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生じたか否かにかかわらず、一切の責任を負いません。これは、たとえ、ジェトロがかかる損害の可能性を

知らされていても同様とします。 
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アンケート返送先 FAX 011-221-0973 日本貿易振興機構 北海道貿易情報センター 宛 
 

 

本レポートをご利用頂き、誠にありがとうございました。 

ジェトロの今後のサービス向上に向けて、皆様のご意見を伺いたく存じますので、アンケートにご記入下さ

いますようご協力お願い申し上げます。 

 

■ 質問１： 本報告書は、ロシア・ハバロフスク地方における老人介護の状況を探ることを目的に作成い

たしましたが、どの程度満足されましたか？（○をひとつ） 

 

 

■ 質問２： 上記のように判断された理由、またその他本報告書に関するご感想をご記入下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 質問３：その他、ジェトロへの今後のご希望等がございましたら、ご記入願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aお名前E

ふ り が な

EA 

 会社・団体名
 

部署  役職  

住所  

TEL  FAX  

e-mail  http:// 

★今後、お客様のご関心のあると思われるジェトロおよび関係機関の各種事業、各種アンケート調査等のご

案内の可否につき、該当欄に✔をご記入願います 

＜ 送付可         送付不可   ＞ 
 

★ ご記入頂いたお客様の情報は適切に管理し、ジェトロのサービス向上のために利用します。 

お客様の個人情報保護管理者：日本貿易振興機構 北海道貿易情報センター 所長 TEL:011-261-7434 

 

★ ご協力ありがとうございました。 

日本貿易振興機構(ジェトロ)北海道貿易情報センター  

〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西3丁目 札幌MNビル10F 

Eメール： SAP@jetro.go.jp       

ウェブ： http://www.jetro.go.jp/jetro/offices/japan/hokkaido/

● ジェトロ海外マーケティング調査報告書のご利用アンケート ● 
～「ロシア・ハバロフスク地方における老人介護の状況」～ 

４：満足    ３：まあ満足    ２：やや不満    １：不満 
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はじめに 

 

 

本調査報告書は、ロシア ハバロフスク地方の介護福祉機器市場への参入を考慮している日本企業・関係者

向けに作成したものである。 

 

本調査では、極東ザバイカル協会、ハバロフスク地方政府、ハバロフスク第一老人・障害者施設、ロシア連

邦社会保険基金ハバロフスク地方局、ハバロフスク市などを訪問し、日本製中古介護福祉機器（車椅子）に

対する需要の有無についてインタビューをした。本報告書には、インタビュー結果及びハバロフスク地方へ

の日本製中古車椅子市場形成のための戦略を掲載した。 

 

報告書の構成は、以下のとおりである。 

第１章では、本調査の調査目的について説明した。 

第２章では、現地での調査日程、ハバロフスク地方政府等現地訪問先へのインタビュー及び質疑応答の内容

を掲載した。 

第３章では、調査結果として介護用医療福祉機器の制度概要及び市場状況を掲載した。又、介護用中古医療

福祉機器のハバロフスク地方への輸出可能性及び課題についても説明してある。 

第４章では、第２章のインタビュー結果を踏まえて、ロシア ハバロフスク地方に日本製中古車椅子等の市

場を形成するための戦略を掲載した。 

 

インタビュー先の選定、インタビュー実施は本調査の専門家としてハバロフスク地方を訪問した者に依頼し

た。インタビューの内容は回答をそのまま掲載したものであり、発言に対する事実の整合性については各自

でご判断いただきたい。又、巻末に、今回のインタビュー調査に同行した2名の専門家の所感も参加資料と

して加えた。 

 

尚、本報告書における、ハバロフスク地方への日本製車椅子市場形成のための戦略等の見解は報告書作成者

のものであり、必ずしもジェトロの見解を示すものとは限らない。 

 

本調査報告書は、有料高齢者向けサービス事業支援産業クラスター研究会（札幌）事務局長及び会員企業か

らの代表を専門家として派遣し作成した。 

 

                          

                         2006年2月 

日本貿易振興機構（ジェトロ） 

                         市場開拓部 

                               北海道貿易情報センター 

                            モスクワセンター 
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１．調査目的及び調査項目 

車椅子や介護用ベッド等の介護用医療福祉機器のリサイクルは、レンタル終了後の有効活用となり、新し

いリサイクル方式として北海道の新産業創出につながることが期待できる。また、波及的な事業展開とし

て住宅等のリフォーム関連事業や道が推進している「北方型住宅技術」の提供など地場産業の育成につな

がる可能性が大きい。さらにロシア側も医療福祉関連産業や住宅・木材関連産業の振興が図られ、両地域

の経済活性化に大きなメリットが見込まれる効果的な事業である。 

 

（１）ハバロフスクの介護医療福祉の状況 

  介護福祉機器の輸出を検討する際に、現地ハバロフスクの介護医療福祉の状況を把握する必要があ

り、次の項目について調査することとした。 

①医療施設数及び医師数、ベッド数 等 

②老人施設、障害者施設数及びその状況 

③老人、障害者等の要介護者数 

  ④ロシア連邦政府及びハバロフスク地方行政府の医療福祉関連予算状況 

 

（２）介護用医療福祉機器に関する公的制度及び市場調査 

  介護用医療福祉機器の市場は、老人や障害者等の社会的弱者に対して公的支援により提供される場

合と、それ以外の人が支援制度に頼らずに購入する場合が考えられることから、次の項目について調

査することとした。 

  ①老人及び障害者等に対する公的支援制度  

  ②公的提供ルート及び機器の製造元、価格等 

  ③公的支援以外の市場ルート及び取扱企業 

 

（３）介護用医療福祉機器（中古）の輸出の可能性 

  当研究会が、輸出を考えているのはレンタル終了後の中古機器である。従って、ハバロフスク市場

が中古品を受け入れる余地があるのか確認する必要がある。 

  また、市場に流通している車椅子等に関する使用者の満足度及び新たなニーズがあるのか、さらに、

現在中古市場が存在するのか、新品と比較しての中古の優位性等を調査することとした。 

  さらに、輸出の際のルート、経費、その取扱企業も調査して検討する必要がある。 

 

（４）介護用医療福祉機器に関してのロシアの輸入制度 

  商品をロシアに輸出する場合は、ＧＯＳＴ－Ｒという輸入認証制度があり、中古の介護用医療福祉

機器が、この認証制度を取得する必要があるか調査することとした。 

  また、その他に必要な許可（例えば保健省等の許可）等がないかも含め調査することとする。 

  上記認証制度や許可等が必要である場合は、取得までどのような手続きフローになるのか、またハ

バロフスクでも取得可能なのかを含め調査する必要がある。 
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２．現地調査の概要 

 
【現地調査日程】 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

日  程 行     程 

11：00～11：30 極東ザバイカル協会（事務局長） 

 

11：40～12：10 ハバロフスク地方政府 

        （対外関係省副大臣） 

 

1 10月25日（火） 

15：00～16：00 ハバロフスク第一老人・障害者施設（所長） 

11：00～11：30 ロシア連邦社会保険基金ハバロフスク地方局（局長）

 
15：00～16：00 大祖国戦争参加者及び障害者用特別施設（所長） 

 

16：15～17：15 メディテクニカ社（社長） 

 

2 

 

 

 

 

 

 

10月26日（水） 

 

 

 

 

 

 

17：30～    日本センター（所長） 

11：00～11：30 ハバロフスク市（社会問題担当副市長） 

 
3 

 

10月27日(木) 

15：00～16：00 MIG社（社長） 
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【１日目】 
 

（１） 極東ザバイカル協会 

 

◆事務局長 

○ハバロフスク地方は、以前から日本の自治体交流を続けてきた。みちのく銀行の大道寺氏は、ハバ

ロフスク市の名誉市民になっている。 
○ザバイカル協会は、日本センターの事業支援を行っており、日本経団連とも関係を持っており、日

ロ政府間委員会のメンバーになっている。 
○ザバイカル協会は、福祉関係の業務も行っている。 
○私も元外科医で、専門はリハビリ関係であったので、福祉関係には詳しい。 
○ザバイカル協会の前は、ハバロフスク地方に１７地区あるうちの、アムール地区の区長を努めてい

た。９０年代の改革時期であったが、兵隊の宿舎が空いたことから、福祉施設として活用した経験が

ある。また、極東連邦管区大統領全権代表の就任時に、耳の不自由な人の雇用促進対策を実施したこ

とがある。 
○ハバロフスク地方には、１９９６年に策定した福祉関連の発展プログラムがあり、２０１０年まで

予算措置されている。これは、ロシア連邦政府が承認し、実施責任を負っている。このプログラムは、

学校、病院、老人ホーム等の新築及び改築事業を実施することになっている。 
○ザバイカル協会は、手足の不自由な人を含み、若い人から老人までの雇用促進事業を実施している。

身体障害者の仕事は、国が責任を負うことになっており、当会は、これらの事業を支援することにな

っている。また、当協会が主催している福祉委員会があり、ザバイカル協会所属の極東の自治体が集

まり、年３回会議を開催し、各自治体の問題点を国につなぐ役目を行っている。 
○ハバロフスク地方には、高齢者用施設が１３施設ある。入居費用は、入居者の年金とハバロフスク

地方が負担し、また、スポンサー企業も負担している。 
（ハバロフスク地方の負担は、２～３割、国は１割、残りを入居者と企業が負担）               

○施設の建設工事は、民間が負担する場合があり、運営については、ハバロフスク地方が経費を負担

している。 
○最近、ハバロフスク地方にガンの専門病院を建設したが、建設費は地方が負担し、地方立病院の予

定であったが、医療機器に関しては、極東地域の他の自治体や国が負担し、結局極東地域レベルの病

院に格上げになった。今後、地方は心臓病の専門病院の建設を予定している。 
○ 病院では、薬の処方箋がだされ、患者は無料で薬を受け取る制度ある。（高齢者等の社会的弱者

が対象）また、これに関しての補助制度もある。 
 

(２)ハバロフスク地方政府 

 

◆経済発展・対外関係省副大臣 

○医療福祉関係は、ハバロフスク地方でも重要なテーマである。ロシアの医療制度は、進んでいるが、

介護に関しては外国に見習うことが多い。 
○介護機器は不十分であり、特に車椅子は極端に不足している。また、快適なものもほとんどない状

況である。 
○日本は、その点についてかなり進んでいると聞いており、当地方は関心を持っている。 
○地方は、毎年福祉事業を実施している。この事業は、老人、障害者、子供の多い家族を支援してお

り、０５年予算で２０億ルーブルを措置している。 
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◆ 地方住民社会保保護省入院医療施設課長 

○老人及び障害者の施設は、ハバロフスク地方に９箇所ある。これらの施設には、３，０００人以上

が入居している。大規模な施設は、ハバロフスク市に集中しているが、コムソモリスク・ナ・アムー

ル市、ニコラエフエスク市など比較的大きな街にもある。 
○第一老人ホームは、医療を含めた介護を実施しており、４６１人が入居している。この施設は、常

時介護が必要な人が対象となっており、約２００人はベッドから動けない状況である。使用している

介護用機材は、便利なものはない。 
○極東地域では、車椅子の製造企業はなく、西側のロシア企業から国が入札により購入する制度にな

っている。０５年の予算で、車椅子、バス、椅子、ベンチ、ベッド用マット、入浴用リフト等を購入

する予定である。０５年ハバロフスク地方の介護機器関係の予算は、２５０万ルーブルで、０６年は

１７０万ルーブルを加算する予定である。 
 
◆保健省情報・専門作業幹部政策局次長 

○ハバロフスク地方の医療施設は４３２箇所あり、入院施設があるのは９３箇所である。そのうち７

箇所は、特別な入院施設があり、高齢者の受け入れも行い、介護用機材も用意している。また、この

他に外来専門の高齢者専門病院や温泉療法の専門病院もある。最近、ガン専門病院も建設した。 
○ハバロフスク地方の人口千人当たりのベッド数は、１０．８、医師数は４．９人、看護師は６．７

人である。 
 

◆事務局次長 
〇今回の福祉機器のテーマは、ハバロフスク地方及びザバイカル協会で具体的に検討したい。こ 
の分野は、北海道とハバロフスク地方のみならず、北海道とロシアの他の地方や州の経済交流の分野

ともなりうる。北海道知事がハバロフスクに訪問する前に、このような提案をいただき、大変うれし

く思う。北海道知事とハバロフスク知事の会談のテーマとなりうるものと考えている。今回の滞在３

日間で、方向性を具体化していただきたい。 
 
◆質 疑 

○当方 電動用ベッドも購入しているか 
●先方 電動用ベッドは、使用していない。部屋が狭いので、全部手動のベッドである。 
○当方 介護機器の受け入れにあたって、規制等はあるのか 
●先方 国の保健省の検査と許可が必要である。 
○当方 それは、中古も同様か 
●先方 中古については、どう取り扱うか今後検討する。 
 
(３)ハバロフスク第一老人・障害者施設 

 

◆所長 

○建物は、２７年前にできだが、宿泊施設は７年前に完成した。一部は、マンションビルと同じで、

アパート数は４７ある。施設の維持管理費は、半分は地方が負担している。 
同様の地方立の施設は、９箇所ある。その他に市営、村営の施設もある。 
本施設のような大規模（３００人以上）ものは、ハバロフスク市にもう１箇所、ホルムスクに１箇所

ある。 
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○本施設の入居対象者は、老人は病気の状況にもありますが、一人暮らしの人が対象で、男性で６０

歳、女性で５５歳である。また、障害者は第１、第２グループといわれている重症の人が対象となる。

入居するためには、市役所等の福祉課に申請し、順番を待って入居することになる。本施設は、比較

的高齢の老人が入居しているので、毎年６０～７０人の方が亡くなる。その後に、待機中の方が入居

することになるが、だいたい２～３ヶ月で入居できるような状況である。 
○ 本館の１階と２階は、比較的軽度の障害者約１５０人が入居している。３階は、ベッドから動け 
ないような重症の障害者約２００人が入居している。（重症の患者のために、増築する計画がある）

これに、高齢者を加え、当施設は、常に５５０～５６０人の方が入居している。 
 
【年齢別入居者数】 
 

９０歳以上   ２０人 
９０歳～８０歳   ８３人 
８０歳～７０歳   ５８人 
７０歳～６０歳  １０３人 
６０歳～５０歳   ４７人 
５０歳～４０歳   ２２人 
４０歳～２０歳   １６人 
１８歳～２０歳   １７人 

 
 
○施設のスタッフは、定数は３０９人だが実際は約２５０人の人数で、運営しているおり、残業が頻繁に

あるような状況。 
○医療面では、内科、歯科、耳鼻科がある。食堂は、約１００人が入れる大食堂の他に、２つの小さな食

堂がある。また、３階の重症の人には、看護師が食事を部屋まで運んでいる。食事は１日５食で、１人当

たりの食費は、約７０ルーブル（１ヶ月）である。 
○当施設は、薬剤師、看護師の専用部屋、消毒室、検査室、大ホール、図書館、床屋、教会、葬式等の各

部屋があり、入居者のニーズに対応している。さらに、施設周辺には、野菜農園や養豚場、パン工房、蜂

蜜づくり場があり、入居者が作業を行っている。 
○入居者の費用は、本館の入居者約３６０人の年金生活者は、月約２，３００ルーブルのうち７５％を入

居費として天引きされ、２５％を現金として受け取っている。 
※ハバロフスクの平均所得 約７，５００ルーブル 
○マンション併設のアパートに入居している約約１８０人は、入居経費を半分納め、残りは国が負担する

ことになっている。そのうち戦争ベテラン者１０５人は、さらに、物品の提供等の補助が国からある。し

かし、ここの入居者は、本館と違い看護や医療に関しては自己負担である。緊急の場合を除き、通常近く

の病院を利用している。 
○施設の年間運営費は、約４，１６０万ルーブルで、そのうち２５％を年金でまかない、残りを地方政府

が負担している。 
○ 車椅子は、全部で７種類３９台を所有している。特に９８年に仕入れた電動の日本製（スズキ）車椅

子は、非常に評判がいいが、価格が２，０００ドルと高い。この他に、韓国製が１９、ロシア製やそ

の他の国のものもある。 
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【車椅子の価格】 
・韓国製 ４，６００ルーブル～４，８００ルーブル 
・ロシア製 ３，５００～５，０００ルーブル 
 
◆質 疑 

○当方 車椅子の購入の最終決定機関は、どこか。 
●先方 最終的には、ハバロフスク地方政府が決定する。しかし、その前段に各老人ホーム等の施設

が各入居者の要望を取りまとめ、申請することになっている。良いものがあれば、是非地方政府に

申請したい。 
○当方 我々は、中古品を提供したいと考えているが、中古でも良いか。 
●先方 品質が良ければ、中古でもかまわない。中古は、日本の自動車で実証済みである。新品より

も安ければ、地方政府も購入することになる。 
また、我々が良いものだと判断すれば、ハバロフスク地方の地の施設も同様の意見になると思う。

各施設の所長が集まる会議があるので、その会議でＰＲすることも可能なので、まずは、施設を相

手にした方がよい。 
○当方 車椅子は、量的に足りているのか。 
●先方 現在量としては足りているが、買い物用や外出用など特別のニーズがでてきているので、そ

れに対応したものが欲しい。 

○当方 輸入に関する規格や認証制度の問題は、どうなるのか。 
●先方 地方政府のレベルで解決できる。 
○当方 大きな課題に輸送費の問題があるが、車椅子等の輸送費を負担できるのか。 
●先方 地方政府をとおして検討する。 
○当方 電動ベッドは、電源の関係は大丈夫なのか。 
●先方 以前アメリカから二つの補助車をもらったことがあるが、問題なく動いている。 
○当方 ロシアの男性の平均寿命は約５８歳だが、この原因として考えられるものは。 
●先方 心臓病とアルコール類の飲み過ぎだと考えられる。 
 
※ U持参した中古の車椅子、歩行器、杖、紙おむつをプレゼントした 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◎施設からの要望 
・提供できる車椅子は、どのくらいの数か、また値段はどの程度か。 
・それによっては、積極的に検討する考えである 
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【２日目】 

 

(４)ロシア連邦社会保険基金ハバロフスク地方局 

 

◆局長 

○基金の仕事の対象者は障害者である。一般の病気は、連邦政府の保健省の管轄になる。 
昨年まで、障害者の関係はハバロフスク地方政府と市役所の社会福祉部の仕事であったが、今年から

基金の仕事になった。 
 
【車椅子が、障害者に届くまでのプロセス】 
                          
        
        申請（個人） 
               申請を取りまとめて進達 
                                    入 札       
    支 給 
    （無 料）                    納 入 
 
 
 
 
○今年の車椅子の申請は、約５００台で、うち２９台は子供用である。価格は、５，０００～８，０

００ルーブルである。ウラジミル工場からの輸送費は、１台９００ルーブルである。 
※日本の中古車椅子の価格がわからないと比較できない。 
○ウラジミル工場は、遠距離にあり輸送費が高くなるので、将来的にハバロフスク地方での車椅子の

製造を検討している。コムソモリスク市の航空機工場を活用することを検討している。（現在、自転

車を製造している） 
○障害者の認定は、連邦政府の地方支局（ハバロフスク支局）が認定している。どの程度の障害者が

いて対象になるのかは、調査していないので把握していない。障害者が死亡した場合、受け取った車

椅子は、法律上は返還しなければならないが、実際は家族のものとなっている。現在ロシア国内には、

中古車椅子の制度、いわゆる市場というものはない。 
○車椅子購入の決定権は、モスクワ中央局が持っており、支払いもそこが行う。車椅子等の医療福祉

関係の予算は横ばいだが、当基金のもうひとつ大きな仕事で、温泉療法の予算は増加している。 
ハバロフスク市近郊にも温泉保養所がある。そこで治療を受けたい人は、一般の病院で検査を行い、

証明書を発行してもらい、温泉保養所で治療を受けることになる。この治療は無料で行われ、基金は

その治療代を各保養所に支払う仕事を行っている。今年の１月～１０までに約５２００人が治療を受

けており、心臓病、婦人病、胃腸病、風邪などの疾病が該当になっている。 
○一般の病気に関する医療費は、医療保険基金という別の基金から支払われる。従って労働者は、二

つの基金に入ることになるが、掛け金は、企業が負担している。当基金の掛け金率は賃金の３．２％

である。 
企業はその他に医療基金、年金の掛け金があり、合計で３０％を負担している（統一社会保険税） 
 
 

障害者 基金の地方局 
モスクワ基金中央局 
〈進達の取りまとめ〉 

○落札者 
ウラジミルの工場 
（ロシア企業） 

ハバロフスク 
「メディテクニカ」社 
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◆質 疑 

○当方 障害者に対する支援制度。さらに、障害者は施設入居者と在宅者とどちらが多いのか 
●先方 障害者には車椅子の他に、杖、おむつ、補聴器、義足、義手、靴などを提供している。また、

障害者は自宅にいる方が圧倒的に多い。 
○当方 車椅子の使用後のニーズは把握しているか 
●先方 障害者の要望も考慮している。例えば、義足や義手で提供したものであわない場合は、海外

に注文して提供している。しかし、車椅子に関しては、現在ウラジミル工場製のものしか取り扱っ

ていない。当基金としては、今年からこの仕事を行っており、使用者の不満があればメーカーを変

更し、他のものを取り扱う可能性はある。 
○当方 近年の車椅子の取扱台数と申請者全員に提供されているのか 
●先方 昨年までの市の社会福祉部のデーターによれば、約５００台のベースで推移している。また、

今年は、申請者全員に提供されている。 
 
(５)大祖国戦争参加者及び障害者用特別施設 

 

◆所長 

○当施設の定員は、１１２名で、食堂、看護師室、歯科医療室、内科、洗濯室、図書館、葬式場、教

会、談話室、リハビリ室、等を備えている。 
○入居者は、高齢者が多く、若くても７２歳、上は９２歳である。入居者の医療費は高額であっても

医療基金から支払われる。特に戦争ベテラン者は、全て施設で負担する。 
薬に関しては、連邦政府で定めた薬は無料であるが、それ以外特に海外からの薬は本人負担になる。

内科は８時から１３時までは、動ける人、１３時から１５時までは動けない人を対象にやっている。

またデーターは、コンピューター処理している。 
○リハビリ室では、８時からやっているが、女性が多い。また、看護師室では検査、心電図、検査、

点滴等の簡単な治療等を行っている。洗濯物は、有料で５キロで９ルーブルである。 
 
◆ハバロフスク地方政府社会福祉サービス課長 

○当施設は定員１１２名であるが、一人用の部屋に二人で入居している所もあり、現在１４７名が入

居している。入居者に対するサービス担当は、６人で病院までの付き添いや買い物、光熱費の支払い、

年金の銀行受け取り等の手伝いをしている。戦争ベテラン者や障害者は法律的な申請の手伝い等も行

っている。また、心のケアのために心理的サービスも行っている。当施設には、バスを所有しており、

入居者のサーカス見学や映画鑑賞、市内観光等の時に使用している。 
 
◆ハバロフスク地方政府社会保健省 

○大祖国戦争参加者及び障害者施設は、ハバロフスク地方で１１箇所あり、入居者は全体で約１，０

００人である。入居条件は、第１に戦争参加者及び障害者であること、第２に入居前に住んでいる住

宅が、古く不便な建物に住んでいることが条件になる。 
○戦争ベテラン者の施設は、ハバロフスク市に４箇所、残りは他の地域の市町村にある。 
９７年に最初の施設が完成し、この施設は２０００年にできた。 
○入居者は、維持管理費と光熱費を半分負担し、残りは地方政府が負担する。また、建物の修理費は、

地方政府が負担する。車椅子の納入方法は、市の社会福祉課に申請することになる。使用している人

が、亡くなった場合は社会福祉課に戻すことになる。現在６台を所有しており、全てロシア製である。 
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(６)メディテクニカ社 

 

◆社長 

○ロシア製介護用機器については、品質が向上している。障害者に提供する機器については、国が負

担しており、当社が車椅子、杖、補聴器、ベッド等を提供している。 
○ロシアに医療介護機器を輸入する場合、まず第一に品質検査と証明書の発行が必要となる。介護用

機器だと証明されれば、関税が安くなる。しかし、その手続きは複雑で時間を要する。管轄機関は、

モスクワにあるロシア連邦保健省の新規医療機器委員会であり、そこの検査と証明書（ゴストＲ）が

必要となる。一度証明書を受ければ、規格の変更等の証明は、地方局のあるハバロフスクやサハリン

でも可能である。 
第２に衛生検査が必要となる。車椅子等の直接患者がふれる機器については、消毒方法や使用してい

る洗剤等の検査が必要となる。日本製機器は、品質が良いが、ロシア政府は、国内のメーカーをある

程度保護するために、このようなハードルを設けている。 
○ゴストＲの他に、ＴＵという制度もある。ゴストＲは国家規格であるが、ＴＵはソ連崩壊後の過渡

期に新製品がたくさん出てきて、この制度だけでは間に合わなくなった。そのため、製造企業が製造

した製品をある程度規格化し、国に登録してロシア国内で販売するという制度である。外国製品は、

ゴストＲかＴＵいずれかを取得しなければならず、かつ輸入企業が取得手続きを行うことになる。 
○現在、車椅子はロシアで製造されているが、電動車椅子は品質が悪いので、新品の電動車椅子に関

しては協力したい。障害者は、海外の良いものをインターネット等で探し、市の福祉課に申請するが、

ロシア国内では取り扱っているところがなく、当社も困っている。（補助金は出るのだが） 
○当社の管轄はハバロフスク地方である。ハバロフスク地方の人口は、約１８０万人で、そのうちの

障害者の人口は、あまり多くない。当社の年間売り上げ１億５千万ルーブルのうち、医療介護用品の

売り上げ分は、約２％（日本円で約１千２百万円）である。 
 
◆質 疑 

○先方 中古機器については検討したいが、消毒等はどうなるのか 
●当方 日本側で洗浄し消毒して出荷することになる。 
○先方 壊れた部分やペンキ等がはがれた部分はどうするのか 
●当方 修理して出すが、技術革新等で新しい製品がどんどん出てきて、そちらの製品がリースされ

ることになるので、レンタル車椅子は５年も使用していない。（新品に近い形で保管されている） 
●当方 輸入ルートはあるのか 
○先方 現在のところない。しかし、ベッドはフィンランド製品をサンクトペテルブルクから輸入し

ている。 
●当方 それは電動か 
○先方 電動ベッドはまだ一度もみたことがない 
●当方 障害者以外にも、車椅子等を販売しているのか 
○先方 交通事故やその他の事故、また高齢者で体の不自由な人（障害者の対象にならない人）は、

自己負担で購入する場合がある。また、事故の場合は企業などが負担する場合もある。また、病院か

ら直接注文される場合もある。 
●当方 その場合、外国製品も取り扱っているのか 
○ 先方 外国製品も取り扱っている。国の機関が発注するのは、全て入札制度に基づき発注される。

現在、落札しているのはロシア国内の企業である。（障害者用） 
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【３日目】 

 

(７)ハバロフスク市 

 

◆副市長 

○ハバロフスク地方内には、地方立、市立の医療施設が１９箇所あり、うち１３箇所は市立である。

医療施設は、高齢者用、身体障害者用、小児用などがある。介護問題はハバロフスク地方では、深刻

な問題あり、日本から介護機器のリストをもらって、その後具体的な話をしたいと考えている。 
○市役所の役割は、一人暮らしの高齢者のケアで、特別な会社をとおしてホームヘルパーを派遣して

いる。この経費は地方政府の予算措置により市が支出している。障害者等の経費は、連邦法により社

会保険の範囲で処理されることになった。従って障害者に対する看護や試料機器の提供等は、連邦政

府予算で、機器の提供は社会保険基金で行っている。 
社会福祉関係で、市役所独自の予算はなく全て連邦政府及び地方政府の予算であり、市に権限はない。 
 
(８)ＭＩＧ社 

 

◆社長 

○日本から商品を持ってくる場合、少なくてもコンテナ１本のオーダーになる。また、日本の商社は、

リスク回避のために代金の１００％の前払いを要求する。従って、ロシアの企業は、１００パーセン

トの代金、輸送費、保管料、関税等、一度に多額の費用が必要となる。ロシアの消費者は、商品は少

量で買う傾向がある。これらの諸課題の解決のために、保税倉庫の検討を行ってきた。 
○それで、仙台のセンコン物流と組んで委託販売ビジネスを実施することになった。商品は、委託販

売倉庫（ハバロフスク地方のテクノセンター）に保管され、買い手が見つかったら、通関手続きを行

い販売する。倉庫は、地方政府の所有で、センコンは倉庫を運営することになる。この倉庫の目的は

常に在庫があるという日本企業の条件にあったものにできる。 
○センコンは、コンテナの輸送、商品の管理等を担当し、当社は商品の販路等の物流を担当する。商

品によっては、販売先を直接買い手にするか卸売企業にするかは、こちらで判断する。また、倉庫内

での展示や販売も考えている。センコンが使用する予定の倉庫は、２８８０㎡で、テナント料は、荷

物が入っている部分のみの支払いになる。 
○日本からの商品は、ヴォストチヌイ港（ワニノ港）を経由して、それを当社が受け取り 
委託倉庫まで運ぶ。倉庫があるテクノセンターは、鉄道や道路もあり４０フィートのコンテナも積み

卸しが出来る大型トラックも入ることが出来る。現在、センコンのロシア現地法人や保税倉庫をつく

る準備をしている。 
○本年１０月に、日本の商社が主催した新潟の見本市をハバロフスク市で開催したが、商品を置くだ

けの販売方法で、売れないのではと心配したが、１日で全部売り切れてしまった。ロシア極東地域で

は、中国の質の悪い安い製品よりも、多少高くても品質の良い日本製品を求める人が増えている。 
○中古車椅子の通関手続きについては、当地域の通関ブローカー「ボストーク」社に確認したところ、

中古に関して品質検査及び証明書は必要ないと言うことである。また、付加価値税は支払う必要がな

い。従って、ロシア国内での販売が可能である。新品についてはいずれも必要となる。しかし、輸入

する前にある程度の調査が必要である。例えば、車椅子のニーズ調査、どういう機能ものが求められ

ているのか。また、韓国製やロシア製と比較してメリットがあるのか、また、メディカル社の取り扱

っている新品の車椅子と比較してメリットがあるのか等の調査が必要であり、時間を要する。 
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《質 疑》 

○当方 倉庫に保管している商品は、売れた場合に代金が入るシステムか 
●先方 そのとおり 
○当方 製品の許認可についてもやってもらえるのか 
●先方 当社は、通関企業とも取引があるので可能である。 
○先方 札幌からハバロフスクまでの物流は、センコンで行うのか。  
●先方 センコンは日本国内で拠点を持っているので、そこに貨物を集約し、コンテナでワニノ港～

ヴォストチヌイ港経由で、ハバロフスクのセンコンの倉庫まで輸送する。そこから先のバイヤーの紹

介や販売に関しては当社が行うことになる。 
○当方 倉庫に預ける商品の保障はどうなるのか。 
●先方 ロシア現地法人が貨物の責任者になるが、保険もかける予定であり、センコンの本店が最終

的な責任を負うことになる。 
○当方 認可等に要する経費負担はどうなるのか 
●先方 どの程度の経費になるのかは、商品によって異なる。納入に当たって見積もりを出す必要が

ある。例えば、今年の３月に新潟の花をロシアに輸入する際に、モスクワでの植物検査が必要となり、

当社のモスクワのパートナー会社に手続きを依頼し、通関をスムーズに行うことが出来た経験がある。 
○当方 取り扱う商品の選定基準はあるのか 
●先方 現時点では、食料品、日用雑貨、自動車のパーツ、この他にも考えており、日本企業からの

商談を受けたい。ロシアに商品を持ち込む前に、国内のマーケティングや競争相手の調査、商品の特

徴等の調査も必要である。コスト費用も計算して価格設定も手伝うことが可能である。また、販路に

関しても提案できる。 
○当方 マーケティングに関する相談は、日本でやるのか、それともロシアでやるのか。 
●先方 基本的にはロシアで行うが、マーケティングで必要がある場合や依頼があれば日本に行くこ

ともある。 
○当方 センコンの担当は物流のみなのか 
●先方 センコンは、日本国内の物流及びロシア国内での委託倉庫の管理、通関手続きまで行う。 
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３．調査結果 

 

(１)介護用医療福祉機器の制度概要及び市場状況 

                     

ハバロフスク地方の車椅子等の市場状況は、公的支給制度を含めて次の３に区分することができる。 

①障害者に無料で支給される場合 

   ②老人・障害者施設等が地方政府の予算で購入する場合 

   ③それ以外の場合 

 
障害者に対する支援制度は、ロシア連邦政府が所管しており、車椅子等の介護用医療福祉機器は

ロシア連邦政府の予算によりロシア連邦社会保険基金により支給される。 

 
【車椅子が障害者に届くまでのプロセス】 
                           進 達 
        
        申請（個人） 
              申請を取りまとめて進達 
                                  入 札       
    支 給 
    （無 料）                    納 入 
 
 
    
 ここ数年間は、約５００台の支給ペースで推移している。 

  
②老人･障害者施設等が地方政府の予算で購入する場合 
                        
  
 
 
 
 
 
老人・障害者施設はハバロフスク地方政府が所管しており、地方政府の予算により施設用の車椅

子等介護用医療機器が購入される。その場合、ハバロフスクにある施設の申請に基づいて購入され

ることから、各施設の入居者のニーズが反映されることになる。 

 ・ハバロフスク地方政府の介護機器購入予算 ２００５年 ２５０万ルーブル（約１０００万円） 

                      ２００６年 ４２０万ルーブル（約１７００万円） 

  ｢第一老人・障害者施設｣では、現在車椅子を３９台所有しており、ハバロフスク地方には同様の

施設が９箇所存在する。 

  なお、施設に入居している障害者に関しては、個人で申請しロシア連邦政府から支給を受けるこ

とも可能である。 

障害者 基金の地方局 
モスクワ基金中央局 
〈進達の取りまとめ〉

○落札者 
ウラジミルの工場 
（ロシア企業） 

ハバロフスク 
「メディテクニカ」社 

ハバロフスク第１老人・障害者施設ハバロフスク第１老人・障害者施設 大祖国戦争参加者及び障害者施設の入居者大祖国戦争参加者及び障害者施設の入居者
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③それ以外の場合 
  高齢者で障害者でない人（自宅療養）や事故などで車椅子が必要な人は、メディテクニカ社など

の企業から購入することになる。（購入に関しての公的支援制度はない） 

  メディテクニカ社の介護用医療機器の年間売り上げは、約３百万ルーブル（約１千２百万円）で

ある。 

    なお、そのうち車椅子等の売り上げについては、調査することがではなかった。 

 
(２)介護用医療福祉機器（中古）の輸出の可能性 

 
 ①障害者に無料で支給される場合 
  現在、障害者に支給する車椅子等の介護医療機器は、入札により企業が決定されている。しかし、

落札者は、ウラジミルにあるロシア企業のみで、ロシア連邦政府の国内企業保護政策があるものと

考えられる。 

  この制度は、前述したとおり障害者（個人）の申請により無料で支給される仕組みであるが、障

害者はインターネット等で海外の良い製品を探し、申請しているケースが目立っている。 

  このことから、中古車椅子等の日本製品のメリット、優位性を障害者に周知することにより、申

請につなげ、障害者市場に入り込む余地があるものと考えられる。 

  課題は、第１に価格面での優位性を発揮するために、ウラジミル工場からの輸送費を含めた車椅

子１台の価格５０００～８０００ルーブル（輸送費１台９００ルーブル）を下回ることが可能かが

ポイントである。 

  第２に、障害者にどのように周知するかである。 

  
②老人･障害者施設等が地方政府の予算で購入する場合 
今回の現地調査で、輸出先として一番可能性が大きく期待が持てるケースであろう。 

   ハバロフスク地方政府立の老人・障害者施設の車椅子等の購入に関する最終決定権は、地方政府

にある。車椅子に関する地方政府の認識は、「極端に不足し快適なものはない」であり、今回の我々

の提案に大きな関心を示している。（地方政府の関係予算は、年々増加している。） 

また、地方政府が決定する場合に、各施設が大きな影響力をもっている。今回我々は、ハバロフ

スク地方で一番大きな施設である「第１老人・障害者施設」に、中古の車椅子、歩行器、杖等をプ

レゼントした。その反応は、「どの程度の値段で、どの程度の台数が提供可能なのか」であり、す

ぐにでも地方政府に要望したいという感触であり、場合によっては、ハバロフスク地方の他の施設

にも中古車椅子をＰＲしてもいいということであった。 

  課題は、施設が購入しているロシア製、韓国製の車椅子の１台の価格３５００～５０００ルーブ

ルを下回る価格（輸送費込み）で提供できるかである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

車椅子（ロシア製）車椅子（ロシア製） 車椅子（韓国製）車椅子（韓国製）
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③それ以外の場合 
  上記二つに該当しないケース、在宅高齢者や障害者（軽度の障害者）、または事故等で必要な人

の場合である。これらの人が、車椅子を購入する場合は公的支援制度がなく、全額自己負担である。 

  今回これら在宅介護については、詳しく調査できなかった分野である。しかし、障害者は在宅者

が圧倒的に多く、車椅子等のニーズは大きいものと考えられる。 

  課題は、在宅者は高齢者で年金生活者が多いので、月約２３００ルーブルの年金支給額に対応し

た価格設定が可能か。 

 
(３)残された課題 

   
上記３ケースに共通する課題として、輸入の際に必要となるロシアのＧＯＳ－Ｒ製品認証制度と

価格設定に大きな要因となる物流経費がある。 

 ①認証制度について、 

・「メディテクニカ社 社長」の見解 

   新品の車椅子はもちろん、中古品も含めＧＯＳ－Ｒ製品認証制度が必要である。さらに、消毒 

方法や使用している洗剤等の衛生検査も必要である。 

   ・「ＭＩＧ社 社長」の見解 

 ハバロフスクの通関ブローカーの「ボストーク」社に中古車椅子の通関手続きについて 

確認した結果、品質検査及び証明書は必要ないということである。 

このように、極めて異なる二つの見解があり、その他の許可等も含めさらに厳密に調査する必要

がある。 

 
 ②物流経費 

今回、価格設定の大きな要因となる輸送費については、輸送方法やルート等の調査ができず、今

後詳細に調査する必要がある。なお、今回ヒアリングしたＭＩＧ社はセンコン物流との合弁会社設

立を予定しており、センコン物流は日本からハバロフスクへの物流ルートのノウハウを持ってお

り、今後の調査を継続すべきである。 

 

  ③今後の方針 

   北海道とロシア極東３地域（ハバロフスク地方、沿海地方、サハリン州）は、経済協力発展プ

ログラムに基づき、毎年度常設合同委員会定例会議と分野別部会を両地域で開催している。 

   分野別部会では、関税の課題やＧＯＳ－Ｒ認証制度等の貿易に関する障害の解決のために、ロ

シア側と協議を行っている。従って、ＧＯＳ－Ｒ認証制度及び物流経費についても、この会議を

活用して解決の方向性を検討していきたいと考えている。 

     
 
 
 
 
 
 
 

ハバロフスク地方政府庁舎ハバロフスク地方政府庁舎 ハバロフスク市街地ハバロフスク市街地
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４．今後の取り組み方向 

【第1ステージ】 

 
  最初のパートナーとしては、ハバロフスク地方に９箇所ある老人・障害者の所長等とするのが望

ましいと考えられる。施設職員等に中古車椅子等の優位性、メリット等を理解してもらい地方政府

への申請に繋げる。その場合、課題となっている製品認証制度等の許認可及び輸送費は、地方政府

の協力を得て最善のシステムを取り入れ、ロシア製や韓国製の車椅子の１台の価格３５００～５０

００ルーブルを下回る価格設定に努める。 

当初の輸出台数は、それほど大きなロットにはならないが、他の極東地域への展開や入居者（障

害者）の認知による障害者用無料車椅子の支給システムにくい込む可能性が大きく、中古市場形成

のスタートとなるものと考えられる。 
 
   発 注 
 
                                   
                                   
 
 
                   
                  プレゼン 
 
 
 申 請 
 
 
 
           支給（無料）       申 請 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

北海道側企業等

施設職員等 

入居者（障害者） 

ハバロフスク地方政府 

社会保険基金ハバロフスク地方局

ロシア極東地域での中古車椅子等の市場形成 

他のロシア極東地

域への展開（沿海地

方、サハリン州）
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【第2ステージ】 

 
 次の段階として、在宅障害者や高齢者及び事故等の理由により車椅子を必要とする階層をターゲッ

トとして市場を開拓していく。その場合、在宅看護の現状、それらの階層のニーズ等を詳しく調査す

る必要がある。 

 また、ハバロフスクの民間企業ともパートナー関係を構築する必要がある。製品認証制度や許認可

の取得、さらに物流や市場調査等を考えた場合、それらのノウハウを持っている企業が望ましいと考

えられる。今回の調査でインタビューしたＭＩＧ社と日本のセンコン物流の合弁会社は、まさしくこ

れに該当すると考えられる。今後どのような販売戦略を構築していくか検討課題であるが、次の項目

について留意する必要がある。 

 ①中古車椅子等のＰＲ方法 

 ②年給支給額（月約２３００ルーブル）に対応した低価格設定 
 
 
                       
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

北海道企業
センコン（日ロ合弁）

委託販売

在宅障害者・高齢者等を対象とした市場開拓

インターネットを活用

したＰＲ 

委託倉庫での展示会 

薬局等を活用したＰＲ

製品の集約化による物流

コスト削減 

顧客ニーズに対応した製

品改良 

低
価
格
の
製
品
提
供
に
よ
る
市
場
拡
大 
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参加者レポート①  

ハバロフスクの高齢者医療福祉の現況及び所感 

 

 

はじめに 

 

この度の『地域密着型海外マーケティング現地調査』でロシア極東地区（ハバロフスク地方）を視

察する機会を得ることができました。ロシアは日本に最も近い外国でありますが､一般にはなじみが

薄く、私自身近くて遠い国という印象を持っていました。ロシア訪問は私にとって初めてであり、今

調査の目的である高齢者の医療・福祉の現状及び介護機器の状況だけではなく、ロシアの社会・経済

など様々なことを見聞できた貴重な経験となりました。 

調査目的、調査結果については上記のように視察団の意見が集約されておりますので、私は高齢者

医療福祉の現況及び視察した感想を述べ、報告に代えたいと思います。 

 

ロシアの人口動態について 

 

① ロシア(全体の)人口動態 

世界一の国土面積に世界第６位の人口（１億4500万人）を有する。高齢化率（65歳以上）は１２．

５％（2000年）で日本の１９．９％（2005年）に比べて低いが世界193か国中では34位に位置して

います。2010年には13.3%､2030年には現在の日本の水準に近い21.8%､2050年には27.0%になるとい

う推計です。 

平均寿命は男性６０．８歳（世界193か国中137位）、女性７３．１歳（世界193か国中98位）と

いう統計があり、男性は特に寿命が短くなっています。 

日本では少子化が大きな問題ですが、ロシアの合計特殊出生率は日本より更に低く１．１４（世界

193か国中188位）となっています。０～４歳までの人口割合は4.4%（2000年－世界193か国中187

位）で近年特に出生率が少なくなっています。 

 

② 急激な少子高齢社会 

今後、医療の進歩・充足に伴い各種疾病の死亡率の低下、寿命の延びが実現すれば推計以上の少子高

齢化が到来する可能性があります。 

 

介護機器市場の形成要因 

 

ハバロフスク地区のデータはありませんがロシア全体では人口動態は上記のような状況となって

います。現在、施設及び身障者向けの介護機器市場はありますが限定的です。介護機器の大きな市場

が形成される要因は ①高齢化、②制度の整備 の２点が重要です。 

将来、高齢化は間違いなく進展します。後は、日本が介護保険を導入したような、多くの人が介護

機器を手軽に利用する制度がロシアで成立するかどうかにかかっていると思います。 

 

医療制度について 

① 医療資源 

ハバロフスク地方の人口千人当たり医師数４．９人（日本２人）、看護師数６．７人（日本 8 人）、
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病床数１０．８床（日本12.8床）。 

 

② 医療支出 

・ ＧＤＰに占める医療支出の割合 ５．４％（世界192か国中102位－日本8.0%-2001年） 

・ 公的医療支出－全医療支出に占める公的支出の割合 ６８．２％ 

（世界192か国中73位－日本77.9%-2001年） 

人的医療資源、病床数については、充足しており、医師数は日本を上回っています。しかし､対Ｇ

ＤＰ比医療支出と全医療支出に占める公的支出の割合は先進国から比べると率は低い状況です。 

③ 医療の質について 

今回の視察で病院の視察は無かったのでハバロフスク地方の現場の状況はわかりませんが、GDP比、

公的支出の割合を見ても、充分にお金をかけているとは言えません。 

乳児死亡率１５．９人（新生児千人当－日本3.2人）や下記の疾病別人口当たり死亡者数を見ても

医療水準は高いとは言えません。数字上からは医療に関しては発展途上国と言って差し支えないと思

います。 

※脳血管疾患死亡者数 １位（75か国中）、胃がん死亡者数 ３位（63か国中） 

 狭心症・心筋梗塞 ６位（74か国中）、動脈硬化 ７位（72か国中） 

 

施設の現状（入居者のケア･処遇について） 

 

施設の概要等については別の報告に譲り、入所者の処遇、ケア、環境についての感想を述べたいと

思います。 

① ハバロフスク第一老人・障害者施設 

日本で言えば、特別養護老人ホームと障害者施設、ケアハウスが合体した大規模な高齢者施設と言

ってよいでしよう。ハバロフスク市の郊外に位置した大規模施設です。 

最初の違和感は敷地の入口に遮断機があり守衛さんが詰めていた点です。我々の車は遮断機を上げ

てもらい施設の玄関へと向かいました。何のためにあるか確認はしませんでしたが、外界（社会）か

ら隔離された所という印象を受けました。 

次に建物がどのような視点で設計されているかという点に触れたいと思います。27年前に設立し、

7年前に入居施設を増設した古い施設なので多少割り引いて考えなければなりません。玄関は階段を

数段上がった上にあり、スロープはありません。講堂、ホール、教会、図書館などの公共設備は広く

充実しています。しかし、廊下幅は狭く、ソファが置かれていて健常者が歩いて通るのがやっととい

う状態です。当然、廊下を車椅子が通ることは不可能です。段差はいたる所にあり、高齢者が移動す

ることは想定していない構造になっていました。 

居室は４人部屋で狭く、長方形の部屋に４台のベッドが左右の壁に縦に２台づつ据付けられ、入所

者がベッドに座ると歩くところがなくなるほどでした。ベッドを仕切るカーテンもありません。 

寝たきりの方がいるフロアは見ませんでしたが、この施設では年間数十人の方が亡くなるとのこと

でした。アパートは比較的自立した方が入居しているので、寝たきり高齢者２０６人、軽度の要介護

者１５０人の定員規模から考えると終末期を迎える施設といえます。しかし、3つの科目の医師が常

駐しているとのことですが設備は診察室程度で充分な体制とは思えませんでした。 

 

② 大祖国戦争参加者および障害者用特別施設 

５年前に完成した施設で、日本の高齢者のケア付住宅をイメージして頂ければよいと思います。退

役軍人及び戦傷者、障害者、住宅状況が悪い高齢者を対象として、ある程度ADLがよい方を入居条件
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としています。 

新しい施設で居室は３８㎡の面積と聞きましたが、居室の見学はできませんでした。ホールや診察

室等があり全体的にきれいで快適な印象を受けました。ただ､玄関をはじめとしてバリヤフリーは徹

底していませんでした。 

入所者と意見交換する機会があり、日本の戦傷者の処遇施設の有無や被爆者の状況を質問されまし

た。ロシアは現在も軍人が戦っている国ということが再認識され、無縁と感じていた紛争・戦争など

が現実の形を持って顕れた思いがしました。 

 

まとめ 

 

日本における施設の変遷は、人里はなれた場所に施設を作り、一般社会から隔離することからスタ

ートしました。施設側が管理しやすい､処遇しやすいという理由からたくさんの入所者を画一的に処

遇することが一般的でした。これは入所者の観点からではなく、行政及び管理する側からの観点しか

ありませんでした。措置制度の措置という言葉が象徴するように、税金を使って要援助者に行政執行

をする。そこには障害があっても地域で暮らすとか､人間の尊厳などが入る余地はありません。 

このような制度への反省からノーマライゼーション、バリヤフリー、人間の尊厳ということが一般

化してきました。国、施設、入所者の意識が変わり、在宅介護が推進され、施設も個室化、ユニット

化が推進され入所者の環境改善が制度化されてまいりました。これは日本だけの現象ではなく福祉先

進国の北欧諸国でも試行錯誤し同じ道を辿ってきました。 

今回在宅における介護の状況はほとんど見えてきませんでした。ヘルパー制度や独居の要介護に対

する支援もあると聞きましたが正直なところ闇の中という感じでした。脳疾患死亡率が世界一なのに

街で杖をついて歩いている人はひとりも見かけることはありませんでした。 

医療だけでなく高齢者介護は更に遅れていると思います。しかし、ロシアも日本が辿った同じ道を

これから歩んでいくものと思われます。少子高齢化は目前に迫っており高齢者対策は避けて通ること

はできません。意識改革がなされ医療介護は発展するものと信じています。 

医療介護の発展は介護機器市場を間違いなく喚起することになります。今回の視察を通して北海道

とロシア極東地区の経済交流の発展に寄与することを願っています。 
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参加者レポート② 

ロシア極東地域ハバロフスク地方の福祉用具に関する考察 

 

はじめに 

 この度、遠くて近い国であるロシアを訪問する機会をいただき誠にありがとうございます。ロシア

は社会主義国で閉鎖的と言うイメージを持っていましたが、訪問先の方々の人柄が温かく親しみを感

じました。ハバロフスクの中心街は近代的な様相ですが、少し外れると公営アパートを思わせる閑散

とした様子を感じました。何となく日本の30～40年前を思わせます。 

さて、今調査は介護保険の導入に伴い発生する福祉用具レンタル品に関する再販売の可能性調査で

した。関連する福祉施設や流通経路など興味を引く内容でした。中古福祉用具提供業者からビジネス

の可能性について報告させていただきます。 

 

市場性 

 市内で車椅子等を利用している様子はほとんど見かけない。従って、一般的使用というより、施設

での使用が多いと思われる。施設の車椅子は年間予算の中で連邦から支給されている。ロシア連邦社

会保険基金ハバロフスク地方局での聞き取りによると、車椅子の年間購入台数は約500台であり、そ

の予算は2006 年度で約1,700 万円となっている。市場規模としては小さいが、供給も中古ビジネス

としてはちょうど良いサイズかもしれない。 

 また、単純に予算から車椅子の平均単価を割り出すと1台3万円程度となる。この価格に流通コス

トを含めていくらまでの価格を提示できるか検討が必要である。 

 施設訪問からロシアは高齢者の使用もさることながら、戦争等の障害者に対する市場を考える必要

もありそうである。施設が両者の居住となっている。 

 

製品的優位性 

 高齢者・障害者施設で実際に使用している車椅子等を見せてもらう。製品的には日本の遥か以前の

タイプである。施設での使用が多いせいか持ち運び性に欠ける。重量的にはかなり重いものである。

デザイン的には機能重視で見た目も良くない。国産と韓国製が多いようだ。 

 日本から中古の車椅子を持参する。機動性やデザイン性に皆さん高い評価をいただく。早速、採用

したいとの要望も聞かれた。また、同時に歩行器も持参するがロシアにはない製品の様で使用方法を

説明する。こちらも大いに気に入ってもらう。 

 日本ではすべに旧式となった製品であるが、機能重視のロシアでは十分有効な製品だと感じる。 

 

マーケティング的考察 

・ プロダクト 

製品的にはまったく問題ないと思われる。製品的優位性は遥かに高く、希望される方も多いこ

とが予想できる。但し、日本製は見た目の美しさと軽量を考慮しているため強度の面では問題が

あるかもしれない。ある程度のメンテナンス体制が必要となる。 

・ プライス 

   現在1台の購入価格が5,000～8,000ルーブルで、日本円に換算すると20,000～32,000円とな

る。中古車椅子は償却済みなので価格的には対応可能である。現在当社の車椅子の新品の定価は

10 万円程度である。この仕入れ価格は 5 万円程度となっている。従って、諸経費も考慮すると
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20,000程度で十分可能である。但し、輸送コストがいくらになるのかが大きな問題である。 

 

・ プレイス 

   今回の訪問地である極東ハバロフスク地方に、ある程度限定する必要性がある。販売及び回収

業務は代理店の設置が必須となる。また、ある程度のメンテナンスも出てくる事が予想される。

更に、あくまでも中古品の販売のため、中古品の確保には数量的制限が生じる。大量の供給は難

しい。従って、エリアの絞込みによる効率の良い活動が必要となる。 

・ プロモーション 

 予算による購入のため連邦及びその出先機関としてのロシア連邦社会保険基金ハバロフスク

地方局へのアプローチが必要となる。また、高齢者及び障害者からの申請により購入される事か

ら、施設への紹介も欠かせない。幸いにも施設は9箇所程度しかなくプロモーション活動は容易

である。 

 

まとめ 

 我々が中古福祉用具を販売する目的は利益を稼ぐためではなく、国内に中古品が出回りレンタル市

場の疲弊を防止する事が目的です。その意味からすると十分な可能性を秘めていると思われます。通

訳からの話では 10 年ほど前は店に商品が並んでいない時代もあった。しかし現在のロシアには何で

も揃う環境が出来つつあります。1年半ほど前に出来たスーパーマーケットではセルフで自由に商品

が選択できます。住民の生活環境も大きく改善の兆しを感じました。今は平均年齢が高くはありませ

んが、これから伸びることも予想されます。これらの事を踏まえて将来に向けたビジネス展開の必要

性を感じました。 

 日本は新品志向が強い国です。介護保険が導入してまだ5年足らずですが、その間の製品リニュー

アルは猫の目のごとく移り変わっています。我々レンタル業者としても旧品は倉庫の肥やしになりつ

つあるのも現実です。既に、旧品を中古物件として市場に流通させている業者もあります。自分たち

のレンタル市場を自分たちで縮小させようとしています。 

今回の調査で、これから始まる高齢化に向けた市場の広がりを感じ、ロシアの方々に安価で機能性が

高い製品を提供できる可能性を見出せたと思います。また、我々の業界にとてもレンタル市場の安

定を保つ上での必要性を感じました。これらの事業を通じて近くて遠い国ロシアが、近くて近い存

在になる事を心から望みます。 

この度の企画にお力添えをいただいた方々に感謝いたします。 

 


