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● 地域資源を活用した事業活動等に関する調査研究、プロジェクト構築支援
● まちづくり関連の調査研究、政策立案支援
● 異業種間連携ビジネス、産業クラスター形成支援
● 産学官連携支援

地域の強みを活かした各種戦略立案、事業化を支援します
食、環境・エネルギー、コンテンツ、IT、バイオなど様々な分野での調査研究活動、事業立ち上げ支援、まち
づくり政策提言活動を通じて蓄積された実績・ノウハウと北海道銀行グループのネットワークを活用し、地域
の特徴を活かした各種戦略の立案、事業化プロジェクト企画など、道内地域経済の活性化に向けた
各種事業を推進します。

地域戦略研究部

業務内容

企業・自治体・団体に向けて、刻一刻と移り変わる経済をリアルタイムに捉え、
地域密着のシンクタンクとして最適なご提案を行っています。
各分野の専門家を集結させ、強力なネットワークを活かし、

高度な分析力と計数把握能力を武器に多種多様な課題の解決を図っています。

道銀地域総合研究所とは

● 各種セミナー・講演会等の開催、企業への講師派遣
● 経営診断・経営計画作成等経営サポート
● 株式上場（IPO）支援コンサルティングサービス
● 人事関連コンサルティング
● 事業コンサルティング（ISO・HACCP等取得認証支援・農業・医療・成長産業支援）
● 財務コンサルティング

経営課題の核を捉え実効的な解決方法をご提案します
地域の企業が抱える経営課題の解決のために迅速かつきめ細かな対応をいたします。専門のコンサル
タントが、顕在化している経営課題解決のためのお手伝いをするのはもちろんのこと、潜在化している
課題をも浮き彫りにいたします。また、専門性の高い外部機関等と強固なネットワーク体制を構築して
おり、必要に応じて各機関と共同し問題解決にあたります。

コンサルティング部

業務内容

● 道内・国内の経済予測
● 地域経済の構造問題解析（産業連関分析、経済波及効果分析等）
● 成長期待分野の調査・分析
● 各種調査報告および情報のご提供
● 金融機関のサポート業務

地域経済の発展に寄与する情報生産機能を担います
北海道の経済産業動向について、各種計数や実態調査などを通じて、鋭く分析。道内外の社会経済環境が
大きく変化するなか、「地域経済」「産業」「成長期待高まる分野」などにおける新たな動きや構造変化
への対応状況を素早く察知。地域密着型シンクタンクの経済調査部門として適切な解説・提言内容を
広く情報発信し、北海道経済の発展に貢献します。

経済調査部

業務内容



地域戦略研究部ではこのような調査を行っております（実績より抜粋）

食・農業
食糧自給力が高く、国内でも有数の生産拠点となっている北海道。今後も品質の高い
食品の供給が求められており、バイオ技術活用なども期待されています。道外・国外への
展開も進むなかで北海道産食品の新たな可能性などについても調査研究を行っています。

事業名 委託元
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産業振興
ビジネス・事業支援、
交通・物流、人材育成など

北海道銀行グループのネットワーク等を活かし、道内企業のビジネスマッチングや、
新事業・ベンチャーの取組、物流、人材育成についても課題を取り上げ、道内経済発展の
可能性等について調査研究を行っています。

事業名 委託元

農産経営スマート農業導入促進事業委託業務

スマート農業研究会支援業務委託

北海道発スマート農業ビジネス拡大に向けたネットワーク構築事業

北海道スマート農業総合推進事業委託業務

再生可能エネルギーを活用した漁業振興事業可能性調査業務

日本遺産を活用した食の魅力発信補助業務

北海道産原材料を使用した菓子開発による海外需要獲得事業

農産物生産から菓子製造まで国際標準化の推進による輸出拡大事業

北海道発『スイーツ』を『デザイン・科学』する
～海外市場獲得型スイーツブランド構築事業～

長いもの機能性成分を活用した商品開発業務

北海道の酪農関連事業に関する調査

北海道産原材料を使用した商品開発による市場拡大事業支援業務

札幌市菓子産業調査実施業務

北海道

富良野市

経済産業省北海道経済産業局

北海道

神恵内村

札幌市

経済産業省北海道経済産業局

経済産業省北海道経済産業局

経済産業省北海道経済産業局

民間団体

民間企業

経済産業省北海道経済産業局

札幌市

ウィズコロナ・アフターコロナ時代における本道情報通信業等の方向性に関する
現況調査（食品製造業・運輸業・観光業・情報通信業）

地域課題解決に向けた新たなスタートアップ創出に関するセミナー開催等の請負
（スマート農業×ICT）

道内製造業の技術力を活かした次世代自動車関連部品等への参入支援事業

札幌スタイル関係会議等運営業務

地域商社運営補助業務

「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業に係る調査」業務
（新たな決済手法の導入に向けた実証事業）

樹脂・金属複合成形技術等精密加工技術による車載電装部品の世界需要獲得

まちづくり会社設立支援及び計画作成業務委託

後志地域産業人材確保・定着促進事業委託業務

企業誘致推進事業委託

空き家ビジネス自立化検討委託業務

中小企業組合実態調査委託業務

外国人旅行者の来道時における観光情報等取得に関する調査事業

北海道プロフェショナル人材事業に係る評価報告書の作成業務

一日中小企業庁 in 北海道の運営業務

　
公益財団法人

総務省

経済産業省北海道経済産業局

札幌市

民間企業

国土交通省北海道運輸局

経済産業省北海道経済産業局

白老町

北海道後志総合振興局

鷹栖町

民間団体

民間団体

国土交通省北海道運輸局

民間団体

経済産業省北海道経済産業局



医療・福祉
人口減少や少子高齢化、価値観やライフスタイルの変化、また、長引く経済の低迷など、
保健・医療・福祉を取り巻く社会情勢は大きく変化しています。こうしたなかで道民の
皆さんが安心して暮らせる環境についても調査研究を行っています。

事業名 委託元
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観光 北海道の大きなテーマである「観光」。増加するインバウンドへの対応や、観光地と
しての災害対策、観光での地方都市活性化など、多角的な調査研究を行っています。

事業名 委託元

三笠市医療・介護・福祉・健康づくり総合ビジョン策定事業

令和元年度医療関連産業フォーラムの運営補助業務

札幌市保養センター駒岡各種情報収集等支援業務

三笠市

札幌市

民間団体

北海道新幹線利用客等の交通モード間連携による道内周遊旅行推進事業委託業務

世界に誇る山岳リゾートタウン観光関連データ収集分析業務

旭川圏観光客の経済波及効果算出業務

中国旅行事情講演会運営業務

観光振興に係る新たな財源に関する調査検討会議運営補助業務

温泉宿泊施設整備方針調査委託業務

豊浦町アイヌ文化関連観光プロモーション事業基本構想案策定支援業務

インバウンド受入体制整備事業（タイ市場）

鉄道の観光利用促進事業委託業務

観光関連データ収集、ブランド構築支援事業

北海道観光列車旅行商品造成検討事業委託業務

観光意識調査業務

札幌市夜景観光経済効果調査業務

「日本遺産魅力創出・誘客促進事業」における日本遺産を通じた
地域活性化計画に関するマーケティング事業に関する業務

観光客入込数調査

道内の観光・インバウンド市場における電機メーカーのビジネスチャンス調査業務

観光列車旅行者動向調査事業委託業務

訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業に係る調査

農村景観と食資源を活用した観光地域づくり推進事業（アウトドア関連）業務委託

インバウンド受入体制整備事業（台湾市場）

「インバウンド対応観光ルート創出事業」における
『ウエルカム北海道ドライブルート推進事業』

観光客入込数調査に係る標本調査（春季・夏季）

観光拠点づくり検討委員会運営支援業務

札幌市観光産業経済効果調査業務

「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業」決済環境調査事業

観光列車運行可能性調査事業委託業務

北海道

民間団体

一般社団法人

民間企業

札幌市

民間企業

民間企業

公益財団法人

北海道

民間企業

北海道

民間企業

札幌市

民間企業

札幌市

民間企業

北海道

国土交通省北海道運輸局

黒松内町

公益社団法人

公益社団法人

札幌市

室蘭市

札幌市

国土交通省北海道運輸局

北海道



ＩＴ・バイオ・
コンテンツ

今後の道内経済をけん引する産業として期待を集めているＩＴ・バイオ・コンテンツ産業。
それぞれの産業自体の高度化、高付加価値化に加え、農業や食、観光等との連携強化等に
ついて様々な角度からアプローチを続けています。

事業名 委託元

地域における社会的課題に積極的に取り組むことで、ひとりひとりが安心して働き、
生き生きと暮らしていける社会の実現にむけて、地域活性化を目的とした社会貢献の
あり方など、調査研究を行っています。

事業名 委託元

社会課題

５

2030 年代の物流調査研究業務

プロフェッショナル人材センター運営事業委託業務

中小企業生産性革命対策人材確保支援事業

ほっかいどう働き方改革支援センター運営等事業

青少年科学館活用基本構想策定事前調査業務

一般財団法人

北海道

経済産業省北海道経済産業局

北海道

札幌市

新型コロナウイルス感染症対策におけるオープンデータ等を活用した
地域活性化事例の分析と横展開に係る調査検討の請負

北海道におけるサイバーセキュリティ対策の付加価値向上に向けた調査

札幌国際芸術祭の効果検証枠組構築及び 2020 年度事業効果検証業務

xR技術を活用した新事業創出に向けた国内外連携可能性調査に係る請負業務

他産業分野の IT 利活用ニーズ調査及び IT 企業との交流イベント実施支援業務

IT－バイオ連携推進補助業務

国際芸術祭事業効果検証業務

AI・ビッグデータ活用による、道内宿泊事業者の生産性向上と
IT 企業の新規ビジネス創出可能性調査

xR技術活用による新ビジネス創出に向けた調査研究業務

今後のクリエイティブ産業振興施策に向けた基礎調査業務

“宿泊事業者×IT 企業” マッチングシンポジウム企画運営業務

「北海道ｘR企業カタログ」の作成事業に係る請負業務

地域における ICT 研究開発状況に関する調査（北海道地方）

「北海道版 IoT 実装推進ロードマップ策定」プロジェクトチームにおける
調査および資料作成

札幌市 ICT 活用プラットフォーム検討会・部会運営業務

遺伝子組換え作物を用いた機能性素材の海外販売に係る調査

メディアアーツ都市・札幌の推進に関する調査検討業務

メディアアーツ・ミートアップ運営業務

道内 IoT シーズ利活用による農水産業・食関連産業等の競争力強化支援
プラットフォーム構築事業

「IT イノベーション人材育成支援事業」実施業務

　
総務省

経済産業省北海道経済産業局

任意団体

経済産業省北海道経済産業局

一般財団法人

一般財団法人

民間団体

経済産業省北海道経済産業局

札幌市

一般財団法人

独立行政法人

経済産業省北海道経済産業局

独立行政法人

民間団体

札幌市

民間企業

札幌市

民間団体

経済産業省北海道経済産業局

札幌市



北海道銀行と連携した、ロシアやアジアにおける道内企業のビジネス進出支援をはじめ、
物流面を含めた高品質な生鮮品・道内加工食品の安定供給等について調査研究を行って
います。

事業名 委託元

海外展開
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環境・
エネルギー

太陽光・風力・バイオマス等の豊富な再生可能エネルギーの利活用方策、CO₂排出量の
低減、地球温暖化防止の観点から、水素・地熱等エネルギー活用の可能性などについて
調査研究を行っています。

事業名 委託元

鳥取県・島根県ウラジオストクビジネスサポートセンター設置運営サポート業務

令和２年度道市連携海外展開推進事業
（海外企業連携型販路拡大プロジェクト）に関する支援業務

令和２年度道市連携海外展開推進事業
（地域産業育成によるアジア展開プロジェクト）に関する支援業務

欧露部「食」の魅力発信事業に関する支援業務

令和元年度フードバリューチェーン構築推進事業（ロシア連邦）に関する支援業務

令和元年度道市連携海外展開推進事業
（海外企業連携型販路拡大プロジェクト）に関する支援業務

ロシア極東を対象にした国際相互送客促進事業サポート業務

外食産業の海外展開支援事業（ロシア）サポート業務

ロシア極東における食品産業を中心とした
事業可能性調査・実証事業に関する支援業務

ロシア極東を中心とした飲食店拡大や首都圏への物販事業の拡大による
道産食材の消費拡大

海外農業・貿易投資環境調査分析委託事業（ロシア連邦①）

日本産農林水産物・食品の販路拡大支援事業（ロシア）

平成29年度中小企業海外市場開拓事業（新興国市場開拓事業）

ロシアと各分野での可能性調査委託業務

サハリン貿易振興調査業務

ロシア極東地域における質の高いインフラ詳細事業実施可能性調査
サポート業務

民間企業

民間企業

民間企業

民間企業

民間企業

民間企業

民間企業

民間企業

民間企業

経済産業省北海道経済産業局

農林水産省

民間企業

独立行政法人

網走市

民間企業

民間企業

北海道における「寒冷地対応型 ZEB」普及促進調査

地域エネルギービジョン策定および事業可能性調査業務

地熱発電に対する理解促進事業費補助金

水素関連ビジネス展開促進事業委託業務

再生可能エネルギー活用調査委託業務

御大師山環境教育ツーリズム構想運営計画策定支援委託業務

水素関連展開促進・検討事業委託業務

経済産業省北海道経済産業局

神恵内村

経済産業省北海道経済産業局

北海道

網走市

栗山町

北海道
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まちづくり、地方自治のあり方を考えていくには、少子高齢化や、産業・雇用創出、コミュ
ニティの再生など、その地域の課題は何かを把握することが重要になります。こうした
地域の課題についての調査研究を通じ、その地域にあった対応策、計画づくりを支援
しています。

事業名 委託元

地域・行政

第２期中富良野町地域総合戦略策定業務委託

「地域づくり事例集」作成業務

地域福祉計画等策定業務

令和２年度　北海道開発行政に関する概括等業務

上川町版アドベンチャー受け入れ体制構築ブランド構築業務

下川町事業継承調査委託業務

小規模校検討委員会等運営補助業務

北見市子ども・子育て支援事業計画策定支援業務委託

第６次喜茂別町総合計画策定業務委託事業

積丹半島地域活性化協議会運営委託業務

神恵内村総合振興計画策定支援業務

第６期音更町総合計画策定支援等業務

北広島市総合計画策定支援業務

市町村政策情報誌「プラクティス」発行業務委託

移住定住総合窓口運営委託業務

丘珠空港利活用検討関係者会議等運営支援業務

北見市子ども・子育て支援事業計画策定等支援業務委託

更別村ブランディング計画策定支援業務委託

子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査等委託業務

札幌市スポーツ施設配置・活用計画検討委員会運営支援業務

積丹半島地域活性化協議会における地域商社運営補助事業

「天塩國（てしおのくに）」眠れる食資源活用プロジェクト

タウンプロモーション総合運営委託業務

伊達市情報利活用実態調査業務委託

公共施設耐震化検討業務委託その 2

市内展示機能の在り方調査業務に関する業務

地域未来投資促進法施行に伴う基本計画策定委託業務

スポーツ振興計画策定に係る市民意識調査業務

学校集団の規模に関する文献等調査業務

着地型観光商品開発事業に係る会議運営

札幌市農業体験交流施設指定管理業務計画書に係るコンサルタント業務

当別町生涯活躍のまちづくり基本構想策定業務

『地域経済分析システム（RESAS）』普及促進事業

十勝アクティブシニア移住交流促進事業

中富良野町

公益財団法人

北広島市

国土交通省北海道開発局

民間団体

下川町

札幌市

北見市

喜茂別町

任意団体

神恵内村

音更町

北広島市

公益財団法人

下川町

札幌市

北見市

民間企業

広尾町

札幌市

民間企業

天塩町

下川町

伊達市

網走市

民間企業

石狩市

北広島市

札幌市

民間団体

公益財団法人

当別町

北海道

北海道



道庁赤レンガ ●道庁赤レンガ ●

北海道銀行本店 ●北海道銀行本店 ●

● テレビ塔● テレビ塔大通公園大通公園

● 札幌市時計台● 札幌市時計台

●大丸札幌店●大丸札幌店 ●ESTA●ESTA

●JR札幌駅●JR札幌駅

札幌グランドホテル ●札幌グランドホテル ●

4丁目プラザ ●4丁目プラザ ● ● PARCO● PARCO

企業概要

会 社 名
主な事業
資 本 金
所 在 地
Ｔ Ｅ Ｌ
Ｆ Ａ Ｘ
Ｕ Ｒ Ｌ

株式会社道銀地域総合研究所
コンサルティング事業・調査研究事業・経済調査事業
100百万円
札幌市中央区大通西４丁目１番地　道銀別館ビル
011-233-3561
011-207-5220
https://doginsoken.co.jp/

2021 年５月現在


