
令和３年度

主なイベント等スケジュール

関西広域連合

1

資料14



○「時期未定」のイベント等についても、開催月日が確定したイベン
　ト等は、四半期毎の公表時に更新を行います。

【注意事項】

○複数月にまたがって実施するイベント等については、イベント等の
　開始月に掲載し、概要に実施期間等を記載しています。

○「第１四半期」のみ、開催月日が確定しているイベント等について
　開催日を記載しています。「第２四半期」以降のイベント等につい
　ては、四半期毎に開催月日を更新して公表していきます。
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電話番号：077-522-5664　（滋賀県琵琶湖環境部環境政策課内）

電話番号：06-4803-5612　（連携推進課）

大阪市内

電話番号：06-4803-5587　（企画課）

兵庫県内

電話番号：078-362-3788　（兵庫県教育委員会事務局スポーツ振興課内）

電話番号：077-522-5664　（滋賀県琵琶湖環境部環境政策課内）

関西圏域

電話番号：078-362-3788　（兵庫県教育委員会事務局スポーツ振興課内）

大阪市内

電話番号：06-4803-5587　（企画課）

三重県内

電話番号：06-4803-5587　（企画課）

電話番号：077-522-5664　（滋賀県琵琶湖環境部環境政策課内）

関西圏域

概　要
関西広域連合の施策に係る重要事項に関する基本方針及び処理方針について協議・確認を行う。
委員会の構成：広域連合の構成団体の長

場所等

お問合せ

《環境》

《連合委員会》

《スポーツ》 「関⻄広域スポーツ振興ビジョン」推進会議

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、構成府県市が連携し、一体的に取り組む具体的事業を企画立案する。
そのため、「関西広域スポーツ振興ビジョン」推進会議の開催及びアドバイザーからの意見聴取を行う。

場所等

関西広域連合　スポーツ部

関⻄夏のエコスタイル

関西広域連合　広域環境保全局

お問合せ

概　要 5月～10月に、統一ポスターにて軽装等を呼びかける。

場所等

主なイベント等スケジュール　〜令和３年度　第１・四半期〜

時期または日付 イベント内容等

４〜６⽉

《環境》 関⻄エコオフィス宣⾔

概　要
オフィス等の省エネ行動を促進するため、宣言事業所を募集して登録、公表する。
○募集期間：通年

場所等 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、徳島県 内

第129回関⻄広域連合委員会

概　要4/22

（木）

お問合せ 関西広域連合　広域環境保全局

《連合委員会》

お問合せ 関西広域連合　本部事務局

通年

関西広域連合の施策に係る重要事項に関する基本方針及び処理方針について協議・確認を行う。
委員会の構成：広域連合の構成団体の長

場所等

4/22
《住民参画》 関⻄広域連合協議会

概　要

広域連合の実施事業はもとより、関西の課題と今後のあり方を踏まえた広域連合の将来像等について、住民等から幅広く意
見を聴取し協議を行うため、関西広域連合協議会を開催する。
○開催回数：2回（4月及び９月）
○委員：住民（地域団体・経済団体等）、学識経験者、市長会・町村会関係者等

（木）
場所等 大阪市内

お問合せ 関西広域連合　本部事務局

（月）

概　要
近畿2府8県（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、鳥取県、徳島県）の連絡提携を緊密に
し、地方自治の円滑な運営と進展を図ることを目的として開催する。

電力使用の多い夏季～冬季にかけて、統一ポスター、ちらしやインターネット広告にて省エネ性能の高い家電への買い替えを
呼びかける。

場所等 関西圏域

お問合せ 関西広域連合　広域環境保全局

5～10月

4月

6～1月

《環境》 省エネ家電への買い替え

概　要

5月
《スポーツ》 関⻄スポーツの⽇・関⻄スポーツ⽉間

概　要
構成府県市との連携により「関西スポーツの日」、「関西スポーツ月間」を啓発するキャンペーンを実施する。
“ゴールデン・スポーツイヤーズ”の２年目にあたり、構成府県市と連携し、３大会（東京ｵﾘ･ﾊﾟﾗ、ＷＭＧ2021 関西、世界パラ陸上）の周
知とともに府県民のスポーツ参加への機運醸成を図る。

場所等

お問合せ 関西広域連合　スポーツ部

5/27

（木）

5/31

お問合せ 関西広域連合　本部事務局

第130回関⻄広域連合委員会

場所等

お問合せ 関西広域連合　本部事務局

《近ブロ》 第108回近畿ブロック知事会議
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主なイベント等スケジュール　〜令和３年度　第１・四半期〜

時期または日付 イベント内容等

４〜６⽉

大阪府内

電話番号：078-362-9815 （兵庫県企画県民部防災企画局防災企画課広域企画室内）

大阪市内

電話番号：06-4803-5587　（企画課）

大阪市内

電話番号：06-4803-5668

大阪市内（予定）

電話番号：088-621-2399　（徳島県保健福祉部医療政策課広域医療室内）

場所等

《防災》 防災セミナー

概　要

過去の災害の教訓を踏まえ、事前防災から復旧・復興まで一連の災害対策を担い、首都機能のバックアップの観点から東京
のほか関西等に拠点を有する「防災庁」の必要性等について国民的な理解を広めるため、セミナーの開催やパネル展示を実
施する。
○講師等：学識者、国・県の実務経験者等

場所等

お問合せ

場所等

お問合せ 関西広域連合　本部事務局

関⻄広域連合議会（臨時会）

概　要 本会議を開催し、提出議案の審議と一般質問が行われる予定。

《連合委員会》 第131回関⻄広域連合委員会

概　要
関西広域連合の施策に係る重要事項に関する基本方針及び処理方針について協議・確認を行う。
委員会の構成：広域連合の構成団体の長

6/10,11

（木）,（金）

お問合せ 関西広域連合　広域医療局

《連合議会》

6月
《医療》 ジェネリック医薬品担当者研修会

概　要 ジェネリック医薬品の使用割合を80%とする目標の達成に向け、担当者研修会を実施する。

場所等

関西広域連合　広域防災局

お問合せ 関西広域連合　議会事務局

6/26

（土）

6/26

（土）
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電話番号：077-522-5664　（滋賀県琵琶湖環境部環境政策課内）

関西圏域

電話番号：075-411-4239　（京都府文化スポーツ部文化政策室内）

電話番号：077-522-5664　（滋賀県琵琶湖環境部環境政策課内）

大阪市内

電話番号：06-4803-5587　（企画課）

電話番号：06-4803-5612　（連携推進課）

電話番号：06-4803-5674　（地方分権課）

電話番号：06-4803-5669　（資格試験・免許課）

関西圏域

電話番号：078-362-3788　（兵庫県教育委員会事務局スポーツ振興課内）

電話番号：077-522-5664　（滋賀県琵琶湖環境部環境政策課内）

滋賀県内

お問合せ 関西広域連合　スポーツ部

大阪市内

8月
《スポーツ》 「関⻄広域スポーツ振興ビジョン」推進会議

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、構成府県市が連携し、一体的に取り組む具体的事業を企画立案する。
そのため、「関西広域スポーツ振興ビジョン」推進会議の開催及びアドバイザーからの意見聴取を行う。

場所等

お問合せ 関西広域連合　本部事務局

関西広域連合　本部事務局

《資格試験》 調理師・製菓衛⽣師試験

概　要

主なイベント等スケジュール　〜令和３年度　第２・四半期〜

７〜９⽉
開催月 イベント内容等

7月
《連合委員会》

お問合せ 関西広域連合　広域環境保全局

7～8月

《文化》

場所等

⽂化施設魅⼒発信事業

概　要 夏休みに合わせて、７月～８月に「関西文化の日プラス」として、賛同を得た関西の文化施設の無料開館を実施する。

場所等

お問合せ

7月
《環境》 琵琶湖「うみのこ」体験

概　要

関西がもつ自然、歴史、文化等の豊かな地域特性を活かした交流型環境学習を実施する。
平成30年度に就航した「うみのこ」において、親子体験航海を実施する。
○開催時期：7月及び8月
○対象：小学3年生から5年生の児童とその保護者

場所等

お問合せ 関西広域連合　本部事務局

7月
《官民連携》

場所等

8月
《環境》

7月
大阪府・徳島県…各1会場、滋賀県・京都府・兵庫県・和歌山県…各2会場

お問合せ

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、徳島県の調理師、製菓衛生師に係る資格試験を一元的に実施する。

市町村との意⾒交換会

概　要
国の事務・権限の移譲など地方分権改革の動向や関西広域連合の取組・運営等に関して、近畿市長会、近畿府県町村会を
はじめ管内の市町村代表者等との意見交換を行う。

概　要
関西広域連合の施策に係る重要事項に関する基本方針及び処理方針について協議・確認を行う。
委員会の構成：広域連合の構成団体の長

関⻄経済連合会との意⾒交換会

概　要

お問合せ 関西広域連合　広域環境保全局

官民連携の強化を図るため、関西経済連合会との意見交換会を行う。

場所等 大阪市内

7月
場所等

関西広域連合　広域観光・文化・スポーツ振興局

琵琶湖「うみのこ」体験

概　要

関西がもつ自然、歴史、文化等の豊かな地域特性を活かした交流型環境学習を実施する。
平成30年度に就航した「うみのこ」において、親子体験航海を実施する。
○開催時期：7月及び8月
○対象：小学3年生から5年生の児童とその保護者

場所等 滋賀県内

お問合せ 関西広域連合　本部事務局

第132回関⻄広域連合委員会

《分権》

7～9月

《環境》 関⻄夏のクールチョイス

概　要 特に電力利用が高まる7月～9月に、統一ポスター・ちらしにてクールシェア等の省エネ取組を呼びかける。

場所等 関西圏域

お問合せ 関西広域連合　広域環境保全局
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主なイベント等スケジュール　〜令和３年度　第２・四半期〜

７〜９⽉
開催月 イベント内容等

京都市内

電話番号：06-4803-5587　（企画課）

京都市内

電話番号：06-4803-5668

電話番号：06-4803-5669　（資格試験・免許課）

電話番号：077-522-5664　（滋賀県琵琶湖環境部環境政策課内）

電話番号：078-362-9815 （兵庫県企画県民部防災企画局防災企画課広域企画室内）

大阪府内

電話番号：078-362-9815 （兵庫県企画県民部防災企画局防災企画課広域企画室内）

大阪市内（予定）

電話番号：06-6614-0950　（大阪府商工労働部商工労働総務課内）

大阪市内

電話番号：06-4803-5668

電話番号：06-4803-5612　（連携推進課）

概　要
「関西広域帰宅困難者対策ガイドライン」の実効性を確保するため、関係構成府県や政令市と連携し、早朝の通勤・通学困難
者及び外国人観光客を含めた広域連合が実施すべき対策を中心とした図上訓練を実施する。
○参加者：関係構成団体、交通事業者、民間事業者・団体 等

場所等

《資格試験》

関⻄広域連合議会（8⽉定例会）

概　要 本会議を開催し、提出議案の審議と一般質問が行われる予定。

場所等

お問合せ 関西広域連合　議会事務局

登録販売者試験

場所等

お問合せ

「関⻄広域産業ビジョン」推進会議

9月
《産業》

お問合せ 関西広域連合　本部事務局

お問合せ 関西広域連合　広域産業振興局

ビジョンに掲げた戦略に基づく取組の評価・検証に対する助言を受けるとともに、ビジョンの推進に係る意見交換を行うため、
推進会議を運営する。

場所等

8月
《連合委員会》 第133回関⻄広域連合委員会

関西広域連合の施策に係る重要事項に関する基本方針及び処理方針について協議・確認を行う。
委員会の構成：広域連合の構成団体の長

場所等

お問合せ 関西広域連合　議会事務局

概　要 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、徳島県の登録販売者試験を一元的に実施する。

お問合せ 関西広域連合　広域防災局

概　要

大規模広域災害発生時の広域連合、構成団体の災害対応能力の向上を図るため、広域に被害が及ぶ南海トラフ地震を想定
し、「南海トラフ地震応急対応マニュアル」のフェーズに応じた広域応援訓練、緊急物資円滑供給連携訓練を実施する。
○参加者：広域連合構成団体・連携県、トラック協会、倉庫協会、民間事業者等

各府県1会場

8月

お問合せ

お問合せ 関西広域連合　本部事務局

関西広域連合　広域防災局

9月
《防災》

場所等 兵庫県内（予定）

関⻄広域帰宅困難者対策訓練（図上訓練）

9月
《防災》 関⻄広域応援訓練（図上訓練）

概　要

概　要

《連合議会》

関西広域連合　本部事務局

8月

9月
《住民参画》 関⻄広域連合協議会

概　要

広域連合の実施事業はもとより、関西の課題と今後のあり方を踏まえた広域連合の将来像等について、住民等から幅広く意
見を聴取し協議を行うため、関西広域連合協議会を開催する。
○開催回数：2回（4月及び９月）
○委員：住民（地域団体・経済団体等）、学識経験者、市長会・町村会関係者等

場所等 大阪市内

9月
《連合議会》 防災医療常任委員会

概　要 常任委員会を開催し、所管事務について審議が行われる予定。

場所等

8～9月

《環境》 徳島県の吉野川での干潟観察教室

概　要
徳島県の吉野川河口の干潟を中心とした自然観察教室を実施する。
開催時期：夏頃 １回
対 象：小学生以上

場所等 徳島県内

（いずれかの月） お問合せ 関西広域連合　広域環境保全局
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主なイベント等スケジュール　〜令和３年度　第２・四半期〜

７〜９⽉
開催月 イベント内容等

大阪市内

電話番号：06-4803-5587　（企画課）

9月

お問合せ 関西広域連合　本部事務局

場所等

《連合委員会》 第134回関⻄広域連合委員会

概　要
関西広域連合の施策に係る重要事項に関する基本方針及び処理方針について協議・確認を行う。
委員会の構成：広域連合の構成団体の長
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関西圏域

電話番号：078-362-3788　（兵庫県教育委員会事務局スポーツ振興課内）

電話番号：077-522-5664　（滋賀県琵琶湖環境部環境政策課内）

大阪市内

電話番号：06-4803-5668

滋賀県内

電話番号：06-4803-5668

大阪府内

電話番号：06-4803-5587　（企画課）

大阪府内

電話番号：06-4803-5587　（企画課）

電話番号：06-4803-5612　（連携推進課）

電話番号：075-414-4239　（京都府文化スポーツ部文化政策室内）

電話番号：078-362-9815 （兵庫県企画県民部防災企画局防災企画課広域企画室内）

関西広域連合　議会事務局

10月

《連合議会》 産業環境常任委員会

概　要 常任委員会を開催し、所管事務について審議が行われる予定。

場所等

11月

第109回近畿ブロック知事会議

概　要
近畿2府8県（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、鳥取県、徳島県）の連絡提携を緊密に
し、地方自治の円滑な運営と進展を図ることを目的として開催する。

場所等

お問合せ 関西広域連合　本部事務局

10月

お問合せ 関西広域連合　広域環境保全局

場所等 埼玉県内

お問合せ 関西広域連合　広域防災局

10月

《連合議会》 総務常任委員会

概　要 常任委員会を開催し、所管事務について審議が行われる予定。

場所等

お問合せ

《防災》

主なイベント等スケジュール　〜令和３年度　第3・四半期〜

10〜12 ⽉
開催月 イベント内容等

10月

《環境》 プラスチックごみゼロシンポジウムの開催

概　要
住民、事業者、団体等とともに、関西地域において「関西プラスチックスマート」のムーブメントを展開する。
内 容：有識者や事業者等による先進事例の紹介、意見交換など
対 象 者：住民、事業者、団体、行政ほか

場所等 未定

10月

《スポーツ》 「関⻄広域スポーツ振興ビジョン」推進会議

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、構成府県市が連携し、一体的に取り組む具体的事業を企画立案する。
そのため、「関西広域スポーツ振興ビジョン」推進会議の開催及びアドバイザーからの意見聴取を行う。

場所等

お問合せ 関西広域連合　スポーツ部

お問合せ 関西広域連合　議会事務局

お問合せ 関西広域連合　本部事務局

関西広域連合の施策に係る重要事項に関する基本方針及び処理方針について協議・確認を行う。
委員会の構成：広域連合の構成団体の長

場所等

お問合せ 関西広域連合　本部事務局

10月

《官民連携》 ACCJとの意⾒交換会

概　要
日本で最大の外国経済団体である在日米国商工会議所（ACCJ）のグローバルな視点からの提案や、関西が目指す方向性・
取組について意見交換を行う。

場所等 未定

10月

《連合委員会》 第135回関⻄広域連合委員会

概　要

《近ブロ》

11月

《文化》 「関⻄⽂化⽉間」事業

概　要
「関西文化月間」(11月)を設定し、「関西文化の日」や関西の芸術文化情報サイト「関西文化.com」と連動し、様々な芸術文化
情報の収集・発信を行う。

場所等 関西圏域

お問合せ 関西広域連合　広域観光・文化・スポーツ振興局

九都県市合同防災訓練

概　要
「関西広域連合と九都県市との災害時の相互応援に関する協定」に基づき、情報伝達方法や応援を実施する際の手順を確認
するため、九都県市合同防災訓練において救援物資搬送訓練等を実施し、相互応援体制の強化を図る。
○参加者：九都県市、警察、消防、自衛隊等
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主なイベント等スケジュール　〜令和３年度　第3・四半期〜

10〜12 ⽉
開催月 イベント内容等

大阪市内

電話番号：075-411-0620

徳島県内

電話番号：078-362-3788　（兵庫県教育委員会事務局スポーツ振興課内）

奈良県内

電話番号：078-362-3788　（兵庫県教育委員会事務局スポーツ振興課内）

電話番号：077-522-5664　（滋賀県琵琶湖環境部環境政策課内）

大阪市内

電話番号：06-4803-5587　（企画課）

大阪市内

電話番号：06-4803-5668

電話番号：077-522-5664　（滋賀県琵琶湖環境部環境政策課内）

兵庫県内（予定）

電話番号：078-362-9815 （兵庫県企画県民部防災企画局防災企画課広域企画室内）

電話番号：078-362-9815 （兵庫県企画県民部防災企画局防災企画課広域企画室内）

《スポーツ》 第5回「関⻄シニアマスターズ⼤会」

インテックス大阪等で開催されるツーリズムEXPOジャパン２０２１ 大阪・関西に参画し、関西をPRする。

場所等

11月

《観光》

お問合せ 関西広域連合　広域観光・文化・スポーツ振興局

11月

概　要
既存大会を活用し、関西圏域の競技者が参加可能な大会として実施する。（徳島県開催）
カローリング、グラウンド・ゴルフ、ラダーゲッター、ウォークラリー、カーリンコン、ターゲットバードゴルフ、ニチレクボールの７競
技で実施を予定している。

場所等

お問合せ 関西広域連合　スポーツ部

場所等

12～3月

《連合議会》 関⻄広域連合議会（11⽉臨時会）

概　要 本会議を開催し、提出議案の審議と一般質問が行われる予定。

11月

《連合委員会》 第136回関⻄広域連合委員会

概　要
関西広域連合の施策に係る重要事項に関する基本方針及び処理方針について協議・確認を行う。
委員会の構成：広域連合の構成団体の長

場所等

お問合せ 関西広域連合　本部事務局

お問合せ 関西広域連合　広域環境保全局

概　要
近畿２府７県合同防災訓練において、構成団体等からの緊急支援物資の輸送訓練等を実施するとともに、訓練会場で関西広
域連合の広域防災への取組にかかる普及・啓発を行う。
○参加者：近畿２府７県、国、警察、消防、自衛隊等

場所等 兵庫県内（予定）

関西広域連合　議会事務局お問合せ

11月

《環境》 関⻄冬のエコスタイル

概　要 特に暖房等のエネルギー利用が高まる12月～3月に、統一ポスターにて適正な暖房利用等を呼びかける。

場所等 関西圏域

お問合せ 関西広域連合　広域防災局

《環境》 地球温暖化防止活動推進員・地球温暖化防止活動推進センター合同研修会

概　要
住民啓発活動のレベルアップを図るために、各府県の地球温暖化防止活動推進員・地球温暖化防止活動推進センターの合
同研修会を開催する。

場所等 滋賀県内（オンライン開催を予定）

お問合せ 関西広域連合　広域環境保全局

12月

《防災》 関⻄広域応援訓練（実動訓練）

概　要
大規模広域災害発生時の広域連合、構成団体の災害対応能力の向上を図るため、徳島県が大きく被災した場合を想定し、
広域連合、構成団体等の応援・受援体制を確認する実動訓練を実施する。
○参加者：構成団体・連携県、トラック協会、倉庫協会、民間事業者等

場所等

お問合せ 関西広域連合　広域防災局

12月

《防災》 近畿２府７県合同防災訓練

お問合せ 関西広域連合　スポーツ部

11月

11月
場所等

《スポーツ》 関⻄⼩学⽣スポーツ交流⼤会タグラグビー⼤会

概　要 子どものスポーツ参加機会の拡充を図るため、府県域を越えたスポーツ交流大会を実施する。

ツーリズムEXPOジャパン２０２１ ⼤阪・関⻄

概　要
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主なイベント等スケジュール　〜令和３年度　第3・四半期〜

10〜12 ⽉
開催月 イベント内容等

電話番号：077-522-5664　（滋賀県琵琶湖環境部環境政策課内）

兵庫県内

電話番号：06-4803-5668

大阪市内

電話番号：06-4803-5587　（企画課）

電話番号：06-4803-5674　（地方分権課）

電話番号：06-4803-5612　（連携推進課）

電話番号：06-4803-5669　（資格試験・免許課）

12月

《住民参画》 ⼤学⽣等との意⾒交換会

概　要
関西広域連合の取組・運営等の参考に資するため、大学生等の若者世代による意見交換会を行う。
・開催回数：１回
・参加者：構成府県市域内大学生等・関西広域連合若手職員

場所等

《環境》 再エネ導入促進に向けた人材育成研修会

関西広域連合の施策に係る重要事項に関する基本方針及び処理方針について協議・確認を行う。
委員会の構成：広域連合の構成団体の長

場所等

お問合せ

未定

《連合委員会》 第137回関⻄広域連合委員会

概　要

お問合せ 関西広域連合　広域環境保全局

概　要
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ため、研修会を開催する。
○開催回数：1回
○対象：再エネ導入に関心のある者、再エネ事業者、自治体職員等

関西広域連合　本部事務局

12月

《連合議会》 防災医療常任委員会

概　要 常任委員会を開催し、所管事務について審議が行われる予定。

場所等

場所等 未定

12月

お問合せ 関西広域連合　本部事務局

お問合せ 関西広域連合　議会事務局

12月

12月

《資格試験》 毒物劇物取扱者試験

概　要 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、徳島県の毒物劇物取扱者試験を一元的に実施する。

場所等 各府県1会場

《分権》 市町村との意⾒交換会

概　要
国の事務・権限の移譲など地方分権改革の動向や関西広域連合の取組・運営等に関して、近畿市長会、近畿府県町村会を
はじめ管内の市町村代表者等との意見交換を行う。

場所等 大阪市内

お問合せ 関西広域連合　本部事務局

お問合せ 関西広域連合　本部事務局

12月
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大阪市内

電話番号：078-362-3788　（兵庫県教育委員会事務局スポーツ振興課内）

大阪市内

電話番号：06-4803-5668

大阪市内

電話番号：06-4803-5668

電話番号：06-4803-5612　（連携推進課）

大阪市内

電話番号：06-4803-5587　（企画課）

未定

電話番号：073-432-0151（和歌山県農林水産部農林水産政策局農林水産総務課内）

神奈川県内

電話番号：078-362-9815 （兵庫県企画県民部防災企画局防災企画課広域企画室内）

関西圏域

電話番号：078-362-3788　（兵庫県教育委員会事務局スポーツ振興課内）

大阪市内

電話番号：06-6614-0950　（大阪府商工労働部商工労働総務課内）

2月
《防災》 防災セミナー

概　要

過去の災害の教訓を踏まえ、事前防災から復旧・復興まで一連の災害対策を担い、首都機能のバックアップの観点から東京
のほか関西等に拠点を有する「防災庁」の必要性等について国民的な理解を広めるため、セミナーの開催やパネル展示を実
施する。
○講師等：学識者、国・県の実務経験者等

場所等

お問合せ 関西広域連合　広域防災局

2月
《産業》 「メディカル ジャパン」ブース出展等

概　要
「メディカルジャパン」等にブース出展を行い、産学官連携製品化事例の展示や、タブレット端末やパネル、パンフレット等を活
用した情報発信を行うとともに、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を開催する。

場所等

お問合せ 関西広域連合　広域産業振興局

お問合せ 関西広域連合　スポーツ部

総務常任委員会

概　要

関西広域連合　議会事務局

1月
《官民連携》 関⻄経済界との意⾒交換会

概　要
官民連携の強化を図るため、関西経済界との意見交換会を行う。
・参加者：関西経済連合会、関西経済同友会、構成団体商工会議所等

場所等

常任委員会を開催し、所管事務について審議が行われる予定。

場所等

常任委員会を開催し、所管事務について審議が行われる予定。

お問合せ 関西広域連合　本部事務局

お問合せ 関西広域連合　議会事務局

1月
《連合議会》 産業環境常任委員会

概　要

場所等

お問合せ

主なイベント等スケジュール　〜令和３年度　第4・四半期〜

１〜３ ⽉
開催月 イベント内容等

1月
《連合委員会》 第138回関⻄広域連合委員会

概　要
関西広域連合の施策に係る重要事項に関する基本方針及び処理方針について協議・確認を行う。
委員会の構成：広域連合の構成団体の長

場所等

1月
《スポーツ》 関⻄スポーツ応援企業表彰式

概　要
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組む機運の醸成を図る。

場所等

お問合せ

関西広域連合　本部事務局

お問合せ

関西広域連合　スポーツ部

1月
《連合議会》

お問合せ 関西広域連合　農林水産部

大阪市内

1～2月

《農林水産》 食品輸出セミナー

概　要
関西地域の食品事業者・農水産物生産者を対象に、コロナ禍において食品輸出の取組を維持・発展させることができるよう、
輸出に必要な知識やスキルの向上を図るためのセミナーを開催する。
○対象：関西の食品輸出に関心のある事業者・生産者

(いずれかの月) 場所等

2月
《スポーツ》 「関⻄広域スポーツ振興ビジョン」推進会議

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、構成府県市が連携し、一体的に取り組む具体的事業を企画立案する。
そのため、「関西広域スポーツ振興ビジョン」推進会議の開催及びアドバイザーからの意見聴取を行う。

場所等
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主なイベント等スケジュール　〜令和３年度　第4・四半期〜

１〜３ ⽉
開催月 イベント内容等

電話番号：06-4803-5669　（資格試験・免許課）

電話番号：078-362-9815 （兵庫県企画県民部防災企画局防災企画課広域企画室内）

大阪市内（予定）

電話番号：06-6614-0950　（大阪府商工労働部商工労働総務課内）

大阪市内

電話番号：06-4803-5587　（企画課）

大阪市内

電話番号：06-4803-5668

大阪市内

電話番号：06-4803-5587　（企画課）

お問合せ 関西広域連合　議会事務局

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、徳島県の准看護師試験を一元的に実施する。

場所等 各府県1会場

2月
《資格試験》 准看護師試験

概　要

場所等

お問合せ 関西広域連合　本部事務局

概　要
ビジョンに掲げた戦略に基づく取組の評価・検証に対する助言を受けるとともに、ビジョンの推進に係る意見交換を行うため、
推進会議を運営する。

場所等

3月
《連合委員会》

3月
《産業》 「関⻄広域産業ビジョン」推進会議

お問合せ 関西広域連合　広域産業振興局

関西広域連合の施策に係る重要事項に関する基本方針及び処理方針について協議・確認を行う。
委員会の構成：広域連合の構成団体の長

第140回関⻄広域連合委員会

概　要

3月
《連合議会》 関⻄広域連合議会（3⽉定例会）

お問合せ 関西広域連合　広域防災局

概　要
関西広域連合の施策に係る重要事項に関する基本方針及び処理方針について協議・確認を行う。
委員会の構成：広域連合の構成団体の長

場所等

概　要 本会議を開催し、提出議案の審議と一般質問が行われる予定。

場所等

3月
《防災》 関⻄災害時物資供給協議会

概　要
「緊急物資円滑供給システム」の実効性を確保するため、行政機関や民間団体、事業者等による連携･協力組織である「関西
災害時物資供給協議会」において、セミナー等を開催する。
○参加者：関西広域連合構成団体・連携県、民間事業者等

場所等 兵庫県内

3月
《連合委員会》 第139回関⻄広域連合委員会

お問合せ 関西広域連合　本部事務局

お問合せ 関西広域連合　本部事務局
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電話番号：075-411-0620　（京都府商工労働観光部観光室内）

電話番号：075-411-4239　（京都府文化スポーツ部文化政策室内）

未定

電話番号：078-362-3788　（兵庫県教育委員会事務局スポーツ振興課内）

神戸市内

電話番号：078-362-3788　（兵庫県教育委員会事務局スポーツ振興課内）

未定

電話番号：078-362-3788　（兵庫県教育委員会事務局スポーツ振興課内）

未定

電話番号：078-362-3788　（兵庫県教育委員会事務局スポーツ振興課内）

関西圏域

電話番号：078-362-3788　（兵庫県教育委員会事務局スポーツ振興課内）

未定

電話番号：078-362-3788　（兵庫県教育委員会事務局スポーツ振興課内）

大阪府内

電話番号：078-362-3788　（兵庫県教育委員会事務局スポーツ振興課内）

未定

主なイベント等スケジュール　〜令和３年度　時期未定〜

時期未定
開催月 イベント内容等

お問合せ 関西広域連合　広域観光・文化・スポーツ振興局

(未定)

《文化》 関⻄プレゼンツ「世界⽂化遺産」等発信事業

概　要
歴史文化遺産をテーマに文化庁地域文化創生本部等と連携したフォーラムを開催し、関西全域での文化振興につなげる。ま
た、関西の世界文化遺産、日本遺産をはじめとする文化的資産の一体的な情報発信により、関西の多彩な魅力を発信する。

場所等

(未定)

《観光》 海外トッププロモーション

概　要

「関西」をさらに魅力ある観光圏として海外にアピールするため、構成府県市や関西の経済界等とトップセールスなどの海外観
光プロモーションを戦略的に実施する。
○実施内容：新型コロナウイルス感染症の状況に応じた効果的な方法により、広域連合長、担当委員等によるトップセールス
を実施

場所等 未定

お問合せ 関西広域連合　広観光・文化・スポーツ振興局

(未定)

《スポーツ》 障害者スポーツ体験会

概　要
障害者スポーツの競技人口の拡大や、障害者スポーツに対する理解促進を図るため、府県市単位では開催の難しい障害者
競技種目の体験会を大型商業施設などＰＲ効果の高い会場で一般利用者向けに開催する。

場所等

お問合せ 関西広域連合　スポーツ部

(未定)

《スポーツ》 「神⼾2022世界パラ陸上競技選⼿権⼤会」の開催⽀援

概　要
「世界パラ陸上」開催に向けて障害者スポーツの機運を高めるとともに、障害者スポーツの競技人口の拡大や、障害者スポー
ツに対する理解促進を図るために、スポーツアスリート育成練習会や障害者スポーツ体験会を開催する。

場所等

お問合せ 関西広域連合　スポーツ部

(未定)

《スポーツ》 スポーツアスリート育成練習会

概　要 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を開催する。

場所等

お問合せ 関西広域連合　スポーツ部

(未定)

《スポーツ》 ワールドマスターズゲームズ2021関⻄機運醸成イベント

概　要
構成府県市との連携により「関西スポーツの日」、「関西スポーツ月間」を啓発するキャンペーンを実施する。
“ゴールデン・スポーツイヤーズ”の３年目にあたり、構成府県市と連携し、３大会（東京ｵﾘ･ﾊﾟﾗ、ＷＭＧ2021 関西、世界パラ陸
上）の周知とともに府県民のスポーツ参加への機運醸成を図る。

場所等

お問合せ 関西広域連合　スポーツ部

(未定)

《スポーツ》 関⻄元気ウォーキングイベント

概　要
新型コロナウイルスに負けない活気ある関西を取り戻すため、スマートフォン等を活用し、ウォーキングなど日々の運動習慣
の促進と定着を図る。

場所等

お問合せ 関西広域連合　スポーツ部

(未定)

《スポーツ》 関⻄広域サイクリングイベント

概　要
スポーツと関西に集積する多彩な観光・文化資源を融合し、周遊プログラムとして開発した「関西広域サイクリングルート」を活
用し、新しい生活様式を取り入れたイベントを開催する。

場所等

お問合せ 関西広域連合　スポーツ部

(未定)

《スポーツ》 関⻄広域連合スポーツ指導者講習会

概　要
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。

場所等

お問合せ 関西広域連合　スポーツ部
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主なイベント等スケジュール　〜令和３年度　時期未定〜

時期未定
開催月 イベント内容等

大阪市内（予定）

電話番号：06-6614-0950　（大阪府商工労働部商工労働総務課内）

未定

電話番号：06-6614-0950　（大阪府商工労働部商工労働総務課内）

未定

電話番号：073-432-0151（和歌山県農林水産部農林水産政策局農林水産総務課内）

未定

電話番号：088-621-2399　（徳島県保健福祉部医療政策課広域医療室内）

未定

電話番号：088-621-2399　（徳島県保健福祉部医療政策課広域医療室内）

未定（各地域の小中学校や公園、各ドクターヘリの基地病院等において開催）

電話番号：088-621-2399　（徳島県保健福祉部医療政策課広域医療室内）

未定

電話番号：088-621-2399　（徳島県保健福祉部医療政策課広域医療室内）

未定

電話番号：088-621-2399　（徳島県保健福祉部医療政策課広域医療室内）

未定

電話番号：088-621-2399　（徳島県保健福祉部医療政策課広域医療室内）お問合せ 関西広域連合　広域医療局

お問合せ 関西広域連合　広域医療局

(未定)

《医療》 広域的な災害医療訓練

概　要
「南海トラフ巨大地震」をはじめとする大規模災害が発生した際、円滑な医療救護活動が行えるよう、広域的な災害医療訓練
を実施する。

場所等

(未定)

《医療》 ドクターヘリ事業10 周年記念シンポジウム(仮称)

(未定)

《医療》 災害医療セミナー

概　要
災害医療コーディネーターの災害対応力の向上や「顔の見える関係づくり」を進めるため、セミナーを開催する。
開催回数：年１回程度

場所等

《農林水産》 WEB型マッチング商談会

場所等

お問合せ 関西広域連合　農林水産部

概　要
コロナ禍の中で多様な販路の開拓を支援するため、域内の特色ある農林水産物や加工食品を生産・製造・販売する生産者・
事業者と大型量販店や外食産業等のバイヤーとのWEBを活用したマッチング商談会を開催する。
○対象：生産者・食品加工事業者

関西広域連合　広域医療局

お問合せ 関西広域連合　広域産業振興局

(未定)

《医療》 ドクターヘリ⾒学会

概　要
ドクターヘリの活動への理解を深めてもらうため、また7機を一体運用する「関西広域連合ならでは」のドクターヘリの取組を広
くPRし、関西広域連合の認知度向上を図るため、各地域の小中学生や住民の方を対象として、ドクターヘリ見学会を開催す
る。

場所等

お問合せ

(未定)

(未定)

《産業》 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

概　要
関西が高いポテンシャルを有するグリーン分野において、域内を中心とした大学、試験研究機関等の研究成果を広域連合域
内の企業に広く発信し、シーズの企業化を促進する。

場所等

お問合せ 関西広域連合　広域産業振興局

概　要
デザインや実用性に優れた関西の工業製品などの産業資源をはじめとする関西の持つ魅力やポテンシャルを国内外に広く発
信するプロモーション活動を展開する。

場所等

(未定)

《産業》 ものづくりをはじめとする地域魅⼒の発信

お問合せ 関西広域連合　広域医療局

概　要 関西広域連合において、ドクターヘリ事業を開始してから１０周年となることに合わせ、シンポジウムを開催する。

場所等

お問合せ 関西広域連合　広域医療局

(未定)

《医療》 ドクターヘリ基地病院交流・連絡会

概　要
フライトドクター・ナース自身のスキルアップや各基地病院間の情報共有、連携強化を図るため、連合管内のドクターヘリ基地
病院のフライトドクター及びフライトナースが参加し意見交換などを行う「ドクターヘリ基地病院交流・連絡会」を開催する。

場所等

(未定)

《医療》 関⻄広域救急医療連携計画推進委員会

概　要

広域的な医療連携のさらなる充実に向け、第三者機関である「関西広域救急医療連携計画推進委員会」において、「第３期・
関西広域救急医療連携計画」に位置付けられた施策や取組目標の達成状況等について、専門的な見地からの評価をいただ
く。
○開催回数：年1回程度

場所等

お問合せ 関西広域連合　広域医療局
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主なイベント等スケジュール　〜令和３年度　時期未定〜

時期未定
開催月 イベント内容等

未定

電話番号：088-621-2399　（徳島県保健福祉部医療政策課広域医療室内）

未定

電話番号：088-621-2399　（徳島県保健福祉部医療政策課広域医療室内）

電話番号：077-522-5664　（滋賀県琵琶湖環境部環境政策課内）

電話番号：077-522-5664　（滋賀県琵琶湖環境部環境政策課内）

電話番号：077-522-5664　（滋賀県琵琶湖環境部環境政策課内）

電話番号：06-4803-5612　（連携推進課）

電話番号：06-4803-5609　（計画課）

電話番号：06-4803-5609　（計画課）

電話番号：06-4803-5609　（計画課）

お問合せ 関西広域連合　本部事務局

お問合せ 関西広域連合　広域医療局

(未定)

《広域計画》 広域計画等推進委員会

概　要
広域計画及び関西創生戦略を着実に推進し、その達成状況の評価・検証を行うとともに、専門的な見地からの助言等を得る。
○開催回数：3回程度

場所等 本部事務局

《女性活躍》 関⻄⼥性活躍推進フォーラム

概　要

場所等 未定

お問合せ 関西広域連合　本部事務局

お問合せ 関西広域連合　広域医療局

(未定)

《医療》 感染症対策合同研修会

概　要 新型コロナウイルスをはじめとする、感染症リスクの増加に備えた感染症対策会議及び合同研修会を実施する。

場所等

(未定)

《医療》 子どもの事故防止研修会

概　要 窒息や転落をはじめとする「子どもの事故」防止について、構成府県市の取組を促進するため、研修会を開催する。

場所等

お問合せ 関西広域連合　本部事務局

北陸新幹線の新大阪までの全線開業が早期に実現するように、関係団体と連携し、関西としての建設促進に関する取組を強
化・推進する。

場所等 未定

お問合せ 関西広域連合　本部事務局

(未定)

《インフラ》 北陸新幹線建設促進同盟会等による中央要請

概　要
北陸新幹線の新大阪までの全線開業が早期に実現するように、北陸新幹線建設促進同盟会と協力し、建設促進に関する取
組を強化・推進する。

場所等 未定

(未定)

《インフラ》 北陸新幹線(敦賀・⼤阪間)建設促進⼤会及び中央要請

概　要

(未定)
経済界と共同で設置した「関西女性活躍推進フォーラム」において、関西での女性活躍推進に向け、機運醸成や意識啓発な
どに取り組む。
・開催回数：２回程度
・委 員：経済団体、地域活動団体、有識者、構成府県市等

(未定)

《環境》 関⻄の活かしたい⾃然エリアエコツアー体験学習

概　要

複数の府県域をまたいだ自然エリアを対象として、生物多様性や自然の恵みの重要性、自然と人の営み（歴史、文化）等の気
付きを目的としたエコツアー体験学習を実施。
開催内容：自然エリアを対象としたエコツアー体験学習
対 象：行政、活動団体、旅行会社、教育機関等
開催時期：夏～秋頃

場所等 関西広域連合域内

お問合せ 関西広域連合　広域環境保全局

(未定)

《環境》 環境・経済・社会のつながり創⽣に向けた交流事業

概　要
　環境保全活動団体・金融機関・企業等における交流を図るための取組の一環として、地方の金融機関を対象に、環境保全
活動と金融とのつながりに関する勉強会を開催する。
(ｱ)開催時期：夏～秋頃

場所等 オンライン（予定）

お問合せ 関西広域連合　広域環境保全局

(未定)

《環境》 次世代⾃動⾞啓発イベント

概　要 自動車メーカーと協働により、次世代自動車の普及啓発イベントを開催する。

場所等 未定

お問合せ 関西広域連合　広域環境保全局
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主なイベント等スケジュール　〜令和３年度　時期未定〜

時期未定
開催月 イベント内容等

電話番号：06-4803-5674　（地方分権課）

電話番号：078-362-3335　（兵庫県企画県民部科学情報局科学振興課内）

電話番号：06-6210-9486　（大阪府商工労働部成長産業振興室内）

電話番号：06-6210-9549　（大阪府環境農林水産部エネルギー政策課内）

(未定)

《プラスチック》 プラスチック対策プラットフォーム会議の開催

概　要

関西広域でのプラスチックごみ削減を目指し、プラスチック代替品の普及、プラスチックごみ散乱・流出抑制などについて、関
係する構成府県市や事業者団体等の活動の促進に資する情報共有と意見交換を行い、産業・観光・環境等施策への展開お
よび活用の検討を行う。
〇プラットフォーム会議：年数回（詳細未定）

場所等 未定

お問合せ 関西広域連合　本部事務局プラスチック対策検討会

(未定)

《エネルギー》 関⻄⽔素サプライチェーン構想実現プラットフォーム会合の開催

概　要

(未定)

《政府機関移転》 政府機関等との地方創⽣推進会議

概　要

政府の「政府関係機関移転基本方針」のねらいである東京一極集中の是正を推進するため、令和元年度より設置している
「政府機関等との地方創生推進会議」を運営し、関西に政府機関等が設置されたことによる政策の効果の発揮やその効果の
発信に向けた取組を行う。
・開催回数：３回程度
・開催内容：①関西に政府機関等が設置されたことによる政策効果発揮のための意見交換
②関西広域連合、在関西政府機関等、経済団体で連携して実施する取組や、その効果の発信に向けた取組

場所等 未定

お問合せ 関西広域連合　本部事務局イノベーション推進担当

お問合せ 関西広域連合　本部事務局

(未定)

《イノベーション》 関⻄健康・医療創⽣会議による取組の推進

概　要

健康・医療分野において、デジタル技術を活かした新産業の創出をめざし、健康・医療関連のヘルスケアデータの基盤を構築
するとともに、その利活用に向けた取組を促進するため、関西の主要大学と連携した産業界及び行政向け人材育成や、デー
タ利活用の先進事例等の普及啓発に努めていく。
・シンポジウムの開催（２回程度）

場所等 未定

「将来における関西圏の水素サプライチェーン構想」（令和２年３月策定）の実現に向け、産官学が連携して、課題の共有や解
決策、具体的な水素実装の取組みの検討を行う。
〇全体会合：１回、分野別ダイアログ： ４回程度

場所等 未定

お問合せ 関西広域連合　本部事務局エネルギー検討会
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