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5. 財政  

（１）財政ルール 

地方自治法では、広域連合が安定した財政基盤に立って活動していく必要があるため、経費の支弁方
法については規約で定めることとされており（地方自治法第 291 条の４第１項第９号）、負担金（分担
金）に関して定める場合には、当該広域連合を組織する普通地方公共団体の人口、面積、地方税の収入
額、財政力その他の客観的な指標に基づかなければならず、（地方自治法第 291 条の９第１項）これに
より、広域連合の活動の地域間バランス及び構成団体の能力に応じて分賦金を定めなければならないと
されている。 

関西広域連合が、広域計画の実現に向けてその役割を効果的かつ安定的に果たすためには、次のよう
に自主的・自律的な行財政運営を行うこととしている。  

①主な収入  

ア 構成団体の負担金  

地方自治法第 291 条の９に規定する分賦金。各構成府県市が予算に計上する。  

イ 事業収入  

資格試験・免許等に関する事務の各試験の実施、免許交付等の手数料収入等  

ウ 国庫補助金等  

広域医療に関する事務のドクターヘリの運航に係る国庫補助金等  

②経費の区分  

経費は以下の３種類としている。  

ア 総務費  ：本部事務局の人件費（企画調整費に含まれるものを除く）、維持費、議会経費、行
政委員会経費等、広域連合を維持するための基礎的経費。  

イ 企画調整費：広域にわたる行政の推進に係る基本的な政策の企画及び調整に関する事務に要する
直接経費  

ウ 事業費  ：各事業に要する経費  

③負担金の額の算出方法  

経費の区分 負担する構成団体 負担割合 
Ⅰ 総務費  総務部門  全構成団体  均等割(100％)  

資格試験・免許等分野の
人件費  

鳥取県、奈良県、指定都市 
を除く  

受験者数割(100％)  

Ⅱ 企画調整費  企画部門  全構成団体  均等割(100％)を原則とし、均等割により難い
事務経費にあっては人口割など、広域連合長
が別に定める負担割合  

Ⅲ 事業費  広域防災分野及び広域
環境保全分野  

鳥取県を除く 人口割(100％)  

広域観光・文化・スポーツ
振興分野(通訳案内士に関
する事務) 

指定都市を除く 人口割(50％)、宿泊施設数割(50％) 

広域観光・文化・スポーツ
振興分野(通訳案内士以

全構成団体 人口割（50％）、宿泊施設数割（50％） 
ただし、文化及びスポーツの振興に関する事務
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外の事務) に係る経費にあっては、人口割(50％)、均等割
(50％) 

広域産業振興分野 奈良県を除く 人口割(50％)、事業所数割(50％) 
ただし、第１次産業の振興に関する事務に係
る経費にあっては、第１次産業就業者数割
(100％) 

広域医療分野 
(ドクターヘリ運航) 

奈良県、指定都市を除く 利用実績割(100％) 

広域医療分野(ドクターヘリ
の運航を除くドクターヘリに
関する事務) 

奈良県、指定都市を除く 人口割(100％) 

広域医療分野 
(ドクターヘリを除く事務) 

奈良県を除く 人口割(100％) 

広域環境分野 奈良県、鳥取県を除く 人口割（100％） 
資格試験・免許等分野 奈良県、鳥取県、指定都市

を除く 
受験者数割(100％) 

広域研修分野 奈良県、鳥取県を除く 受講者数割(100％) 
ただし、WEB研修に関する事務に係る経費にあ
っては、均等割(100％) 

事業費のうち、この表の規定により難いと認められる事務に係る経費にあっては、負担する構成団体又は
負担割合について広域連合長が別に定める。 

※１ 受験者数割：准看護師、調理師、製菓衛生師、毒物劇物取扱者及び登録販売者の試験の受験願書（これに
相当するものを含む）を提出した者の住所地の構成団体毎に前３カ年度の総数の割合（ただし、2013 年度以降、
資格試験・免許等分野に係る経費の財源は人件費を含め全額を手数料収入で賄っており、負担金は発生してい
ない） 

※２ 人口割 ：直近の国勢調査の結果に基づく構成団体の人口の割合  
※３ 宿泊施設数割：観光庁が発表する直近の宿泊旅行統計調査の結果に基づく構成団体の宿泊施設の総数の割

合  
※４ 事業所数割 ：経済産業省が発表する直近の工業統計調査の結果に基づく構成団体の従業者 10 人以上の事

業所の総数の割合  
※５ 第１次産業就業者数：直近の国勢調査の結果に基づく構成団体の第１次産業従業者数の割合  
※６ 指定都市が負担する経費：指定都市が府県の権限を有する一方で、基礎自治体でもあることから、人口、宿泊

施設数、事業数又は第１次産業就業者数により按分する場合、次の算式により負担金の額を算出することとした。  
ⅰ指定都市分  

当該経費のうち、構成指定都市の人口、宿泊施設数、事業数又は第１次産業就業者数の２分の１の合計
に対する割合に応じた額を指定都市間で按分  

ⅱ構成府県分  
当該経費のうち、指定都市分を除いた額を府県間で按分  

④部分参加の団体の負担金の減額等  

部分参加の県については、関西広域連合に参加する事務数等を考慮して、その負担金の額を減額す
ることができることとした。 

これは、関西広域連合の特色として、部分参加、参加事務の段階的拡充、設立後の新規参加などを
可能とする柔軟な参加形態をとっているが、参加する事務分野が少数の場合において総務費の負担を
他団体と均等とするのは、負担が大きすぎ、参加を阻害する要因ともなりかねないことを考慮したも
のである。 

⑤事業収入等がある場合の負担金の額の算出方法  

関西広域連合には、構成団体の負担金（関西広域連合規約第 20 条第１項第１号）以外にも、広域防
災分野の人材育成研修の受講料、資格試験・免許等分野の各試験の実施、免許交付等の手数料等の事
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業収入（同項第２号）及び広域医療分野の救急医療用ヘリコプター（ドクターヘリ）の運航に係る国
庫補助金等の収入（同項第３号）等があり、構成団体の負担すべき金額に充てるべき収入がある場合
がある。 

そのような場合には、これらの収入を構成団体の負担金の一部とみなして、第２項、第３項又は別
表によって算出された負担金の額からこれらの収入の金額を控除した金額を構成団体の負担金の額
としている。 

（２）予算（規模・構成比）の推移  

 発足当時と現在の当初予算の比較    (単位:千円) 
   2011 年度 (構成比 %) 2020 年度 (構成比 %) 増加率 
総務費（議会費、公債費、予備費を含む） 164,750 (34.8) 402,630 (16.6) 2.44  
事業費 309,115 (65.2) 2,025,713 (83.4) 6.55  
  (1) 広域防災費 10,143 (2.1) 25,740 (1.1) 2.54  
  (2) 広域観光・文化・スポーツ振興費＊ 16,235 (3.4) 128,388 (5.3) 7.91  
  (3) 広域産業振興費 22,120 (4.7) 58,130 (2.4) 2.63  
  (4) 広域医療費 215,079 (45.4) 1,550,207 (63.8) 7.21  
  (5) 広域環境保全費 25,697 (5.4) 49,840 (2.1) 1.94  
  (6) 資格試験・免許費 16,650 (3.5) 209,146 (8.6) 12.56  
  (7) 広域職員研修費 3,191 (0.7) 4,262 (0.2) 1.34  
  歳出合計 473,865 (100.0) 2,428,343 (100.0) 5.12  

 ＊ 2011 年度は広域観光・文化振興費       
  

2020 年度当初予算では、全体の約 64%を広域医療費が、約 17％を総務費がそれぞれ占めている。広
域医療費のうち 99％以上はドクターヘリ事業費であり、総務費のうち 70％程度は構成団体からの派遣
職員に対する人件費である。 

発足当初と比べ予算規模が大きくなった主な要因としては、広域医療費におけるドクターヘリ事業費
の増額があり、2013 年度は大阪府ヘリ・徳島県ヘリ、2014 年度は兵庫県ヘリが関西広域連合へ移管さ
れ、2015 年度に京滋ヘリ、2017 年度に鳥取県ヘリの運航を開始している。 

その他の主な予算の増額要因は次のとおりである。 
 
過去における予算規模のその他の増額要因 
2012 年度 本部事務局派遣職員の増員や新エネルギー対策への取組により総務費を増額 
2013 年度 関西イノベーション国際戦略総合特区に対する取組により広域産業振興費、資格試験・免許事務の実

施により資格試験・免許費を増額 
2014 年度 緊急物資円滑供給システム構築に取り組むため広域防災費、生物多様性、３R、環境人材育成等に

新たに取り組むため広域環境保全費を増額 
2015 年度 関西文化の発信強化のため、広域観光・文化振興費を増額 
2016 年度 資格試験免許等基金造成により資格試験・免許費を増額 
2017 年度 広域的な流域対策基礎調査の実施により総務費、関西周遊環境整備に取り組むため広域観光・文

化振興費を増額 
2018 年度 2019 年度から実施開始する試験準備に取り組むため資格試験・免許費を増額 
2019 年度 登録販売者及び毒物劇物取扱者試験の実施により資格試験免許費を増額 
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6. 実施事務の拡充  

（１）基本的考え方と実施事務の区分 

関西広域連合がはたして何をするのか、実施事務をどのように選択・特定するかという問題は、その
設立の意義・目的とも密接にかかわる最重要課題であり、産官学による研究会の段階から検討・準備の
各段階を通じて膨大な時間をかけて検討された。  

2010 年８月 27 日の分権改革推進本部第６回本部会議で決定した関西広域連合設立案では、実施事務
について基本的な考え方として、広域連合では、広域的な行政課題に関する事務のうち、基礎自治体や
府県よりも広域の行政主体が担うべき以下のメルクマールに基づく事務を処理することとした。  
（広域連合で処理する事務のメルクマール）  

ア 広域連合で処理することにより住民生活の向上が期待できる事務  
イ 広域連合で処理することにより行政効果の向上が期待できる事務  
ウ 広域連合で処理することにより効率的な執行が期待できる事務  
エ 国が担っている事務のうち、権限移譲を受けて実施することで関西の広域課題の解決に資する事

務  
さらに、府県を越えた行政主体である関西広域連合にふさわしいものを取捨選択し、規約に定めて実

施することとした。具体的な実施事務は、①設立当初の事務、②順次拡大する事務、③国の地方支分部
局からの移譲事務に分けて整理をした。  

①設立当初の事務  

このうち「設立当初の事務」は、設立から概ね３年の間に実現可能な事業に取り組むという方針の
もと、８分野 29 事務を設立案に示した。 

分野 事務の内容 
広域防災 ○「関西広域防災計画」の策定 

○災害発生時の相互応援体制の強化 
○近畿府県合同防災訓練の実施 
○防災分野の人材育成 
○救援物資の共同備蓄の検討・実施 
○広域的な新型インフルエンザ対策の検討・実施 
○広域防災に関する検討・実施 

広域観光・文化振興 ○「関西観光・文化振興計画」の策定 
○広域観光ルートの設定 
○海外観光プロモーションの実施 
○「関西地域限定通訳案内士（仮称）」の創設 
○「通訳案内士」(全国)の登録等 
○関西全域を対象とする観光統計調査  
○関西全域を対象とする観光案内表示の基準統一 

広域産業振興  ○「関西産業ビジョン」の策定 
○関西における産業クラスターの連携 
○公設試験研究機関の連携 
○合同プロモーション・ビジネスマッチングの実施 
○新商品調達認定制度によるベンチャー支援 

広域医療 ○「関西広域救急医療連携計画」の策定 
○広域的なドクターヘリの配置・運航 
○広域救急医療体制充実の仕組みづくり 
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広域環境保全  ○「関西広域環境保全計画」の策定 
○温室効果ガス削減のための広域取組  
○府県を越えた鳥獣保護管理の取組（カワウ対策） 

資格試験・免許等  ○調理師・製菓衛生師に係る試験実施・免許交付等 
○准看護師に係る試験実施・免許交付等 

広域職員研修 ○広域職員研修の実施 
その他 ○広域にわたる行政の推進に係る政策の企画及び調整 

◇関西における広域的計画の総合調整 
◇交通・物流基盤整備（関西広域交通・物流基盤整備計画）の検討 
◇行政委員会事務の共同化検討 

②順次拡大する事務  

「順次拡大する事務」として設立案に掲げたものは例示であり、実施する段階であらためて構成団
体の議会の議決を経て規約を変更し、具体的に追加することとした。 

これらには、設立当初から処理している事務の拡充のほか、新たに処理する本格的な事務や、国か
らの権限移譲を想定している事務に関連する府県・政令市からの移管事務が含まれる。 

新たに処理する事務については、設立当初においても、その基本方向や可能性の検討を行うことと
した。また、交通・物流基盤整備とも関連のある関西における広域的計画について、近畿圏広域地方
計画、社会資本整備重点計画等のフォローアップ、国への意見提出などに取り組むこととした。 

 
関西広域連合の実施事務 その②順次拡充する事務 

 分野 事務の内容 
設立当初で処理する事
務の拡充 
（例示） 

広域防災 ○自然災害以外の緊急事態を含む大規模な総合防災訓練の実施 
○府県消防学校の一体的な運営 

広域観光・文化振興 ○「関西地域限定通訳案内士（仮称）」の試験実施、登録等 
○「通訳案内士（全国）」の登録等 

広域産業振興 ○関西における産業クラスターの連携（プロジェクト実施） 
○公設試験研究機関の一体的な運営（研究テーマの調整など） 

広域医療 ○広域的なドクターヘリの配置・運航（拡充） 
広域環境保全 ○カワウ以外の野生鳥獣に関する保護管理の取組 

○廃棄物対策の広域化 
資格試験・免許等 ○処理する事務範囲の段階的な拡大（調査検討） 
広域職員研修 ○広域的職員研修の段階的拡充 

新たに処理する事務 
（例示） 

交通・物流基盤整備 ○交通・物流基盤整備に関する事務（調査研究） 
◇大阪湾内諸港をはじめとする港湾の一体的な管理運営 
◇関西３空港の一体的な管理運営 
◇国道・河川の一体的な計画、整備、管理 

行政委員会事務 ○処理事案等が広域である都道府県の行政委員会事務の共同実施 

③国の地方支分部局からの移譲事務  

「国の地方支分部局からの移譲事務」も、設立案には例示として掲げられている。 
国の地方支分部局が実施している事務について、本省において実施すべきものや、府県・政令市に

おいて国から事務移譲を受けて実施するものを除き、関西の広域課題の解決に資する、府県域を越え
る事務について、国から事務移譲を受けて一元的に処理することにより、国と地方の二重行政を解消
することとした。また、新たに処理する本格的な事務として、国から権限・財源の移譲を受けること
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により、広域交通・物流基盤整備の事務を実施し、加えて、設立当初から処理している各分野におい
て、国から事務移譲を受けて処理することにより、事務のさらなる拡充を図ることとした。  

また、2010 年６月に民主党政権で閣議決定された地域主権戦略大綱に則って進められている「国の
出先機関の原則廃止」に関する取組を踏まえ、府県域を越える事務について広域連合への速やかな移
譲実施を国に求めていくこととした。 

 
区分 分野 事務の内容 

国の地方支分部
局からの移譲事
務 
（例示） 

地方厚生局 ○医療法人（広域）等の監督 
○中小企業等共同組合（広域）の許可 
○消費生活協同組合（広域）の許可、認可、承認 など 

地方農政局 ○都市農村交流に関する事務 など 
経済産業局 ○新規産業の環境整備に関する事務（産業クラスター） 

○中小企業の取引の適正化、事業活動の機会の確保に関する事務 
○国際ビジネス交流・対日投資に関する事務 
○鉱業権の出願・登録等に関する事務 
○電気・ガス事業の許認可、監査に関する事務 など 

地方整備局 ○直轄国道（広域）の整備・管理 
○直轄河川（府県を越える）の整備・管理 
○直轄砂防等に係る工事・管理 
○国土計画等に係る調査・調整 
○建築基準法の施行事務（確認検査機関の指定等） など 

地方運輸局 ○観光振興等 
地方環境事務所 ○各種リサイクル法（家電、容器包装）に基づく報告徴収、立入検査等の事務 など 

新たに処理する
事務 
（国に移譲を求
める事務の例
示） 

広域交通・物流
基盤整備 

○大阪湾内諸港の一体的な管理運営（港湾の整備（防波堤・主航路・大型外貿ターミ
ナル・幹線臨港道路等）に関する事務 など） 

○関西３空港の一体的な管理運営（空港の設置及び管理運営 など） 
○国道・河川の一体的な計画、整備、管理（近畿圏広域道路整備基本計画の策定、地

方整備局が管理する直轄国道の計画・整備・管理・運営 など） 
設立当初で処理
する各分野にお
ける事務の更な
る拡充 
（国に移譲を求
める事務の例
示） 

広域観光・文化
振興 

○VJC（ビジット・ジャパン・キャンペーン）など国関連施策の事業費の配分（観光庁） 
○「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律」に基づく、観光

圏整備実施計画及び同変更実施計画の認定（観光庁） 
○国直轄管理道路における道路標識の整備基準の策定（関西全域を対象とする観光

案内表示の統一基準との整合性確保）（国土交通省） 
広域産業振興 近畿経済産業局が実施する産業振興に係る事務のうち、府県が実施するよりも広域

連合が関西全体を視野に実施するほうが高い効果が得られると考えられる事務 
○新規産業の環境整備に関する事務（産業クラスター支援（連携に係るもの）） 

（２）広域事務の拡充実績 

第 2 期広域計画の策定にあたり、広域連合発足以来３年間の取組を総括し、関西の目指すべき将来像
を実現するための戦略として、７つの広域事務の重点的な取組方針や「成長する広域連合」として対応
すべき新たな広域的取組を明示することとした。 

この結果、以下の分野において、それぞれ事務を拡充することとし、2014 年５月に規約を改正した。 
分野 事務の内容 具体の事務（例） 

文化振興  〇文化の魅力発信及び継承に関する事
務で広域にわたるもの  

・ 関西の文化（「人形浄瑠璃」「祭り」など）をテーマでつなぎ、
モバイル等を活用した情報発信  
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・ 現代芸術をはじめ、サブカルチャーを含めた創造性あふれる文
化の発信  

・ 行政間の連携交流や人材育成を図る場づくり  
農林水産振興 〇農林水産物の区域内消費の拡大に関

する事務 
・ 学校給食での利用促進、直売所間の連携促進  

〇農林水産物の競争力強化及び国内
外における需要拡大に関する事務 

・ 国内外へのプロモーション 
・ 府県市域を越えた農林水産業と異業種・異分野マッチング 

環境保全 〇野生鳥獣の保護及び管理その他生物
多様性の保全に関する事務 

・ 保存すべきエリア（ため池、里山等）の選定基準づくり 

〇廃棄物の発生抑制及び再使用並びに
資源の有効利用の促進に関する事務 

・ ３R 推進に向けた統一的な啓発 

〇環境学習の推進に関する事務 ・ 幼児期における体験型環境学習の普及 
・ 環境まちづくりの先進的事例の集約発信 

 

また、関西広域連合が中心となって招致を実現した生涯スポーツの国際総合競技大会「ワールドマス
ターズゲームズ 2021 関西」の成功を支援するとともに、関西における生涯スポーツの振興と元気で活
力ある高齢化社会の実現、スポーツツーリズムを通じた地域の活性化を一体的に進めるため、2015 年８
月に規約に定める広域連合が処理する事務の「観光及び文化の振興」に「スポーツ」を追記する改正を
行った。 

（３）企画調整事務の内容拡充 

「企画調整事務」とは規約第４条第９号に定める「広域にわたる行政の推進に係る基本的な政策の企
画及び調整に関する事務」のほか、同第１号に定める広域にわたる計画の策定及び実施に関する事務の
一部も含むものと考えられる。 

「設立案」で例示されていたのは、(ｱ)関西における広域的計画の総合調整、(ｲ)交通・物流基盤整備
（関西広域交通・物流基盤整備計画）の検討、(ｳ)行政委員会事務の共同化検討の３項目であったが、第
１期広域計画の期間中のいわば試行的な取組を経て、「第２期広域計画」では(ｱ)広域インフラのあり方、
(ｲ)エネルギー政策の推進、(ｳ)特区事業の展開の３項目について一定の組織体制のもと取組を進めるも
のとした。 

さらに「第３期広域計画」では、(ｴ)イノベーションの推進、(ｵ)琵琶湖・淀川流域対策、(ｶ)「ワール
ドマスターズゲームズ 2021 関西」の開催支援、(ｷ)2025 国際博覧会の大阪への誘致が追加された。そし
て直近の「第４期広域計画」ではさらに 3 項目が追加され、継続的・計画的に対応する政策の企画調整
に関する事務として次の 10 項目が示された。 

(ｱ)広域インフラのあり方 
(ｲ)プラスチック対策の推進 
(ｳ)エネルギー政策の推進 
(ｴ)特区事業の展開 
(ｵ)イノベーションの推進 
(ｶ)琵琶湖・淀川流域対策 
(ｷ)「ワールドマスターズゲームズ 2021 関西」の開催支援 
(ｸ)「2025 年大阪・関西万博」への対応 
(ｹ)女性活躍の推進 
(ｺ)SDGs の普及推進 
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7. 広域事務10年のあゆみ 

（１）広域防災 

はじめに ～発足後すぐに東日本大震災に対応～ 

2010 年 12 月の関西広域連合発足の際、阪神・淡路大震災の経験を踏まえ、兵庫県が広域防災局を
担当することとなったが、2011 年３月 11 日、広域連合の発足後わずか３か月で、東日本大震災に遭
遇した。 

関西広域連合は、全国に先駆けてカウンターパート方式による被災地支援を行い、その後の大規模
広域災害に対する支援モデルを確立した。 

〇 取組の概要 

2011 年３月 11 日 14 時 46 分、宮城県牡鹿半島の
東南東約 130km 付近で、深さ約 24km を震源とする
最大震度７、M9.0 の地震が発生した。M9.0 は、日
本国内観測史上最大規模の地震であり、岩手県、宮
城県、福島県を中心に大規模な津波が発生し、沿岸
部を中心に甚大な被害が生じた。 

関西広域連合は、３月 13 日に兵庫県災害対策セ
ンターで広域連合委員会を開催し、被災地対策、支
援物資等の提供、応援要員の派遣、避難生活等の受
け入れの４項目について取り組む緊急声明（第１次）
を発表した。また、関西の力を最大限発揮して支援
に取り組むため、被害が甚大であった３県（岩手県、
宮城県、福島県）に対し、カウンターパート方式による支援体制を決定した。 

 
 

カウンターパート方式とは、複数の府県が甚大な被害を受けた広域災害時に、①応援の集中を避けること
ができる、②責任を持った応援を迅速かつ継続的に展開できるという観点から、応援団体に特定の応援先と
なる被災府県を割り当てる方式。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
さらに、「情報がないところほど、被害が大きく、情報は自ら積極的に取りに行き、それに基づ

く対策を実施していかなければならない」という阪神・淡路大震災での経験・教訓を踏まえ、被災

被災県 応援府県 
岩手県 大阪府・和歌山県 
宮城県 兵庫県・鳥取県・徳島県 
福島県 滋賀県・京都府 

兵庫県災害対策センターで開催した 

第 4 回関西広域連合委員会（2011.3.13） 

【東日本大震災におけるカウンターパート方式】 
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地の情報やニーズ等を直接把握するため、早期に被災３県庁内に現地連絡所を設置することも決定
した（岩手県・宮城県には 3 月 14 日、福島県には３月 16 日に設置）。 

３月 29 日には、緊急声明（第１次）の実施状況や今後の支援について協議を行う広域連合委員
会を開催した。阪神・淡路大震災の経験や教訓を最大限に活かし、被災県・市町村への応援要員の
派遣や、助言・指導、被災者受け入れ体制の充実といった支援を積極的かつ継続的に実施すること
を決定し、緊急声明（第２次）として発表した。 

具体的な支援として、物的支援（2011 年度末まで）では、アルファ化米（約 26 万食）、飲料水
（約 46 万本）、毛布（約 6.4 万枚）、簡易トイレ（約 2.1 万基）を実施したほか、職員のべ約 59
万２千人・日（2021 年２月１日現在）を派遣した。また、被災地から構成団体へピーク時 4,700 人
余の避難者の受け入れを実施した。 

広域防災局では、構成団体間の連携・調整業務を担い、現地連絡所からの情報共有やカウンター
パート府県だけでは対応できない構成団体間での資源の手配などを行った。 

① 関西防災・減災プランの推進 

ア 背景 

関西地域においては、1995 年に阪神・淡路大震災を経験し、初動体制の大切さ、防災関係機関や
ボランティアとの連携、住民主体の創造的復興、減災対策の大切さなどを学んだ。また、2011 年に
発生した東日本大震災においては、カウンターパート方式による支援を行い、被災地のニーズの直
接把握、応援活動の拠点となる現地支援本部の設置、迅速・的確な救援物資の調達・配送の仕組み
づくりに取り組んだ。 

一方、近い将来に発生が懸念される大規模広域災害として、今後 30 年以内の発生率が 70～80%
とされる南海トラフ地震は、関西圏内の各府県の被害想定の合計で死者が 30 万人を超えるとされ
ているほか、地球規模での気候変動に伴う台風の巨大化や大雨の増加により、風水害が激甚化・頻
発化・広域化する傾向が見られる。 

また、福島第一原子力発電所事故を踏まえ、関西圏内の原子力施設があらゆる安全対策に取り組
んでもなお事故災害が発生する場合に備え、住民の広域避難などの対応を講じる必要がある。感染
症の拡大防止においても、2020 年から新型コロナウイルス対策に取り組んでいるが、関西圏域が一
体となったウイルス封じ込めのための対策が求められるほか、2018 年に発生した豚熱などの家畜
伝染病にも危機管理の観点から広域的に対応する必要がある。 

これら広域的な対応が必要とされる大規模災害に対応するため、関西地域が蓄積している防災に
係る資源を活用し、ネットワーク化を図ることにより、関西全体の安全・安心を向上させ、国内の
みならず世界の防災・減災モデル“関西”を目指す必要がある。 

イ 目的 

関西圏で想定される大規模広域災害に的確に対応するため、関西広域連合がとるべき対応方針や
その手順を関西防災・減災プランとして策定するとともに、不断の見直しを行う。あわせて、関西
防災・減災プランに定める対応方針を具体化するため、各種マニュアル・ガイドラインを整備する。 

ウ 取組の概要 

(ｱ) 関西防災・減災プランの策定・改訂 

大規模広域災害に対応するため、関西広域連合が実施・調整する防災・減災対策を体系的・統
合的に示す関西防災・減災プランを災害種類別に策定するとともに、その後の災害の教訓を踏ま
えて必要な改訂を行った。 
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【プランの位置づけ】 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【プランの分野別策定状況】 

分 野 策定日 想定される災害 

総則編、地震・津波災害
対策編 

2012.3.3 
2017.11.16(改訂) 
2020.3.1(改訂) 

南海トラフ地震、近畿圏直下型地震 

風水害対策編 2014.6.28 
2020.3.1(改訂) 

淀川等の主要水系の洪水氾濫 
巨大台風の接近による大阪湾岸部での高潮災害 
記録的な豪雨による大規模な土砂災害 

原子力災害対策編 
2012.3.3 
2013.6.29(改訂） 
2019.3.2(改訂） 

福井県内に立地する高浜、大飯、美浜、敦賀の原子力発電所、
高速増殖原型炉（もんじゅ）、新型転換炉原型炉（ふげん）で
の事故災害 

感染症対策編 2014.6.28  

新型インフルエンザ等 (2021 年度改訂 
予定) 

新型インフルエンザ等感染症（新型インフルエンザ、再興型インフ
ルエンザ）、新感染症 

家畜伝染病 2021.2.27(改訂) 口蹄疫、豚熱、アフリカ豚熱、鳥インフルエンザ等 

 

 

【プランの特徴】 

１．全国初の本格的な広域にわたる防災・減災プラン 

２．「受援」のあり方に踏み込んだプラン 

３．「初動対応」「応急対応」に加え、「復旧・復興」過程を含めてシナリオ化したプラン  

４．関西広域連合のみならず防災関係機関の対応を網羅し、災害対応オペレーションの全体像を明示したプラン 

５．構成府県、市町村だけでなく、企業、ボランティア団体、府県市民と連携・協力を進めるプラン 

６．未曾有といわれた２つの大震災（阪神・淡路、東日本）等の教訓を盛り込んだプラン 

関西防災・減災プラン

防災基本計画（国）

構成府県

地域防災計画

市町村

地域防災計画

整合性

整合性

関西広域連合規約

整合性

関西広域応援・受援実施要綱

防災基本計画（国）

構成府県

地域防災計画

市町村

地域防災計画

整合性

整合性

整合性

南海トラフ地震応
急対応マニュアル

関西圏域における緊
急物資円滑供給シス
テム（報告書）
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(ｲ) 各種マニュアル・ガイドラインの策定  

関西防災・減災プランに定める対応方針を具体化するため、「関西広域応援・受援実施要綱」
や「南海トラフ地震応急対応マニュアル」など、各種マニュアル・ガイドラインを策定した。 

ａ 関西広域応援・受援実施要綱 
大規模広域災害発生時に、関西広域連合及び構成団体が、連携県、市町村及び関係機関・

団体と連携し、関西圏域として円滑に応援・受援を行うことを目的に、応援・受援に係る標
準的な体制や活動の内容・手順等を「関西広域応援・受援実施要綱」として 2013 年３月に
策定した。 

 

【応援・受援の体制（概略図）】 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ 南海トラフ地震応急対応マニュアル 
南海トラフ地震を対象に、関西広域応援・受援実施要綱に基づく具体的な実施手順を「南海

トラフ地震応急対応マニュアル」として 2016 年３月に策定した。マニュアルはタイムライン
形式を取り、地震発生から１週間後までを９つのフェーズに区分して被災府県・応援府県市・
関西広域連合の各主体がなすべき業務を整理し、応援要請や応援活動を実施すべきタイミング
を明示した。 

2020 年３月改訂の防災・減災プラン（地震・津波対策編）を踏まえ、南海トラフ地震の様々
な発生パターンへの対応等について 2020 年 11 月に改訂した。 

ｃ 原子力災害に係る広域避難ガイドライン 
福井県内の原子力発電所の事故災害を想定して、福井・滋賀・京都の３府県の原子力災害対

策重点区域住民のうち約 30 万人を関西圏全体で受け入れることとし、避難元及び避難先市町
村のマッチングを行うとともに広域避難の手順を具体化した「原子力災害に係る広域避難ガイ
ドライン」を 2014 年３月に策定した（2019 年３月改訂）。 

 
 

※網かけは､被災団体又は被災者を示す。

※太線は､広域連合と構成団体･連携県の繋がりを示す。

応援協定ﾌﾞﾛｯｸ
全国知事会

応援市町村

ボランティア

避
難
所
・
被
災
者

災
害
対
策
本
部

被
災
市
町
村

被災府県
災害対策本部

応援府県･政令市

現地連絡所

広域連合
応援府県･政令市

現地支援本部

被災府県
現地事務所

中央省庁

企業・団体

広域連合
災害対策(支援)本部

広域実動機関

国出先機関

応援府県･政令市
災害対策支援本部

被　災　府　県　内

被災府県庁内等被災市町村役場内等
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エ 今後の課題 

今後の災害対応の教訓・検証や関西広域応援訓練等で明らかになった課題を踏まえ、引き続き関
西防災・減災プラン等の不断の見直しを行う。 

② 関係機関・団体との連携 

ア 背景・目的 

今後の大規模広域災害に備え、関東九都県市（埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・横浜市・川
崎市・千葉市・さいたま市・相模原市）や、九州地方知事会、中国地方知事会、四国知事会等の広
域ブロックとの間で、相互応援協定を締結し、被災府県における災害対応等をより迅速かつ円滑に
実施する体制の構築を進める。 

また、大規模広域災害への対応においては、民間企業・業界団体との連携も不可欠であることか
ら、平時から災害時の支援・協力に関する協定の締結等を推進する。 

イ 取組の概要 

(ｱ) 広域応援協定の締結（圏内、他ブロック） 

大規模災害への備えに万全を期するため、広域ブロック間における応援の仕組みとして相互応
援協定を締結し、被災府県における災害対応等を迅速かつ円滑に実施する体制の構築を進めた。
（５協定、１覚書） 

【広域避難の枠組み】       （2018 年 4 月 1 日現在）  
避難元府県 対象人口 避難先府県 

福井県 
嶺南西部 約 63,300 人 兵庫県 
嶺南東部 

（敦賀市） 約 66,100 人 奈良県 

滋賀県 約 54,300 人 
大阪府、和歌山県 

（必要に応じ、奈良県、 
三重県に協力を求める） 

京都府 約 117,900 人 
兵庫県、徳島県 

（必要に応じ、鳥取県に 
協力を求める） 

計 約 301,600 人  
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相手方 締結日 内 容 

九州地方知事会 2011.10.31 災害時の相互応援 
近畿２府７県(*) 2012.10.25 近畿圏危機発生時の相互応援 
鳥取県 2012.10.25 危機発生時の相互応援(覚書) 
九都県市 2014. 3. 6 災害時の相互応援 
中国地方知事会 2017. 6. 5 災害時の相互応援 
四国知事会 2017. 6. 6 災害時の相互応援 

＊：福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、 
和歌山県、徳島県 

 

(ｲ) 広域応援体制の整備 

災害情報共有ツールの運用や応援・受援調整支援システムの整備など、構成団体との緊密な連
携のもと災害時の広域応援を実施できる体制の整備を進めた。 

ａ 災害情報共有ツールの運用 
災害時に安全かつ迅速に被災地支援を行えるよう、気象、ライフライン、道路情報、避難勧

告発令状況等の防災関連情報を共有できる災害情報共有ツール（WEB）の運用を行っている。 
また、構成団体間の情報共有を効率的に行うため、TV 会議システムを運用しており、平時

からの情報共有のため、防災参事・広域防災局参与（各府県市危機管理監等）を対象とした TV
会議を実施している。 

ｂ 応援・受援調整支援システムの整備 
広域連合管内の被害状況の共有や人員・物資に関する応援・受援の調整をオンライン上で行

う、「応援・受援調整支援システム」を整備した。大阪府北部地震や令和元年東日本台風（台
風第 19 号）など実際の災害支援に活用するとともに、災害時にスムーズに利用できるよう、
平時からシステム内での操作訓練等を実施している。 

(ｳ) 他ブロック会議・訓練への参加 

毎年、広域応援協定を締結した他ブロックの会議や訓練に参加し、平時から広域災害対応等を
迅速かつ円滑に実施するための体制強化を図っている。 

2020 年度には、九都県市主催の図上・実動訓練に参加し、カウンターパート方式による支援
について、その手順を確認した。また、中国地方知事会との災害時の相互応援協定に基づく訓練
では、災害対策支援本部を設置し、TV 会議等を活用した被災状況の確認や支援ニーズのとりま
とめ等、実戦的な相互調整の手順について確認した。 

(ｴ) 企業・業界団体との連携 

大規模広域災害時に企業・団体等と連携した迅速な対応が図れるよう、帰宅困難者対策、物資
提供、人員輸送、ボランティア、広域避難など多分野にわたり企業・団体と協定を締結した（13
協定）。 

近年では、平成 30 年台風第 21 号、令和元年房総半島台風（台風第 15 号）において、電気や
通信などライフライン設備の復旧が課題となったことから、2020 年３月 26 日に西日本電信電話
㈱、関西電力㈱、大阪ガス㈱のライフライン事業者３社と「大規模広域災害における連携・協力
に関する協定」を締結した。 

 
【関西広域連合と企業等との協定一覧】  

協定名 締結日 相手方(注) 支援内容 
災害時における帰宅困難者
支援に関する協定書 

2011.9.22 
2012.11.22 

コンビニエンスストア、外食事業
者等 24 社 

災害時に帰宅困難者に対してトイレ、水道
水、道路情報を提供等 

九都県市との災害時の相互応援に関する協定調印式 

黒岩神奈川県知事(左)と井戸広域連合長 
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大規模広域災害時における
救援物資の提供及び調達
に関する協定書 

2013.2.25 ﾌﾟﾛｸﾀｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ･ｼﾞｬﾊﾟ
ﾝ㈱ 

（平時）P&G から関西広域連合へ救援物
資の無償提供 
（災害時）関西広域連合から P&G へ救援
物資の供給要請 

災害等緊急時におけるヘリ
コプターの運航に関する協定 2013.3.5 

朝日航洋㈱、中日本航空㈱、
四国航空㈱、ｱｶｷﾞﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ
㈱、東邦航空㈱、学校法人ﾋﾗ
ﾀ学園 

災害等緊急時に協定締結府県からの要請に
基づき、物資及び人員の輸送に協力 

船舶による災害時の輸送等
に関する協定書 2013.3.27 近畿旅客船協会、神戸旅客船

協会 
災害時に広域連合構成団体からの要請に基
づき、船舶による輸送等の業務に協力 

復興まちづくりの支援に関す
る協定書 2013.3.29 阪神・淡路まちづくり支援機構 災害時の地域の復興に向けたまちづくりに関

する専門相談等に協力 
危機発生時の支援協力に
関する協定 2013.8.29 一般社団法人関西ゴルフ連

盟、徳島県ゴルフ協会 
危機発生時にクラブハウス等のゴルフ場施設
を緊急避難地等として利用 

災害時におけるボランティア
支援に関する協定書 2015.5.17 ライオンズクラブ国際協会335複

合地区 
被災地のボランティアセンターまでのボランティ
ア輸送バスの手配・提供等 

原子力災害時の放射線被
ばくの防止に関する協定 2015.8.17 各府県放射線技師会、日本診

療放射線技師会 原子力災害時の汚染スクリーニング等 

大規模災害時における民間
賃貸住宅の被災者への提
供等に関する協定 

2015.8.17 

各府県宅地建物取引業協会、
全日本不動産協会各府県本
部、公益社団法人全国賃貸住
宅経営者協会連合会、公益財
団法人日本賃貸住宅管理協
会 

被災者への利用可能な空き室情報の提供及
び空き室情報に基づく住宅のあっせん等に協
力 

大規模広域災害時における
バスによる緊急輸送に関する
協定 

2015.12.2 各府県バス協会 被災者、災害応急対策に必要な要員、資機
材等の輸送業務に協力 

災害時における被災地支援
に関する協定書 2016.8.28 公益社団法人日本青年会議

所近畿地区協議会 
日本青年会議所のネットワークを活用した物
的支援、ボランティア活動のための資機材の
提供等に協力 

大規模広域災害時における
フォークリフトの提供に関する
協定 

2020.3.19 トヨタ L&F 各社 災害時に物資拠点等の運営に必要なフォーク
リフトの提供に協力 

大規模広域災害における連
携・協力に関する協定 2020.3.26 西日本電信電話㈱、関西電力

㈱、大阪ガス㈱ 
平時からの情報共有と災害時のライフライン
設備等の復旧事業に連携・協力 

(注) 協定締結府県市の記載は省略している。 

ウ 今後の課題 

災害時の相互応援協定を締結している他の広域ブロックと訓練等を通じてより緊密な連携を図
り、大規模災害への対応力強化を図る。 

また、民間事業者との連携について、災害時の支援・協力に関する協定の締結を進めるとともに、
関西広域連合主催訓練への参加、互いの連絡調整方法について定期的な確認を行うなど、災害時に
協力を得られる顔の見える関係づくりを推進する。 

③ 大規模災害に対する広域応援・受援の実施 

ア 背景・目的 

関西防災・減災プラン、関西広域応援・受援実施要綱等に基づき、災害による被害が甚大で被災
府県だけでは対応できない場合に、関西広域連合が国や関係機関・団体等と連携を図りながら、構
成団体相互による広域的な応援・受援の調整を行い、関西が一丸となって災害対策を実施する。 

また、他の広域ブロック等との相互応援協定に基づき、被害が広域にわたり、関西広域連合の構
成団体による応援だけでは十分な災害対応等ができない場合に、他の広域ブロックから応援を受け
る一方、他の広域ブロックにおいて甚大な被害が発生した場合には、関西広域連合として広域応援
を行う。 
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イ 取組の概要 

圏域内外で甚大な被害が生じた自治体に対し、東日本大
震災で成果のあったカウンターパート方式を基本としつ
つ、被災地の実情に合わせた広域応援を実施した。 
(ｱ) 熊本地震 

2016 年４月 14 日 21 時 26 分、熊本県熊本地方で最大
震度７、M6.5 の地震が発生。その後、４月 16 日 1 時 25
分にも最大震度７、M7.3 の地震が発生した。死者は 273
人、重軽傷者 2,809 人、全壊家屋 8,667 棟等の大きな被
害が発生した。 

関西広域連合では、井戸広域連合長を本部長とする災害対策支援本部を設置し、益城町、大津
町、菊陽町に現地連絡所を設けるとともに、構成団体内で担当府県を割り当て、迅速な物資の供
給や、職員のべ約 28,100 人・日(2021 年 2 月 1 日現在)の派遣など被災地支援を実施した。特に、
益城町においては、多分野にわたる支援が必要であったため、分野ごとに担当府県を割り振る「チ
ーム支援」を実施した。 

 

  【益城町に対する支援チーム体制】 

 

 

 

 

 

 
 
 

熊本地震では、国が被災地の要請を待たずに物資等を輸送する「プッシュ型支援」が行われた
が、物資を受け取る職員や配送手段の不足から、必要物資が物資拠点で滞留して避難所まで届か
ない「ラストワンマイル」が課題となり、関西広域連合において「緊
急物資円滑供給システム」の構築を目指す一つの契機となった。 

(ｲ) 大阪府北部地震 

2018 年６月 18 日７時 58 分に大阪府北部を震源とする地震が発
生した。最大震度６弱を観測し、死者６人、重軽傷者 462 人など、
大阪府をはじめ関西圏で大きな被害が生じた。特にブロック塀の倒
壊による犠牲者が生じたことから、全国においてブロック塀の安全
対策に取り組む契機となった。 

関西広域連合では、被害の大きい大阪府への支援として発災日に
先遣隊２名を派遣し、さらに、その後の人的支援として連絡員、避
難運営支援チーム、家屋被害調査員、震災・学校支援チームなど、
延べ 401 人・日を派遣した。 

また、発災時間が通勤・通学時間帯であったことから、多数の帰宅困難者が主要駅構内外に溢
れる事態となった。このため、関西広域連合の「災害時帰宅支援ステーション」事業として、コ
ンビニ等において水道水やトイレの提供、通行可能な道路等の情報の提供など帰宅困難者への支
援が行われた。また、このときの教訓をもとに、関西広域連合が 2019 年 9 月に策定した「関西
広域帰宅困難者対策ガイドライン」に発災時間帯別の対応等を盛り込んだ。 

熊本県益城町での避難所運営支援 

家屋被害認定調査支援 
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(ｳ) 平成 30 年７月豪雨 

2018 年 6 月 28 日から 7 月 8 日にかけて、前線や台風第７号の影響により、西日本から東海地
方を中心に広範囲の多くの地域で記録的な大雨が観測された。各地で河川の氾濫や洪水、土砂災
害等が多発し、全国で死者 263 名、全壊家屋 6,783 棟に達し、36 年ぶりに風水害による死者が
200 名を超える甚大な被害が生じた。特に岡山県倉敷市真備町においては、バックウォーター現
象による堤防の決壊により広範囲が浸水し、51 名が死亡する重大な被害が生じた。関西圏域に
おいても死者９名、重軽傷者 22 名、全壊家屋 42 棟の被害が出た。 

関西広域連合では、７月９日に災害対策支援本部を立ち上げ、被災した岡山県、広島県、愛媛
県に現地支援本部を設置するとともに、カウンターパート方式による支援を実施し、家屋被害認
定や避難所運営支援として、職員のべ 3,169 人・日を派遣した。 

また、国においてもカウンターパート方式を取り込んだ全国の地方公共団体の人的資源を活用
する総務省の「被災市区町村応援職員確保システム」が初めて導入・運用された。さらに、中核
市等協定に基づく職員派遣や厚生労働省・国土交通省等の調整による専門職・技術職の派遣など
全国各地から職員が派遣された。 
 

 

 

 

 

 

(ｴ) 令和元年東日本台風 

2019 年 10 月 12 日に伊豆半島に上陸した令和元年東日本台風（台風第 19 号）は、関東や東北
地方で記録的な大雨となり、各地で堤防の決壊や河川の氾濫等による浸水被害が発生した。堤防
決壊は 71 河川 142 箇所と、平成 30 年 7 月豪雨の約 4 倍にのぼり、死者 105 名、全壊家屋 3,229
棟、半壊家屋 28,107 棟と広域にわたり大きな被害が生じた。また、乗車中に浸水して犠牲とな
る「車中死」が多数発生し、車による避難行動の危険性が顕
在化した。 

関西広域連合は、10 月 12 日に対策準備室、14 日には災
害対策支援本部を設置し、翌 15 日、被災規模が大きい６県
（宮城県、福島県、茨城県、栃木県、埼玉県、長野県）を対
象にカウンターパート方式による先遣隊を派遣した。先遣
隊による現地調査の結果、被災地の中でも被災状況の把握
が困難な地域が存在し、特に大きな被害の発生が想定され
た３県（福島県、栃木県、長野県）に対し、カウンターパー
ト方式による現地支援事務所を設置し、人的支援として家屋
被害認定調査員など職員のべ 2,891 人・日を派遣するなど、情報収集・ニーズにあった支援を実
施した。 

また、被災地支援を円滑に進めるべく、関西広域連合が決定したカウンターパート方式の割り
当てを総務省に事前に連絡するなど、「被災市区町村応援職員確保システム」との連携を図った。 

 
 
 

被災県 応援府県 
岡山県 兵庫県・鳥取県 
広島県 大阪府・滋賀県・和歌山県 
愛媛県 奈良県・徳島県 

【平成 30 年７月豪雨におけるカウンターパート方式】 

先遣隊による長野県被災地調査 

倉敷市災害対策本部への助言 
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ウ 今後の課題  

近年の大規模広域災害においては、関西広域連合をはじめとする複数の応援団体が被災地におい
て同時に活動を行うこととなり、応援団体間の全体的な調整や連携が課題となった。 

今後、関西広域連合のカウンターパート方式による支援と、総務省の「被災市区町村応援職員確
保システム」をはじめとする他のスキームによる応援派遣が、被災地のニーズに応じた効率的な支
援につながるよう、平時から総務省をはじめ関係機関と課題を共有し、連携の強化を図る。 

④ 新型コロナウイルス感染症対策の実施 

ア 背景・目的 

2020 年に発生した新型コロナウイルス感染症に対し、広域連合は、関西で初となる患者が確認
された１月 28 日に新型コロナウイルス感染症対策準備室を設置し、国内の発生状況、各構成団体
における検査可能検体数、入院可能病床数などの情報共有を進めた。 

３月 15 日には、新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正を受けて、第１回新型コロナウイ
ルス感染症対策本部会議を開催し、「関西防災・減災プラン（感染症対策編）」に基づき、広域医
療連携を図るとともに、緊急事態宣言の発出を想定して協力していくことを確認した。以降、2021
年１月までに 14 回にわたり対策本部会議を開催し、円
滑な情報共有の下、府県市民・事業者への統一メッセー
ジの発出や経済界との連携、国への要望・提案などに取
り組んでいる。（注：以下記述は 2021 年１月末現在） 

イ 取組の概要 

(ｱ) 対策本部会議の開催等による情報共有・申し合わせ 

構成団体の長が直接顔を合わせ、国内の感染状況、
構成団体の医療・検査体制や対処方針・対策について
情報共有することにより、各構成団体における感染症
対策の充実につなげるとともに、適時の申し合わせ
により、関西圏が一体となって取組を進めている。 

第１波においては３月下旬から感染者数が急拡大
し、４月７日には、改正後の特措法に基づき、大阪府・兵庫県を含む全国７都府県に対する緊急
事態宣言が発出された。これを受け、４月８日に臨時の対策本部会議を開催し、府県を越えた移
動を行わないことを基本とした往来・外出自粛要請を行うとともに、海外帰国者への対応、事業
者による感染防止対策を徹底した事業体制の構築等について、「新型コロナウイルス制圧に向け
た申し合わせ」をとりまとめた。 

被災県 先遣隊 応援府県 調査府県 調査対象市町村 
宮城県 滋賀県 角田市、大崎市、丸森町、大鄕町 － 
福島県 京都府 郡山市、いわき市、須賀川市、相馬市、伊達市、本宮市 京都府・大阪府 
茨城県 奈良県 水戸市、常陸太田市、常陸大宮市、城里町、大子町 － 
栃木県 和歌山県・徳島県 足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、小山市、野木町 奈良県・和歌山県・徳島県 
埼玉県 大阪府 川越市、東松山市、坂戸市 － 
長野県 兵庫県・鳥取県 長野市、中野市、飯山市、千曲市 滋賀県・兵庫県・鳥取県 

第３回新型コロナウイルス感染症 

対策本部会議（2020.4.8） 

【令和元年東日本台風におけるカウンターパート方式】 
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６月中旬以降の第２波に対しては、第１波において国による８割接触削減という呼びかけのも
と、幅広い年齢層や業界に対する一律的な行動自粛や休業要請により、感染者数は大幅に縮減し
たものの、地域社会・経済に深刻な打撃を与えたことから、これまでの取組を総括し、７月 22 日
に「「次なる波」への取組の方向性」をとりまとめた。そこでは、クラスター発生リスクの高い
事業所における感染防止対策の徹底や、高リスク者である高齢者等の命を守る対策等、ターゲッ
トを絞った取組を進めるとともに社会経済活動の維持・向上に向け、関西が一体となって取り組
むことを申し合わせた。 

10 月下旬からは第３波の感染拡大が始まり、特に 2021 年の年始に感染者数の急拡大が見ら
れ、１月７日にも首都圏に２度目の緊急事態宣言が発出される見通しとなった。このため、１月
５日に臨時の対策本部会議を開催し、今後京都府、大阪府、兵庫県でも感染が急増する場合には、
3 府県から政府に緊急事態宣言の発出を要請することを決定した。この取り決めに従い、３府県
は１月９日に政府に緊急事態措置実施区域への追加を要請し、政府は 13 日に関西３府県などを
緊急事態措置実施区域に追加した。 

(ｲ) 府県市民・事業者への統一メッセージの発出 

第１波においては、大阪府、兵庫県を含む全国７都府県に対する緊急事態宣言を受け、府県を
越える往来の自粛を強く呼びかける「関西・外出しない宣言」(4/8)を発出、ゴールデンウィーク
を前に「関西・ＧＷも外出しない宣言」(4/23)を発出するなど、一つの交流圏である関西圏にお
いて、府県市民・事業者への統一メッセージを適時に発出した。これにより、第１波では、感染
症数の大幅な縮減に貢献することができた。 

第２波以降においては、第１波への反省からターゲットを絞った取組について申し合わせた
「「次なる波」への取組の方向性」（7/22)に基づき、クラスター発生のリスクが高い店舗等の利
用の際の注意等を呼びかける「関西・コロナ「次なる波」抑止宣言」を同時に発出したほか、ク
ラスターの発生が見られた医療機関、社会福祉施設、学校関係者等に注意を呼びかける「関西・
クラスター撲滅宣言」（8/27）、会合が増える年末年始に感染防止の徹底を呼びかける「関西・
年末感染防止徹底宣言」（11/19）、「関西・年末年始緊急宣言」（12/19)など、適時にメッセ
ージの発出を行った。 

その後、2021 年年始の感染者急増に伴い、関西における緊急事態宣言発出に関する考え方を
申し合わせた１月５日には、首都圏への往来自粛等を呼びかける「関西・府県市民緊急行動宣言」
を発出したほか、緊急事態措置実施区域のみならず関西全体での人の流れの減少を呼びかける
「関西・みんなで頑張ろう宣言」（1/28）を発出した。 
 

（メッセージ） 

・新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた関西府県民の皆様へのお願い（2020.4.1） 

・関西・外出しない宣言（2020.4.8） 

・「関西・外出しない宣言」を踏まえたお願い（2020.4.15）  

・関西・GW も外出しない宣言（2020.4.23） 

・関西・コロナ「次なる波」抑止宣言（2020.7.22）  

・関西・クラスター撲滅宣言（2020.8.27）  

・関西・イベント時の感染防止宣言（2020.9.22） 

・コロナ禍でも台風時には避難行動を！（2020.9.22） 

・関西・年末感染防止徹底宣言（2020.11.19）  
・関西・年末年始緊急宣言（2020.12.19）  

・関西・府県市民緊急行動宣言（2021.1.5） 

・関西・みんなで頑張ろう宣言（2021.1.28） 
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(ｳ) 広域的な医療連携 

第１回対策本部会議において、関西防災・減災プラン（感染症対策編）に基づき、①医薬品・
医療資器材及び医療専門人材の広域融通調整、②検査の広域連携、③広域的な患者受入体制の連
携を行うことを申し合わせ、以降、広域医療局が中心となって取組を進めている（114 ページ参
照）。 

(ｴ) 事業者への休業要請等 

第１波の際の休業要請にあたっては、経済圏域が一体である府県の間で対象に違いがある場合、
開業している店舗等へ他府県からの移動が生じることが懸念されたため、京都府、大阪府、兵庫
県の３府県において要請内容を整合させる調整を行った。 

関西圏で一律の制限基準の設定は、各府県の感染状況等に違いがあるため行わなかったが、３
府県間をはじめとする個別調整は、それまでに関西広域連合の対策本部会議を重ねていたことで
円滑に進めることができた。 

第３波においては、12 月から大阪府と京都府において特定区域の酒類を提供する飲食店に対
する営業時間短縮要請が行われていたが、１月 13 日の 2 度目の緊急事態宣言を受け、事前の申
し合わせによる３府県協議に基づき、３府県とも各府県全域を対象に、全ての飲食店に対する営
業時間短縮が行われている。 

(ｵ) 関西の経済団体との連携 

新型コロナウイルス感染症の急速な感染拡大により、全国的に医療資器材が不足するとともに、
医療・検査体制がひっ迫する恐れが高まったため、関西広域連合は 4 月 27 日に関西圏の経済団
体に医療物資・資器材の増産及び流通拡大を依頼した。 

関西経済連合会及び関西経済同友会では、会員企業に支援を呼びかけ、増産・流通拡大にとど
まらず、多数の物資提供があり、国による供給や各府県による確保を補完する重要な役割を果た
している（寄付 13 社、購入の紹介１団体）。 

また、5 月に関西経済連合会が設置した「関西・新型コロナウイルス医療体制支援基金」から、
各構成府県に対し、医療体制の強化を支援するための寄付が行われた（総額 721 百万円）。 

このほか、9 月 8 日には、松本関西経済連合会会長及び井戸広域連合長が共同して、西村経済
再生担当大臣に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法等における政策決定プロセスへの地
方の参画の明記や、広域ブロックの法的役割の明確化等を求める「新型コロナウイルス感染症対
策における広域対応の強化に向けた緊急提言」を行った。 

(ｶ) 国への提案・要望 

情勢の変化に応じて、全国知事会や各構成団体とも連携して国に働きかけることにより、雇用
調整助成金の助成率・上限額の引き上げや、医療機関の診療報酬の加算などの制度改善が実現し
たほか、国の補正予算により自治体が対策を実施するための新たな交付金制度が創設されるなど
の成果があった。 

また、2021 年年始に、今後京都府、大阪府、兵庫県での感染急増により 3 府県から政府に緊
急事態宣言の発出を要請することを決定した際に、国に対し、要請への迅速な対応とともに緊急
事態措置の弾力的な運用及び十分な財政支援を行うことや、対策の実効性を高める新型インフル
エンザ等対策特別措置法及び感染症法の早期改正などを求める緊急提言を行った。 
 

（提案・要望） 

・新型コロナウイルス感染症対策に係る要望（2020.3.19）  
・新型コロナウイルス感染症対策に係る要望（2020.3.27）  
・新型コロナウイルス感染症対策の更なる推進に向けた提案（2020.4.23）  
・国における二類感染症からの見直しについて（2020.8.27） 
・新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急提言（2021.1.5） 
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 ウ 今後の課題 

2021 年年始における感染の急拡大後、速やかに対策本部会議を開催して関西圏の方向性を見定
め、再び緊急事態措置実施区域となった京都府、大阪府、兵庫県が外出自粛、飲食店の営業時間短
縮、出勤抑制等に取り組むとともに、他の構成団体が一致協力して感染防止対策に取り組んだ結果、
1 月中旬以降、新規陽性者数は減少傾向にある。今後は、適切な時期における 3 府県足並みを揃え
た宣言解除、及び解除後の段階的な対策の緩和が求められる。 

これからも引き続き、時々刻々と変化する感染状況や医療体制などについて情報共有を図りなが
ら、新型コロナウイルス感染症の収束に向けて関西が一体となった取組を進める必要がある。 

⑤ 訓練および研修の実施 

ア 背景・目的 

関西防災・減災プラン、関西広域応援・受援実施要綱、南海トラフ地震応急対応マニュアル等の
実効性を高め、大規模広域災害発生時の関西広域連合、構成団体の災害対応能力の向上を図るため、
広域応援訓練や研修を実施し、防災分野の人材育成を図る。 

イ 取組の概要 

(ｱ) 広域応援訓練等の実施 

大規模広域災害発生時に、緊急物資供給や広域応援・受援が円滑に行えるよう、民間事業者の
参画のもと、ワークショップ及び広域応援訓練(図上訓練・実動訓練)を実施した。 

ワークショップでは、行政・民間における災害時の円滑な活動につないでいくため、対応手順
等に関する講義を実施するとともに、行政と民間の意見交換の場を設けた。広域応援訓練では、
物資・人員調整にかかる対処能力の向上を図るため、応援・受援にかかる一連の流れにおいて、
災害時の手順を確認した。 

また、近畿２府７県合同防災訓練においても、構成府県における物資拠点が被災する想定のも
と、広域的な物資の代替拠点を開設・運営し、構成団体等からの緊急支援物資の輸送訓練等を実
施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ワークショップ（2019 年度） 広域応援訓練（図上訓練）（2012 年度） 
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【広域応援訓練 開催実績】 

実施 
年度 実施日 実施 

場所 被害想定 
種別 参加機関 

訓練概要・目的 実
動 

図
上 行政 民間 

2011 10 月 30 日 

徳島県 南海トラフ地震 ○   11 団体 1 団体 

（概要） 
和歌山県潮岬沖南方で発生した地震により、三重県、和歌山県、
徳島県に甚大な被害が発生し、カウンターパートにて支援 
（目的） 
・被災団体への人員派遣及び物資搬送に係る手順確認 

兵庫県 南海トラフ地震  
 ○ 11 団体 ー 

（概要） 
和歌山県潮岬沖南方で発生した地震により、三重県、和歌山県、
徳島県に甚大な被害が発生し、カウンターパートにて支援 
（目的） 
・関西広域防災計画の策定に向けた対応の確認・検証 
・広域防災局員及び府県要員の災害対応能力の向上 

2012 

10 月 28 日 兵庫県 東海・東南海・ 
南海地震 ○   

180 団体 
※近畿府県合同
防災訓練と共同 
開催 

（概要） 
東海・東南海・南海地震の発生により、兵庫県に甚大な被害が発
生したため、カウンターパートにて支援 
（目的） 
・広域防災局員及び府県要員の災害対応能力の向上 
・九州地方知事会との応援調整手順の確認 

2 月 13 日 兵庫県 南海トラフ地震  
 ○ 37 団体 9 団体 

（概要） 
南海トラフ地震により、三重県、和歌山県、徳島県に甚大な被害
が発生したため、カウンターパートにて支援を実施 
（目的） 
・関西広域応援・受援実施要綱の策定に向けた手順確認 
・各関係機関の相互の連携強化及び対処能力向上を図る 

2013 

10 月 27 日 滋賀県 鈴鹿西縁断層帯
地震 ○   9 団体 8 団体 

（概要） 
鈴鹿西縁断層帯地震により、滋賀県に甚大な被害が発生したた
め、カウンターパートにて支援を実施 
（目的） 
・物資集積・配送マニュアルによる手順の検証 
・応援府県から被災団体の物資拠点までの物資搬送の手順確認 

12 月 25 日 滋賀県 琵琶湖西岸断層
帯地震   ○ 25 団体 4 団体 

（概要） 
琵琶湖西岸断層帯地震により、滋賀県・京都府に甚大な被害が
発生したため、カウンターパートにて支援を実施 
（目的） 
・WEB 会議システムを利用した意思決定手順の確認 
・現地連絡所の設置による情報収集・調整機能の確認 
・応援幹事府県の設定によるカウンターパートの調整機能の検証 

2014 

10 月 19 日 和歌山県 和歌山県南方沖
地震 ○   9 団体 2 団体 

（概要） 
和歌山県沖で発生した地震により、和歌山を中心に甚大な被害が
発生したため、救援物資の調達・輸送を行う 
（目的） 
・情報収集・支援調整のため緊急派遣チーム派遣手順を確認 
・広域で調達した医薬品の搬送から受入れまでの手順確認 

2 月 1 日 和歌山県 和歌山県南方沖
地震   ○ 23 団体 8 団体 

（概要） 
和歌山県沖で発生した地震により、和歌山を中心に甚大な被害が
発生したため、救援物資の調達・輸送を行う 
（目的） 
・救援物資の供給を軸とした応援・受援の手順の確認 
・各関係機関の相互の連携強化及び対処能力向上を図る 

2015 

10 月 18 日 京都府 京都府内直下 
地震 ○   15 団体 10 団体 

（概要） 
京都府南部で発生した地震により、宇治市、城陽市、久御山町に
甚大な被害が発生したため、救援物資の調達、輸送を行う 
（目的） 
・情報収集・支援調整のため緊急派遣チーム派遣手順を確認 
・救援物資の１次物資拠点までの受入れ・保管・輸送の手順確認 
・２次物資拠点までの物資搬送にかかる調整手順の確認 

2 月 3 日 京都府 京都府内直下 
地震   ○ 18 団体 5 団体 

（概要） 
京都府南部で発生した地震により、京都市を中心に甚大な被害が
発生したため、救援物資の調達・輸送を行う 
（目的） 
・災害対応手順及び応援手順の確認 
・救援物資調整の過程を確認 
・緊急物資円滑供給システムの検証 
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実施 
年度 実施日 実施 

場所 被害想定 
種別 参加機関 

訓練概要・目的 実
動 

図
上 行政 民間 

2016 

10 月 23 日 奈良県 奈良県南部地震 ○   16 団体 8 団体 

（概要） 
奈良県南部で発生した地震により,五條市を中心に甚大な被害が
発生し、被災団体の要請に基づき、救援物資の調達・輸送を行う 
（目的） 
・１次物資拠点における関係機関の連携体制の検証 
・救援物資の受入れ・保管・輸送の手順確認 

2 月 10 日 奈良県 奈良県南部地震   ○ 19 団体 3 団体 

（概要） 
奈良県南部で発生した地震により,五條市を中心に甚大な被害が
発生し、被災団体の要請に基づき、救援物資の調達・輸送を行う 
（目的） 
・緊急物資円滑供給ｼｽﾃﾑに基づく、救援物資調整の検証 
・関西広域応援・受援システムの習熟 
・各関係機関の相互の連携強化及び対処能力向上を図る 

2017 

9 月 22 日 兵庫県 南海トラフ地震   ○ 19 団体 21 団体 

（概要） 
南海トラフ地震により、大阪府の１次物資拠点が使用不能とな
り、0 次物資拠点から市町村の物資拠点へ供給を行う 
（目的） 
・緊急物資円滑供給システムに基づく、救援物資調整の検証 
・２次物資拠点への物資の輸送及び搬入手続きの確認 

11 月 5 日 兵庫県 南海トラフ地震 ○   10 団体 16 団体 

（概要） 
南海トラフ地震により、大阪府の１次物資拠点が使用不能とな
り、0 次物資拠点から市町村の物資拠点へ供給を行う 
（目的） 
・緊急物資円滑供給ｼｽﾃﾑに基づく、救援物資調整の検証 
・各関係機関の相互の連携強化及び対処能力向上を図る 

2018 11 月 14 日 兵庫県 南海トラフ地震   ○ 20 団体 33 団体 

（概要） 
南海トラフ地震により、徳島県の１次物資拠点が使用不能とな
り、0 次物資拠点から市町村の物資拠点へ供給を行う 
（目的） 
・「0 次拠点運用マニュアル」に定める応援・受援活動の手続きの確
認 
・各関係機関の相互の連携強化及び対処能力向上を図る 

2019 10 月 10 日 兵庫県 南海トラフ地震   ○ 17 団体 25 団体 

（概要） 
南海トラフ地震により、三重県の１次物資拠点が使用不能とな
り、0 次物資拠点から市町村の物資拠点へ供給を行う 
（目的） 
・「0 次拠点運用マニュアル」に定める応援・受援活動の手続きの確
認 
・各関係機関の相互の連携強化及び対処能力向上を図る 

2020 

11 月 18 日 大阪府 大型台風 ○   ９団体 ４団体 

（概要） 
関西地方を通過した大型台風により、倒木・電柱の倒壊等が発生
し、ライフライン事業者と連携し、道路啓開及び電柱・電線の復旧
作業を行う 
（目的） 
・ライフラインの早期復旧に向けた各関係機関の相互の連携強化
及び対処能力向上を図る 

12 月２日 WEB 南海トラフ地震   ○ 16 団体 26 団体 

（概要） 
南海トラフ地震により、大阪府、和歌山県、徳島県を中心に関西
県域に被害が発生したことを想定し、被災団体の要請に基づき、
救援物資の調達、輸送を行う 
（目的） 
・緊急物資円滑供給システム・０次拠点運用マニュアルの検証 
・関西広域応援・受援システムの習熟 
・各関係機関の相互の連携強化及び対処能力向上を図る 
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(ｲ) 総合的・体系的な研修の実施 

関西防災・減災プランの理解を深めるとともに、構成団体の防災担当職員の災害対応能力の向
上を図る研修を実施した。 

ａ 共通研修 
担当府県市持ち回りにより、総合的・体系的な研修を実施した。 

【共通研修 年度別参加者数】                              (人) 
年度 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 計 

防災担当職員 
基礎研修 138 55 113 108 74 146 108 

注 1) 113 注 2) 149 1,004 
災害救助法実
務担当者研修 78 58 34 50 64 61 45 49 64 73 576 
家屋被害認定 
業務研修  72 61 84 87 81 101 60 注 2) 472 1,018 

計 216 185 208 242 225 288 254 222 64 694 2,598 
注 1）別途、防災担当新任職員研修（参加者数 24 人）を実施 
注 2）新型コロナウイルス感染症拡大の影響により次年度に延期 

ｂ 家屋被害認定業務研修プログラムの開発 
大規模災害時に膨大な業務となる家屋被害認定について、集合形式の研修だけでは人材の育

成に限界があることから、インターネットを活用した研修プログラムを 2017 年度に開発した。 
（受講者数） 794 人（2018～2019 年度） 

ｃ 関西防災・減災プラン等に関する研修会・ワークショップ 
関西防災・減災プラン等について理解を深め、発災時に効果的に応援・受援を実施するため、

ワークショップを交えた研修会を実施した。 
（受講者数） 

(a) 関西広域応援・受援実施要綱に関するワークショップ 
（2013～2015 年度）  62 名 

(b) 広域防災・減災研修会 （2018 年度～注）   67 名 
注）2019 年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により次年度に延期 

         

 

 

 

 

 

 

              

 

(ｳ) 原子力災害時の広域避難にかかる訓練・研修の実施 

関西防災・減災プラン（原子力災害対策編）および広域避難ガイドラインの実効性向上を図り、
円滑な広域避難を実現するため、関係府県が実施する原子力防災訓練にあわせた広域避難実動訓
練のほか、放射線技師やバス事業者等の関係者に対する研修を実施した。 

 
 

広域防災・減災研修会（2018 年度） 
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エ 今後の課題  

民間事業者とも連携した図上訓練、実動訓練、ワークショップを通じて、応援・受援や緊急物資
円滑供給における課題の検証を行い、さらなる改善を図る。 

関西防災・減災プランの実施を担う防災分野の人材育成に向け、研修等のさらなる充実を図る。 

⑥ 災害時の物資供給の円滑化の推進 

ア 背景   

関西広域連合では、2011 年 3 月に発生した東日本大震災において、避難生活に必要な物資の提
供に積極的に取り組んだが、被災地の物資拠点には、関西広域連合のほか、国や民間企業等から大
量の物資が届けられる中、経験のない行政職員だけでは適正な物流管理が行えず、物資の滞留が発
生し、個々の避難所まで物資が行き届かない等、緊急物資の供給に問題が生じた。 

さらに、2016 年４月に発生した熊本地震では、一次物資拠点の被災による物資搬入拠点の不足
や、倉庫管理・搬出入管理等の物流ノウハウのない行政職員による拠点運営、市町村の行政機能低
下に伴う避難所ニーズの把握の遅れ、物資集積所における滞留等、緊急物資供給の課題が改めて浮
き彫りになった。 

イ 目的 

近年の大規模災害において発生した緊急物資等の輸配送に関する課題に対応するため、構成団体
と民間事業者が連携して物資供給に取り組む、緊急物資円滑供給システムを推進する。 

また、同システムの円滑な運営のため、広域防災拠点が被災等によって使用不能となった場合に
代替拠点となる、基幹的物資拠点（０次物資拠点）を運用する。 

ウ 取組の概要 

(ｱ) 緊急物資円滑供給システム協議会の設立 

東日本大震災での教訓を踏まえ、今後発生が懸念される南海トラフ地震等の大規模広域災害を
前提としつつ、民間事業者の参画のもと物資調達・確保と輸配送の両面から様々な災害にも対応
しうる緊急物資円滑供給システムの構築を目的に、2014 年９月に、緊急物資円滑供給システム
協議会を設立した。 

同協議会は、熊本地震における課題についても検証し、大規模広域災害時の物資供給において
関西広域連合が取り組むべき課題と対応の方向について、2016 年８月、「関西圏域における緊
急物資円滑供給システムの構築について（報告）」をとりまとめた。 

【緊急物資円滑供給システム協議会 参画団体】 35 団体 
委員 

 (16 団体) 
阪神・淡路大震災記念人と防災未来センター、一般社団法人大阪府トラック協会、 
大阪倉庫協会、兵庫県倉庫協会、一般社団法人全国物流ネットワーク協会、 
佐川急便株式会社、日本通運株式会社、ヤマト運輸株式会社、朝日航洋株式会社、 
イオンリテール株式会社、加藤産業株式会社、コカ・コーラウエスト株式会社、 
NPO 法人コメリ災害対策センター、山崎製パン株式会社、株式会社ローソン、 
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社 

地方公共団体 
 (12 団体) 

関西広域連合、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、徳島県、京都市、 
大阪市、堺市、神戸市 

オブザーバー 
(７団体) 

近畿運輸局、神戸運輸監理部、近畿地方整備局、陸上自衛隊中部方面総監部、福井県、 
三重県、鳥取県 

 

(ｲ) 関西圏域における緊急物資円滑供給システムの構築 

「関西圏域における緊急物資円滑供給システムの構築について（報告）」では、国等からの物
資支援が始まるまでの発災後３日間に、関西圏域全体で備蓄物資を相互に融通するため、備蓄、
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調達、ロジスティクスの確立、拠点の設営・運営、輸送の５つの視点から、現状と課題、対応方
針を示した。 

あわせて、関西広域連合の構成団体・連携県が災害発生時に円滑に物流専門組織を設置・運用
できるよう、物資円滑供給システムの組織体制、基本的機能と担当業務を整理し、チェックリス
ト形式で提示した。 

 
【課題への対応方針】 

 現状と課題 対応方針 
備蓄 ・関西圏域の行政備蓄量が不足 

・画一的な備蓄（ﾆｰｽﾞの多様化） 
・広域的融通体制が未整備 

・府県・市町村・住民連携による物資の確保 
・広域融通体制の整備 
・ﾗﾝﾆﾝｸﾞｽﾄｯｸ方式による備蓄の導入 

調達 ・流通備蓄の不確実性 
・事業者被災による協定機能不全 
・重複要請等による事務混乱 

・要請窓口の一本化 
・要請のﾙｰﾙ作り 
・輸配送業務での物流事業者との連携強化 
・業務の標準化 

ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽの
確立 

・物流をｺﾝﾄﾛｰﾙする指令機能が不存在 
・物流ﾉｳﾊｳ、ﾏﾆｭｱﾙ、様式の欠如 

・専門組織の設置、担当業務のﾏﾆｭｱﾙ化 
・専門人材の育成 

拠点の設
置･運営 

・拠点被災時の物流機能の補完 
・事業者と連携した運営方法が未確立 

・広域物資拠点のﾈｯﾄﾜｰｸ化(０次拠点の設置） 
・利用可能な民間物流倉庫のﾘｽﾄｱｯﾌﾟ 

輸送 ・通信手段制約時の物資ﾆｰｽﾞ把握 
・避難所までの配送手段の確保 
・混載物の対応 

・府県による市町村のﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ 
・宅配事業者との連携 
・送り手側のﾙｰﾙづくり 

 

  【緊急物資円滑供給システム体制図】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｳ) 基幹的物資拠点運用マニュアル  

熊本地震では、広域物資拠点の被災によって、被災者に物資が届かない事態が生じた。同様に
関西圏域においても、府県の広域物資拠点が被災等により使用不能となった場合、物流機能が停
止し、避難所までの物資供給が困難となるおそれがあることから、広域物資拠点の物流機能を補
完する拠点を「基幹的物資拠点(０次物資拠点）」と位置付け、その運用について、2018 年３月
に「基幹的物資拠点(０次物資拠点)運用マニュアル」を策定した。 
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０次物資拠点は、立地、構造、設備の３つの基準から選定され、候補地は、①関西広域連合構
成府県の所有する１次物資拠点、②民間物流事業者の倉庫・物流拠点の２通りで開設する。運営
体制については、民間事業者からの支援を受け、行政職員の物流ノウハウ不足を補完し、迅速な
物資供給体制を構築することとしている。 

【０次物資拠点の運営体制】 
区分 運営体制 ０次物資拠点設置場所 

ﾊﾟﾀｰﾝ１ ・ 発災直後で、民間物流事業者が運営にすぐには入れないこ
とを想定し、行政職員中心で運営 

・ 民間物流事業者からｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ等の派遣を受けた上で、助
言を受けて運営 

被災府県外の１次物資拠点 

ﾊﾟﾀｰﾝ２ ０次物資拠点の運営のうち、物資搬入、仕分け、搬出など大部
分の業務を民間物流事業者に委託して運営 

ﾊﾟﾀｰﾝ３ 民間物流事業者の物流拠点・物流ｾﾝﾀｰ等において「０次物資
拠点」の機能をすべて実施 
※想定ｲﾒｰｼﾞ:熊本地震の日通鳥栖流通ｾﾝﾀｰ 

民間の物流拠点・物流ｾﾝﾀｰ 

 

(ｴ) 関西災害時物資供給協議会 

緊急物資円滑供給システムを円滑に運用するためには、システムの検討に携わった団体だけで
はなく、関西の行政と民間が総力を挙げて取り組むことが不可欠であることから、2017 年１月
に、行政・民間あわせて 60 団体以上が参画する関西災害時物資供給協議会を設立した。 

同協議会では、緊急物資円滑供給システム及び０次物資拠点についてのワークショップ・広域
応援訓練を通して、災害時における物資供給の実効性の向上を図るとともに、年に１度会員が一
堂に会する総会を開催し、行政と民間の顔の見える関係づくりを進めた。 

 

【関西災害時物資供給協議会 参画団体】65 団体             （2020 年４月１日現在） 
物流関係事業者 

（19 団体） 
佐川急便株式会社、日本通運株式会社、ヤマト運輸株式会社、朝日航洋株式会社、 
一般社団法人滋賀県トラック協会、一般社団法人京都府トラック協会、 
一般社団法人大阪府トラック協会、一般社団法人兵庫県トラック協会、 
公益社団法人奈良県トラック協会、公益社団法人和歌山県トラック協会、 
一般社団法人徳島県トラック協会、一般社団法人鳥取県トラック協会、 
滋賀県倉庫協会、京都倉庫協会、大阪倉庫協会、兵庫県倉庫協会、奈良県倉庫協会、 
和歌山県倉庫協会、徳島県倉庫協会 

流通関係事業者 
（18 団体） 

イオンリテール株式会社、国分グローサーズチェーン株式会社、 
NPO 法人コメリ災害対策センター、株式会社セブン－イレブン・ジャパン、 
株式会社ファミリーマート、株式会社ポプラ、ミニストップ株式会社、 
株式会社ローソン、滋賀県生活協同組合連合会、京都府生活協同組合連合会、 
大阪府生活協同組合連合会、兵庫県生活協同組合連合会、奈良県生活協同組合連合会、 
和歌山県生活協同組合連合会、市民生活協同組合ならコープ、 

関西災害時物資供給協議会設立総会の開催 
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わかやま市民生活協同組合、生活協同組合とくしま生協、 
一般社団法人日本福祉用具供給協会 

メーカー事業者 
（15 団体） 

アサヒ飲料株式会社、エースコック株式会社、大塚食品株式会社、大塚製薬株式会社、 
キリンビバレッジ株式会社、コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社、 
サントリーフーズ株式会社、株式会社総合サービス、ダイドードリンコ株式会社、 
日清食品ホールディングス株式会社、ハウス食品グループ本社株式会社、 
株式会社ハマネツ、P＆G ジャパン株式会社、森永乳業株式会社、山崎製パン株式会社 

地方公共団体 
（13 団体） 

関西広域連合、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 

 

エ 今後の課題 

今後の災害によって発生する新たな課題や社会の変化等に対応するため、適宜マニュアル等の改
訂を行う。 

また、新たな取組として、物資拠点の運用手順、資機材の配備やレイアウト等についての物資拠
点運営事例を作成し、各構成団体の地域防災計画や拠点運営要領等に反映するとともに、広域応援
訓練等で習熟を図る。 

このほか、関西災害時物資供給協議会等を通じ、民間事業者との連携を深め、民間の持つノウハ
ウを活用した緊急物資円滑供給システムを推進する。 

⑦ 帰宅困難者及び外国人観光客対策の推進 

ア 背景 

2011 年３月 11 日に発生した東日本大震災においては、地震の発生時刻が平日の日中であったこ
とから、鉄道等を利用して通勤・通学している人々の帰宅手段が閉ざされ、首都圏では約 515 万人
（内閣府推計）もの帰宅困難者が発生した。 

また、2018 年６月 18 日に発生した大阪府北部を震源とする地震においても、運行を停止したほ
とんどの鉄道路線は午後から順次運転を再開したが、駅間停車した列車においては一部利用者の避
難誘導の完了までに時間を要したほか、鉄道の施設点検や復旧に時間を要し、運行停止状況や復旧
目途など情報発信にも支障を生じたことから、主要駅を中心に運転再開までの間、利用者の滞留が
見受けられた。 

今後 30 年間の発生確率が 70～80％とされる南海トラフ地震では、長期間にわたり鉄道、バス等
公共交通機関が運転を停止することが想定され、帰宅困難者数は関西圏域で 220～270 万人発生す
ると見込まれている。 

一方、多数の死傷者、避難者が発生する大規模広域災害においては、行政機関による｢公助｣に限
界があり、帰宅困難者等への対応としては、可能な限り｢自助｣を前提としつつ｢共助｣も含めた総合
的な対応が不可欠である。 

したがって、国、府県、市町村だけでなく、民間企業等の各機関が連携・協働した取組が求めら
れる。特に、関西圏は人口の流入・流出が広範囲にわたることから、隣接府県が連携した広域的な
対応が必要である。 

イ 目的 

今後の大規模広域災害において、発生が予想されている帰宅困難者について、徒歩帰宅者を支援
するための支援ステーション事業を実施する。また発災時に、関西広域連合や構成団体が民間事業
者等と広域的に連携しつつ、関係者の自助・共助を最大限に発揮して官民総合的に取り組むための
ガイドラインを策定するとともに、ガイドラインに基づき構成団体とも連携した訓練を行う。 

あわせて、近年急増している外国人観光客についてもガイドラインを策定し、平時から関係機関
と連携しながら発災時に備える対応体制を構築する。 
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ウ 取組の概要   

(ｱ) 災害時帰宅支援ステーション事業 

2002 年３月に、関西広域連携協議会（注）は、大規模災害時
に帰宅困難者となることが想定される昼間の都市部への流
入者対策について、「災害時の昼間流入人口問題の解決に向
けて」をとりまとめた。その中では、徒歩帰宅者に対して、
利用可能な交通機関等の適切な情報提供がなされない場合、
駅や集客施設等に人々が殺到し、パニックなどの混乱が引き
起こされる恐れがあること、また、地元住民向けとは別に、
水、トイレ等の支援サービスを提供する帰宅支援施設の必要
性などが示された。 

2005 年２月には、関西広域連携協議会は、コンビニエンス
ストアや外食事業者をはじめとする民間事業者と「災害時に
おける帰宅困難者支援に関する協定」を締結し、大規模災害
により交通が途絶したときに、協定を締結している事業者の
店舗を「災害時帰宅支援ステーション」と位置づけ、各店舗
が可能な範囲で帰宅困難者への支援を実施することとした。 

こうした災害時帰宅支援ステーションの取組は、その後愛
知県や関東の九都県市、岐阜県、島根県等においても同一の
ステッカーで取り組まれることになり、全国へと広がること
となった。2020 年４月現在、全国 43 都道府県に普及してい
る。  

（注）関西広域連携協議会は、2007 年 7 月から関西広域機構となり、 
2010 年 12 月から関西広域連合に移行 

 

【災害時帰宅支援ステーション事業概要】 
・対象地域：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、徳島県及び三重県の府県域 

  ・協力事業者：24 社                        ※（ ）内は協定締結年 
コンビニ 
事業者 
(7 社) 

国分グローサーズチェーン株式会社、株式会社セブン－イレブン・ジャパン、 
山崎製パン株式会社、株式会社ファミリーマート、株式会社ポプラ、 
ミニストップ株式会社、株式会社ローソン（以上すべて 2005 年） 

外食 
事業者 
(13 社) 

株式会社吉野家（2005 年） 
株式会社イデアプラス、株式会社ストロベリーコーンズ（2006 年） 
株式会社壱番屋（2007 年） 
株式会社ダスキン、株式会社セブン＆アイ・フードシステムズ、 
株式会社モスフードサービス、ロイヤルホールディングス株式会社（2008 年） 
サトフードサービス株式会社（2009 年） 
チムニー株式会社、ワタミ株式会社（2011 年） 
サガミレストランツ株式会社、味の民芸フードサービス株式会社（2012 年） 

その他 
(4 社) 

株式会社スギ薬局（2007 年） 
株式会社ユタカファーマシー（2008 年） 
株式会社第一興商（2011 年） 
株式会社オートバックスジャパン（2015 年） 

・登録店舗数：合計 11,395 店舗（2020 年 4 月末現在） 
 

 

 

帰宅支援ステーション事業ポスター 

帰宅支援ステーション事業ステッカー 
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(ｲ) 帰宅支援に関する協議会の設立 

関西広域連合では 2016 年２月、大規模災害発災時に関西圏における在勤・在学者、滞在者等
を含むすべての住民が安全に帰宅できるための広域的な支援のあり方を検討し、対策の確立を図
るため、国、地方公共団体、協力民間企業等で構成する「帰宅支援に関する協議会」を設立し、
｢関西広域帰宅困難者対策ガイドライン｣の検討を行った。 

【帰宅支援に関する協議会 参画団体】34 団体 
国 

(４団体) 内閣府、近畿地方整備局、近畿運輸局、神戸運輸監理部 

地方公共団体 
 (12 団体) 

関西広域連合、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、徳島県、 
京都市、大阪市、堺市、神戸市 

協力民間企業 
(13 団体) 

日本放送協会、一般社団法人電気通信事業者協会、西日本旅客鉄道株式会社、 
阪急電鉄株式会社、近畿日本鉄道株式会社、阪神電気鉄道株式会社、 
南海電気鉄道株式会社、京阪電気鉄道株式会社、近畿バス団体協議会、 
近畿旅客船協会、神戸旅客船協会、一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会、一般社団法人日
本旅行業協会 

オブザーバー 
(５団体) 公益社団法人関西経済連合会、近畿管区警察局、福井県、三重県、鳥取県 

 

(ｳ) 関西広域帰宅困難者対策ガイドラインの策定 

「帰宅支援に関する協議会」での検討を経て、2019 年９月に｢関西広域帰宅困難者対策ガイド
ライン｣を策定した。 

ガイドラインでは、関係者が自助・共助を最大限に発揮して官民連携の総合的対策に取り組め
るよう、発災直後はむやみに移動を開始しないという｢一斉帰宅の抑制」、一時退避場所等へ帰
宅困難者を誘導する｢ターミナル駅周辺等の混乱防止｣、｢一時退避場所、一時滞在施設の確保・
運営｣や、混乱収拾期以降の｢安全に帰宅するための支援｣の各段階において、関西広域連合、構
成団体及び関係機関が取るべき行動をオペレーションマップ・タイムラインとして取りまとめる
など、帰宅困難者対策の総合的な方針を示した。また、大阪府北部地震での教訓も踏まえ、通勤
時間帯や帰宅時間帯に発災した場合に備え、発災時間帯別に企業等がとるべき行動についても盛
り込んだ。 

 【帰宅困難者対策の全体イメージ】 
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(ｴ) 帰宅困難者訓練 

ガイドライン及びオペレーションマップ・タイムラインの検証を行うため、大規模災害時に多
くの帰宅困難者の発生が予測される各構成団体と協力し、「関西広域帰宅困難者対策訓練」を実
施した。 

 【関西広域帰宅困難者対策訓練の概要】 
年度 実施日 場所 参加者 訓練目的 
2018 
 

12 月 19 日 ヴィアーレ大阪 24 団体 39 名（関西広域連合構成団体、
国関係団体、交通関係事業者、民間事業
者・民間団体等） 

帰宅困難者対策ペレーションマップ・
タイムラインの検証 

2019 
 

1 月 31 日 神戸市役所 38 団体 67 名（関西広域連合構成団体、
生田警察署、三宮駅周辺地域帰宅困難者
対策協議会事業者、交通関係事業者、民
間事業者・民間団体等） 

「関西広域帰宅困難者対策ガイド
ライン」及び同オペレーションマップ・タ
イムラインの役割や対応手順の検証 

(注) 2020 年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止 
 

(ｵ) 災害時の外国人観光客対策  

大阪府北部地震においては、被災地内に滞在していた多数
の外国人観光客が、交通情報等必要な情報を入手することが
できず、混乱が生じるなど外国人観光客対策の不備が露呈し
た。外国人観光客は、災害経験がない、土地勘がない、日本
語によるコミュニケーションや情報入手に不慣れであるな
ど、災害時に行動の制約や困難が想定されるため、関係機関
の連携により、安全を確保する環境づくりが重要である。 

このため、災害時の外国人観光客に対して、関西広域連合、
構成団体、関係機関が連携し、安否確認等のための駐日外国
公館との連携、情報提供などの多言語支援、宿泊施設事業者等と連携した外国人観光客の一時避
難など、適切な対策がとれるよう｢関西広域帰宅困難者対策ガイドライン｣の別冊として、｢災害
時の外国人観光客対策について｣を策定した。 

エ 今後の課題  

帰宅困難者の発生による混乱を防止するためには、なによりも「むやみに移動しない」という基
本原則を住民に広く理解してもらう必要がある。このため、平時より、関西広域連合及び構成団体
が連携して、大規模発生時にとるべき行動について、住民への啓発を行う。 

また、ターミナル駅周辺の行き場のない帰宅困難者を一時退避場所、さらには一時滞在施設に誘
導する取組を強化し、発災直後に帰宅困難者をとどめる環境を整えていく必要があるため、各構成
団体において大規模広域災害発災時を想定した訓練を実施するほか、駅前滞留者対策協議会等の官
民連携の取組を推進する。 

さらに、近年増加している外国人観光客対策については、外国人観光客へ効率よく的確に災害情
報を提供する必要があるため、防災部局のみならず、関西観光本部をはじめ、各府県市の観光地域
づくり法人（DMO）や観光協会、旅行業者、宿泊事業者との連携を強化し、災害情報を提供する体
制を強化する。 

具体的には、多言語情報発信サイトへの接続を簡易にするポータルサイトの整備や、外国人観光
客が多く集まる空港や宿泊施設等での多言語情報発信ツールの周知に取り組む。 

 
 

災害時に外国人観光客専用避難所が 

開設される「猿沢イン」（奈良市） 
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⑧ 防災庁創設に向けた啓発活動 

ア 背景・目的 

南海トラフ巨大地震、首都直下地震という“国難”ともなる広域巨大災害を乗り越えるために必要
な我が国の防災・減災体制のあり方を検討するため、2016 年７月に学識者や国・県の実務担当者 10
名からなる「我が国の防災・減災体制のあり方に関する懇話会（座長：河田惠昭 人と防災未来セ
ンター長）を設置した。その後、１年にわたる検討の結果、「我が国の防災・減災体制のあり方に
係る検討報告書～ 防災省（庁）創設の提案～」がとりまとめられた。 

提案で得られた、事前対策から復興まで一連の対策を担い、東京のほか関西等に拠点を持つ双眼
的組織である「防災庁」の創設に向けた啓発活動を行う。 

イ 取組の概要 

(ｱ) 「我が国の防災・減災体制のあり方に関するシンポジウム」の開催等 

「我が国の防災・減災体制のあり方に係る検討報告書」を
踏まえ、2018 年２月９日、第 22 回『震災対策技術展』横浜
会場において、河田座長らがパネルディスカッションを行
い、防災庁の必要性等を啓発するシンポジウムを開催した。 

その後も、自治体災害対策全国会議など各種セミナー・シ
ンポジウムの機会を通じて啓発活動を実施した。 

(ｲ) 国への提案活動 

国に対し防災庁の創設を働きかける提案活動を実施した。 
・ 鈴木全国知事会危機管理･防災対策特別委員会委員長

（三重県知事）から防災担当大臣への要望（2018 年８月） 
・ 井戸広域連合長から防災担当大臣への要望（2018 年 11 月) 等 

(ｳ) 啓発用映像 DVD の作成 

南海トラフ地震や首都直下地震の発生の危険が高まる中、防災庁の必要性等を伝える映像
DVD を 2018 年度に作成し、国・関係団体等に配布するほか、セミナー・シンポジウムの場やホ
ームページ上で放映した。 

ウ 今後の課題 

引き続き、防災庁の創設について、セミナー等の開催、展示会への出展など、広く国民的理解を
得るための取組を推進する。 

（２）広域観光・文化・スポーツ振興 

① 広域観光 

ア 背景・目的 

観光産業は、世界経済の約１割を占めるといわれ、今後も安定的に成長していく産業分野との認
識から、多くの国々が国策として国際観光の振興に戦略的に取り組んでおり、我が国においても、
観光振興を成長戦略の一つに掲げ、観光立国の実現に向けた外国人誘客を推進している。 

関西広域連合においても、関西の魅力を世界に発信する国際観光の振興が様々な分野に大きな波
及効果をもたらす、関西の経済活性化に不可欠なものと位置づけ、2012 年３月に「関西観光・文化
振興計画」を策定し、関西の認知向上と誘客促進を目指して取り組んできた。 

我が国の防災・減災体制の 

あり方に関するシンポジウム 
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こうした中、ラグビーワールドカップ 2019 から続く「ゴールデン・スポーツイヤーズ」や「2025
年大阪・関西万博」等、世界的に関西が注目されるイベント等が開催されることから、広域連携DMO
の一般財団法人関西観光本部（以下「関西観光本部」という。）を中心に、海外への更なる情報発
信や、外国人観光客等の受入を拡大し、周遊力・滞在力を高めるための観光基盤の整備が求められ
ている。 

イ 取組の概要 

(ｱ) 多様な広域観光の展開による関西への誘客及び「東京 2020 オリンピック・パラリンピック」

等を見据えた文化・スポーツ観光の展開 

広域観光周遊ルート「美の伝説」をターゲット国の嗜好に合わせて売り込むとともに、食文化・
エコツーリズム・ジオツーリズム・産業観光等、関西の強みを活かし、サブルートの造成などに
よる広域観光周遊ルートの充実や、国際的なスポーツ大会の開催に向けて関西各地で体験できる
スポーツアクティビティの掘り起こしによるスポーツツーリズムの推進、都市と地方をつなぎ外
国人観光客の均整を図る多様な広域観光の展開により、関西への誘客を図った。 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 戦略的なプロモーションの展開 

関西観光本部において、東アジア・東南アジア・欧米豪等における海外観光プロモーションや、
ファムトリップ、プレスツアー等を実施し、関西の認知度向上及び訪日旅行者の増加・拡大を図
るための戦略的なプロモーションを展開するとともに、国や関西経済会、関係団体との連携のも
と海外へのトッププロモーションをこれまで 14 回実施している。現中国国家副主席である王岐
山氏、文化観光大臣に当たる胡和平氏、ユネスコのオードレ・アズレ事務局長など、世界の要人
と面会し、交流・意見交換を行うとともに、オーストラリア・カンタス航空に直接要望し、関西
国際空港への新規就航に結びつけた。2019 年度に実施したパリのユネスコ本部やロンドンの大
英博物館を舞台にしたレセプションなどを通じて、関西の観光や文化の魅力を世界に発信すると
ともに、フランスのイル・ド・フランス州では、政府観光局と関西観光本部との間で、定期的な
情報交換やプロモーションの実施に関する覚書を締結するなど、観光分野における共同活動を発
展させていくための基盤づくりができた。 

また、2017 年度に関西広域連合の観光情報等に関する WEB を関西観光本部の WEB へ統合
し、効率化と情報の一元化を図った。 

 

項目 2011 2016 2019  

関西への訪日外国人旅行者数 210 万人 1,024 万人 1,320 万人 推計値 
(観光庁、JNTO) 

  



95 

 

 

 

関西広域連合トッププロモーションの実績 （2011 年度～2019 年度） 
年度 訪問先 日程 主な内容 

2011 
中国 7 月 20 日～23 日 ・中国副総理（観光担当）表敬訪問 

・国家旅游局長表敬訪問 
韓国 9 月 18 日～20 日 ・韓国観光公社社長表敬訪問 

・韓国文化体育観光部第一次官表敬訪問 

2012 

韓国 8 月 1 日 ・韓国文化体育観光部第一次官表敬訪問 

中国 9 月 11 日～14 日 ・上海市表敬訪問 
・観光セミナー 

シンガポール 
マレーシア 2 月 17 日～20 日 ・貿易・産業大臣及び観光庁長官等政財界要人との会談 

・運輸大臣・シンガポール航空 CEO 等現地政財界要人との会談 

2013 

中国 
香港 9 月 13 日～16 日 ・香港貿易発展局総裁との情報交換会 

・広東省政府要人表敬訪問 

タイ 2 月 20 日～21 日 ・タイ政府観光庁副総裁表敬訪問  

2014 タイ 
マレーシア 11 月 19 日～22 日 

・タイ政府観光庁副総裁表敬訪問 
・タイ政府観光スポーツ大臣表敬訪問 
・マレーシア旅行業協会副部長表敬訪問  

2015 

フィリピン 
マレーシア 9 月 18 日～21 日 

・フィリピン政府観光省観光推進局最高執行責任者表敬訪問 
・マレーシア政府観光局国際プロモーション部シニアディレクター及び旅行業協
会総局長等との意見交換 

・マレーシア政府観光大臣表敬訪問 

ベトナム 11 月 27 日～29 日 
・ホーチミン市観光局副局長・各省観光関係者等との意見交換会 
・ホーチミン市テレビ局社長訪問 
・ホーチミン市長表敬訪問 

2016 台湾 
香港 8 月 30 日～9 月 2 日 

・台湾交通部長との会談 
・台北市長との会談 
・香港貿易発展局総裁との意見交換会 

2017 オーストラリア 
ニュージーランド 4 月 16 日～23 日 

・クイーンズランド州政府首相との会談 
・オーストラリア政府観光局局長との会談 
・カンタス航空国際線路線事業・計画・戦略責任者との会談 
・オークランド市長との会談 

2018 中国 11 月 25 日～29 日 
・陝西省政府書記及び省長等との会談 
・中央政府（文化観光部）政務官との会談 
・北京市副市長との会談 

2019 仏国 
英国 10 月 13 日～20 日 

・パリ市副市長との会談 
・ユネスコ本部世界遺産センター長との会談 
・イル・ド・フランス州副議長との会談 
・英国旅行業協会会長との会談 

2019 年海外観光プロモーション仏国、英国 関西観光本部 WEB The KANSAI Guide 
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(ｳ) 外国人観光客等の受入を拡大し、周遊力・滞在力を高める観光基盤の整備 

全国通訳案内士だけでなく地域通訳案内士や無資格者のガイドへも対象を広げて研修会や交
流会を実施し、通訳案内士等の質の向上と活用の機会の確保に取り組んだ。 

 
また、外国人観光客の受入を拡大するため、訪日外国人向けのチャージ式交通 IC カード

「KANSAI ONE PASS」のエリアの拡大や関西の空の玄関口である関西国際空港への高速交通
アクセスの向上等を推進するための政府への働きかけ、無料 Wi-Fi のアクセスポイントの拡大、
位置情報アプリなど ICT 技術を活用したデジタルスタンプラリーの実施等、周遊力・滞在力を
高めるための基盤整備を進めた。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｴ) 官民が一体となった広域連携 DMO の取組の推進 

広域連携 DMO として関西観光本部を設立し、広域観光マーケティングや海外向け関西観光
プロモーション、訪日外国人旅行客の受入基盤整備支援など、官民が一体となった取組を進めた。  

(ｵ) ジオパーク等を活用した外国人観光客の周遊促進 

外国人観光客の関西圏域の周遊を促進するため、外国人向けフリーペーパー「地球の歩き方
GOOD LUCK TRIP 関西」で、関西の地質景観スポットを巡る旅を紹介するとともに、関西観
光本部 HP「The KANSAI Guide」において、「山陰海岸ジオパーク」、「南紀熊野ジオパーク」
のジオサイトなどの情報を掲載し、コンテンツの充実を図った。    

項目 2009 2019 参照元 

全国通訳案内士（全国） 13,500 人 26,077 人 観光庁調べ 

全国通訳案内士（広域連合域内） 3,094 人 5,224 人 広域観光・文化・スポーツ振興局調べ 

 

位置情報アプリなど ICT 技術を活用した 

デジタルスタンプラリーを実施  

訪日外国人向けのチャージ式交通 IC カード 

全国通訳案内士等への研修の実施 
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ウ 今後の課題 

関西への外国人観光客数は、第 1 期広域計画策定時の約 6 倍に増加するなど、インバウンド観光
は好調に推移してきたが、大阪・京都などに一部の外国人観光客が集中する傾向があった。また、
新型コロナウイルス感染拡大の影響による海外渡航制限により、インバウンド観光は激減、観光業
界は深刻な影響を受けている。  

このため、今後は「文化庁の関西移転」や「2025 年大阪・関西万博」の開催などを見据え、歴史・
文化遺産、伝統文化、豊かな自然、食文化など多彩な観光文化資源が集積している関西のポテンシ
ャルを最大限に活かした「質の高い」観光を目指し、新たな観光戦略を打ち出していく。 

② 文化振興 

ア 背景・目的 

関西は、豊かな自然環境を有し、世界遺産や日本遺産、国宝、重要文化財が至る所に所在し、歴
史に裏打ちされた伝統芸能・祭礼から現代芸術に至るまで数多くの有形・無形の文化資源が集積し
ている。さらに、日本文化のふるさとであり、多様な文化や宗教と共存する寛容な生活文化が、今
日においても深く日々の暮らしの中に浸透している。 

文化庁の関西への本格移転が決定し、これに向け 2017 年 4 月には文化庁地域文化創生本部が設
置された。また、「東京 2020 オリンピック・パラリンピック」や「ワールドマスターズゲームズ
2021 関西」、「2025 年大阪・関西万博」等、国際的な注目を集める世界的イベントが開催される
ことから、文化庁とも歩調を揃えた文化財の活用を進め、関西から日本全体を元気にすることを目
指した「文化力」を発信するとともに、文化資源を活用した文化観光をはじめ、各分野と連携した
新しい文化行政を推進する必要がある。 

イ 取組の概要 

(ｱ) 関西文化の振興と国内外への魅力発信 

「関西観光・文化振興計画」に基づき、人形浄瑠璃や祭りなどの関西が有する文化芸術資源を
テーマでつなぐ「文化の道」事業などを展開するとともに、文化資源に気軽に接する機会として、
関西２府８県 4 政令市の美術館や博物館などの文化施設の協力を得て入館料を無料とする「関西
文化の日」を関西元気文化圏推進協議会、関西観光本部と連携し、実施した。 

  

南紀熊野ジオパーク（古座川の一枚岩） 山陰海岸ジオパーク（鳥取砂丘） 
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関西の祭り情報や文化イベントの情報をデータ

ベース化し、WEB 上で国内外に向けて発信すると
ともに、先進的な取組等の共有化・汎用化を通し
て関西の文化力向上につなげる関西ハーモナイズ
アップ事業として、アーティスト・イン・レジデ
ンスをテーマとした国際シンポジウムを開催し
た。 

 
 
 

          
 
 
 

 
 

(ｲ) 連携交流による関西文化の一層の向上 

文化庁地域文化創生本部や歴史街道推進協議会など官民の連携により、世界文化遺産や日本遺
産等をテーマに歴史文化遺産フォーラムを開催するとともに、関西の世界文化遺産等を紹介する
パネルや多言語化した歴史文化遺産リーフレット等により情報発信を図った。 

 
 
 
 
 
 
 

【関西文化の日実施状況】 
年度 入館者数 参加施設数 
2011 34 万人 454 施設 
2012 38 万人 491 施設 
2013 47 万人 514 施設 
2014 48 万人 564 施設 
2015 47 万人 602 施設 
2016 51 万人 658 施設 
2017 53 万人 688 施設 
2018 52 万人 655 施設 
2019 52 万人 632 施設 
2020 15 万人 424 施設 

【関西ハーモナイズアップ事業 
（アーティスト・イン・レジデンス）】 

年度 開催地 参加者数 
2015 鳥取県（米子市） 200 人 
2016 滋賀県（甲賀市） 200 人 
2017 徳島県（神山町） 140 人 

 「関西祭.com」による祭り情報の多言語発信   

歴史文化遺産フォーラムの開催 歴史文化遺産リーフレット 

「文化の道」事業 『ものがたり街道』冊子 

古典楽劇ゆかりの名所の数々をとりまとめ、冊子を２冊発行

し、デジタルカタログで Web 上でも紹介（日英併記） 

「関西アーティスト・イン・レジデンス」シンポジウムの開催 
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（歴史街道：歴史街道推進協議会、文化庁：文化庁地域文化創生本部） 
 

(ｳ) 関西文化の次世代継承 

「東京 2020 オリンピック・パラリンピック」や「ワールドマスターズゲームズ 2021 関西」等
の開催に向けて、若手人材が企画を立案し、発表・運営
する機会を設けるシンポジウムを開催し、関西文化の魅
力を発信した。 

若手文化人材の制作発表の機会をはなやか関西「文化
の道」フォーラムにおいて提供するとともに、若手文化
人材の企画提案に基づき制作した関西の食文化PR映像
を'17 食博覧会・大阪等において活用した。 

関西各地の特色ある芸能やパフォーマンス等の活動
を記録した動画を募集する「舞台芸能動画コンテスト」
を実施し、若手を中心とした関西文化の魅力を広く発信
した。 

 
(ｴ) 情報発信・連携交流支援・人づくりを支えるプラッ

トフォームの活用 

関西文化の広域的な誘客効果を地域振興に波及させる
ため、行政間の連携交流を図るための場づくりや、様々
な分野の専門家等から幅広い知見を求め、意見交換する
ためのプラットフォーム「はなやか関西・文化戦略会議」
を立ち上げ、行政や様々な分野の専門家、関係機関等の
協働により、関西文化の振興策に関する検討を行った。 

 
(ｵ) 東京オリンピック・パラリンピック等や文化庁の全面的移転を見据えた新たな関西文化の振興 

「東京 2020 オリンピック・パラリンピック」等の国際スポーツイベントの開催を契機に、関
西が持つ優れた文化資源や地域資源を活用し、その魅力を全国にアピールするため、関西ならで
はの文化・芸能の実演を交えた、はなやか関西「文化の道」フォーラムを東京で開催した。 

 

【歴史文化遺産フォーラム】 
年度 テーマ 開催地 参加者数 主催 

2014 関西から見る日本の歴史と文化～世界
遺産で知る日本の姿～ 大阪市 400 人 関西広域連合、 

歴史街道 

2015 古墳で読み解く日本の古代 大阪市 410 人 関西広域連合、 
歴史街道 

2016 関西から日本遺産を世界へ 奈良市 240 人 関西広域連合、 
歴史街道、奈良県 

2017 歴史に学ぶ広域観光ルート 八幡市 
(京都府) 240 人 関西広域連合、 

歴史街道、文化庁 

2018 関西の私たちは歴史の節目に 
何をすべきか 神戸市 300 人 関西広域連合、 

歴史街道、文化庁 

2019 地域の中の古墳をどう活かすか～文化
的価値と観光力～ 堺市 180 人 関西広域連合、 

歴史街道、文化庁 

2020 
“With コロナの時代に考える”～日本遺
産を活用した地域の魅力発信と豊かな
地域づくり～ 

近江八幡市 
(滋賀県) 95 人 関西広域連合、 

歴史街道、文化庁 

はなやか関西・文化戦略会議の開催 

はなやか関西 関西文化の魅力発信シンポジウム 
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ウ 今後の課題 

関西の文化のブランド力を向上するとともに、文化資源を活かすため、各地の先進的な文化施策
のノウハウを共有し広域的に波及させることや、世界文化遺産や日本遺産など関西の豊富な文化遺
産を結びつける歴史的・文化的ストーリーの発掘など、地域資源の掘り起こしとプロモーションに
ついて、観光などの関連分野と連携した取組の展開を進める必要がある。 

関西の文化振興や発信力を向上させるため、「はなやか関西・文化戦略会議」を活用した新たな
振興策の検討や、世界的なスポーツイベント等が日本で開催されることから、国際的な注目を活か
した関西文化振興策の検討が必要である。 

③ スポーツ振興 

ア 背景 

2013 年 11 月、生涯スポーツの国際総合競技大会、「ワールドマスターズゲームズ 2021 関西」
のアジア初となる開催が決定し、すでに開催が決定していたラグビーワールドカップ 2019、東京
2020 オリンピック・パラリンピックとあわせて、2019 年以降大規模スポーツイベントが相次いで
開催されることとなった。これらを契機として 2015 年７月、関西広域連合広域計画に「広域スポ
ーツの振興」が加わり、同年９月に広域観光･文化・スポーツ振興局スポーツ部の設置に至った。 

イ 目的 

「ワールドマスターズゲームズ 2021 関西」等の開催決定を契機とした生涯スポーツの気運の高
まりを継続的なものとし、生涯スポーツの振興による元気で活力のある健康長寿社会の実現、スポ
ーツツーリズムを通じた交流人口の拡大、定住促進等の地域の活性化を強力に進める。 

ウ 取組の概要 

関西におけるスポーツ振興の広域的課題に対処していくため、関西が目指す将来像、取り組むべ
き施策等を定めた「関西広域スポーツ振興ビジョン」に基づき、➀生涯スポーツの拠点「生涯スポ
ーツ先進地域関西」②競技スポーツ大会の拠点「スポーツの聖地関西」③スポーツツーリズムの拠
点「スポーツツーリズム先進地域関西」の３つの将来像の実現を目指す。 
 

 
 

【はなやか関西「文化の道」】 
年度 テーマ 参加者数 
2017 ものがたり街道～三十三所巡礼～ 480 人 
2018 伝統と創造 関西文化の現在（いま）を知る 480 人 
2019 「ものがたり」が照らす、もうひとつの KANSAI 500 人 

はなやか関西「文化の道」フォーラムの開催（東京都内） 
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(ｱ) 「生涯スポーツ先進地域関西」の実現 

ａ 子どもや子育て層のスポーツ参加機会の拡充 
子どものスポーツ参加機会の拡充を図る

ため、関西小学生スポーツ交流大会を開催す
る。 

また、構成府県市が開催する「スポーツ障
害予防講習会」や「スポーツ分野以外の分野
をリンクさせたイベント」について、参加対
象を関西全域に拡げ、冠称事業として実施す
る。 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

ｂ 「ワールドマスターズゲームズ 2021 関西」の開催支援 
「ワールドマスターズゲームズ 2021 関西」開催に向けた生

涯スポーツの機運をさらに高めるため、構成府県市との連携に
より「関西スポーツの日(5/14)」、「関西スポーツ月間(５月)」
の啓発キャンペーンを実施するほか、ワールドマスターズゲー
ムズの競技体験会やリハーサル大会などの機運醸成イベント
を開催する。 

また、中･高年層のスポーツ参加機会の拡充を図るため、関西
シニアマスターズ大会を開催する。さらに、ワールドマスター
ズゲームズ 2021 関西組織委員会が実施する「インターカレッ
ジコンペティション」を支援する。 

 
  

年度 内  容 場 所 
2017 ミニバスケットボール大会 兵庫県 
2018 ドッジボール大会 兵庫県 

2019 バドミントン大会  
※新型コロナのため中止 和歌山県 

2020 卓球大会 
※新型コロナのため中止 鳥取県 

2018 ドッジボール大会 

【関西小学生スポーツ交流大会】 
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【2019 年度ワールドマスターズゲームズ 2021 関西機運醸成イベント】 

 
【関西シニアマスターズ大会】 

年度 開催県 参加者  
開催県枠 広域交流枠 

2017 徳島県 983 756 227 
2018 兵庫県 1,378 741 637 
2019 鳥取県 1,218 947 271 
2020 兵庫県 1,055 376 679 

 
 
【インターカレッジコンペティション】 

年度 チーム数 優勝大学 内  容 
2016 22 神戸大学 学生ルポライターチームの新設 
2017 21 和歌山大学 高校生観光案内プロジェクト：レガシー創出に向けた挑戦 
2018 17 近畿大学 World Masters Games 企画 
2019 20 和歌山大学 WMG ベジタリアンプロジェクト 
2020 14 福山大学 Sports beauty project ～美を関西から世界へ～ 

 
 
 
 
 
 
 
 

業務区分 府県市（内容） 

イベント開催 

大阪府（スポーツイベント） 
兵庫県（２年前イベント） 
和歌山県（スポーツ吹矢体験会） 
京都市（ラジオ体操） 

広報活動 

京都府（フォトスポット設置） 
奈良県（広報用横断幕等の掲示） 
滋賀県・鳥取県（ラジオ放送） 
神戸市（道路バナー） 

イベントにて PR グッズ配布 
徳島県（TOKUSHIMA スポーツフェスティバル） 
大阪市（OSAKA スポーツパーク 2019） 
堺市（KIX 泉州国際マラソン） 

卓球 テニス サッカー 

関西広域連合賞の授賞式 
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ｃ 障害者スポーツの振興 
障害の有無を問わず、全ての人々のライフステージに応じたスポーツ活動を支援するため、

障害者スポーツイベント等の情報発信や、障害者スポーツ体験会の支援を行い、障害者が気軽
にスポーツに参加できる機会の拡充を図る。 

ｄ 地域のスポーツ振興に向けた広域的連携による支援 
経済団体と連携し、スポーツ振興に積極的な企業やスポーツを通じて健康経営に積極的に取

り組む企業等に対する表彰を実施し、企業がスポーツ振興に取り組む機運の醸成を図るほか、
関西の産官学が一丸となってスポーツ振興に取り組む「関西スポーツ振興推進協議会」に参画
し、関西における生涯スポーツ振興に向けた取組方策の推進を図る。 

【関西スポーツ応援企業表彰】 

 

(ｲ) 「スポーツの聖地関西」の実現 

ａ 国際競技大会・全国大会の招致・支援 
2022 年開催予定の「神戸 2022 世界パラ陸上競技選手権大会」の開催支援を行うほか、関西

圏域内で開催される国際競技大会や全国大会、スポーツイベントなどを一元的に取りまとめ、
情報発信することで関西へのインバウンドの拡大につなげる。また、障害者スポーツに対する
理解促進を図るため、大型商業施設などＰＲ効果の高い会場で一般利用者や障害者向けに障害
者スポーツ体験会を開催する。 

 
【障害者スポーツ体験会】 

年度 実 施 競 技 ( 場 所 ) 

2019 車いすバスケットボール・ボッチャ（もりのみやｷｭｰｽﾞﾓｰﾙ BASE ﾊﾟｰｸ:大阪市） 
車いすフェンシング（ゼスト御池:京都市） 

2020 ボッチャ（ヤンマースタジアム長居:大阪市） 
車いす駅伝 ※新型コロナのため中止 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ｂ スポーツ人材の育成 

競技人口が少ない競技種目や障害者競技種目など、府県市単位では強化･育成が難しいアス
リート向けの練習会（パラ・パワーリフティング、ボッチャ、パラ水泳）や、全国的に著名な
指導者を招聘した講習会などを開催する。 

年度 
受賞企業 

大賞 スポーツ健康賞 地域振興賞 健康経営賞 特別賞 
2019 三起商行㈱ 関西エアポート㈱ ㈱平和堂 ㈱堀場製作所 ㈱カスタネット 
2020 ㈱オークワ ㈱デンソーテン ｵﾌﾟﾃｯｸｽｸﾞﾙｰﾌﾟ㈱ 日本たばこ産業㈱ オムロン京都太陽㈱ 

車いすバスケットボール 車いすフェンシング 
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【障害者スポーツアスリート育成練習会】 
年度 実 施 競 技 ( 主 催 ) 

2017 
～2020 

ボッチャ(大阪府ボッチャ協会) 
パラ・パワーリフティング（日本パラ・パワーリフティング連盟） 
パラ水泳（日本身体障がい者水泳連盟） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
また、構成府県市が取りまとめている指導者･ボラン

ティア等の情報を関西広域連合として一元的に発信す
ることで構成府県市が連携したスポーツ人材の育成を
めざす。 

さらに、あらゆる競技の指導に応用できる普遍的な
コーチング技術について国際競技大会等で実績のある
著名な指導者を招聘し、関西圏域内のスポーツ指導者
に向けた講習会を開催する。 

 
 
 

(ｳ) 「スポーツツーリズム先進地域関西」の実現 

「ワールドマスターズゲームズ 2021 関
西」等の開催に向け、今後、圏域外の訪問
者の増加が期待されることから、関西での
スポーツツーリズム情報を紹介するリーフ
レットやホームページにより「関西で開催
されるスポーツ大会やスポーツイベント」
を切り口とした関西の魅力発信を行う。 

また、スポーツと観光・文化資源を融合
させたプログラムとして、自転車の機動性
を生かして関西に集積する観光･文化資源
とサイクリングを融合し、全構成府県市を
通る「関西広域サイクリングルート」を作
成し、ホームページやアプリ、チラシ等に
より情報発信を行う。 

 

指導者講習会 掛布氏 

ボッチャ パラ・パワーリフティング 

関西広域サイクリングルート 
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【関西広域サイクリングルート】 

エ 今後の課題 

(ｱ) 「生涯スポーツ先進地域関西」の実現 

「ワールドマスターズゲームズ 2021 関西」の認知率向上を図るため、「関西スポーツの日」
「関西スポーツ月間」啓発キャンペーンを一層充実させるほか、競技体験会やリハーサル大会、
「関西シニアマスターズ大会」などにおいて効果的な広報活動を展開する必要がある。 

(ｲ) 「スポーツの聖地関西」の実現 

「ワールドマスターズゲームズ 2021 関西」や「神戸 2022 世界パラ陸上競技選手権大会」な
どを契機として、国内外からの誘客、特にインバウンドの拡大につなげる必要がある。 

(ｳ) 「スポーツツーリズム先進地域関西」の実現 

スポーツと観光・文化資源を融合させたプログラムとして、関西に集積する観光･文化資源と
サイクリングを融合した「関西広域サイクリングルート」について、関係機関と連携して広報活
動を展開し、利用者の増加に努めるとともに、新たなサイクリングルートの作成やアプリ、ホー
ムページの魅力・利便性向上を図る必要がある。 

（３）広域産業振興 

① 産業振興 

ア 背景 

我が国における少子化・高齢化の進展による生産年齢人口の大幅な減少や、人工知能（AI）、ビ
ッグデータ、IoT などの技術革新による第４次産業革命の急速な進展、SDGs への関心の高まり、
更には経済成長を続けるアジア諸国の急速な台頭など、産業を取り巻く環境はこれまでにないスピ
ードで急速に変化しており、既存概念にとらわれない柔軟で新たな発想が求められている。  

関西においては、GRP（域内総生産）の国内シェアは横ばいであり、関西経済復権に向けた道の
りは、未だ道半ばの状況にあるものの、求人倍率や失業率などの雇用指標の改善、近年の開業数の
増加、インバウンドの急増による訪日外国人消費の大幅な増加など関西経済にも明るい兆しが見え
つつある。 

ルート名 起点・終点 概  要 

①WMG2021関西自走ﾙｰﾄ 
（248.9㎞） 

関空⇔神戸⇔自転車競技場 
(大阪･兵庫･鳥取） 

海外からの参加選手を想定して、関空～競技場
(鳥取)の自走ルートを紹介 

②山陰海岸ｼﾞｵﾊﾟｰｸﾙｰﾄ 
（203.8㎞） 

鳥取砂丘⇔城崎⇔天橋立 
(鳥取･兵庫･京都) 

鳥取砂丘から丹後半島に至る山陰海岸ジオパー
クの自然豊かな景観を楽しむ 

③大阪湾一周しおかぜ満喫ﾙｰﾄ 
（291.9㎞） 

大阪湾一周(ﾌｪﾘｰ･ﾊﾞｽ使用) 
(兵庫･徳島･和歌山･大阪) 

ビワイチ、アワイチに続く関西第３弾の一周コース
“ワンイチ”を提案 

④世界遺産・古墳ﾙｰﾄ 
（49.3㎞） 

仁徳天皇陵古墳⇔東大寺 
(大阪･奈良) 

世界遺産「百舌鳥･古市古墳群」と奈良を結ぶコ
ース、府県境では激坂が挑戦者を待ち受ける 

⑤びわ湖・若狭湾ﾙｰﾄ 
（144.5㎞） 

彦根城⇔小浜⇔舞鶴港 
(滋賀･福井･京都) 

国宝彦根城から鯖街道を通って若狭湾へ、海・
山・湖を味わう 

⑥京都・奈良・和歌山ﾙｰﾄ 
（212.2㎞） 

嵐山⇔東大寺⇔和歌山港 
(京都･奈良･和歌山) 

京都、奈良、和歌山の世界遺産を楽しむ。高野
山では山岳地帯でヒルクライムに挑戦。 
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このような中、特に、関西で今後、開催が予定されている「2025 年大阪・関西万博」をはじめと
する各種ビッグイベントは、関西経済の新たなる飛躍のための絶好の機会であり、この機を逃すこ
となく、関西が産業の競争力を更に強化し、国内外での存在感を高め、その成長を確かなものとす
るため、関西の強みやポテンシャルを最大限に活かし、イノベーションを生み出す環境づくりに関
西が一丸となって挑戦していくことが期待されている。 

イ 目的、取組の概要 

関西広域連合では、関西経済の特徴・ポテンシャルを最大限に活かし、構成団体と一体的な取組
を展開するとともに、関係機関とも適切な役割分担と密接な連携を行いながら、「関西広域産業ビ
ジョン」（2019 年３月改訂）で示した将来像の実現に向け、以下の重点方針に基づき取組を進めて
きた。 

(ｱ) 関西の優位性を活かしたイノベーション創出環境・機能の強化 

（目的） 

関西の企業を取り巻く競争環境が厳しさを増す中、競争力のある新たな産業を創出するために
は、関西の持つ高いポテンシャルを活かしたイノベーションの創出が不可欠であり、オープンイ
ノベーションの取組を拡大、推進していく必要がある。 

そのため、関西が優位性を持つライフサイエンス分野・グリーン分野において、企業や大学と
も連携して広域でのマッチングやネットワーク化及び研究開発を支えるインフラ等のイノベー
ションを創出するための環境整備や機能強化を図る。 

また、利用者にとってわかりやすい情報発信やコンシェルジュ機能の充実など公設試験研究機
関の一体的な運用に向けた取組や、マーケティング・コーディネート機能の強化などを通じ、入
口（研究シーズ、市場ニーズ）から出口（事業化）までシームレスに企業を支援する広域的なプ
ラットフォームの構築など、域内の幅広い分野でイノベーションが生まれる環境の創出を図る。 
（取組の概要） 

関西広域連合が誘致した、医療と介護の総合展「メディカルジャパン」等にブース出展などを
行い、関西が有する健康・医療、ライフサイエンス分野における高い産業ポテンシャルや先進的・
革新的な研究等の紹介、医療機器分野への参入に向けた個別相談、大学等の研究成果と企業との
マッチングを目的としたセミナーなどを実施した。 

また、ものづくり企業の医療機器分野への参入を促進するため、医薬品医療機器等法などの取
扱いに加え、知的財産や基盤技術、生産・管理、販売戦略など、事業化に向けた様々な相談事業
を実施した。 

さらに、関西が高い産業ポテンシャルを有する水素・燃料電池、蓄電池等のグリーン分野をテ
ーマとした「グリーン・イノベーション研究成果企業化促進フォーラム」を実施し、域内を中心
とした大学・研究機関等の研究成果を域内の企業に広く発信するとともに、域内の大学・研究機
関等と企業とのマッチング促進を図った。 
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※ 2019 年度のメディカルジャパン広域連合ブース来場者数は、新型コロナウイルス感染症の影響により大きく減少した。 
 

(ｲ) 高付加価値化による中堅・中小企業等の成長支援 

（目的） 

関西が日本の成長を牽引するためには、産業基盤の強化が必要であり、その中核を成す中堅・
中小企業等の国際競争力や技術力強化等により高付加価値化を図ることで、その成長を支援する
ことが極めて重要となる。 

そのため、関西産業の活力源であり、様々な業種やステージにある中堅・中小企業等に対し、
公設試験研究機関の連携の深化による総合的なサポート体制の構築や広域的な技術支援、域内の
企業活動を支える支援機関の広域的な活用促進、事業のグローバル化等の今日的課題への対応支
援を行うことで、その成長を支援する。 

（取組の概要） 

公設試間連携に係る取組として、構成府県市が設置する工業系公設試験研究機関の機器利用等
について、域内に所在する企業に限り、割増料金を課さない仕組みを継続し、その利用を促進す
るとともに、広域連合域内の公設試の共同ポータルサイト「関西ラボねっと」において、各公設
試の保有機器や技術シーズ等の一元的な情報発信を行ったり、企業向けの共同研究会（外部向け
研究会）や研究員による共同研修（内部向け研究会）の開催を通じて研究成果の発表と人材交流
を行ったりするなど、中堅・中小企業に対する技術支援等を行ってきた。 

また、最近では、中堅・中小企業等のイノベーションの創出を入口（研究シーズ、市場ニーズ）
から出口（事業化）までシームレスに支援する広域的なプラットフォーム構築に向けた取組とし
て、経済界や研究機関等と協働で設置した「公設試等連携強化検討会」を立ち上げ、域内の 10 公
設試をバーチャルで一体的に見せていくという視点に立ち、企業が求める情報や人材にスムーズ
に誘導できるよう、情報発信機能、コンシェルジュ機能を有する新たなポータルサイトの構築等
に着手している。 

 

(ｳ) 個性豊かな地域の魅力を活かした地域経済の活性化 

（目的） 

関西には、ものづくりをはじめとする産業資源や、世界文化遺産などの観光資源、歌舞伎や文
楽などの歴史・文化資源など、それぞれの地域においてポテンシャルのある様々な資源を有して
おり、その魅力を発信し、広く認知度を高めることが必要である。  

そのため、関西が有する多様な地域資源の様々な観点からの産業化や、SDGs の取組を進めて
いる地域課題解決型ビジネスモデルの普及先導に取り組むことで、個性豊かな関西の強みを最大
限に活かした地域経済の活性化を図る。  

 

 

項目 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
メディカルジャパン広域
連合ブース来場者数 － － 2,760 人 3,188 人 3,250 人 3,434 人 3,495 人 1,803 人 

医療機器分野への参
入に向けた相談件数 － 247 件 233 件 234 件 289 件 280 件 263 件 275 件 

グリーンイノベーションフォ
ーラム来場者数 － 94 人 － 285 人 229 人 186 人 138 人 206 人 

項目 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
「関西ラボねっと」アクセス数 ― 14,562 件 12,261 件 14,647 件 17,396 件 14,302 件 14,327 件 13,014 件 
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（取組の概要） 

広域連合域内のものづくり中小企業の販路開拓を支援するため、「CRAFT14」ホームページ
を更新した。また、「CRAFT14」掲載製品を含めた関西のデザインや実用性に優れた工業製品
を国内外に向け直販する事業を首都圏において実施することにより、関西の魅力やポテンシャル
を広く発信し、豊富な資源を活かした産業化を推進した。 

また、域内のものづくり中小企業の海外における販路開拓を支援するため、アジア地域等にお
いて、デザインや実用性に優れた関西の優れた工業製品（消費財）の海外プロモーションを実施
するなどビジネス展開支援を行っており、今後は、BtoB へのシフトや現地ネットワークを有す
る海外プロモーション事業者等の連携など取組の一層の推進に向けた検討を進めている。 

 

※１ 2016-2018：東京インターナショナル・ギフト・ショーで関西広域連合ブースを出展 
2019   ：旅する日本市 関西（於：日本橋高島屋 S.C.店）での催事に出展 

※２ 2017-2018：上海での催事（関西広域連合 CRAFT14 物販フェア in 上海）に出展 
2019   ：国内開催の見本市（第 2 回京都インターナショナル・ギフト・ショー2020）に出展予定であったが、新型コ

ロナウイルス感染症の影響により見本市の開催が中止となったため、本事業も中止することになった。 
 

(ｴ) 関西を支える人材の確保・育成 

（目的） 

前記３つの重点方針を推進するうえで、人材の確保や育成は極めて重要な問題である。とりわ
け、関西においては生産年齢人口の大幅な減少が見込まれており、関西経済の持続的成長のため
には、人材不足の状況に対応した人材の確保が喫緊の課題となっている。 

そのため、多様な人材の活躍を支える環境づくりや、外国人材が活躍し、共生する環境づくり、
イノベーションを生み出す人材の確保・育成という３つの視点で取組を進める。 

（取組の概要） 

「関西広域産業ビジョン」に掲げる「関西を支える人材の確保・育成」について、新たに検討
会を設置し、多様な人材の確保・育成方策について情報交換や意見交換を行い、構成府県市の施
策の充実、横展開による波及効果を図った。 

また、関西広域連合域内における人材の育成・確保に資することを目的として、域内の大学や
経済団体、企業の取組で、参考となるニュースや好事例等の情報を収集し、「関西産業人材 News 
letter」として発行した。 

ウ 今後の課題 

現在、構築に取り組んでいる入口（研究シーズ、市場ニーズ）から出口（事業化）までシームレ
スに企業を支援する広域的なプラットフォームを発展させるとともに、2025 年大阪・関西万博を

項目 2016 2017 2018 2019 

国内プロモーション 来場者数（※１） 3 日間 
2,596 人 

3 日間 
2,662 人 

４日間 
2,683 人 

４週間 
8,186 人 

海外プロモーション 来場者数（※２） ― 3 日間 
4,695 人 

３日間 
7,043 人 ― 
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見据えた取組の推進、SDGs の推進など、域内の幅広い分野でイノベーションが生まれる環境の一
層の創出を図るための取組が必要である。 

国際的な研究開発拠点を形成し、成長産業分野での世界のセンター機能を果たすためのライフサ
イエンス・グリーン分野の更なる深化及びベンチャーエコシステム構築についての検討が必要であ
る。 

これまでの取組に加え、中堅・中小企業者が直面する課題への対応方策等についての更なる検討
が必要である。 

国内外から資金や人材を呼び込み、持続的な経済発展をもたらすため、広域連合域外や海外にお
ける認知度を高めるための方策の更なる検討が必要である。 

中小企業の人材確保等や喫緊の課題に対応できる取組について検討する必要がある。 

② 農林水産業振興 

ア 背景 

関西の農林水産業は、例えば農畜産物では滋賀県の米、大阪府、京都府、徳島県の野菜、兵庫県、
鳥取県の畜産、和歌山県の果樹といったように、その生産物は多様性に富んでおり、また、それら
は歴史と伝統ある食文化とともに発展してきたといえる。 

加えて、関西は４つの政令市に代表される大消費地を抱えていることから、生産物の域内におけ
る流通割合が国内の他地域に比べて高いという特徴がある。 

このように優れた特徴を有する関西の農林水産業も、全国同様に「農林漁業所得の減少、不安定
化」、「就業者の減少、高齢化の進行」のほか、農地や森林の荒廃、漁業資源の減少など、いわゆ
る「生産基盤の弱体化」といった課題を抱えている。 

イ 目的 

そういった中で、関西広域連合は、20～30 年先を展望し、関西の持つ特徴を活かした４つの将来
像を目指し活動を行っている。 

１つ目は、農林水産業を域内の基幹産業として発展させる「歴史と伝統ある関西の食文化を支え
る農林水産業」であり、２つ目は、付加価値の高い商品開発や国内外への販路拡大を進める「異業
種と連携した競争力ある農林水産業」、３つ目は、都市と農山漁村が互いの魅力を分かち合う「都
市と共生・交流する活力溢れる農林水産業・農山漁村」、４つ目は、関西の多くの府県市民が、農
林水産業・農山漁村のもつ役割の重要性について認識を共有し、その効果が維持・発揮されること
を目指す「多面的機能を発揮する関西の農林水産業・農山漁村」である。 

さらに、これらの４つの将来像を実現するために、今後 10 年を見据え、「広域で対応する戦略」
として以下の６つの戦略を定めている。 

戦略１：「地産地消運動の推進による域内消費拡大」 
戦略２：「食文化の海外発信による需要拡大」 
戦略３：「国内外への農林水産物の販路拡大」 
戦略４：「６次産業化や農商工連携の推進などによる競争力の強化」 
戦略５：「農林水産業を担う人材の育成・確保」 
戦略６：「都市との交流による農山漁村の活性化と多面的機能の保全」 

ウ これまでの取組 

(ｱ) 戦略１「地産地消運動の推進による域内消費拡大」 

広域連合域内の企業や学校、直売所等において、特産農林水産物の消費拡大を図るための運動
を展開している。 
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具体的には、広域連合域内の地産地消運動に賛同する企業や大学などを「おいしい！KANSAI
応援企業」として登録する仕組みを構築し、応援企業には、社員食堂などにおいて域内の農林水
産物を使った料理の提供や使用した食材の表示等の取組を実施いただいている。一方、広域連合
は、ホームページにおいて応援企業の紹介記事を掲載した
り、応援企業に対してミニのぼりや域内の特産農林水産物リ
ストの提供等を行っている。現在の主な登録企業はＮＴＴ西
日本や関西電力などであるが、関西経済連合会等と連携し、
継続して登録拡大に取り組んでいる。 

次に、学校給食においては、特産農林水産物の利用を促進
するため、献立を考える学校栄養士等への働きかけを行って
いる。例えば、特産物を使った広域連合オリジナルの「給食
レシピ」の導入に向け、学校栄養士等に対する試食会を開催
し、「給食で利用可能な特産農林水産物リスト」や、それら
を使った「産地ならではの料理方法」を示しながら啓発を行っ
てきた。また、地域の食や農林水産業への理解を深めるため、
他府県の小学校にＪＡ等の生産者団体が出向き、農林水産物の
提供や栽培方法等を教える「出前授業」を展開しており、実施
を希望する学校とのマッチングにも取り組んでいる。 

次に、直売所については、現在、広域連合管内において、大
小約 1,500 店舗にも上り、地産地消の中心的な役割を果たして
いるが、店舗数増加の反面、売上げが減少する店舗も現れ、新
たな課題が生じている。そこで、広域連合では、直売所マッチ
ングサイトを立ち上げるなどして、広域連合が売りたい店と買
いたい店をマッチングし、直売所同士がお互いの店頭で販促イ
ベントを行うといった府県域を越えた直売所間交流を促進す
る取組を進めている。 

(ｲ) 戦略２「食文化の海外発信による需要拡大」 

背景でも述べたが、関西は古くから日本の中心地として栄
え、多様で特色ある農林水産業が発展し、それに基づく伝統あ
る食文化が育まれてきた。広域連合では、この関西の食文化
の素晴らしさを、関西国際空港をはじめとする各所での「関
西の食リーフレット」の配布やホームページへの掲載を通じ
て情報発信に取り組んできた。 

(ｳ) 戦略３「国内外への農林水産物の販路拡大」 

すでに述べた関西の食のリーフレットを構成府県市がそ
れぞれ行う海外プロモーションなどのＰＲイベントや管内
の観光案内所で配布するとともに、事業者向けに毎年「食品
輸出セミナー」を開催し、輸出に向けた機運の醸成を図って
いる。 

(ｴ) 戦略４「６次産業化や農商工連携の推進などによる競争力の強化」 
農林漁業者が、府県市域を越えた商工業者とのマッチングが出来るよう、構成府県市が独自に

実施している農林漁業者と商工業者との異業種交流会等の開催計画を広域連合ホームページ等
で広報し、交流の加速化を図っている。 

関西の食リーフレット 

直売所交流イベント 

輸出セミナー 
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(ｵ) 戦略５「農林水産業を担う人材の育成・確保」 

広域連合エリアへの農林水産業の就業を促進するため、
構成府県市の就業支援情報を掲載した「関西広域連合農林
水産就業ガイド」を作成するとともに、広域連合ホームペ
ージ内に就業促進サイトを開設し、就業に関する情報を発
信している。また、域内農業大学校における学生の相互受
け入れを進めるため、各学校の専攻コースなどを掲載した
｢農業大学校ガイド｣を作成し、広域連合ホームページで公
開するとともに、各構成府県市における就業相談会等での配
布を行っている。 

(ｶ) 戦略６「都市との交流による農山漁村の活性化と多面的機能の保全」 

構成府県市の優良事例や域内の交流施設等の情報をと
りまとめた「都市農村交流サイト」を広域連合ホームペー
ジ内に開設し、情報発信を行っている。 

また、都市農村交流に係る人材を育成するため、都市農
村交流に知見を有する人材をアドバイザーとして登録、派
遣する「アドバイザー人材バンク」を構築し、地域からの
要請に応じている。 

さらに、アドバイザーの活動優良事例を広域連合ホーム
ページ内で紹介し、活用の促進を図っている。 

この他、構成府県市において、地域の課題を特色ある活動や取組で解決に導いた優良事例を現
地で見学し、意見交換を行う「現地検討会」を開催するなど、都市農村交流の促進を図っている。 

 

エ 今後の方向と課題 

これまでの関西広域連合の活動により、企業や学校における域内農林水産物の消費拡大や、海外
への「関西の食」の情報発信及び事業者への輸出ノウハウの提供、マッチングなどによる販路拡大、
都市と農村の交流活動の拡大が図られた。 

このため、今後も引き続き、構成団体がそれぞれの地域で特色ある多様な農林水産業の発展を図
るとともに、「関西広域農林水産業ビジョン」を共有し、シナジー効果が見込まれる事業に対し連
携して取り組む。 
 

項目 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
「おいしい！KANSAI 応援企業」の登録数(累計) 9 社 40 社 68 社 89 社 107 社 128 社 
広域連合給食レシピを活用した試食会の実施回数 － 14 回 10 回 6 回 3 回 － 
給食へ域内特産農林水産物を提供した学校数 － － － － 20 校 39 校 
直売所マッチングサイト会員登録店舗数(累計) － － － 48 店 54 店 54 店 
直売所交流実施回数 8 回 10 回 14 回 16 回 17 回 13 回 
「関西の食」リーフレット配付部数 1,500 部 5,100 部 3,900 部 6,500 部 4,400 部 2,400 部 
事業者向け海外輸出セミナー受講者数 － － 90 人 200 人 200 人 190 人 
HP 等での異業種交流会案内件数 － － － 5 件 4 件 4 件 
農林水産業に係る就業ガイド配布数 － － 36 部 247 部 616 部 684 部 
HP による優良事例紹介数 － － 23 件 23 件 30 件 
情報交換会参加者数（延べ人数） － － － 76 人 69 人 59 人 

都市農村交流現地検討会 

就業相談会 
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（４）広域医療 

ア 背景 

関西広域連合設立当初、ドクターヘリは関西の一部の府県では導入されていたが、未導入の地域
も多く残っていた。一方で、救急医療は、救急搬送要請が増加傾向にあるとともに、心筋梗塞や脳
卒中等の急病患者の増加等により、搬送時間の短縮が課題となっており、重篤患者の救命率の向上
や後遺症の軽減等を図ることが可能なドクターヘリの、府県の区域を越えた連携及び協力体制の整
備が求められていた。関西広域連合がドクターヘリを一体的に運航することにより、各府県がそれ
ぞれ独自にドクターヘリの配置・運航等を行うことによって生じる運航範囲・費用負担の重複等の
非効率をなくし、責任ある主体が関西エリアにおいて最も効果的・効率的なドクターヘリの配置・
運航等を行うことができるため、各府県から順次ドクターヘリ事業の移管を受け、現在では７機が
配置・運航されている。 

また、2011 年の東日本大震災においては、関西広域連合の各府県から 69 チームの DMAT（災
害派遣医療チーム）を派遣し、医療支援活動を行った。このことを契機とし、東日本大震災での医
療支援活動の課題等を踏まえ、今後、高い確率で発生が懸念されている南海トラフ巨大地震や近畿
圏直下型地震など大規模広域災害の発生に備え、広域防災局とも連携を図りながら、広域医療局と
して、災害時における広域医療体制の整備・充実に向けた具体の対策を講じていくこととした。 

さらに、薬物乱用防止など広域医療連携を図るべき新たな共通課題も発生している。 

イ 目的 

関西広域連合が設立されたことを契機として、医療分野においても各地域の医療資源を有機的に
連携させることにより、府県域を越えた「広域救急医療体制」の充実・強化に取り組み、関西全体
を「４次医療圏」と位置づけ、「安全・安心の医療圏”関西”」の実現を目指している。 

そのため、関西全域で運航するドクターヘリが相互に補完し合うセーフティネットを構築し、ど
こでも、誰もが安心して救急医療を受けられる体制の整備といった「広域救急医療体制の充実」や、
大規模災害が発生した場合、全国からの支援をしっかりと受け入れ、被災地に対しては迅速かつ的
確に医療を提供できる体制を整備する「広域災害医療体制の整備・充実」、さらには薬物乱用防止
やジェネリック医薬品の適正利用など「新たな課題の解決に向けた対策の推進」に、構成団体が連
携して取り組んできた。 

ウ 取組の概要、今後の課題 

(ｱ) 広域救急医療体制の充実 

「３府県ヘリ」、「大阪府ヘ
リ」、「徳島県ヘリ」、「兵庫県
ヘリ」、「京滋ヘリ」、「鳥取県
ヘリ」を順次、構成府県から移
管又は広域連合で導入するとと
もに、「和歌山県ヘリ」とも緊
密な連携を図ることにより、広
域連合管内計７機体制による府
県域を越えた広域的なドクター
ヘリの配置及び一体的な運航体
制を構築し、管内全域での「ド
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クターヘリ空白地域の解消」から「30 分以内での救急医療提供体制」、「二重・三重のセーフテ
ィーネット」を実現した。 

さらに、広域連合近隣地域との連携強化により「二重・三重のセーフティーネット」を更に拡
充するとともに、「搭乗人材の育成」や「基地病院間の連携」を促進し、ドクターヘリ事業の強
化・円滑化を図った。 

今後も、管内７機のドクターヘリを最大限に活かし、広域連合管内での一体的なドクターヘリ
運航体制を推進するため、「基地病院交流・連絡会」などによる関係者間の連携を強化していく
とともに、近隣地域ドクターヘリとの更なる連携を進めていく。 

 

 

 
 

 

(ｲ) 災害時における広域医療体制の強化 

災害時の医療資源を適正に配分する災害医療コーディネーターの養成や災害医療訓練の実施
等により災害医療体制の充実・強化を図った。 

被災地支援と広域連合管内の守りを両立する、広
域災害時の一体的かつ戦略的なドクターヘリの運航
体制の構築により、2016 年の熊本地震では、当時の
管内６機のうち、西側３機のドクターヘリを被災地
に派遣するとともに、東側３機が管内全域をカバー
した。また７機体制確立後は、従来と同様の被災地
支援を行いながら、４機で管内をカバーすることに
より、守りを“半減させない”体制の構築を実現した。

【ドクターヘリ配置運航状況】         
項目 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
機数 3 機 4 機 5 機 5 機 6 機 6 機 7 機 7 機 7 機 

出動件数 1,792 件 1,927 件 2,414 件 2,982 件 3,680 件 4,062 件 4,333 件 4,711 件 4,470 件 

項目 2014 2017 2018 2019 
ドクターヘリ搭乗医師・看護師養成人数 87 人 146 人 192 人 213 人 
臨時離発着場数 2,321 箇所 2,577 箇所 2,688 箇所 2,957 箇所 

【ドクターヘリ運航補助金の交付状況】          
項目 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

医療提供体制 
推進事業費補助金 
(ドクターヘリ運航) 

91,606 
千円 

77,197 
千円 

221,094 
千円 

271,914 
千円 

546,109 
千円 

556,193 
千円 

635,892 
千円 

740,084 
千円 

748,058 
千円 

【広域連合隣接地との相互応援協定・共同利用】 
年度 対象 連携の種類 
2017 鳥取県 DH と中国地方 5 県 広域連携 
2018 和歌山県 DH・三重県 DH・奈良県 DH 相互応援 
2018 徳島県 DH・高知県 DH・愛媛県 DH 相互応援 
2018 京滋 DH を福井県と共同利用 共同利用 

※表中の DH はドクターヘリを指す   

高知県・愛媛県とのドクターヘリ相互応援協定の締結 

左から中村愛媛県知事、飯泉委員、尾﨑高知県知事 

ドクターヘリの被災地派遣（熊本地震） 
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さらに、2018 年の大阪府北部地震でも、被災病
院の患者を転院搬送するため、奈良県を含め複
数機のドクターヘリが出動待機し、構成府県間
の情報共有等を図りつつ出動させるなど、災害
時におけるドクターヘリの効果的な運航を行っ
た。 

今後は、関西全体の災害医療分野における対
応力を一層向上させるためには、災害時に構成
団体間の応援・受援が円滑に進むことが重要で
あることから、府県ごとに開催されている医療
活動訓練への広域連合としての参加など、広域連合の枠組みを生かした更なる広域的な対応の強
化に取り組んでいく。 

 
(ｳ) 課題解決に向けた広域医療体制の構築 

広域連合から危険ドラッグ撲滅に向けた国への提言を行った結果、薬事法（現医薬品医療機
器等法）の改正により規制が強化されるとともに、全ての構成団体において、薬物乱用防止条
例を制定したことで販売店が壊滅するなど、一定の解決が図られた。 

また、「近畿ブロック周産期医療広域連携検討会」の事務局を広域連合に移管するととも
に、鳥取県をメンバーに加え、周産期の緊急医療に係る広域連携体制を強化した。 

依存症対策やジェネリック医薬品の適正利用など、新たな共通課題については構成団体と情
報共有し、府県市における施策の推進を図った。 

今後とも、新たに生じる共通課題について、社会情勢の変化に対応しながら、連携した取組
を続けていく。 

(ｴ) 新型コロナウイルス感染症に係る広域医療連携 

2020 年初頭から、日本国内でも急速に感染が拡大した新型コロナウイルス感染症に対応する
ため、2020 年３月 15 日に開催した「第１回新型コロナウイルス感染症対策本部会議」におい
て、関西圏域において効率的・効果的に医療を提供できる体制を構築するため、「医薬品･医療
資器材及び医療専門人材の広域融通調整」や「検査の広域連携」、「広域的な患者受入体制の
連携」について広域医療連携を行っていくことを申し合わせた。 

このうち、「医薬品･医療資器材及び医療専門人材の広域融通調整」及び「検査の広域連携」
については、次のような連携が行われた。 

・和歌山県からの要請に伴い、大阪府が 150 検体の検査を受入れ(2/20) 
・京都市からの要請に伴い、鳥取県からサージカルマスクを１万枚支援(3/10) 

【災害時の広域医療体制の強化】     
項目 2014 2017 2018 2019 

医療搬送拠点の指定数 15 箇所 20 箇所 21 箇所 24 箇所 
災害医療コーディネーター配置数 278 人 383 人 382 人 436 人 

【広域的な災害医療訓練の実施状況】   
項目 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

開催回数 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 2 回 

【危険ドラッグ等研修会】    
年度 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

開催回数 1 回 1 回 １回 1 回 １回 １回 １回 
参加者数 25 人 80 人 70 人 65 人 57 人 52 人 53 人 

DMAT（災害派遣医療チーム）訓練の様子 
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・滋賀県及び兵庫県に鳥取県からフェイスシールドを 2,400 枚支援(5/12) 
・大阪府からの要請に伴い、広域連合管内から 24 名の看護師・保健師等を派遣(12/7～) 
「広域的な患者受入体制の連携」については、４月 13 日に「広域患者受入調整方針」を取り

まとめ、実際の運用に備えた。 
また、第１波での各府県市の検査体制や医療提供体制に関し、課題や課題に対応した内容、

第２波に向けての対応方針について調査するとともに、７月 15 日に「関西広域連合構成団体及
び連携県感染症担当者会議」を開催し、経験の共有や今後の方向性の確認を行った。 

新型コロナウイルス感染症の収束まで、引き続き構成府県市間で情報共有を行いながら、国
の動きとも連携し、管内全域の感染症対策、医療提供体制の充実強化に各自治体とともに取り
組んでいく。 

（５）広域環境保全 

①再生可能エネルギーの拡大と低炭素社会づくりの推進 

ア 背景 

関西広域連合の設立以降、東日本大震災により生じた電力需給問題を契機とした省エネルギー・
節電への意識の高まりや固定価格買取制度（FIT）の導入等により関西地域においても大きな動き
が見られ、再生可能エネルギーを導入する動きが加速している。 

イ 目的 

関西広域連合では、再生可能エネルギーについては、各構成府県
市がそれぞれの地域の特性や実状に応じた取組を実施しているこ
とを踏まえ、その取組が広がるよう支援していくことを目的とし
ている。また、地球温暖化対策において基本である温室効果ガスの
排出の抑制等に向けて取り組み、家庭、業務、産業及び運輸の各部
門を対象に啓発を行うとともに、構成府県市の優良事例の共有化
を進めることを目的として事業を実施している。 

ウ 取組の概要 

再生可能エネルギーの導入促進のため、構成団体間で情報交換
会を開催し、課題や他地域における取組事例等の情報共有を図る
とともに、エネルギーポータルサイトを開設し、支援制度等の情報
を統一的に発信するなど、各府県市での効果的な施策の構築・実施
を支援した。また、地域における再生可能エネルギー導入の担い手
となる人材を育成する研修会を開催し、各府県市での再生可能エ
ネルギーの導入促進を後押しした。 

温室効果ガス削減のため、関西夏・冬のエコスタイル等の省エネ
統一キャンペーン、関西省エネ家電買替運動、関西エコオフィス運
動のほか、地球温暖化防止活動推進員・推進センター関西合同研修
会など関西地域の住民、事業者に対する啓発を実施した。 

 
 
 

 2021 年 1 月末現在 
関西エコオフィス宣言 登録事業所数 1,773 
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次世代自動車の普及を促進するため、EV・PHV・FCV 写真コンテストの実施、FCV 啓発冊子の
作成・配布、エコカー検定の実施に取り組むなど、情報発信、普及啓発を行った。広域連合で一斉
に実施することにより、効果的・効率的に各府県市の住民・事業者やマスコミ等へアピールするこ
とができた。 

エ 今後の課題 

再生可能エネルギーの導入促進に向け、今後は、太陽光だけでなく、小水力やバイオマスなど地
域の未利用資源の利活用を促進する必要がある。また、地球温暖化対策については、各構成団体の
地球温暖化対策推進計画に掲げる温室効果ガス排出量の削減目標の達成に向け、今後も効率的かつ
効果的な事業展開を検討していく必要がある。 

②自然共生型社会づくりの推進 

ア 背景 

関西地域は、森・里・川・海の豊かで多様な自然を有しており、多くの固有種を育む琵琶湖・淀
川水系をはじめとする豊かな生物多様性を基盤として、水や食料の供給、大気や水質の浄化、気候
の調整、防災・減災及び文化
的・芸術的価値の提供といっ
た様々な生態系サービスを
私たちに提供している。 

イ 目的 

関西広域連合では、森・里・
川・海のつながりに着目し、
構成府県の地域をまたいだ
広域的な視点のもと、生物多
様性の保全上重要な場所を
「関西の活かしたい自然エ
リア」として選定し、食物・
文化・景観等の自然の恵みで
ある生態系サービスの維持
向上を目的として、自然エリ
アの保全・活用を推進してい
る。 

また、府県域を越えて広域
的に移動するカワウやニホ
ンジカ等は、生息数の増加に
より関西各地で農林水産業
被害を及ぼしており、構成府県市で対策が偏りなく、より効率的・効果的に進むよう、広域的な管
理や対策を行う関係者のスキルアップを図っている。 

ウ 取組の概要 

(ｱ) 生物多様性の保全 

関西の生物多様性の保全上重要な地域を「関西の活かしたい自然エリア」として選定し、その
保全・活用策としてエコツアーの可能性を探るため、一部の自然エリアにおいて、構成団体の職
員、旅行業者等を対象にエコツアー体験学習を実施した。 

関西の活かしたい自然エリア 
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(ｲ) カワウ広域管理の取組 

府県を越えて広域を移動し、漁業被害等及ぼすカワウについて、2013 年３月に関西地域カワ
ウ広域保護管理計画（2020 年３月第３次計画策定）を策定し、この計画に基づき、効果的な対策
手法の検討、統一的な手法によるカワウの生息動向の把握を継続的に実施し、その結果を構成府
県市で共有するとともに、カワウ対策検証事業の広域展開（専門家派遣）により、各地域でのカ
ワウ対策につなげた。 

 

 
 (ｳ) 広域連携による鳥獣被害対策の推進 

ニホンジカの被害対策は捕獲を中心とし、捕獲事業を公共事業として監理監督できる行政人材
を育成することを目的に、ニホンジカの試行的捕獲から得られた知見を基に「鳥獣捕獲等事業設
計・監理のガイドライン」等を作成・更新し、構成府県市での対策を支援した。 

【エコツアー体験学習の開催場所】 
年度 2016 2017 2018 2019 2020 

開催場所 エリア６ 
琵琶湖・淀川水系 

エリア 16 
北摂・南丹 

エリア 4 
紀伊水道とその沿岸 

エリア９ 
東播磨・北淡路 

エリア６ 
琵琶湖・淀川水系 

【カワウ対策検証事業の広域展開（専門家派遣）実施状況】 
年度 2015 2016 2017 2018 2019 2020 合計 

開催場所 
・徳島県 
・和歌山県 
・滋賀県 

・京都府 
・徳島県 
・滋賀県 

・京都府 
・徳島県 
・滋賀県 

・和歌山県 
・兵庫県 
・大阪府 

・和歌山県 
・京都府 
・滋賀県 

・京都府 
・滋賀県  

開催数 ３ ３ ３ ３ ３ ２ 17 

圏内におけるカワウの分布の季節変化 
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また、アライグマ等の外来獣の防除マニュアル等を作成し、合わせて事業主体の捕獲体制の充

実を図り、効果的・効率的な対策につながるような普及啓発資料を作成した。 

エ 今後の課題 

「関西の活かしたい自然エリア」の保全・活用を通じて、生物多様性保全についての理解を促進
していく必要がある。また、カワウ対策については、引き続き、広域的な生息動向調査を継続する
とともに、地域にあった対策を進めることができる体制の整備が必要である。その他の鳥獣被害対
策については、公共事業としての受注者側の人材育成や事業の評価基準の整備が今後の課題である。 

③循環型社会づくりの推進 

ア 背景 

関西地域は依然として廃棄物の最終処分率が高い状況が続いている。 
構成府県市において生じる１人１日当たりのごみ排出量は 929g、リサイクル率は 15.0%、１人

１日当たり最終処分量は 108g である。 
１人１日当たりのごみ排出量、リサイクル率および１人１日当たりの最終処分量の全てにおいて

全国平均を下回っている。（2018 年度実績） 

【ごみ処理状況（環境省一般廃棄物処理実態調査から作成）】 

府県 

1 人 1 日当たり 
ごみ排出量 
(ℊ/人・日) 

リサイクル率（％） 
1 人 1 日当たり 
最終処分量 
(ℊ/人・日) 

2012 2018 2012 2018 2012 2018 
滋賀県 876 834 19.0 18.7 97 84 
京都府 928 838 13.8 15.9 128 111 
大阪府 1,051 961 12.2 13.4 144 112 
兵庫県 984 937 16.7 16.7 132 104 

和歌山県 1,022 962 14.3 12.1 132 126 
徳島県 962 954 17.3 16.6 119 107 

関西平均 1,000 929 14.4 15.0 134 108 
全国平均 964 918 20.5 19.9 99 82 

 

【広域的なニホンジカ対策の実施状況】 
年度 試行的捕獲・ガイドライン 人材育成に基づく捕獲態勢の整備 
2015 ・モデル地域を抽出し、捕獲計画を策定  
2016 ・試行的捕獲を実施  
2017 ・試行的捕獲に向けた予備調査を実施  

2018 

・試行的捕獲を実施 
・捕獲先進地での捕獲手法の調査・整理 
・上記で得られた知見、情報を「鳥獣捕獲等事
業 設計・監理のガイドライン」に反映させ、作
成 

・構成府県市の職員を対象に野生生物に関す
る専門的知識や捕獲技術の講座の開催 

2019 ・試行的捕獲を実施 
・上記結果をガイドラインに反映させ、更新 

・構成府県市の職員を対象に野生生物に関す
る専門的知識や捕獲技術の講座の開催 

2020 

・試行的捕獲を実施 
・上記結果をガイドラインに反映させ、更新 
・捕獲業務の監理監督要領、受託者育成テキ
ストを作成 

・捕獲業務でのＯＪＴをベースとした委託者側
（行政職員）と受託者側(現場代理人)の研
修を実施 
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イ 目的 

ごみとして排出・処理されるものの中には、資源として再使用・再生利用が可能なものが存在す
ると考えられること、また極力ごみを出さないことが重要であることから、廃棄物の発生抑制を図
るとともに、循環型社会形成に向けたライフスタイルの転換を図る必要がある。 

広域での統一的な取組により、関西地域全体でごみ減量化に向けての機運を盛り上げるため、
2014 年度より「循環型社会づくり」に取り組んでいる。 

ウ 取組の概要 

循環型社会づくりの推進のため、「３R（リデュース、リユース、リサ
イクル）等の統一取組の展開」として、「ごみ減量宣言！関西」を統一
キャッチコピーとして、公募により決定したロゴマークを活用し、構成
府県市と協調した啓発を実施した。 

 

 
また、マイボトルの利用を促進するためマイボトルを利用することができる店舗をインターネッ

ト上で検索・表示する「マイボトルスポット MAP」を作成し、キャンペーンを展開した。 
レジ袋削減を目的としたマイバッグ運動については、マイバッグ持参から一歩進んだ「マイバッ

グ携帯」に関する啓発動画を公募し、優秀作品をインターネット上で配信した。 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年度 2015 2016 2017 2018 2019 
「循環型社会づくり」 
ロゴマーク使用状況 23,730 部 37,200 部 26,360 部 62,000 部 1,547,000 部 
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さらに、国際的な課題となっているプラスチックごみ削減の取組を一層推進していくため、2019
年５月に「関西プラスチックごみゼロ宣言」を発出し、プラスチックごみ削減に関する取組提案や
ポスター図案の募集、プラスチックごみゼロシンポジウムの開催や広報活動等を実施した。 

今後も引き続き、関西全体でごみ減量化にむけての機運を盛り
上げ、ごみを出さないライフスタイルへの転換を目指して、大阪
湾等における海ごみ・プラスチックごみの削減にもつながるマイ
ボトル運動やワンウェイプラスチック製品及び容器包装削減の
啓発活動を実施するとともに、食品ロスの削減等も含め、３R の
取組を一層推進する。 

エ 今後の課題 

プラスチックごみの削減に向けて、住民、事業者、関係団体等
多様な主体及び広域連合の他分野と連携・協力しながら、関西全
域で統一的な運動（ムーブメント）を展開する必要がある。 

また、「食品ロスの削減の推進に関する法律」の施行を踏まえ、食品ロス削減に向けて、関西全
体で統一的な広報・啓発を行い、住民、事業者等のさらなる実践行動を促す必要がある。 

関西全体で相乗効果が発揮できるよう、「ごみ減量宣言！関西」をキャッチコピーとして、構成
府県市それぞれの取組を深化し、３R の取組を一層進める必要がある。 

④環境人材育成の推進 

ア 背景 

関西地域では、森・里・川・海のつながりのもとに育まれた豊かな自然の中で、自然の恵みを活
かした生活の営み及び文化が育まれ、また、そうした自然や文化を守り、活かすための取組が、構
成府県市等の行政のほか、住民・企業・NPO 等の各種団体等の多様な主体により行われている。 

イ 目的 

多様な主体による環境保全の取組は、関西地域の豊かな自然を守り、次世代に引き継ぐとともに、
持続可能な社会（低炭素社会、自然共生型社会、循環型社会）を実現するために重要である。持続

関西プラスチックごみゼロ宣言 
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可能な社会を実現するためには、１人ひとりが自然の大切さを感じ、自然と共生する暮らしを実践
することが必要である。 

そのため、関西が持つ豊富な地域資源や先進的な取組を関西全体で共有・活用することにより、
様々な世代において幅広い視点を持った持続可
能な社会を担う人材の育成を推進している。 

ウ 取組の概要 

人格形成の基礎を担う幼児期を対象とした環
境学習について、先進的に進めてきた滋賀県の
取組事例の波及を図るため、幼稚園・保育園等
の保育者を対象とした研修会を構成府県市にお
いて実施し、31 回の研修会に延べ 777 人の保育
者の参加があった。 

 
【研修会の開催状況】 
年度 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 合計 

開催場所 

・兵庫県 
・大阪市 
・神戸市 
・和歌山県 

・京都府 
・京都市 
・堺市 
・徳島県 
・大阪府 

・和歌山県 
・大阪市 
・兵庫県 
・滋賀県 
・神戸市 

・徳島県 
・大阪府 
・京都市 
・堺市 
・京都府 

・兵庫県 
・神戸市 
・滋賀県 
・和歌山県 
・大阪市 

・堺市 
・京都市 
・大阪府 
・京都府 

・和歌山県 
・神戸市 
・徳島県 

 

開催数 ４ ５ ５ ５ ５ ４ ３ 31 
参加者数 71 166 159 136 93 79 73 777 

 
多様な地域の住民間の交流を図りつつ、関西が誇る多様な自然に触れ、その魅力や環境保全に

関する理解や意識を高めるとともに、身近な地域の環境を大切に思う心を育むことを狙いとし
て、滋賀県の琵琶湖、和歌山県の天神崎及び徳島県の吉野川において、地域特性を活かした交流
型環境学習に取り組んできた。 

【地域特性を活かした交流型環境学習の開催状況】 
年度 2016 2017 2018 2019 2020 合計 

実施事業 ・環境学習船「うみの
こ」親子体験航海 

・環境学習船「うみの
こ」親子体験航海 

・天神崎自然観察教
室 

・環境学習船「うみの
こ」親子体験航海 

・沖島地引き網体
験、琵琶湖博物館
見学 

・天神崎自然観察教
室 

・環境学習船「うみの
こ」親子体験航海 

・天神崎自然観察教
室 

・環境学習船「うみの
こ」親子体験航海 

・吉野川干潟観察教
室 

 

開催数 ４ ４ ３ ３ 2 16 
参加者数 342 312 212 274 100 1,240 

環境学習船「うみのこ」親子体験航海 天神崎自然観察教室 吉野川干潟観察教室 
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また、各地域で実施されている環境保全活動における相互の協力関係を構築し、関西全体での
環境保全に向けた意識の向上を図るために、環境保全活動団体の交流会を実施した。 

今後も、優良事例の波及やスケールメリットの活用等の観点を踏まえ、関西地域が持つ豊かな
自然環境等を活用しつつ環境人材の育成を推進していく。 

エ 今後の課題 

これまでに環境学習を実施したフィールド以外の自然環境等の活用および、環境保全に関する
多様な主体のつながりの構築を推進することにより、引き続き「持続可能な社会を実現する関
西」を担う人材の育成を図ることが必要である。 

（６）資格試験・免許等 

ア 背景 

法令に基づき、都道府県知事が実施することとされている資格試験・免許の事務は、試験周知、
問題作成、試験の実施、合格者の管理、免許交付といった同種の事務を各々の府県で実施していた。 

これらの事務を可能な限り集約し、一元的に実施、管理することにより事務の効率化を図るとと
もに、広域的な視点から最適な実施体制の確保や職員の
専門性の向上、管理能力を高めるため、関西広域連合の
実施事務として位置づけることとした。 

イ 取組の概要 

事務の実施にあたっては、試験問題の作成を行う試験
委員の選定、手数料の設定（関西広域連合での条例制定
と府県条例の改正）、各種資格試験の取扱要領などの規
定整備、関係団体との調整、試験会場の確保、受験者等
への周知、資格試験・免許管理システムの開発などの事
前準備を行う必要があったことから、約２年間の準備
期間を経て 2013 年度から実施することとした。 

2013 年度からは、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、
和歌山県及び徳島県の調理師、製菓衛生師及び准看護
師の資格試験・免許等事務を集約、実施し、2020 年度
までの 8 年間で、これら３試験の受験者数は約 63,800
名、免許等申請件数は約 87,000 件にのぼり、受験者の
定着が図られたとともに、試験運営の外部委託やデー
タ管理システムの活用等による経費削減効果が得られ
るなど、一元化によるスケールメリットを活かした事
務執行の効率化が実現した。 

また、2019 年度からは、更なる事務の効率化及び拡
充を図るため、新たに毒物劇物取扱者試験及び登録販
売者試験を実施した。2020 年度までの受験者数は、両
試験で約 21,200 名だった。 

 
 
 

新型コロナウイルス感染症対策を行った試験会場 
１列おきの配席とするなどの対策を実施 

試験・免許事務移行に係るチラシ 
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ウ 今後の課題 

受験者や免許申請者等から、多様なニーズに対応する申請方法や審査状況の連絡サービスなどが
求められていることから、電子申請、受験料のコンビニ納付、オンライン決済などの IT を活用し
た利用者の利便性向上策の検討が必要である。 

（７）広域職員研修 

ア 背景及び目的 

広域連合における分権型社会の実現を推進するためには、職員が構成団体内にとどまらず、“関
西”という幅広い視野で広域課題に取り組むことが求められている。また、広域連合の事業を円滑
に行うためには職員間の相互理解と連帯感の醸成や、研修の合同実施やインターネットの活用によ
る事業の効率化も進めていくことが必要とされている。 

イ 取組の概要 

(ｱ) 幅広い視野を有する職員の養成 

幅広い視野を有する職員の養成及び業務執行能力の向上のため、政策立案研修については、関
西における共通の政策課題等をテーマとした研修に加え、2017 年度からは、政策立案に向けて
全国の先進的な取組事例等を学ぶ研修を新たに実施した。各団体が主催する特色ある研修に他団
体職員が受講出来る機会を設ける団体連携型研修については、提供する研修メニューの多様化に
取り組んできた。 

これらの取組により、構成団体職員の広域的な視点を養成するなど、広域的な自治体研修モデ
ルを構築し、関西発の分権型社会推進に寄与した。 

今後も構成団体と連携し、受講者を増やす取組を進めていく。 
 
 
 
 

 

 

 

(ｲ) 構成団体間の相互理解及び人的ネットワークの活用 

構成団体間の相互理解及び人的ネットワークの形成のため、第１期から行っている、政策形成
能力研修における合宿や、団体連携型研修におけるグループワークを通じて、各団体の地域性、
考え方等を理解し合い、広範な人脈づくりを行うことにより、構成団体間の相互理解や人脈づく
りに取り組んできた。2019 年度までにこれまで政策形成能力研修で約 570 名、団体連携型研修
で約 1,600 名を超える職員が受講した。研修で培った人的ネットワークを活用して、広域連合の
事業推進につなげた。 
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(ｳ) 効率的な研修の促進 

効率的な研修の促進のため、複数の会場へ同時に
配信する「WEB 型研修」を 2013 年度から実施し、
研修会場までの職員の移動時間や旅費の削減、研修
受講機会の拡大などの効率化を図った。また、構成
団体が共通して実施している専門能力を養成する
研修やセミナーについて、「WEB 型研修」の対象と
するなど取組の拡大を図った。 

ウ 課題 
新型コロナウイルスの感染拡大防止を図りつつ、研修の充実を図る必要がある。 

  


