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水産 

 

カムチャッカ・カニの再生産（人工養殖） 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

カムチャッカ東岸および西岸でのカムチャッカ・カニの安定的な

漁獲のため、カムチャッカ・カニを人工養殖する。 

カムチャッカ・カニの人工養殖・保護のための施設を建設する。 

 

実施期間  

総事業費（100万ルーブル） 55.0（183.3万ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 

自己資金5.0 

外部資金50.0 

推進会社・団体（事業主体） パシフィック・マーケット社 

プロジェクトの進捗状況 計画立案段階 

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） パシフィック・マーケット社（Пасифик маркет） 

住所 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Приморская, 96 

Tel （4152）467-651、468-019、269-531 

Fax （4152）468-817 

e-mail tral@mail.kamchatka.ru 

追加情報 

○ROTOBOの照会に対しカムチャッカ地方行政府から回答のあった日本企業との協力希望案

件 
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水産 

 

海面栽培・養殖および加工 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

海面栽培・養殖 ①コンブ属の各種海藻、②ほたて貝、イガイ、

ウニ、③タラ、マダラ、サケ科ニジマス属の淡水魚 

海面栽培・養殖魚種・貝類の加工 

太平洋サケ類の再生産（人工養殖） 

実施期間  

総事業費（100万ルーブル） 130.0（433.3万ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 

自己資金30.0 

外部資金100.0 

推進会社・団体（事業主体） パシフィック・マーケット社 

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） パシフィック・マーケット社（Пасифик маркет） 

住所 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Приморская, 96 

Tel （4152）467-651、468-019、269-531 

Fax （4152）468-817 

e-mail tral@mail.kamchatka.ru 

追加情報 

○ROTOBOの照会に対しカムチャッカ地方行政府から回答のあった日本企業との協力希望案

件 
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水産 

 

高度な水産加工の実現① 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

高度な水産加工を実現し、高品質な水産加工品を国内外の市場に

供給する。 

供給先は国内95％、国外（日本・中国）５％と想定する。 

実施期間 2013年第２四半期に試験生産 

総事業費（100万ルーブル） 592.6（1,975万ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 

自己資金92.6 

外部資金500.0 

推進会社・団体（事業主体） OOOヴォストーチヌィ・ベレグ（ООО “Восточный берег”） 

プロジェクトの進捗状況 2013年第２四半期に試験生産 

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） 
OOO「ヴォストーチヌィ・ベレグ」（ООО “Восточный берег”） 

Руководитель Батищев Николай Николаевич 

住所 
688713, Камчатский край, Карагинский район, с. Ивашка, ул. 

Строительная, д. 9, кв. 1 

Tel （4152）234-903 

Fax （4152）234-902 

e-mail east_coast@mail.ru 

追加情報 

○ROTOBOの照会に対しカムチャッカ地方行政府から回答のあった日本企業との協力希望案

件 

○OOO「ヴォストーチヌィ・ベレグ」は従業員数300名 
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水産 

 

高度な水産加工の実現② 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

高度な水産加工を実現し、高品質な水産加工品を国内外の市場に

供給する。 

供給先は国内90％、国外（日本・中国）５％と想定する。 

実施期間  

総事業費（100万ルーブル） 672.5（2,242万ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 

自己資金114.3 

外部資金558. 

推進会社・団体（事業主体） OAOベケレフ名称コルホーズ（ОАО "Колхоз им. Бекерева"） 

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） 
OAO「ベケレフ名称コルホーズ」（ОАО "Колхоз им. Бекерева"）
Руководитель Шкред Олег Николаевич 

住所 
688713, Камчатский край, Карагинский район, с. Ивашка, ул. 

Левченко, д.3 

Tel （4152）410-805、433-812、468-650 

Fax （4152）410-805 

e-mail ra-bekerev@mail.ru 

追加情報 

○ROTOBOの照会に対しカムチャッカ地方行政府から回答のあった日本企業との協力希望案

件 

○ベケレフ名称コルホーズは従業員数395名 
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水産 

 

ゼロエミッション水産加工コンビナートの建設 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

魚および海産物のゼロエミッション加工を行う革新的なエコ生

産コンビナートを建設する。 

切り身を生産する加工工場は、アヴァチャ湾から0.75km内のペト

ロパヴロフスク・カムチャツキー市内に建設する。 

魚製品8,500ｔ／年、獣医学用および医療用魚油850ｔ／年、有機

肥料および飼料添加物2,000ｔ／年の販売を目指す。 

実施期間 着工から７ヵ月以内に生産開始を目指す。投資回収期間は２年。 

総事業費（100万ルーブル） 540.0（1,800万ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 

自己資金131.3 

外部資金408.7 

推進会社・団体（事業主体） 
OOOアルリムペックス・カムチャッカ

（OOO"Аллимпекс-Камчатка"）（Allimpex-Kamchatka） 

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） 

OOOアルリムペックス・カムチャッカ

（OOO"Аллимпекс-Камчатка"） 

Руководитель Озеров Николай Степанович（Ozerov Nikolai 

Stepanovich） 

住所 683000 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Приморская, 96 

Tel 8-909-834-44-38、8-961-963-70-70 

Fax  

e-mail  

追加情報 

○ROTOBOの照会に対しカムチャッカ地方行政府から回答のあった日本企業との協力希望案

件 

○Allimpex-Kamchatka社はタラ、スケトウダラ、カレイの切り身、イクラやタラコを加工する

会社 

○投資方法としては融資枠の設定、必要機材の提供、原料供給など。プロジェクトへの参加形

態は持ち分50％の資本参加 
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水産 

 

既存の魚・海産物缶詰工場の改修 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

既存の魚・海産物工場を改修する。 

冷凍倉庫を建設する。 

既存の加工設備を最新式のものに更新する 

実施期間  

総事業費（100万ルーブル） 420.0（1,400万ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 

自己資金100.0 

外部資金320.0 

推進会社・団体（事業主体） 
OOOアルリムペックス・カムチャッカ

（OOO"Аллимпекс-Камчатка"） 

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） 

OOOアルリムペックス・カムチャッカ

（OOO"Аллимпекс-Камчатка"） 

Руководитель Озеров Николай Степанович 

住所 683000 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Приморская, 96 

Tel 8-909-834-44-38、8-961-963-70-70 

Fax  

e-mail  

追加情報 

○ROTOBOの照会に対しカムチャッカ地方行政府から回答のあった日本企業との協力希望案

件 
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資源（金、銀） 

 

採掘・選鉱コンビナートの建設① 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

採掘・選鉱コンビナートを建設する。 

計画の枠内で、アメチストヴォエ鉱床への自動車道を建設する。 

初期生産： 

金（Au）：52ｔ 

銀（Ag）：350ｔ 

実施期間 2009～2012年 

総事業費（100万ルーブル） 7,139.0（2.4億ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 

自己資金6,589.0 

外部資金550.0 

推進会社・団体（事業主体） 
ZAOコリャークゲオルダブィチャ 

（ЗАО “Корякгеолдобыча Аметистовое”） 

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） 

ZAOコリャークゲオルダブィチャ 

（ЗАО “Корякгеолдобыча Аметистовое”） 

Рудов Виктор Генрихович - Генеральный директор 

住所 
683016, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Мишенная, д.106 

Tel （4152）239-867 

Fax （4152）239-229 

e-mail bgk@mail.kamchatka.ru 

追加情報 

○ROTOBOの照会に対しカムチャッカ地方行政府から回答のあった日本企業との協力希望案

件 

○ZAOコリャークゲオルダブィチャの主要株主はOOOウラルプラチナホールディング（ООО 

“УралПлатинаХолдинг”） 
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資源（金、銀） 

 

採掘・選鉱コンビナートの建設② 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

採掘・選鉱コンビナートを建設する。 

計画の枠内で、関連インフラを整備するとともに、ムトノフスカ

ヤ水力発電所～アサチンスコエ鉱床間に送電線を建設する。 

初期生産：金（Au）：24ｔ 銀（Ag）：48ｔ 

実施期間 2007～2010年 

総事業費（100万ルーブル） 2,253.97（7,513万ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 

自己資金1,592.47 

外部資金661.5 

推進会社・団体（事業主体） 
ZAOトレヴォジノエ・ザレヴォ 

（ЗАО “Тревожное Зарево”） 

プロジェクトの進捗状況 プロジェクト実施中 

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） 

ZAOトレヴォジノエ・ザレヴォ 

（ЗАО “Тревожное Зарево”） 

Никитин Михаил Иванович - Исполнительный директор 

住所 

683031, Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, 

ул.Топоркова, д.10; 

юридический адрес: 684007, Камчатский край, г.Елизово, 

ул.Уральская, д. 1-а 

Tel （4152）419-548 

Fax （41522）58-963 

e-mail office@zarevo.ru 

追加情報 

○ROTOBOの照会に対しカムチャッカ地方行政府から回答のあった日本企業との協力希望案

件 

○ZAOトレヴォジノエ・ザレヴォの主要株主はTrans-Siberian Gold PLSとシリウス・ミク社（ЗАО 

“Сириус-Мик”） 

○ZAOトレヴォジノエ・ザレヴォは従業員数350名 
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資源（石炭） 

 

クルトゴロフスコエ石炭鉱床の開発 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

カムチャッカ地方ソボレフスコエ地区にあるクルトゴロフスコ

エ石炭鉱床を開発する。 

埋蔵量：約２億5,000万ｔ 

実施期間  

総事業費（100万ルーブル） 5,500.0（1.8億ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 

自己資金0.0 

外部資金5,500.0 

推進会社・団体（事業主体） カムチャッカ地方行政府 

プロジェクトの進捗状況 未開発 

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） カムチャッカ地方行政府 

住所 683040, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, 1 

Tel （4152）425-108 

Fax （4152）42-01-74 

e-mail opr@kamchatka.gov.ru 

追加情報 

○ROTOBOの照会に対しカムチャッカ地方行政府から回答のあった日本企業との協力希望案

件 

コメント 

○プロジェクトの実現は投資家が現れるかであり、現状では投資家の出現は期待薄 

○100％民間資金主導事業であり、ロシアの投資家が関心をもたない限り、外資が単独で参加す

ることは不可能 
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資源 

 

ヤゴドニンスコエ沸石鉱床の開発 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

ヤゴニンスコエ沸石鉱床を開発し、沸石を加工する。 

埋蔵量：1,970万ｔ 

2.5万～５万ｔ／年を生産する。 

実施期間  

総事業費（100万ルーブル） 70.0（233万ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 

自己資金0.0 

外部資金70.0 

推進会社・団体（事業主体） カムチャッカ地方行政府 

プロジェクトの進捗状況 未開発 

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） カムチャッカ地方行政府 

住所 683040, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, 1 

Tel （4152）425-108 

Fax （4152）42-01-74 

e-mail opr@kamchatka.gov.ru 

追加情報 

○ROTOBOの照会に対しカムチャッカ地方行政府から回答のあった日本企業との協力希望案

件 

 

コメント 

○プロジェクトの実現は投資家が現れるかであり、現状では投資家の出現は期待薄 

○100％民間資金主導事業であり、ロシアの投資家が関心をもたない限り、外資が単独で参加す

ることは不可能 
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資源（ミネラル水） 

 

ミネラル水の生産・販売 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 
ルースカヤ湾にある地下水脈よりミネラル水を生産し販売する。 

300万ｔ／年 

実施期間  

総事業費（100万ルーブル） 1,111.0（3,703万ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 

自己資金0.0 

外部資金1,111.0 

推進会社・団体（事業主体） OOOルースカヤ・ヴォダ（OOO “Русская вода”） 

プロジェクトの進捗状況 

計画文書を作成済み 

外国投資家が参加するのであれば、権益の一部を売却する用意が

ある。 

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） 
OOOルースカヤ・ヴォダ（OOO “Русская вода”） 

Руководитель Горбунов Александр Евгеньевич 

住所 
683000 Россия, Камчатский край, г. Петропавловск – Камчатский, 

ул. Ленинская, 38, офис 214 

Tel （4152）423-591 

Fax （4152）423-591 

e-mail russkaya_voda@mail.iks.ru 

追加情報 

○ROTOBOの照会に対しカムチャッカ地方行政府から回答のあった日本企業との協力希望案

件 

○http://www.aquarus.ru/ 

 

コメント 

○自己資金ゼロ、投資資金100％依存プロジェクトであり、投資側のリスクが高すぎる。 

○火山地帯のカムチャッカ地方において、「ミネラル水」は特産品の１つであり、それなりの

需要があると思われるが、開発・生産しても、輸送や販売がネック 
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工業（木材・木材加工） 

 

高度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 
高度木材加工工場を建設する。 

MDF板を生産する。 

実施期間  

総事業費（100万ルーブル） 700.0（2,333万ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 

自己資金300.0 

外部資金400.0 

推進会社・団体（事業主体） 
OOOカムチャッカ木材会社 

（OOO “Камчатская лесопромышленная компания”） 

プロジェクトの進捗状況 初期段階 

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） 

OOOカムチャッカ木材会社 

（OOO “Камчатская лесопромышленная компания”）
Руководитель Новиков Владимир Петрович  

住所 
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия 

Кручины, д. 6, офис 19 

Tel （41522）5-39-09、8-962-280-76-48 

Fax （41522）5-39-09 

e-mail aqua_direktor@rambler.ru 

追加情報 

○ROTOBOの照会に対しカムチャッカ地方行政府から回答のあった日本企業との協力希望案

件 

 



 

カムチャッカ地方 

5-13 
 

工業（木材・木材加工） 

 

燃料ペレットの木材工場の建設 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 燃料ペレット生産のための木材加工工場を建設する。 

実施期間  

総事業費（100万ルーブル） 600.0（2,000万ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 

自己資金180.0 

外部資金420.0 

推進会社・団体（事業主体） 
OOOタルゴーヴィ・ドム「ラススヴェト」 

（ООО "Торговый Дом Рассвет"） 

プロジェクトの進捗状況 初期段階 

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） 

OOOタルゴーヴィ・ドム「ラススヴェト」 

（ООО "Торговый Дом Рассвет"） 

Руководитель Березкин Геннадий Борисович 

住所 
Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, ул. 

Индустриальная, д.13 

Tel （4152）242-667、8-962-291-97-26 

Fax （4152）241-258 

e-mail berezkin51@mail.ru 

追加情報 

○ROTOBOの照会に対しカムチャッカ地方行政府から回答のあった日本企業との協力希望案

件 
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工業（食品加工） 

 

豚肉加工施設の建設 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 1,100ｔ／年の豚肉加工施設を建設する。 

実施期間  

総事業費（100万ルーブル） 535.6（1,785万ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 

自己資金129.8 

外部資金405.8 

推進会社・団体（事業主体） 
ZAOアルゴテク・ホールディング 

（ЗАО "Агротек Холдинг"） 

プロジェクトの進捗状況 初期段階 

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） 

ZAOアルゴテク・ホールディング 

（ЗАО "Агротек Холдинг"） 

Руководитель Рубахин Владимир Ильич - Генеральный директор 

住所 

Юридический адрес: 684014, Камчатский край, Елизовский район, 

п. Нагорный, ул. Промышленная, корп. 9 

Почтовый адрес: 684014, Камчатский край, Елизовский район, п. 

Нагорный, а/я 29 

Tel （4152）298-499 

Fax （4152）490-047 

e-mail agrotek@agrotek.ru  

追加情報 

○ROTOBOの照会に対しカムチャッカ地方行政府から回答のあった日本企業との協力希望案

件 
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工業（食品加工） 

 

鶏肉加工施設の建設 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

老朽化した鶏肉処理・加工施設基盤に新たな加工施設を建設す

る。 

高度な加工設備を導入する。 

5,000ｔ／年の鶏肉を生産する。 

実施期間  

総事業費（100万ルーブル） 1,257.0（4,190万ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 

自己資金314.4、 

外部資金943.0 

推進会社・団体（事業主体） 
OOOカムチャットピシプロム 

（OOО "Камчатпищепром"） 

プロジェクトの進捗状況 初期段階 

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） 

OOOカムチャットピシプロム 

（OOО "Камчатпищепром"） 

Руководитель Карпов Сергей Николаевич - Генеральный директор 

住所 
683032, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Ленинградская, 83, офис 42 

Tel 
8-914-621-81-71、8-914-782-19-62 

（4152）494-045 

Fax  

e-mail svrv@inbox.ru 

追加情報 

○ROTOBOの照会に対しカムチャッカ地方行政府から回答のあった日本企業との協力希望案

件 
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観光 

 

保養・休憩施設の改修・近代化 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 ナチンスキー保養・休憩施設を総合的に改修・近代化する。 

実施期間  

総事業費（100万ルーブル） 1,511.0（5,037万ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 

自己資金20.0 

外部資金1,491.0 

推進会社・団体（事業主体） 
OOOサナトリウム・ナチンスキー 

（OOО "Санаторий Начикинский"） 

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） 

OOOサナトリウム・ナチンスキー 

（OOО "Санаторий Начикинский"） 

Руководитель Бондарь Игорь Леонидович - Генеральный директор 

住所 
683024, Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, 

б-р Рыбацкой славы, 1 

Tel 
8-924-695-23-03 

（4152）266-066 

Fax  

e-mail svrv@inbox.ru 

追加情報 

○ROTOBOの照会に対しカムチャッカ地方行政府から回答のあった日本企業との協力希望案

件 
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観光 

 

オールシーズン対応型レクリエーション施設の建設 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

世界水準でオールシーズン対応型のレクリエーション施設を建

設する。 

①メガパルク「ゼムリャ・クフハ」（森林公園） 

②スキー場「ペトロフスカヤ・ソプカ」 

③アクアセンター「トゥリ・ブラタ」 

④冒険・アドベンチャー施設 

⑤休憩施設「T-34」 

実施期間  

総事業費（100万ルーブル） 

27,298.0（9.1億ドル） 

うち 

①メガパルク「ゼムリャ・クフハ」（森林公園）：9,311.0 

②スキー場「ペトロフスカヤ・ソプカ」：5,977.0 

③アクアセンター「トゥリ・ブラタ」：7,110.0 

④冒険・アドベンチャー施設：2,550.0 

⑤休憩施設「T-34」：2,350.0 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 

自己資金0.0 

外部資金27,298.0 

推進会社・団体（事業主体） ペトロパヴロフスク・カムチャツキー市行政府 

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） 

OOOサナトリウム・ナチンスキー 

（OOО "Санаторий Начикинский"） 

Руководитель Скворцов Владислав Васильевич - Глава 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

住所 г.Петропавловск-Камчатский, ул.Ленинская 14 

Tel （4152）235-000 

Fax （4152）235-100 

e-mail tourism@petropavlovsk.kamchatka.ru 

追加情報 

○ROTOBOの照会に対しカムチャッカ地方行政府から回答のあった日本企業との協力希望案

件 
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観光 

 

「パルス」ホテルの建設 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

複合宿泊施設「パルス・ホテル」をペトロパヴロフスク・カムチ

ャツキー市内に建設する。宿泊施設以外に80台収容の屋外駐車場

も建設する。 

敷地は市内幹線道路に面し、市内全地区と地方交通網で繋がって

おり、アクセスが便利 

実施期間 ３年（投資回収期間は10年） 

総事業費（100万ルーブル） 750.0（2,500万ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 

自己資金112.5 

外部資金637.5 

推進会社・団体（事業主体） OOOキノイグラ（OOO Киноигра）（Kinoigra） 

プロジェクトの進捗状況 
設計・準備段階（建設許可№41 301 000-94および国家審査による

肯定的な結論№41-1-4-0048-08を取得済） 

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） 

OOOキノイグラ 

（OOO Киноигра） 

Руководитель Согиш Александр Владимирович - Генеральный 

директор（Logish Aleksandr Vradimirovich） 

住所 683023, г. Петропавловск-Камчатский, Проспект Победы, 36 

Tel 8-908-495-26-37 

Fax  

e-mail  

追加情報 

○ROTOBOの照会に対しカムチャッカ地方行政府から回答のあった日本企業との協力希望案

件 

○OOOキノイグラの従業員は127名 

○ホテル棟は地上16階と地下１階（作業フロアを含む）からなり、以下を含む。 

宿泊ルーム：116室（318人宿泊可能）（内訳：１人１部屋＝14室、２人１部屋＝110室、２人

２部屋＝42室） 

待合室 

96席のレストラン 

34席のカフェバー 

展示場 

理髪屋 

フィットネス・センター 

プール 

サウナ 

ブティック売り場 

駐車場（80台収容可能） 
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電力 

 

ミリコヴォ～ウスチ・カムチャツク間の送電線整備 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 
ミリコヴォ～ウスチ・カムチャツク間に送電線を整備する。 

全長：415km 

実施期間 2008～2013年 

総事業費（100万ルーブル） 4,380.0（1.5億ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 

 

4,380（1.5億ドル）（うち連邦3,930.0、民間450.0） 

2008： - 

2009： - 

2010： 450（民間） 

2011～2013： 3,930（連邦） 
 

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  

Fax  

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 

○上記案件以外の電力関連案件が2013年までの極東・ザバイカル社会経済発展プログラムに多

数記載。うちいくつかは2010年以前に予算措置が終了もしくは尐額の案件 
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運輸（空港） 

 

ペトロパヴロフスク・カムチャツキー空港の改修 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

ペトロパヴロフスク・カムチャツキー空港の連邦所有部分を改修

する。 

面積：20.4万m
2
 

実施期間 2008～2013年 

総事業費（100万ルーブル） 2,675.4（8,918万ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 

 

2,675.4（8,918万ドル）（連邦） 

2008： - 

2009： - 

2010： 500（連邦） 

2011～2013： 2,175.4（連邦） 
 

推進会社・団体（事業主体） 連邦政府 

プロジェクトの進捗状況 未実施（未着工） 

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  

Fax  

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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電力 

 

ミニ熱併給発電所（TETs）「ウスチ・ハイリュゾヴォ」の建設 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

ミニ熱併給発電所（TETs）「ウスチ・ハイリュゾヴォ」を建設

する。 

出力：12.2MW 

熱エネルギー：10.5カロリー/時 

実施期間 2008～2013年 

総事業費（100万ルーブル） 1,031.4（3,438万ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 

 

1,031.4（3,438万ドル）（うち連邦1,022.4、地方9.0） 

2008： - 

2009： - 

2010： 4.0（地方） 

2011～2013： 1,027.4（連邦1,022.4、地方5.0） 
 

推進会社・団体（事業主体） カムチャッカ地方行政府 

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  

Fax  

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 

○上記案件以外に小規模な電力案件多数あり 
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電力 

 

ミニ熱併給発電所（TETs）「パハチ」の建設 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

ミニ熱併給発電所（TETs）「パハチ」を建設する。 

出力：3.0MW 

熱エネルギー：19.2カロリー/時 

実施期間 2008～2013年 

総事業費（100万ルーブル） 1,137.0（3,790万ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 

 

1,137.0（3,790万ドル）（うち連邦1,129.0、地方8.0） 

2008： - 

2009： - 

2010： 3.0（地方） 

2011～2013： 1,134.0（連邦1,129.0、地方5.0） 
 

推進会社・団体（事業主体） カムチャッカ地方行政府 

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  

Fax  

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 

○上記案件以外に小規模な電力案件多数あり 

 



 

カムチャッカ地方 

5-23 
 

運輸（道路） 

 

自動車道路の建設 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

ペトロパヴロフスク・カムチャツキー～ミリコヴォ、ミリコヴォ

～クリュチ～ウスチ・カムチャツク間に自動車道路を建設および

改修する。 

全長：161.6km 

実施期間 2008～2013年 

総事業費（100万ルーブル） 10,340.0（3.4億ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 

 

10,340.0（3.4億ドル）（うち連邦9,400.0、地方940.0） 

2008： 770（連邦700、地方70） 

2009： 900（連邦800、地方100） 

2010： 1,870（連邦1,700、地方170） 

2011～2013： 6,800（連邦6,200、地方600） 
 

推進会社・団体（事業主体） カムチャッカ地方行政府 

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  

Fax  

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 

○上記案件以外に小規模な道路建設・改修案件あり 
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通信 

 

高速通信回線の建設① 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

オハ～ウスチ・ボリシェレツク間に光ファイバー（高速通信回線）

を建設する。 

全長：1,100km 

実施期間 2008～2013年 

総事業費（100万ルーブル） 2,625.5（8,752万ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 

 

2,625.5（8,752万ドル）（連邦） 

2008： 621.5（連邦） 

2009： 213.0（連邦） 

2010： 451.8（連邦） 

2011～2013： 1,339.2（連邦） 
 

推進会社・団体（事業主体） 連邦政府 

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  

Fax  

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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通信 

 

高速通信回線の建設② 
 

プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

ウスチ・ボリシェレツク～マガダン間に光ファイバー（高速通信

回線）を建設する。 

全長：1,100km 

実施期間 2008～2013年 

総事業費（100万ルーブル） 2,003.9（6,680万ドル） 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 

 

2,003.9（6,680万ドル）（連邦） 

2008： - 

2009： 213（連邦） 

2010： 522.7（連邦） 

2011～2013： 1,268.2（連邦） 
 

推進会社・団体（事業主体） 連邦政府 

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  

Fax  

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 

 
 


