包括連携協定締結企業一覧
2022/3/25現在
締結日
連携項目
(株)セブン－イレブン・ジャパン 平成20年2月7日 地消および栃木県オリジナル商品の販売・キャンペーン実施に関すること
県産の農林産物、加工品、工芸品の販売・活用に関すること
健康増進・食育に関すること
高齢者支援に関すること
子ども・青少年育成に関すること
観光情報・振興に関すること
環境問題の対策に関すること
地域・暮らしの安全・安心に関すること
災害支援に関すること
その他、地域社会の活性化・住民サービスの向上に関すること
(株)ファミリーマート
平成20年9月3日 県産品の販売拡大・ブランドの振興に関すること
地域の安全・安心の確保に関すること
循環型社会の構築に関すること
健やかで安心な生活に関すること
その他地域の活性化に関すること
平成22年12月15日 観光振興及び高速道路の利用促進
東日本高速道路(株)
SA・PA及びウェブサイトにおける県産品のPR・販売促進
緊急対応時の支援強化等
災害時における相互協力
環境対策 等
平成23年4月26日 県産品の販売拡大・ブランドの振興に関すること
(株)ローソン
地域の安全・安心の確保に関すること
健康増進及び食育に関すること
子育て応援及び高齢者支援に関すること
環境保全に関すること
その他地域活性化に関すること
平成23年10月24日 地産地消と栃木県産品の販路拡大に関すること
イオン(株)
ＩＣカードの活用等による県民文化の振興に関すること
健康増進・食育に関すること
子ども・青少年の育成に関すること
高齢者及び障がい者の支援に関すること
観光振興に関すること
環境保全に関すること
地域・暮らしの安全・安心の確保に関すること
災害対策に関すること
県政情報の発信に関すること
その他地域社会の活性化及び県民サービスの向上に関すること
平成24年3月28日 県産品の販売拡大・ブランドの振興に関すること
(株)栃木銀行
地域・暮らしの安全・安心の確保に関すること
子育て・高齢者・障害者の支援に関すること
環境の保全に関すること
観光の振興に関すること
県政情報の発信に関すること
その他地域の活性化に関すること
平成25年3月26日 食と農
(株)足利銀行
企業誘致・定着促進
観光
エネルギー・環境
海外展開（販路拡大・事業拡大）
その他地域経済の発展のために連携した取組を実施することが有効な分野
平成27年3月17日 県産品の販売拡大及びブランドの振興に関すること
ヤマト運輸（株）
子育ての支援及び青少年の健全育成に関すること
高齢者及び障害者支援に関すること
観光の振興に関すること
環境の保全に関すること
地域及び暮らしの安全及び安心の確保に関すること
災害支援に関すること
その他地域社会の活性化及び県民サービスの向上に関すること
締結の相手方
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包括連携協定締結企業一覧
2022/3/25現在
締結日
連携項目
平成28年8月29日 観光振興及び観光情報の発信に関すること
栃木県産品の流通・販売促進に関すること
災害支援に関すること
地域・暮らし・安全に関すること
女性の活躍推進に関すること
子ども・青少年の育成に関すること
高齢者・障害者支援に関すること
環境保全の推進に関すること
健康の増進に関すること
その他地域社会の活性化及び県民サービスの向上に関すること
10 三井住友海上火災保険(株) 平成28年9月14日 地域産業の振興・支援に関すること
防災・災害及びリスクマネジメントに関すること
防犯・交通事故防止に関すること
教育文化の振興に関すること
スポーツの振興に関すること
健康の増進に関すること
高齢者支援・障害者支援に関すること
環境の保全に関すること
その他、地方創生の実現・県民サービスの向上に関すること
11 (株)NEZASホールディングス 平成28年9月21日 地域及び暮らしの安全・安心の確保に関すること
環境の保全に関すること
子育て支援及び青少年の健全育成に関すること
高齢者及び障害者支援に関すること
観光の振興に関すること
災害支援に関すること
その他、地域の活性化及び県民サービスの向上に関すること
12 損害保険ジャパン（株）
平成29年2月2日 地域産業の振興・支援に関すること
子育ての支援及び青少年の健全育成に関すること
高齢者及び障害者の支援に関すること
観光の振興・支援に関すること
環境の保全に関すること
健康の増進に関すること
地域及び暮らしの安全・安心の確保に関すること
防災及び災害対策に関すること
その他、地域の活性化及び県民サービスの向上に関すること
13 大塚製薬（株）
平成29年2月23日 健康増進及び食育に関する事項
スポーツの振興に関する事項
青少年健全育成に関する事項
災害時支援に関する事項
環境の保全に関する事項
交通安全に関する事項
県ブランド及び観光のPRに関する事項
その他、地域の活性化及び県民サービスの向上に関する事項
14 東京海上日動火災保険（株） 平成29年3月9日 地域産業の振興・支援に関すること
観光の振興に関すること
農業の振興に関すること
地域及び暮らしの安全・安心の確保に関すること
大規模災害に関すること
高齢者及び障害者支援に関すること
健康の増進に関すること
子育ての支援及び青少年の健全育成に関すること
環境の保全に関すること
その他、地域の活性化及び県民サービスの向上に関すること
締結の相手方
9 佐川急便(株)

包括連携協定締結企業一覧
締結の相手方
15 （株）ヨークベニマル

16 （株）イトーヨーカ堂

17 日本郵便(株)

2022/3/25現在
締結日
連携項目
平成29年8月1日 地産地消及び県オリジナル商品の販売・キャンペーンの実施に関すること
健康増進及び食の安全に関すること
高齢者及び障害者支援に関すること
子育ての支援及び青少年の健全育成に関すること
観光の振興に関すること
地域及び暮らしの安全・安心に関すること
災害時支援に関すること
環境の保全に関すること
その他、地域の活性化及び県民サービスの向上に関すること
平成29年8月1日 地産地消及び県オリジナル商品の販売・キャンペーンの実施に関すること
健康増進及び食の安全に関すること
高齢者及び障害者支援に関すること
子育ての支援及び青少年の健全育成に関すること
観光の振興に関すること
地域及び暮らしの安全・安心に関すること
災害時支援に関すること
環境の保全に関すること
その他、地域の活性化及び県民サービスの向上に関すること

平成29年12月20日 県ブランドの振興に関すること
子育ての支援及び青少年の健全育成に関すること
環境の保全に関すること
地域及び暮らしの安全・安心の確保に関すること
観光の振興に関すること
高齢者及び障害者支援に関すること
その他、地域の活性化及び県民サービスの向上に関すること
18 明治安田生命保険相互会社 平成30年2月2日 地域産業の振興・支援に関すること。
県ブランド及び観光の振興に関すること。
健康の増進に関すること。
スポーツの振興に関すること。
子育ての支援及び青少年の健全育成に関すること。
高齢者及び障害者支援に関すること。
地域及び暮らしの安全安心の確保に関すること。
その他、地域の活性化及び県民サービスの向上に関すること。
19 株式会社JTB
平成30年4月26日 県ブランド及び観光の振興に関すること
地域産業の振興・支援に関すること
地域及び暮らしの安全・安心の確保に関すること
高齢者及び障害者支援に関すること
健康の増進に関すること
子育ての支援及び青少年の健全育成に関すること
環境の保全に関すること
その他、地域の活性化及び県民サービスの向上に関すること
20 栃木県農業協同組合中央会 平成30年11月13日 農業の振興及び地産地消の推進に関すること
県ブランド及び観光の振興に関すること
地域及び暮らしの安全・安心の確保に関すること
高齢者及び障害者支援に関すること
健康の増進に関すること
環境の保全に関すること
災害時支援に関すること
地域産業の振興・支援に関すること
子育ての支援及び青少年の健全育成に関すること
その他、地域の活性化及び県民サービスの向上に関すること
21 ソフトバンク株式会社
平成31年3月26日 スポーツの振興に関すること
観光の振興に関すること
地域及び暮らしの安全・安心の確保に関すること
地域産業及び農業の振興に関すること
高齢者及び障害者支援に関すること
その他両者が合意した事項
22 第一生命保険株式会社 令和2年2月10日 健康増進に関すること
結婚支援・子育て支援に関すること
女性の活躍・青少年の健全育成に関すること
地域経済の活性化及びブランドの振興に関すること
スポーツの振興に関すること
防犯・防災に関すること
その他、地域の活性化及び県民サービスの向上に関すること。

包括連携協定締結企業一覧
2022/3/25現在
締結の相手方
締結日
23 アクサ生命保険株式会社 令和2年3月13日 健康増進に関すること

連携項目

企業・団体の経営支援に関すること
多様性を尊重する共生社会の実現に関すること
災害・危機に強い地域づくりに関すること
その他、地域の活性化及び県民サービスの向上に関すること。
24 株式会社コジマ
令和2年8月21日 栃木県のブランド力向上に関すること
地域の活性化と県民のくらしの向上に関すること
安全・安心な地域づくりに関すること
持続可能な社会の実現に関すること
その他、両者が合意した事項
25 住友大阪セメント株式会社 令和2年12月2日 災害に強いとちぎづくりに関すること
持続可能な社会の実現に関すること
環境教育の推進に関すること
その他、地域の活性化及び県民サービスの向上に関すること
26 栃木県生活協同組合連合会 令和3年5月10日 地域福祉の推進に関すること

27 日本生命保険相互会社

28 あいおいニッセイ同和

損害保険株式会社

多様な人材が働きやすい就労環境づくりに関すること
食育、食の安全・安心に関すること
消費者問題に関すること
子育て支援・青少年育成に関すること
健康増進に関すること
環境保全に関すること
県政情報の発信・観光振興に関すること
その他、地域の活性化及び県民サービスの向上に関すること
令和3年7月5日 児童・青少年の健全育成に関すること
健康増進・疾病予防に関すること
多様性の推進に関すること
高齢者のくらしの安心に関すること
中小企業支援に関すること
その他、地域の活性化及び県民サービスの向上に関すること
令和4年3月25日 地域・くらしの安全・安心に関すること
防災・災害対策に関すること
産業振興・中小企業支援に関すること
観光振興に関すること
農業の振興に関すること
その他、地方創生に資する取組に関すること

