
日本市 日本橋高島屋S.C.店

（火）

ＪＲ大阪駅アトリウム広場　5日　11:00～17:00、6日　10:00～17:00

（土,日）

大阪府庁本館5階（議会特別会議室（大）)　15:00～16:30　

武庫川女子大学（公江記念講堂）　13:30～17:30

高砂市総合体育館（メインアリーナ）　10:15～15:00

大阪府立国際会議場

大阪府立国際会議場

大阪府立国際会議場

大阪府立国際会議場11階（本部事務局大会議室）　15:00～17:00

ＴＫＰガーデンシティ京都　13:00～15:00

「関西広域産業ビジョン（改訂版）」最終案について報告を行います。

場所等

(水) お問合せ 関西広域連合　広域医療局 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）

24
《官民連携》 関西経済界  意見交換会

概　要
関西広域連合では、広域防災や広域観光・文化、広域産業振興のほか、国家戦略特区、エネルギー対策や広域インフラなどの様々な広域課題
に取り組む中、経済界と協働して取組を進めていく必要があります。そのため、関西広域連合では関西における経済団体と広く情報共有を行い、
意見交換を行う場として、定期的に意見交換会を開催しています。

場所等

関西広域連合　本部事務局 電話番号：06-4803-5612　（連携推進課）

30
《医療》 関西広域救急医療連携計画推進委員会

(木) お問合せ

概　要
関西の各地域における医療資源の有機的な連携を図ることにより、特にドクターヘリなど救急医療面で二重・三重のセーフティネットを構築し、
「安全・安心の”４次医療圏・関西”」の実現を目指す「関西広域救急医療連携計画」の進捗等について専門的な見地からの評価をいただき、連携
計画の円滑な推進を図ります。

場所等

(木) お問合せ

28
《分権》 第15回広域行政   方検討会

概　要
国からの事務・権限の移譲が進んでいない中で、「道州制のあり方研究会」の成果も踏まえ、海外の事例等も参照しながら、連合域内に存在する
広域的な課題の解決に向け、広域連合の役割や執行体制も含めた広域行政のあり方を検討し、もって、広域行政を担う責任主体としての広域連
合の存在感・信頼感の更なる向上を図り、国からの事務・権限の受け皿たり得ることを示します。

場所等

(月) お問合せ 関西広域連合　本部事務局 電話番号：06-4803-5674　（地方分権課）

電話番号：06-6614-0950　（大阪府商工労働部商工労働総務課内）

24
《連合委員会》 第101回関西広域連合委員会

概　要
例規や広域計画、予算・決算等、広域連合の運営上の重要事項に関する基本方針及び処理方針を広域連合長が決定するにあたり、構成団体
等の多様な意見を反映させるとともに、構成団体の長の主導のもとに各分野の事務事業を迅速に推進するため、構成団体の長が事務分野毎の
「担当委員」として執行責任を担う仕組みとして設置するもので、関西広域連合独自のものです。合議による組織運営を行います。

場所等

5,6
《文化》 百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録応援PRイベント

概　要
平成31年度の世界文化遺産登録を目指す百舌鳥・古市古墳群をPRするとともに、関西の世界遺産や日本遺産等の文化的資産の多彩な魅力
を、マスコットキャラ出演のオープニングセレモニー・大型モニターによるPR映像放映・文化資産に関するクイズ等により発信するイベントを、百舌
鳥・古市古墳群世界文化遺産登録推進本部会議と連携して開催します。

場所等

お問合せ

(木) お問合せ 関西広域連合　広域産業振興局 電話番号：06-6614-0950　（大阪府商工労働部商工労働総務課内）

関西広域連合　広域観光・文化・スポーツ振興局 電話番号：075-414-4239　（京都府文化スポーツ部文化政策課内）

10
《産業》 第5回関西広域産業    改訂委員会

概　要

主     等        平成31年1月 

１月
時期または日付 イベント内容等

関西広域連合　本部事務局 電話番号：06-4803-5587　（企画課）

13
《スポーツ》 平成30年度関西小学生    交流会      大会

概　要
関西広域連合内におけるスポーツクラブ等の交流を図るとともに、子供がスポーツに参加できる地域スポーツ活動を支援することで、生涯スポー
ツの振興を図ります。

場所等

(日) お問合せ 関西広域連合　スポーツ部 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）

～8
《産業》 旅  日本市 関西（               ）

概　要
関西広域連合では、関西の強みや魅力を発信し、認知度・イメージの向上を図るために、デザインや実用性に優れた関西の工業製品（消費財）を
発掘し、「CRAFT14」としてブランド化しています。域内企業のビジネスチャンスの拡大と関西ブランドの認知度向上のため、年末年始の3週間、株
式会社中川政七商店が東京・日本橋に展開する「日本市 日本橋高島屋S.C.店」において、「CRAFT14」を中心とした商品を展示販売します。

場所等

お問合せ 関西広域連合　広域産業振興局

(火) お問合せ 関西広域連合　本部事務局 電話番号：06-4803-5609　（計画課）

29
《広域計画》 第3回広域計画等フォローアップ委員会

概　要
第3期広域計画及び関西創生戦略の達成状況の評価・検証、第4期広域計画の策定を視野に入れた今後の広域連合の取り組むべき課題等の
検討などフォローアップを実施するにあたり、これまでの広域連合の取組を踏まえ、指導・助言を受けることを目的として会議を開催します。

場所等

(土) お問合せ 関西広域連合　スポーツ部 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）

12
《スポーツ》 平成30年度関西広域連合指導者講習会

概　要
スポーツ指導者の指導力向上のため、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、関西圏域内の指導者に向けた講習会を開催します。

場所等

1
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東京・観世能楽堂　14:00～16:30

電話番号：075-414-4239　（京都府文化スポーツ部文化政策課内）

関西大学 梅田キャンパス（KANDAI Me RISE）　13:30～16:30

電話番号：073-441-2814　（和歌山県食品流通課内）

大阪府立国際会議場12階（会議室1202）　13:30～16:50

電話番号：077-528-3091　（滋賀県県民生活部エネルギー政策課内）

未定

電話番号：077-528-3490　（滋賀県温暖化対策課内）

東京ビッグサイト

兵庫県民会館9階（けんみんホール）　13:30～17:00

大阪府立国際会議場

上海伊勢丹

インテックス大阪

お問合せ 関西広域連合　広域産業振興局 電話番号：06-6614-0950　（大阪府商工労働部商工労働総務課内）

お問合せ 関西広域連合　広域産業振興局 電話番号：06-6614-0950　（大阪府商工労働部商工労働総務課内）

20～22

《産業》 メディカル ジャパン

概　要
「メディカル ジャパン2019大阪」にブース出展等を行い、関西の産業ポテンシャルや先進的・革新的な研究等の紹介、医療機器分野への新規参
入に向けた個別相談、大学等の研究成果と企業のマッチングを目的としたセミナーなどを実施します。

場所等

関西広域連合　本部事務局 電話番号：06-4803-5674　（地方分権課）

18 概　要
国からの事務・権限の移譲が進んでいない中で、「道州制のあり方研究会」の成果も踏まえ、海外の事例等も参照しながら、連合域内に存在する
広域的な課題の解決に向け、広域連合の役割や執行体制も含めた広域行政のあり方を検討し、もって、広域行政を担う責任主体としての広域連
合の存在感・信頼感の更なる向上を図り、国からの事務・権限の受け皿たり得ることを示します。

場所等

《分権》 第16回広域行政   方検討会

関西広域連合　広域産業振興局 電話番号：06-6614-0950　（大阪府商工労働部商工労働総務課内）　

概　要
「働きたい女性が日本で最も活躍できる地域・関西」の実現をめざし、関西経済連合会と共同で「関西女性活躍推進フォーラム」を設置し、関西に
おける女性活躍に向けた機運の醸成等に取り組んでいるが、企業、行政、地域団体、大学、学生等、それぞれの立場で女性活躍に向けた理解
を深め、行動につなげることを目的にシンポジウムを開催します。

18～20

《産業》 海外産業プロモーション

概　要
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工業製品（消費
材）の海外プロモーションを実施します。

場所等

(水) お問合せ 関西広域連合　本部事務局 電話番号：06-4803-5612　（連携推進課）　

(月) お問合せ

場所等

関西広域連合　農林水産部

関西広域連合 食品輸出    

概　要

13
《女性活躍》 関西女性活躍推進      

場所等

12～15

《産業》 国内プロモーション

概　要
関西の優れた工業製品（消費財）を発掘・ブランド化し、東京インターナショナル・ギフト・ショーに出展することで効率的・効果的にプロモーションを
実施します。

場所等

お問合せ

関西広域連合　広域環境保全局

7

《環境》 再  導入促進 向  人材育成研修会 再生可能        持続可能 関西 実現 向   

概　要

再生可能エネルギーの導入については、これまで比較的導入が容易な太陽光発電を中心に進んでいる状況であり、更なる導入促進を図るため
には、バイオマスや小水力など地域の未利用資源の利活用を進めていくことが重要です。こうした再生可能エネルギーのほか省エネルギーを含
めて、持続可能な社会の実現に向けた新たな挑戦が関西各地で広がっています。そこで本年度においては、滋賀での取組事例に焦点をあて、こ
れを動画上映により紹介することを通して、再生可能エネルギーを活用した持続可能な関西について考え、各地域の担い手となりうる人材の創出
に繋げることを目的として開催します。

場所等

主     等        平成31年2月 

２月
時期または日付 イベント内容等

関西広域連合　広域観光・文化・スポーツ振興局

2
《文化》     関西 文化 道      

概　要
東京2020オリンピック・パラリンピック、ワールドマスターズゲームズ2021関西等に向け、日本の歴史・文化・伝統の宝庫である関西の文化的魅力
を全国にアピールし、関西文化の振興につなげるとともに、関西への誘客を図るため、関西ならではの文化・芸能の実演を交えたフォーラムを昨
年度に引き続き東京で開催します。

場所等

(土) お問合せ

お問合せ 関西広域連合　広域環境保全局

「関西の食」のアジアをはじめとした海外への輸出拡大を図るため、関西広域連合域内の事業者を対象にした食品輸出セミナーを開催します。

(木) お問合せ

(上旬)

《環境》 関西      大賞表彰式

概　要 平成30年度の「関西エコオフィス大賞」等の受賞事業所が決定しこれを表彰します。

場所等

7
《農林水産》

(木) お問合せ

2



リーガロイヤルNCB

電話番号：06-4803-5588　（企画課）

電話番号：06-4803-5669

電話番号：075-411-0620　（京都府商工労働観光部観光政策課内）

リーガロイヤルNCB

電話番号：06-4803-5588　（企画課）

未定

電話番号：06-4803-5674　（地方分権課）

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）

場所等 エル大阪　10：00～12：00

(金) お問合せ 関西広域連合　広域観光・文化・スポーツ振興局

お問合せ 関西広域連合　広域産業振興局

(未定)

《産業》 第15回 関西広域産業    2011 推進会議

概　要 平成30年度事業の期末評価、平成31年度事業計画・目標設定について意見交換を行います。

場所等

(土) お問合せ

関西広域連合　本部事務局

22
《連合委員会》 第103回関西広域連合委員会

概　要
例規や広域計画、予算・決算等、広域連合の運営上の重要事項に関する基本方針及び処理方針を広域連合長が決定するにあたり、構成団体
等の多様な意見を反映させるとともに、構成団体の長の主導のもとに各分野の事務事業を迅速に推進するため、構成団体の長が事務分野毎の
「担当委員」として執行責任を担う仕組みとして設置するもので、関西広域連合独自のものです。合議による組織運営を行います。

場所等

(金) お問合せ

8
《観光》 KANSAI統合型リゾート研究会

概　要 統合型リゾートが関西に設置された場合の広域連携の取組等について検討を行うため、有識者による研究会を開催します。

関西広域連合議会3月定例会

概　要
広域連合の議事機関（議決機関）として、地方自治法で定められた条例の制定改廃、予算の議決、決算の認定等の議決事件の議決、選挙等、普
通地方公共団体と同様の権限を有します。

場所等 リーガロイヤルNCB

主     等        平成31年3月 

３月
時期または日付 イベント内容等

関西広域連合　議会事務局

関西広域連合　本部事務局

2
《連合委員会》 第102回関西広域連合委員会

概　要
例規や広域計画、予算・決算等、広域連合の運営上の重要事項に関する基本方針及び処理方針を広域連合長が決定するにあたり、構成団体
等の多様な意見を反映させるとともに、構成団体の長の主導のもとに各分野の事務事業を迅速に推進するため、構成団体の長が事務分野毎の
「担当委員」として執行責任を担う仕組みとして設置するもので、関西広域連合独自のものです。合議による組織運営を行います。

場所等

(土) お問合せ

2
《連合議会》

お問合せ 関西広域連合　本部事務局

(未定)

《琵琶湖・淀川》 琵琶湖 淀川流域対策 係 研究会

概　要
琵琶湖・淀川流域対策に係る研究会の専門部会である①リスクファイナンス部会、②水源保全部会、③海ごみ発生源対策部会の平成30年度の
取組について報告を行います。

場所等

3




