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第11回 関西広域連合協議会の開催について 

 関西広域連合では、広域計画や実施事業、関西の課題と今後のあり方等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するため、平成23年９月に関西広域連合協議会を設置した

ところですが、第11回協議会を下記のとおり開催しますので、お知らせします。

記 

１ 日  時  平成28年９月22日（木・祝）12時45分から15時まで 

２ 場  所  びわ湖大津プリンスホテル コンベンションホール淡海９・10 

        （滋賀県大津市におの浜四丁目７番７号） 

３ 出 席 者    ・協議会委員（別紙委員名簿参照） 

・広域連合長、広域連合委員（各知事・政令市長）ほか 

４ 主な内容  委員による意見交換 

      ・広域計画の改定について 

・関西広域連合の役割と展望、あり方について  等 

５ 傍  聴 

下記により、12時00分から会場前にて受付を開始します。 

（１）一般傍聴者 

    一般傍聴の定員は20名です。傍聴を希望される方は、当日、12時00分から12時15分まで

の間に受付を済ませてください。定員を超えた場合は12時15分に抽選で傍聴者を決定します。 

（２）報道関係傍聴者 

・ 事前申込は不要です。取材時に受付で配布する名札の着用をお願いします。 

・ 取材にあたり、音声ラインを１本提供（音声分配器設置：12分配まで対応）します。また、

会場内でワイヤレスマイクを使用しますので、同会場内におけるワイヤレスマイク、トラン

シーバー等の無線を使用する機材の使用は御遠慮ください。

６ そ の 他   

当日、協議会終了後、広域連合委員会を開催します（委員会についての資料提供は後日別途行い

ます）。 



平成28年９月15日時点

区分 氏名 主な役職

         川瀬　重雄 滋賀県商工会連合会会長

　　　　立石　義雄 京都府商工会議所連合会会長

尾崎　裕 大阪商工会議所会頭

　　　　大橋　忠晴 兵庫県商工会議所連合会会頭

　　　　樫畑　直尚 和歌山経済同友会代表幹事

　　　　藤縄　匡伸 鳥取県商工会議所連合会会長

　　　　西宮　映二 徳島経済同友会代表幹事

　　　　信田　圭造 堺刃物商工業協同組合連合会理事長

　　　　森　　 詳介 関西経済連合会会長

　　　　鳥羽  賢二 びわこ成蹊スポーツ大学副学長

　　　　柏原　康夫 京都府観光連盟会長

　　　　福島　伸一 大阪観光局会長

　　　　大辻　利弘 兵庫県生涯スポーツ連合会長

　　　　山出　真司 奈良県ビジターズビューロー専務理事

　　　　多田　稔子 田辺市熊野ツーリズムビューロー会長

　　　　中島　 　守 鳥取県観光連盟会長

　　　　植田　佳宏 大歩危・祖谷いってみる会会長

　　　　畑　 　正高 金剛能楽堂財団理事

　　　　渡邉　光春 滋賀県社会福祉協議会会長

　　　　井端　泰彦 京都地域包括ケア推進機構理事長

　　　　髙杉　 　豊 大阪府保健医療財団理事長

　　　　中野　則子 兵庫県看護協会会長

　　　　成川　守彦 和歌山県病院協会会長

　　　　魚谷　 　純 鳥取県医師会

　　　　川端　正義 徳島県医師会副会長

　　　　須藤　明子 (株)イーグレット・オフィス専務取締役

　　　　谷口　靖彦 関西環境管理技術センター理事長

　　　　大島　堅一 立命館大学国際関係学部教授

　　　　室﨑　益輝 ひょうご震災記念２１世紀研究機構副理事長

　　　　木本　喜信 特定非営利活動法人奈良県防災士会顧問(元　奈良市消防局消防監)

　　　　宇恵　元昭 和歌山県町村会事務局長（元　和歌山県危機管理監）

　　　　片瀬　範雄 神戸防災技術者の会（K-TEC)事務局長（元　神戸市中央区長）

消費生活 　　　　岡野　早苗 滋賀県生活協同組合連合会理事

婦人会 　　　　田野　照子 京都府連合婦人会会長

地域防災 　　　　秋田　治夫 大阪府消防協会会長

地域ｺﾐｭﾆﾃｨ 　　　　原　 　　孝 兵庫県連合自治会会長

青少年 　　　　山口　裕市 和歌山県青少年育成協会副会長

地域振興 　　　　岸田　寛昭 NPO法人未来理事長

NPO支援 　　　　松﨑　美穂子 NPO法人子育て支援ﾈｯﾄﾜｰｸとくしま理事長

労働 　　　　橋元　信一 日本労働組合総連合会京都府連合会会長

　　　　北村　裕明 滋賀大学教授

　　　　新川　達郎 同志社大学大学院教授

　　　　加藤　恵正 兵庫県立大学政策科学研究所教授

　　　　山下　 　淳 関西学院大学教授

　　　　瀧　　 寛和 和歌山大学学長

　　　　小林　愼太郎 鳥取環境大学副学長

　　　　近藤　光男 徳島大学大学院教授

　　　　波床　正敏 大阪産業大学教授

　　 　 秋山　喜久 元関西広域機構分権改革推進本部本部長

　　　　二宮　郁夫 公募委員

　　　　貝沼　禎介 公募委員

　　　　森垣　　学 公募委員

　　　　木田　　薫 公募委員

　　　　及川　智正 公募委員

         大谷　訓大 公募委員

　　　　青木　正繁 公募委員

　　　　野田　義和 近畿市長会代表（大阪府東大阪市長）

　　　　汐見  明男 近畿府県町村会長会代表（京都府井手町長）

　　　　中谷　尚敬 近畿市議会議長会代表（奈良県生駒市議会議長）

　　　　井上　昭司 近畿府県町村議会議長会代表（大阪府千早赤阪村議会議長）

　　　　深澤　義彦 鳥取県市長会代表（鳥取市長）

　　　　石川　智能 徳島県町村会代表（藍住町長）

近畿ブロック地方団体等

合計　62人

関西広域連合協議会委員名簿

○各分野ごとに概ね各府県１名ずつで構成（近畿ブロック地方団体等を除く）

分野

地域団体等

産業・経済・インフラ

観光・文化・スポーツ

医療・福祉

環境・エネルギー

防災

コミュニ
ティ等

有識者

公募委員



関西広域連合協議会の概要について 
１ 概要 

関西広域連合（以下「広域連合」という。）の運営にあたり、広域計画や実施事業、

関西の課題と今後のあり方等を踏まえた広域連合の将来像について、住民等から幅広

く意見を聴取するため、関西広域連合協議会を設置する。

（１）委員定数  ７０人以内（平成28年９月15日現在の委員数は62名） 

○各分野の住民代表 

・産業経済インフラ、観光文化スポーツ、医療福祉、環境エネルギー、防災、

コミュニティ分野の代表 

○有識者 

○公募委員 

○近畿ブロック地方団体等の代表者 

（市長会、市議会議長会、町村会、町村議会議長会等の代表者、鳥取県市長会、

徳島県町村会）  

＜オブザーバー＞  

連携団体（福井県、三重県） 

（２）開催回数

①全体会議  年１～２回 

          【第10回協議会開催概要】 

日 時：平成28年４月28日(木)12:30～14:30 

場 所：大阪国際会議場３階イベントホールＥ 

（大阪市北区中之島）                 

出席者：委員37名 

連合長、各委員（知事・市長）等10名 

②分科会   下記２のとおり 

③専門部会  ・琵琶湖・淀川流域対策に係る研究会 

  平成26年8月から11回開催（8/31現在） 

（３）協議事項  ・関西広域連合の運営と今後の展開に関する事項 

・広域連合の各分野の広域計画及び実施事務に関する事項 

・その他広域にわたる課題に関する事項 

２ 平成24年度以降の分科会開催実績 

分科会名 日程 

医療・福祉・防災分科会       （8名） 平成24年8月10日 

産業・経済分科会         （8名） 平成24年9月 4日 

環境分科会            （3名） 平成24年9月 5日 

観光・文化分科会          （8名） 平成24年10月 4日 

コミュニティ等・公募委員分科会   （15名） 平成24年11月16日 

有識者分科会           （8名）
平成24年11月9日、12月12日、2月13日、 

平成25年7月22日、9月4日 

大学との連携分科会        （６名） 平成26年8月18日 

広域計画・インフラ・地方分権分科会（６名） 平成26年8月21日 

観光・文化分科会         （20名） 平成26年9月1日 

環境・エネルギー分科会      （５名） 平成26年9月3日 

防災分科会            （11名） 平成26年12月19日 

医療・福祉分科会         （８名） 平成27年1月29日 



会場へのアクセス 

○場所 

びわ湖大津プリンスホテル コンベンションホール淡海９・10 

（滋賀県大津市におの浜四丁目７番７号） 

○地図 

○アクセスのご案内 

・ＪＲ「大津」駅から無料シャトルバス、タクシーで約10分 

・名神高速道路大津I.C.より3.7km（約10分） 

・京滋バイパス石山I.C.から422号経由で6.9km（約15分）  


