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第５部 関西広域連合10周年記念式典 
 
開催日時 令和２年 11 月 25 日（水） 13：30～17：00 
開催場所 大阪府立国際会議場（大阪市北区中之島 5-3-51） 

３階 イベントホールＡ・Ｂ 
 

１． 基調講演 「ポストコロナ時代の関西」 

（講演会要旨） 

新型コロナの感染拡大状況 

これまでの、日本での新型コロナウイルス感染状況
を見ると、陽性判明者の推移と比較して、死者の割合は
大幅に下がりました。 

当初８％だった死亡率が１％に下がっているが、こ
れは、ひとえに医療機関と介護の方々が免疫力を高め
るノウハウを改善したことが原因です。 

厚生労働省の報道発表資料では、年齢別の死者は、20
歳代２人、30 歳代６人、40 歳代 17 人、50 歳代 51 人
で、50 歳前の死亡率は 0 なのに対し、80 歳代以上の死
亡率は 11％となっています。 

日本では、どういう場所で感染が起きているかとい
うと、密接、飲酒、大声、換気不全の揃った場所が圧倒
的に多いです。クラスターは、介護施設、病院、居酒屋、接待型飲食店、会議室で発生しています。 

11 月 18 日現在で人口 100 万人当たりの死者を諸外国と比較すると、アメリカ 756 人、ヨーロッパ
583（旧西側）人に対し、日本は 15 人で圧倒的に少ない状況です。 

日本の都市別では、東京 35 人、北海道 25 人に対し、大阪 30 人、京都、兵庫とも 14 人、徳島 12
人、奈良８人、滋賀６人、和歌山４人、鳥取０人となっています。 

陽性判明者数を比較すると、大阪は東京の半分程度で、人口密度と連動しています。本来、非常に
感染症に強い日本において、極端に東京の人口密度を高くしてしまったことが、東京を不幸な世界に
陥れており、東京一極集中はリスク無視の暴挙であるといえます。 

関西のように、広域連合を作ると、地域内で状況が異なっていても連携しながら助け合うことが可
能となります。 

関西・関東二眼レフ構造 

地震、豪雨、噴火、疫病といった災害はいつか必ずやって来ます。そういう日本の長い歴史が出し
た答えは「関西・関東二眼レフ構造」をつくることです。 

東京と地方の感染状況の大きな差を見て、東京から地方に移住する人の増えることが予想されます。 
そういった人を受け入れようとしている地域と企業にはチャンスがあり、関西経済界にとって大きな
チャンスではないかと考えられます。 

藻谷氏（地域エコノミスト、 

㈱日本総合研究所主席研究員） 

講師 藻谷浩介氏      （地域エコノミスト、㈱日本総合研究所主席研究員） 
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東京でイノベーションが早い原因は、企業の平均年齢が若いことです。東京より 20 年早く自動改
札を導入した関西、真っ先に地下鉄に冷房を整備した関西が、モバイル ICOCA を今からやろうとし
ているという話を聞き、東京の人は「関西はいつからこんなに後れてしまったのか。」と驚きました。 

今の関西は明らかに動きが遅いので、今後、これを変えなくてはいけません。そのためには、東京
が嫌になった人間をどんどん受け入れる必
要があります。 

東京の IT 企業に「東京にいる必要はあり
ませんよ、神戸はいかがですか、和歌山や徳
島はいかがですか。」と言わなくてはいけま
せん。 

関西は中途半端に大き過ぎて、東京と同
じ経営革新の遅さに付き合ってしまってい
ます。 

世界の主要都市圏の人口規模を比較する
と、東京が圧倒的に大きく、京阪神がロサン
ゼルス、ニューヨークと同規模、福岡がシア
トルと同規模となっています。 

私は、ニューヨークに住んでいたが、京阪神のほうがはるかに楽しいと思います。 
気候は良い、自然は豊か、歴史文化が豊富、食べ物も安くて美味しいが、残念ながら少し規模が大

き過ぎます。 
ロンドン、パリは名古屋より少し大きい程度、福岡でフランクフルト、ミラノと同規模で、この規

模が実は世界の主要都市の傾向です。中国は、都市が大きくならないよう、政府は北京、上海に流入
制限をかけており、これ以上大きくなりません。「東京のように大きくないと商売ができない。」と
いう訳の分からないこと言っているのは日本だけです。 

京阪神はソウルと同規模だが、アジアで一番栄えている街は福岡と同規模のシンガポールで、大き
い必要はないのです。 

アントレプレナーが新しい会社を創って助け合いをする、関西からそういう新しい革新を起こして
いただきたいと思います。世界に冠たる文化資産を数多く作り出し、アートの深く根づいている関西
からしか変革は起きません。日本庭園、日本料理、歌舞伎、文楽、茶の湯、生け花も関西が生み出し
ました。ユニバーサルに通用する超文化的なものを生んでいる関西で、文化とイノベーションを起こ
さなくてはいけません。 

インバウンドは、香港、台湾、韓国以外の市場はまだ成熟しておらず、数を増やそうと思えば、増
やすことは可能です。ただし、これから本当に必要なのは、数を増やすことではなく、薄利多売の客
数依存商売をやめ、１円でも高いお金を払う人を呼んでくることです。コストダウン、低付加価値化
思考をやめ、日本人と同じ賃金、むしろ高い賃金をもらう人を増やすことです。 

一番やるべきなのは「安全・安心・親切な日本に住みたい。」と考えている外国人に住んでもらっ
て人口減少を補う、労働者ではなく消費者を補うことです。シンガポールのように、税金をしっかり
払ってくれる外国人住民を増やすということを東京より先に関西がやるべきです。居住ウエルカムの
ビジネスこそ、関西 1200 年の歴史が培ってきた力が最も発揮される分野です。 

関西広域連合 10 周年、これは新たなスタートになるので、ぜひ関西を良くしていただき日本を救
っていただくことを願います。  
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２． パネルディスカッション 「関西から新時代をつくる！」 

※ 役職等は式典開催日（2020 年 11 月 25 日）時点のもの 

 
〇新川氏 それでは、「関西から新時代をつくる！」と題してパネルディスカッションを進めさせてい

ただきたいと思います。 
本日、大変光栄にもコーディネーターを務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 
今日の開催趣旨は、この新型コロナウイルス感染症の危機的な事態、そして、構造的には日本社会

全体の人口減少、高齢化、その中で、
どういう経済社会をつくっていくの
かということについて、考えようとい
うことです。実際私たちは、多くの問
題に直面し、解決を目指しているとい
うことがあります。 

一方、世界に目を転じてみますと、
日本でも共通の問題ですが、今、
SDGs が人類共通の課題になってい
ます。いかにして持続可能な、それぞ
れの暮らしを誰一人取り残さないで
つくっていくのかがテーマにならざ
るを得ない状況に日本も世界もあるのです。 

しかしながら、それを脅かすような気候の危機、あるいは様々な生態系の破壊、そして何よりも人
類の生存そのものを脅かすような、人が人として生きる権利というものを侵害されるような事態があ
ちらこちらで起こっています。そしてそれらは、全て私たち自身の中に、そして身近にある問題であ
ることも多いということでもあろうかと思います。 

そうした事態の中で、これから未来に向けて、どういう生き方を選び、よりよく将来をつくってい
くのかというのは、自分たち自身、そして次の世代、さらにその次に向けての私たちの大きな責務で
はないかと思っています。 

そういう時代にあって、この関西が、次の時代に向けての大きな役割というのをどこまで自覚をし
て行動していけるのかというのが改めて問われているかもしれないのです。この 10 年間、関西広域
連合という、新しい枠組みをつくって、それをみんなで発展させようと努力をしてきたということが
ございました。そういう努力の成果というのは、見え始めていますが、もう一方では、本来の関西の
将来に向けての発展、そして日本や世界にきちんと貢献できるような関西にしていくという大きな目
標に向けては、この 10 年というのは、準備期間だったかもしれないなどと勝手に思っています。 

出演者 松本正義氏      （(公社)関西経済連合会会長、住友電気工業㈱取締役会長 
関西広域連合協議会委員） 

    藻谷浩介氏      （地域エコノミスト、㈱日本総合研究所主席研究員） 
    植田佳宏氏      （大歩危・祖谷いってみる会会長、関西広域連合協議会委員） 
    須藤明子氏      （㈱イーグレット・オフィス専務取締役、関西広域連合協議会委員） 
    井戸敏三広域連合長  （兵庫県知事） 
    吉村洋文広域連合委員 （大阪府知事） 
コーディネーター 

新川達郎氏      （同志社大学大学院総合政策科学研究科教授、 
関西広域連合協議会副会長） 
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そして、この危機の時代というか、様々な問題が山積みになっている時代にあって、逆にここから
関西が何を成すべきかを考える、一つ大きな機会、チャンスかと思っています。 

そうした観点から、今日は「関西から新時代をつくる！」というテーマで関西広域連合に関わって
くださっている皆様方、そして先ほど基調講演をいただきました藻谷さんにお入りいただいて、パネ
ルディスカッションを進める中で、これからの関西、そして関西広域連合の行く道というのをご一緒
に考えていければと思っています。 

それでは、今日パネルディスカッションにおいでいた
だいている方々から、まず、この関西の今を踏まえて、
今後は何を目指せばよいのか、お話しいただきたいと思
います。特に先ほど藻谷さんからは、新型コロナウイル
ス感染症の問題について、様々な観点からご議論をいた
だき、そして関西のこれからの在り方に、貴重なご示唆
をいただきました。コロナの影響は、本当にいろんなと
ころで出ていますが、同時に、藻谷さんのお話にもあり
ましたように、ある種の大都市病というか、密集病みた
いなところもあって、さて、こういうところをこれから
の関西、どんなふうに乗り越えていくのかということを
考えていくときに、最適なパネリストの方をお二人お迎えしております。お一人は、新型コロナウイ
ルス感染症で大きな影響を被っておられるかと思います。観光に関わって、これまで活動してこられ
ました植田さんからご発言をいただき、この一連のコロナと、そしてこれをこれからどういうふうに
乗り越えていくのかといったお話をお伺いしたいと思います。植田さん、よろしくお願いいたします。 

〇植田氏 ご紹介をいただきました徳島の植田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 
私はホテルの経営、それから観光地域づくり団体の代表として、今日は観光の話をさせていただき

たいと思います。 
まず一つ目は、今の観光の現況、そして二つ目は、コ

ロナ収束後をにらんでということで、簡潔にお話をさせ
ていただきたいと思います。その前に、実は我々の徳島
県の大歩危・祖谷地区という山奥の地域は、インバウン
ドでたくさんお越しをいただいたきっかけが、十数年前
にとある業界の先輩から、これからの日本の社会という
のは人口も減るし、観光業界大変だよと、そうすると選
択肢は３つしかないと。やめるか、業態変えるか、外国
人客を受け入れるか、この３つしかないって話を聞い
て、私は素直なものですから、受け入れて、それでイン
バウンドをやろうということで、今、こうやってご飯が食べられています。 

一つ目の観光の現況、大変大変厳しいということでございまして、決して依存しているというわけ
ではないのですが、我々宿泊業界、旅行代理店、交通事業者、サービス業全般、非常に厳しい状態だ
ということで、春先はほとんど休業状態、そして夏以降から、何とか Go To で動き出して、今、秋に
至っては対前年ぐらいにはなってきたかなという中で、コロナがまた感染拡大ということであります
ので、Go To キャンペーンとか、雇用調整助成金とか、国とか自治体の施策のおかげで何とか首の皮
が１枚残っているというような状況だと思っております。 

それから、どうしても我々観光業界というのは中小、零細企業が多いですから、金融機関から当然
お金をお借りしてということになります。大体、周りの方は１年分ぐらい確保していると言っていま
す。ですから、そういう意味ではタイムリミットというのは、やっぱり来年の春ぐらい、それを過ぎ
ると非常にちょっと厳しくなるのかなという話を聞いております。 

新川氏（同志社大学大学院教授） 

植田氏（大歩危・祖谷いってみる会会長） 
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それからもう一つは、金融機関から当然お金をお借りしているんですけども、３年間の猶予という
ことになりますと、例えば、コロナが収束をした後、３年後に実は厳しい状況もやってくるというこ
とですから、一旦、仮に収束して、よかったじゃないということではなくて、実はその後から、我々
としては、重荷というのが出てくるというのが今の現況です。 

それから、二つ目のアフターコロナということでお話をさせていただきます。やはり収束後という
ものもしっかりにらんでおかなきゃいけないと思っております。それで、例えば、この春先から移動
制限があると。例えば、県をまたがないとか、当然国をまたがない、これはもう致し方ないですが、
それからどこそこの都道府県には行かないほうがいいとか、それから私の息子、実は北海道で大学生
ですけども、感染が春先広がっていました。やっぱり実家帰るのはちょっとやめとくわとか、先ほど
藻谷さんのお話にありました、おじいちゃん、おばあちゃんのところを訪問することはやめておこう
というのはあります。これは一言で言って、分断された社会じゃないかなと思っております。分断さ
れた社会という物理的な話だけじゃなくて、相当ストレスがたまっている社会と言えるのではないか
なと思っております。周りの人も相当、何かいらいらしている人を時々見かけますし、併せて、やっ
ぱり自ら命を絶つというニュースも最近増えているということも聞いております。最近、ワクチンと
か、少しずつ明るいニュースも出てきましたから、そろそろアフターコロナ、どうすべきかというこ
とで、我々観光事業者からすると、これを元に戻していくためには、収束した後には、もう一度、観
光事業、観光産業は大事だよといったところを、ぜひ皆様方にも頭の中の片隅には置いといていただ
きたいなと思います。観光って、よく国の光を観ると言いますけれども、その地域に行って、元気を
出して帰ってくるということであります。ぜひアフターコロナ、今、バーチャルの世界からリアルに
戻していくと。それから、経済を元に戻していくと、これは非常に大事なことですけれども、メンタ
ルもやっぱり元に戻していくということでありますので、ぜひ観光といったことをもう一度、深く見
詰め直していただいて、そして来るべき 2025 年、万博もあります。それに向けてということで、ぜ
ひ今のうちに準備もしていきたいというのが、我々観光の世界に携わる者の願いということでありま
す。 

それで最後に、ぜひ大阪発の国産ワクチンを一日でも早く完成をしてほしいなと思っております。 
〇新川氏 どうもありがとうございました。 

観光産業は、本当にこのコロナ騒ぎで大変だというご報告をいただきました。もう一方では、アフ
ターコロナについて、分断あるいは分離をされた社会の中で、どういうふうにそれをつくり直してい
くのか、心の面、肉体の面、本当にバランスの取れたこれからの人々の暮らし、そのときに観光の持
っている新しい意味が、もう一度見詰め直されるのではないかというお話をいただいたかと思います。
ぜひ、そうした新しい観光というのがこの国全体に広がり、そして本当の意味での観光に世界がつな
がっていくという姿が、きっと来てくれるのではないかと思いながらお話を聞いておりました。 

それでは、続きまして、須藤さんからもお話をいただきたいと思います。関西広域連合協議会の委
員でもいらっしゃいますが、同時に自然環境の問題、特に、生き物の問題にとても深く関わってこら
れて、いろんな場面で活躍をしておられます。今日はそうした観点から、どちらかというと人が集ま
る都市の真ん中で暮らしている人と違った観点でお話をいただけると聞いておりますので、よろしく
お願いいたします。 

〇須藤氏 滋賀県から参りました須藤です。先ほど大変厳しい状況にあるという植田さんのお話を聞き
ながら恐縮しています。私自身はほとんどコロナの影響を現時点で受けておりません。コロナの影響
について、現場の話をということで、大変困ったのですが、ほとんど影響を受けていない私の生活ス
タイルというか、仕事の状況を紹介させてもらおうと思って、何枚か写真を持ってきました。特に自
粛しているわけではないのですが、私は行政関係の審議会や会議がなければ、電車にも乗らないし、
必要がないような生活を送っていたのだなと、コロナの騒ぎで気がつきました。大阪に来たのも、前
回の関西広域連合協議会（2019 年９月 21 日開催）以来です。関西広域連合の会議がなければ、大阪
に来る用事もないというような生活です。 
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これは、私が経営している会社、イーグレット・オフ
ィスの写真です。自宅兼会社になっていて、手前が自
宅、奥が会社です。コロナ禍の前から、もともと在宅勤
務です。社員は４人しかいなくて、みんな限界集落みた
いなところに住んでおります。会社のある集落は過疎
化が進んでいて、20 軒もありません。高齢化も進んで
いて、おじいちゃん、おばあちゃんばっかりです。皆さ
ん、近くの畑に歩いて行って、そこで仕事をして家へ帰
るみたいな生活です。 

会社の窓からは野生動物もよく見えます。私は起業
するときに、日本中見渡して、どこに住もうか決めたの
ですが、一つだけ条件があって、イヌワシの生息地であるということでした。イヌワシの生息地の中
におかげさまで住まわせてもらっています。昼はランチを外ですることもあります。 

滋賀県の湖北、伊吹山の麓は積雪が 1.5 メートルぐらいになることもあって、知られざる豪雪地帯
です。デスクワークは在宅で、デスクワーク以外は山に行って、イヌワシなど野生動物の調査をしま
す。これは、滋賀県余呉の山の紅葉（今月始め）です。大規模な風力発電の計画地を見ながら、広大
な自然林の広がる山の尾根を切り崩されるのは非常に残念だし、何としてでも阻止したいと決意を新
たにしました。 

山にはシカの捕獲にも行きますが、今年、私は重要な事業の射手を任されて、初めて 170 メートル
でライフル銃を使ってシカの頭部を狙撃しました。この事業のために一生懸命射撃の勉強や練習をし
ています。 

岐阜県の県道を封鎖して、カワウを銃器捕獲する仕事で、唯一コロナの影響を受けました。３県に
またがっていて、岐阜県、愛知県及び三重県で、当初の予定では担当者と一緒に事前説明することに
していたのですが、担当者が同行できなくなってしまって、１人で全部やらざるを得ないという状況
になりました。すごく大変でした。通行止めの予告看板を注文しようとしたら、コロナの影響で納期
が通常の 20 倍ぐらいかかるって言われて、仕方がないから自分で書きました。県道を封鎖してのカ
ワウ捕獲に関しては、関西広域連合はずっとカワウの事業を続けておられますけれども、関西エリア
でも、ノウハウを共有できればと考えているところです。 

〇新川氏 ありがとうございました。 
コロナに関係ないとおっしゃっていましたけれども、私たちの暮らしの中でコロナが影響するのは、

藻谷さんのお話にもあったように、密集して大声でしゃべって、酒を飲んでというような条件でした
が、本当の意味で感染症対策ができているのは、須藤さんのような暮らし方、生き方であり、それが
いわば本来の分権、分散社会の理想のようなところがあるのではないかと思います。我々日本人は伝
統的にそうした暮らし方をしていた。そして時の権力や、たまさか京都や江戸に人を集めたというこ
とはありますけれども、それでも日本社会は、それぞれの分散した村々によって支えられてきていた
ということもあるかもしれません。 

もちろん、今日のグローバル化したマーケット経済の中で、80 億人がどうやって食っていくのかと
いうようなことを考えると、なかなか大変ではありますけれども、でも、コロナの中で、暮らし方を
きちんと考えていくことは、とっても大事だなと、改めて思ったところでありました。ありがとうご
ざいました。 

さて、全く方向の違うお二方のお話をいただきました。このコロナは日々の暮らしの中では大変大
きな影響を与えています。怖がるなと言われても、怖いですし、安心もなかなかできないですし、本
当に感染症対策をこれから真剣にみんなで考えていかないといけない、そういう状況にあることは間
違いないだろうと思っています。 

須藤氏（㈱イーグレット・オフィス専務取締役） 
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その中で、先ほどの植田さん、そして須藤さんのお話にもありましたように、新しい生き方、新し
い社会の在り方というのを考えていかないといけない、関西という観点から言えば、やはり藻谷さん
のお話のように、東京一極集中からどういうふうに、それぞれの地域が、持ち味を発揮していくのか
がとても大事だと思います。 

そうした観点から、関西広域連合が、本当にこれからやっていかないといけないことというのは、
どうもたくさんありそうです。これまでも関西の在り方について、関西経済界からの様々なご提言を
いただいてきています。次に、関西経済連合会の松本会長から関西経済界を代表して、これからの関
西、どんなふうに行動を起こしていったらよいのか、お話をいただければと思います。よろしくお願
いします。 

〇松本氏 ありがとうございます。 
植田さんと須藤さんがコロナのパンデミックについて色々とためになるお話をされたわけですが、

我々経済界もこのコロナで打撃を受けておられる業種の方もたくさんいらっしゃいます。 
その中で、経済界として何をしたらいいのかというこ

とを色々考えたわけですが、関西経済連合会は、1955 年
から今まで、道州制についていろいろなことを提案して
きました。先ほどから出ております、東京一極集中ではだ
めで、日本というのは二つの拠点を持って、あらゆるもの
に対応していく体制をつくらなければいけないと提言し
てまいりました。これはなかなか大きな仕事で、大変な仕
事です。その中で、コロナに対して経済界のキーパーソン
は何を考えているのかをお話することが求められている
のかと思います。私はコロナは必ず収束すると信じてい
ます。今後、ワクチンも開発・普及されてきます。普及し
てくると、藻谷先生が言われたようなことになるわけで
す。メンタリティもそういうふうになります。マスコミで報道されているようなニューノーマルな社
会ではなく、ハイブリッドの社会が必ず来ると考えております。コロナが収束したら、フェイス・ト
ゥ・フェイスでのやりとりは必ず出てくると私どもは思っておりまして、あまりに急激な社会変化と
いうのはないと思っております。 

コロナの前からいろいろなことがあり、それが加速化するだけで、突然、何かナイアガラの滝から
落ちるような、そういう変化は全然ないだろうと思っています。 

それでは、地方分権改革の推進と国土の双眼構造を実現するために、今、関西経済、関西の政治は
何をすべきか少し話してみたいと思います。 

先ほどの講演や、モデレーターのお話の中にも、東京一極集中ということが出てきますが、私が会
長になってから、関西経済連合会から色々な書類、要望書を出しております。東京一極集中という言
葉は一切使っていません。その言葉には、東京から何かを求めるという意識が感じられるからであり
ます。今までの書類から全部一極集中というのを消しました。求めるばかりではなく、それぞれの地
域が個性を磨いて、強みや実情に合わせた独自の政策を地方発で進めて、日本、世界から人を引きつ
けなければなりません。その一つの例がコロナ前のインバウンドのビジネスです。関西には、国宝の
半分がありますし、それから、歴史と伝統、文化というのが満載されているのがこの関西の地域でご
ざいます。よって、東京一極集中という言葉を使ってはいけないということにしております。 

関経連では、長年、提言などを通じまして地方分権の実現に向けた取り組みを進めてきましたが、
現実的には、なかなか進みません。 

この地方分権というのは、かなり大変な、大がかりな仕事です。今求められているのは、関西が自
ら、ONE 関西という意識を持って、関西をどのように発展させるかという骨太の構想を進めること
が必要ではないかと思います。 

松本氏（関西経済連合会会長、 

住友電気工業㈱取締役会長） 
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それを実現する上で、国に大胆な権限移譲を迫っていくということが重要であります。そのような
独自の取組をさらに進めて、大胆な政策を行っていくには、地方分権、広域行政の先の姿として、将
来的には道州制があるべき姿ではないかと考えております。 

道州制がどれほど大きな仕事なのかを理解しておりますが、何もしないよりもやるほうがいいとい
うことで、関西経済界はこれを言い続けているわけです。2006 年の第 28 次地方制度調査会では、道
州制のあり方に関する答申がなされましたが、制度設計や区割りばかりに注目が行き、その後、議論
が進まなかった経緯があります。もちろん、政権が代わったということも理由の一つですが、第 28 次
地方制度調査会の答申は道州制に関する考え方をうまくまとめた最終のレポートになっております。 

政府には、これまでの道州制のイメージや固定観念にとらわれず、都道府県を残すことも選択肢と
して、幅広く新しい国づくりの議論をしていただきたいと思っています。 

コロナもあり、関経連としても、もう一度ねじを巻いて中央政府との話を進めていこうという覚悟
をしております。 

人口減少が進む中で、広域的な課題に対応する行政のあり方や機能、国と地方の役割分担の制度設
計などの議論を行うことが必要であろうと思っています。 

それで、関経連が 11 月 16 日に発表しました提言では、今後 10 年に向けて、関西広域連合に期待
する姿や、改革の提案とともに、政府に対して新しい国づくりの議論を要望しております。 

関経連としましても、関西として目指すべき姿と、そのための広域行政、関西州の姿について今後
検討を進め、全国的な議論に一石を投じていきたいと考えております。 

〇新川氏 どうもありがとうございました。 
東京一極集中ではない、関西の持ち味を発揮していく、そのためにこそ分権あるいは道州制、こう

いう議論をしっかりと続けていかないといけないというお話をいただきました。 
具体的な方策については、なかなか実現は難しいところもありますけれども、もう一方では関西が

関西として発展をしていく、その中に一人一人の暮らしや、そして日本や世界のそれぞれが生きてい
く大きな可能性が広がっていく、そんな展望をお持ちと伺いました。どうもありがとうございました。 

ここまでのお話を聞かれて、関西広域連合、あるいは関西として、今どういう動きをしていったら
よいのか、先ほど既に藻谷さんからは、いろいろとご示唆をいただきましたが、お三方のお話も聞か
れて、改めて藻谷さんからお伺いしたいのですが、いかがでしょうか。 

〇藻谷氏 私、このコロナになって、非常にうれしかったことがあります。それは、それまでのニュー
スに比べて、関西発の政策提言が東京でも取り上げられ
るのが格段に増えました。これは知事さんがそれぞれご
活躍であることが非常に大きいと思います。一般人が気
づくことと、もちろんプロが見ていることもありますが、
やはり東京の人たちのやり方は、ちょっと違うのではな
いのかと。こういうことをいろいろやってみたけど、こ
っちですよねということを関西が発信されている。それ
で、例えば、ロックダウン一つにとっても、吉村知事が、
実はあれはロックダウンして収まったのではなく、その
前から収まっていましたよねということを、評論家が言
ってもみんな納得しないのですが、ああいう形で、専門
家と議論しながら、政治家の方が言う場面をつくっていただくことで、全国民がなるほどと分かりま
した。あれは本当に僕は感動しまして、要するに東京だけじゃない、中枢機能が関西にあってよかっ
たなと。仁坂知事からメールマガジンをずっといただいていますが、やっぱりこういうやり方をして
いるというのは、多分、全国でいろんな人が参考にして、実践していると思います。これ実は、単な
る一地方ではなく、中枢機能だと思います。そもそも、住友電工さんのような、国際中枢機能がいっ

藻谷氏（地域エコノミスト、 

㈱日本総合研究所主席研究員） 
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ぱいあるわけですけども、やはり日本にあってよかった、これがなくなり切った後にコロナが来てい
たら、もう相当やばかったと思います。 

江戸時代も江戸幕府が威張っていたということですが、大阪には町奉行がありました。そもそも経
済は関西が中心だったけれども、政治に関しても町奉行があって、そして、非常に小さい政府で、江
戸幕府のさらに何分の一の大きさでありながら、極めて機能的に機能していたと。そういう伝統がや
っぱり大阪に、関西にあるわけで、京町奉行もありますが、ぜひ、同じ江戸幕府をもう１個つくるの
ではなく、まさに町奉行的な感覚で、しかし、きちんと政策を全国に、こっちをまねしたほうがいい
よねという政策をばんと打ち出して、財界が提言されたのを皆さんが実践されて、それを見て、全国
や世界の人がまねをすると。こういう中枢機能をどんどん増やしていただいて、その流れの中でぜひ、
先ほどおっしゃった、県は残してもいいけど、道州っていうのは実はいい考えで、まさに国が持って
いる機能だけ取ってくるという道州制ですね、関西だけでいいと思う、ほかの田舎は別についてくる
必要もないので、関西だけ先に実現されるのが、二眼レフ構造が日本のためには重要だと思います。 

〇新川氏 どうもありがとうございました。 
関西もっと頑張れということですが、併せてやはりそれぞれの地域が、関西もそうですけれども、

きちんと中枢機能を持って、日本だけではなくて、世界の中心として、その役割を果たしていく、世
界中がみんなそうなっていかないと、本当にこの地球上全部だめになるぞと、そんなお気持ちも何か
伝わってくるような話をいただきました。ありがとうございました。 

関西頑張ろうというようなお話を４人の方からいただきましたけれども、広域連合委員の皆様方は
どうお聞きになられたでしょうか。先ほど、ワクチンのお話もありましたし、情報発信という点では、
藻谷さんからもお話ございましたが、吉村委員、ここまでのお話を聞かれて、これからに向けて、何
か一言いただければと思いますが、いかがでしょうか。 

〇吉村委員 お話をお聞きしていまして、まだまだ関西、頑張らなきゃいけないなと、大阪も頑張らな
きゃいけないなと思いました。 

考えれば分かるのですが、日本の政策って、ちょっと異常ですよね。何で、これだけ東京に集中し
ていることをみんなが不思議に思わないのかなと思い
ます。 

政治もそうだし、経済もそうです。あらゆる機能が東
京に集中しています。それから情報もそうです。大阪の
情報、関西の情報が箱根を越えることなんか、ほぼなか
ったです。今まで。全部、情報は全て東京が集約すると。
まあ、それを異常と思わないこの日本の国政の方向性を
僕は異常だなと思っています。このコロナのときに、情
報が、箱根をちょっとずつ越えることもありました。僕
が大騒ぎをして、何とか越えることもあるのですが、ま
あ、全てが東京に集中している。これは極めてリスクが
高いです。 

要は、今回、コロナ禍でも明らかになりましたし、もしこの災害が多い日本で、東京エリアに大き
な災害が起きたときって、日本ってどうなるのと。これをまともに国会でも話してないですよね。僕
は国会議員の時代も少しありましたから、分かりますが、国会議員も一極集中です。偉そうなこと言
っている人が多いですが、国会の中で、外交をどうするとか、防衛をどうするとか、何か偉そうなこ
とやっていますけど、本当に地方分権のことを考えてくれている国会議員なんか、もうほとんどいな
いと思いますね。だから、これを変えていかないといけない。 

じゃあ、東京一極集中で、日本にとって大きなメリットがあるのなら、僕はそれでもいいと思いま
す。でも、ちょっと皆さん、考えていただきたいです。確かに、戦後、焼け野原の中で、高度経済成
長期、周りのアジアも成長してない時期に規格大量生産をどんどんやっていって成長しようという時

吉村委員（大阪府知事） 
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期は東京一極集中でよかったと思います。それが終わってから、日本って、全く成長、ほぼしてない
じゃないですか。東京一極集中のリスクは抱えているのに、メリットを受けてないのです。これに対
して、いろんな諸外国はどんどん成長しています。でも、日本は島国の中でリスクを抱えたまま、東
京一極でメリットも得られてないのに、これを受け入れていると。これは僕おかしいと思います。日
本人がそうなのか分かりませんけど、現状の問題点はすごく皆さん寛容ですけど、新たなことにトラ
イすることには、物すごく不寛容なのが僕は日本の文化だと思って、これはやっぱり何とか変えてい
かなきゃいけないと思っています。 

そういった点からも、今回、大阪都構想に挑戦もしました。２回目の挑戦です。これは大阪の構造
を考えたときに、いろんな反対も言われましたが、平たく言えば、大阪市と大阪府一つにしたほうが、
大阪は力発揮できるよねと、極めてシンプルな考え方です。細かい、それぞれ政令市の議員とか、立
場から見たら言いたいことあるのかもしれませんが、大きな目で見たときに、完全に日本は東京一極
集中の中で、大阪にもう一つの二眼レフをつくろうよと、そのときに大阪市と大阪府がばらばらにや
るのではなくて、一体でやったほうが力発揮できるよねと、それだけのことですけども、現実にやろ
うとしたら、僕らの力不足ということもありましたが、否決ということになりました。かつてもそう
です。東京も東京市と東京府がありましたけども、40 年ぐらい東京の力が発揮できないというので、
言い争いになって、そして最後は 1943 年に、これじゃだめだというので、東京市と東京府を出して、
合わせて東京都になりました。当時は東條英機が非民主的な手続でやりました。今は、そういう非民
主的な時代じゃないですから、民主的な手続でやろうとすると、いろんな利害得喪が絡んできて、大
きな目線というよりも、目の前の視点ということになって、否決になりました。統治機構を改革して、
二眼レフをつくるというのも、口で言うのは簡単だけども、実行するっていうのはなかなか難しいな
と、肌で感じながら、今やっているというところです。 

ただ、諦めたらそこで終了です。大阪、関西の力を発揮できるにはどうしたらいいのか、大阪も府・
市がばらばらにやるのではなくて、一体でやっていける仕組み、府・市一体の成長戦略が実行できる
組織、これを今、松井市長とともに、新しい条例なんかができないか、新しい仕組みができないかと
いうことを模索しながら、成長戦略も一体化で進めているところです。 

ですので、これからもそういったところをぜひ僕は目指していきたいと思います。道州制も、僕は
本来やるべきだと思います。日本の総理のように、本当に内政の細かなところまで一生懸命やってい
る国はないと思います。本来国がやるべきことに特化してやってないですよね。だから、きちんと役
割分担を明確にして、本来国でしか絶対できないことに強化することで、国を強くしていく、そして
道州の単位でやっぱりやっていくべきことは多くあると思うので、僕は道州制も賛成です。でも、都
構想ですらなかなかなのに、道州制はまた、大変だなと思います。今、関西広域連合の知事さんが全
員来ていますけど、ここで道州制やろう、やる人いますかって手挙げたら、多分ね、僕１人で手挙が
って終わると思います。 

いや、道州制の問題点があるという議論はもうやるつもりはないですけど、要は、今それぞれの政
治のポジションがある中で、統治機構改革やるっていうのは、本当に難しい。大阪は大阪でやります
けども、本気でやるっていうのであれば、やっぱりこれは国会でもこの議論はしてもらわないと。で
も、国会議員も結局、地方議員に支えられていますから、そういった意味では、この統治機構改革っ
て、日本でできるのかなと、都構想を実現させて、次は道州制というのも考えましたけど、ちょっと、
壁にぶち当たっているという現状です。 

ただ、僕は大阪に生まれ育って、関西人でもあります。関西を強くしたいという思いがありますの
で、広域連合の枠組みに当然大阪も入っていますし、大阪を強くする、これが二眼レフの一つをつく
ることになると思っていますので、これからも諦めずに目指していきたいと思っています。 

〇新川氏 ありがとうございました。 
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大阪には、ぜひ頑張っていただきたいと思います。併せて分権ということをもっともっと徹底して
いかなければ、これからの日本はないし、大阪も関西もない。そうしないと本当にこれからの危機社
会、危険社会というのを乗り越えていくということにもならないというお話をいただきました。 

さて、ここまでの話を聞かれて、井戸広域連合長からも、ぜひ一言いただきたいのですが、関西と
して、いかにこれから動いていったらよいのか、お話をお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。 

〇井戸広域連合長 コロナ禍で、ようやく過密の弊害というのが明らかになってきたと思います。南海
トラフの確率は 70 から 80 パーセント、首都直下型地震は 80 パーセントですよ、30 年間で。必ず 30
年のうちに大きな地震に遭いますが、そういうことを認識して住んでいる人、どれだけいるんだろう
か。ほとんどいないですよね。自分だけ大丈夫だと思い込んでいる。 

それから、政府も対策を全然やっていません。実際は、ちゃんと対応をしていく筋道をつけないと
いけない。そういう状況を誰も認識してない。それが少
しずつあぶり出されてきている。 

もう一つは少子化ですよね。東京に若い女性が吸い込
まれるんですが、東京では未婚率も高く、また出生率が
低いので、少子化がどんどん進む。 

高齢化に関しても、あと 10 年たったら、東京はひどい、
惨たんたる高齢化の実情にある。それと、もう一つ、やは
り本社が集まっているけど、本社って何しているのだろ
う。本社の機能って何かといったらね、銀行の本社と金
をやり取りする相談をしている機能が大部分、だから銀
行が東京に集まっていて本社も集まっていますよ。だけ
ど、あんな機能は分散させようと思ったら幾らでもさせられる。なぜ、ああやっているのか。それは
階級制ですね、一種の。東京にいたら、いい仕事をしていると思い込んでいるというところがあるの
ではないか。だから、松本さんは立派です。東京に行かない、本社も移さないと言われています。東
京一極集中に拍車をかけたのはどこかというと、関西企業ですよ。一番最初に、住友銀行が、新宿へ
出て行きました。それに全部くっついて行ったのです。そういう意味で、関西が東京一極集中を生ん
で、育てて、今に至っているという状況にあります。 

だから、これをどうやって歯車を逆に回すかということの試みの一つが関西広域連合だったと、私
は機能の面では思っています。 

ただ、これが難しいのは、関西というのは、文化も歴史も違うし、自然環境も違うし、まちづくり
の歴史も状況も違うし、産業構造も違うし、地域特性もばらばら、つまり、多様性が関西です。多様
性が関西だから、大阪のパワーも強いけど、大阪だけでは、全部を引っ張っていけないところがある
のです。私は、今回、きっと大阪都構想が実現していて、それでようやく東京に対抗できるパワーが
できて、そして関西広域連合と大阪都が組んで、東京と対峙しようというエールの交換をしたいなと
思って、吉村さんに来てもらおうとしたのですが、ちょっと思惑が外れまして、これは非常に残念で
す。ただ、いずれにしても、東京に対峙できるようなパワーを持たないといけない。それは、政治的
にも、組織の面でも、人的にも、経済力でも、みんなパワーを持たないといけないということがある
のではないか、そのような意味で、多様性の関西に統合力を持たせないといけないのではないか。そ
ういう意味で、関西広域連合のような組織をつくるべきだと思って 10 年やってきたと、こういうこ
とですので、次の 10 年は統合力を発揮して、そのパワーを外に対して発揮していただきたい。大阪
都はなくても、関西広域連合で集中して対東京対策をやっていくような、そういう力を発揮してもら
いたい、それはできるはずだというのが私の確信です。 

〇新川氏 ありがとうございました。様々な集中の問題をいかに分散させ、そしてよりよい未来への筋
道を描いていくのかというときに、恐らく経済を始めとして問題もいろいろありました。その中で、
関西の持っている多様性に注目すると、いろんな力があることがわかります。それらのそれぞれの力

井戸広域連合長（兵庫県知事） 
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をそれぞれが発揮しながら、伸ばしながら、同時にその力をどう合わせていくのか。その時関西広域
連合による、多様性の中の統一・統合といったようなものの力の引き出し方、その力づけの仕方とい
うことを真剣に考えていく必要がありそうです。そしてそのためにも、もう一方では関西の中のそれ
ぞれがまた力をつけ、それを発揮していかないといけないというお話だろうと思っております。 

これからの関西、特に今日は関西広域連合 10 年ということで、この 10 年が言ってみれば入れ物を
つくるというところで、ひょっとするとそこで止まっていたかもしれません。でも、それなりの入れ
物はできてきたのです。むしろ、これからどういうふうに、その入れ物の役割・能力というのを発揮
させていくのか、さらにその統合の力を強めていくのか、そういう段階かもしれないと思っておりま
す。そうした観点から、ぜひこの関西広域
連合への期待をパネラーの皆様方から一
言いただければと思っております。 

須藤さんから見て、この関西広域連合、
どんな役割をこれから期待されるのでし
ょうか。 

〇須藤氏 私は広域行政に非常に期待して
います。私が相手にしている野生動物に
は、県境がありません。カワウは空を飛ん
できますから、岐阜県でやったカワウ対策
が滋賀県にも影響します。そして、イヌワ
シは県境に棲んでいるので、個別にやって
いたのではできない生息地保全について、
関西広域連合に大変期待しています。この
10 年、関西は特にカワウの対策においては、関東に勝るといいますか、世界に先駆けるような仕事を
してきました。それは、広域を俯瞰して動物を見たからです。そのようなことを今後も続けていって
ほしいです。 

また、コロナ禍によって、生き方、豊かさについて、これまで求めてきたものは、何かちょっと違
うのではないかと思っている人は多いと思います。密じゃないところに住んでいる私たちは、何だか
とても豊かで、そして健康です。そのようなことをぜひとも守ってほしいと思います。関西は中山間
地域を広く持っています。そのようなところがどうして豊かで、どうして健康なのか、それは人が少
ないからです。それをマイナスと見るのではなくて、それはプラスだ、強みだと思って、いろいろな
ことに取り組んで欲しいです。 

そして、野生動物の対策は、広域を俯瞰することが必要不可欠なので、引き続きお願いしたいと思
います。 

〇新川氏 ありがとうございました。 
本当にカワウにも、あるいはシカにも、イノシシにも県境はありません。本当に広域で考えないと

いけないところがたくさんあります。関西はそういうカワウやシカやイノシシがいるという意味でも、
このすばらしい環境に恵まれています。それをどう生かしていくのかというのが、これからの関西広
域連合の一つの統合力を表す方向かもしれないと思いながらお話聞いていました。ありがとうござい
ました。 

それでは、植田さんからもお願いいたします。 
〇植田氏 私からは、観光立国という言葉を日本で初めて使った方というのがどなたかというと、実は

松下幸之助さんです。この関西の大経営者、全然観光とは関係ない事業をやられているのですが、実
は昭和 29 年という、戦後間もない時期に、文藝春秋に観光立国の弁ということで、初めてこの観光立
国という言葉を使われたのが、実は松下幸之助さんということになります。 
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それで、この中の一節で、こんなことを言っています。石油とか石炭というのは、使えば減るけど、
美しい景観というのは幾ら見ても減らないじゃないかということ、そして観光省を設立して、総理、
副総理に次ぐ観光大臣、これを任命せよということで、観光省ではないですが、観光庁が最近になっ
てようやくできました。また、観光というのは平和産業だということを言っております。 

そして、ここが、ちょっと私の今日申し上げたいところですが、観光の思想、考え方というのは、
相互扶助と持てるものを他に与える博愛の精神とおっしゃっているんですね。まさに、今日、関西広
域連合のこれからの在り方ということで、この松下幸之助さんの、この観光立国の考え方、思想、こ
れがまさに今後のこの８府県４政令市の今後の在り方と思っております。例えば、この８府県の中で
人口の多いところ、それからそうでないところ、それから観光客の多い・少ない、インバウンドもそ
うだと思いますが、それから観光資源の多いところはメリットがあるかと思います。大きなところと
小さなところがある中で、持てるものがそうでないところにしっかりと与えていくという博愛の精神、
それから相互扶助ということでいきますと、例えば徳島県は、医療の担当で、例えば、災害があった
ときのドクターヘリの相互補完関係もまさに相互扶助ということになるのだろうと思っております。 

そういう面では、まだまだ、それぞれの県でといったところが多くあるかと思います。今後の 10 年
ということに関しましては、先ほどの相互扶助、博愛の精神ということですね、やっぱり全国のお手
本になれるような、関西広域連合というものを我々は期待をしていきたいと思います。 

先ほど、井戸広域連合長から、やっぱり関西はパワーだというお話がありました。それと、加えて、
相互扶助、博愛の精神、人の優しさということも備えたような地域であり続けてほしいなということ
を期待したいと思います。 

〇新川氏 どうもありがとうございました。 
観光立国ということから、その精神、心のところにもっとしっかり目を向けて、そして関西 12 府

県市の心として、地域の新しい文化をつくっていくことが関西の本当の強みになっていくのかもしれ
ないと思いながらお話を聞いていました。ありがとうございました。 

経済界への期待も極めて大きいのですが、松本会長、これからの関西、あるいは関西広域連合への
期待、道州制のお話なども含めて、一言お願いできますでしょうか。 

〇松本氏 関東と関西の何を比較して劣っているのかということをもう少し厳密に考える必要があると
思います。 

それは何かというと、GDP の３要素(消費、設備投資、輸出)では関西が劣っているということです
が、数字で見える以外のものを関西は関東より持っている。それを今、パネリストの皆さんは言い続
けているわけです。では、定性・定量含めて、定義を変えてしまえば、きっと関西のほうが、優れた
地域であるということになります。関西には日本の国宝の 50％があることや、和歌山にはものすごく
きれいな環境があるなど、関西として GDP に加えて定義づけをして、関西のほうが優れて立派な地
域ですよという論調を張っていけば良いと思います。 

私は住友電工におりますが、住友グループには白水会というのがあります。主力の 19 社があり、
18 社は東京に本社を移しました。私だけが淀屋橋に残っている状態で、大体悪いのは住友だと、いつ
も言われるのです。ですが、「大阪・関西万博」の寄付を募るときに、白水会から 100 億以上がぽん
と出てきました。東京に本社を移しても、住友のメインの会社は、関西に対してノスタルジア、愛着
を持っているので、いざというときには、きっちりと貢献します。 

関西広域連合の歩みを振り返りますと、達成した成果がある一方で、そのポテンシャリティがまだ
生かし切れてない。次の 10 年に向けて、大胆な飛躍を遂げるためには、いろんなことを考えないと
いけない。 

関経連が 11 月 16 日に発表した提言では、関西広域連合には、今後 10 年で都道府県を越えた広域
行政のモデルとして、分権・分散型社会実現の重要な先導役になっていただきたいと経済界は考えて
いるわけです。そのために、関西広域連合が果たすべき機能・役割として、三つ、企画調整機能の強
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化、広域行政の深化と拡張、国からの権限移譲の受け皿となる体制づくり、そして地方分権改革の新
たな手法の推進を掲げております。 

この三つの機能・役割を果たすための必要な制度設計として、組織改革と財源確保が必要であると
考えます。まず、組織改革としては、２府６県全てが全７分野の事務に参加いただくことが必要では
ないでしょうか。構成府県市の事務・権限の移譲と実施事務の広域化が必要です。 

また、関西広域連合のみに認められている国に対する要請権の行使が必要です。 
さらに、職員の長期在籍やプロパー化など、本部事務局の機能強化、多数決の導入や広域連合長権

限の強化など、意思決定プロセスの見直しを進めていく必要があるのではないでしょうか。 
財源がないと何もできませんので、構成府県市からの予算の移管、将来的な課税権の獲得など、自

主財源の充実も必要であります。 
こうした方針にのっとって、提言では、関西広域連合に取り組んでいただくべきと考えている分野

の具体例を四つ挙げています。 
一つは関西のデジタル化の司令塔、それから現在政府が進めているデジタル庁創設の動きなどを踏

まえて、広域連合が行政のデジタル化推進を主導して、関西一体のシステムの標準化・クラウド化を
進めていただいて、スマート自治体をつくっていくということです。 

それに、関西には行政の中に産業を育てるという組織があるわけですね。それを統一して、ドイツ
でいうフランホーファーという組織がありますけども、２府６県の公設試験研究所という機関、これ
を関西広域連合の傘下に統合して、運営を一体化して、スタートアップとか、ベンチャービジネスの
育成をしていったらいいのではないのかということなどを提言しています。 

それから、組織の問題は、非常に微妙な問題ですが、広域連合長と広域連合議員の直接選挙につい
ても提言しています。関西経済界としては、関西広域連合に多大なる期待を持っています。ぜひ一緒
に、官民力を合わせてやっていって、量・質ともに、立派な関西をつくっていきたいと思います。 

〇新川氏 よろしくお願いいたします。 
吉村知事、ここまでの話を聞かれて、ぜひ連合委員としても、一言お願いしたいのですが、いかが

でしょうか。 
〇吉村委員 関西広域連合は、今回のコロナ対策、ドクターヘリも含めて、やはりこの関西が一つにな

って情報共有するというのは、非常に僕は大きな役割を果たしていると思います。大体、それがなか
ったら僕と井戸知事が隣に座ることもなかったかもしれません。関西一体でやっていこうということ
は、これはもう十分役割を果たしている、僕はもう一つ、ぜひ、もう一歩前へ進めることができるの
であれば、やるべきだなと思うのが、やっぱり地方の国の出先機関の丸ごと移管、これは僕ぜひ関西
広域連合でやるべきじゃないかと思っています。 

民主党政権の成果の一つとして、僕は丸ごと移管の法案をつくり、閣議決定までやりました。閣法
でやるというのは、これはかなりの、もう一歩のところまで行きました。だから、これは時間の修正
さえできれば、法案はほぼでき上がっていますので、あとは政治決断です。これを関西広域連合とし
てやるというのは、非常に大きな意味をもたらすと思っています。 

いずれにしましても、関西広域連合の一員として、これからも頑張っていきたいと思いますので、
よろしくお願いします。 

〇新川氏 どうもありがとうございました。 
情報の共有、そして丸ごと移管、すばらしい言葉をいただきまして、ありがとうございました。 
藻谷さん、ここまでお話を聞かれて、一言お願いします。 

〇藻谷氏 ありがとうございます。本当にたくさん論点はあるのですが、一つ、嫌な話として、次に南
海トラフが先に来るか、首都圏直下、あるいは富士山噴火が先に来るかということが、実際に都合の
悪いときに来るというのが、コロナでもよく分かりましたし、そもそも阪神・淡路大震災で我々は本
来目覚めていたはずですよね。あれを人ごとのように思った東京の人や、大阪の人は、やっぱり大き
な勘違いをしているわけです。どっちが先に来るか分かりませんが、噴火が一緒に入ってくると、東
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京のほうがずっと大変だと思います。南海トラフも大変ですけども、最悪なら南海トラフが起きた後
に、復興中に今度は東京がやられるということになります。 

そこで、実際そのときに、松本会長がおっしゃるように、関東に本社機能が全部集中しているリス
クというのは、明らかになるわけなので、そのときになって対処するのは遅いので、今のうちに二眼
レフできちんと、せめて本社、中枢機能をバックアップで両方に持っておこうということは、ぜひ、
10 年後じゃなくて、今年から、もっともっと大きい声で呼びかけていただくと同時に、地震が来ない
と動かないのが東京の人ですが、来ると急に、やっぱりやばかったと、急に言いだしますので、実際
に東京にいろんな問題が起きたときに、すぐ関西から救いの手が来て、さあ、こっちおいでと言える
ような行動計画などをぜひつくっておられたらいかがかと私は思うわけでございます。伊吹山はちょ
うどその間でございますので、どっちが来ても大変ですが、補給基地としてよろしくお願いします。 

〇新川氏 ありがとうございました。 
それでは、最後に井戸広域連合長から、ここまでの話を聞かれて、本当に危機事態への対処が喫緊

の課題なのですが、目前の危機も含めて、これから関西広域連合は、どういうふうにその将来の発展
方向を目指していったらよいのかをお伺いしたいと思います。特に、先ほどご報告いただいたように、
いよいよ仁坂知事が次の広域連合長ということで、それこそ新しい時代が始まるところですが、そこ
に向けて、ぜひ一言お願いしたいと思うのですが、いかがでしょうか。 

〇井戸広域連合長 先ほど記者会見で、関西広域連合の 10 年、何に貢献したのかと聞かれたときに、私
は、関西広域連合は 10 年間活動を展開してきた。その活動ぶりが一番の貢献だと申しました。 

ということは、もはや関西においては、関西広域連合の役割とか機能に対して、それだけの期待が
集まっている、十分に役割を果たしているかどうか分かりませんが、そういう期待が集まる存在にな
っているのではないか。だから、次の 10 年はもっともっと機能するようにしていきたい。その機能
をさせるためには、先ほど松本会長からも提案あったような諸問題もまともに受けていかなきゃいけ
ませんし、もう一つは、やはり広域行政の在り方を、国の統治機構の変更と絡み合わせて、さらに議
論していって、関西広域連合はどんな役割を果たせるのかということを考えてみるのかなと思ってい
ます。 

ただ、関西広域連合の設立の理念がありまして、この関西広域連合は道州制へ移行するための一里
塚ではないということをお互いに確認し合った上で発足させたので、関西広域連合そのものが変質し
ていくことが望ましいのか、それとも、別の組織で生まれ変わったほうがいいのか、その辺は十分に
議論、検討してもらったらいいのではないか、こだわることはないのではないかと思っています。 

それからもう一つ、松本会長から提案のあった、産業機構を一元化するという話については、当初
から、関西全体の公設試験研究機関を統合して、得意分野ごとに各県が機能を発揮して、資源を得意
分野に集中して、そしてネットワークで対応することが非常に効率的なんじゃないかという議論もあ
ったのですが、一方で中小企業の活動というのは、何も得意分野だけでもないものですから、そうす
ると、窓口機能というのは、全部の公設試が持たなくてはいけないけど、得意分野は得意分野として
役割分担するというのも一つかもしれない。これなどは、すぐに検討を深めれば、解決策が出るかも
しれない分野ですので、十分に検討していく余地があるのではないかと思っています。 

そのような意味で、一番の広域連合の弱みは何かというと、事務を持ち寄っているということです
よね。広域防災、広域産業、広域医療、広域観光、スポーツというように、事務を持ち寄ってつくり
上げているのが、広域連合の仕組みですので、固有の事務をどうやって獲得していくのか。それの狙
いが実をいうと、国からの事務権限の移譲の受け皿だという位置づけでしたが、これがなかなか進ん
でいない。固有の事務を持たないと、財源強化もできないですね。広域事務の持ち寄りだから、構成
団体からお金をもらえますという構造になっているのですが、固有の事務があれば、その固有の事務
を果たすための財源をどうするのかという議論につながるので、固有の事務をどうやって持つか、こ
れがこれからの広域連合の大きな課題であると思っております。 
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しかし、今日は大変示唆に富んだ、あらゆる角度からのご意見をたくさんいただいたということで、
お礼を申し上げさせていただきたいと思います。 

ありがとうございました。 
〇新川氏 どうもありがとうございました。 

最後に、井戸広域連合長からおまとめをいただきましたので、改めて申し上げることはあまりない
のですけれども、今日のパネラーの皆様方のお話の中から、これからの関西、そして関西広域連合の
行く道というのが少し見えてきたかなと思いました。 

関西が持っている、本当に豊かな、多様な特性というのをどう生かしていくのか、そしてそれをい
わば世界基準の中で改めて問い直していくということ、その中から恐らく集中に対する新たな分散の
体制、そして集権に対する新たな分権体制づくりというのが進んでいくのではないでしょうか。その
ときに関西広域連合というのは、本来の広域連合としての固有の仕事というのを持って、この国の在
り方そのものを根幹から変えていく大きな先導役にもなっていくのではないか、そんな姿を思い描か
せていただきました。そして、そうなっていくためにも、関西広域連合がやらなければならないこと、
まさに自分自身のガバナンスをどう強化をしていくのか、同時に、関西広域連合としての新しい社会、
経済、文化というものをどうつくっていくのかが改めて問われているということだろうと思います。 

次の 10 年、関西広域連合の新たな発展ということをぜひみんなで実現するべく努力をするきっか
けに、今日のこのパネルディスカッションがなっていればと願っております。 

パネラーの皆様方には、ここまで本当にしっかりご議論いただきましたこと、改めて感謝を申し上
げて、このパネルを閉じたいと思います。どうもありがとうございました。  
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３． 座談会 「関西広域連合の10年を振り返る」 

※ 役職等は式典開催日（2020 年 11 月 25 日）時点のもの 
 
〇中塚氏 今日の進行のプランだけ、ちょっと最初にお話

ししたいと思います。 
まず、元関西広域連合委員の嘉田由紀子参議院議員と

山田啓二教授に最初、話題を提供していただいて、その
区切りで関連する発言をしていただきます。その次に、
設立当初から現在も関わっていただいている井戸連合
長、仁坂副連合長、飯泉知事に発言いただき、その時点
でまたフリーに関連発言をいただきます。最後に、設立
後に広域連合委員に就任いただいた三日月知事と西脇
知事に、参加された当時の印象も含めてお話しをいただ
きます。その後、関西広域連合の定番ですが、最後に連
合長に総括いただきます。今日、多分井戸連合長最後の総括の仕事になると思います。 

それでは、最初に嘉田議員、よろしくお願いします。 
〇嘉田氏 私自身、大変思い入れの深い関西広域連合、こうして引退してからもお声をかけていただき、

改めて感謝申し上げます。ありがとうございます。 
私は 2006 年に滋賀県知事に就任をいたしまして、関

西全体で大きな意思決定の場が必要だと思ったことが
二つあります。一つ目は、ずっと私、それまで 30 年、
40 年、研究者として淀川水系流域委員会など琵琶湖・
淀川水系の流域ガバナンスにかかわってまいりました。
そのときに上流と下流、琵琶湖を抱えている滋賀として
は、下流にもっともっと、ちゃんと声を伝えたいのです
が、途中に支分部局という国の出先機関があって、直接
話ができない。実はライバルという言葉はリバーから来
ています。ですから、上・下流はもう運命的に対立する。
そこを対立せずに上流は下流を守り下流は上流に感謝
するという、相互扶助の関係をつくれないかとずっと研究者の時代から思っておりました。知事にな
ってからも、例えば、大雨のときには琵琶湖の出口を塞いで下流を守る、あるいは渇水のときにも上
流が我慢をして下流に水を供給するというスキーム作りを責任を持ってやりたいと思っていたので
す。けれども、直接話す場がなかったというのが、私が知事時代に広域連合が欲しいと思った理由の

中塚氏（ワールドマスターズゲームズ 2021 

関西組織委員会事務局長） 

出演者 嘉田由紀子氏     （前滋賀県知事、参議院議員） 
    山田啓二氏      （前京都府知事、京都産業大学法学部教授・学長特別補佐） 
    井戸敏三広域連合長  （兵庫県知事） 
    仁坂吉伸副広域連合長 （和歌山県知事） 
    三日月大造広域連合委員（滋賀県知事） 
    西脇隆俊広域連合委員 （京都府知事） 
    飯泉嘉門広域連合委員 （徳島県知事） 
司 会 中塚則男氏      （ワールドマスターズゲームズ 2021 関西組織委員会事務局長、 

前関西広域連合本部事務局長） 

嘉田氏（前滋賀県知事、参議院議員） 
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一つ目です。そのあたり、山田京都府知事（当時）、あるいは橋下大阪府知事（当時）ともお話がで
きて良かったと思っています。 

それから二つ目は、2009 年の春に新型インフルエンザが流行しました。あのとき、滋賀県初の感染
者は、兵庫県滞在中に感染した可能性がありました。私はもらいインフルと言っていたんです。それ
で、そのときに学校の休校をどうするか。滋賀県だけでは判断できない。京都府、大阪府、当時はあ
りがたいことに、井戸兵庫県知事さん、それから山田京都府知事（当時）さん、橋下大阪府知事（当
時）さんと、携帯電話で相談しました。そしてまだ自民党政権でしたが、舛添厚労大臣（当時）と真
夜中に携帯電話で、学校をどうするのか相談しました。住民は県境に関係なく動くわけですから、普
段から府県が一緒に意思形成する場が欲しいと思ったのが 2009 年の春です。その後、2010 年に関西
広域連合が発足し、この 10 年間どうだったかということを後から時間があったらお話しさせていた
だきますが、ともかく日本で最初に関西で発足して、次は九州地方かといわれていたのに全然続いて
いません。吉村知事も言っていらっしゃいましたけれども、もっともっと地方に足元を置いた意思形
成というのをしていかなきゃいけないだろうと、国会の場からも思っております。 

〇中塚氏 ありがとうございます。それでは山田教授、よろしくお願いします。 
〇山田氏 引き継ぐ形になると思いますが、私が一番思い

出深いのは、やっぱり東日本大震災。今お話があったよ
うに、当時は知事同士、全て携帯がつながっておりまし
たので。覚えているのは、私、井戸兵庫県知事、嘉田滋賀
県知事（当時）、橋下大阪府知事（当時）をはじめ、この
東日本大震災に対して関西はどういう行動を取るべき
か、ということを電話でまずやり取りしました。電話で
やり取りしたのが実は朝の８時か９時ぐらいだと思いま
す。そして、お昼過ぎには、みんなで神戸市内に集まりま
した。そこで対口支援、要するにそれぞれが分担を決め
て、岩手県と福島県と、そして宮城県を支えていく、これを本当に半日でやり遂げた、これがまさに
関西広域連合の力だったなということを実感しております。 

ほかにも実は、その後にはエネルギー問題、原子力発電所の問題、こうした問題からインバウンド
に対する問題、関西広域連合はこういう問題を捉えて、それに対応する力で関西を一つにしてきたと
思っています。それだけに、一言言わせていただきますと、やはり、今一番、関西広域連合が力を上
げて取り組まなければいけないのは、ポストコロナではなくて、ウイズコロナといいますか今のコロ
ナの問題だと思います。関西広域連合の役割の一つには、広域医療というのがあります。まさに、広
域的な関西全体のコロナ対策をどうするのかというところに力を発揮してもらいたい、まだその次の
話ではないなという感じがしております。 

地方制度調査会のこの前の答申、2040 構想研究会で、東京圏のプラットフォームというのがありま
した。それはもう関西にはあるということを示すことこ
そ、次の関西の未来を開く道だと思います。 

〇中塚氏 ありがとうございました。今、お二人から話題を
出していただきましたけど、何かこの時点でコメント、も
しくはご発言があれば。どうぞ。 

〇飯泉委員 今、山田教授さんのほうから、ウイズコロナ、
そして広域医療だとご発言がありました。広域医療を所管
している立場から申し上げておきますと、やはり今、物資
の点であるとか、あるいは和歌山県で PCR 検査が大変だ
といったときに、構成府県市で融通し合あったことが関西
広域連合の強みです。 

飯泉委員（徳島県知事） 

山田氏（前京都府知事、京都産業大学法学部教授） 



220 

今、患者さんが非常に増えており、中でも重症患者が逼迫をするときには、もう既に関西の広域医
療計画の中でこれをどうするか定めてあります。 

ただし、重症患者の皆さん方を移動させるというのは非現実的なものでありますので、軽症か、あ
るいは中等症、中等症の人でもアイソレーター（陽・陰圧装置付搬送具）の中に人工呼吸器をつけて
運ぶというのはなかなか現実的ではありません。せいぜい１時間しか無理です。こうしたことを考え
ると、我々としては軽症者、あるいは中等症の人たちを何とか隣接県同士で面倒見ようではないか。
また、中等症は、１時間圏内でドクターヘリを使って運べばいいじゃないかと言われる方がいますが、
これは無理です。ドクターヘリの中にアイソレーターを入れるというのは、今の段階では無理の状況
であります。 

しかし、大阪府のように非常に逼迫をしてきている状況になりますと、ここは既に吉村大阪府知事
が全国知事会を通して、国にも提言をし、ICU の拠点病院をつくり上げています。そして、それぞれ
の拠点病院から重症患者、あるいは中等症の患者をそちらへ持ってくることによって、ほかの病院の
ICU を空け、救急などでそこを使うことができます。こうした点が今、井戸連合長の兵庫県、そして
大阪府、神奈川県、この三つにつくられているのですが、まだまだ国のほうの緊急包括支援交付金の
中では、病院を建てるためには使えないという難点がありまして、昨日の西村新型コロナ対策担当大
臣との協議の場でも、徳島県知事ではなく全国知事会長として、この点を申し上げさせていただきま
した。 

〇中塚氏 ありがとうございました。それでは、井戸広域連合長にコメントいただきます。 
〇井戸広域連合長 嘉田さんのおっしゃった上流と下流の問題は、関西広域連合で積極的に取り組みま

して、研究会を４年にわたって研究し、答申をいただいております。これの具体化をどういうふうに
図っていくかということは非常に重要です。特に、琵琶湖の水の調整をしている瀬田の大堰、あそこ
の運営管理は非常に難しい問題です。もし下流を守るために閉めたために、琵琶湖の水位が上がった
場合には補償をしなくてはなりませんが、その補償の財源
はどうするのかというような問題まで出てきまして、研究
会では保険制度をうまく活用できないかというような提
言までいただいています。 

それともう一つは、滋賀県も、兵庫県も流域治水という
考え方を持っていますが、滋賀県の場合は、徹底して土地
利用まで規制をしていますが、兵庫県は残念ながら土地
利用までは規制していません。そういう流域調整の考え
方を導入しながら、その保険制度と組み合わせて関西の
安全を守っていくことの具体のイメージができましたの
で、これをどう発展させていくかということだと思って
います。 

それから、東日本大震災、今でも関西広域連合の構成団体で 100 人近い人たちが応援に行ってくれ
ています。これはもう 10 年たちますのに、こういう体制を取り続けているのは、はっきり言って関
西広域連合のメンバーの皆さんだからこそやれると思っています。 

広域医療の連携は、飯泉知事がおっしゃったように、やれることを現実に即してやっていこうとい
うのが一番の我々の役割です。やれなければ、どうしたらいいのかということで、協力できることを
協力していく。こういう、助け合うということ自身が当たり前になりつつあるということを私は大変
評価すべきだと思っています。 

〇中塚氏 それでは、仁坂副連合長、お願いします。 
〇仁坂副広域連合長 私は、先ほど吉村さんが道州制賛成か手挙げろと言われましたが、もちろん挙げ

なかったです。実は和歌山県議会でも、度重ねて答弁をしていますが、私は長期的傾向として、道州
制は不可避だろうと思っています。というのは簡単な話で、当時の交通の技術的な能力と今の能力と

井戸広域連合長（兵庫県知事） 
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では随分違って、それを前提にして、都道府県域が決ま
っているけど、それは多分間尺に合わなくなっていると
いうのは明らかだと思っているからです。 

しかし、簡単に、そうはいっても現在の制度の下で、
例えば、田舎のほうでも、それがゆえに幸せに暮らして
いる人もいます。そういうのを一切、いきなり血も涙も
ない革命みたいに、変えてしまうのは多分できないの
で、そういうことを考えながらやっていかなきゃいけな
い。道州制について言えば、道州間の財政調整と道州内
の財政調整を同時に議論しなければならないと思って
いるわけです。 

関西広域連合は、府県が残りますから、そういう意味では全然大丈夫ですが、和歌山県のような、
人口の少ない県からいいますと、やっぱり大阪府のような人口の多い府県の意向で、何となく引きず
られてしまうじゃないかという心配の気持ちですね、これが、賛成しても良いけど、どうなのかとい
って、皆さんいろいろ懸念しているのです。 

そこで、私は実は経産省時代にヨーロッパを担当していて、EU 委員会、当時は EC 委員会ですが、
いろいろメカニズムを勉強しました。これを取り入れたら良いじゃないか。あそこは、欧州委員会の
事務局があって、何か統合システムのようになっていますが、実は重要な決定は、欧州理事会ですね、
各国の大統領とか、総理が集まって、実は基本的に全員一致で決めているわけです。そういうメカニ
ズムを入れて、ただし、それで停滞が起こってはいけませんので、例えば、この問題については、私
は抜けられますという、その代わり全体の流れを止めません。そういうのをつくったら良いじゃない
ですかと言って、当時から、連合長に就任する前から一生懸命、全体を調整して準備してくださって
いた井戸兵庫県知事さんに申し上げて、そうしようということにしていただきました。 

そういう前提なので、和歌山県が一番小さいですけど、そういう県もあんまり懸念なく入れる。具
体的にいうと、ドクターヘリの制度というのは、実は関西広域連合で統合しているわけです。飯泉委
員の下に統合システムがあるのですが、実は和歌山県というのは、ノスタルジアからいいますと、ド
クターヘリの最先進県なのです。だから、そういうのがあるので、全部差し上げちゃうのはちょっと
嫌なので、名前だけ独立で残させてください。だけど、実際に協力をして、事実上、飯泉委員の配下
に入るようにしますからということで折り合っています。 

そんなようなことがあるので、我々は安心してみんなで協力をできるのですが、これから進化をし
ていくことを考えたら、もうちょっと、いろいろ統合していく必要があるのかなと今思っているとこ
ろです。 

〇中塚氏 ありがとうございました。飯泉知事、お願いいたします。 
〇飯泉委員 先ほど関経連の松本会長さんが道州制の話を言われました。ということで、この関西広域

連合、設立当初のときの思い出話として申し上げたいと思います。 
実は、第１次安倍内閣のときに、安倍総理が道州制をやる、憲法改正をやる、こうした話でした。

全国知事会でも憲法改正の、また道州制をつくるための委員会までつくられたところでありました。 
しかし、その後、これが沙汰やみとなり、民主党政権となって、そして国出先機関の丸ごと移管が

打ち出されました。ただし、これを受けられるのは都道府県ではなくて、地方自治法上で定められた
広域連合でないとだめだということになり、経済界のほうではあくまでも道州制、当時は近畿州と言
っていましたが、それはまだ法律にもなく、憲法改正には時間がかかる。じゃあ、広域連合でやった
らどうか。経済界とも一致をし、でも、近畿では少し名前がねということで、私も提案をさせていた
だいて関西広域連合に、まずそこを目指していこうということになりました。 

ただ、ここで大きな事件が起きました。丸ごと移管、急がなきゃと言っていたのが当時の橋下大阪
府知事さん。しかし、県議会の皆さん方の理解も得なければいけない、知事選も控えているという意

仁坂副広域連合長（和歌山県知事） 
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味で、今日ここにお越しの山田前京都府知事さんと、嘉田前滋賀県知事さんは、もうちょっと待って
くれということでした。そこで当時の橋下元大阪府知事さんは、じゃあ、そこは置いていきゃいいじ
ゃないかと、まずいけるところだけ、まず突っ走って、そして権限をもらう必要があるんじゃないだ
ろうかという話になりました。 

しかし、別に当時の嘉田滋賀県知事さんも、そして山田京都府知事さんも、関西広域連合に入らな
いと言っているわけではなかった。我々は入る、もちろん議会の同意も要るわけなので、そこで、鳥
取県の平井知事さんが、構成メンバーにどの府県が入るかをきっちりと決めた上で、そしてそれぞれ
の議会で全て議決が要る、どこか一つ欠けるだけでご破算になるという地方自治法の定めを橋下元大
阪府知事にしてくれました。 

そうしたことの中で、橋下元大阪府知事さんも、それならば大きいほうがいいやということになり、
最初の、関西広域連合が誕生しました。 

そして、すぐさま、年が明けると東日本大震災が起こり、ここで井戸連合長さんからもお話のあっ
たカウンターパート方式、これを編み出し、そしてその後はこれが国の対口支援制度になりました。 

そして私は広域医療から災害医療、こうした形に展開をすることになるわけでありますが、医療コ
ーディネーター制度をはじめ、様々な災害医療の制度、こうしたものを編み出していきました。 

まさに、関西広域連合が今の日本の様々なそうした広域制度、そのチャーターとしてつくり上げ、
今ではこれが日本の制度になりました。今思い返すと、なかなか懐かしい、しかし、一つ間違えれば、
この関西広域連合は、実はできていなかったということをぜひ、今日ここにおられる皆様方にはご理
解をいただければと思います。 

〇中塚氏 ありがとうございました。話が佳境に入ってきましたので、今お名前の出た嘉田議員、山田
教授、コメントありましたらお願いします。 

〇山田氏 当時、やっぱり道州制の議論がありましてね、橋下元大阪府知事さんが、これは道州制の一
里塚だというお話をされて、井戸兵庫県知事さんが、いや、道州制に代わるものだという話をされて、
私は関西広域連合つくってから考えたらいいと言っていました。 

結局、関西広域連合をつくる一つの理由というのは、関西で一つの意思をつくるということで、助
け合うとか、協力し合うのではなく、まさに関西として一つの意思をつくって行動する、そういう地
方公共団体をつくろうじゃないかということなので、ちょっとさっきコロナの話で、助け合い、協力
し合うという話が出たのは、少し違うのではないかと思います。 

関西として意思決定をして、行動するということに、是非現役委員の皆さんには持っていっていた
だきたいと思います。 

〇中塚氏 嘉田議員、お願いします。 
〇嘉田氏 私は当時、道州制には一番反対の極にいたと思います。もちろん、明治の初期、47 県ですね、

府もまだできてなかった時代と比べて、かなり交通網も発達し、人々の意識も変わりましたが、やは
り地方自治の現場、人間はやっぱり歩く距離が一緒ですし、人間の脳の認識できる範囲というのもそ
んなに広がってないので、やっぱり地方自治の原点として府県が必要だと思っていました。 

  しかし、今、山田知事がおっしゃったように意思を示す、そのためには権限移譲、国でやらなくて
いいことを、例えば川の管理とか、道路の管理とか、インフラなんか、もっともっと自治体に任せた
ほうがいいものを権限移譲、そして井戸連合長もおっしゃったように、その事務を持たないと財源の
根本がなくなるということですね。そのあたりで 10 年前から地方支分部局の移管ということは言っ
てきましたが、それは今、残念ながら、国政のほうで見ていても、全く沙汰やみです。 

地域主権改革なんていう言葉はどこかに飛んで、より一層、まあ言えば、どちらかというと国土強
靭化で、中央集権化が進みつつある、それも一方で災害が増えているということがあります。 

そのあたりで、災害対策のことも申し上げたいのですが、藻谷さんが言ってらっしゃいました、本
当に今、東南海・南海が早いのか、首都直下型地震が早いのか、本当に日本国として備えなきゃいけ
ないのに、全然この緊迫感がありません。 
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そのことで、関西広域連合の要望書の中にも、防災庁をつくり、東京と関西で二極構造にしようと
いう提案もありますが、災害対策に関西広域連合の実績がありますから、予防的に動いていく可能性
なり、備えがあるのではないかと思っています。 

関西広域連合は、防災プランを随分つくりました。藻谷さんに見ていただいて、動いてるよ、関西
はということを広げていただくようお願いいたします。 

〇中塚氏 ありがとうございました。創立者のお話が続きましたけども、新たにメンバーになられた三
日月知事、ご発言お願いします。 

〇三日月委員 ありがとうございます。難産の末生まれて
10 年歩いてきた関西広域連合を次の時代にもしっかり機
能を果たせるようにしていかなければならないなと思っ
て聞いていました。 

ただ、私は７年目ですが、なかなか難しいと思うことも
正直あります。例えば、北陸新幹線では米原ルートを主張
していたのに、ＪＲがちょっと言っただけで簡単に変え
てしまったことです。もうそのときは脱退したろうかと
思いました。 

いや、もうそれぐらいの覚悟で議論に臨んだこともあ
りますし、県内のある自治体がごみの広域処理で大変な
不手際をしてしまって、ご迷惑をおかけして、今日は大橋広域連合議会議長がお越しですが、議会で
相当ぎりぎりと追及されて、これはえらいことになったなということで、対話に苦労したこともござ
いました。ただ、やっぱり井戸連合長がリーダーシップを発揮され、それを仁坂副広域連合長にそば
で支えていただきながら、まさに関西は一つ、そして一つ一つを大事にしようとしてくださっている
からこそ、いろんな議論ができる。 

また広域連合議会ともしっかりと対話しながら、時には違いがあるけれども、それを乗り越えて元
気な関西をつくろうということで歩んでいる、この歩みはやっぱり日本の中でも唯一ですので、私は
大事にしていきたいと思っています。 

その意味で、次の 10 年を展望したときに三つあると思っていて、先ほど嘉田さんも、琵琶湖から
つながる淀川水系、水のつながりのお話がありましが、やはり、この琵琶湖・淀川研究会で積み重ね
てきた、それぞれの地域の個性を生かした流域ガバナンスというものを関西の中で、まさに水害保険
も含めて形づくっていくことができないだろうか、これが一つです。 

また、私は滋賀県知事として参加して、広域環境保全を担当させていただいていますが、まさに先
ほど須藤さんがおっしゃっていた、動物に圏域、県境はないというようなお話にあるとおり、広域行
政のスケールメリットをしっかりと生かしていきたいと思っています。 

その際に、次の 10 年、やはり気候変動、気候危機にどのように対応していくのかというのが大き
な課題だと思います。関西はやっぱり環境先進エリアとして、このことにスケールメリットを生かし
ていけるような、そういうメッセージを日本に先駆けて、行動とともに発していく必要があると思っ
ています。 

最後、三つ目は、ワールドマスターズゲームズ 2021 は延期になりましたけれども、これもアジア、
日本で初めて開催できるということですとか、2025 年の大阪・関西万博、ここで命ですとか、健やか
さですとか、もちろん、どういう単位で自治をやるのかということも大事ですけど、ここに住んでい
る人が幸せだ、健やかだという姿を表現することによって、ああ、関西っていいな、行ってみたいな、
組みたいなと思ってもらえるような、そういう地域がつくれるかどうかが、これから関西広域連合の
５年、10 年が問われていると思いますので、ぜひ皆さんと力を合わせてやっていきたいと思いまし
た。 

〇中塚氏 ありがとうございました。最後になりましたけど、西脇知事お願いします。 

三日月委員（滋賀県知事） 
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〇西脇委員 西脇でございます。まず私は、国の出先機関の丸ごと移管のときに政府側におりまして、
その対応の責任者をしておりました。そのときの話は今日いたしませんけれども、そのときに、色々
課題もかなり経験をさせていただき、２年半前に知事になりまして、広域観光・文化・スポーツ振興
を担当しています。 

政府側にいるときにも思っていましたが、持ち寄り事務は非常にはっきり持ち寄れるのですけれど
も、観光については、国土交通省にいたこともありまして、持ち寄る事務と府県市に残る事務に仕分
けできるのかという話をやっておりました。 

でも、知事になってみて、たまたまですけれども、インバウンドが非常に増えているときでござい
ました。 

昔、都道府県ごとの観光協会は仲が悪くて、客の取り合
いしていたわけです。でも、非常に高い旅費をかけてわざ
わざ日本に来られた方は、都道府県境と全く関係なく、今
は六つの世界遺産が関西にありますから、これを回りたい
という欲求は当然でございますし、当然、こちら側もそれ
に対応しなければならないという意味において、やはり広
域観光というのは、非常に大きなポテンシャルもあるし、
やらなければならないことも多い。 

なおかつ、文化庁が 2022 年度に京都に来ます。これは
京都にたまたま所在地があるだけで、国の機関ですから、
まさに関西に中央政府の機関が本格的にやってくる。しか
も 2025 年の大阪・関西万博、先日、事務局の看板かけのときに、総理が 2025 年大阪・関西万博は日
本の文化を世界に発信する絶好の機会だというふうにおっしゃっていまして、まさに文化と観光とは
一体です。 

２年前、私が陝西省にトッププロモーションに行ったときに、陝西省の共産党の書記の胡和平とい
う方は、この間の人事異動で本体の文化旅游部の部長になりましたけれども、その年、中国政府は文
化部と旅游部を一緒にすると言った瞬間に中央省庁、それから市町村、自治体に至るまで１年間で全
て統合しました。それぐらい親和性があるということなので、文化と観光というのは魅力を文化で、
それを観光で巡るということなので、私に与えられている仕事は、今、たまたまコロナでインバウン
ドが停滞していますけれども、必ずこれは収束するわけですし、そういう意味でも、政策の一つの大
きな分野として頑張っていきたいと思っています。 

１点だけ、国土交通省におりましたので、治水の話ですが、私が 35 年前、近畿地方建設局にいまし
たときに琵琶湖の渇水に遭いまして、今の災害と全く逆の話ですが、やっぱり江戸時代とか、室町時
代は瀬田川の洗堰が土でできていて、摂津の農民たちが鍬を持って、水を流してくれないからと言っ
て、壊しに行って戦闘が起こったというようなことがありました。これ、本当に広域行政の最も典型
的な分野なので、嘉田さんがおっしゃるように、この分野で機能を発揮できれば、かなりの大きな解
決の糸口になると実感しています。 

〇中塚氏 ありがとうございました。いろいろ論点出していただいて、本当はここから 20 分か 30 分、
時間があれば、本当に盛り上がると思いますが、そろそろもう終わりの時間が近づいてきてしまいま
した。仁坂副連合長、今までのお話を聞いて、何かコメントいただけませんか。 

〇仁坂副連合長 それでは、ちょっと申し上げますと、後で閉会の挨拶のときに申し上げようと思いま
したが、実は関西広域連合、できなかったこともありますが、できたことはいっぱいあります。 

考えてみれば、ドクターヘリなんていうのはまさにそのとおり、それから防災のカウンターパート
とか、それの流れで紀伊半島大水害が起こったときに、関西広域連合に随分助けてもらいました。 

西脇委員（京都府知事） 
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広域インフラ目標もつくりましたし、琵琶湖のマネジメントについて、広域で考えようという動き
もできて、立派な計画書ができました。それから、最近では新型コロナウイルス感染症対策としてで
きることを一緒にやっています。 

それから支分局は、ある意味では、初めの構想は流産しましたが、考えてみれば、関西広域連合が
できたから、日本を巻き込んで、それはどうするのかという議論が初めてできたと思っています。 

また、直接は関係ないですが、流れとしては国の本省機能の一部を移転しましょうというところで、
関西だけがそれを実現できています。 

それから、これまた大変でしたが、エネルギー、原発ですね。これも関西広域連合を一つの相談機
関として国が対応してくれたことにより、みんなでいろんなことが議論できました。 

大変役に立っていると、私はそう評価をしています。 
頻繁に、われわれ知事や政令市長が集まって、議論できる場がある。それを今後とも柔軟に活用し

て、必要なことに取り組めば良いと私は思っています。 
柔軟といっても、ただ柔軟なだけではなかなか進まないので、やっぱり共通のビジョンを持って協

力していくことは必要だと思っています。 
〇中塚氏 ありがとうございました。せっかくお越しいただきました元委員のお二人、何か言い残され

たことがありましたら。 
〇嘉田氏 本当に関西は一つと、実は一つ一つなのです。私は滋賀県ですから、結構遠くから見ていま

した。京都は文化・学問で、大阪が商売ですが、その一つ一つだったところが一つになれたというの
はすごいことだと思います。ですから、藻谷さん、どうぞ次にこういう講演をなさるときには、関西
はすごいです、こう言っていだいたら、私たちも自己認識ができると思います。 

一つ一つが、一つになったという効果は大きいと思います。 
〇山田氏 多分、これから、また関西広

域連合の出番が強まると思います。私
は特にやっぱりデジタル化が進んでい
くときに、共同化、標準化ということ
が必要になってくる、５G もそうなっ
てくる。 

そのときに、やはり関西の各地方公共
団体がばらばらにデジタル化を進める
のではなくて、まさに関西デジタルプラ
ンをつくって、共通化をしていくと、関
西はこのデジタル時代に一番先進的な
地域になって、そこから飛躍ができる
し、いろいろなものがまた一つにまとま
ることができると思います。 

これは、次期関西広域連合長の仁坂さんの一番得意とする分野でもありますので、大変期待をした
いなというふうに思っています。 

〇中塚氏 ありがとうございました。それでは最後に井戸広域連合長の総括、よろしくお願いいたしま
す。 

〇井戸広域連合長 もともと関西広域連合をつくったのは、関西の一つ一つを一つにしよう、そして統
合力を発揮しよう、そして関西全体としての司令塔機能を受け持とうというのが一番の狙いでしたか
ら、それなりの役割は果たしつつあると思っています。 

その際に、二つのことには注意しなければなりません。一つは組織の肥大化を招かないようにする。
それからもう一つは、屋上屋を重ねないことです。この二つは大原則にしました。それで、業務首都
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制という制度を採用しました。事務局はできるだけ少人数で、担当委員に業務を担当してもらい、そ
の担当委員のそれぞれの県の担当部局長が広域の局長を兼ねています。 

例えば兵庫県ですと、防災を担当したから、兵庫県防災監が広域防災局長を兼ねる、そしてその防
災監の組織が全部関西広域連合の広域防災局になる。 

広域医療でしたら、徳島県の保健福祉部長が広域医療局長になる、そして徳島県保健福祉部が関西
広域連合の組織になる。 

大阪市内にある本部事務局だけで業務をするのではなく、広域防災は兵庫県でやる、広域観光・文
化振興は京都府でやる、広域産業振興は大阪府でやる、広域環境保全は滋賀県でやる、広域農林水産
と広域職員研修は和歌山県でやるというように、業務を各広域連合委員が所管するという担当委員で
組織を構成しています。 

私は、この基本的な考え方はこれからも組織運営を考えるときにぜひ持続させたいと思っています。
それで初めて役割分担をして、責任感を持って、広域的な決断に参加できる。それが、これからも関
西広域連合の基本理念であると思っています。 

もともと、関西は一つ一つと言われているように、協力する意識が弱かったです。それに、大阪を
どうやって取り込んで一体的にしていくかというのが、もう一つの隠れた目標でした。これをうまい
具合に取り込んでいます。出ようと思っても、ほかのメンバーがうんと言わないと絶対出られない仕
組みです。自分で辞めたと言えないです。こういう仕組みに、うまい具合に橋下元大阪府知事を山田
前京都府知事と私で説得し、参画していただくことに成功しました。 

もう「関西は一つ」は辞められない。辞められないからこそ、この仕組みをしっかり生かして、関
西のポテンシャルをさらに充実できる担い手として、関西広域連合が今後も活動を展開することを目
指していかなければならないと思っています。 

〇中塚氏 締めの言葉ありがとうございました。それでは、この座談会をこれで終了させていただきた
いと思います。 
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４． 「関西新時代宣言」の発出 

式典の締めくくりに、東京一極集中を是正し、ポストコロナ時代に求められる国土の双眼構造を実
現するため、様々な活動主体の結節点としての関西広域連合が、次の 10 年に目指すべき姿を「関西
新時代宣言」として発出した。 

  

関西新時代宣言 
 

「分権型社会の実現」と「関西全体の広域行政を担う責任主体づくり」、「国からの事務権限の受け皿づくり」を進め、
関西から新時代をつくるという志のもと設立された関西広域連合は、発足から 10 年が経ちます。 
 この間、ドクターヘリの一体的な運航体制の構築や、相次ぐ自然災害でのカウンターパート方式による迅速な被災地支
援など、広域行政の責任主体として着実な成果を上げてきました。 
 一方で、分権型社会の実現に向けては、政府機関の地方移転を全国で唯一実現したものの、国の出先機関の移管
をはじめ国の事務・権限の移譲については、大きな成果は得られていません。 
 こうした中、新型コロナウイルスという未曾有の危機が世界を襲い、東京一極集中の弊害など我が国が抱える課題が
明らかになりました。ポストコロナの時代にふさわしい新たな社会づくりを進めなければなりません。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、
ここに宣言します。 
 
１ 広域行政のシンボルとして躍進する「関西広域連合」 

府県域を越える広域的な課題に関西が連携し的確に対応するため、責任主体として実施する７分野の広域事務
をはじめ広域行政を充実・強化し、府県域を越える唯一の広域連合としての存在意義を示し、我が国の行政課題の
解決をリードしていきます。 

 
２ 新次元の分権型社会を実現 

広域行政の成果を積み重ね、国の事務権限の受け皿たる能力を示し、省庁等が有する権能の移管や関西広域
連合に相応しい大括りの国の事務・権限の移譲につなげ、地域が自ら政策を決定し実行できる分権型社会の一日も
早い実現を目指します。 

 
３ デジタル化の推進と国土の双眼構造の実現 

文化庁の京都への全面的移転に続く政府機関の移転や広域インフラの整備を推進し、安全安心な国土形成のた
めのリダンダンシーの確保に取り組みます。その上で、多くの研究・教育機関やライフサイエンス、環境・エネルギー等の産
業機能が集積する関西こそが、５G から Beyond５G、６G を見据えた新時代のデジタル化を加速度的に進めることで、
日本の成長を牽引する関西を確立し、国土の双眼構造の構築を実現します。 

 
４ 世界のネットワーク拠点“関西” 

「ワールドマスターズゲームズ 2021 関西」を通じて、関西の多彩な魅力を世界に発信することで、2025 年「大阪・関西
万博」の成功につなげます。そして、アジア・世界とのつながりや新たなイノベーションを生み出す「大阪・関西万博」のレ
ガシーのもと、人・モノ・情報が集積・融合・発信される世界のネットワーク拠点“関西”を創り上げます。 

 
令和２年 11 月 25 日 

                         関西広域連合 
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