
学校法人酪農学園×北海道
包括連携協定締結日 平成26年10月30日

〈主な取組〉
■食産業の振興
　・酪農学園大学の施設を利用した農林業分野における
　 ＧＩＳやリモートセンシングデータ等の利活用に関する
   技術研修会の開催
　・食育月間に合わせた学内での食育の普及啓発

■人材の育成
　・酪農学園大学の獣医学類の学生を対象としたインターン　
　 シップの実施
　（研修先：家畜保健衛生所、食肉衛生検査所）
　・酪農学園大学の学生を対象とした石狩や宗谷管内の農
　 業に関するセミナーの実施

■環境との調和
　・外来種の効果的な防除手法の開発と普及啓発
　・安全かつ効果的なエゾシカ捕獲手法の検討における助
　  言・指導
　 インターンシップの様子技術研修会の様子



日本航空(株) ×北海道
包括連携協定締結日 平成27年12月3日

〈主な取組〉
■北海道の「観光」振興
 ・機内誌、機内ビデオ、機内食、
　ホームページなど、JALの媒体を
　活用し、地域プロモーションを
　実施
　
■北海道の「環境」保全
 ・北海道の鳥に指定されている
　タンチョウの生息数と分布状況等を調べる
　「タンチョウ越冬分布調査」に協力

■北海道の「文化」「スポーツ」振興
 ・HACにおいて、民族共生象徴空間「ウポポイ」開設を応援し、
　特別塗装機を就航
　

 ・スポーツの楽しさを学ぼう　
　ジュニアスポーツチャレンジ！を帯広で開催



第一生命保険(株)×北海道
包括連携協定締結日 平成28年1月22日

〈主な取組〉
■地域経済の活性化
　・経済講演会・ビジネス商談会の開催
　・北海道の観光PRとなる句(川柳)を
　　募集する「どさんこ北海道自慢サラ川」
　　を実施。入選者には、北海道ワインなどの
　　道産品をプレゼント

■女性の活躍推進
　・「ワークライフバランス」や「働き方改革」、
　　「イクボス」など、ダイバーシティ経営に
　　関するセミナーの共同開催

■健康増進
　・がん予防、がん検診普及に関するセミナー
　　の共同開催

　 



北海道弁護士会連合会×北海道
包括連携協定締結日 平成28年3月23日

〈主な取組〉
■中小・小規模企業の活動への法的サービスに
　 よる支援
　・地域中小企業支援ネットワーク会議への参加や、アドバイ
　　ザー登録制度への協力により、事業承継に向けた支援を
　　実施
■地域住民の安心した生活の支援
　・胆振東部地震により経営に影響を受けている中小企業
　　者等に向け経営・金融説明会を道と共同で実施

吉本興業(株) ×北海道
包括連携協定締結日 平成28年3月29日

〈主な取組〉
■イベント等を通じた地域活性化
　・吉本興業(株)所属のタレントである
　　タカアンドトシ」を北海道観光大使に任命し、
　　北海道観光PRに協力
　
　・道民笑いの日に合わせ「みんわらウィーク」
　　イベントを開催し、道の施策に関連した
　　イベントなどを実施



明和地所(株)×北海道
包括連携協定締結日 平成28年6月3日

〈主な取組〉
■北海道ブランドのPRと木育活動の推進
　・マンションモデルルームにて道産木材を使ったインテリアの
　　制作ワークショップを定期的に開催し、木育活動を推進。

■北海道の食や観光等のPR
　・北海道の食や観光、ライフスタイルなどの魅力を紹介する
　　WEBサイト「DISCOVER HOKKAIDO」を開設し、
　　情報を発信。

■北海道の人づくり
　・林業・家具産業の魅力の理解促進、関連産業への就業
　　者等の育成・確保を図るため、学生を対象とした学習プロ
　　グラムを提供。

くわしい活動内容はこちら
https://www.meiwajisyo.co.jp/corp/env/2016_0708/



ANAホールディングス(株) ×北海道

包括連携協定締結日 平成28年12月21日

〈主な取組〉
■北海道の観光振興
 ・ウポポイ(民族共生象徴空間)PRへの協力として、
　　ＡＮＡ国際線・国内線で、Wi-Fi コンテンツ等の
　　「ウポポイ」PR 動画搭載や、ＡＮＡ SKY WEB での　
　　「ウポポイと縄文遺跡群」　のＰＲページ」開設、
　　道内路線での「イランカラプテ～君に逢えてよかった～」の機内放送の
　　実施

　 ・閑散期対策として北海道キャンペーンを実施
　 ・道内路線広域波及運賃の設定

■スポーツを基軸とした地域振興
　・ANA　OPEN　ゴルフトーナメントの会場で、
　　道政に関するブースを設置しPRを実施。
　　　　     
　　　　　　　　　 今年度は、「ウポポイと縄文遺跡群のＰＲブース」設置

ＡＮＡウェブサイト



〈主な取組〉
■スポーツの普及啓発
　・障がい者スポーツの振興・普及啓発
　　として、パラスポーツ大会、
　　体力測定会などを実施

■音楽文化の普及啓発
　・地域における音楽文化普及啓発
　　として、道や市町村などの施設を
　　活用しコンサートを実施

■人間性豊かな人材育成
　・北海道におけるインターシップに関する実態調査及び意見
　　交換会の実施

■地域とともにある学校づくりへの参画
　・道産食材を活用した商品の提案

北翔大学・北翔大学短期大学部×北海道

包括連携協定締結日 平成29年5月30日



サツドラホールディングス(株)×北海道
包括連携協定締結日 平成29年8月22日

〈主な取組〉
■北海道の環境保全
　・「おうちECO」対象商品（環境配慮商品）の
　　売上の一部を(公財)北海道環境財団に寄付し、
　　道内の学校・施設各種イベントなどで地球温暖化
　　防止をテーマとするプログラム「地球温暖化ふせぎ
　　隊」の活動に活用。

■北海道の子育て支援　
　・「どさんこ・子育て特典制度」への協力
　　→店舗で特典カードの提示により、対象商品が5%割引

■北海道の広報
　・情報誌「EZO CLUB MG.COMMU（エゾクラブ
　　マガジン コミュ）」
　　で、道政の情報を
　　紹介。



日本郵便(株)北海道支社×北海道
包括連携協定締結日 平成29年9月4日

〈主な取組〉
■災害対策
　・北海道総合防災訓練の実働訓練に
　　参加し、『避難所における郵便物等
　　配達の模擬訓練』を実施

■交通安全普及啓発
　・飲酒運転根絶ロゴマークが入った
　　ステッカーを全道の日本郵便
　　配送車両（150台）へ貼付

　【北海道総合防災訓練における内容（2018年度の取組）】　　
　　(1)  「避難者情報確認シート」の記入・回収
　　　　   訓練参加者へ「避難者情報確認シート」の記入依頼・回収
　　(2) 模擬郵便・荷物（ゆうパック）の配達
　　　　   訓練参加者の中から抽出して模擬郵便・ゆうパックを配達
　　(3) 仮設ポストの設置・郵便物等の回収
　　　　   避難所に仮設ポストを設置し、投函された郵便物等を回収
　　(4) 展示ブースにおけるパネル掲示等
　　　　   東日本大震災・胆振東部地震における災害支援内容を掲示

士別市会場の様子

模擬ゆうパックの配達 仮設ポストの設置



アクサ生命保険(株)×北海道

包括連携協定締結日 平成29年11月28日

〈主な取組〉
■北海道の健康づくり、スポーツの振興
　・健康に関する各種セミナーの周知の協力
　　

■北海道の地域経済の活性化
　・健康経営アドバイザーのネットワークを活用した、
　　ヘルスケアサービス事業者とのマッチング活動
　・健康経営をテーマとしたセミナーの開催



損害保険ジャパン日本興亜(株)
×北海道

包括連携協定締結日 平成30年2月9日

〈主な取組〉
■防災・減災、災害時の支援
　・キャラクターを活用
　し、防災教育の普及
　啓発イベントに参画

　・市町村向けBCP策定
　　セミナーの開催

■交通安全の取組
　・社会問題となっているシニアドライバーが加害者となる
　　交通事故減少のため、シニアドライバー向け安全運転
　　講習会を道内５箇所（札幌、旭川、釧路、北見、函館）
　　で実施

　



佐川急便(株)×北海道
包括連携協定締結日 平成30年5月24日

〈主な取組〉
■物流振興
　・道内輸送の効率化に向けて、共同輸送等に関する
　　検討への協力

■北海道の魅力発信
　・営業所・サービスセンターにおける道政広報ＰＲスペースの設置

■安全・安心な地域づくり
　・「子どもの安全を見守る運動」や「飲酒運転根絶」の啓発

ステッカーをを配送車等に掲示



(株)レバンガ 北海道×北海道
包括連携協定締結日 平成29年9月12日

〈主な取組〉
■子どもの健やかな心身の育成
　・レバンガ北海道選手・スタッフによる「スポーツチャレンジ
　　教室」や「ペアレンツ・スクール」の開催

■スポーツをツールとした地域活性化
　・門別競馬場で「レバンガ北海道ティップオフナイター」を

実施し、来場者プレゼントやトークステージなどのイベントを
開催

■北海道の魅力
　・レバンガ北海道ホームゲームやアウェーゲーム会場における
 　道政広報の実施



ヤマト運輸(株)×北海道
包括連携協定締結日 平成30年6月5日

〈主な取組〉

■物流・人流の活性化
　・道内における輸送の効率化に向けて共同輸送等に関する検討

　　への協力

■道政広報・魅力発信
　・ ポスター掲出及びチラシ配架により北海道みんなの日のPRに

協力

■災害対策
　・北海道防災総合訓練の実働訓練に

    参加し、避難所への物資搬送訓練を

    実施

■その他北海道の活性化
　・道との共催により「スポーツチャレンジ教室(スケート教室)」を

　 開催



日本生命保険相互会社×北海道
包括連携協定締結日 平成30年7月19日

〈主な取組〉
■安全・安心な地域づくり
　・防災や北海道自転車条例の周知など、
　　道が作成した道政に関するチラシ配布の
　　協力
　・日本生命の取り扱う保険のチラシに
　　道政情報を掲載

■児童・青少年の健全育成
　・2020東京オリンピック・パラリンピック
　　開催の機運熟成のため、
　　スポーツ体験イベントを開催
　
　
　・木や森とふれあい、学び、つながる取り組みを提供する
　　「木育ひろばinチ・カ・ホ」への協力



〈主な取組〉
■ポケモンを活用し
　　北海道の活性化を支援
　・ポケモンのキャラクター
　　「アローラロコン」と「ロコン」を
　　「北海道だいすき発隊！」
　　と位置づけ、北海道の　「観光」「子育て」「教育」
　　に関する施策に活用

　

(株)ポケモン×北海道
包括連携協定締結日 平成30年10月11日

G20観光大臣会合PRに活用

バス利用促進PRに活用

着ぐるみによる観光客への
おもてなし



＜主な取組（予定含む）＞
■物流の活性化
　・共同輸送やモーダルシフトなどの取組

■女性の多様な活躍の推進
　・就労を希望する女性の雇用促進への協力
　・女性活躍セミナーへの協力
　

セイノーホールディングス(株)
×北海道

包括連携協定締結日 平成31年(2019年)４月１日

あいおいニッセイ同和損害保険(株)
×北海道

包括連携協定締結日 令和元年(2019年)９月30日

＜主な取組（予定含む） ＞
■介護福祉
　・高齢者、障がい者への支援

■産業振興
　・経営・労務支援
　・女性活躍推進施策への支援・協力
　・新エネルギー推進関する支援・協力
　



学校法人北斗文化学園×北海道(胆振総合振興局)

包括連携協定締結日 平成29年10月19日

〈主な取組〉
■「食」や「観光」、地域産品のブランド力の向上
　・食関連事業者を対象に、地域の食材を活用した商品づく
　　りに向けた勉強会の開催

■地元企業の販路開拓や取引機会の拡大
　・食関連事業者に向けた「いぶり・ひだか食のステップアップ
　　相談会」を開催し、商品の磨き上げ・販路拡大等を支援

室蘭信用金庫、苫小牧信用金庫、伊達信用金庫

×北海道(胆振総合振興局)

包括連携協定締結日 平成22年9月15日

〈主な取組〉
■胆振の「食」の振興
　・北斗文化学園インターナショナル調理専門学校で、
　　一般消費者等を対象に、クッキングスクールを行い、
　　胆振の魚食普及推進・水産物PRを実施　　　　　　　　　　　　　　



(株)苫小牧中野自動車学校、(株)ドライビングスクール

×北海道(胆振総合振興局)
包括連携協定締結日 平成29年10月19日

〈主な取組〉
■胆振地域への若者の呼び込み
　・運転免許合宿に参加する道外の若者に向け
　　運転免許取得と合わせ胆振管内での農作業
　　体験できるコースを作成し、いぶりの魅力発信
　　に協力

■教習生への道政広報
　・学校内にポスター等を掲示し、道政広報に協力

〈主な取組〉
■　「日高地域」のブランド化
　・日高管内の食関連事業者を対象に「日高食研修会」
　　を開催
　・毎月発行する冊子「ひだかしんきん地区内経済概況」
　　に日高振興局の取組を掲載

■地域の人材育成
　・道との共催で、観光人材の育成のため
　　「日高観光セミナー」を開催

日高信用金庫×北海道(日高振興局)

包括連携協定締結日 平成21年7月8日



〈主な取組〉
■道南広域観光の推進
　・道南地域を旅しながら歴史・文化を学べる
　　「道南れきぶんカード」を発行・配布し、
　　カードに記載されたキーワードを全て集める
　　と道南の特産品等を贈る取組を実施

■Ｊ級グルメ開発支援講座の実施
　・中小機構北海道との共催でインバウンド向け食の新商品　　　　　　
　　開発支援講座を延べ５講座開催及び試食・販売会を　　　　
　　実施

道南うみ街信用金庫×
北海道(渡島総合振興局・檜山振興局)

包括連携協定締結日 平成26年3月20日

(株)函館丸井今井×北海道(渡島総合振興局)

包括連携協定締結日 平成26年7月25日

〈主な取組〉
■道南地域産品の販路拡大
　・道南の地域商品PRと販路拡大
　　を支援するため、丸井今井函館店
　　において道南地域フェアを実施

　

・道が主催した「２０１８道南食と観光ブランドフェア」に
　アドバイザーとして参加



(有)ラッキーピエログループ×北海道(渡島総合振興局)

包括連携協定締結日 平成26年9月10日

〈主な取組〉
■北海道新幹線開業を契機とした地域振興
　・店舗における北海道新幹線開業PRポスター掲示や
　　観光パンフレットの配架を実施

■北海道の情報発信
　・会員向けメールマガジンを活用し、地域情報の発信に
　　協力

旭川大学、旭川大学短期大学部×北海道(上川総合振興局)

包括連携協定締結日 平成21年3月16日

〈主な取組〉
■地域の人材育成
　・公開講座「あさひかわ学」への職員の講師派遣

　・経済学部ゼミナール活動報告会へ上川総合振興局地域
　　創生部長が審査委員として参画

　・「未来づくり感響プロジェクト」の座長として経済学部の准教
　　授が参画



北星信用金庫×北海道(上川総合振興局)

包括連携協定締結日 平成26年3月19日

〈主な取組〉
■地域の食の振興
　・地域の食品メイカーと商社等とのビジネスマッチングを
　　実施し、商品開発や販路開拓を支援

■地域の人材育成
　・中小企業の経営者を対象とし、事業継承の早期検討を
　　促すセミナーを開催

旭川信用金庫×北海道(上川総合振興局)

包括連携協定締結日 平成25年8月29日

〈主な取組〉
■上川地域におけるブランド化推進
　・旭川駅構内で、
　　イベント「駅マルシェ」を実施

■上川地域を担う人材の
　　育成
　・クラウドファンディング型ふるさと納税の活用を促進するため
　　「ガバメントクラウドファンディング活用促進セミナー＆個別
　　相談会」を開催



〈主な取組〉
■留萌の魅力ある「観光」の振興
　・高速乗合バス「特急はぼろ号」の座席
　　ポケットに留萌管内８市町村のイラスト
　　付きマップ「オロロンまっぷ」を配架

■道政情報の発信
　・一般乗合バス車内での「自動車税の納期内納税」
　　などの道政情報ポスターの掲載

〈主な取組〉
■留萌に根ざした事業創出
　・地域のものづくりや地域振興に資する取組などを「留萌
　　元気づくり助成金」で支援
　・留萌・元気づくりセミナーの開催

■地域の人材育成
　・北海道留萌高等学校(キッズビジネスタウン)への支援

沿岸バス(株)×北海道(留萌振興局)

包括連携協定締結日 平成27年12月11日

留萌信用金庫×北海道(留萌振興局)

包括連携協定締結日 平成20年1月8日



(株)中央スーパー×北海道(留萌振興局)

包括連携協定締結日 平成29年1月25日

〈主な取組〉

■道政広報の推進
　・特売チラシへの観光情報等の掲載

稚内北星学園大学
×北海道(宗谷総合振興局)

包括連携協定締結日 平成29年1月13日

〈主な取組〉
■宗谷の魅力発信
　・振興局職員と大学教員、学生
　　により地域の魅力をPRする動画
　　「大好きな”そうや”へ」を制作　

■地域の未来を拓く人材の育成
　・大学教員を講師とした振興局の若手職員の早期育成研
　　修プログラム研修「キャリナビ」の実施

動画視聴用
QRコード



〈主な取組〉
■食の振興
　・香川調理製菓専門学校において、十勝産食材(小麦粉)を
　　活用した製菓実習を実施し、地域の食材及び魅力をＰＲ

　・香川調理製菓専門学校の生徒(希望者)による生産現場の
　　見学等を行う研修旅行を実施

　・香川調理製菓専門学校の学校祭において、十勝産食材
　　(小麦粉)を使ったパン作り体験や十勝の観光PRを実施

(株)藤丸×北海道(十勝総合振興局)

包括連携協定締結日 平成28年11月4日

学校法人香川栄養学園×北海道(十勝総合振興局)

包括連携協定締結日 平成30年3月8日

〈主な取組〉
■食の振興
　・百貨店『藤丸』が開催した
　　「TOKACHI FOOD COURT TOWN」、「とかち大収穫市
　　うまいもんまつり」　において、道の食関連制度などをPR

　・(株)藤丸、サッポロビール(株)が連携し、
　　両社者でつくるギフト商品に、道が作成
　　した十勝産食品の情報パンフレットを
　　一緒にパッケージし、十勝産食材の
　　販路拡大に協力



釧路信用金庫、大地みらい信用金庫×
北海道(釧路総合振興局、根室振興局)
包括連携協定締結日 平成21年7月7日(根室)
           平成24年3月27日(釧路)

〈主な取組〉
■くしろ地域のブランド化
　・ 「地域のブランド化推進奨励賞」により、特に地域のブラン
　　ド化に貢献している活動等を対象に資金を助成

■「根室産水産物」の普及・宣伝及び消費拡大
　・根室産サンマの販促イベント「まるごと根室直送市」等への
　　協力・支援

エステー(株)、(株)北都×北海道(釧路総合振興局)

包括連携協定締結日 平成27年1月22日

〈主な取組〉
■トドマツの利用促進、知名度向上
　・トドマツ利用促進のための研究会を実施
　・エステー(株)のホームページにトドマツPRを掲載

■森林の大切さの理解向上
　・エステー(株)、(株)北都から講師を派遣し、
　　トドマツ精油抽出プラント工場の見学会
　　を実施


