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第14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14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30年４月26日（木）13時00分から15時15分 

２ 場  所  リーガロイヤルＮＣＢ ２階「松」 

        （大阪市北区中之島６－２－２７ 中之島センタービル内） 

３ 主な内容  協議会委員と広域連合長及び広域連合委員（各知事・政令市長）等との意見交換 

      ・関西広域連合の役割、展望、あり方及び今後の施策、事業の展開 等 

４ 傍  聴 

    一般傍聴の定員は20名で先着順です。傍聴を希望される方は、当日、12時15分から12時30

分までの間に受付を済ませてください。ただし、12時15分の時点で傍聴希望者が定員を超えてい

る場合、抽選により傍聴者を決定します。 

５ 取  材 

・12時15分から会場前で受付を行います。 

・ 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）。 



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 67人（別紙委員名簿参照） 

○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）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 

（３）会議

①全体会議  年１～２回 

         【第13回協議会開催概要】 

日 時：平成29年９月24日(日)13:00～15:35 

場 所：大阪府立国際会議場３階イベントホールＥ 

（大阪市北区中之島５丁目３番51号）  

出席者：委員44人 

連合長、各委員（知事・市長）等11人 

②分科会 

分科会名 日程 

医療・福祉・防災分科会       （８人） 平成24年8月10日 

産業・経済分科会         （８人） 平成24年9月 4日 

環境分科会            （３人） 平成24年9月 5日 

観光・文化分科会          （８人） 平成24年10月 4日 

コミュニティ等・公募委員分科会   （15人） 平成24年11月16日 

有識者分科会           （８人）
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人） 平成26年8月18日 

広域計画・インフラ・地方分権分科会（６人） 平成26年8月21日 

観光・文化分科会         （20人） 平成26年9月1日 

環境・エネルギー分科会      （５人） 平成26年9月3日 

防災分科会            （11人） 平成26年12月19日 

医療・福祉分科会         （８人） 平成27年1月29日 

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12回開催 

・広域行政のあり方検討会 平成29年9月から7回開催 

・広域計画等フォローアップ委員会 平成30年1月から1回開催 



＜別紙＞

平成30年4月23日時点

区分 氏名 主な役職

　　塚本　健太郎 滋賀県商工会青年部連合会会長

　　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

　　家次 　　恒 兵庫県商工会議所連合会会頭

　　谷口　宗男 奈良交通(株)代表取締役会長

　　松田　美代子 和歌山商工会議所女性会会長

　　藤縄　匡伸 鳥取県商工会議所連合会会長

　　中村　太一 徳島県商工会議所連合会会長

　　信田　圭造 堺刃物商工業協同組合連合会理事長

　　松本　正義 関西経済連合会会長

　　石井   　智 びわこ成蹊スポーツ大学スポーツ学部教授

　　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

　　松村　洋子 奈良県公認ツアーエキスパーツの会代表

　　山上　範子 りら創造芸術高等学校校長

　　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

　　杉本　節子 （公財）奈良屋記念杉本家保存会常務理事兼事務局長

　　廣原　惠子 滋賀県看護協会会長

　　井端　泰彦 京都地域包括ケア推進機構理事長

　　矢野　隆子 大阪府医師会理事

　　中野　則子 兵庫県看護協会会長

　　稲葉　眞也 和歌山県薬剤師会会長

　　清水　正人 鳥取県医師会副会長

　　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

　　阪元　勇輝 奈良学園大学客員教授

　　大島　堅一 龍谷大学政策学部教授

　　室﨑　益輝 兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科長

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

　　小池　信昭 和歌山工業高等専門学校教授

　　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 　　岡田　啓子 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

地域再生 　　堀田　祐三子 和歌山大学教授

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

女性活躍等 　　佐野　由美 （公財）21世紀職業財団関西事務所所長

　　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 兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科教授

　　山下　 　淳 関西学院大学教授

　　伊藤　忠通 奈良県立大学学長

　　山上　裕機 和歌山県立医科大学附属病院病院長

　　遠藤　由美子 鳥取環境大学副学長

　　加渡　いづみ 四国大学短期大学部教授

　　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

　　久保　敏彦 公募委員

　　浦尾　たか子 公募委員

　　山本　佳誌枝 公募委員

　　木田   　薫 公募委員

　　中野　聖子 公募委員

　　新古　 子 公募委員

　　吉田　友和 公募委員

　　青木　正繁 公募委員

　　佐々木　稔納 近畿市長会会長（京都府南丹市長）

　　松本　昌親 近畿府県町村会会長（千早赤阪村長）

　　増田　 　貴 近畿市議会議長会会長（京都府城陽市議会議長）

　　清水　俊博 近畿府県町村議会議長会会長（兵庫県多可町議会議長）

　　深澤　義彦 鳥取県市長会会長（鳥取市長）

　　後藤　正和 徳島県町村会会長（神山町長）

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

近畿ブロック地方団体等

合計　67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



○リーガロイヤルNCB（中之島センタービル内） アクセスＭＡＰ 
（所在地：大阪市北区中之島６－２－２７） 

     【地下鉄】 

・京阪電車中之島線中之島駅②番出口から、徒歩約４分。 

・地下鉄阿波座駅 9号出口から、徒歩約８分。 

【バス】 

・市バス大阪駅 2番のりば 53 系統「船津橋行」乗車、「終点船津橋」下車すぐ。

ココです 

（関西広域連
合）

リーガロイヤルＮＣＢ 


