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ヤロスラブリ州 概況 （2022年11月 時点）

ヤロスラブリ州
（Yaroslavl region）

面積 3万6,177平方キロメートル

人口 122万7,383人（国全体の0.8％、
2022年1月1日時点）

人口密度 34人／平方キロメートル

主要都市 ヤロスラブリ市、ルィビンスク市、トゥタエ
フ市、ペレスラブリ・ザレスキー市、ウグリ
チ市、ロストフ市

地理 トべリ州、モスクワ州、イワノボ州、ウラ
ジミル州、コストロマ州、ボログダ州と隣
接している。ロシア国内で有数の工業
地域。時間帯はUTC+3（通年で日
本と6時間差）。

平均気温 （1 月）マイナス 10 ℃
（7 月）18.3 ℃

観光 【世界遺産】ヤロスラブリの歴史地区
【その他】州立博物館「ロストフのクレム
リン」、ペレスラブリ・ザレスキー国立歴
史的建築・美術保護地区、プレシェエ
ボ湖国立公園、ムィシュキン市

知事 ミハイル・エブラエフ
（Mikhail Yevrayev、知事）

現地出身
の著名人

アレクサンドル・ネフスキー（ウラジーミル
大公国大公）、ワレンチナ・テレシコワ
（下院議員、元宇宙飛行士）、ラド
ネジのセルギイ (ロシア正教の聖人)

一般的事項

「機械、化学分野の製造が発達」

主要産業 製造業、小売、輸送、不動産

有力地元企業 ヤロスラブリ電気機械製作工場・
エルディン (発電機等製造) 、ルス
クラスキ（塗料等製造）、ヤロス
ラブリ・タイヤ工場（タイヤ製造）、
ヤロスラブリ薬品工場（薬品製
造）

外資系企業数 563社（2021年12月時点）

有力外資企業 コマツ（建設機械、日本）、タケ
ダ（製薬、日本）、ネクサンス
（電力ケーブル、フランス）、ベシ
ンヘルスケア（製薬、モナコ）

自由経済区 優先的社会経済発展区域
（TOR）3カ所、工業団地14カ
所、テクノパーク5カ所

優先投資分野 機械工学、化学、製薬、造船

投資優位性
（地方政府資料）

①モスクワから300キロで道路、鉄
道も整備、州都ヤロスラブリは幹
線道路、鉄道及び河川交通の要
衝。②生活環境が良好な地域の
1つである。

高等教育機関 ヤロスラブリ国立工科大学、ヤロス
ラブリ国立大学、ルィビンスク航空
技術大学、ヤロスラブリ国立医科
大学

産業特性基礎的経済指標基 産一

為替レート（期中平均） 2019年 1ドル＝64.73 ルーブル
2020年 1ドル＝71.94 ルーブル
2021年 1ドル＝73.65 ルーブル

※出所：連邦統計局、ロシア中央銀行

※出所：連邦統計局、各種HPからジェトロ作成

域内総生産
（GRP）

6,176億ルーブル（2020年）

GRP内訳
（2020年）

製造業28.2％、卸売り・小売り・自
動車修理14.3％、運輸・倉庫
11.5%、不動産10.5％、行政・
軍事・社会保障5.1％、建設
4.7％

1人当たりGRP 49万5,102ルーブル（2020年）

固定資本投資 1,100億ルーブル
（前年比12.4%増、2021年）

外国直接投資受入 1億 1,100 万ドル（2021年）

鉱工業生産
（前年比伸び率）

5,566億ルーブル
（前年比6.8％増、2021年）

小売売上高 3,058億ルーブル
（前年比10.7％、2021年）

失業率 5.9％（2021年）

消費者物価上昇率 9.3％
（2021年12月、前年同月比）

※出所：連邦統計局、各種HPからジェトロ作成
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ヤロスラブリ州の主要品目別輸出入

ヤロスラブリ州 概況

交通

姉妹・友好都市

なし

現地公的機関・地方自治体の活動拠点

なし

定期国際航空便

トゥノシナ（ヤロスラブリ）空港から サンクトペテルブル
クやソチへ直行便、外国直行便はなし。

その他

• 道路：モスクワまで272キロ。主要道路M-8「ホル
モゴルイ」が通る。

• 鉄道：モスクワまで3時間強。
• 水運：モスクワまで560キロであり、 ヤロスラブリ河
川港とルィビンスク貨物港がある。

日本との関係関

交

貿

※出所：在ロシア日本国大使館HPなどからジェトロ作成

※出所：空港HPなどからジェトロ作成

※出所：連邦税関局

（通関ベース、単位：千ドル、％）
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2020年 2021年

金額 金額 伸び率 構成比

輸出総額 949,728 1,134,420 19.4 ―

食料品・農産品 14,528 21,624 48.8 1.9

鉱物製品 68,851 112,041 62.7 9.9

化学品・ゴム 263,837 384,130 45.6 33.9

皮革原料・皮・同製品 1,339 1,746 30.4 0.2

木材・同製品 48,046 57,759 20.2 5.1

繊維・同製品・靴 6,246 9,004 44.2 0.8

金属・同製品 44,364 53,878 21.4 4.7

機械・設備・輸送用機器 485,521 465,100 △ 4.2 41.0

その他 16,996 29,139 71.4 2.6

輸入総額 625,996 854,810 36.6 ―

食料品・農産品 30,193 38,951 29.0 3.4

鉱物製品 4,811 2,881 △ 40.1 0.3

化学品・ゴム 148,695 220,754 48.5 19.5

皮革原料・皮・同製品 1,847 751 △ 59.3 0.1

木材・同製品 20,735 29,649 43.0 2.6

繊維・同製品・靴 16,761 20,873 24.5 1.8

金属・同製品 55,447 94,111 69.7 8.3

機械・設備・輸送用機器 335,906 427,819 27.4 37.7

その他 11,600 19,020 64.0 1.7

https://www.jetro.go.jp/world/russia_cis/ru/
https://www.jetro.go.jp/biznewstop/biznews/russia_cis/ru/

