカメンスク地区 

推進会社・団体（事業主体） ザカメンスク地区行政府 

事業参加会社 ザカメンスク地区行政府、投資家 

総事業費（100万ルーブル） 791（2,636.7万ドル）  

資金調達方法 投資資金（民間資金）、銀行融資、リース 

実施期間 2010～2060年 

投資回収期間 4.5年 

プロジェクトの進捗状況 ビジネス・プラン作成中 

原料基盤の有無 

当該地区には必要なインフラと木材運搬道路網がある。許可伐採

量は54万㎥／年。調達量は３万8,000～４万㎥／年 

 

許認可文書の有無 無 

国家環境審査の結論の有無 無 

協力形態 社会経済面での協力体制に関する協定 

プロジェクトの成果 

投資額は７億9,100万ルーブル、取引高は11億7,300万ルーブル、 

減価償却期間は4.5年 

 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） Municipal administration “Zakamensky district” 

Artyom Vital’evich STARITSYN Aleksandra Nikolaevna OSOKINA 

住所 Zakamensk City, Lenina St.,17 

Tel Office: 4-54-11 Mob: 89146303545 

Fax  

e-mail admzkm@icm.buryatia.ru 

追加情報 
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木材・木材加工 

 

 

住宅建材の製造 

 
プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

OSB（オリエンテッド・ストランド・ボード）、製材を生産・

販売する。 

生産商品はOSBボード、OSBボードを使用した建物 

販売規模（設計生産能力）は３億ルーブル 

販売先はウランウデ市、ブリャート共和国各地区、イルクーツク

州、ザバイカルスク地方 

 

場所 
イヴォルギンスク地区、プロムィシュレンナヤ広場 タプハル村 

 

推進会社・団体（事業主体） イヴォルギンスク地区行政府 

総事業費（100万ルーブル） 315（1,050万ドル） 

資金調達方法 借入金 

実施期間 

2009年＝正式文書作成、F/S文書の策定 

2010年＝生産業務用の建物、構築物の建設 

2011年＝生産段階の開始 

2012年＝設計生産能力の達成 

 

投資回収期間 ４年 

プロジェクトの進捗状況 ビジネス・プラン作成中 

許認可文書の有無 無 

国家環境審査の結論の有無 無 

協力形態 国家・地方自治体の援助に関する協定 

プロジェクトの成果 

正味現在価値（NPV）は637万ルーブル 

内部利益率（IRR）は26.0％ 

 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） Alekcandr Bazarsadaevich TSYDENOV 

住所 671050 Ivolginsky district, Ivolginsk village, Lenina St., 30 

Tel （30140）21351 

Fax （30140）21736 

e-mail admivl@icm.buryatia.ru 

追加情報 

○競争優位点は①整備されたインフラ、②販売市場（ウランウデ市）との近さ、③土地賃借料

の安さ 

○原料と労働力は確保されている。原料資源は許可伐採量10万7,600㎥、労働資源はイヴォルギ

ンスク地区とウランウデ市の住民 

○設計生産能力に達するまでの期間は生産段階開始の翌年 
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木材・木材加工 

 

 

木材の高次加工生産 

 
プロジェクトの概要 

場所 クルムカンスク地区、農村型居住地「マイスク」 

推進会社・団体（事業主体） クルムカンスク地区行政府 

プロジェクトの内容 

木材高次加工技術の導入。木材調達量を25万㎥／年まで、製材生

産量を８万㎥／年まで増産する。 

木材を乾燥し束にし鋸断から梱包までの全加工段階を実行する、

GOST930283にもとづいた製材および角材組みによる建物の骨

組みの生産体制を構築・運営する。 

 

総事業費（100万ルーブル） 507（1,690万ドル） 

資金調達方法 投資資金（民間資金） 

実施期間 

第１段階＝３ヵ月の準備期間。F/S文書の策定、製造（生産工程）

エリアの確保、プロセス設備の購入 

第２段階＝２ヵ月、設備の組立と据付、始動調整作業、要員の訓

練、生産プロセスの仕上げ 

第３段階＝５～６ヵ月、設計生産能力の達成 

 

投資回収期間 ７年 

プロジェクトの進捗状況 F/S、調査作業は実施済み。 

許認可文書の有無 無 

国家環境審査の結論の有無 無 

協力形態 契約にもとづく 

プロジェクトの成果 

小売による売上純利益は3,086万5,000ルーブル 

収益率R＝利益：原価×100％＝30685（千ルーブル）：147567（千

ルーブル）×100％＝20.9％  

 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） Administration of municipal formation “Kurumkansky district” 

Natariya Arsalanovna ERDYNIEVA 

住所 Kurumkansky district, Kurumkan village, Baldakova St.,13 

Tel （30149）41-145, 41-4-14 

Fax  

e-mail admkrm@icm.buryatia.ru 

追加情報 
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木材・木材加工 

 

木材加工複合施設の開設 

 
プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

木材高次加工製品を供給する。 

生産商品はモールド製品、木製パネル他 

販売先はロシア国内 

 

場所 
ムホルシビルスク地区、ムホルシビリ村 

 

推進会社・団体（事業主体） 
ムホルシビルスク地区行政府、個人事業家 

 

事業参加会社 
ムホルシビルスク地区行政府、個人事業家 

 

総事業費（100万ルーブル） 200（666.7万ドル） 

資金調達方法 銀行融資、リース 

実施期間 2009～2014年 

投資回収期間 ５年 

プロジェクトの進捗状況 投資家を募集中 

許認可文書の有無 無 

国家環境審査の結論の有無 無 

協力形態 契約にもとづく 

プロジェクトの成果 

木材加工量は６万2,000㎥／年 

最終製品の製造は２万4000㎥／年 

減価償却期間は５年 

収益率は45％ 

 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） Municipal administration “Mukhorshibirsky district” 

M.V. BOGOMAZOVA  E. A. IVANOV 

住所 Mukhorshibirsky district,  

Mukhorshibir’ village, Dorzhieva St., 38 

Tel Office: 8-30143-21-163, 21-936 Mob: 895038360786, 61-44-57 

Fax  

e-mail admmhr@icm.buryatia.ru 

追加情報 

○プロジェクト実施の上で必要な伐採許容区と人材を有している。 

○生産施設、砂利舗装道路（一部）、送電線、給水源がそろっている。 
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木材・木材加工 

 

木材加工体制の構築・運営 

 
プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

木造住宅、開口部（ドア、窓）の製作用製材を生産する。 

家具等も生産する。 

 

場所 ホリンスク地区、ホリンスク村 

推進会社・団体（事業主体） ホリンスク地区行政府 

総事業費（100万ルーブル） 50（166.7万ドル）  

資金調達方法 投資資金（民間資金） 

実施期間 2009～2014年 

投資回収期間 3.7年 

プロジェクトの進捗状況 

プロジェクトのビジネス・プランは作成済み 

土地区画の境界を設定中 

 

許認可文書の有無 有 

国家環境審査の結論の有無 審査中 

協力形態 契約にもとづく 

プロジェクトの成果 
正味現在価値（NPV）は640万ルーブル 

正味割引利益は5,010万ルーブル 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） 
Municipal administration “Khorinsky district” 

Yu. Ts. SHCHIRABDORZHIEV 

住所 Khorinsk village, Pervomaiskaya St., 41 

Tel （30148）22151, 22483 

Fax  

e-mail fin021@rambler.ru 

追加情報 
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木材・木材加工 

 

 

集成材梁の生産体制の構築・運営 

 
プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

高度加工の集成材を生産・販売する。 

木材はブリャート共和国の伐採業者が100％供給する。 

住宅家屋、屋内競技場、スタジアム、コンサートホール、屋根組

みの「棟」および筋交いとして用いられるグルーラム梁も生産す

る。 

 

場所 ウランウデ市 

推進会社・団体（事業主体） ウランウデ市行政府、有限会社「アグロレス」 

総事業費（100万ルーブル） 1,189.97（3,966.6万ドル） 

資金調達方法 有限会社「アグロレス」の資金、関係者からの投資資金 

実施期間 ３年 

投資回収期間 ５年 

プロジェクトの進捗状況 

ビジネス・プラン作成済み 

ウランウデ市シリカトヌィ村に総面積6.295haの土地区画を賃貸

借契約 

 

許認可文書の有無 合意に向けて調整中 

国家環境審査の結論の有無 合意に向けて調整中 

協力形態 投資家との協定にもとづく 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） Zandra Gendenovich SANGADIEV 

住所 the administration of Ulan-Ude, Lenina St., 54 

Tel （3012）21-35-02 

Fax  

e-mail meriya@inter.icm.buryatia.ru 

追加情報 
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木材・木材加工 

 

木材の総合加工と木材加工施設の建設 

 
プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 
ウランウデ市に木材加工インフラ施設を建設する。 

 

場所 ウランウデ市 

推進会社・団体（事業主体） 有限会社「林業コンプレックス バイカル・ノルディック」 

総事業費（100万ルーブル） 1,500（5,000万ドル） 

資金調達方法 関係者からの投資資金（民間資金） 

実施期間 

2009年第１～第２四半期＝プロジェクト書類の準備 

2008年第３～第４四半期＝林業用設備（スウェーデン製）の購入 

森林開発案作成と国家審査後＝森林区画証明書取得フローの作

成・遂行 

2009年第３～第４四半期、2010年第１四半期＝製材所据付・組立 

2010年第２～第４四半期、2011～2013年＝木材調達（伐採）業務 

2013年＝森林回復 

 

投資回収期間 ５年 

プロジェクトの進捗状況 

 
ビジネス・プラン作成中、賃貸借契約の締結、森林開発案作成中 

許認可文書の有無 

投資プロジェクト構想「ブリャート共和国における木材の総合加

工と木材加工施設のインフラ建設」 

2008年６月24日付連邦産業貿易省令第5号「森林開発の分野にお

ける優先的投資プロジェクトリストへの投資プロジェクトの組

み入れ」について； 

「2008～2010年および2017年までの期間におけるブリャート共

和国社会経済発展プログラム」の実施業務へのロシア・スウェー

デン合弁企業・有限会社「林業コンプレックス「バイカル・ノル

ディック」参加に関する2008年７月24日付の協定 

 

国家環境審査の結論の有無 森林開発プロジェクト１区画 

協力形態 投資家との協定にもとづく 

プロジェクトの成果 

プロジェクトの毎年の予算貢献度（効果指標）は１億3,840万ル

ーブルになる。内訳は連邦予算に5,540万ルーブル、共和国予算

に8,300万ルーブル 

販売量（設計生産能力）は50万㎥ 

 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） Zandra Gendenovich SANGADIEV 

住所 the administration of Ulan-Ude, Lenina St., 54 

Tel （3012）21-35-02 

Fax  

e-mail meriya@inter.icm.buryatia.ru 

追加情報 
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運輸 

 

輸送・物流総合施設の建設 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

輸送・物流サービスを提供する。 

面積は526ha 

 

場所 
イヴォルギンスク地区、ニジュニャヤ・イヴォルガの村々の近く、

ヌルセレニエ 

推進会社・団体（事業主体） イヴォルギンスク地区行政府 

総事業費（100万ルーブル）  

資金調達方法 借入金 

実施期間 

2010～2011年＝ターミナル保管総合施設、商業エリア、インフラ

の建設 

2012年＝稼働開始 

 

減価償却期間  

プロジェクトの進捗状況 
ビジネス・プラン作成中 

 

許認可文書の有無 無 

国家環境審査の結論の有無 無 

協力形態 国家・地方自治体の援助に関する協定 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） Director of Municipal administration  

Aleksandr Bazarsadaevich TSYDENOV 
住所 671050  Ivolginsky district, Ivolginsk village, Lenina St., 30 

Tel （30140）21351 

Fax （30140）21736 

e-mail admivl@icm.buryatia.ru 

追加情報 
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