
こんにちは。こんにちは。
関西広域連合議会関西広域連合議会ですです!!

2021年
8月号

地方自治法に定められた、日本最大の「特別地方公共団体」であり、「関西から
新時代をつくる！」をスローガンに、中央集権体制と東京一極集中を是正し、地域が
主体的に地域の広域課題に対応できる分権型社会の実現を目指しています。

設　　　　立：平成22年12月1日
構 成 団 体：関西圏の2府6県4政令市

（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、
鳥取県、徳島県、京都市、大阪市、堺市、神戸市）

広域連合長：仁坂 吉伸（和歌山県知事）
副広域連合長：西脇 隆俊（京都府知事）
組 織 運 営：�構成団体の長（知事、市長）をメンバーとする「広域連

合委員会」を毎月開催し、合議制による組織運営を行っ
ています。

実 施 事 務：�広域で処理することにより、住民生活の向上や行政
効果が期待できる7分野の事務と広域行政の企画調整
に取り組んでいます。

このシンボルマークは、
設立５年と奈良県の正式
加入を機に、公募により
決定しました。
Kansai の「K」の文字を
モチーフに、関西地域の
チカラを結集し、個性と
パワー溢れる関西を表現
しています。

関西広域連合とは
関西広域連合は、関西広域連合は、
発足から10年の節目を迎えました発足から10年の節目を迎えました
関西から分権改革の突破口を開き、わが国を多極
分散型構造へと転換することを目指して平成22年12
月1日に設立した関西広域連合は、令和2年12月1日を
もって発足から10年の節目を迎えました。
地方分権推進の先頭に
立ち、国家構造の転換を
リードする特別地方公共団
体として、関西広域連合が
次の10年間に目指すべき
関西の姿を、「関西新時代
宣言」として発出しました。

・議員定数：39人
・開催：年４回

・構成：39人（全議員）
・所管：広域連合の管理運営、

国出先機関対策、
資格試験・免許、
広域計画

・構成：20人
・所管：広域の観光・文化・

スポーツ振興、
産業振興、環境保全

・構成：19人
・所管：広域の防災、

医療、職員研修

・議案の審査
・��議会運営に関する
協議、調整

理事会

産業環境常任委員会

本会議 全員協議会

ごあいさつ
　関西広域連合議会は、域内 12 の構成府県市議会から選出された 39 名の議員で構成されています。
関西広域連合は、昨年、設立から 10 年の節目を迎え、次の 10 年に向けてスタートしました。ポストコロナ時代
を見据えれば、中央集権体制と東京一極集中を是正し、分散型国土の形成と双眼構造を実現することが極めて重要
であり、広域連合の役割は益々大きいものとなります。改めて、関西広域連合がその将来のあり方を考えていくべき、
重要な時期を迎えていると考えております。
広域連合では、次の 10年間に目指すべき関西の姿が示された「関西新時代宣言」そして「第４期広域計画」のもと、
様々な取組や事業の展開が期待されています。
また、新型コロナウイルス感染症の拡大により大きな影響を受けた関西
の社会経済活動の元気回復を目指し、経済の早期回復、観光・誘客の段階
的な促進や感染力の強い変異株等の拡大阻止やワクチン接種の加速など、
感染収束に向け構成府県市が一丸となって取り組みを進めます。
我々広域連合議会としては、地方行政の一翼を担う立場から、こうした
広域連合の活動に対し、しっかりと意見を申し上げ、広域行政の一層の推
進と、分権型社会の実現、そして新型コロナウイルス感染症などの困難の
克服に、精一杯、力を尽くしてまいる所存です。
今後とも関西広域連合議会の活動に一層のご理解とご協力を賜りますよう
お願いを申し上げます。

広域連合議会の概要

関西広域連合議会は関西広域連合議会は
特別地方公共団体関西広域連合に特別地方公共団体関西広域連合に

置かれた地方議会です。置かれた地方議会です。

広域連合議会の主な日程

6月26日�(土)��本会議（6月臨時会）� （NCB）
8月26日�(木)��本会議（8月定例会）� （京都市会）
9月11日�(土)��防災医療常任委員会� （NCB）
10月 2日�(土)��総務常任委員会� （NCB）
10月16日�(土)��産業環境常任委員会� （滋賀県議会）
11月18日�(木)��本会議（11月臨時会）�（NCB）
12月11日�(土)��防災医療常任委員会� （兵庫県議会）
1月14日�(金)��総務常任委員会� （NCB）
1月24日�(月)��産業環境常任委員会� （本部）
3月 5日�(土)��本会議（3月定例会）� （本部）

※右欄 (　���) は開催地。
　「本 部」は大阪府立国際会議場（大阪市北区中之島）
　「NCB」は中之島センタービル（大阪市北区中之島）
※�新型コロナウイルス感染症対策により、開催地を変更
する場合があります

⃝�広域連合議会の「本会議」及び「各常任委員会」は、
傍聴することができます。
☞�傍聴を希望される方は、当日受付で傍聴手続をして、
御入場下さい。（定員があるのでご注意ください。）
⃝�「本会議」は、インターネット中継により御覧いただけます。
また、「本会議」及び「各常任委員会」の様子は、後日、
録画配信いたします。

�関西広域連合のホームページから、
「広域連合議会」＞
　　「生中継・録画放送」
をクリックしてください。

広域連合議会の傍聴・視聴

広域防災に取り組んでいます 関西広域連合における海ごみ発生抑制の取り組み
台風・地震・大雨など、自然災害がもたらす甚大な被害に対し、円滑、迅速、
機動的、継続的に、被災地支援に取り組んでいます。
平成23年の東日本大震災、平成28年の熊本地震、
平成30年6月の大阪北部を震源とする地震や、平成
30年7月豪雨、令和元年台風19号等の風水害の際に
も、カウンターパート方式等による広域的な調整のも
と、被災地支援に貢献しました。

関西広域連合管内７機のドクターヘリによ
り、救命効果が高いとされる「30分以内での
救急医療提供体制」を確立し、さらに、出
動要請の重複や多数の傷病者が発生した場
合には、ドクターヘリが相互に補完しあう一
体的な運航を行っています。

6府県（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、徳島県）の調理師、製
菓衛生師、准看護師の３つの資格試験の実施及び免許の交付を一元的に実施し
ています。
また、令和元年度から新たに、医薬品販売に係る登録販売者試験、毒物劇物
取扱者試験を実施しています。

関西広域連合では、関西広域連合新型コロナウイルス感染症対策本部
会議を開き、発生初期から感染期・小康期までの各フェーズに応じて、円
滑な情報共有をおこない、広域的な医療連携を進めるとともに、府県民・
事業者への統一メッセージの発出や、全国知事会や各構成団体とも連携し
て、国への要望・提案などに取り
組んできました。
関西圏域の府県市民・事業者
等に対して感染症防止対策の徹底
や、外出・往来の自粛等を要請す
るためメッセージを発出するなど、関
西が一丸となって、感染力の強い
変異株などに注意しながら、リバウ
ンドさせない取組に努めています。

国際的な課題となっているプラスチックごみ削減の取り組みを一層推進し
ていくため、プラスチックごみによる海洋汚染防止に取り組む強い決意を国
際社会に向けて発信するため、「関西プラスチックごみゼロ宣言」を発出し
ました。
今後も引き続き、関西全体でごみ減量化に向けての機運をあげ、ごみを
出さないライフスタイルへの転換を目指して、マイボトル運動や容器包装削
減の啓発活動を実施するとともに、３Rの取組を一層推進していきます。

広域医療に取り組んでいます

資格試験・免許の一元化に取り組んでいます

新型コロナウイルス感染症対策の取り組み

平成30年3月より運行開始した
鳥取県ドクターヘリ

「ワールドマスターズゲームズ2021関西」開催を支援します「ワールドマスターズゲームズ2021関西」開催を支援します

2025年大阪・関西万博に向けて取り組みます2025年大阪・関西万博に向けて取り組みます

「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに開催される大阪・関西万博は、関西
各地の魅力を世界に発信する絶好の機会です。
詳しくは2025年日本国際博覧会協会HPまで。
https://www.expo2025.or.jp/

開催期間：2022年5月13日（金）～5月29日（日）
開 会 式　5月13日（金）
　　　　　京都市西京極総合運動公園：京都市右京区
閉 会 式　5月29日（日）
　　　　　丸善インテックアリーナ大阪：大阪市港区
概ね30歳以上なら誰でも参加できる世界最大級
の生涯スポーツの国際総合競技大会です。
詳しくは　https://www.wmg2021.jp

提供：2025年日本国際博覧会協会

wmg2021 検索

EXPO�2025 検索

広域防災
（兵庫県）

広域産業振興
（大阪府）

広域農林水産
（和歌山県）

広域医療
（徳島県）

広域職員研修
（和歌山県）

企画調整
（本部）

広域環境保全
（滋賀県）

広域スポーツ
（兵庫県）

広域観光・
文化振興
（京都府）

ジオパーク推進
（鳥取県）

資格試験・
免許
（本部）

関西広域連合の実施事務
※（　　）は主に事務を担当している府県

編集・発行：関西広域連合�議会事務局
関西広域連合 検索

〒530-0005 大阪市北区中之島5丁目3番51号 大阪府立国際会議場11F
TEL.06-4803-5668　https://www.kouiki-kansai.jp/

防災医療常任委員会

総務常任委員会

第13回関西広域連合新型コロナウイルス
感染症対策本部会議時の様子

第12代議長
山本　敏信

第12代副議長
井出　益弘



京都市

神戸市
大阪市
堺市

大阪府 奈良県

和歌山県

滋賀県

徳島県

鳥取県
京都府

兵庫県

（自民） 自由民主党滋賀県議会議員団、自由民主党京都府議会議員団、自由民主党・無所属 大阪府議会議員団、
 兵庫県議会自由民主党議員団、自由民主党県議団（和歌山県）、
 鳥取県議会自由民主党、徳島県議会自由民主党、自由民主党京都市会議員団、
 自由民主党・市民クラブ大阪市会議員団、自由民主党神戸市会議員団
（公明） 公明党京都府議会議員団、公明党大阪府議会議員団、兵庫県議会公明党・県民会議議員団、
 公明党大阪市会議員団、公明党堺市議団、公明党神戸市会議員団
（維新） 大阪維新の会大阪府議会議員団、日本維新の会（奈良県）、大阪維新の会大阪市会議員団
 大阪維新の会堺市議会議員団
（共産） 日本共産党京都府議会議員団、日本共産党県議団（和歌山県）、日本共産党京都市会議員団
（しが） チームしが 県議団　　（府民）　府民クラブ京都府議会議員団
（自民兵庫）　兵庫県議会自民党兵庫議員団　　（県民）　兵庫県議会ひょうご県民連合議員団
（新政）　新政なら　　（創生）　創生奈良　　（無所属）　無所属の会　　（民主）　会派民主（鳥取県）　　

府県市議会における所属会派略称の正式名称

尾﨑 充典（60）
おざき みつのり

香芝市（新政）

小林 誠（42）
こばやし まこと

生駒郡（維新）

阪口  保（72）
さかぐち たもつ

生駒市（創生）

奈良県 鳥取県

徳島県 京都市

大阪市 堺市

総

防
産

連合議会における所属委員会

総務常任委員会
産業環境常任委員会
防災医療常任委員会

氏名（年齢）
ふりがな

【例】

○○区（○○）
総 防 連合議会における

役職、所属委員会
府県市議会における
選挙区、所属会派略称

※府県市ごとの議員の掲載順
は、連合議会における議席順
です。

（下欄参照）

｝
｝

定数39名（令和3年8月1日現在）関西広域連合議会は12の府県市の議会から選ばれた議員で構成されています。

島谷 龍司（62）
しまたに りゅうじ

鳥取市（自民）

坂野 経三郎（37）
さかの けいざぶろう

鳥取市（民主）

くらた 共子（61） 
　　　　　ともこ

上京区（共産）

中村 三之助（69）
なかむら さんのすけ

上京区（自民）

井川 龍二（60）
いかわ りゅうじ

徳島市･名東郡（自民）

山西 国朗（36）
やまにし くにお

名西郡（自民）

浪越 憲一（51）
なみこし けんいち

美馬市･美馬郡（自民）

水ノ上 成彰（58）
みずのうえ なるあき

西区（維新）

吉川 敏文（64）
よしかわ としふみ

南区（公明）

大澤 和士（65）
おおさわ かずし

垂水区（公明）

守屋 隆司（66）
もりや たかし

兵庫区（自民）

佐々木 哲夫（54）
ささき てつお

西淀川区（公明）

上田 智隆（59）
うえだ ともたか

住吉区（維新）

永井 啓介（56）
ながい けいすけ

西区（自民）

神戸市

（3人） （2人）

（3人） （2人）

（3人） （2人）

（2人）

海東 英和（61）
かいとう ひでかず

高島市（自民）

冨波 義明（66）
とば よしあき

野洲市（しが）

周防 清二（63）
すおう せいじ

東近江市日野町愛荘町（自民）

江畑 弥八郎（66）
えばた やはちろう

彦根市・犬上郡（しが）

滋賀県

（4人）

田中 美貴子（62）
たなか みきこ

宇治市・久世郡（府民）

林 正樹（51）
はやし まさき

京都市山科区（公明）

成宮 真理子（51）
なるみや まりこ

京都市西京区（共産）

渡辺 邦子（63）
わたなべ くにこ

京都市伏見区（自民）

京都府

（4人）

松浪 ケンタ（49）
まつなみ 

高槻市・三島郡（維新）

西野 修平（48）
にしの　しゅうへい

河内長野市（自民）

八重樫 善幸（57）
やえがし よしゆき

豊中市（公明）

大橋 一功（62）
おおはし かずのり

泉大津市･高石市･泉北郡（維新）

三田 勝久（61）
みた かつひさ

大阪市港区（維新）

大阪府

（5人）

中野 郁吾（38）
なかの ゆうご

西宮市（自民兵庫）

兵庫県

岸本 かずなお（60）
きしもと

加古川市（公明）

北川 泰寿（51）
きたがわ やすとし

西宮市（自民）

石井 健一郎（53）
いしい けんいちろう

神戸市灘区（県民）

山本 敏信（75）
やまもと としのぶ

高砂市（自民）（5人）

杉山 俊雄（71）
すぎやま としお

紀の川市（共産）

中西 徹（48）
なかにし とおる

海南市・海草郡（無所属）

和歌山県

中本 浩精（60）
なかもと こうせい

橋本市（自民）

井出 益弘（74）
いで ますひろ

和歌山市（自民）（4人）

副委員長

委員長

議長

副議長

委員長監査委員 副委員長

副委員長

委員長


