
Ⅰ 令和元年度の重点政策 

- 14 - 

 

 

 

道では、財政健全化に向けて行財政改革の推進を図る一方、直面する緊急課題や多様化

する行政ニーズに迅速かつ的確に対応し政策展開を図るため、限られた予算の中で選択と

集中を徹底することはもとより、予算事業だけではなく、様々な政策手法を活用していく

こととしています。 

このため、国の施策の活用に加え、民間企業等との協働事業の充実など多様な主体との

連携・協力のほか、政策開発推進事業をはじめとする創意工夫をこらした政策展開を図り

ます。 

 

（１）「政策開発推進事業」の活用 

複雑化・輻輳化する行政課題への対応と道全体の政策開発能力の向上を図るため、職員から

庁内横断的な政策課題に関する企画提案を募集・選定し、磨き上げ、職員の柔軟な発想力や行

動力を活かした実効ある政策開発を推進します。 

（平成 28年度２件、平成 29年度２件、平成 30年度３件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）民間企業等との協働の推進 

民間企業や住民などが「公共」の担い手となり、官民が連携した取組を進め、道内地域や経

済の活性化、公共サービスの質の向上を図るため、民間企業等からの事業提案を事業化するタ

イアップ事業や包括連携協定を締結した民間企業等との多彩な協働事業を展開します。  
① 民間企業等とのタイアップ事業の推進 

民間企業等が有する資源（アイデア、ノウハウ、資金等）と道が持つ情報やネットワーク、

人的資源を結びつけることで、道内地域や経済の活性化、公共サービスの充実や道が進める

施策の効率的な展開を図るため、民間企業等とのタイアップ事業を推進します。 
  
   <参考>平成 30年度タイアップ事業の主な実績 

No. 事業内容 タイアップ企業 

1 フリーペーパー「クルール」を活用した道政広報の実施 (株)インサイト 

2 フリーペーパー「ママナビ」を活用した道政広報の実施 (株)マミープロ 

3 フリーペーパー「スコブル」を活用した道政広報の実施 (株)ぶらんとマガジン社 

4 フリーペーパー「JP01」を活用した道政広報の実施 総合商研(株) 

5 情報紙「mamacha」を活用した道政広報の実施 (株)エムジーコーポレーション 

6 映画ポスターを活用した道政広報の実施 (株)MACH 

7 街頭大型ビジョンを活用した道政広報の実施 (株)メガコーポレーション 

４ 多様な政策手法の活用 

＜政策開発の現状・課題＞ 
●昨今の行政ニーズを踏まえ

た政策立案手法の見直し
が必要 

●報告書の提出に留まらない
政策実現化に向けた取組
が必要 

 
 

＜政策開発推進事業＞ 
●庁内横断的な政策課題に

関する企画提案を募集・選
定 

●政策局が重点的な政策形
成の一環として支援 

●政策提言(案)を踏まえた検
討体制の強化 

 

＜ねらい・効果＞ 
●組織の政策開発力の向上 
●原課の関与を高めることに

因る政策実現性の向上 
●客観的なデータ利活用の促

進 
●中⾧期的な課題への対応 
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② 民間企業等との包括連携協定締結による協働事業の実施 

民間企業等からの提案に基づき、複数の政策分野にわたって北海道と包括的かつ継続的

に協力関係を構築し、連携・協力に関する協定を締結した上で、具体的な事業を協働で実施

します。  
<参考>包括連携協定 

No. 企業（グループ等）名 締結年月日 協定内容 

1 伊藤忠商事(株) H18.12.15 
「食」「観光」「中小・ベンチャー企業の支

援」など 

2 

サッポロホールディングス(株)、サ

ッポロビール(株) 

（サッポロビールグループ） 

H19. 2.14 
「食ブランド」「観光」「環境」「暮らしの安全

安心・健康」など 

3 雪印メグミルク(株) 
H19.10.26 

H22.3.31 改定 

「酪農振興」「食の安全安心」「子育て」「観光」

など※H19.10.26 雪印乳業(株)、雪印種苗

(株)、(株)雪印パーラーと締結 

4 留萌信用金庫 H20. 1 .8 
「地域に根ざした事業創出」「食」「観光」「人

材育成」など（留萌振興局との協定） 

5 (株)セコマ H20. 1.15 
「安全安心・道政広報」「食」「環境」「障がい

者支援」など 

6 (株)ローソン H20. 2.21 
「災害時支援」「食」「環境」「各種イベント支

援」など 

7 

(株)セブン-イレブン・ジャパン、 

(株)イトーヨーカ堂 

（セブン＆アイグループ） 

H20. 7.24 
「災害時支援」「道政広報」「道産品の販路拡

大」「障がい者支援」など 

8 (株)北洋銀行 H20. 8.28 

産業振興に資する事業 

「販路開拓」「企業誘致推進」「中小企業支援」

など 

9 (株)北海道銀行 H20. 9. 3 

産業振興に資する事業 

「販路開拓」「企業誘致推進」「中小企業支援」

など 

10 (株)三井住友銀行 H20. 9. 4 
産業振興に寄与する事業 

「道内企業の貿易・経済交流促進」など 

11 生活協同組合コープさっぽろ 
H20.11.25 

H25.2.7 改定 

「森林の植樹・育樹」「安全・安心な地域づく

り」「子育て支援」「食の振興」「循環型社会の

形成」など ※H20.11.25 森林づくりに関する

協定締結 

12 (株)ファミリーマート 
H21.2.27 

H29.3.3 改定 

「災害時支援」「食」「環境」「各種イベント支

援」など ※H21.2.27（株）サークルＫサンク

スと締結 

13 旭川大学、旭川大学短期大学部 H21. 3.16 
「地域活性化」「人材の育成」など（上川総合

振興局との協定） 
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No. 企業（グループ等）名 締結年月日 協定内容 

14 大地みらい信用金庫 H21. 7. 7 
「新事業の創出」「販路開拓」「ブランド化推

進」「人材の育成」など（根室振興局との協定） 

15 日高信用金庫 H21. 7. 8 
「新事業の創出」「販路開拓」「ブランド化推

進」「人材の育成」など（日高振興局との協定） 

16 楽天(株) H21. 7.10 
「情報発信」「IT を活用した販路拡大」「地域

のＩＴ利用の促進」「環境保全」など 

17 イオン(株) 
H21.12. 4 

H23.7.25 改定 

「ＩＣカード等の活用」「環境」「防災・安心安

全」「福祉」など ※H21.12.4イオン北海道(株)

と締結 

18 
室蘭信用金庫、苫小牧信用金庫、伊

達信用金庫 
H22. 9.15 

「新産業の創出」「販路開拓」「ブランド力向

上」「人材の育成」など（胆振総合振興局との

協定） 

19 
日本ハム(株)、（地独）北海道立総合

研究機構 
H23. 2.16 

「食」「科学技術」「スポーツと観光」「活力あ

る地域づくり」など 

20 (株)三省堂書店 
H23. 7.21 

H24. 6. 8 改定 

「北海道の魅力発信」「地域の文化や人づく

り」「活力ある地域づくりの推進」など ※

H23.7.21 留萌振興局と締結 

21 (株)AIRDO H23.11.28 
「食や観光の振興」「環境」「ひとづくり」「情

報発信」など 

22 釧路信用金庫、大地みらい信用金庫 H24. 3.27 

「新事業の創出」「販路開拓」「ブランド化推

進」「環境」「人材の育成」など（釧路総合振興

局との協定） 

23 (株)東洋新薬 H25.3.13 
「食情報の発信」「食関連企業の支援・立地促

進」「道産素材を活用した商品開発」など 

24 (株)ジェーシービー H25.3.25 
「食や観光の振興」「環境」「北海道の魅力発

信」など 

25 (株)北陸銀行 H25.7.26 

産業振興に資する事業 

「販路開拓」「企業誘致推進」「中小企業支援」

など 

26 
学校法人北海学園 

（北海学園大学・北海商科大学） 
H25.8.22 

「産業振興や観光振興」「教育・文化の振興」

「人材育成の推進」「就職支援」「地域づくり・

まちづくりの推進」など 

27 旭川信用金庫 H25.8.29 

「新事業の創出」「販路拡大や取引機会の拡

大」「ブランド化推進」「人材の育成」など（上

川総合振興局との協定） 

28 立命館大学 H25.9.26 
「産業振興」「教育・文化・スポーツの振興」

「人材育成」「まちづくり」「就職支援」など 

29 北海道コカ・コーラボトリング(株) H26.1.18 

「安全・安心地域づくり」「観光振興」「食・健

康」「環境保全・教育」「文化・歴史の伝承」な

ど 
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No. 企業（グループ等）名 締結年月日 協定内容 

30 ＴＯＨＯマーケティング(株) 
H26.1.23 

H28.4.19 改定 

「北海道の魅力発信」「地域活性化」「道政情

報の発信」など ※H26.1.23 北海道東宝（株）

と締結 

31 国立大学法人小樽商科大学 H26.2.24 「産業振興」「地域人材育成」「就職支援」など 

32 北星信用金庫 H26.3.19 

「新事業の創出」「食の振興」「環境・観光の振

興」「人材育成」など（上川総合振興局との協

定） 

33 道南うみ街信用金庫 H26.3.20 

「檜山の魅力発信」「地域づくりの推進」「自

然環境の整備・保全」「人づくり」など（檜山

振興局との協定） 

34 (株)函館丸井今井 H26.7.25 

「北海道新幹線開業を契機とした地域振興」

「地域産品の販路拡大」「観光情報の発信」「情

報発信」「イベント協力」など（渡島総合振興

局との協定） 

35 (株)クリエイティブオフィスキュー H26.8.28 
「北海道の魅力発信」「地域活性化」「道政情

報の発信」など 

36 (有)ラッキーピエログループ H26.9.10 

「北海道新幹線開業を契機とした地域振興」

「森林の植樹・木育」「地域環境の保全」「情報

発信」など（渡島総合振興局との協定） 

37 ヤフー(株) H26.9.29 

「道政情報等の発信」「防災・災害対策」「北海

道経済の活性化」「デジタル人材の育成」「電

子自治体の推進」など 

38 
学校法人酪農学園 

（酪農学園大学・とわの森三愛高校） 
H26.10.30 

「食産業の振興」「人材の育成」「環境との調

和」など 

39 (株)ＮＴＴ東日本－北海道 H27.1.14 

「アスリート等の受入体制促進」「人口減少・

少子高齢化対策」「安全・安心な地域づくり」

「観光振興」「環境保全」など 

40 エステー(株)、(株)北都 H27.1.22 

「トドマツの利用促進・知名度向上」「森林の

大切さの理解向上」「魅力ある地域づくり」な

ど（釧路総合振興局との協定） 

41 

函館工業高等専門学校、苫小牧工業

高等専門学校、釧路工業高等専門学

校、旭川工業高等専門学校 

H27.2.24 
「ものづくり人材の育成・確保」「地域に密着

したものづくり産業の振興」など 

42 東京農業大学 
H27.3.21 

H29.3.30 改定 

「攻めの農林水産業の確立」「地域を担う人づ

くり」「交流人口の拡大や地域の発展」など 

※H27.3.21オホーツク総合振興局と東京農業

大学生物産業学部と締結 

43 東日本高速道路(株) H27.6.16 

「観光・食産業の振興」「北海道の魅力等情報

発信」「北海道新幹線の開業に関連した地域交

流」「災害・防災」など 

44 (株)ぐるなび H27.6.17 
「食文化振興」「観光振興」「地域振興、地域活

性化」「北海道の魅力発信」など 
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No. 企業（グループ等）名 締結年月日 協定内容 

45 

北海道既存住宅流通促進協議会、 

(公社)北海道宅地建物取引業協会、 

(公社)全日本不動産協会北海道本

部、(公社)北海道不動産鑑定士協会 

H27.7.23 

「安全・安心な地域づくり」「地域の活性化」

「災害発生時の協力」「北海道の魅力発信」な

ど 

46 三井住友海上火災保険(株) H27.10.14 
「中小企業等への経営支援」「中小企業等の海

外進出」「中小企業等及び自治体の BCP」など 

47 日本航空(株) H27.12.3 
「観光振興」「食の振興」「環境保全」「人づく

り」「文化・スポーツの振興」など 

48 沿岸バス(株) H27.12.11 
「観光振興」「地域活性化」「情報発信」など

（留萌振興局との協定） 

49 第一生命保険(株) H28.1.22 
「女性の活躍推進、子育て支援の推進」「健康

増進」「地域経済の活性化」「道政広報」など 

50 北海道弁護士会連合会 H28.3.23 

「本道中小・小規模企業の活動への法的サー

ビスによる支援」「地域住民の安心した生活の

支援」など 

51 吉本興業(株) H28.3.29 
「イベント等を通じた地域活性化」「海外での

北海道の食の PR」「外国人観光客の誘致」など 

52 
北海道科学大学、北海道科学大学短

期大学部 
H28.5.26 

「寒冷地に特化した科学技術」「保健医療・福

祉」「まちづくり」「人材育成」など 

53 明和地所(株) H28.6.3 
「北海道ブランドのＰＲ」「北海道の食や観光

等のＰＲ」「北海道の人づくり」など 

54 (株)藤丸 H28.11.4 

「食の振興」「安全・安心な地域づくり」「子育

て支援」「地域の産業支援」「道政広報への協

力」など（十勝総合振興局との協定） 

55 ＡＮＡホールディングス(株) H28.12.21 

「北海道の観光振興」「北海道の食の振興」「北

海道の人づくり」「スポーツを基軸とした地域

振興」など 

56 稚内北星学園大学 H29.1.13 

「宗谷の魅力発信」「まちづくりの推進」「地

域の未来を拓く人材の育成」など（宗谷総合

振興局との協定） 

57 (株)中央スーパー H29.1.25 

「地域の安全・安心の確保」「留萌の食の振興」

「留萌の観光の振興」「就労支援」「道政広報

の推進」など（留萌振興局との協定） 

58 北翔大学、北翔大学短期大学部 H29.5.30 
「生涯スポーツ」、「教育文化」、「人間性豊か

な人材育成」、「まちづくり」など 

59 サツドラホールディングス(株) H29.8.22 
「環境保全」、「子育て支援」、「健康づくり」、

「人材育成」など 
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No. 企業（グループ等）名 締結年月日 協定内容 

60 日本郵便(株)北海道支社 H29.9.4 「地域創生」、「災害対策」など 

61 (株)レバンガ北海道 H29.9.12 

「子どもの健やかな心身の育成」、「スポーツ

をツールとした地域活性化」、「北海道の魅力

発信」など 

62 学校法人北斗文化学園 H29.10.19 

「食の振興」、「安全・安心な地域づくり」、「国

際交流等の推進」、「地域の人材育成」など（胆

振総合振興局との協定） 

63 アクサ生命保険(株) H29.11.28 
「健康づくり、スポーツの振興」、「地域経済

の活性化」、「防災・減災」など 

64 損害保険ジャパン日本興亜(株) H30.2.9 

「防災・減災、災害時の支援」、「観光・交流、

インバウンドの推進」、「女性活躍推進」、「交

通安全」など 

65 学校法人香川栄養学園 H30.3.8 

「食の生産現場における人材育成」、「十勝産

食材の利活用促進」、「十勝産食材や十勝観光

の情報発信」など（十勝総合振興局との協定） 

66 佐川急便(株) H30.5.24 

「物流振興」、「北海道の魅力発信」、「地域防

災」、「安全・安心な地域づくり」、「女性活躍推

進」など 

67 ヤマト運輸(株) H30.6.5 

「物流・人流の活性化」、「安全・安心な地域づ

くり」、「道政広報、魅力発信」、「観光支援や道

産品の販路拡大」など 

68 日本生命保険相互会社 H30.7.19 

「健康増進・疾病予防」、「安全・安心な地域づ

くり」、「児童・青少年の健全育成」、「ダイバー

シティ推進」など 

69 (株)ポケモン H30.10.11 
「観光振興」、「児童・青少年の教育や子育て」

など 

70 
(株)苫小牧中野自動車学校、 

(株)苫小牧ドライビングスクール 
H30.12.20 

「胆振地域への若者の呼び込み」、「教習生へ

の道政広報」、「人材育成」など 

71 セイノーホールディングス（株） H31.4.1 

「物流の活性化」、「女性の多様な活用」、「地

域防災」、「環境保全」、「道産食品の消費拡大」、

「北海道の魅力発信」など 

 

 


