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概計 

 

○ 収支の状況                              （単位：円） 

歳 入 

決算額 

歳 出 

決算額 

歳入歳出 

差引残額 

翌年度に 
繰り越す 
べき財源 

実  質 

収  支 

単 年 度 

収  支 

実質単年 

度 収 支 

2,475,163,855 2,405,946,664 69,217,191 0 69,217,191 17,513,888 17,513,888 

○ 歳入                               （単位：円、％） 

款 項 
予 算 現 額 

（Ａ） 
決 算 額 
（Ｂ） 

差引残額 
(Ｂ)－(Ａ) 

執行率 
(Ｂ)/(Ａ) 

分担金及び負担金 負担金 1,326,662,000 1,326,662,000 0 100.00 

使用料及び手数料 手数料 245,513,000 260,814,200 15,301,200 106.23 

国庫支出金 国庫補助金 758,555,000 757,967,302 △587,698 99.92 

財産収入 財産運用収入 2,000 1,569  431 78.45 

寄附金 寄附金 1,000 0 △1,000 0.00 

繰入金 基金繰入金 25,853,000 25,852,000 △1,000 100.00 

繰越金 繰越金 51,704,000 51,703,303 △697 100.00 

諸収入 預金利子 1,000 0 △1,000 0.00 

雑入 57,505,000 52,163,481 △5,341,519 90.71 

計 57,506,000 52,163,481 △5,342,519 90.71 

歳  入  合  計 2,465,796,000 2,475,163,855 9,367,855 100.38 

○ 歳出                               （単位：円、％） 

款 項 
予 算 現 額 

（Ａ） 
決 算 額 
（Ｂ） 

差引残額 
(Ａ)－(Ｂ) 

執行率 
(Ｂ)/(Ａ) 

議会費 議会費 12,204,000 11,923,039 280,961 97.70 

総務費 企画管理費 396,192,000 384,281,054 11,910,946 96.99 

 選挙費 164,000 123,830 40,170 75.51 

 監査委員費 289,000 250,131 38,869 86.55 

総務費 計 396,645,000 384,655,015 11,989,985 96.98 

広域防災費 広域防災費 19,836,000 17,422,195 2,413,805 87.83 

広域観光･文化･ 

スポーツ振興費 

広域観光・文化 
振興費 

90,747,000 87,434,404 3,312,596 96.35 

広域スポーツ 
振興費 

16,069,000 15,959,063 109,937 99.32 

小計 106,816,000 103,393,467 3,422,533 96.80 

広域産業振興費 

広域産業振興費 41,593,000 37,083,277 4,509,723 89.16 

広域農林水産振興費 4,555,000 3,721,928 833,072 81.71 

小計 46,148,000 40,805,205 5,342,795 88.42 

広域医療費 広域医療費 1,581,724,000 1,561,547,944 20,176,056 98.72 

広域環境保全費 広域環境保全費 41,915,000 39,423,652 2,491,348 94.06 

資格試験･免許費 資格試験･免許費 253,699,000 243,745,304 9,953,696 96.08 

広域職員研修費 広域職員研修費 3,523,000 3,030,843 492,157 86.03 

事業費 計 2,053,661,000 2,009,368,610 44,292,390 97.84 

公債費 公債費 1,000 0 1,000 0.00 

予備費 予備費 3,285,000 0 3,285,000 0.00 

歳  出  合  計 2,465,796,000 2,405,946,664 59,849,336 97.57 
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○施策体系別総括表 （単位:円、％）

当初予算額
(Ａ)

補正予算額
(Ｂ)

流用額
充用額
(Ｃ)

現計予算額
(A+B+C)(Ｄ)

決算額
(Ｅ)

差引残額
(D-E)

対
当初予算
執行率
(E)/(A)

対
現計予算
執行率
(E)/(D)

Ⅰ　７分野の取組 1,982,358,000 69,588,000 1,715,000 2,053,661,000 2,009,368,610 44,292,390 101.4 97.8

23,650,000 △3,814,000 0 19,836,000 17,422,195 2,413,805 73.7 87.8

121,101,000 △16,000,000 1,715,000 106,816,000 103,393,467 3,422,533 85.4 96.8

２－１
　広域観光・文化

105,032,000 △16,000,000 1,715,000 90,747,000 87,434,404 3,312,596 83.2 96.3

２－２
　広域スポーツ

16,069,000 0 0 16,069,000 15,959,063 109,937 99.3 99.3

48,729,000 △2,581,000 0 46,148,000 40,805,205 5,342,795 83.7 88.4

３－１
　広域産業

41,593,000 0 0 41,593,000 37,083,277 4,509,723 89.2 89.2

３－２
　広域農林水産

7,136,000 △2,581,000 0 4,555,000 3,721,928 833,072 52.2 81.7

1,533,929,000 47,795,000 0 1,581,724,000 1,561,547,944 20,176,056 101.8 98.7

46,727,000 △4,812,000 0 41,915,000 39,423,652 2,491,348 84.4 94.1

203,952,000 49,747,000 0 253,699,000 243,745,304 9,953,696 119.5 96.1

4,270,000 △747,000 0 3,523,000 3,030,843 492,157 71.0 86.0

403,387,000 10,463,000 △1,715,000 412,135,000 396,578,054 15,556,946 98.3 96.2

35,389,000 △6,298,000 0 29,091,000 26,251,476 2,839,524 74.2 90.2

367,998,000 16,761,000 △1,715,000 383,044,000 370,326,578 12,717,422 100.6 96.7

2,385,745,000 80,051,000 0 2,465,796,000 2,405,946,664 59,849,336 100.8 97.6

１　広域防災

２　広域観光・文化
　　・スポーツ振興

３　広域産業振興

５　広域環境保全

４　広域医療

総計

７　広域職員研修

６　資格試験・免許

１　広域課題に対応
　　するための企画
　　・調整

Ⅱ　広域連合の企画
　　・管理

２　広域連合の管理
　　運営
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○ 施策体系別内訳 （単位:円、％）

当初予算額
(Ａ)

補正予算額
(Ｂ)

流用額
充用額
(Ｃ)

現計予算額
(A+B+C)(Ｄ)

決算額
(Ｅ)

差引残額
(D-E)

対
当初予算
執行率
(E)/(A)

対
現計予算
執行率
(E)/(D)

2,385,745,000 80,051,000 0 2,465,796,000 2,405,946,664 59,849,336 100.8 97.6

（単位:円、％）

当初予算額
(Ａ)

補正予算額
(Ｂ)

流用額
充用額
(Ｃ)

現計予算額
(A+B+C)(Ｄ)

決算額
(Ｅ)

差引残額
(D-E)

対
当初予算
執行率
(E)/(A)

対
現計予算
執行率
(E)/(D)

23,650,000 △3,814,000 0 19,836,000 17,422,195 2,413,805 73.7 87.8

14,604,000 △3,224,000 0 11,380,000 10,576,210 803,790 72.4 92.9

①関西防災・減災プランの推進 6,507,000 △274,000 0 6,233,000 5,833,080 399,920 89.6 93.6

②相互応援体制の強化 465,000 0 406,420 871,420 871,420 0 187.4 100.0

③広域応援訓練の実施 7,632,000 △2,950,000 △406,420 4,275,580 3,871,710 403,870 50.7 90.6

592,000 △129,000 0 463,000 414,006 48,994 69.9 89.4

④緊急物資円滑供給システムの構築 592,000 △129,000 0 463,000 414,006 48,994 69.9 89.4

6,800,000 0 0 6,800,000 5,503,246 1,296,754 80.9 80.9

⑤帰宅困難者等対策の推進 5,107,000 0 0 5,107,000 4,110,055 996,945 80.5 80.5

⑥総合的・体系的な研修の実施 727,000 0 0 727,000 461,336 265,664 63.5 63.5

⑦広域防災活動に関する情報の発信 966,000 0 0 966,000 931,855 34,145 96.5 96.5

1,244,000 △461,000 0 783,000 686,274 96,726 55.2 87.6

⑧防災庁創設に向けた啓発活動 1,244,000 △461,000 0 783,000 686,274 96,726 55.2 87.6

410,000 0 0 410,000 242,459 167,541 59.1 59.1

（単位:円、％）

当初予算額
(Ａ)

補正予算額
(Ｂ)

流用額
充用額
(Ｃ)

現計予算額
(A+B+C)(Ｄ)

決算額
(Ｅ)

差引残額
(D-E)

対
当初予算
執行率
(E)/(A)

対
現計予算
執行率
(E)/(D)

105,032,000 △16,000,000 1,715,000 90,747,000 87,434,404 3,312,596 83.2 96.3

52,597,000 0 4,970,140 57,567,140 57,551,608 15,532 109.4 100.0

①KANSAI国際観光YEARの実施 2,038,000 0 △8,518 2,029,482 2,015,100 14,382 98.9 99.3

②海外観光プロモーションの実施 10,186,000 0 4,970,140 15,156,140 15,155,990 150 148.8 100.0

③関西観光本部事業 38,353,000 0 0 38,353,000 38,352,000 1,000 100.0 100.0

④webによる情報発信 1,010,000 0 8,518 1,018,518 1,018,518 0 100.8 100.0

⑤ジオパーク活動の推進 1,010,000 0 0 1,010,000 1,010,000 0 100.0 100.0

21,743,000 △1,000,000 △3,255,140 17,487,860 15,087,577 2,400,283 69.4 86.3

⑥通訳案内士等の人材育成 2,482,000 0 △635,740 1,846,260 639,022 1,207,238 25.7 34.6

⑦地域の魅力を活かす地域づくり事業 19,261,000 △1,000,000 △2,619,400 15,641,600 14,448,555 1,193,045 75.0 92.4

30,282,000 △15,000,000 0 15,282,000 14,413,884 868,116 47.6 94.3

⑧関西文化の振興と国内外への魅力発信 5,047,000 △2,226,000 0 2,821,000 2,820,800 200 55.9 100.0

⑨連携交流による関西文化の一層の向上 5,047,000 △2,495,000 187,500 2,739,500 2,540,842 198,658 50.3 92.7

⑩関西文化の次世代継承 4,038,000 △2,845,000 △187,500 1,005,500 1,003,750 1,750 24.9 99.8

⑪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

1,010,000 △341,000 △174,000 495,000 0 495,000 0.0 0.0

⑫新たな関西文化の振興 15,140,000 △7,093,000 174,000 8,221,000 8,048,492 172,508 53.2 97.9

410,000 0 0 410,000 381,335 28,665 93.0 93.0

(4)防災庁創設の推進 

(5)管理費

２－１ 広域観光・文化・スポーツ振興
　　　　（広域観光・文化）

(1)KANSAIブランドの構築

(2)基盤整備の推進

(3)関西文化の魅力発信

(4)管理費

(3)防災・減災事業の推進

令和元年度　総額

Ⅰ　７分野の取組

１ 広域防災

(1)大規模広域災害を想定した広域対応の
　 推進

(2)災害時の物資供給の円滑化の推進
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（単位:円、％）

当初予算額
(Ａ)

補正予算額
(Ｂ)

流用額
充用額
(Ｃ)

現計予算額
(A+B+C)(Ｄ)

決算額
(Ｅ)

差引残額
(D-E)

対
当初予算
執行率
(E)/(A)

対
現計予算
執行率
(E)/(D)

16,069,000 0 0 16,069,000 15,959,063 109,937 99.3 99.3

366,000 0 △134,950 231,050 223,941 7,109 61.2 96.9

①「関西広域スポーツ振興ビジョン」
  推進会議の運営

366,000 0 △134,950 231,050 223,941 7,109 61.2 96.9

9,814,000 0 450,278 10,264,278 10,191,014 73,264 103.8 99.3

②子どもや子育て層のスポーツ参加機会
　の拡充

691,000 0 △169,481 521,519 448,655 72,864 64.9 86.0

③中・高年のスポーツの振興 2,790,000 0 0 2,790,000 2,790,000 0 100.0 100.0

④障害者スポーツの振興 1,146,000 0 △29,980 1,116,020 1,116,020 0 97.4 100.0

⑤地域のスポーツ振興に向けた広域的
　連携による支援

5,187,000 0 649,739 5,836,739 5,836,339 400 112.5 100.0

3,537,000 0 △78,332 3,458,668 3,458,668 0 97.8 100.0

⑥国際競技大会・全国大会の招致・支援 1,018,000 0 △97,640 920,360 920,360 0 90.4 100.0

⑦スポーツ人材の育成 2,519,000 0 19,308 2,538,308 2,538,308 0 100.8 100.0

1,942,000 0 △236,996 1,705,004 1,705,004 0 87.8 100.0

⑧広域観光・文化振興との連携 1,942,000 0 △236,996 1,705,004 1,705,004 0 87.8 100.0

410,000 0 0 410,000 380,436 29,564 92.8 92.8

（単位:円、％）

当初予算額
(Ａ)

補正予算額
(Ｂ)

流用額
充用額
(Ｃ)

現計予算額
(A+B+C)(Ｄ)

決算額
(Ｅ)

差引残額
(D-E)

対
当初予算
執行率
(E)/(A)

対
現計予算
執行率
(E)/(D)

41,593,000 0 0 41,593,000 37,083,277 4,509,723 89.2 89.2

2,333,000 0 640 2,333,640 2,042,240 291,400 87.5 87.5

①広域産業振興の取組に係る広報及び
　評価・検証

2,333,000 0 640 2,333,640 2,042,240 291,400 87.5 87.5

22,565,000 0 △956,931 21,608,069 20,866,986 741,083 92.5 96.6

②「メディカル・ジャパン」等を活用し
　た関西のポテンシャルの発信・強化

22,565,000 0 △956,931 21,608,069 20,866,986 741,083 92.5 96.6

4,252,000 0 0 4,252,000 3,813,378 438,622 89.7 89.7

③イノベーション創出環境・機能の強化 4,252,000 0 0 4,252,000 3,813,378 438,622 89.7 89.7

2,984,000 0 1,223,571 4,207,571 4,207,571 0 141.0 100.0

④中堅・中小企業等の成長支援 2,984,000 0 1,223,571 4,207,571 4,207,571 0 141.0 100.0

8,773,000 0 △266,640 8,506,360 5,556,604 2,949,756 63.3 65.3

⑤地域魅力の発信・プロモーション 8,773,000 0 △266,640 8,506,360 5,556,604 2,949,756 63.3 65.3

276,000 0 △640 275,360 240,464 34,896 87.1 87.3

⑥関西を支える人材の確保・育成の推進 276,000 0 △640 275,360 240,464 34,896 87.1 87.3

410,000 0 0 410,000 356,034 53,966 86.8 86.8

(5)管理費

３－１ 広域産業振興（広域産業）

(1)「関西広域産業ビジョン」の着実な推進

(2)関西のポテンシャル発信・強化
　 （戦略1～3）

(3)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（戦略1）

(4)高付加価値化による中堅・中小企業等の
 　成長支援（戦略2）

(5)個性豊かな地域魅力を活かした地域経済
　 の活性化（戦略3）

(6)関西を支える人材の確保・育成

(7)管理費

(4)「スポーツツーリズム先進地域関西」
　 の実現（戦略Ⅲ）

２－２ 広域観光・文化・スポーツ振興
　　　　（広域スポーツ）

(1)「関西広域スポーツ振興ビジョン」の
　 推進

(2)「生涯スポーツ先進地域関西」の実現
　 （戦略Ⅰ）

(3)「スポーツの聖地関西」の実現
　 （戦略Ⅱ）
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（単位:円、％）

当初予算額
(Ａ)

補正予算額
(Ｂ)

流用額
充用額
(Ｃ)

現計予算額
(A+B+C)(Ｄ)

決算額
(Ｅ)

差引残額
(D-E)

対
当初予算
執行率
(E)/(A)

対
現計予算
執行率
(E)/(D)

7,136,000 △2,581,000 0 4,555,000 3,721,928 833,072 52.2 81.7

5,505,000 △2,447,000 0 3,058,000 2,769,510 288,490 50.3 90.6

①「おいしい!KANSAI応援企業」の登録 1,972,000 △102,000 0 1,870,000 1,848,015 21,985 93.7 98.8

②学校への特産農林水産物利用促進の
　ための啓発

3,156,000 △2,261,000 0 895,000 629,335 265,665 19.9 70.3

③直売所の交流促進 377,000 △84,000 0 293,000 292,160 840 77.5 99.7

130,000 0 0 130,000 75,060 54,940 57.7 57.7

④「関西の食リーフレット」の作成 130,000 0 0 130,000 75,060 54,940 57.7 57.7

660,000 0 0 660,000 464,422 195,578 70.4 70.4

⑤国内外への販路拡大につなげる効果
　的な情報発信

0 0 0 0 0 0 - -

⑥事業者向け海外輸出セミナーの
　開催等

660,000 0 0 660,000 464,422 195,578 70.4 70.4

0 0 0 0 0 0 - -

⑦府県市を越えた６次産業化や農商工
　連携の推進

0 0 0 0 0 0 - -

0 0 0 0 0 0 - -

⑧農林水産就業支援情報の発信 0 0 0 0 0 0 - -

431,000 △134,000 0 297,000 296,070 930 68.7 99.7

⑨「都市農村交流サイト」の運営 0 0 0 0 0 0 - -

⑩都市農村交流のための人材育成 431,000 △134,000 0 297,000 296,070 930 68.7 99.7

410,000 0 0 410,000 116,866 293,134 28.5 28.5

（単位:円、％）

当初予算額
(Ａ)

補正予算額
(Ｂ)

流用額
充用額
(Ｃ)

現計予算額
(A+B+C)(Ｄ)

決算額
(Ｅ)

差引残額
(D-E)

対
当初予算
執行率
(E)/(A)

対
現計予算
執行率
(E)/(D)

1,533,929,000 47,795,000 0 1,581,724,000 1,561,547,944 20,176,056 101.8 98.7

732,000 0 0 732,000 383,582 348,418 52.4 52.4

①「関西広域救急医療連携計画」の推進 732,000 0 0 732,000 383,582 348,418 52.4 52.4

1,530,924,000 48,232,000 0 1,579,156,000 1,560,458,765 18,697,235 101.9 98.8

②ドクターヘリによる広域救急医療
　体制の充実

1,528,461,000 48,232,000 0 1,576,693,000 1,560,130,975 16,562,025 102.1 98.9

③ドクターヘリ搭乗人材の育成・普及
　啓発

2,059,000 0 0 2,059,000 317,070 1,741,930 15.4 15.4

④周産期医療連携体制の充実 404,000 0 0 404,000 10,720 393,280 2.7 2.7

1,040,000 0 0 1,040,000 7,760 1,032,240 0.7 0.7

⑤災害医療に係る体制の構築・訓練
　の実施

1,040,000 0 0 1,040,000 7,760 1,032,240 0.7 0.7

823,000 △437,000 0 386,000 296,950 89,050 36.1 76.9

⑥薬物乱用防止対策に係る広域連携 406,000 △182,000 0 224,000 179,130 44,870 44.1 80.0

⑦専門分野における広域連携 417,000 △255,000 0 162,000 117,820 44,180 28.3 72.7

410,000 0 0 410,000 400,887 9,113 97.8 97.8

(3)国内外への農林水産物の販路拡大

(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

(5)農林水産業を担う人材の育成・確保

(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

(7)管理費

４ 広域医療

(1)「関西広域救急医療連携計画」の推進

(2)広域救急医療体制の充実

(3)災害時における広域医療体制の強化

(4)課題解決に向けた広域医療体制の構築

(5)管理費

(2)食文化の海外発信による需要拡大

３－２ 広域産業振興（広域農林水産）　

(1)地産地消運動の推進による域内消費拡大

－5－



（単位:円、％）

当初予算額
(Ａ)

補正予算額
(Ｂ)

流用額
充用額
(Ｃ)

現計予算額
(A+B+C)(Ｄ)

決算額
(Ｅ)

差引残額
(D-E)

対
当初予算
執行率
(E)/(A)

対
現計予算
執行率
(E)/(D)

46,727,000 △4,812,000 0 41,915,000 39,423,652 2,491,348 84.4 94.1

879,000 △686,000 0 193,000 178,739 14,261 20.3 92.6

①関西広域環境保全計画の推進　 879,000 △686,000 0 193,000 178,739 14,261 20.3 92.6

6,224,000 △2,365,000 0 3,859,000 3,198,276 660,724 51.4 82.9

②再生可能エネルギーの導入促進事業 747,000 0 0 747,000 537,792 209,208 72.0 72.0

③住民・事業者啓発事業 3,147,000 △1,583,000 0 1,564,000 1,299,742 264,258 41.3 83.1

④次世代自動車普及促進事業 2,330,000 △782,000 0 1,548,000 1,360,742 187,258 58.4 87.9

33,042,000 △1,168,000 0 31,874,000 30,448,046 1,425,954 92.1 95.5

⑤関西地域カワウ広域管理計画の推進 19,373,000 △72,000 0 19,301,000 19,192,953 108,047 99.1 99.4

⑥広域連携による鳥獣被害対策の推進 8,742,000 △286,000 0 8,456,000 8,135,167 320,833 93.1 96.2

⑦生物多様性に関する情報の共有および
　流域での取組による生態系サービスの
　維持・向上

4,927,000 △810,000 0 4,117,000 3,119,926 997,074 63.3 75.8

3,447,000 △4,000 0 3,443,000 3,373,299 69,701 97.9 98.0

⑧３Ｒ等の統一取組の展開 3,447,000 △4,000 0 3,443,000 3,373,299 69,701 97.9 98.0

2,725,000 △586,000 0 2,139,000 1,862,668 276,332 68.4 87.1

⑨人材育成施策の広域展開 2,725,000 △586,000 0 2,139,000 1,862,668 276,332 68.4 87.1

410,000 △3,000 0 407,000 362,624 44,376 88.4 89.1

（単位:円、％）

当初予算額
(Ａ)

補正予算額
(Ｂ)

流用額
充用額
(Ｃ)

現計予算額
(A+B+C)(Ｄ)

決算額
(Ｅ)

差引残額
(D-E)

対
当初予算
執行率
(E)/(A)

対
現計予算
執行率
(E)/(D)

203,952,000 49,747,000 0 253,699,000 243,745,304 9,953,696 119.5 96.1

111,315,000 △7,194,000 0 104,121,000 96,197,591 7,923,409 86.4 92.4

①調理師・製菓衛生師 33,459,000 △1,176,000 0 32,283,000 30,510,670 1,772,330 91.2 94.5

②准看護師 9,402,000 3,784,000 0 13,186,000 7,879,070 5,306,930 83.8 59.8

③登録販売者・毒物劇物取扱者 68,454,000 △9,802,000 0 58,652,000 57,807,851 844,149 84.4 98.6

92,636,000 △1,794,000 0 90,842,000 88,812,419 2,029,581 95.9 97.8

1,000 58,735,000 0 58,736,000 58,735,294 706 5,873,529.4 100.0

（単位:円、％）

当初予算額
(Ａ)

補正予算額
(Ｂ)

流用額
充用額
(Ｃ)

現計予算額
(A+B+C)(Ｄ)

決算額
(Ｅ)

差引残額
(D-E)

対
当初予算
執行率
(E)/(A)

対
現計予算
執行率
(E)/(D)

4,270,000 △747,000 0 3,523,000 3,030,843 492,157 71.0 86.0

3,944,000 △747,000 0 3,197,000 2,801,924 395,076 71.0 87.6

①政策形成能力研修の実施 3,944,000 △747,000 0 3,197,000 2,801,924 395,076 71.0 87.6

②団体連携型研修の実施　 0 0 0 0 0 0 - -

120,000 0 0 120,000 118,800 1,200 99.0 99.0

③ＷＥＢ型研修の実施 120,000 0 0 120,000 118,800 1,200 99.0 99.0

206,000 0 0 206,000 110,119 95,881 53.5 53.5

(2)研修の効率化

(3)管理費

(1)広域的な視点の養成、業務執行能力
　 の向上を図り、職員間の交流につな
 　げる取組

(1)関西広域環境保全計画の推進

(2)再生可能エネルギーの拡大と低炭素
　 社会づくりの推進

(3)自然共生型社会づくりの推進

(4)循環型社会づくりの推進

(5)環境人材育成の推進

(6)管理費

６ 資格試験・免許

(1)資格試験・免許の広域実施

(2)管理費

(3)資格試験等基金積立金

７ 広域職員研修

５ 広域環境保全
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（単位:円、％）

当初予算額
(Ａ)

補正予算額
(Ｂ)

流用額
充用額
(Ｃ)

現計予算額
(A+B+C)(Ｄ)

決算額
(Ｅ)

差引残額
(D-E)

対
当初予算
執行率
(E)/(A)

対
現計予算
執行率
(E)/(D)

35,389,000 △6,298,000 0 29,091,000 26,251,476 2,839,524 74.2 90.2

4,611,000 △2,359,000 △8,850 2,243,150 1,206,984 1,036,166 26.2 53.8

①国の事務・権限の移譲促進等 1,764,000 △1,030,000 △17,410 716,590 288,800 427,790 16.4 40.3

②政府機関等の移転の促進 2,249,000 △1,311,000 △41,000 897,000 293,280 603,720 13.0 32.7

③市町村との意見交換会の開催 598,000 △18,000 49,560 629,560 624,904 4,656 104.5 99.3

23,001,000 △1,366,000 8,850 21,643,850 20,486,888 1,156,962 89.1 94.7

④広域的な流域対策の検討 10,451,000 △489,000 8,850 9,970,850 9,876,165 94,685 94.5 99.1

⑤エネルギー政策 5,973,000 0 0 5,973,000 5,733,035 239,965 96.0 96.0

⑥産学官連携によるイノベーションの
　強化・推進

2,969,000 △389,000 0 2,580,000 1,876,197 703,803 63.2 72.7

⑦特区推進（地域協議会事務局の運営） 0 0 0 0 0 0 - -

⑧第３期広域計画等の推進と第４期
　広域計画等の策定

3,608,000 △488,000 0 3,120,000 3,001,491 118,509 83.2 96.2

7,777,000 △2,573,000 0 5,204,000 4,557,604 646,396 58.6 87.6

⑨関西広域連合協議会の開催 2,962,000 △1,158,000 0 1,804,000 1,627,891 176,109 55.0 90.2

⑩若者世代による意見交換会の開催 1,933,000 △1,122,000 0 811,000 798,294 12,706 41.3 98.4

⑪関西女性活躍推進フォーラム 1,511,000 △282,000 △35,573 1,193,427 1,021,754 171,673 67.6 85.6

⑫経済界との意見交換会の開催 768,000 △11,000 35,573 792,573 752,025 40,548 97.9 94.9

⑬関西SDGsプラットフォーム 350,000 0 0 350,000 242,000 108,000 69.1 69.1

⑭2025年大阪・関西万博連絡会議の
　開催

253,000 0 0 253,000 115,640 137,360 45.7 45.7

（単位:円、％）

当初予算額
(Ａ)

補正予算額
(Ｂ)

流用額
充用額
(Ｃ)

現計予算額
(A+B+C)(Ｄ)

決算額
(Ｅ)

差引残額
(D-E)

対
当初予算
執行率
(E)/(A)

対
現計予算
執行率
(E)/(D)

367,998,000 16,761,000 △1,715,000 383,044,000 370,326,578 12,717,422 100.6 96.7

344,079,000 21,111,000 △1,715,000 363,475,000 352,041,348 11,433,652 102.3 96.9

①関西広域連合委員会運営 4,166,000 0 317,031 4,483,031 4,456,795 26,236 107.0 99.4

②選挙管理委員会運営 164,000 0 0 164,000 123,830 40,170 75.5 75.5

③監査委員運営 600,000 △311,000 0 289,000 250,131 38,869 41.7 86.6

④関西広域連合事務局運営 339,149,000 21,422,000 △2,032,031 358,538,969 347,210,592 11,328,377 102.4 96.8

7,986,000 △1,152,000 0 6,834,000 6,238,731 595,269 78.1 91.3

⑤情報発信の推進 7,986,000 △1,152,000 0 6,834,000 6,238,731 595,269 78.1 91.3

531,000 0 0 531,000 123,460 407,540 23.3 23.3

⑥関西広域連合職員合同研修の実施 531,000 0 0 531,000 123,460 407,540 23.3 23.3

15,402,000 △3,198,000 0 12,204,000 11,923,039 280,961 77.4 97.7

⑦関西広域連合議会運営 15,402,000 △3,198,000 0 12,204,000 11,923,039 280,961 77.4 97.7

(4)広域連合議会の充実強化

Ⅱ　広域連合の企画・管理

１　広域課題に対応するための企画・調整

(1)地方分権改革の推進

(2)広域企画戦略

(3)住民参画・官民連携の推進

２　広域連合の管理運営

(1)広域連合の効率的運営

(2)広域連合の見える化の推進

(3)広域連合職員の資質の向上
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事業実施状況 
 

Ⅰ ７分野の取組 

 

１ 広域防災                              〔決算額 17,422千円(㉚ 18,988千円)〕 

 

(1) 大規模広域災害を想定した広域対応の推進  〔決算額 10,576千円(㉚ 9,597千円)〕 

① 関西防災・減災プランの推進                〔決算額 5,833千円(㉚ 4,369千円)〕 

   【目標目的】 

大規模広域災害発生時に関西広域連合が構成団体等と連携して円滑に災害対応に当たるこ

とができるよう、近年の災害対応の教訓・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、関西防災・減災プランの見直しを行う。 

また、災害発生時の応援・受援活動をより迅速・円滑に行うため、応援・受援調整支援シ

ステムを運用する。 

【実施結果】 

ア 関西防災・減災プラン（地震・津波災害対策編、風水害対策編）の見直し 

大阪府北部地震、平成30年７月豪雨等の検証結果や、関係法令の改正、防災基本計画の

修正等を踏まえ、「関西防災・減災プラン（地震・津波災害対策編、風水害対策編）」の改

訂を行った。 

会議名 開催日 場所 出席者 

第１回関西広域防災 

計画策定委員会 

令和元年 

８月22日 

兵庫県災害 

対策センター 

委員10名、オブザーバー（実動機関 

等）、各構成団体職員 

第２回関西広域防災 

計画策定委員会 

令和元年 

12月13日 

兵庫県 

農業共済会館 

委員９名、オブザーバー（実動機関、 

学識者等）、各構成団体職員 

イ 関西防災情報システムによる応援・受援体制の充実 

広域連合管内の被害や応援・受援の調整状況の収集・共有の迅速化を図るため、応援・

受援調整支援システムを改修・運用した。 

令和元年東日本台風（令和元年台風第19号）に伴う被災地支援活動において、本システ

ムを活用し、スムーズな構成団体間の情報共有を図ることができた。 

ウ 原子力災害に係る広域避難先住民への普及啓発の推進 

関西広域連合「原子力災害に係る広域避難ガイドライン」における広域避難の受入先と

なっている市町村の住民等を対象に、広域避難の枠組や原子力の基礎知識の普及啓発を目

的としたちらしを作成した。 

エ 「関西防災・減災プラン」等の構成団体及び管内市町村への周知徹底 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、研修会の開催（予定時期：令和２年３月）

を次年度に延期した。 

 

○ 関西広域連合における新型コロナウイルス感染症への対応 

令和２年３月２日に新型コロナウイルス感染症対策本部を設置し、対策本部会議において構成

団体間の情報共有を行うとともに、対策方針を協議した。 

会議名 開催日 内容 

第１回対策本部会議 令和２年 

３月15日 

「関西広域連合による新型コロナウイルス感染症対策」の

採択 

第２回対策本部会議 令和２年 

３月26日 

「帰国者と帰国者を受け入れる方々へのお願い ～新型コ

ロナウイルス感染症の拡大防止に向けて～」の採択 
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② 相互応援体制の強化                    〔決算額 871千円(㉚ 597千円)〕 

   【目標目的】 

災害時相互応援協定を締結している九都県市等との相互応援体制の強化を図るため、訓練

への相互参加とともに情報交換等を行う。 

（目標：相互に実施する防災訓練への参加 ３回） 

【実施結果】 

協定を締結している関東九都県市等の他広域ブロックと、訓練の相互参加や情報交換等を

通じて広域連絡体制の強化を図った。また、他広域ブロックとの応援・受援にかかる活動内

容や手順の確認を行うことにより、災害対応能力の向上に繋がった。 

他広域ブロックとの連携 実施日 実施内容 参加機関 

関東九都県市合同防災訓 

練（実動）への参加 

令和元年 

８月24日 

９月１日 

千葉県船橋市で実施された訓練に参加 110機関 

中国５県共同防災訓練 

（図上）への参加 

令和２年 

２月14日 

岡山県岡山市で実施された訓練に参加 － 

関西広域応援訓練(図上) 

の実施 

令和元年 

10月10日 

・関東九都県市と緊急物資輸送を主と 

した搬送手順の確認 

・九州地方知事会、中国地方知事会、 

四国知事会との情報伝達訓練を実施 

42 機関 

 

○ 災害時における被災地の広域応援対応 

災害名 対象自治体 対応 

令和元年 

東日本台風 

宮城県、福島県、

茨城県、栃木県、

埼玉県、長野県 

カウンターパート方式による現地調査（先遣隊の派遣）及び

調査結果を踏まえた支援を行い、連絡員、避難所運営支援チ

ーム及び家屋被害認定関係要員等のべ2,718人・日を派遣 

 

③ 広域応援訓練の実施                 〔決算額 3,872千円(㉚ 4,631千円)〕 

   【目標目的】 

関西防災・減災プラン、関西広域応援・受援実施要綱及び南海トラフ地震応急対応マニュ

アルに基づき、構成団体、連携県及び防災関係機関が参加する広域応援訓練を実施する。 

（目標：訓練参加団体数 50団体） 

【実施結果】 

ア 広域訓練（実動・図上訓練）の実施 

「関西防災・減災プラン」、「基幹的物資拠点(０次物資拠点)運用マニュアル」等に基づ

く広域応援・受援手続きの確認、構成団体・連携県、関西災害時物資供給協議会会員、他

の広域ブロック等との連携強化及び災害対応能力の向上を図るため、図上訓練を実施し、

災害対応能力の向上に繋がった。 

なお、実動訓練（予定時期：令和元年10月）については、令和元年東日本台風に係る対

応のため、開催を中止した。 

訓練名 実施日 実施場所 参加機関 

関西広域応援訓練（図上訓練） 令和元年 

10月10日 

兵庫県災害対策センター 42機関 

イ 近畿２府７県合同防災訓練での広域応援訓練（実動訓練）への参画 

近畿府県合同防災訓練において、関西広域連合からの救援物資の輸配送に係る救援物資

輸送訓練を実施した。 

関係機関と連携して緊急物資輸送に係る具体的手順の確認を行うことができ、災害対応

能力の向上につながった。 
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訓練名 実施日 実施場所 参加機関 

近畿２府７県合同防災訓練 

（実動訓練） 

令和元年 

10月27日 

三重県広域防災拠点等 

（令和元年度担当：三重県） 

43機関 

ウ 原子力災害時の広域避難訓練等の実施 

福井エリアの原子力発電所の事故に備え、原子力重点区域のある府県等が実施する原子

力総合防災訓練にあわせて、「原子力災害に係る広域避難ガイドライン」に基づく広域避難

受入訓練を実施した。 

受入要請等の情報伝達手順や避難所及び車両一時待機場所の運営手順の確認を行うこと

で、広域避難受入時の対応能力の強化に繋がった。 

なお、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、広域連合管内の放射線技師等を対

象とした避難住民等への避難退域時検査（スクリーニング検査）に係る研修会（予定時期：

令和２年３月）を中止した。 

訓練名 実施日 実施場所 参加機関 

原子力総合 

防災訓練 

令和元年 

８月30日 

～31日 

美浜オフサイトセンター、兵庫県庁、 

豊岡市五荘地区コミュニティセンター等 

［行政］100機関 

［住民］1,039人 

 

(2) 災害時の物資供給の円滑化の推進              〔決算額 414千円(㉚ 177千円)〕 

④ 緊急物資円滑供給システムの構築             〔決算額 414千円(㉚ 177千円)〕 

   【目標目的】 

東日本大震災、熊本地震における物資供給の状況を踏まえ、民間事業者等との連携強化を

図るほか、具体的な基幹的物資拠点の運用手続きや運営方法などの整備を進める。 

（目標：図上・実動訓練参加企業等 25団体） 

【実施結果】 

ア 関西災害時物資供給協議会の開催 

関西災害時物資供給協議会に参画している事業者・団体が一堂に会し、令和元年度に発

生した災害における行政や企業の救援物資に係る対応状況等について情報共有を図った。 

名称 開催日 場所 出席団体 

令和元年度関西災害時物資

供給協議会総会 

令和２年２月14日 人と防災未来センター 43団体 

イ ワークショップの開催 

構成団体等において、「関西圏域における緊急物資円滑供給システム」の理解促進を図る

とともに、令和元年度関西広域応援訓練（図上訓練）の手順を確認するため、民間事業者

の参画を得て、ワークショップを開催した。 

民間事業者と行政機関の意見交換を通して、民間事業者が有する物資搬送にかかる専門

的な知識を行政職員が習得する等、官民の連携強化に繋がった。 

名称 開催日 場所 参加機関 

緊急物資円滑供給システム 

ワークショップ 

令和元年９月５日 兵庫県災害対策センター 33機関 

 

(3) 防災・減災事業の推進                     〔決算額 5,503千円(㉚ 6,507千円)〕 

⑤ 帰宅困難者等対策の推進                〔決算額 4,110千円(㉚ 5,167千円)〕 

   【目標目的】 

南海トラフ地震など大規模広域災害が発生した場合には、都市部を中心に大量の帰宅困難

者等の発生が想定されることから、関西全体で広域的な帰宅困難者等支援対策に取り組む。 

（目標：災害時帰宅支援ステーション協力店舗数 12,000店舗、訓練参加団体数 15団体） 
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【実施結果】 

ア 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において協議を行い、関西圏域において官民が連携して取り組

む帰宅困難者対策の総合的な方針を示す「関西広域帰宅困難者対策ガイドライン」を策定

した。 

名称 開催日 場所 出席者 

第５回帰宅支援

に関する協議会 

令和元年 

９月６日 

関西広域連合 

本部事務局大会議室 

構成員(公的機関、民間企業・団

体、オブザーバー)等 57名 

イ 災害時帰宅支援ステーション事業の実施 

「災害時における帰宅困難者支援に関する協定」を締結した事業者の協力により、11,324

店舗に普及啓発ポスター、ステッカーを掲出し、災害時帰宅支援ステーション事業の更な

る普及・啓発を図った。 

協力店舗数が目標未達のため、新規協力事業者の開拓を推進し、同事業の更なる認知向

上に取り組む。 

ウ 通勤・通学困難者を含めた帰宅困難者対策訓練の実施 

「関西広域帰宅困難者対策ガイドライン」を踏まえ、民間事業者との連携・協力のもと、

行政の帰宅困難者対策を確認し、帰宅困難者対策の充実や災害時の対応能力向上を図るた

め、神戸市と合同で訓練を実施した。 

同ガイドラインのオペレーションマップ・タイムラインに示す標準的な役割や対応手順

を検証した結果、今回の訓練で検証したフェーズについては特段の支障はなく、有効性を

確認することができた。 

訓練名 実施日 実施場所 参加機関 

令和元年度関西広域帰宅困難者

対策訓練（図上訓練） 

令和２年１月31日 神戸市役所 38機関 

エ 災害時の情報入手方法等の外国人への周知 

外国人へ災害時における災害関連情報の入手方法を周知するため、関西観光本部のホー

ムページに各構成団体が提供する災害関連情報ページへのリンク集の追加等を依頼すると

ともに、啓発カードを作成し、観光案内所、空港、ターミナル駅等で配布して、ホームペ

ージの周知を行った。 

 

⑥ 総合的・体系的な研修の実施                〔決算額 461千円(㉚ 905千円)〕 

   【目標目的】 

構成団体の防災担当職員等の災害対応能力向上を図るため、各構成団体が持ち回りで研修

を実施する。 

あわせて、構成団体の職員が時間と場所の制約を受けることなく家屋被害認定業務研修を

受講できるよう、インターネットを活用した研修プログラムを運用する。 

（目標：研修参加者数 200名） 

【実施結果】 

ア 基礎研修等の実施 

構成団体の防災担当職員等を対象に専門的な研修を実施し、災害対応能力の向上を図った。 

なお、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、防災担当職員向け基礎研修及び家

屋被害認定業務研修（予定時期：いずれも令和２年３月）を次年度に延期した。 

研修名 開催日 場所(担当団体) 参加者数 

災害救助法実務担当者研修 令和元年11月１日 兵庫県 64名 

イ 家屋被害認定業務研修プログラムの運用 

家屋被害認定業務に従事できる人材を養成するため、eラーニングを活用した通信型研修

を実施し、構成府県及び構成府県管内市町村の職員305名が受講した。 
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⑦ 広域防災活動に関する情報の発信              〔決算額 932千円(㉚ 435千円)〕 

   【目標目的】 

関西広域連合の防災の取組を全国にＰＲするとともに、圏域内の住民の防災意識向上を図

るため、展示会へ出展するほか、自助・共助の普及啓発を推進する。 

（目標：出展ブース来場者数 900人） 

【実施結果】 

ア 「防犯防災総合展」等への出展 

広域連合における広域防災の取組を、関西圏域内の住民のみならず広く全国にＰＲする

ため、各地の訓練会場や防災イベントに出展するなど、普及・啓発活動に取り組んだ。 

名称 期間 内容 出展ブース 

来場者数 

震災対策技術展(大阪) 令和元年６月６日～７日 ブース出展 約200名 

防犯防災総合展(大阪) 令和元年６月６日～７日 ブース出展 

及び講演 

約350名 

九都県市合同防災訓練(船橋) 令和元年９月１日 ブース出展 約200名 

自治体災害対策全国会議(三重) 令和元年９月19日～20日 ブース出展 約150名 

近畿２府７県合同防災訓練(三重) 令和元年10月27日 ブース出展 約200名 

震災対策技術展(横浜) 令和２年２月６日～７日 ブース出展 

及び講演 

約350名 

合計 約1,450名 

イ 住民の自助・共助の普及啓発の推進 

令和元年度に策定した「関西広域帰宅困難者対策ガイドライン」を踏まえ、府県民向け

の帰宅困難者対策啓発リーフレットを作成し、広域連合ホームページ等で広報を行った。 

 

(4) 防災庁創設の推進                        〔決算額 686千円(㉚ 2,366千円)〕 

⑧ 防災庁創設に向けた啓発活動               〔決算額 686千円(㉚ 2,366千円)〕 

   【目標目的】 

過去の災害の教訓を踏まえ、事前対策から復旧・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、防災イベントでのパネル展示やセミナーを開催する。 

【実施結果】 

セミナーを開催するとともに、防災庁普及啓発映像などを活用し、パネル展示を行って、

防災庁創設の機運醸成を図った。 

防災イベント名 開催日 内容 参加者数 

防犯防災総合展 

（大阪） 

令和元年 

６月７日 

「国難災害に備える～防災省(庁)創設の提案～」 

河田 恵昭氏（人と防災未来センター長、関西 

大学社会安全センター長・特別教授） 

約150名 

震災対策技術展 

（横浜） 

令和２年 

２月７日 

「国難災害に備える～防災省(庁)創設の提案～」 

河田 恵昭氏（人と防災未来センター長、関西 

大学社会安全センター長・特別教授） 

約150名 

関西災害時物資 

供給協議会 

令和２年 

２月14日 

「防災省（庁）創設の提案」 

河田 恵昭氏（人と防災未来センター長、関西 

大学社会安全センター長・特別教授） 

60名 
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２－１ 広域観光・文化・スポーツ振興（広域観光・文化） 

                   〔決算額 87,434千円(㉚ 103,585千円)〕 

 

(1) KANSAIブランドの構築           〔決算額 57,552千円(㉚ 51,993千円)〕 

① KANSAI国際観光YEARの実施                   〔決算額 2,015千円(㉚ 1,998千円)〕 

  【目標目的】 

     2013年から毎年テーマを定めて展開している「KANSAI国際観光YEAR」について、2019年の

テーマ「ゴールデンスポーツイヤーズ」を設定して、経済界等と連携しながら関西の魅力を

ＰＲすることにより、「KANSAI」ブランドの認知度向上を図る。 

【実施結果】 

スポーツをテーマに関西各地の魅力をＰＲするためのガイドブックを作成し、トッププロ

モーションや関西観光本部の旅行商談会等で配布するとともに、関西観光本部ホームページ

の特設ページでスポーツ関連情報の充実を行い、関西のスポーツ観光のＰＲに取り組んだ。

今後は各構成府県市の事業と連携したＰＲや情報発信等の方法について検討していく。 

 

② 海外観光プロモーションの実施               〔決算額 15,156千円(㉚ 9,995千円)〕 

  【目標目的】 

     「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。 

（目標：訪問外国人客数（関西） 2020年までに年間1,800万人） 

【実施結果】 

訪日観光客の増加が期待できる欧州市場（フランス、イギリス）に対して、トップセール

スによる観光プロモーションを行い、関西への誘客を図った。 

令和元年における全国の訪日外客数は過去最高を記録し、2020年までの年間の訪問外国人

客数（関西・推計値 約1,321万人）も増加した。 

目標には届かなかったが、引き続き、関西広域連合と関西観光本部が協力し、海外観光プ

ロモーションを戦略的に実施する。 

実施日 令和元年10月13日～20日 

場 所 フランス（パリ市）、イギリス（ロンドン市） 

行 程 10/13(日) 関西国際空港発→パリ着 

10/14(月) パリ市、ヴァンシとの会談 

10/15(火) ユネスコ関係者等との会談、観光プロモーション、KANSAI観光大使委

嘱式、レセプション 

10/16(水) イル・ド・フランス州との会談 

10/17(木) 英国旅行業協会との会談、観光プロモーション、レセプション 

10/18(金) ビジット・ブリテン、在英国日本国大使館との会談 

10/19(土) ロンドン発（パリ経由） 

10/20(日) 関西国際空港着 

参加者 西脇隆俊（京都府知事／団長）、永藤英機（堺市長）、村田崇（奈良県副知事）、 

由布和嘉子（滋賀県 副知事）、荒木一聡（兵庫 県副知事）、 

八木一夫（国土交通省近畿運輸局長）、 

山谷佳之（関西エアポート株式会社代表取締役社長）、 

宇田川雄彦（一般社団法人日本旅行業協会関西支部長）、 

東井芳隆 （一般財団法人関西観光本部専務理事 ほか 計37名 

※この他に、構成府県市が実施する海外プロモーションにおいても関西ＰＲを行った。 

※令和元年台風第19号の影響で急遽出発日を変更することとなり、航空券のキャンセル料等

の追加費用が発生したため、予算が不足することから、予備費1,715千円を充用した。 

－13－



 

 ③ 関西観光本部事業                           〔決算額 38,352千円(㉚ 38,000千円)〕 

   【目標目的】 

     関西広域での観光客誘致の推進を目的として、官民が一体となって設立した一般財団法人

「関西観光本部」において、様々な観光プロモーション事業等を戦略的に実施するため、関

西広域連合から関西観光本部へ分担金を拠出する。 

（目標：訪問外国人客数（関西） 2020年までに年間1,800万人） 

【実施結果】 

関西観光本部において、KANSAI Wi-Fi(Official)のＰＲ、KANSAI ONE PASS（訪日外国人向

旅行者専用IC乗車券）の販売促進や、海外における旅行博覧への出展など官民が連携した観

光プロモーションに取り組み、関西広域連合としても事業の実施を連携して取り組んだ。 

目標には届かなかったが、引き続き、関西広域連合と関西観光本部が協力し、海外観光プ

ロモーションを戦略的に実施する。 

ア 海外旅行博、商談会等への出展 

アジアのほか、欧米豪などの新規市場における海外旅行博や商談会等に新たに出展し、

エージェント、航空会社、メディア等とのネットワークを構築した。（16カ国・地域 19

回実施） 

イ ファムトリップの実施 

メディア、ブロガー、エージェントを招聘し、テーマ、季節性など多様な関西の魅力を

紹介した。（11カ国・地域 25回実施） 

ウ KANSAI Wi-Fi(Official)、KANSAI ONE PASSの運用管理 

KANSAI Wi-Fi(Official)の運用管理やログデータを利用した訪日外国人旅行者の滞在状

況や移動状況の分析を行った。 

また、KANSAI ONE PASSの運用管理や海外旅行博でのチラシ配布、ウェブサイトや訪日外

国人旅行者向けフリーマガジンでのPRを実施し、利用促進を図った。 

 

④ webによる情報発信                       〔決算額 1,019千円(㉚ 1,000千円)〕 

   【目標目的】 

     関西に外国人観光客を誘客するため、関西観光本部のホームページである「The KANSAI  

Guide」（平成31年3月に「KANSAI Tourism」からリニューアル）に関西の観光情報を掲載し、

関西の魅力を情報発信して、新たな観光需要の創出を図る。 

（目標：年間アクセス回数 420,000回） 

【実施結果】 

関西の魅力を紹介する動画を作成し、「The KANSAI Guide」のコンテンツを充実させ、外国

人観光客の利便性を高めるとともに、年間アクセス回数（10,260,940回）は目標を大幅に上

回り、新たな観光スポットへの誘客に寄与した。 

 

⑤ ジオパーク活動の推進                        〔決算額 1,010千円(㉚ 1,000千円)〕 

   【目標目的】 

     広域観光周遊ルート「美の伝説」のうち『山陰海岸ジオパーク』ルートについて、「関西観

光Web」サイトにおける案内情報の充実を図るとともに、交通手段の情報提供など関西周遊の

案内システムを構築するなど、関西広域連携のモデルケースとして外国人観光客の関西圏内

の周遊を促進する。 

【実施結果】 

 ア トップセールスの実施 

   海外観光プロモーションにおいて、冊子等の配布等を行いＰＲに努めた。 

 イ 外国人旅行者の関西周遊の利便性向上を図るための「Webサイトの充実」や案内システム

の構築 

関西観光本部のホームページ内のジオパークに関する情報を充実させ、外国人観光客の

－14－



 

関西周遊の利便性向上に繋がった。 

 

(2) 基盤整備の推進              〔決算額 15,088千円(㉚ 27,837千円)〕 

⑥ 通訳案内士等の人材育成                        〔決算額 639千円(㉚ 1,259千円)〕 

  【目標目的】 

     訪日外国人観光旅客の視点に立ち、安心して関西観光が楽しめるよう、通訳案内士登録に

関する業務を行うとともに、広域的に対応できる通訳案内士等の人材育成を図る。 

【実施結果】 

国家試験に合格した者のうち、構成府県に居住する全国通訳案内士について、登録事務等

を一元的に行った。 

    ○全国通訳案内士登録者数（令和２年３月31日現在)            （単位：人） 

 英語 ﾌﾗﾝｽ語 ｽﾍﾟｲﾝ語 ﾄﾞｲﾂ語 中国語 韓国語 その他 計 

滋賀県 152 

(5) 

9 7 3 18 

(1) 

8 4 201 

(6) 

京都府 702 

(32) 

76 

(5) 

26 27 103 

(7) 

53 34 

(2) 

1,021 

(46) 

大阪府 1,407 

(52) 

59 

(7) 

82 

(3) 

50 

(1) 

234 

(5) 

164 56 2,052 

(68) 

兵庫県 984 

(31) 

47 60 

(2) 

22 136 

(7) 

46 29 1,324 

(40) 

奈良県 351 

(18) 

15 

(1) 

17 

(1) 

8 

(1) 

37 

(2) 

12 16 

(1) 

456 

(24) 

和歌山県 70 

(2) 

3 2 0 8 6 

(1) 

1 90 

(3) 

鳥取県 24 2 2 0 3 

(1) 

7 

(1) 

1 39 

(2) 

徳島県 36 

(4) 

0 0 0 5 0 0 41 

(4) 

合 計 3,726 

(144) 

211 

(13) 

196 

(6) 

110 

(2) 

544 

(23) 

296 

(2) 

141 

(3) 

5,224 

(193) 

    ※その他の登録者数内訳：イタリア語63人、ポルトガル語19人、ロシア語56人、タイ語３人 

    ※カッコ内は令和元年度における新規、変更、再登録の受付数 

 

⑦ 地域の魅力を活かす地域づくり事業          〔決算額 14,449千円(㉚ 26,578千円)〕 

   【目標目的】 

     関西エリアの周遊力・滞在力を向上させるため、国の交付金等を活用し、民間事業者、広

域連携ＤＭＯ・地域ＤＭＯ等と連携して、外国人観光客等の受入環境整備や地域における人

材活用など、将来的に自立的な運営が可能な事業を展開することにより、関西地域の魅力向

上を促進する。 

     目標：研修受講者数 300人、受講者からのアンケートによる習熟度 80％以上） 

2019年度末までのアプリダウンロード数合計 3,000 

【実施結果】 

  ア 通訳案内士スキルアップ研修の実施 

外国人旅行者の満足度を高め、再来訪意識と誘客を促進するため、通訳案内士のスキル

アップ研修を行い、人材育成に努めた。 

 なお、令和２年３月に予定していた研修は新型コロナウイルス感染症の影響により中止

したものの、受講者の習熟度は89.5％（受講者アンケートによる。）と高かったため、今後
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も内容を更に充実させて実施する。 

○2019年度通訳案内士スキルアップ研修 

開催日 会場 内容 参加者数 

令和２年 

２月18日 

～19日 

TKP大阪淀屋橋 

カンファレンス 

センター 

・世界遺産 百舌鳥・古市古墳群 

・ジオパーク基礎講座 

・ワンランクアップの通訳ガイドをめざして 

・文化財の魅力的な伝え方 

・日本酒蔵ツーリズムの魅力 

・「古典芸能」の魅力 

130人 

  イ マッチングサイトの構築 

    観光客のニーズに応じるため、通訳案内士と旅行者のマッチングサイトを構築し、55人

の通訳案内士の登録を行った。今後もインバウンド交流会等の機会を通じ、登録者数を増

やしていき、外国人旅行者が周遊しやすい環境整備を目指す。 

ウ インバウンド交流会の実施 

通訳案内士の就業機会創出につなげるため、旅行事業者等との交流会を令和２年２月に

予定していたが、新型コロナウイルス感染症の影響により中止となった。 

エ 文化資源を活用した周遊の仕組みづくり 

位置情報アプリ等を活用し、関西の周遊を促進するため、位置情報アプリへの多言語（英

語、簡体字、繁体字、韓国語に対応）の登録情報を充実させた結果、2019年度末までのア

プリダウンロード数合計が3,771となり、目標を達成した。 

また、アプリへの登録スポット数は新たに675カ所を追加し、累計登録スポット数は4,337

カ所となった。 

引き続き、アプリの活用や登録スポットの周知に努めていき、関西の観光地をわかりや

すく楽しめるように解説することで外国人観光客の理解を深め、観光地としての魅力を高

めていく。 

     ○広域デジタルスタンプラリーの開催 

イベント名 タイアップ 期間 参加者数 

スマッシュカンサイ 

デジタルスタンプラリー 

僕のヒーローアカデミアTHE MOVIE 

ヒーローズ：ライジング 

（東宝株式会社） 

令和２年 

１月31日 

～３月31日 

442人 

 

(3) 関西文化の魅力発信            〔決算額 14,414千円(㉚ 23,203千円)〕 

⑧ 関西文化の振興と国内外への魅力発信            〔決算額 2,821千円(㉚ 7,500千円)〕 

   【目標目的】 

 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関西等に向け、

関西文化の振興と発信力を一層高めるため、関西の魅力を国内外へアピールする取組を展開

する。 

目標：来場者アンケート「関西文化の日／関西文化の日プラス」以外にも、 

美術館・博物館に行きたいと思う回答者 80％以上） 

【実施結果】 

国内外の博物館関係者が参加した国際博物館会議（ICOM）京都大会において、大会会場に

関西広域連合としてブースを出展し、関西の文化施設の魅力を発信した。 

また、毎年11月に実施している、賛同を得た関西圏域の文化施設の入館料を無料とする「関

西文化の日」に加え、令和元年９月には「関西文化の日プラス」として同様の取組をICOM京

都大会と連携して実施し、関西の博物館・美術館に親しむ機会を提供して、文化施設への興

味関心を高めることができた。 

併せて、今年度も「関西文化の日」の取組と連動し、11月を「関西文化月間」と位置づけ、
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芸術文化情報ウェブサイト「関西文化.com」において関西各地の様々な芸術文化情報を幅広

く発信した。 

    ○第25回国際博物館会議（ICOM）京都大会2019の概要 

開催期間 場所 主催 参加者 備考 

令和元年９月 

１日～７日 

国立京都 

国際会館 

国際博物館会議 

(国際的非政府組織) 

世界120の国と地域から 

博物館関係者4,590人 

３年に１回開催 

(前回はミラノ) 

○関西文化の日プラス 

実施日 参加施設数 府県別参加施設数内訳 

令和元年９月中の 

特定の日 

308施設 滋賀県 18施設、京都府 51施設、大阪府 54施設、 

兵庫県 75施設、奈良県 25施設、和歌山県 20施設、 

鳥取県 16施設、徳島県 9施設、福井県 22施設、 

三重県 18施設 

※「関西文化の日プラス」来場者アンケート結果 

「関西文化の日プラス」以外にも、美術館・博物館に行きたいと思う回答者：94.7％ 

○第17回関西文化の日 

実施日 参加施設数 府県別参加施設数内訳 

令和元年11月16日 

～17日を中心とし 

た11月中 

632施設 滋賀県 36施設、京都府 96施設、大阪府 104施設、 

兵庫県 138施設、奈良県 61施設、和歌山県 38施設、 

鳥取県 26施設、徳島県 23施設、福井県 57施設、 

三重県 53施設 

※「関西文化の日」来場者アンケート結果 

「関西文化の日」以外にも、美術館・博物館に行きたいと思う回答者：95.2％ 

 

⑨ 連携交流による関西文化の一層の向上          〔決算額 2,541千円(㉚ 3,371千円)〕 

   【目標目的】 

     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。 

     目標：歴史文化遺産フォーラム来場者アンケート 

        「世界遺産への関心が高まった」 回答者80％以上 

【実施結果】 

歴史街道推進協議会、文化庁地域文化創生本部と連携し、令和元年度に世界文化遺産に登

録された百舌鳥・古市古墳群を題材とした歴史文化遺産フォーラムを開催したほか、「関西の

日本遺産ウェブサイト」の運用により、世界遺産をはじめ、広く無形文化遺産や世界の記憶

（記憶遺産）、ジオパーク、世界遺産暫定リスト登録遺産、日本遺産等も含めて一体的に情報

発信を行い、歴史文化遺産への興味関心を高めることができた。 

    ○歴史文化遺産フォーラム「地域の中の古墳をどう活かすか～文化的価値と観光力～」 

開催日 場所 内容 参加者数 

令和元年 

９月28日 

堺市総合 

福祉会館 

講演 

「現代における持続可能な文化遺産の保護－アンデス 

文明調査での経験から」 

関 雄二氏（国立民族学博物館副館長・人類文明誌 

研究部教授、総合研究大学院大学教授） 

「古墳のまち・堺を語る『鍵は古墳にあり』」 

旭堂 小南陵氏（講談師） 

ディスカッション 

「地域の中の古墳をどう活かすか～文化的価値と観光 

180名 
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力～」 

パネリスト 

  関 雄二氏 

殿村 美樹氏（一般社団法人地方PR機構代表理事、 

PRプロデューサー） 

一瀬 和夫氏（京都橘大学文学部歴史遺産学科教授） 

川上 浩氏（堺観光ボランティア協会理事長） 

コーディネーター 

宗田 好史氏（京都府立大学副学長） 

※アンケート結果：回答者の89％が「世界遺産への関心が高まった」と回答 

 

⑩ 関西文化の次世代継承                  〔決算額 1,004千円(㉚ 2,507千円)〕 

   【目標目的】 

 関西文化をテーマとした制作展示や発表の機会を若手文化人材に提供し、次世代を担う文

化人材の育成に取り組む。 

【実施結果】 

     東京において「はなやか関西「文化の道」フォーラム」を開催した際に、若手文化人材（３

者）による伝統芸能等の発表を通じて広く関西文化をＰＲするとともに、実践的な人材育成

を図った。 

また、関西各地の特色ある芸能やパフォーマンス等の動画を「舞台芸能動画コンテスト」

として募集し、若手を中心とした活動の活性化とともに関西文化の魅力を広く発信すること

ができた。 

    ○舞台芸能動画コンテスト 

募集期間 応募数 優秀作品応募者（活動拠点） 

令和元年12月２日 

～令和２年２月14日 

42件 滋賀県立大学能楽部（滋賀県） 

京都府立莵道高等学校書道部・放送部（京都府） 

大阪府立久米田高校ダンス部（大阪府） 

六彩舎（兵庫県） 

天川村郷土芸能保存会 洞川民芸会（奈良県） 

和歌山大学吹奏楽団（和歌山県） 

鳥取砂丘しゃんしゃん実行委員会（鳥取県） 

勝浦座（徳島県） 

京都学生祭典（京都市） 

みえーる（大阪市） 

劇団Little★Star（堺市） 

神戸ユースジャズオーケストラ（神戸市） 

 

⑪ 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 

      〔決算額 0千円(㉚ 844千円)〕 

   【目標目的】 

 はなやか関西・文化戦略会議を活用し、東京オリンピック・パラリンピック等に向け、関

西文化の振興策を検討・提案する。 

【実施結果】 

  令和元年度の会議は、新型コロナウイルス感染症の影響により開催見送りとなったが、こ

れまでの会議での提案を踏まえるとともに、はなやか関西・文化戦略会議委員に事業内容に

沿って随時相談し、2020年における文化発信事業の具体化につなげることができた。 
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⑫ 新たな関西文化の振興                 〔決算額 8,048千円(㉚ 8,979千円)〕 

   【目標目的】 

 東京2020オリンピック・パラリンピック等の開催を見据え、東京で展開してきた取組

を拡充し、関西の多様な文化・芸能の実演等により関西の文化・地域資源を活かした文

化的魅力を幅広くＰＲするとともに、関西への誘客を促進する。 

（目標：来場者アンケート 関西文化に関心を持った回答者 80％以上） 

【実施結果】 

 関西ならではの文化・芸能の実演等を通じて関西文化を発信する、はなやか関西「文化の

道」フォーラムを東京で開催し、関西文化への関心の喚起や知名度向上につながった。 

○はなやか関西「文化の道」フォーラム 

開催日 場所 内容 参加者数 

令和２年 

２月１日 

有楽町 

朝日ホール 

講演 

「ものがたり」が照らす、もうひとつのKANSAI 

河内 厚郎氏（文化プロデューサー） 

実演 

「デジタル襖からくり」～阿波人形浄瑠璃とともに～ 

一般社団法人神山アーカイブレコード 等 

「アコースティックギター演奏」 

Satoshi Gogo〔伍々 慧〕氏（ｷﾞﾀﾘｽﾄ・ｺﾝﾎﾟｰｻﾞｰ） 

「上方落語」 

  桂 佐ん吉氏（落語家） 

500名 

    ※アンケート結果：回答者の 90.4％が「関西文化に関心を持った」と回答 
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２－２ 広域観光・文化・スポーツ振興（広域スポーツ） 

                              〔決算額 15,959千円(㉚ 13,783千円)〕 

 

(1) 「関西広域スポーツ振興ビジョン」の推進      〔決算額 224千円(㉚ 287千円)〕 

① 「関西広域スポーツ振興ビジョン」推進会議の運営     〔決算額 224千円(㉚ 287千円)〕 

   【目標目的】 

     平成27年度に策定された「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ためのビジョン推進会議を開催する。また、

アドバイザーからの意見聴取も行う。 

【実施結果】 

ア 「関西広域スポーツ振興ビジョン」推進会議 

    ３回の会議を通して、構成府県市の担当者がスポーツ部の事業について情報を共有し、

連携して取組を展開することができた。第２回と第３回会議では、ワールドマスターズゲ

ームズ2021関西の競技会場やオリンピック事前合宿地を会場とすることで、準備状況の確

認や競技種目の知識を高める会議となった。なお、３月に予定していた第４回会議は、新

型コロナウィルス感染症対策のため、中止とした。 

   ・開催回数：３回（４月、７月、10月） 

   ・メンバー：構成府県市担当課長 

イ アドバイザーからの意見聴取 

  関西広域スポーツ振興ビジョンの策定に携わったアドバイザーから助言をいただくこと

で、今後のスポーツ部の事業を効果的に展開する見通しを持つことができた。 

     ・開催回数：２回（３月） 

     ・アドバイザー：高橋一夫氏（近畿大学教授）、長ヶ原誠氏（神戸大学大学院教授） 

 

(2) 「生涯スポーツ先進地域関西」の実現（戦略Ⅰ）〔決算額 10,191千円(㉚ 4,707千円)〕 

② 子どもや子育て層のスポーツ参加機会の拡充        〔決算額 449 千円(㉚ 446 千円)〕 

   【目標目的】 

     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

るほか、発達段階の子どものスポーツによる障害や青年・壮年期のスポーツ離れなど、構成

府県市が抱える課題に関西広域連合として対応し、全ての人々のライフステージに応じたス

ポーツ活動を推進する。 

目標：交流大会参加人数 120 人以上、講習会参加者数 300 人、 

イベント総参加者数 200 名 

【実施結果】 

ア 関西小学生スポーツ交流大会の開催 

子どものスポーツ参加機会を拡充していくため、関西圏域内の総合型地域スポーツクラ

ブの小学生を参加対象としたスポーツ交流大会を計画していたが、新型コロナウィルス感

染症対策のため中止とした。 

大会名 開催予定日 場所 備考 

令和元年度関西小学生スポーツ交流大会 

バドミントン大会 

令和２年 

２月23日 
和歌山ビッグウエーブ 中止 

イ スポーツ障害予防講習会の開催 

  ひょうご生涯スポーツ大会実行委員会と共催で、スポーツによる障害やその予防につい

ての講習会を実施し、スポーツを通じて安全に健康づくりに取り組む意識を高められた。

参加者数は、目標数を下回ったため、次年度は参加を促す広報を充実させていく。 
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講習会名 開催日 場所 内容 参加者数 

スポーツ推進 

フォーラム 

2019 

令和元年 

10月20日 

洲本市 

文化体育館 

講演「ストレッチ運動と筋力トレ

ーニングの基礎」 

山口 一仁氏(公益財団法人兵庫 

県健康財団 健康運動指導士) 

292名 

ウ スポーツ分野以外の分野をリンクさせたイベント 

     スポーツと婚活をリンクさせたイベントとして、11月に「スポーツ DE 婚活」や 12 月に

「婚活バスケ」を実施し、青年期のスポーツ参加機会を充実することができた。 

台風の影響で延期となったイベントがあり、参加者数は目標を下回ったが、イベントを

通して、参加者同士の交流を深めることができた。今後も、多数の参加者が募るように、

イベントの周知を図っていく。 

イベント名 開催日 場所 参加者数 

スポーツDE婚活 令和元年11月２日 神戸市立中央体育館 43名 

婚活バスケ 令和元年12月13日 兵庫県立総合体育館 13名 

 

③ 中・高年のスポーツの振興                     〔決算額 2,790千円(㉚ 2,903千円)〕 

   【目標目的】 

     「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

るとともに、中･高年層のスポーツ参加機会の拡充を図るため、関西のスポーツ愛好家が広く

参加できるスポーツ交流大会を実施する。 

（目標：大会参加者数 700人以上） 

【実施結果】 

ア 関西シニアマスターズ大会の開催 

鳥取県との共催により、鳥取県内の既存大会を活用して、関西圏域全体から参加可能な

大会として「第３回関西シニアマスターズ大会」を開催した。７競技を実施し、関西広域

での交流が深められた。次年度以降、より参加者を増やすため、中・高年の参加者が多い

競技種目を選定して実施する。 

大会名 開催日 場所 実施種目 参加者数 

第３回関西シニア 

マスターズ大会 

令和元年 

10月26日 

 ～27日 

布勢総合 

運動公園 

他 

卓球、テニス、ソフトテニス、 

サッカー、グラウンド・ゴルフ、 

ゲートボール、ペタンク 

1,218名 

 

④ 障害者スポーツの振興                  〔決算額 1,116千円(㉚ － 千円)〕 

   【目標目的】 

     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、

障害者が気軽にスポーツに参加できる機会の拡充を図る。 

（目標：ホームページビュー数 30,000ビュー、体験会参加者の理解度 80％以上） 

【実施結果】 

ア 障害者スポーツイベント等の情報発信 

   結果：ホームページビュー数 31,122ビュー（H31.4.1～R2.3.31） 

      ホームページを作成し、関西圏域内で開催される障害者スポーツイベントなどの情報を

発信するとともに、各府県市の障害者スポーツ団体等のホームページとリンクして、障害

者スポーツに関する情報発信を行い、障害者がスポーツに参画する機会を拡充することが

できた。 

イ 障害者スポーツ体験会の開催 

      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、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し
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た。多くの健常者が参加し、スタッフから説明を受けながら障害者スポーツを体験するこ

とで、障害者スポーツに対する興味・関心を高めるイベントとなり、参加者から80％の理

解度を得ることができた。 

イベント名 開催日 場所 参加者数 

車いすバスケットボール 

・ボッチャ体験会 

令和元年 

11月23日 

もりのみやキューズモールBASE 

（大阪市） 

417名 

車椅子フェンシング体験会 令和元年 

12月１日 

ゼスト御池（京都市） 約50名 

 

 ⑤ 地域のスポーツ振興に向けた広域的連携による支援  〔決算額 5,836千円(㉚ 1,358千円)〕 

   【目標目的】 

     スポーツに参加しやすい風土づくり等に取り組むとともに、国際的な大会の開催等で高ま

った地域のスポーツ振興を永続的・持続的なものとするため、長期的なスポーツ戦略を構築

する。 

（目標：ＷＭＧ2021関西認知度 全国25％・近畿50％、表彰制度応募企業数 50社） 

【実施結果】 

 ア 「ワールドマスターズゲームズ2021 関西」等の機運醸成に向けた取組み 

ワールドマスターズゲームズ2021関西の認知度の向上を図り、スポーツに親しむ機運の

醸成を図るため、構成府県市との連携により「関西スポーツ月間」・「関西スポーツの日」

を啓発する街頭キャンペーンを実施したほか、構成府県市でスポーツ活動への参加を促す

イベントやグッズの配布、広報物の掲示などを実施し、ワールドマスターズゲームズ2021

関西の周知とともに、スポーツ参加への機運醸成を図った。 

しかし、第４回知名度調査において、ＷＭＧ2021関西認知度が目標値に到達しなかった

ため、次年度は更なる効果的な事業実施の計画をしていく必要がある。 

○各府県市の取組 

イベント開催 ・スポーツイベントの開催（大阪府） 

・２年前イベントの開催（兵庫県） 

・スポーツ吹矢体験会（和歌山県） 

・ラジオ体操（京都市） 

広報活動 ・PR用パネルを作成し、フォトスポットを設置（京都府） 

・PR用横断幕等を作成し、掲示（奈良県） 

・ラジオ広報（滋賀県）（鳥取県） 

・道路バナーを作成し、掲示（神戸市） 

ＰＲグッズ配布 

 

・スポーツイベントにてグッズ配布（徳島県） 

・オリパライベントにてグッズ配布（大阪市） 

・マラソン大会参加者等にグッズ配布（堺市） 

○ワールドマスターズゲームズ2021関西 第４回知名度調査 

調査時期 調査主体 調査方法 
WMG2021関西 

認知度 

令和２年 

２月22日 

～27日 

公益財団法人ワールドマスタ

ーズゲームズ2021関西組織委

員会（第三者機関） 

手法：インターネット 

地域：全国 

対象：30～79歳の一般男女 

全国14.5％ 

近畿33.7％ 

イ 官民連携タスクフォースによる生涯スポーツ振興方策の推進 

      官民連携タスクフォースにより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

を図るとともに、経済団体等と連携し、関西一丸となってスポーツ振興に取り組んでいく

「関西スポーツ振興協議会」に参画し、関西スポーツ振興ビジョン具現化に向けた協議を

行い、連携を深められた。 
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     【タスクフォース】 

      ・開催回数：４回（５月、６月、10月、12月） 

      ・メンバー：関西広域連合事務局、ＷＭＧ2021関西組織委員会事務局、関西経済連合会 

            関西広域連合スポーツ部 

    ウ 企業等表彰制度の創設 

      経済団体等と連携し、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する制度を創設し、第１回として５社〔大賞・特別賞各

１社、部門賞３社〕を表彰し、企業におけるスポーツ活動を推進するとともに、スポーツ

への参加に対する社会的機運醸成を図れた。創設の初年度で、認知度が低く、応募企業数

は目標に達しなかったが、熱心にスポーツ振興や地域活性化に取り組む企業から複数件の

応募を得た。 

行事名 開催日 場所 受賞 応募企業数 

関西スポーツ 

応援企業 

表彰式 

令和２年 

１月31日 

大阪大学 

中之島センター 

10階 

佐治敬三メモリ

アルホール 

＜大賞＞ 

株式会社ミキハウス 

＜スポーツ振興賞＞ 

関西エアポート株式会社 

＜地域振興賞＞ 

株式会社平和堂 

＜健康経営賞＞ 

株式会社堀場製作所 

＜特別賞＞ 

株式会社カスタネット 

28社 42件 

 

(3) 「スポーツの聖地関西」の実現（戦略Ⅱ）   〔決算額 3,459千円(㉚ 3,975千円)〕 

 ⑥ 国際競技大会・全国大会の招致・支援           〔決算額 920千円(㉚ 1,018千円)〕 

   【目標目的】 

     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。 

（目標：ホームページビュー数30,000ビュー、コンペティション参加チーム数 20チーム） 

【実施結果】 

ア 関西で開催されるスポーツ大会やイベント情報等の発信 

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掲載したリ

ーフレットの作成やホームページの改修を行い、指導者・ボランティア情報やスポーツツ

ーリズム情報を一体的に発信したことにより、今後の関西圏域外からの訪問者の増加が期

待できるようになった。（ホームページビュー数31,122ビュー（H31.4.1～R2.3.31）） 

イ 「インターカレッジコンペティション2019」の開催支援 

関西ワールドマスターズゲームズ2021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2019」について、情報発信や人的支援によるサポートを行った。応募チーム数

は目標数に達し、ワールドマスターズゲームズ2021関西の認知度向上やレガシー想像に向

けた取組のアイデアを得ることに繋がった。 

行事名 開催日 場所 応募チーム数 

ｲﾝﾀｰｶﾚｯｼﾞ･ｺﾝﾍﾟﾃｨｼｮﾝ2019 

予選・決勝 

令和元年 

12月10日 

大阪科学技術センタービル 20チーム 
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 ⑦ スポーツ人材の育成                〔決算額 2,538千円(㉚ 2,649千円)〕 

   【目標目的】 

     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強化・育成が難しいアスリ

ート向けの練習会を実施したほか、全国的に著名な指導者を招聘した講習会などを関西広域

連合で開催し、スポーツ指導者の指導力向上を図る。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。 

（目標：練習会・講習会の参加者満足度80％以上、ホームページビュー数30,000ビュー） 

【実施結果】 

ア 障害者スポーツアスリート育成練習会の開催 

障害者アスリート向けの練習会を開催し、パラリンピックメダル候補や20才以下の若い

世代などの選手の参加があり、講師やスタッフからの直接のアドバイスにより、今後の大

会に向けて新しい知識や技術を習得する機会を得ることができ、参加者から90％の満足度

を得ることができた。 

     ○令和元年度障害者スポーツアスリート育成練習会 

競技名 開催日 場 所 参加者数 

パラパワーリフティング 令和元年９月14日 京都府立心身障害者 

福祉センター 

選手９名 

ボッチャ 令和元年12月15日 大阪市舞洲障がい者 

スポーツセンター 

選手19名 

イ 指導者・スポーツボランティア等の情報発信 

     指導者の人材情報について、関西広域連合のホームページに各府県の人材情報のホーム

ページをリンクしたことにより、全ての人々のライフステージに応じたスポーツ活動の支

援を拡充することができた。（ホームページビュー数31,122ビュー（H31.4.1～R2.3.31）） 

ウ 指導者講習会の実施 

関西圏域内のスポーツ指導者の指導力向上のため、教育の変化に伴う指導法の改善、指

導者の自己評価の重要性、体罰と暴言、事故対応等に関する安全配慮義務などについて、

学識者や国際競技大会等で実績のある著名な指導者を招聘して講習会を開催し、指導者の

資質や指導力向上につながる機会を得ることができ、参加者から82％の満足度を得ること

ができた。 

     ○２０１９年度関西広域連合指導者講習会 

開催日 場所 内容 参加者数 

令和２年 

１月26日 

粟東芸術 

文化会館 

さきら 

中ホール 

講演 

「高度化するスポーツの課題を考える」 

岡本 直輝氏（立命館大学スポーツ健康科学部教授） 

「新しい時代にふさわしいコーチング」 

森岡 裕策氏（公益財団法人日本スポーツ協会常務理事） 

「目標を立ててこそ、継続が力になる」 

山中 慎介氏（しがｽﾎﾟｰﾂ大使、元WBC世界ﾊﾞﾝﾀﾑ級ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ） 

「チームづくり・人づくり」 

掛布 雅之氏（元阪神タイガース二軍監督） 

シンポジウム 

「これからの指導者に求められること」 

パネリスト：掛布 雅之氏、山中 慎介氏、 

森岡 裕策氏 

コーディネーター：岡本 直輝氏 

309名 
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(4) 「スポーツツーリズム先進地域関西」の実現（戦略Ⅲ） 

 〔決算額 1,705千円(㉚ 1千円)〕 

 ⑧ 広域観光・文化振興との連携               〔決算額 1,705千円(㉚ 1千円)〕 

   【目標目的】 

     「ワールドマスターズゲームズ2021関西」等の開催に向けて、今後、圏域外からの訪問者

の増加が期待されることから、「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。 

（目標：ホームページビュー数30,000ビュー） 

【実施結果】 

    ア 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・ホームページの作成 

  関西で構成される主なスポーツ大会やスポーツイベントと会場周辺の観光名所、宿泊施

設・文化施設などを掲載したリーフレットの作成やホームページの改修を行い、スポーツ

大会・イベント情報や指導者・ボランティア情報を一体的に発信したことで、スポーツに

参加する機会の拡充が図るとともに、観光地への誘客に繋げることができた。（ホームペー

ジビュー数31,122ビュー（H31.4.1～R2.3.31）） 

イ スポーツと観光・文化資源を融合させたプログラムの開発 

各構成府県市から収集したスポーツ情報及び観光・文化資源情報を基に、広域観光局や

（一財）関西観光本部と連携を図りながら、観光・文化資源に触れられ、関西広域がつな

がる「関西広域サイクリングルート」を６つ作成し、ホームページやチラシ等により情報

発信を行った。今後、関西広域サイクリングルートの増設と効果的な広報について検討し

ていく。（ホームページビュー数31,122ビュー（H31.4.1～R2.3.31）） 

○関西広域サイクリングルート 

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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３－１ 広域産業振興（広域産業）       〔決算額 37,083千円(㉚ 36,871千円)〕 

 

(1) 「関西広域産業ビジョン」の着実な推進    〔決算額 2,042千円(㉚ 2,077千円)〕 

① 広域産業振興の取組に係る広報及び評価・検証     〔決算額 2,042千円(㉚ 2,077千円)〕 

   【目標目的】 

「関西広域産業ビジョン」に基づく具体的な取組を進めるにあたっては、経済団体や大学

など関係機関の協力、連携並びに市町村の理解を得ることが不可欠である。そのため、広域

産業振興の取組について、広報活動を積極的に展開する。 

また、「『関西広域産業ビジョン』推進会議」において、ＰＤＣＡサイクルによる進捗管理

を行い、ビジョンに基づく取組の評価・検証を行う。 

【実施結果】 

ア 広報活動の実施 

広報パンフレットを作成し、プロモーション等において配布したほか、経済団体や市町

村等への説明・意見交換の実施など、あらゆる機会を通じてビジョン及び広域産業振興局

の取組の効果的な情報発信を図った。 

○情報発信 

  広域産業振興局ホームページアクセス件数：28,695件 

○広報パンフレット配布 

実施日 展示会名 場所 

令和２年２月26日～28日 メディカル ジャパン 2020 大阪 インテックス大阪 

○経済団体への説明 

開催日 経済団体名 概要 

平成31年４月15日 鳥取県商工会議所連合会、鳥取県商工会連合会 令和元年度 

広域産業振興

局の取組に関

する説明・意

見交換 

令和元年５月30日 和歌山県商工会議所連合会、和歌山県商工会連合会 

令和元年５月31日 京都府商工会議所連合会、京都府商工会連合会 

令和元年６月５日 兵庫県商工会議所連合会、兵庫県商工会連合会 

令和元年６月６日 滋賀県商工会議所連合会、滋賀県商工会連合会 

令和元年６月20日 徳島県商工会議所連合会、徳島県商工会連合会 

令和元年７月10日 関西商工会議所連合会 

○構成府県内市町村への説明 

開催日 構成府県市名 概要 

平成31年４月12日 和歌山県 

令和元年度 

広域産業振興局の取組に関する

説明・意見交換 

令和元年５月８日 大阪府 

令和元年５月15日 京都府 

令和元年５月22日 滋賀県 

令和元年６月３日 徳島県 

令和元年６月５日 兵庫県 

令和元年７月30日、８月１日～２日 鳥取県 

イ 「関西広域産業ビジョン」推進会議の運営 

「関西広域産業ビジョン」に掲げる３つの戦略に基づく取組の検証・評価に対する助言

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「関西広域産業ビジョン」推進

会議を２回開催し、「関西広域産業ビジョン」の着実な推進を図った。 
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    ○「関西広域産業ビジョン」推進会議 

会議名 開催日 出席者 概要 

令和元年度 

第１回 

令和元年 

10月２日 

学識経験者２名 

経済団体２名 他 

令和元年度中間評価、令和２年度事業等に

関する意見交換 

令和元年度 

第２回 

令和２年 

３月19日 

学識経験者３名 

経済団体１名 他 

令和元年度期末評価、令和２年度計画・目

標設定等に関する意見交換 

 

(2) 関西のポテンシャル発信・強化（戦略１～３）〔決算額 20,867千円(㉚ 20,938千円)〕 

② 「メディカル・ジャパン」等を活用した関西のポテンシャルの発信・強化 

〔決算額 20,867千円(㉚ 20,938千円)〕 

   【目標目的】 

「2025年大阪・関西万博」を見据え、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を発信し、内外における関西の認知度・存在感の向上を図るこ

とにより、域内への投資、企業立地の促進につなげ、域内関連産業の振興を図る。 

（目標：ブース来場者数 3,400人以上、マッチング件数 セミナー発表数×1.4倍以上） 

【実施結果】 

関西の強みである健康・医療、ライフサイエンス分野をテーマとした民間主催の医療総合

展「メディカル ジャパン」に、引き続き特別協力するとともに、広域連合としてブースの出

展、医療機器相談、セミナー等を実施し、関西のポテンシャルの発信・強化を図った。 

なお、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、展示会全体の来場者数が前年に比べ６

割以上減少したことに伴い、関西広域連合ブースへの来場者数も減少した。 

○「メディカル ジャパン2020大阪」結果概要 

開催日 場所 出展社数 来場者数 

令和２年２月26日～28日 インテックス大阪 511社 

(782社) 

 8,177名 

(21,663名) 

○「メディカル ジャパン2020大阪」関西広域連合ブース「関西バイオクラスター」実績 

ブース 

来場者数 

ブース内 

セミナー 

聴講者数 

医療機器 

相談件数 

研究成果企業化 

促進セミナー 

聴講者数 

マッチング件数 

1,803名 

(3,495名) 

 85名 

(342名) 

24件 

(30件) 

238名 

(771名) 

発表者29名に対して29件[1.0倍] 

(発表者45名に対して55件[1.2倍]) 

    ※いずれも（ ）内は前年度実績 

 

(3) 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（戦略１） 

〔決算額 3,813千円(㉚ 3,619千円)〕 

 ③ イノベーション創出環境・機能の強化        〔決算額 3,813千円(㉚ 3,619千円)〕 

【目標目的】 

関西には、ライフサイエンス分野における世界トップレベルの大学・研究機関や高い技術

を有するものづくり企業が集積しており、「2025年大阪・関西万博」の開催に向けて、新たな

イノベーションの創造や新ビジネス創出、ビジネス企画の拡大が期待される中、こうした強

みを活かし、革新的な医療機器の創出などライフ・イノベーション分野の振興を図るため、

当該分野への参入を支援する。 

また、関西には、バッテリーや太陽電池、燃料電池メーカーの生産拠点や研究開発拠点の

集積に加えて、企業の生産活動を後押しする大学や研究所などの研究機関も数多く集積して

いる。ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の観点からもグリーン分野の重要性を増している中、

企業や大学とも連携して広域での研究成果の発信やマッチングに取り組み、関西のグリーン

分野における高いポテンシャルの維持・強化を図る。 
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     目標：医療機器相談件数 250件以上、 

「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」参加者数 200人以上、

マッチング件数 フォーラム発表数×2.2倍以上 

【実施結果】 

ア 医療機器分野への参入に向けた医療機器相談の実施 

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

業に対応した。 

     ○医療機器相談窓口 

対象 場所 費用 相談件数 

関西広域連合の産業振興分野に参画する府県（滋

賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取

県、徳島県）に事業所がある企業等 

大阪商工会議所、 

大阪イノベー 

ションハブ 等 

無料 275件 

イ 「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」の実施 

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、域内の大学・研究機関等と企業とのマッチン

グ促進を図った。 

     ○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 

開催日 場所 内容 
参加 

者数 

マッチング 

件数 

令和元年 

12月11日 

ナレッジキ

ャピタル 

コングレコ

ンベンショ

ンセンター 

特別講演 

【蓄電池】 

佐藤 登氏（名古屋大学未来社会創造機構 

客員教授、エスペック株式会社 上席顧問） 

【水素・燃料電池】 

丸田 昭輝氏（株式会社テクノバ ｴﾈﾙｷﾞ

ｰ・水素ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ） 

グリーン・イノベーション研究成果発表 

206名 発表者８名 

に対して70件 

[8.8倍] 

 

(4) 高付加価値化による中堅・中小企業等の成長支援（戦略２） 

〔決算額 4,208千円(㉚ 857千円)〕 

④ 中堅・中小企業等の成長支援             〔決算額 4,208千円(㉚ 857千円)〕 

  【目標目的】 

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、技術力

強化の観点から、公設試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、知的資産経営の導入支援等による経営基盤の強化などを行う。 

さらに、経済界との意見交換会での議論等を踏まえ、これらの公設試間連携の機能拡充に

加え、域内の大学や民間の研究機関、さらには産業支援機関や経済団体などとも連携の輪を

拡大し、中堅・中小企業等のイノベーションの創出を入口から出口までシームレスに支援す

る広域的なプラットフォームの構築に向けた検討を行い、可能なものから取組みを進める。 

目標：関西ラボねっとアクセス件数 14,400件以上 

共同研究会来場者満足度 90％以上 

【実施結果】 

ア 公設試の連携・情報の共同発信 

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、広域連合内の公設試の共同ポータルサイト「関西ラボねっと」
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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

を行った。 

アクセス件数が目標に届かなかったが、本ポータルサイトについては、今年度より利用

者目線の使い勝手と見やすさを重視した新たなポータルサイトの構築に向けた準備に着手

したところであり、今後、公設試の取組について一層の広報強化に努める。 

 ○関西ラボねっと 

参画機関 
ﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ 

ｱｸｾｽ件数 

滋賀県工業技術総合センター、滋賀県東北部工業技術センター、 

京都府織物・機械金属振興センター、京都府中小企業技術センター、 

地方独立行政法人大阪産業技術研究所、兵庫県立工業技術センター、 

和歌山県工業技術センター、地方独立行政法人鳥取県産業技術センター、 

徳島県立工業技術センター、地方独立行政法人京都市産業技術研究所 

13,014件 

○共同研究会 

      ＜外部向け研究会＞ 

令和元年度「地域産業技術セミナー」～関西広域連合公設試研究成果 発表会～ 

開催日 場所 内容 
来場 

者数 

来場者 

満足度 

令和元年 

10月10日 

徳島県立 

工業技術 

センター 

特別講演「排熱回収機能を有する熱電半導体

およびその応用システムに関する研究」 

長谷崎 和洋氏（徳島大学大学院社会産業 

理工学研究部教授） 

研究成果発表（関西広域連合の公設試験研究

機関より９テーマの研究成果発表） 

ポスターセッション 

67名 100％ 

＜内部向け研究会＞ 

開催日 場所 テーマ 参加者数 

令和元年 

11月29日 

京都府中小企業 

技術センター 

触覚、ロボティクス、メカトロニクスにつ

いて 
16名 

イ 広域的なプラットフォームの構築に向けた検討会の設置・運営 

      今年度より、中堅・中小企業等のイノベーションの創出を入口から出口までシームレス

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、今後の取組みについて協議・検討を行った。 

まずは、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に向け、準備に着手した。 

併せて、域内研究機関との連携強化に向けた取組みとして、公益財団法人関西文化学術

研究都市推進機構が主催する「第２回SDGｓに向けた日本・ASEAN・環インド洋連合(IORA)

イノベーション連携拠点サミット（GIIS AIJ）2019」に参画し、海外へ向け、公設試の持

つシーズや研究成果について情報発信するとともに、新たな製品や技術開発の創出の可能

性に向けて、海外の研究者等との交流やグローバル・ビジネスマッチングに取り組んだ。 

○公設試等連携強化検討会の開催 

回次 開催日 場所 議題 

第１回 令和元年 

７月８日 

マイドーム 

おおさか 

広域的なプラットフォームのめざす姿、今後の取組に

ついて等 
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第２回 令和元年 

12月４日 

マイドーム 

おおさか 

広域的なプラットフォーム構築に向けた取組状況と

今後の方針について等 

※構成団体：構成各府県市・公設試、関西経済連合会、大阪商工会議所、鳥取商工会議所、 

徳島商工会議所、関西文化学術研究都市推進機構、近畿経済局（オブザーバー） 

 

(5) 個性豊かな地域魅力を活かした地域経済の活性化（戦略３） 

〔決算額 5,557千円(㉚ 8,931千円)〕 

⑤ 地域魅力の発信・プロモーション          〔決算額 5,557千円(㉚ 8,931千円)〕 

【目標目的】 

「2025年大阪・関西万博」などのビッグイベント開催が予定され、関西の知名度向上が期

待される中、国内外から資金や人材を呼び込み、関西の持続的な経済発展につなげるため、

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。 

目標：「CRAFT14」ホームページアクセス件数 900件以上 

        首都圏催事の来場者数 １週間 2,800人以上（４週間の場合 11,200人以上） 

海外バイヤー向け情報発信件数 7,000件以上 

        マッチング件数 70件以上 

    ※「CRAFT14」 

関西広域連合のプロダクト認証制度。連合域内のものづくり企業が創出する製品群から、 

関西の魅力発信につながる、デザインや実用性に優れた工業製品を選定、認証。 

認証製品：69製品（R元年度末時点） 

【実施結果】 

ア ものづくりをはじめとする地域魅力の発信 

デザインや実用性に優れた関西の工業製品を広く発信するため、「CRAFT14」のＰＲパン

フレットを作成するとともに、今後のグローバル展開を見据えて海外向けパンフレットを

作成した。併せて、「CRAFT14」のホームページの充実にも取り組んだ結果4,093件のアクセ

スがあり、関西のポテンシャルの発信に繋がった。 

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、関西の魅力発信に繋がった。 

首都圏催事の来場者数については目標達成には至らなかったが、今後、さらなる広報強

化等に努めるとともに、出展内容や手法の見直しも含めて効果的なプロモーション手法に

ついても検討の上取り組む。 

     ○首都圏での販路開拓支援 

イベント名 開催日 場所 出展事業者 来場者数 

旅する日本市 

関西 

令和元年11月６日 

～12月３日 

日本市 

日本橋髙島屋S.C.店 

20社 8,186人 

／４週間 

イ 海外産業プロモーションの実施 

見本市の開催に合わせ、海外バイヤーとの個別商談会を開催し、域内企業の製品を展示

して関西の産業と技術のプロモーションを行う予定であったが、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。 

○海外産業プロモーション 

展示会名 開催日 場所 商談件数 

第２回京都インターナショナル・ 

ギフト・ショー2020（中止） 

令和２年 

３月11日～12日 

みやこめっせ 

（京都市勧業館） 

― 

（中止） 
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(6) 関西を支える人材の確保・育成          〔決算額 240千円(㉚ 67千円)〕 

⑥ 関西を支える人材の確保・育成の推進             〔決算額 240千円(㉚ 67千円)〕 

   【目標目的】 

関西では今後、生産年齢人口の大幅な減少が見込まれており、関西経済の持続的な成長を

支えるためには、人材の確保・育成が喫緊の課題となっていることから、人材検討会を新た

に設置し、関西広域連合として取り組むべき人材の確保・育成に関する方策の検討等を行う

とともに、各種媒体を通じ、企業や関係機関に役立つ関連情報を発信する。 

     目標：産業人材ホームページアクセス件数 2,500件以上 

    「関西産業人材 News letter」発行回数 ３回以上 

【実施結果】 

ア 人材検討会の設置・運営 

「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。 

     ○人材検討会の実施 

会議名 開催日 場所 概要 

令和元年度 

関西広域連合 

人材検討会 

令和２年 

２月３日 

マイドーム 

おおさか 

・外国人材の受入れ等に係る構成府県市の取組

状況及び令和２年度事業等の検討状況に関

する情報交換・意見交換等 

・外国人留学生のための就職促進プログラム

SUCCESS-Osakaの紹介 

 講師：吉田 圭輔氏 

（株式会社トモノカイ大阪支社長） 

イ ホームページや「関西産業人材 News letter」の発行による情報発信 

○産業人材ホームページアクセス件数：2,598件 

○関西産業人材News letter 

関西広域連合域内の大学や経済団体、企業の取組で、主として中堅・中小企業にお

ける高度産業人材の確保・育成に参考となる情報を収集した「関西産業人材News 

letter」を３回発行し、企業の人材確保・育成に繋げた。 

発行号 発行日 内容 

第７号 令和元年 

６月26日 

・外国人材を取り巻く労働環境等、現況レポート 

・国、連合域内自治体等の人材関連施策の紹介 

第８号 令和２年 

２月28日 

・多様化する外国人材の雇用方法 

若松 直氏（行政書士法人第一綜合事務所 代表行政書士） 

・日本で活躍する外国人材の育成を考える 

吉田 圭輔氏（株式会社トモノカイ 大阪支社長） 

第９号 令和２年 

３月18日 

・外国人留学生のための就職促進プログラムSUCCESS-Osakaに 

ついて 

池田 佳子氏（関西大学教授・グローバル教育イノベーショ

ン推進機構副機構長） 
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３－２ 広域産業振興（広域農林水産）          〔決算額 3,722千円(㉚ 4,449千円)〕 

 

(1) 地産地消運動の推進による域内消費拡大    〔決算額 2,770千円(㉚ 3,554千円)〕 

① 「おいしい！KANSAI応援企業」の登録         〔決算額 1,848千円(㉚ 1,837千円)〕 

   【目標目的】 

     「まず地場産・府県産、なければエリア内産」を基本とした地産地消運動の趣旨に賛同す

る企業等を“おいしい！KANSAI応援企業”として登録し、社員食堂等でエリア内農林水産物

を使った料理の提供を依頼するとともに、登録企業を広域連合ホームページ内で紹介し、エ

リア内農林水産物の消費拡大に繋げる。 

（目標：登録企業 120施設） 

【実施結果】 

 ア 「おいしい！KANSAI応援企業」の登録 

企業への戸別訪問や、旬の特産農林水産物情報の発信（年４回）、関西経済連合会等を通

じた啓発リーフレット1,100部の配布など、関係団体との連携により登録を推進し、年度内

の新規登録数22施設を加えた128施設（令和２年３月31日現在）を登録することができた。 

イ 「おいしい！KANSAI応援企業」紹介ページの作成 

登録企業のうち75施設について、社員食堂等の紹介をはじめ、ＣＳＲ活動、社風、社員 

の声などを取材形式で紹介したページを広域連合ホームページ内に掲載し、ＰＲに努めた。 

 

② 学校への特産農林水産物利用促進のための啓発         〔決算額 629千円(㉚ 371千円)〕 

   【目標目的】 

     構成府県内の小学校等へ域内農林水産物を提供するとともに、出前授業を実施することに

より、学校給食における府県域を越えた地産地消を推進する。 

（目標：域内特産農林水産物の提供学校 14校） 

【実施結果】 

ア 出前授業の推進 

各構成府県市を通じて実施校（25小学校）を選定し、生産者団体（ＪＡ等）が実施する

府県域を越えた出前授業の取組により、域内の特産農林水産物の利用を促進した。 

イ 学校給食への域内特産農林水産物の提供 

域内全府県でモデル校（39校）を選定し、エリア内産食材を提供することにより、学校

給食における地産地消を促進した。 

 

③ 直売所の交流促進                      〔決算額 292千円(㉚ 1,346千円)〕 

   【目標目的】 

     府県域を越えた直売所間の交流イベントについて、マッチングを行うことにより、交流の

活性化と消費拡大を支援する 

（目標：直売所間交流回数 20回） 

【実施結果】 

  構成府県市を通じて直売所への個別訪問を行うなど、交流への参加を広く呼びかけたこと

により、直売所間交流によるイベント等が13回実施された。 

 交流活動は継続しているが、新規の参加が少ないことから、目標の交流回数を達成するた

め、構成府県市を通じて新たな店舗の掘り起こしを引き続き行っていく。 

 

(2) 食文化の海外発信による需要拡大               〔決算額 75千円(㉚ 96千円)〕 

④ 「関西の食リーフレット」の作成               〔決算額 75千円(㉚ 96千円)〕 

   【目標目的】 

     関西の農林水産物・加工品及び食文化の情報を記載した「関西の食リーフレット」を増刷

するとともに、ホームページに掲載し、情報発信を行う。 
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    （目標：リーフレットを配布するＰＲイベント数 20、国・地域数 ８） 

【実施結果】 

「関西の食リーフレット」を5,000部増刷し、構成府県市における14のイベント等での配布

や、国内観光案内所等６か所への配架、８つの国・地域の海外事務所等に設置するなど、情

報発信ツールとして活用するとともに、農林水産部ホームページにも掲載し、広くＰＲを行

った。 

 

(3) 国内外への農林水産物の販路拡大              〔決算額 464千円(㉚ 487千円)〕 

⑤ 国内外への販路拡大につなげる効果的な情報発信      〔決算額    0千円(㉚    0千円)〕 

   【目標目的】 

構成府県市が行う海外プロモーション等のＰＲイベントで「関西の食リーフレット」を配

布するなど情報を発信する。 

【実施結果】 

ＰＲイベント等において「関西の食リーフレット」を2,400部配布し、情報発信に努めた。 

 

⑥ 事業者向け海外輸出セミナーの開催等           〔決算額 464千円(㉚ 487千円)〕 

   【目標目的】 

     輸出に向けて機運の醸成を図り、様々な情報を提供するため事業者向け海外輸出セミナー

を開催するとともに、国等と連携し海外新興市場に関する情報収集を行い、今後の構成府県

市に取組に活用する。 

    （目標：輸出に取り組もうとする参加者数 セミナー参加者数のうち80％） 

【実施結果】 

  構成府県市や輸出に取り組む事業者等から、講演内容に関するニーズを把握し、セミナー

内容の充実を図って各種情報を発信した。 

開催後のアンケート結果では、輸出を進める上で「非常に参考になった」、「参考になった」

とする回答が90％を占め、輸出に向けての機運醸成に繋がった。 

セミナー名 開催日 場所 テーマ 参加人数 

関西広域連合 

食品輸出セミナー 

令和２年 

２月７日 

関西大学 

梅田キャンパス 

国の動きを知り、優良事例に学

び、関西の取組に活かす！！ 
190名 

 

(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〔決算額 0千円(㉚ 0千円)〕 

⑦ 府県市を越えた６次産業化や農商工連携の推進         〔決算額 0千円(㉚ 0千円)〕 

   【目標目的】 

農林漁業者が府県市域を越えた商工業者とマッチングできるよう、農林漁業者と商工業者

との異業種交流会等を広域連合ホームページ等で広報する。 

   【実施結果】 

広域連合ホームページに異業種交流会等の情報を４件掲載し、情報提供を行った。 

 

(5) 農林水産業を担う人材の育成・確保                〔決算額 0千円(㉚ 0千円)〕 

⑧ 農林水産就業支援情報の発信                  〔決算額 0千円(㉚ 0千円)〕 

   【目標目的】 

     広域連合エリアへの農林水産業の就業を促進するため、構成府県市の情報や就業支援デー

タを集約した令和元年度版ガイドやサイトを作成し、新規就業希望者への情報発信を行う。 

【実施結果】 

ア 「関西広域連合農林水産就業ガイド」の作成 

構成府県市の農林水産業への就業支援情報を掲載した「就業ガイド」を年次更新し、各

府県市が実施する就業相談会やホームページでＰＲすることで広域連合エリアへの就業の
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促進を図った。 

イ 「農業大学校ガイド｣の作成 

各農業大学校の特徴や専攻コースなどを掲載した「農業大学校ガイド」を作成し、府県

間で情報を共有するとともに、ホームページへの掲載や印刷物配布により入学希望者に広

く周知することで、人材の相互受入の促進を図った。 

  ウ 「農林水産就業促進サイト」の運営 

      サイトを通じて、農林水産業への就業希望者に各府県市の就業支援情報を広く発信した。 

 

(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 

〔決算額 296千円(㉚ 117千円)〕 

⑨ 「都市農村交流サイト」の運営                〔決算額 0千円(㉚ 0千円)〕 

   【目標目的】 

     構成府県市の優良事例をはじめ、域内の交流施設等を紹介する「都市農村交流サイト」を

運営する。 

【実施結果】 

広域連合ホームページ内の都市農村交流サイトにて、令和２年３月31日現在、構成府県市

の優良事例30事例や域内の交流施設等242施設の情報を発信し、都市農村交流活動を促進した。 

 

⑩ 都市農村交流のための人材育成               〔決算額 296千円(㉚ 117千円)〕 

   【目標目的】 

     アドバイザーの派遣や現地検討会の開催により都市農村交流の活性化を図る。 

（目標：現地検討会参加者 45名） 

【実施結果】 

ア 都市農村交流アドバイザー追加登録と派遣 

都市農村交流に関する知見を有するアドバイザーを、地域からの要請に応じて、和歌山

県から滋賀県へ１名派遣した。 

 なお、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、２名の派遣予定を中止している。 

イ 都市農村交流現地検討会の開催 

  兵庫県内において、都市農村交流優良事例の発表や、地域課題の解決に向けた現地見学 

 と意見交換を行う現地検討会を開催し、参加者数は目標をやや下回ったものの、他県の事

例を学び、参加者同士で活発な意見交換を行うことができた。 

参加者の募集については、今後も引き続き、報道機関への資料提供、ホームページへの 

     掲載、各構成府県市での関係機関等への通知により周知していく。 

開催日 場所 参加者数 

令和元年 

11月７日～８日 

１日目：NPO法人原始人の会、酒米研究交流館 

２日目：兵庫楽農生活センター 

１日目：33名 

２日目：26名 

ウ 構成府県における都市農村交流アドバイザー活用優良事例の発信 

各構成府県において、都市農村交流アドバイザーを活用して行った優良事例（７事例） 

     について、ホームページで公開し、広く発信・周知することにより、活用を促進した。 
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４ 広域医療                       〔決算額 1,561,548千円(㉚ 1,543,114千円)〕 

 

(1) 「関西広域救急医療連携計画」の推進          〔決算額 384千円(㉚ 525千円)〕 

① 「関西広域救急医療連携計画」の推進            〔決算額 384千円(㉚ 525千円)〕 

   【目標目的】 

     「ドクターヘリ等を活用した広域救急医療体制の充実」や「災害時における広域医療体制

の強化」など、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などについて、専門的な見地からの評価をいただきながら、府

県民のニーズや社会情勢の変化に適切に対応しつつ、連携計画の円滑な推進を図る。 

【実施結果】 

有識者や医療従事者からなる「関西広域救急医療連携計画推進委員会」を開催し、本計画

の着実な推進や進捗管理を行うとともに、「広域計画」の議論を通して「連携計画」の目指す

べき方向性を検討できた。 

開催日 場所 テーマ 出席者 

令和元年 

10月21日 

メルパルク 

京都 

・関西広域救急医療連携計画の進捗 

 状況について 

・関西広域連合第４期広域計画中間 

案について 

関西広域救急医療連携計画 

推進委員会委員 ６名 

事務局(構成府県市) 22 名 

 

(2) 広域救急医療体制の充実       〔決算額 1,560,459千円(㉚ 1,541,924千円)〕 

② ドクターヘリによる広域救急医療体制の充実  〔決算額 1,560,131千円(㉚ 1,541,454千円)〕 

   【目標目的】 

     ドクターヘリを活用した広域救急医療体制の充実に向け、連合管内におけるドクターヘリ

の一体的な運航体制の充実を図るとともに、ドクターヘリによる救命効果が高いとされる「30

分以内での救急医療提供体制」の確立を図る。 

    （目標：出動回数 4,800回） 

【実施結果】 

ドクターヘリ事業が安全かつ円滑に推進できるよう、予算枠の確保について国へ要望する

とともに、連合管内７機体制より、救命効果が高いとされる「30分以内での救急医療提供体

制」を構築し、救急搬送業務を適切かつ円滑に実施した。 

なお、新型コロナウイルスへの対応のため、運航調整委員会を一部中止とした。 

ア ドクターヘリの運航事業の実施 

     ○ドクターヘリ基本情報 

名称 基地病院（準基地病院） 事業主体 運行開始 

大阪府ドクターヘリ 国立大学法人大阪大学 

医学部附属病院 

関西広域連合 平成20年１月 

３府県ドクターヘリ 公立豊岡病院 関西広域連合 平成22年４月 

徳島県ドクターヘリ 徳島県立中央病院 関西広域連合 平成24年10月 

兵庫県ドクターヘリ 兵庫県立加古川医療センター 

（製鉄記念広畑病院） 

関西広域連合 平成25年11月 

京滋ドクターヘリ 社会福祉法人恩賜財団 

済生会滋賀県病院 

関西広域連合 平成27年４月 

鳥取県ドクターヘリ 国立大学法人鳥取大学 

医学部附属病院 

関西広域連合 平成30年３月 

和歌山県ドクターヘリ 和歌山県立医科大学 

附属病院 

和歌山県立医科 

大学附属病院 

平成15年１月 
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○ドクターヘリ運航実績（カッコ内は前年度実績） 

名称 出動回数 府県別実績 

大阪府ドクターヘリ 128回 

(156回) 

大阪府  68回(   63回) 奈良県 １回( ５回) 

滋賀県  ８回(   30回) 和歌山県５回( 11回) 

京都府  46回(   47回) 

３府県ドクターヘリ 1,858回 

(2,105回) 

兵庫県1,462回(1,700回) 鳥取県 67回( 82回) 

京都府 329回(  323回) 

徳島県ドクターヘリ 466回 

(469回) 

徳島県 453回(  456回) 高知県 ６回( ５回) 

兵庫県  ５回(   ４回) 愛媛県 ０回( １回) 

和歌山県 ２回(  ２回) 香川県 ０回( １回) 

兵庫県ドクターヘリ 646回 

(538回) 

兵庫県 646回(  538回) 

京滋ドクターヘリ 419回 

(620回) 

滋賀県 357回(  580回) 福井県 17回( 12回) 

京都府  45回(   28回) 

鳥取県ドクターヘリ 465回 

(383回) 

鳥取県 294回(  243回) 岡山県  ６回( ４回) 

兵庫県  ０回(   １回) 広島県  ５回( ５回) 

島根県 160回( 130回) 

和歌山県ドクターヘリ 488 回  

(440 回) 

和歌山県479回(  433回) 奈良県  ４回( ３回) 

大阪府  １回(   ０回) 三重県  ４回( ４回) 

徳島県  ０回(  １回) 

合   計 
4,470回 

(4,711回) 
 

イ ドクターヘリ臨時離着陸場の確保 

ドクターヘリ臨時離着陸場について、3,192箇所（令和２年３月31日現在）を確保した。 

ウ ドクターヘリ関係者会議の開催 

ドクターヘリの諸課題について調整、検討及び研究を行うため、ドクターヘリ関係者会

議を開催し、各基地病院及び構成府県間の意識共有が図られるとともに、広域災害時の奈

良県ヘリも含めた８機体制について検討が進められるなど、連携強化が図られた。 

     ○第９回関西広域連合ドクターヘリ関係者会議 

開催日 場所 概要 出席者 

令和２年 

１月27日 

大阪大学 

医学部 

附属病院 

議題「関西広域連合ドクターヘリの運航 

に係る今後の取組について」 

基地病院救命救急 

センター長等８名 

構成府県、オブザ 

ーバー等 11 名 

 

③ ドクターヘリ搭乗人材の育成・普及啓発          〔決算額 317千円(㉚ 473千円)〕 

   【目標目的】 

     ドクターヘリの安定的な運営を継続していくため、実践的な研修の実施・参加によりドク

ターヘリ搭乗人材の育成を図る。 

また関西広域連合管内のドクターヘリの円滑な連携体制構築のため、各基地病院のフライ

トドクター・ナース同士が情報共有・意見交換が行える会議を開催する。 

     目標：ドクターヘリ搭乗医師・看護師養成数 215名 

        連絡会議参加者数 28名 

【実施結果】 

 ア 救急医療人材の育成 

   各基地病院において、実践的な研修を実施し、これまで231名の更なる搭乗医師・看護師

の養成が図られた。 
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イ ドクターヘリ基地病院交流・連絡会の開催 

ドクターヘリ基地病院交流・連絡会を開催し、フライトドクター・ナースのスキルアッ

プや基地病院間の連携強化を図られた。 

     ○第３回ドクターヘリ基地病院交流・連絡会 

開催日 場所 概要 出席者 

令和２年 

１月27日 

大阪大学 

医学部 

附属病院 

事例報告・意見交換 

「局地災害・多数傷病者事案における基地 

病院としての活動の課題について」 

「フライトナースの養成・スキルアップの 

取組について」 

基地病院施設見学 

フライトドクター 

・ナース、オブザー

バー 37 名 

    ウ ドクターヘリの普及啓発の実施 

ドクターヘリＰＲ用のグッズの作成・配布を行ったほか、マスコミ公開の訓練や見学会

を開催し、ドクターヘリ運航に係る府県民への普及啓発や理解促進を図った。 

 

④ 周産期医療連携体制の充実                 〔決算額 11千円(㉚ 3千円)〕 

   【目標目的】 

     周産期医療においては、産科医や新生児医療を担当する医師が不足する中、緊急母体搬送

等を円滑に確保できる広域的な連携体制の構築が求められているため、関係機関が災害時の

対応を含めた諸課題について情報共有や意見交換を行い、連携体制の充実を図る。 

【実施結果】 

「近畿ブロック周産期医療広域連携検討会」の事務局の移管を受け、構成団体と情報共有、

意見交換等を行ったことにより、周産期医療の連携体制の充実が図られた。 

    ○令和元年度近畿ブロック周産期医療広域連携検討会 

開催日 場所 概要 出席者 

令和２年 

１月29日 

大阪府立 

国際会議場 

議題「災害時小児周産期リエゾンの府県独

自の訓練・会議」 

  「産科医の確保について」 

構成府県、広域搬送 

調整拠点病院医師等 

24名 

 

(3) 災害時における広域医療体制の強化         〔決算額 8千円(㉚ 532千円)〕 

⑤ 災害医療に係る体制の構築・訓練の実施           〔決算額 8千円(㉚ 532千円)〕 

   【目標目的】 

     「南海トラフ巨大地震」をはじめとした大規模災害発生時に迅速かつ円滑な医療が提供で

きるよう、被災地医療を統括・調整する災害医療コーディネーターのさらなる養成や資質の

向上を図るとともに、府県域を越えた広域による実践的な訓練の実施により、災害医療体制

の充実･強化を図る。 

また、広域防災分野とも連携を図りながら、「緊急被ばく医療」における広域連携体制につ

いて検討を行う。 

    （目標：研修参加者数 35名、広域連合管内訓練参加ＤＭＡＴ数 30チーム） 

【実施結果】 

ア 災害医療コーディネーター養成研修 

広域連合管内の災害医療コーディネーター、医療関係者及び行政担当者が参加し、各構

成団体における災害医療体制等について研修を実施する予定であったが、新型コロナウイ

ルスへの対応のため、中止とした。 

開催予定日 予定場所 研修予定内容 備考 

令和２年 

２月29日 

稲森記念会館 

(京都府京都市) 

透析分野の災害対応 新型コロナウイルス 

への対応のため中止 
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イ 災害医療訓練の実施 

広域連合管内のＤＭＡＴが内閣府主催の大規模地震時医療活動訓練等に参加して災害医

療訓練を実施し、災害対応の幅広い知見を得るだけでなく、関係機関間の連携を深めるこ

とができた。 

訓練名 実施日 実施場所 訓練内容 参加数 

大規模地震時 

医療活動訓練 

令和元年 

９月７日 

埼玉県、千葉県、 

東京都、神奈川県 

(想定被災地) 

首都直下地震を想定した医

療活動訓練 

広域連合 

管内 DMAT 

59 チーム 

関西広域連合 

通信訓練 

令和元年 

11月15日 

構成府県 構成府県市合同による衛星

携帯電話の通信訓練 

「広域災害救急医療情報シ

ステム(EMIS）」の入力訓練 

７府県 

近畿地方DMAT 

ブロック訓練 

令和元年 

11月30日 

滋賀県 

(想定被災地) 

琵琶湖西岸断層帯地震（内陸

直下型地震）及び大規模水害

を想定した医療活動訓練 

広域連合 

管内 DMAT 

60 チーム 

ウ 緊急被ばく医療における広域連携 

広域的な「原子力災害医療」に係る体制構築を図るため、「緊急被ばく医療」に係る会議

に出席し、一定の知見を得ることができたが、引き続き検討を進める必要がある。 

    ○地域原子力災害医療連携推進協議会 

開催日 会場 概要 参加者 

令和元年 

８月19日 

ホテル金沢 

(石川県金沢市) 

日本の原子力災害時の医療体制につい

て原子力規制庁の説明を受けるととも

に、関係府県や原子力災害拠点病院にお

ける現状・課題の情報共有を行った。 

府県担当職員、 

原子力災害拠点 

病院等 66名 

 

(4) 課題解決に向けた広域医療体制の構築      〔決算額 297千円(㉚ 130千円)〕 

⑥ 薬物乱用防止対策に係る広域連携             〔決算額 179千円(㉚ 130千円)〕 

   【目標目的】 

     「危険ドラッグ」流通経路の潜在化・巧妙化や若年層の薬物乱用者増加等の課題に対応す

るため、薬物乱用防止対策の効果的な取組事例の共有や、薬物乱用防止の機運醸成及び周知・

広報活動の連携強化等の取組を実施する。 

    （目標：研修会・担当者会の参加者数 20人） 

【実施結果】 

薬物乱用防止対策として、「危険ドラッグ」の撲滅に向け、構成団体と連携して情報共有等

を行い、知識の習得を図った。 

開催日 会場 概要 参加者 

令和元年 

11月７日 

大阪府立 

国際会議場 

実務担当者会議 

議題「構成府県市での取組」 

   「大麻栽培許可事例」 

合同研修 

講演「大麻成分の定量検査に関する取組」 

中平 裕基氏（栃木県保健福祉部薬

務課主任） 

   「大麻濃縮物等の鑑定及び薬物トレンド

に関する講演」 

家宇治 啓氏（四国厚生支局麻薬取

締部鑑定官） 

担当職員 18名 

 

 

担当職員、警察、

税関、厚生労働

省麻薬取締部職

員等 

53名 
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⑦ 専門分野における広域連携                 〔決算額 118千円(㉚ 0千円)〕 

   【目標目的】 

     次世代医療や高度医療専門分野などの新たな広域医療連携課題について、調査･研究及び広

報を実施する。 

【実施結果】 

ア 感染症対策に係る広域連携 

  国内外の交流拡大に伴う感染症リスクの増加に備え、感染症担当者会議及び合同研修会

を実施して、各構成府県市の取組状況等について情報共有するとともに、各担当者間の連

携を図った。 

開催日 場所 概要 出席者 

令和元年 

６月３日 

大阪府立 

国際会議場 

合同研修会 

講演「感染症サーベイランス体制の機能強化 

～輸入感染症への備え～」 

     加來 浩器氏（防衛医科大学校防衛医

学研究センター教授） 

担当者会議 

議題「今後のインバウンドの拡大を踏まえた感 

染症サーベイランス体制等について」 

構成府県市、

連携県の感

染症担当者、

広域防災局、

広域観光･文

化･ｽﾎﾟｰﾂ興

局職員 28名 

イ 子どもの事故防止研修会の開催 

  窒息や転落をはじめとする「子どもの事故」防止について、消費者庁が徳島県を実証フ

ィールドとして「子どもの事故」に関する様々な取組を行っており、その成果を関西全体

に広げ、事故予防への理解をさらに深めていくため、消費者庁と連携した合同研修会を開

催し、構成府県市の取組を促進した。 

 ○子どもの事故防止合同研修会 

開催日 場所 概要 出席者 

令和元年 

10月10日 

大阪府立 

国際会議場 

講演「妊娠期から伝えたい乳児の事故防止：自治体 

の母親学級を用いた事故予防教育の可能性」 

本田 千加子氏（東京大学大学院医学系研 

究科健康科学・看護学専攻地域看護学分野 

特任助教） 

報告「消費者庁における子どもの事故防止に向けた 

取組」 

鮎澤 良史氏（消費者庁消費者安全課長） 

構成府県 

医療･福祉 

関係者等  

72名 

ウ 新たな広域医療連携に係る情報共有 

アルコール依存症・薬物依存症・ジェネリック医薬品の適正な使用・ギャンブル等依存

症対策・ＩＣＴを活用した次世代医療に関して、各構成団体の取組状況等について情報共

有を図った。 
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５ 広域環境保全                         〔決算額 39,424千円(㉚ 41,391千円)〕 

 

(1) 関西広域環境保全計画の推進               〔決算額 179千円(㉚ 176千円)〕 

① 関西広域環境保全計画の推進                     〔決算額 179千円(㉚ 176千円)〕 

   【目標目的】 

     関西における環境分野の広域的課題に対処していくため、目指すべき姿、施策の方向性、

取り組むべき施策等を定めた「関西広域環境保全計画」に基づき、各取組を推進する。 

なお、構成府県市参与による会議で各取組について協議し、計画の進行管理を行うととも

に、有識者による事業の点検・評価等を行うことで、計画の適切な運用を図る。 

【実施結果】 

    ア 関西広域環境保全計画の改定 

 「地域環境・地球環境問題に対応し、環境・経済・社会の統合的向上による持続可能な

関西の実現」を目標に、関西における環境分野の広域的課題に対処していくため、目指す

べき姿や施策の方向性、取り組むべき施策等を定めた「関西広域環境保全計画（第３期）」

を策定した。 

    イ 有識者による事業の点検・評価、計画の適切な運用 

関西における環境分野の広域的課題に対処していくため、「関西広域環境保全計画に関す

る有識者会議」を開催し、事業の評価および次年度の事業展開に関して、専門的な観点か

ら助言を得た。 

開催日 場所 出席者 概要 

令和元年 

７月17日 

滋賀県 委員５名 

局長及び参与 

・関西広域環境保全計画の改定について 

令和元年 

10月15日 

滋賀県 委員５名 

局長及び参与 

・令和元年度事業の取組状況及び令和２年度 

事業(案)について 

・関西広域環境保全計画の改定について 

 

(2) 再生可能エネルギーの拡大と低炭素社会づくりの推進 

〔決算額 3,198千円(㉚ 3,269千円)〕 

② 再生可能エネルギーの導入促進事業            〔決算額 538千円(㉚ 549千円)〕 

   【目標目的】 

     再生可能エネルギーの導入促進に関する課題や情報等の共有、発信を進めるとともに、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。 

    （目標：研修会等参加者の再エネ導入への意欲向上度 90％） 

【実施結果】 

ア 効果的な施策推進に関する情報収集・調査研究・情報発信 

  構成府県市との担当者会議を開催し、次期広域環境保全計画の策定に向けた再生可能エ

ネルギーの導入目標の検討や、各府県市のエネルギー関連計画について意見交換等を実施

するとともに、「関西エネルギーポータルサイト～エネ窓ＫＡＮＳＡＩ～」を活用して、国

や構成府県市で実施している支援制度等の情報を発信するなど、各構成府県市の実状に応

じた施策展開を後押しした。 

イ 再生可能エネルギー導入の担い手となる人材育成 

再生可能エネルギーの導入促進を図るため、バイオマスや小水力など地域の未利用資源

の利活用に関する研修会を開催し、再生可能エネルギーの更なる導入促進に向けた機運の

醸成につながった。 

なお、目標には到達しなかったが、80％の参加者が再生可能エネルギー導入への意欲が

向上したと回答していることから、目標設定の妥当性の検証を行うとともに、より事業効

果が高まる研修テーマの設定を行う。 
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実施日 場所 研修内容 参加者数 

令和２年 

１月28日 

大阪府立 

国際会議場 

基調講演「地域循環共生圏の構築～地域発の脱炭素

化・SDGs構想に向けて～」 

米田 幸生氏（環境省近畿地方環境事務所環境対

策課 地域適応推進専門官） 

講演1.「これからのバイオマス熱利用を考える～日

本と欧州の事例から～」 

井筒 耕平氏（株式会社sonraku） 

講演2.「小水力発電が灯す明るい未来」 

喜多 真一氏（喜多機械産業株式会社） 

講演3.「未利用材を活用した小規模バイオマス発電

と地域振興」 

尾地 裕一氏（新宮エネルギー株式会社） 

99名 

  アンケート結果 

再エネ導入への意欲向上度 80％ 

・地域活性化のツールとして再エネによる分散型電源は親和性が高いことが認識できた。 

・再エネは導入にコストがかかるが、地域の自立には必要だと認識できた。 

 

③ 住民・事業者啓発事業                〔決算額 1,300千円(㉚ 1,046千円)〕 

   【目標目的】 

     広域で実施することにより、一層のＰＲ効果が期待でき、かつ、効率化を図ることができ

るものについて、広域連合が統一行動を企画・立案し、各府県市と調整のうえ実施する。ま

た、住民啓発の核となる地球温暖化防止活動推進センターの連携を進めるとともに、温暖化

対策に係る取組を活かすための各構成団体での取組の情報共有を進める。 

（目標：エコオフィス宣言事業所数 1,770事業所） 

【実施結果】 

ア 関西のエコスタイルキャンペーンの実施 

  関西広域連合において統一省エネキャンペーンを一斉に実施することにより、各府県市

の住民・事業者やマスコミ等へのアピール度が高まるとともに、ポスター等を統一的な内

容で一括して作成することでコストの削減を図った。 

  なお、３月の住民・事業者啓発事業担当者会議については、新型コロナウイルス感染症

拡大により書面開催とした。 

広域取組 呼びかけ期間 

関西夏のエコスタイル 令和元年５月１日～10月31日 

関西夏のクールチョイス 令和元年７月１日～９月30日 

関西冬のエコスタイル 令和元年12月１日～令和２年３月31日 

イ 関西エコオフィス運動の展開 

  関西エコオフィス運動を広く展開するため、エコオフィス宣言事業所を募集し、優れた

取組を水平展開し、温暖化防止活動の裾野を拡げるため、前年度受賞事業所の取組事例集

等を作成しＰＲを行ったが、総登録事業所数は若干数減ったので、次年度は構成府県市に

おいても様々な広報媒体により募集する。 

エコオフィス宣言事業所数 1,760事業所（令和２年３月31日現在） 

ウ 住民・事業者が主体となって取り組む温室効果ガス削減対策の推進 

  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を集めて合同研修会を開催した。参加者の今後の活動に役立

つプログラムにより、構成府県市全体でのレベルアップを図った。 
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研修名 実施日 場所 研修内容 参加者数 

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 

令和元年 

11月22日 

徳島県 ・徳島県地球温暖化防止活動推 

進センター事業紹介 

・活動発表（徳島県） 

・カードゲーム「2030 SDGs」 

を通じたワークショップ 

・意見交換 

27名 

 

④ 次世代自動車普及促進事業              〔決算額 1,361千円(㉚ 1,674千円)〕 

   【目標目的】 

     運輸部門の温室効果ガスの排出量削減を進めるため、次世代自動車（EV、PHV、FCV）の普

及に係る啓発活動を推進する。 

    （目標：エコカー検定合格率 85％（スタンダード）） 

【実施結果】 

ア 「次世代モビリティ社会と地方自治体の役割について考える」フォーラムの開催 

  関西広域連合での次世代自動車普及促進事業におけるこれまでの取組を振り返るととも

に、「モノ」としてのモビリティから「サービス」としてのモビリティへの転換など次世代

自動車を取り巻く最先端の動向について情報発信し、地域課題（エネルギー・環境問題、

交通弱者問題）の解決ツールとしての次世代自動車の活用方策の事例共有を通じて、今後

の効果的な施策推進に繋がった。 

  なお、３月の次世代自動車普及促進事業担当者会議については、新型コロナウイルス感

染症拡大により書面開催とした。 

開催日 場所 内容 参加者数 

令和元年 

10月４日 

けいはんな 

オープンイ

ノベーショ

ンセンター

（KICK） 

（京都府 

木津川市） 

取組事例の紹介 

「次世代モビリティ社会に向けた鳥取県の取組」 

藤木 慎一郎氏（鳥取県生活環境部環境立県推

進課次世代エネルギー推進室長） 

「南丹市美山町でのモビリティ活用と課題」 

青田 真樹氏（一般社団法人南丹市美山観光ま

ちづくり協会事務局次長） 

リレー講演 

「自動車産業を巡る状況と電動化対応の方向性」 

佐藤 吉信氏（経済産業省製造産業局自動車課

自動車戦略企画室課長補佐） 

「EVを活用したVPP実証事業について」 

岡田 重樹氏（関西電力株式会社） 

「電動車普及に向けた取組みについて－トヨタが

目指すもの－」 

酒井 ゆう子氏（トヨタ自動車株式会社） 

「Hondaの電動車活用社会に向けた取り組み」 

岩田 和之氏（本田技研工業株式会社） 

「EVとバッテリーで拡がる社会エコシステム」 

堀江 浩史氏（日産自動車株式会社） 

「「電動DRIVE」社会の実現に向けて 」 

岩本 和明氏（三菱自動車工業株式会社） 

「EV普及に向けたNTTグループの取り組み 」 

岡 敦子氏（日本電信電話株式会社） 

約100名 
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    イ 燃料電池自動車（ＦＣＶ）啓発冊子の作成 

ＦＣＶの環境性能や水素充てんに係る情報を整理して普及につなげるエコカー検定のテ

キストを兼ねた啓発冊子の作成を行い、幅広い層を対象に情報提供及び普及啓発の実施が

出来た。 

  ウ エコカー検定の実施 

      知識向上を楽しみながら、次世代自動車に魅力を感じてもらうための検定を実施し、幅

広い層への働きかけが進んだ。 

検定期間 受検者数 合格率（スタンダード） 

令和元年10月１日～12月10日 960名 77.3％ 

 

(3) 自然共生型社会づくりの推進       〔決算額 30,448千円(㉚ 33,101千円)〕 

⑤ 関西地域カワウ広域管理計画の推進         〔決算額 19,193千円(㉚ 18,552千円)〕 

   【目標目的】 

     府県域を越えて広域的に移動し、関西各地において被害を及ぼしているカワウについて、

関西地域カワウ広域管理計画に基づき、被害減少に取り組む。 

    （目標：対策の体制が整った被害地域 年１箇所以上） 

【実施結果】 

    ア 関西地域カワウ広域管理計画(第３次)の策定 

在来種であるカワウの持続的な生息を前提としつつ、広域でカワウの管理に取り組むこ

とによって、関西地域全体のカワウ被害を総合的かつ効率的に減らすことを目的に、基本

的な方針や実施する内容等を定めた「関西地域カワウ広域管理計画(第３次)」を策定した。 

管理の目標 地域毎の被害量の減少、各地域の被害を与えるカワウの平成25年度の個

体数（飛来数）を令和５年度までに半減、カワウの生息地の管理 

基本的な方針 広域的な調査、情報収集により得られた知見、成果をもとに対策の方向

性を示す。また、対策を全体に展開させ、地域毎の取組みの推進を図る。 

実施する内容 カワウの生息動向調査、被害状況及び被害対策状況の把握、対策検証事

業の広域展開、計画策定等の支援 

    イ 生息状況や被害防除に関するモニタリング調査 

   ・カワウ生息動向調査の実施 

ねぐら･コロニー（延べ340か所）の春、夏、冬期のカワウの生息数、巣数、繁殖状

況の調査及び幼鳥のカワウ（84羽）に足環を装着し、移動分散状況の調査を実施した。 

・被害情報及び被害対策情報の収集 

漁協を対象に被害対策シートにより被害情報・被害対策情報（89漁協回答）及び飛

来数情報（21漁協回答）を収集した。 

      ・調査結果 

今後の個体数増加や被害拡大を防止するため、引き続き監視が必要である。 

項 目 H25 H30 R01 傾  向 

個体数(夏期) 25,293羽 17,113羽 18,142羽 全体として減少傾向だ

が、前年度からは増加し

ている 

ねぐら箇所数 

(夏期) 

55箇所 89箇所 92箇所 増加傾向にあり、カワウ

の分布が拡大している 

前年と比べた 

被害の傾向 

改善  14％ 

変わらず 55％ 

悪化  31％ 

改善  15％ 

変わらず 58％ 

悪化  27％ 

改善  19％ 

変わらず 56％ 

悪化  25％ 

徐々に改善の割合が高

く、悪化の割合が低くな

っており、対策の効果が

現れている 
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ウ カワウ対策 

・対策検証事業の広域展開 

漁業や生活環境被害が発生している３地域（滋賀県愛荘町、京都府福知山市、和歌

山県新宮市）に専門家を派遣し、地域でカワウ対策を実施するために必要な講習や対

策の模擬実施等を行って対策の体制を整えることができた。 

・捕獲手法の開発検討 

漁業被害等が深刻な河川や溜め池等における被害防除のため、銃器以外の新たな捕

獲手法について、効果や課題をとりまとめた。 

    エ 有識者等による事業の点検・評価、計画の適切な運用 

カワウ対策を効果的に実施するため、「関西地域カワウ広域管理計画の推進に関する検討

委員会」及び担当者会議を開催した。 

開催日 場所 出席者 概要 

令和元年 

７月２日 

大阪府 担当者 

14名 

・関西広域連合におけるカワウ対策の取組 

・平成30年度及び令和元年度事業実施結果について 

・令和元年度事業計画について 

・関西地域カワウ広域管理計画(第３次)の策定について 

令和元年

７月10日 

大阪府 委員 

４名 

 

・カワウ生息動向調査等の結果について 

・令和元年度事業計画および実施状況について 

・関西地域カワウ広域管理計画(第３次)の策定について 

令和元年 

11月６日 

大阪府 担当者 

18名 

・令和元年度事業の実施状況について 

・関西地域カワウ広域管理計画(第３次)の策定について 

・令和２年度事業計画（案）について 

令和元年 

12月４日 

大阪府 委員 

４名 

 

・カワウ生息動向調査等の結果について 

・関西地域カワウ広域管理計画(第３次)の策定について 

・令和２年度事業計画について 

令和２年 

３月４日 

大阪府 担当者 

12名 

・令和元年度事業の実施状況・実施結果について 

・令和２年度事業計画について 

・関西地域カワウ広域管理計画(第３次)の策定について 

 

⑥ 広域連携による鳥獣被害対策の推進         〔決算額 8,135千円(㉚ 10,918千円)〕 

   【目標目的】 

     ニホンジカや外来獣等を中心とした鳥獣による被害が深刻化していることから、被害状況

の把握、捕獲態勢の検討、モデル地域での実践などを行い、より効果的・効率的な被害対策

を目指して、人材育成を図る。 

    （目標：講座参加者 年延べ30人以上） 

【実施結果】 

ア 人材育成に基づく捕獲態勢の整備 

ニホンジカ等の捕獲事業を公共事業として監理監督できる行政職員を養成するため、構

成府県市の職員を対象に野生動物に関する専門的知識や捕獲技術の講座を全６回（参加者

延べ43人）開催した。 

イ モデル地域での効果的な捕獲の検討（試行的捕獲） 

モデル地域である徳島県佐那河内村において、前年度の課題等を踏まえ、事前にニホン

ジカを誘引する作業や銃器による捕獲環境の整備を実施し、試行的捕獲前後のデータを収

集して「鳥獣捕獲等事業 設計・監理のガイドライン」を更新した。 

ウ 広域連携による鳥獣被害対策の推進 

新たに食肉利用等に取り組もうとする自治体の取組方針の検討や既に取り組んでいる自

治体等の運営改善に役立てるため、統計情報や論文等をもとにニホンジカ、イノシシの利
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活用に関する実態の概況調査を実施し、現状と課題を整理し、今後の食肉利用等のあり方

に対する提言も盛り込み、社会課題に対応した有害鳥獣捕獲の態勢整備について取りまと

めを行った。 

 

⑦ 生物多様性に関する情報の共有および流域での取組による生態系サービスの維持・向上 

                         〔決算額 3,120千円(㉚ 3,631千円)〕 

   【目標目的】 

     「関西広域環境保全計画」に基づき、生物多様性に関するデータベースの共有化を図り、

関西地域において生物多様性保全上重要な自然エリアを「関西の活かしたい自然エリア」

として選定し、公表している。この自然エリアについて、保全と活用の取り組みを推進し、

関西地域の生態系サービスの維持、向上を図ることを目的としている。 

（目標：エコツアー参加者 20人以上） 

【実施結果】 

ア 関西の活かしたい自然エリアエコツアー体験学習 

関西広域連合で選定した23区域にわたる「関西の活かしたい自然エリア」を活用してエ

コツアーを企画・運営する際の足掛かりとしてもらうため、エコツアーを構成する様々な

要素を盛り込んだエコツアーを企画・実施し、生物多様性や自然の恵みの重要性、および

それらと関わる地域の人々の歴史や文化などの営みへの気付きと理解を深めた。 

なお、目標には到達しなかったが、参加者が、地域の自然資源を活用し、その理解を深

め、保全や持続的利用を促すことにつながるエコツアーへと展開するきっかけになること

が期待される。 

開催日 対象エリア 参加者 

令和元年10月８日 自然エリア９「東播磨・北淡路」 構成自治体、活動団体、 

旅行会社、教育機関等 13名 

イ 生物多様性に関する情報の共有 

構成自治体が主催する生物多様性イベントや、各自然史系博物館及び各施設のスペース

を活用し、自然エリアを紹介するパネル等の展示会を実施して、生物多様性保全上重要な

「関西の活かしたい自然エリア」23地域の普及を図った。 

〇展示実績 

開催日 イベント名 会場 

令和元年11月16日、17日 大阪自然史フェスティバル 大阪市立自然史博物館 

令和元年12月７日、８日 京都環境フェスティバル 京都パルスプラザ 

令和２年２月11日 第15回共生のひろば 兵庫県立人と自然の博物館 

    ウ 自然エリア情報活用のための研修会の開催 

令和２年３月に予定していた「自然エリア情報活用のためのGIS研修会」については、新

型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け中止した。 

 

(4) 循環型社会づくりの推進           〔決算額 3,373千円(㉚ 2,667千円)〕 

⑧ ３Ｒ等の統一取組の展開              〔決算額 3,373千円(㉚ 2,667千円)〕 

   【目標目的】 

     ３Ｒの推進に向けて、マイボトル運動の推進など統一的な啓発を行うことにより、廃棄物

の発生抑制を図るとともに、ごみを出さないライフスタイルへの転換を図る。 

     また、循環型社会づくりの先進事例や課題について、構成府県市において情報を共有する

とともに、広域で統一的に実施する取組の検討を行う。 

    （目標：スポットＭＡＰアクセス数 四半期平均600件） 

【実施結果】 

３Ｒ等の統一的な取組を進めるため、以下の広域的な取組を行った。 
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ア マイボトル運動等に係る啓発活動の推進 

使い捨て容器の削減を図るため、マイボトルの利用可能な店舗をＷＥＢ上で検索するこ

とができる「マイボトルスポットＭＡＰ」を更新した。また、登録店舗でのマイボトル利

用客を対象とした懸賞応募企画を実施し、マイボトルの利用促進やスポットＭＡＰの認知

度向上を図った。 

懸賞企画実施期間 応募者数 スポットＭＡＰアクセス数 

令和元年10月１日～11月30日 80名 四半期平均1,620件 

併せて「関西プラスチックごみゼロ宣言」を踏まえ、関西地域における３Ｒをさらに推

進し、プラスチックをはじめとするごみを出さないライフスタイルへの転換を図るため、

様々な広告媒体を組み合わせた啓発活動を行った。 

○実績 

・マイボトル懸賞企画や３Ｒ啓発のインターネット広告（3ヵ月：約16,000ｱｸｾｽ） 

・ＭＢＳラジオ等でマイボトルやマイバッグ利用促進の広告を放送 

・ＪＲ及び大阪メトロ駅構内での３Ｒ啓発ポスターの掲載（12駅：各２週間） 

・情報誌「読売ライフ」（約150万部）へのマイボトル懸賞企画の公告掲載 

・「マイバッグ携帯」啓発動画のインターネット（Youtube）配信 

・シンボルロゴマークを用いた構成府県市での啓発 

・構成府県市の３Ｒ等の取組を関西広域連合facebookに掲載（８府県市） 

イ 先進事例や課題の共有・統一的な取組の検討 

構成府県市の資源循環担当者による会議（３回）を開催し、先進事例や課題を共有し、

広域で統一的に実施する取組の検討を行った。 

 

(5) 環境人材育成の推進             〔決算額 1,863千円(㉚ 1,849千円)〕 

⑨ 人材育成施策の広域展開               〔決算額 1,863千円(㉚ 1,849千円)〕 

   【目標目的】 

     関西にある豊富な地域資源を活用した環境学習コンテンツ（フィールド、教材など）につ

いて、府県市の壁を越えて共有するとともに、湖沼や川、海などの水環境と暮らしとのつな

がりに触れ、環境問題への理解を深めることについて、府県市と連携して情報を発信する。 

具体的には、滋賀県が開発した環境学習プログラムを参考に、持続可能な社会を担う人育

てにおいて重要な、人格の基礎が育まれる幼児期を対象とした環境学習をモデル的に展開す

るとともに、関西がもつ自然、歴史、文化など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。 

    （目標：研修会、環境学習参加者の意識向上率 90％以上） 

【実施結果】 

幼児期の気づきや感動を大切にした環境学習を推進するとともに、関西がもつ自然、歴史、

文化などの豊かな地域特性を活かした交流型環境学習を実施した。 

ア 幼児期環境学習の推進 

滋賀県の幼児期環境学習プログラムを参考に、幼児期を対象とした体験学習のモデル事

業（研修会）を、構成府県市で実施し、幼児期環境学習のノウハウの共有を行った。 

なお、５会場での開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により徳

島県での開催を中止した。 

実施日 実施府県市 開催園 研修ﾌｨｰﾙﾄﾞ 参加者数 

令和元年 

11月11日 

堺市 堺市立若松台こども園 公園 13名 

令和元年 

11月25日 

京都市 京都市立京極幼稚園 園庭、公園 13名 

令和元年 

12月５日 

大阪府 社会福祉法人照治福祉会 

摂津峡認定こども園 

児童公園 35名 
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令和２年 

２月12日 

京都府 社会福祉法人くわの実つむぎ会 

くわの実保育園 

園庭、 

児童公園 

18名 

※アンケート結果 

研修会、環境学習参加者の意識向上率 99％ 

・普段、自然に触れることができていないことに気づき、今後の保育に自然を更に取り

入れて実践するのが楽しみ。 

・環境活動に取り組んでいる方々の存在は認知していたが、実際に体験することで更に

理解が深まった。 

イ 地域特性を活かした交流型環境学習事業 

  関西がもつ自然、歴史、文化などの豊かな地域特性を活かした交流型環境学習を構成府

県市で実施し、府県市を越えて環境や課題等に対する理解を深めた。 

事業名 実施日 内容 参加者数 

天神崎自然観察教室 令和元年５月18日 磯観察、湿地・日和山散策 54名 

学習船「うみのこ」 

親子体験航海 
令和元年７月20日 航路：大津港～沖島水道～

大津港 

53組(106名) 

令和元年８月10日 57組(114名) 
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６ 資格試験・免許                     〔決算額 243,745千円(㉚ 138,270千円)〕 

 

(1) 資格試験・免許の広域実施         〔決算額 96,198千円(㉚ 53,441千円)〕 

① 調理師・製菓衛生師                  〔決算額 30,511千円(㉚ 35,439千円)〕 

   【目標目的】 

事務の効率化を目指し、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、徳島県の調理師・

製菓衛生師試験・免許等業務を一元的に実施する。 

【実施結果】 

ア 資格試験事務 

試験実施府県及び試験会場 試験日 合格発表日 

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、 

和歌山県及び徳島県内の10会場 

令和元年７月14日 令和元年８月23日 

 実施結果                          ※( )は前年度実績 

 出願者数 受験者数 合格者数 合格率 

調理師試験 
4,375人 

(5,030人)  

4,170人 

(4,784人) 

2,962人 

(3,593人) 

71.0％ 

(75.1％) 

製菓衛生師試験 
1,831人 

(1,895人)  

1,794人 

(1,855人) 

1,429人 

(1,619人) 

79.7％ 

(87.3％) 

イ 免許交付事務 

 新規 書換交付 再交付 その他 合 計 

調理師 5,015件 1,204件 1,086件 45件 7,350件 

製菓衛生師 1,247件 118件      51件 10件 1,426件 

 

② 准看護師                      〔決算額 7,879千円(㉚ 5,870千円)〕 

   【目標目的】 

事務の効率化を目指し、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・免許等業務を一元的に実施する。 

【実施結果】 

ア 資格試験事務 

試験実施府県及び試験会場 試験日 合格発表日 

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、 

和歌山県及び徳島県内の６会場 

令和２年２月16日 令和２年３月10日 

 実施結果                          ※( )は前年度実績 

 出願者数 受験者数 合格者数 合格率 

准看護師試験 
890人 

(921人) 

876人 

(913人) 

839人 

(893人) 

95.8％  

(97.8％) 

イ 免許交付事務 

 新規 書換交付 再交付 その他 合 計 

准看護師 1,029件 588件     204件     100件 1,921件 

ウ 准看護師の行政処分等 

罰金刑以上の刑に処せられた免許保有者等に対する行政処分等の実施 

業務停止２件 

 

 ③ 登録販売者・毒物劇物取扱者           〔決算額 57,808千円(㉚ 12,132千円)〕 

   【目標目的】 

事務の効率化を目指し、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・毒物劇物取扱者試験業務を一元的に実施する。 
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【実施結果】 

ア 資格試験事務 

 
試験実施府県 

及び試験会場 
試験日 合格発表日 

登録販売者試験 

滋賀県、京都府、大阪府、

兵庫県、和歌山県及び徳

島県内の８会場 

令和元年８月25日 令和元年10月４日 

毒物劇物取扱者 

試験 

滋賀県、京都府、大阪府、

兵庫県、和歌山県及び徳

島県内の８会場 

令和元年12月１日 令和２年１月16日 

 実施結果                          ※( )は前年度実績 

 出願者数 受験者数 合格者数 合格率 

登録販売者試験 
10,827人 

( ― 人) 

9,713人 

(  ― 人) 

5,711人 

(  ― 人) 

58.8％  

( ― ％) 

毒物劇物取扱者 

試験 

 1,923人 

(  ―  人) 

1,795人 

(  ― 人) 

  431人 

(  ― 人) 

24.0％  

( ― ％) 

※毒物劇物取扱者試験の数値は、一般、農業用品目、特定品目の合計値。 

※登録販売者試験、毒物劇物取扱者試験ともに令和元年度から実施しており、前年度実

績なし。 

 

(2) 管理費：本部事務局派遣職員人件費負担金(７名) 

〔決算額 62,307千円(㉚ 59,685千円)〕 

 

(3) 資格試験等基金積立金           〔決算額 58,735千円(㉚ 2,656千円)〕 

   【目標目的】 

     資格試験・免許等事務の実施において発生する余剰金及び利息を適切に運用するため資格

試験等基金に積み立てる。 

【実施結果】 

     平成30年度末基金残高 12,637,373円 

     令和元年度基金積立額 58,733,725円 

     令和元年度基金取崩額      0円 

     令和元年度利息収入額    1,569円  

     令和元年度末基金残高 71,372,667円 

（うち定期預金積立額 70,000,000円） ※年利0.010％ 
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７ 広域職員研修                          〔決算額 3,031千円(㉚ 3,281千円)〕 

 

(1) 広域的な視点の養成、業務執行能力の向上を図り、職員間の交流につなげる取組 

〔決算額 2,802千円(㉚ 3,077千円)〕 

① 政策形成能力研修の実施              〔決算額 2,802千円(㉚ 3,077千円)〕 

   【目標目的】 

     関西における共通課題等について研究を行うことを通じ、広域的な視点での政策形成の能

力向上を図るとともに、府県市職員間の相互理解を深め、人的ネットワークの形成にも寄与

することを目的とした政策形成能力研修を実施する。 

    （目標：受講者の研修内容の理解度 90％以上） 

【実施結果】 

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できる能力を身に付けることが必要

であるため、関西における共通の政策課題等をテーマとした「政策形成能力研修」を実施し、

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を図った。 

また、受講者アンケートの結果、「時間をかけて課題に取り組むことができ、参加者間の交

流から、新たな政策づくりのヒントが生まれる場であった」、「横のつながりが他構成団体職

員との間にできた」、「関西広域連合内のネットワーク形成という意味で大変意義のある研修

となった」等、目標に沿った評価と、研修内容についても受講者の94％が理解できたとの回

答を得ることができた。 

○合宿形式 

日  程 令和元年10月７日～９日 

研修会場 京都平安ホテル（京都府京都市上京区） 

受 講 者 概ね採用後10年目程度または30歳代の職員（受講者31名） 

研修内容 政策立案に関する講義 

文化資源を活用した地域振興を題材とした政策立案演習 

講  師 大森 彌氏（東京大学名誉教授） 

加藤 良太氏（同志社大学大学院嘱託講師） 

村上 佳代氏（文化庁地域文化創生本部文化財調査官） 

八木 浄顯氏（真宗佛光寺派総務） 

○集中講義形式 

日  程 ①令和元年10月31日～11月１日 

②令和２年２月20日～21日 

研修会場 PCカレッジ東梅田校（大阪府大阪市北区） 

受 講 者 概ね採用後10年目程度または30歳代の職員（受講者33名） 

研修内容 統計的思考・エビデンスに基づく政策立案研修 

PCを用いた情報収集・分析演習 

講  師 中村 良平氏（岡山大学大学院社会文化科学研究科特任教授） 

谷道 正太郎氏（総務省統計局・(独)統計ｾﾝﾀｰ 統計ﾃﾞｰﾀ利活用ｾﾝﾀｰ長） 

藤浪 正子氏（静岡県健康福祉部健康増進課専門主査） 

 

② 団体連携型研修の実施                   〔決算額 0千円(㉚ 0千円)〕 

   【目標目的】 

他団体の研修を受講することを通じ、各団体の地域性や多種多様な考え方を習得する。ま

た、各構成団体間の職員間の相互理解を深め、人的ネットワークを形成することを目的とし

て実施する。 
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【実施結果】 

各構成団体で主催している特色のある研修について、他構成団体からの職員を相互に受講

参加させることで幅広い研修メニューを提供する体制づくりを行い、令和元年度においては

全部で35研修に323名の職員が受講して、府県市職員の業務執行能力の向上を図った。 

○令和元年度に実施した主な団体連携型研修 

主催 研修名 開催日 相互参加他団体名 受講者数 

兵庫県 行政特別研修「激動の世

界の行方」 

令和元年 

８月26日 

京都府、徳島県、京都市、 

堺市、神戸市 

16名 

京都市 都市経営改革研修 令和２年 

１月17日 

滋賀県、京都府、兵庫県、 

和歌山県、徳島県、大阪市、 

堺市、神戸市 

26名 

神戸市 震災ロールプレイ 

研修 

令和２年 

１月23日 

外３回 

滋賀県、京都府、大阪府、 

兵庫県、和歌山県、徳島県、 

堺市 

16名 

 

(2) 研修の効率化                  〔決算額 119千円(㉚ 97千円)〕 

③ ＷＥＢ型研修の実施                    〔決算額 119千円(㉚ 97千円)〕 

   【目標目的】 

ＷＥＢを活用した「ＷＥＢ型研修」を実施し、研修会場までの移動に係る経費の削減と研

修受講機会の拡大を実現する。 

（目標：ＷＥＢ研修の実施回数 ５回以上） 

【実施結果】 

研修の効率化を図る取組として、インターネットを活用し他の会場へ研修を配信すること

により、各構成団体職員が１箇所に集合することなく一斉に受講できる「ＷＥＢ型研修」を

実施し、研修事務の効率化とともに受講機会の拡大を図ることができた。 

また、受講者にあっては、遠方の研修会場まで出向く必要が無く、配信先の会場において

も音声・画質ともに本会場と遜色がなく受講できたという感想が多く、概ね好評であった。 

○令和元年度に実施したＷＥＢ型研修 

主催 研修名 開催日 
ｻﾃﾗｲﾄ会場 

(配信先) 

ｻﾃﾗｲﾄ会場 

受講者数 

和歌山県 政策形成能力開発研修 令和元年 

９月10日 

関西広域連合 

本部事務局会議室 

27名 

和歌山県 業務改善支援研修 令和元年 

11月６日 

大阪市 

職員人材開発センター 

10名 

大阪市 人権問題研修 令和元年 

12月11日 

和歌山県職員研修所 ７名 

和歌山県 行政争訟講座 令和２年 

１月21日 

 ～22日 

大阪市 

職員人材開発センター 

10名 

和歌山県 財務諸表の見方研修 令和２年 

１月30日 

 ～31日 

大阪市 

職員人材開発センター 

41名 
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Ⅱ 広域連合の企画・管理 

 

１ 広域課題に対応するための企画・調整    〔決算額 26,251千円(㉚ 28,129千円)〕 

 

(1) 地方分権改革の推進             〔決算額 1,207千円(㉚ 1,849千円)〕 

引き続き、国出先機関の移管を目指し、国の事務・権限の一部であっても移譲を求めるととも

に、広域連合が国の出先機関の受け皿となり得ることを実際に示していくための取組を実施した。 

また、「国土の双眼構造の実現」に向け、政府機関等の移転促進に関する取組等を実施した。 

 

① 国の事務・権限の移譲促進等                         〔決算額 289千円(㉚ 202千円)〕 

   【目標目的】 

広域連合の取組を拡大・進化させる事務・権限や、国出先機関の事務・権限に加え大臣権

限も含めて、国から移譲すべき事務・権限をさらに掘り起こし、府県域を越える唯一の広域

連合として、地方分権改革を先頭に立って強力に推し進める。 

また、地方分権改革を推進する観点から、国に対して積極的に提言等を行う。 

さらに、広域行政のあり方検討会の最終報告を踏まえ、あるべき広域連合の姿について、

情報発信を行う。 

（目標：「地方分権改革に関する提案募集」の実現率を前年度（1/32件）以上とする。） 

【実施結果】 

「地方分権改革に関する提案募集」に対し、「特区のような方式」での事務・権限の移譲

を求める提案を含む、14項目28件の提案を提出したものの、提案が実現せず、実現率は昨年

度を下回ったため、今後も提案内容のさらなる調査・検討を進めていく必要がある。 

政府関係機関等との連携した取組については、「地方分権改革に関する提案募集」及び「国

の予算編成等に対する提案」において国との共同事務処理の提案を行うとともに、広域連合

と国出先機関の現在の連携状況を整理したことで今後の取組の基とすることができた。 

 

② 政府機関等の移転の促進                〔決算額 293千円(㉚ 1,110千円)〕 

   【目標目的】 

政府機関及び政府関係機関の地方移転並びに機能向上を推進するため、構成団体での進捗

状況等についての情報共有や関係団体の連携・施策展開による地方創生推進を目的とする会

議を開催する。 

【実施結果】 

構成団体と在関西政府機関、経済団体で構成される「政府機関等との地方創生推進会議」

を設置し、政府機関等と連携した取組についての情報共有に努めるとともに、意見交換・情

報発信等を行ったことで、政府機関と構成団体のニーズを横断的に調査し、連携した取組に

つなげることができた。 

また、政府機関等の移転による地方創生推進をＰＲするリーフレットを作成し、情報発信

に努めた。 

○構成員 

関西広域連合政府機関等対策プロジェクトチーム、文化庁地域文化創生本部、 

消費者庁消費者行政新未来創造オフィス、総務省統計局統計データ利活用センター、 

関西経済連合会、関西経済同友会 

○政府機関等との地方創生推進会議の開催 

 開催日 内容 

第１回 令和元年 

５月29日 

・在関西政府機関等の取組発表、連携した取組に向けた意見交換 

第２回 令和元年 ・在関西政府機関と関西広域連合構成府県市との連携について 
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９月10日 ・サステナブル経営推進セミナーの開催について 等 

第３回 令和２年 

２月４日 

・在関西政府機関と関西広域連合構成府県市との連携について 

・政府機関等との地方創生推進に係るリーフレットの作成について 

    ○サステナブル経営推進セミナーの開催 

開催日 会場 内容 参加者数 

令和元年 

11月12日 

関西経済 

連合会 

会議室 

講演「消費者は見ている」 

   加渡 いづみ氏（四国大学短期大学部 教授） 

「企業のサステナブル経営への取組事例」 

坪井 悦子氏（大塚ホールディングス株式会社 

CSR推進部 ｺﾝｼｭｰﾏｰﾘﾚｰｼｮﾝｽﾞ担当ﾘｰﾀﾞｰ） 

取組説明 

「徳島県におけるサステナブル経営推進の取組」 

勝間 基彦氏（徳島県消費者くらし政策課長） 

パネルディスカッション 

「企業と行政の連携によるSDGs」 

モデレーター：加渡 いづみ氏 

パネリスト：横見瀬 薫氏（消費者庁 参事官(調査・ 

物価等担当)付 政策企画専門官）、 

勝間 基彦氏、坪井 悦子氏、 

坂倉 忠夫氏（公益社団法人消費者

関連専門家会議専務理事） 

90名 

 

③ 市町村との意見交換会の開催                        〔決算額 625千円(㉚ 537千円)〕 

   【目標目的】 

 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・運営等について、

管内の市町村代表者等との意見交換を行う。 

【実施結果】 

関西全体として、国出先機関の円滑な移管実現をはじめとする分権改革の実現に向けた機

運醸成のため、また、広域連合の見える化の推進のため、市町村との意見交換会を開催した。 

時宜を得たテーマ設定により活発な意見交換が行われ、関西広域連合の取組等の情報共有

により関西に共通した課題認識がなされ、理解促進を図ることができた。 

    ○主な出席者 

     近畿市長会、近畿府県町村会長会、鳥取県市長会、鳥取県町村会、徳島県市長会、 

徳島県町村会の役員及び各府県市町村会正副会長等、連合委員等 

○開催実績 

開催日 会場 内容 

令和元年 

７月25日 

大阪府立 

国際会議場 

・「南海トラフ地震など大規模広域災害への備え」について 

 河田恵昭（関西大学社会安全研究センター長・特別教授） 

・関西広域連合の令和元年度の重点取組について 

・「ワールドマスターズゲームズ2021関西」に向けて  

・「2025年大阪・関西万博」について  

令和元年 

12月22日 

リーガロイヤル 

ＮＣＢ 

・関西広域連合の次期広域計画案等について 

・「ワールドマスターズゲームズ2021関西」について 
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(2) 広域企画戦略               〔決算額 20,487千円(㉚ 22,234千円)〕 

 ④ 広域的な流域対策の検討               〔決算額 9,876千円(㉚ 9,820千円)〕 

   【目標目的】 

     琵琶湖・淀川流域対策に係る研究会報告書（平成28年９月）により優先的に取り組むこと

とした３つの課題に対して、客観的な根拠の調査、シミュレーション等の流域アセスメント

を行う。 

【実施結果】 

  研究会と課題ごと３つの部会により、発展性のある基礎資料の蓄積と具体的な政策検討へ

の助言を踏まえ、課題ごとの対策に係る調査研究を行った。 

 ア 琵琶湖・淀川流域対策に係る研究会の開催 

開催日 内容 

令和２年２月27日 ・琵琶湖・淀川流域海ごみ抑制プラットフォーム会議経過報告と、 

水源保全部会及びリスクファイナンス部会のとりまとめ報告を 

し、各部会の提案の実現について助言等がなされた。 

イ 各部会の取組 

○リスクファイナンス部会 

開催日 内容 

令和元年５月29日 

７月４日 

８月９日 

令和２年１月27日 

・相互扶助制度の単位となる地域コミュニティ区分を具体化する

とともに、水位データをもとにした保険制度の概略をまとめた。 

○水源保全部会 

開催日 内容 

令和２年１月28日 ・水循環の健全化を図るために森林、耕地の姿に関するシナリオ 

を作成し、シナリオを条件としたシミュレーションにより指標 

の数値を明らかにした。 

・森林管理のリスクの視点からの課題提起として、土砂供給リス 

クに関する調査、計算等を行った。 

○海ごみ発生源対策部会 

開催日 内容 

令和元年６月11日 

９月11日 

12月25日 

令和２年２月４日 

・各主体の活動の促進に資する情報共有や連携のため「琵琶湖淀 

川流域海ごみ抑制プラットフォーム」を設置し、シンポジウム

を開催するなど、関係各主体との課題と情報の共有を行い、そ

れぞれの取組を促進した。 

・海洋プラスチックごみ問題から考えるSDGsシンポジウムの開催 

開催日：令和元年６月11日 

場 所：大阪府立国際会議場  参加者：約340人 

 

⑤ エネルギー政策                          〔決算額 5,733千円(㉚ 5,613千円)〕 

【目標目的】 

関西における望ましいエネルギー社会の実現を目指し、関西圏における水素エネルギーの

利活用の実用化に向けた広域的な取組の検討、国への提案を行う。 

（目標：関西圏における水素関連産業への参入事業者 ３年間で20社） 

【実施結果】 

ア 関西圏の水素サプライチェーン構想の作成 

平成29年度に取りまとめた「関西圏の水素ポテンシャルマップ」及び平成30年度に作成

した構想素案等をもとに、2030年頃の水素利活用の姿や、その実現に向けた道筋を示すロ
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ードマップを検討し、意見交換会や意見募集等により得た関係者の意見を踏まえて、「将来

における関西圏の水素サプライチェーン構想」を令和２年３月に策定した。これにより、

関西の民間事業者や住民、構成府県市等の関係者に対して水素に係る関西の今後の方向性

を共有することができた。 

また、関西圏における水素関連産業への参入事業者は、平成29年度から令和元年度の３

年間で26社増加し、関西圏の水素ポテンシャルの強化につながった。 

イ エネルギーに関する構成府県市間の情報共有、国への提案 

適宜、構成府県市間で情報共有を図るとともに、広く国民の理解が得られる中長期的な

エネルギー政策の推進について国へ提案を行った。 

 

⑥ 産学官連携によるイノベーションの強化・推進     〔決算額 1,876千円(㉚ 1,619千円)〕 

   【目標目的】 

     関西の優れた大学や最先端科学技術基盤、産業界が有する健康・エネルギー、ICT、安全・

安心、ものづくり等に関するポテンシャルを活かし、中長期的なイノベーション創出に向け

た広域的課題を解決するため、産学官が連携して調査検討等を推進する。 

【実施結果】 

健康長寿を達成する新たな産業の創造、安心で健康に生活できるまちづくりを目指し、関

西広域連合、域内すべての医学系大学・研究機関及び関西経済界５団体で構成する産学官連

携のプラットフォーム「関西健康・医療創生会議」が取りまとめた中間提言の具体化に向け

て、創生会議内においてワーキンググループを設置して検討を進めた。 

また、関西圏域の11大学と創生会議が共同提案した「関西広域医療データ人材教育拠点形

成事業」が文部科学省に採択されたことを受けて、産学官協同によるキックオフとしてシン

ポジウムを開催するなど、重点取組である「健康・医療データの利活用」、「健康・医療デー

タサイエンス人材の育成」を推進した。 

○関西健康・医療創生会議アドバイザリーボード会議の開催実績 

開催日 場所 内容 出席者 

令和元年 

８月19日 

関西広域連合 ・重点取組事項の進め方 

・シンポジウムの開催 等 

議長、アドバイザリー 

ボード等14名 

令和２年 

２月14日 

国立循環器病 

研究センター 

・デジタルヘルスビジネスの創出 

・令和２年度の取組と進め方 等 

議長、アドバイザリー 

ボード等13名 

○関西健康・医療創生会議シンポジウムの開催実績 

開催日 場所 テーマ 講師等 参加者数 

令和元年 

10月11日 

関西 

経済連合会 

関西におけるアカデミア連携 

による新たな医療人材の育成 

東京大学大学院 

医学系研究科教授 

等学識経験者５名 

約170名 

令和２年 

２月14日 

国立循環器病 

研究センター 

地域の健康・医療とライフコ 

ースデータ 

国立循環器病研究 

センター部長 

等学識経験者６名 

約180名 

※アンケート結果（シンポジウム参加者対象） 

令和元年10月11日開催分 

・大変有意義又は有意義との回答が94.5％ 

・事例紹介のあった実際のプログラムへの参加希望があるなど参加者の関心が高かった。 

令和２年２月14日開催分 

・大変有意義又は有意義との回答が98.3％ 

・わかりやすい内容で理解が深まった。 等 
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⑦ 特区推進（地域協議会事務局の運営）             〔決算額 0千円(㉚ 0千円)〕 

   【目標目的】 

     関西イノベーション国際戦略総合特区（以下、「関西特区」）に係る、日常的なマネジメント

や意思決定、事業の進捗把握と課題対応を担う官民一体の推進体制である、関西国際戦略総合

特別区域地域協議会事務局において、関西特区事業の推進を図っていく。 

【実施結果】 

関西経済連合会とともに関西国際戦略総合特別区域地域協議会事務局を運営し、認定事業の

進捗管理・推進や国との総合調整を行って税制支援の延長が実現したほか、関西特区の円滑な

推進に向け、必要に応じて国家戦略特区との連携を図った。 

 

⑧ 第３期広域計画等の推進と第４期広域計画等の策定    〔決算額 3,001千円(㉚ 2,977千円)〕 

   【目標目的】 

     第３期広域計画等を着実に推進し、その達成状況の評価・検証を行うとともに、今後の関

西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し、第４期広域計画等に

反映する。 

【実施結果】 

ア 第４期広域計画の策定 

  人口減少・少子高齢化社会のもと、これまでの関西広域連合の取組にかかる実績と課題

を踏まえ、広域連合議会での議論や、「広域計画等推進委員会」からの提言、経済界や構成

府県市・管内市町村からの意見を十分に検討しながら、第３期広域計画に引き続く、令和

２年度からの３年間を対象とした第４期広域計画を策定した。 

 イ 広域計画等推進委員会の運営 

「広域計画等推進委員会」を開催し、これまでの広域連合の取組に係る助言を得るとと

もに、関西に人の環流を起こし、関西の活力を高めるために必要なものや関西広域連合が

果たしていく役割等について指導・助言を受け、「第４期広域計画」策定の参考とした。 

会議 開催日 場所 議題 出席者 

第１回 令和元年 

６月５日 

本部事務局 

大会議室 

・座長・副座長の選任について 

・第４期広域計画策定スケジュール等について 

・第３期広域計画及び関西創生戦略の取組等に 

ついて 

委員 

８名 

第２回 令和元年 

10月７日 

本部事務局 

大会議室 

・第４期広域計画中間案について 委員 

10名 

第３回 令和元年 

12月６日 

本部事務局 

大会議室 

・第４期広域計画案及び第２期関西創生戦略案 

について 

委員 

７名 

ウ TCIネットワークへの参画  

第３期広域計画に掲げていた「アジアのハブ機能を担う新首都・関西」の実現に向け、

外国・国際機関との連携や海外との交流を促進し、海外との人的ネットワークを形成する

ための取組の１つとして、産業クラスターに関する研究者や実務担当者並びにクラスター

組織、開発機関、政府機関等により構成されるグローバルネットワーク組織であるTCIネッ

トワークに参画し、関西広域連合管内の産業クラスターに関する取組情報の発信を行い、

海外との交流促進や関西広域連合及び関西地域の国際的な存在感の向上に取り組んだ。 

エ 広域インフラの整備促進 

北陸新幹線について、１日も早い大阪までの全線開業の実現に向けて北陸と連携を図り

ながら関西として新たな取組を強力に推進していくため、関西広域連合、京都府、大阪府

及び関西経済連合会の共催による「北陸新幹線（敦賀・大阪間）建設促進大会」の開催と

国土交通省等への中央要請活動を実施し、早期開業に向けた機運の醸成を図った。 

また、高速道路のミッシングリンクの解消などについて、令和元年６月及び11月に実施

－56－



 

した「国の予算編成等に対する提案」を通じて、国に対し要望等を行った。 

○北陸新幹線（敦賀・大阪間）建設促進大会 

開催日 開催場所 参加者 

令和元年 

11月26日 

ホテルグランド 

アーク半蔵門 

(東京都千代田区) 

沿線自治体等選出国会議員、国土交通省、 

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、 

西日本旅客鉄道株式会社、福井県、 

主催沿線自治体議会議長、地元経済団体 他 約100名 

 

(3) 住民参画・官民連携の推進             〔決算額 4,558千円(㉚ 4,046千円)〕 

⑨ 関西広域連合協議会の開催                      〔決算額 1,628千円(㉚ 1,699千円)〕 

   【目標目的】 

     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。 

【実施結果】 

 協議会を開催して実施事務をはじめとする多様な分野について協議を行い、第17回協議会

では広域計画の改訂に伴う中間案に対して意見を聴取し、次期広域計画の策定に反映した。 

 また、協議会委員の改選を行い、女性委員の比率を高めたほか、新たに現役の大学生を委

員に委嘱する等、多様な分野で活躍する住民等との協働に積極的に取り組んだ。 

会議 開催日 意見交換内容 出席者 

第16回 

協議会 

平成31年 

４月25日 

広域計画及び創生戦略を踏まえた今後の

施策、事業の展開について 等 

委員41名、広域連合長、 

広域連合委員等９名 

第17回 

協議会 

令和元年 

９月21日 

次期広域計画の策定及び今後の施策、事業

の展開について 等 

委員37名、広域連合長、 

広域連合委員等 11名 

（参考：協議会委員構成） 

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、近畿ブロック地方団体等の代表者 

計67名（令和２年３月末時点） 

 

⑩ 若者世代による意見交換会の開催                 〔決算額 798千円(㉚ 1,104千円)〕 

   【目標目的】 

     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。 

【実施結果】 

今年度は大学コンソーシアムひょうご神戸との共催事業として開催し、関西広域連合域内

の大学から23チームからエントリーがあり、選考の結果、10大学15チームが政策提案を発表

した。 

発表後は、５つのグループに分かれ、提案内容等について、発表チーム、関西広域連合協

議会委員、関西広域連合広域計画等推進委員会委員、各構成府県市職員、本部事務局職員に

よる意見交換を実施した。 

若者の意見を汲み取る機会に繋がったばかりでなく、日頃接点の少ない大学生に対して広

域連合を知ってもらう機会となった。 

開催日 場所 テーマ 参加者 

令和元年 

12月７日 

神戸学院大学ポートアイ

ランドキャンパス 

（兵庫県神戸市） 

人が環流し、関西の魅力・

活力を高めるために 

関西広域連合域内 

10大学15チーム 

（計78名） 

 

 

－57－



 

    （審査結果） 

表彰 受賞チーム 提案内容 

最優秀賞 奈良県立 

大学チーム 

「観光資源のアップデート」 

農村部への観光客増加に向け、「五感」に着目した現状分析を行

うとともに、 参加型の「五感体感マップ」の作成など五感体験

型ツアーを通した地域再発見プログラムを提案。 

優秀賞 奈良県立 

大学チーム 

「関西寺社ぶらブラ」 

関西に多く存在する寺社を観光資源としてブランド化を図るた

め、その手段として仏像が印刷されたカードや子供向けイラスト

等が書かれた「カード付きおみくじ」の販売を提案。 

追手門学院 

大学チーム 

「関西の夜景をブランド化し、都会も地方も活性化」 

関西の隠れた魅力である「夜景」にフォーカスし、観光資源とし

て発信。またアクセスのしにくさを考慮し、カーシェアリングで

のアクセス手法等も提案。 

特別賞 四国大学 

短期大学部 

チーム 

「Society 5.0の社会の中でKAFS12が発信する関西ブランドの拠

点『ミナハレ･ビレッジ』」 

関西ブランドの発信に向け、若者による若者ための会議の設置や

その活動拠点である「ミナハレ・ビレッジ」の設置を提案。 

 

⑪ 関西女性活躍推進フォーラム                     〔決算額 1,022千円(㉚ 597千円)〕 

  【目標目的】 

     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、同フォーラムの活動

方針に基づき、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。 

【実施結果】 

ア 各種会議の開催 

会議 開催日 主な議題 参加者数 

第４回 

全体会議 

令和元年 

11月11日 

①課題分析ワーキングチームの検討結果について 

②関西女性活躍推進シンポジウムの開催について 

③関西女性活躍行動宣言案について 

委員 

32名等 

第５回 

全体会議 

令和２年 

２月３日 

①関西女性活躍マップについて 

②関西女性活躍行動宣言案について 

③令和元年度関西女性活躍推進フォーラム共催事業 

 等取組状況について 

④「関西女性活躍推進フォーラム」の今後の取組に 

ついて 

委員 

30名等 

    イ フォーラム構成団体が実施する事業との共催事業 

フォーラム構成団体が実施する研修会や、啓発イベント等16事業をフォーラムとして共

催で実施し、関西全体の女性活躍推進に向け機運の醸成を図った。 

    ウ 関西における女性活躍に係る現状分析 

      関西における女性活躍をとりまく現状を把握することを目的に設置した「課題分析ワー

キングチーム」において、関西の女性活躍の現状を指数化し、「関西女性活躍マップ」とし

てとりまとめ、関西における女性活躍の現状の見える化を図った。 

    エ 関西女性活躍推進シンポジウムの開催 

      関西における女性活躍の現状についての報告や、多様なパネリストによるパネルディス

カッションを通じて、テーマである「住んで、働いて、子育てしやすい関西」の実現に向

け、それぞれの立場で理解を深め、行動につなげることを目的にシンポジウムを開催し、

機運醸成や意識啓発を図った。 
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開催日 場所 内容 来場者数 

令和２年 

２月３日 

大阪府立 

国際会議場 

第１部 報告 

「関西女性活躍マップ ～関西における女性活躍

の現状から見えること～」 

長町 理恵子 氏 

（追手門学院大学経済学部 准教授） 

第２部 パネルディスカッション 

テーマ：住んで、働いて、子育てしやすい関西を 

めざして 

パネリスト： 

渥美 由喜 氏 

（内閣府地域働き方改革支援チーム委員） 

稲付 嘉明 氏 

（カワソーテクセル株式会社 代表取締役社長） 

足立 阿季子 氏 

（京都府府民環境部副部長(男女共同参画担当)） 

長町 理恵子 氏 

（追手門学院大学経済学部 准教授） 

ファシリテーター： 

三崎 秀央 氏 

（兵庫県立大学政策科学研究所 教授 

(関西女性活躍推進フォーラム座長代理)） 

約120名 

    オ 「関西女性活躍行動宣言」の発表 

      「関西女性活躍推進フォーラム」として、関西における女性活躍推進に向けた大きな理

念や取組の方向性を明確にするため、「関西女性活躍行動宣言」をとりまとめ、関西女性活

躍推進シンポジウムにおいて発表した。 

 

⑫ 経済界との意見交換会の開催                      〔決算額 752千円(㉚ 646千円)〕 

   【目標目的】 

     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。 

【実施結果】 

関西経済連合会をはじめとした関西経済界と、関西全般に関わる課題、官民連携のあり方、

官民が連携した取組の一層の協力等について意見交換を行い、官民連携の強化を図った。 

会議 開催日 テーマ 出席者 

関西経済 

連合会との 

意見交換会 

令和元年 

７月25日 

「関西の発展戦略 

－次期広域計画に向けて－」 

○官民連携を強化していく分野 

  ・地方分権・広域行政、広域観光、 

スポーツ振興、広域産業、広域 

防災、大阪・関西万博など 

関西経済連合会会長、 

関西経済連合会副会長

等８名、 

広域連合長、 

広域連合委員等11名 

関西経済界 

との意見交 

換会 

令和２年 

１月23日 

・関西の課題について 関西経済連合会会長、 

構成府県商工会議所 

会頭等11名、 

広域連合長、 

広域連合委員等11名 
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⑬ 関西SDGsプラットフォーム                〔決算額 242千円(㉚ － 千円)〕 

   【目標目的】 

     2015年に国連で採択されたSDGsの達成に向け、民間企業、市民団体、大学、自治体、政府

機関等が参加する「関西SDGsプラットフォーム」において、共同事務局を担うJICA関西、近

畿経済産業局とともに関西におけるSDGsの理念の普及及びネットワークの構築に取り組む。 

（目標：関西SDGsプラットフォーム主催のコアイベントの開催 ２回） 

【実施結果】 

  関西SDGsプラットフォームに共同事務局として携わり、コアイベントの開催や、イベント

においてSDGs普及啓発チラシを配布するなど、関西におけるSDGsの理念普及に取り組んだ。 

なお、コアイベントは新型コロナウイルス感染症の影響により１回のみの開催となった。 

コアイベント名 開催日 共催 場所 来場者数 

SDGsで商いますます繁盛！ 

 ～SDGs実践企業から学ぶ～ 

中小企業向けSDGsセミナー 

令和元年 

11月８日 

大阪商工会議所、 

関西経済連合会 

大阪商工会議所 約180名 

 

⑭ 2025年大阪・関西万博連絡会議の開催           〔決算額 116千円(㉚ － 千円)〕 

   【目標目的】 

     「2025年大阪・関西万博」について、情報共有及び連絡調整を行うととともに、関西広域

連合としての取組の調整等を行うため、本部事務局及び構成府県市で構成する実務者レベル

の会議を開催する。 

【実施結果】 

「2025年大阪・関西万博連絡会議」を９回開催するなどにより、構成府県市や2025年日本

国際博覧会協会と連携するとともに、万博開催の効果を関西全体に波及させるための関西広

域連合としての取組の調整等を行った。 
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２ 広域連合の管理運営          〔決算額 370,327千円(㉚ 378,414千円)〕 

 

(1) 広域連合の効率的運営          〔決算額 352,041千円(㉚ 359,107千円)〕 

① 関西広域連合委員会運営                      〔決算額 4,457千円(㉚ 3,543千円)〕 

   【目標目的】 

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について月１回協議し、意思

決定を行う。 

【実施結果】 

広域連合の運営に当たって必要となる企画立案・総合調整を担う実質的な執行機関として、

構成団体の長を委員とする「広域連合委員会」を開催した。 

○委員（令和２年３月１日時点） 

委員長 

（広域連合長） 

井戸 敏三 （兵庫県知事） 広域防災担当 

スポーツ振興担当 

副委員長 

（副広域連合長） 

仁坂 吉伸 （和歌山県知事） 広域職員研修担当 

広域農林水産振興担当 

委員 三日月 大造（滋賀県知事） 広域環境保全担当 

委員 西脇 隆俊 （京都府知事） 広域観光・文化・スポーツ振興担当 

委員 吉村 洋文 （大阪府知事） 広域産業振興担当 

委員 荒井 正吾 （奈良県知事） 広域防災副担当 

広域観光・文化・スポーツ振興副担当 

委員 平井 伸治 （鳥取県知事） ジオパーク担当、スポーツ振興副担当 

委員 飯泉 嘉門 （徳島県知事） 広域医療担当 

委員 門川 大作 （京都市長） 広域観光・文化・スポーツ振興副担当 

委員 松井 一郎 （大阪市長） 広域産業振興副担当 

委員 永藤 英機 （堺市長） 広域産業振興副担当 

委員 久元 喜造 （神戸市長） 広域防災副担当 

○開催実績 

開催日 概          要 

平成31年 

４月25日 

第104回広域連合委員会 

・広域計画等推進委員会委員と広域連合委員の意見交換を実施 

・「関西スポーツの日」及び「関西スポーツ月間」街頭キャンペーンの実施につ 

いて報告 

令和元年 

５月23日 

第105回広域連合委員会 

・万博計画具体化検討ワーキンググループと関西広域連合委員等の意見交換を 

実施 

・令和２年度国の予算編成等に対する提案について協議 

・地方分権改革に関する提案募集への提案項目について協議 

・関西プラスチックごみゼロ宣言について文案等を確認  
令和元年 

７月７日 

第106回広域連合委員会 

・消費者庁等の移転方針の決定について報告 

・海洋プラスチックごみ問題から考えるSDGsシンポジウムの開催結果を報告 

令和元年 

７月25日 

第107回広域連合委員会 

・平成30年度決算、令和元年度８月補正予算案の概要について確認 

・「関西広域帰宅困難者対策ガイドライン」の策定について協議  
令和元年 

８月29日 

第108回広域連合委員会 

・関西広域環境保全計画の改定について協議 

・関西地域カワウ広域管理計画の改定について協議  

－61－



 

令和元年 

９月21日 

第109回広域連合委員会 

・2025年大阪・関西万博担当委員・副担当委員の設置（案）について協議 

・令和２年度予算編成方針（案）について協議 

・第４期広域計画中間案について協議 

・関西防災・減災プラン（地震・津波災害対策編及び風水害対策編）の改訂（中

間案）について協議 

令和元年 

10月31日 

第110回広域連合委員会 

・令和２年度国の予算編成等に対する提案について協議 

・第４期広域計画中間案について協議 

・関西広域環境保全計画の改定について協議 

・関西地域カワウ広域管理計画の改定について協議  
令和元年 

11月21日 

第111回広域連合委員会 

・消費者庁新未来創造戦略本部について、消費者庁伊藤長官から報告を受けた後、

委員と意見交換を実施 

・第２期関西創生戦略案について協議  
令和元年 

12月22日 

第112回広域連合委員会 

・令和２年度当初予算（案）について協議 

・第４期広域計画案及び第２期関西創生戦略案について協議 

・関西広域環境保全計画（第３期）案について協議 

・関西地域カワウ広域管理計画（第３次）案について協議 

令和２年 

１月23日 

第113回広域連合委員会 

・2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）について、2025年日本国際博覧会協

会 石毛事務総長から報告を受けた後、委員との意見交換を実施 

・令和元年度３月補正予算の概要について確認  

・関西広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する条例の一部改正

について確認 

・関西防災・減災プラン（地震・津波災害対策編及び風水害対策編）の改訂（最

終案）について協議 

令和２年 

３月１日 

第114回広域連合委員会 

・関西圏域における新型コロナウイルス感染症への対応状況等の共有及び、 

今後、必要に応じた構成府県市間の協力を確認 

・令和２年度関西広域連合組織体制（案）について確認 

・将来における関西圏の水素サプライチェーン構想（案）について協議  
令和２年 

３月26日 

第115回広域連合委員会 

・「第２回関西広域連合新型コロナウイルス感染症対策本部会議」を兼ね、関西

圏域における新型コロナウイルス感染症への対応状況等の共有や、府県民向け

メッセージの発出、水際対策の強化等の要望について確認 

・広域防災における民間企業との災害時協定の締結について報告 

 

 ② 選挙管理委員会運営                   〔決算額 124千円(㉚ 0千円)〕 

   【目標目的】 

     執行機関から独立して選挙を管理するために団体内部に機関を設置して運営する。 

【実施結果】 

  委員長、委員の選任等を行ったが、関西広域連合における選挙及び直接請求に関する事務

はなかった。 
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 ○選挙管理委員会開催実績 

 開催日 開催場所 内容 

第１回 平成31年４月24日 和歌山県 委員の総辞職について決定 

第２回 令和元年８月30日 鳥取県 委員長の選任等 

第３回 令和元年11月26日 鳥取県 委員の総辞職について決定 

第４回 令和２年３月26日 鳥取県 委員長の選任等 

 

 ③ 監査委員運営                      〔決算額 250千円(㉚ 347千円)〕 

   【目標目的】 

     関西広域連合監査基準に示されている方針を踏まえ、適正かつ公正に業務が執行されてい

るかを監査し、不適正又は改善すべき点については監査結果を公表することにより、適正な

事務執行を促進し、更なる事務の効率化と円滑化を図る。 

【実施結果】 

     財務に関する事務の執行及びその他の事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかを

主眼として監査し、概ね適正に処理されていることを確認した。 

    ア 予備監査 

実施日 対象所属 

令和元年５月17日 広域防災局、スポーツ部、イノベーション推進担当（兵庫県） 

令和元年５月20日 農林水産部、広域職員研修局（和歌山県） 

令和元年５月27日 広域観光・文化・スポーツ振興局（スポーツ部除く）（京都府） 

令和元年５月30日 広域産業振興局（農林水産部除く）エネルギー検討会（大阪府） 

令和元年６月４日 広域環境保全局（滋賀県） 

令和元年６月７日 広域医療局（徳島県） 

令和元年６月11日 資格試験・免許課（本部） 

令和元年６月14日 総務・企画調整事務（本部） 

    イ 定期監査・決算審査 

実施日 実施内容 

令和元年７月30日 ・令和元年度定期監査における本監査 

・平成30年度関西広域連合一般会計歳入歳出決算審査 

令和元年８月22日 ・指示事項１点、意見２点を付して令和元年度定期監査結果を公表 

・平成30年度関西広域連合一般会計歳入歳出決算の審査意見書を 

関西広域連合議会へ提出 

    ウ 行政監査 

実施日 テーマ 

令和元年11月29日 関西広域連合におけるプラスチックごみ発生抑制について 

・「琵琶湖・淀川流域海ごみ抑制プラットフォーム」について 

（本部事務局 地方分権課） 

・「関西プラスチックごみゼロ宣言」について 

（広域環境保全局 循環社会推進課） 

    エ 例月現金出納検査の結果報告 

実施日 対象期間 実施内容 

令和元年７月30日 平成31年１月分から 

令和元年６月分まで 

一般会計及び歳入歳出外現金に属する現金

の出納事務について検査した結果の報告を

関西広域連合議会へ提出 令和２年２月21日 令和元年７月分から 

令和元年12月分まで 

 

－63－



 

 ④ 関西広域連合事務局運営：本部事務局派遣職員人件費負担金(27名) 

〔決算額 275,517千円(㉚ 281,869千円)〕 

 

(2) 広域連合の見える化の推進         〔決算額 6,239千円(㉚ 5,609千円)〕 

 ⑤ 情報発信の推進                   〔決算額 6,239千円(㉚ 5,609千円)〕 

   【目標目的】 

     広域連合の見える化を推進し、広域連合の認知度向上を図るため、ホームページやＳＮＳ、

広報誌等による効果的な情報発信を行う。あわせて、関西地域の魅力や広域連合の取組を発

信するとともに、広報活動の充実を図る。 

     目標：ホームページ閲覧数 1,300,000ビュー、メールマガジン登録者数 1,400人、 

        フェイスブックフォロワー数 650人 

【実施結果】 

 ア ホームページ等による広報活動の展開 

ホームページ、ＳＮＳ、広報誌等多媒体を効果的に活用することにより、広域連合のイ

ベントや取組、成果を住民に分かりやすく情報発信することで、関西広域連合に対する認

知度の向上を図った。 

メールマガジンの登録者数は増加しているものの、目標に届かなかったため、引き続き、

ホームページや広報誌で登録を呼びかけていく。 

媒体 配信(発行) 令和２年３月31日現在の状況 

ホームページ 随時掲載 閲覧数 1,779,305ビュー 

フェイスブック 随時配信 フォロワー数 684人 

メールマガジン 月１回配信 登録者数 1,362人 

広報誌（ニュースレター） 月１回発行 配布場所 14ヵ所 

構成府県市（東京事務所） 12ヵ所、 

大阪府立国際会議場、指定金融機関 

イ 国際的なイベントにおけるＰＲ活動の実施 

  ＰＲブースを設置し、来場者に対して関西地域の魅力を伝えるとともに、関西広域連

合のこれまでの取組や成果を説明し、認知度を高めた。 

参加イベント 時期 実績 

G20 大阪サミット 令和元年 

６月27日～30日 

国内外のメディア関係者等へパネルによる事業 

説明、チラシによる情報提供 

国際博物館会議 

（京都大会） 

令和元年 

９月２日～４日 

国内外のメディア関係者等へパネルによる事業 

説明、チラシによる情報提供 

ウ 「関西広域連合10周年記録誌（仮称）」の作成に向けた取組 

2020年12月に関西広域連合が設立10年の節目を迎えることから、「関西広域連合10周年記

録誌（仮称）」の作成に向け、構成や執筆者に係る検討を行うとともに編集委員の人選を進

めた。 

 

(3) 広域連合職員の資質の向上            〔決算額 123千円(㉚ 521千円)〕 

 ⑥ 関西広域連合職員合同研修の実施             〔決算額 123千円(㉚ 521千円)〕 

   【目標目的】 

     各府県市において広域連合の職を併任する職員や、本部事務局派遣職員を対象に、関西の

広域課題とその解決に向けた取組や広域連合制度を学ぶ研修を実施する。 

【実施結果】 

     兵庫県（地方行政課題研究会）との共催により開催し、地方分権の必要性、負担の分かち

合いによる社会保障制度の再構築について講義をいただき、広域連合の今後のあり方等を学

ぶ機会となった。 
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開催日 場所 内容 参加者数 

令和２年 

２月12日 

兵庫県 

農業共済会館 

講演「なぜ地方分権が必要なのか？〜「自治体 

戦略2040構想研究会報告書」を素材に〜」 

井手英策 慶應義塾大学経済学部教授 

（自治体戦略2040構想研究会委員） 

広域連合関係 

79名 

兵庫県関係 

88名 

 

(4) 広域連合議会の充実強化             〔決算額 11,923千円（㉚ 13,177千円）〕 

⑦ 関西広域連合議会運営               〔決算額 11,923千円（㉚ 13,177千円）〕 

   【目標目的】 

     広域連合の議事機関（議決機関）として、条例の制定改廃や予算の議決、決算の認定等の

議決、意見書の提出行う。 

   【実施結果】 

     本会議４回、常任委員会７回、管内調査等を行い、15件の条例の制定や改正、予算の議決、

決算の認定等の議決を行った。 

ア 本会議開催状況 

開催日 概          要 

令和元年 

７月７日 

７月臨時会 

・監査委員の選任について同意を求める件 

・監査委員の選任について同意を求める件 

令和元年 

８月29日 

８月定例会 

・平成30年度関西広域連合一般会計歳入歳出決算認定の件 

・令和元年度関西広域連合一般会計補正予算(第１号)の件 

令和元年 

11月21日 

11 月臨時会 

・平成 30年度関西広域連合一般会計歳入歳出決算認定の件 

・関西広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する条例制定の 

 件 

・関西広域連合会計年度任用職員の育児休業等に関する条例制定の件 

・関西広域連合職員の服務の宣誓に関する条例制定の件 

令和２年 

３月１日 

３月定例会 

・令和２年度関西広域連合一般会計予算の件 

・令和元年度関西広域連合一般会計補正予算（第２号）の件  

・関西広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する条例の一部 

 を改正する条例制定の件 

・関西広域連合広域計画変更の件 

・関西防災・減災プラン（総則編及び地震・津波災害対策編）変更の件 

・関西防災・減災プラン（風水害対策編）変更の件 

・関西広域連合環境保全計画変更の件 

イ 常任委員会開催状況 

開催日 概          要 

令和元年 

９月14日 

第21回産業環境常任委員会 

・広域観光・文化・スポーツ振興の推進について 

・広域環境保全の推進について 

・関西広域環境保全計画の改定について 

・関西地域カワウ広域管理計画の改定について 

令和元年 

10月５日 

第35回総務常任委員会 

・平成 30 年度関西広域連合一般会計歳入歳出決算認定の件 

・関西広域連合広域計画の改定について 
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・本部事務局非常勤職員に対する会計年度任用職員制度導入について 

令和元年 

10月19日 

第15回防災医療常任委員会 

・広域防災の推進について 

・「関西防災・減災プラン（地震・津波災害対策編及び風水害対策編）」の改 

 訂について 

令和元年 

12月14日 

第22回産業環境常任委員会 

・広域産業振興の推進について 

・広域農林水産業振興の推進について 

令和２年 

１月11日 

第36回総務常任委員会 

・令和２年度主要事業（案）について 

・第４期広域計画案及び第２期関西創生戦略案について 

第23回産業環境常任委員会 

・関西広域環境保全計画（第３期）案について 

・関西地域カワウ広域管理計画（第３次）案について 

令和２年 

１月18日 

第16回防災医療常任委員会 

・広域医療の推進について 

・広域職員研修の推進について 

ウ 議員派遣 

開催日 概          要 

令和元年 

８月30日 

関西広域連合議会管内調査 

・堺市内における関西広域連合の事業関連施設 

エ 議員研修 

開催日 概          要 

令和元年 

12月22日 

関西広域連合議会全員協議会（議員研修） 

・テーマ：関西広域連合のこれから 

・講師：京都産業大学法学部教授・学長補佐、前京都府知事 山田 啓二 氏 

オ 議員報酬 

区 分 決算額 備     考 

議員等報酬 

（39名） 

4,712千円 議員等報酬の額 

 議 長  日額 12,000円 

 副議長  日額 10,000円 

 議 員  日額  8,000円 

※公務のため出務した日数に応じて支給 

※定例会・臨時会に出席した場合は、上記の額に 

その100分の50に相当する額を加算した額を支給 
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令和元年度定期監査結果における指示事項及び意見に対する措置に係る経過 

 
監査結果の処理基準（平成 23 年３月２日関西広域連合監査委員決定）に基づき、令和元年度

定期監査結果における指示事項及び意見について、その措置に係る経過を記載する。 

 

区分 担当部局名 内容 措置経過の状況 

指示 

事項 

広域観光・文化・ 

スポーツ振興局 

委託契約において、業者決定後、速や

かに契約が締結されておらず、仕様変更

した後に契約手続きをしていた事例が認

められた。 

指示事項を留意し、契約の時期や

仕様変更など、適切な契約締結に

努めている。 

意見 広域医療局 

関西広域連合では、広域医療の充実

のため、管内７機のドクターヘリによる一

体的な運航を行うとともに、近隣地域のド

クターヘリとの連携を進め、二重、三重の

セーフティネットを強化されているところで

あるが、運航事業者はプロポーザル方式

により１年ごとに選定、契約されており、結

果的に１者の応札が続いている。 

ついては、運航事業者との委託契約に

当たっては、長期継続契約の導入等の工

夫を行い、複数者から応札がある競争性

のある契約環境を整備し、運航事業の一

層の効率化に努められたい。 

 ドクターヘリ運航業務委託の業者

選定については、公募型プロポーザ

ル方式を採用し、広く全国に業者を

募集した。 

 合わせて、医療現場のニーズに対

応できる体制を維持しつつ、競争性

の確保に向け、長期継続契約の導

入等の検討を進めていく。 

意見 
本部事務局 

（計画課） 

関西広域連合では、平成 30 年度末ま

で「広域行政のあり方検討会」及び「広域

計画等フォローアップ委員会」が設置さ

れ、これまでの広域行政の成果を踏ま

え、多様な角度、視点から、広域連合が

担うべき政策や体制、広域連合の機能強

化に向けての提言が行われている。 

ついては、これらの提言を踏まえて、短

期、中期、長期に対応する課題に選別の

上、実施すべき政策は、第４期広域計画

に盛り込むとともに、限られた財源を重要

課題等へ重点的かつ効果的に活用する

ため、計画の策定、実施に当たっては、

既存業務の見直しによるスクラップ・アン

ド・ビルドや、選択と集中による事業費の

重点化に取り組まれたい。 

それぞれの提言を受け、反映す

べき内容については、第４期広域計

画に反映し、取り組んでいるところ。 

また、取り組むべき広域課題に的

確かつ柔軟に対応することを基本

に、事業の評価・検証等を行い、受

益と負担、費用対効果等の観点から

「選択と集中」を徹底し、新規・既存

事業のすべてにわたり「スクラップ・

アンド・ビルド」による事業の効率化、

合理化を図りながら予算編成を行

い、事業を実施している。 

－67－


