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関西広域連合 これまでの歩み 

〇 総務省への関西広域連合設置許可申請（2010 年 11 月 1 日） 

 
 

〇 関西広域連合の設立（2010 年 12 月 1 日） 

 

 

 

 

本部事務局事務所開き 

2010 年 12 月 4 日開催の第 1 回関西広域連合委員会終了後の記者会見 左から藤井副委員(鳥取県)、飯泉委員(徳島県)、 

橋下委員（大阪府）、仁坂副広域連合長（和歌山県）、井戸広域連合長（兵庫県）、山田委員（京都府）、嘉田委員（滋賀県） 

鈴木総務副大臣に設置許可申請書を提出 
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〇 東北地方太平洋沖地震被害への支援の決定（2011 年 3 月 13 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

〇 関西広域連合シンボルマークの決定（2016 年 7 月 21 日） 

 

 
 

〇 新型コロナウイルス感染症への対応（2020 年 4 月 23 日） 

 
 

関西広域連合委員会と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併せて開催 

2020 年 4 月 8 日に発出した「関西・外出しない宣言」に加え、大型連休中の外出自粛を府県市民へ求める 

「関西・GW も外出しない宣言」を採択 

応募総数 205 作品の中から最優秀賞に選ばれた小池友基さんへの表彰式 

本部事務局前での様子 

東北地方太平洋沖地震被害への支援を検討するため、兵庫県

災害対策センターにて第 4 回広域連合委員会を開催 

「東北地方太平洋沖地震支援対策にかかる関西広域連合から

の緊急声明」を発表し、被害が甚大な岩手県、宮城県、福島県

に対するカウンターパート方式による支援体制を決定 
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〇 大規模災害に対する広域応援の実施（広域防災） 

 
 
 

〇 広域応援訓練の実施（広域防災） 

 
 

 

〇 トッププロモーションの実施 (広域観光・文化・スポーツ) 

 
 

2019 年10 月 関西広域連合とイル・ド・フランス州(フランス)と

の間で観光分野における協力活動発展のための覚書を締結 

アミダ・レゼグ副議長(左)と西脇委員 

2016 年 熊本地震における避難所運営支援（益城町） 2018 年 平成 30 年７月豪雨における 

倉敷市災害対策本部への助言 

2014 年度 広域応援訓練(実動訓練) 2017 年度 近畿２府７県合同防災訓練. 

2018 年 11 月 陝西省 胡 和平書記、劉 国中省長との会談 
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〇 関西文化の振興と国内外への魅力発信、次世代継承（広域観光・文化・スポーツ） 

 
 
 

〇 「生涯スポーツ先進地域関西」、「スポーツの聖地関西」の実現（広域観光・文化・スポーツ） 

 
 

〇 イノベーション創出環境、機能の強化、地域経済の活性化（広域産業） 

 

2018 年 関西小学生スポーツ交流大会 ドッジボール大会 

 

2019 年 障害者スポーツ体験会 車いすバスケットボール 

「関西アーティスト・イン・レジデンス」シンポジウムの開催 はなやか関西 関西文化の魅力発信シンポジウム 

2018 年 医療と介護の総合展「メディカルジャパン」 

への関西広域連合ブースの出展 
2019 年 域内ものづくり中小企業の海外販路拡大支援のため 

実施した「CRAFT14 物販フェア 2019 in 上海」 
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〇 地産地消運動の推進による域内消費拡大、都市との交流による農山漁村の活性化(広域産業・農林水産部) 

 
 

〇 ドクターヘリの運航（広域医療） 

 
 

〇循環型社会づくりの推進(広域環境) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 年 5 月 関西プラスチックごみゼロ宣言の発出 

2016 年 熊本地震の被災地に派遣したドクターヘリ 

参集場所とされた熊本県民総合運動公園陸上競技場にて 
2018 年 6 月 ドクターヘリ相互応援に係る基本協定の調印式 

左から中村愛媛県知事、飯泉委員、尾﨑高知県知事 

直売所交流イベント 都市農村交流現地検討会 
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〇環境人材育成の推進(広域環境) 

 
 
 

〇 資格試験の実施（資格試験・免許等） 

 

 

〇 職員研修の実施（広域職員研修）  

天神崎自然観察教室 幼児期環境学習 

2020 年 8 月に実施した登録販売者試験の様子  

受験者の配席を１列おきとするなど新型コロナウイルス感染症対策を実施 

研修の様子 
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関西広域連合１０周年記録誌 
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仁坂吉伸 広域連合長 ……………………………………………………………………  12 
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（１） 広域計画のあゆみ ………………………………………………………………  50 
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４． 組織体制 ………………………………………………………………………………  57 
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（２） 広域連合委員会 …………………………………………………………………  58 
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（６） 資格試験・免許等 ……………………………………………………………… 122 
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８． 政策の企画調整 10 年のあゆみ …………………………………………………… 125 
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