
 　和歌山県と損害保険会社３社（損害保険ジャパン日本興亜株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、

三井住友海上火災保険株式会社）は、地方創生の実現に資することを目的に、包括連携協定を締結します。

 　特に本県では、今年４月の県データ利活用推進センターの開所を契機として、産官連携による、データの

利活用を推進することで、行政課題の解決につながる取組を進めます。

１　日　　時 平成３０年３月２６日（月）１０：００～

２　場　　所 県庁知事室

３　出 席 者　　 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 執行役員関西第二本部長 　大久保 英明

                    東京海上日動火災保険株式会社 常務取締役 　高野 耕一

                    三井住友海上火災保険株式会社 常務執行役員関西本部長 　奥田 尚也

                    和歌山県知事　 仁坂 吉伸

４　目　  的 損害保険会社が保有する業務ネットワークやリスク管理ノウハウ、データ等を活用し、

                    和歌山県内の活性化に向けた取組を協働で行うことで、地方創生の実現に資すること

５　協定内容 ① データ利活用を通じた連携体制構築に関すること

② 中小企業支援に関すること

③ 海外展開支援に関すること

④ 和歌山県のＰＲに関すること

⑤ 働き方改革及び女性活躍の推進に関すること

⑥ 子育て及び高齢者支援に関すること

⑦ 健康増進に関すること

⑧ 交通安全に関すること

⑨ 防災・災害対策に関すること

⑩ 地域の安心・安全に関すること

⑪ 農林水産業支援に関すること

⑫ 人材育成に関すること

⑬ 文化及びスポーツ振興に関すること

⑭ その他、協定の目的達成に資すること

６　添付資料　　和歌山県と損害保険会社３社との地方創生の実現に資する包括連携に関する協定の

                     具体的な連携事項と主な取組

問合せ先

　　損害保険ジャパン日本興亜株式会社　和歌山支店　和歌山中央支社 松村　

　　東京海上日動火災保険株式会社　和歌山支店　業務グループ 近藤　

　　三井住友海上火災保険株式会社　和歌山支店　和歌山支社 河北　

　　和歌山県企画部企画政策局企画総務課 森永・西岡　

和歌山県と損害保険会社３社との地方創生の実現に資する

包括連携協定の締結について

協定締結式
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　連携分野

和歌山県データ利活用推進センターとの連携による高度なデータ分析環境の
実現

【損保会社や関係機関が保有する交通事故等に関するデータを融合すること
で、高精度な事故要因分析を進め、新たな知見を見いだす】

【地域ごとの地震保険加入状況データ等から、施策効果の検証を行い、今後
の取組へ反映】

県内スタートアップ企業やベンチャー企業への支援

県内事業者向けＢＣＰ（事業継続計画）策定支援

県産品の販路開拓支援

わかやまヘルスケア産業革新プラットフォーム活動への参加

海外展開に関するセミナー等の広報支援

県の海外観光プロモーションへの支援

プレミア和歌山をはじめとする県産品のPR

【本社社員食堂での県産品メニュー提供】

【社内報や代理店向けニュース等でのＰＲ】

県内企業における働き方改革の促進に向けた
県の取組への参加・協力
【テレワークを実施・検討する県内企業間の
意見交換会を開催】

女性活躍企業同盟など男女共同参画
に向けた県の取組への参加・協力
【県内企業・団体に対する女性活躍推進の
ためのフォーラム開催　等】

高齢者に関する県の取組への協力

④
和歌山県のＰＲに関す
ること

⑤
働き方改革及び女性
活躍推進に関すること

⑥
子育て及び高齢者支
援に関すること

結婚・子育て応援企業同盟など子育て支援に向けた
県の取組への参加・協力

　損害保険ジャパン日本興亜株式会社との連携事項 【主な取組】

①
データ利活用を通じた
連携体制構築に関す
ること

②
中小企業支援に関す
ること

③
海外展開支援に関す
ること

⑦ 健康増進に関すること 健康づくりに関する県の取組への協力

和歌山県と損害保険ジャパン日本興亜株式会社との

地方創生の実現に資する包括連携に関する協定の

具体的な連携事項と主な取組

（女性活躍推進賞受賞法人として事例発表）



　連携分野 　損害保険ジャパン日本興亜株式会社との連携事項 【主な取組】

交通安全対策に関する県の取組への協力

県職員の社内研修への参加

【企業内研修への受講機会を提供】

【わかやまサイクリングフェスタに
展示ブースを出展】

【全国障害者芸術・文化祭に向けた
プレイベント等に法人が協賛する
パラリンアートコンテスト優秀作品を
特別展示】

災害拠点病院のＢＣＰ（事業継続計画）
策定支援
【病院へのBCP・リスクマネジメント体制
構築支援】

⑩
地域の安心・安全に関
すること

地域の安心安全に関する県の取組への参加・協力

⑧ 交通安全に関すること 【交通安全セミナー等の開催、
事故多発地点マップの配付、
事故防止に向けた啓発活動】

⑨

防災・減災対策に関する県の取組への
の協力
【県民向け防災・減災パンフレット作成、
普及啓発】

防災・災害対策に関す
ること

⑪
農林水産業支援に関
すること

農業振興に関する支援

⑫ 人材育成に関すること

⑬
文化及びスポーツ振
興に関すること

文化・スポーツ振興に関する県の取組への協力

⑭
その他、協定の目的達
成に資すること

地域活性化に向けた県の取組への協力

（交通安全セミナーの様子）

（防災・減災パンフレット作成例）



　連携分野

和歌山県データ利活用推進センターとの連携による高度なデータ分析環境の
実現

【損保会社や関係機関が保有する交通事故等に関するデータを融合すること
で、高精度な事故要因分析を進め、新たな知見を見いだす】

【地域ごとの地震保険加入状況データ等から、施策効果の検証を行い、今後の
取組へ反映】

県内スタートアップ企業やベンチャー企業への支援・協力

スタートアップ支援チームへの参加

県内事業者向けＢＣＰ（事業継続計画）策定支援
【災害発生時等のリスクマネジメント体制の構築
を支援】

県産品の販路開拓支援

わかやまヘルスケア産業革新プラットフォーム活動への参加

海外展開に関するセミナー等の広報支援

県の海外観光プロモーションへの支援
【海外展示会等への現地駐在員や地域スタッフ
を通じた現地支援】

プレミア和歌山をはじめとする県産品のPR

【東京本社等での和歌山物産展開催】

【グループ企業を含む社内報や代理店向け
ニュース等でのＰＲ】

女性活躍企業同盟など男女共同参画に向けた県の取組
への参加・協力

高齢者に関する県の取組への協力

　東京海上日動火災保険株式会社との連携事項 【主な取組】

①
データ利活用を通じ
た連携体制構築に関
すること

②
中小企業支援に関す
ること

③
海外展開支援に関す
ること

④
和歌山県のＰＲに関
すること

⑤
働き方改革及び女性
活躍の推進に関する
こと 【県内企業・団体に対する女性活躍推進のためのセミナー

開催や研修等への参加】

⑥
子育て及び高齢者支
援に関すること

結婚・子育て応援企業同盟など子育て支援に向けた
県の取組への参加・協力

⑦
健康増進に関するこ
と

健康づくりに関する県の取組への協力

和歌山県と東京海上日動火災保険株式会社との

地方創生の実現に資する包括連携に関する協定の

具体的な連携事項と主な取組

（BCP策定ワークショップの様子）

（和歌山物産展の様子）



　連携分野 　東京海上日動火災保険株式会社との連携事項 【主な取組】

交通安全対策に関する県の取組への協力

【交通安全セミナーや関連イベントへの協力、
事故多発地点マップの提供、
事故防止に向けた啓発活動】

防災・減災対策に関する県の取組への協力
【県民向け防災・減災パンフレットの作成・
普及啓発】

災害拠点病院のＢＣＰ（事業継続計画）
策定支援
【病院へのBCP・リスクマネジメント体制
構築支援】

農林水産業従事者・農業法人向けビジネス
の支援

文化・スポーツ振興に関する県の取組への協力

地域活性化に向けた県の取組への協力

【新卒者のUターン就職推進】

⑧
交通安全に関するこ
と

⑨
防災・災害対策に関
すること

⑩
地域の安心・安全に
関すること

地域の安心安全に関する県の取組への参加・協力

⑪
農林水産業支援に
関すること 【6次産業化等に向けたセミナー、研修会等

の開催、個別コンサルティングサービスの
提供】

⑭
その他、協定の目的
達成に資すること

⑫
人材育成に関するこ
と 【損保会社の職場で研修を実施・企業内研修への

受講機会を提供】

⑬
文化及びスポーツ振
興に関すること 【わかやまサイクリングフェスタ、ねんりんピック

紀の国わかやま2019、世界農業遺産フォーラム
への協賛】

県職員の民間派遣研修（1ヶ月）受入、社内研修
への参加

（自転車事故マップ・Web版の例）＜参考＞

（社内研修の例）＜参考＞

（防災・減災パンフレット作成例）



　連携分野

和歌山県データ利活用推進センターとの連携による高度なデータ分析環境の
実現

【損保会社や関係機関が保有する交通事故等に関するデータを融合すること
で、高精度な事故要因分析を進め、新たな知見を見いだす】

【地域ごとの地震保険加入状況データ等から、施策効果の検証を行い、今後
の取組へ反映】

【県内企業に対して、人事労務・事業承継・
人材育成・経営計画・インバウンド支援等
に関するセミナー、アドバイス等を実施】

県内事業者向けＢＣＰ（事業継続計画）策定支援

県産品の販路開拓支援

わかやまヘルスケア産業革新プラットフォーム活動
への参加

県の海外観光プロモーションへの支援

【海外メディア・旅行会社への情報発信・ＰＲ】

プレミア和歌山をはじめとする県産品のPR

【本社ビルにおける和歌山物産展開催】

【社内報や代理店向けニュース等でのＰＲ】

【三井住友海上経営サポートセンター
が行う働き方改革セミナー、個別企業
へのアドバイス等を通じ、県の取組を
広報】

高齢者に関する県の取組への協力

④
和歌山県のＰＲに関
すること

　三井住友海上火災保険株式会社との連携事項 【主な取組】

①
データ利活用を通じた
連携体制構築に関す
ること

②
中小企業支援に関す
ること

③
海外展開支援に関す
ること

海外展開に関するセミナー等の広報支援

県内スタートアップ企業やベンチャー企業
への支援

⑤
働き方改革及び女性
活躍の推進に関する
こと

女性活躍企業同盟など男女共同参画
に向けた県の取組への参加・協力

⑥
子育て及び高齢者支
援に関すること

結婚・子育て応援企業同盟など子育て支援に向けた
県の取組への参加・協力

⑦
健康増進に関するこ
と

健康づくりに関する県の取組への協力

和歌山県と三井住友海上火災保険株式会社との

地方創生の実現に資する包括連携に関する協定の

具体的な連携事項と主な取組

（企業セミナーの例）＜参考＞



　連携分野 　三井住友海上火災保険株式会社との連携事項 【主な取組】

交通安全対策に関する県の取組
への協力

【交通安全セミナー等の開催、
事故多発地点マップの配付、
事故防止に向けた啓発活動】

【県民向け防災・減災パンフレット作成】

【企業向け災害リスクへのセミナー、コンサルティングの実施】

【ロボット・ICT等の農業分野への導入に向けた
セミナーや講演会の開催】
【開発メーカーとの共同研究をマッチング】

県職員の民間派遣研修（1ヶ月）受入、社内研修への参加

文化・スポーツ振興に関する県の取組への協力

県及び県内自治体との共催によるコンサート
の開催【法人財団から演奏家を派遣】

⑨
防災・災害対策に関
すること

防災・減災対策に関する県の取組への協力

⑧
交通安全に関するこ
と

⑩
地域の安心・安全に
関すること

地域の安心安全に関する県の取組への参加・協力

⑪
農林水産業支援に関
すること

農業分野におけるロボット・ＩＣＴ活用に関する支援

⑫
人材育成に関するこ
と

⑬
文化及びスポーツ振
興に関すること

【損保会社の職場で研修を実施・企業内研修への受講機会を提供】

⑭
その他、協定の目的
達成に資すること

地域活性化に向けた県の取組への協力

（講習会の例）＜参考＞

（コンサートの様子）＜H29.1  有田市＞

（事故多発地点マップの例）＜参考＞


