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関西広域連合 第４期広域計画（中間案）について 

 

１．広域計画の位置づけ 

  ○ 関西広域連合では、規約で組織や処理する事務などを定め、その事務にかかる具

体的な内容は、広域計画で定めている。 

  ○ 関西広域連合の現行広域計画は、令和元年度までの３か年の期間となっており、

令和元年度末を目途に第４期広域計画の策定を進める。 

 

２．これまでの取組の総括 

   別紙１のとおり 

 

３．第４期広域計画策定の趣旨 

東京一極集中や少子高齢化の進展など、関西が直面する現在の社会情勢への対応に

加え、「ワールドマスターズゲームズ 2021 関西」や「2025 年大阪・関西万博」などの

世界的イベントを活用した関西のポテンシャルの発信、女性活躍の推進、｢持続可能な

開発目標(SDGs)｣や Society5.0 への対応などの新たな課題を踏まえ、今後の３年間に

取り組むべき広域事務と政策の企画調整、並びに分権型社会実現を目指した取組を明

らかにするため、新たな計画を策定する。 

 

４．現行計画からの主な変更点 

  ①これまでの取組の成果、課題に加え、｢広域行政のあり方検討会報告書｣｢広域計画等

フォローアップ委員会提言｣等の意見を踏まえた新たな視点。 

  ア．｢東京2020オリンピック・パラリンピック｣｢ワールドマスターズゲームズ2021関西｣

の効果を関西全体に波及させるための取組 

   イ．｢2025年大阪・関西万博｣開催に向けた対応と、その効果を関西全体に波及させる

ための取組 

  ウ．｢持続可能な開発目標（SDGs）｣や、Society5.0等、世界の潮流を踏まえた対応 

  エ．在関西政府機関と連携した取組 

 

②広域連合が目指すべき関西の将来像 

   基本的な考え方の変更 

 

５．関西広域連合 第 4期広域計画策定に係る本県の意見等について 

 別紙２のとおり 
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６．今後のスケジュール 

令和元年  10 月 ５日 広域連合議会へ中間案報告 

10 月 ７日 滋賀県議会 総務・企画常任委員会に中間案報告 

10 月 31 日 中間案策定 

11 月 ～ 中間案パブリックコメント 

令和２年  １月 11 日 広域連合議会へ最終案報告 

１月 23 日 最終案策定 

２月   滋賀県議会 総務・企画常任委員会に最終案報告 

       ３月 １日 広域連合議会へ上程 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 

  

規 約（法定） 

    ○ 広域連合の名称、組織する地方公共団体、区域、処理する事務、議会や執行体制等

の組織、経費の支弁方法等を定める。 

    ○ 規約の変更は、関係地方公共団体の協議により定め、構成団体議会の議決を経て、

総務大臣の許可を受ける（地方自治法 291 条の３ ①等） 

 

 広域計画（法定） 

    ○ 広域にわたる総合的な計画として、実施事務の具体的内容を記載。関西広域連合の

広域計画では、「広域連合が目指すべき関西の将来像」や「実施事務の対応方針及び

概要」等を記載している。 

    ○ 広域計画の作成・変更は、連合議会の議決を経て、総務大臣へ提出する（地方自治

法 291 条の７ ①等） 

 

 分野別広域計画（任意） 

    ○ 規約に規定する７分野のうち、広域防災、広域観光・文化・スポーツ振興、広域産

業振興、広域医療、広域環境保全の５分野について、目指すべき姿や具体的取組につ

いて記載。 

    ○ 任意の計画ではあるが、「関西広域連合行政に係る基本的な計画の議決等に関する

条例」による議決案件としている。 
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別紙１  

これまでの取組の総括（第４期広域計画（中間案）等から抜粋） 

 

７つの広域事務及び企画調整事務については、管内７機によるドクターヘリの一体的な

運行体制の構築や大規模災害時におけるカウンターパート方式による迅速な被災地支援な

ど各種取組を構成団体と一丸となり実施し、一定の成果を収めている。分権型社会の実現

に向けては、政府関係機関等の移転に進展が見られるものの、国出先機関の丸ごと移管や

権限移譲では、大きな成果は得られていない。今後とも地方分権、関西圏域の地方創生を

一体的に推進していくことが必要である。 
 

広域事務 

 

○ 災害種類別に「関西防災・減災プラン」を策定することで、広域災害への対応方針

を明確化するとともに、広域応援訓練等を実施し、災害対応にかかる実行性の確保及

び広域的な防災体制の強化を図った。 

 民間事業者等も参画する帰宅支援に関する協議会において検討を重ねるとともに、

災害時帰宅支援ステーションをはじめとした企業の防災への取組を促進することで、

帰宅困難者への広域的な支援体制の構築を図った。 

 【「災害時帰宅支援ステーション」登録店舗数】 

項 目 登録店舗数 

「災害時帰宅支援ステーション」登録店舗数（H31.4.30 現在） 11,324 店舗 

 

〇 広域連携 DMO として「関西観光本部」を設立し、「KANSAI ONE PASS」や「KANSAI Wi-Fi

（Official）」等の観光基盤の一層の整備・拡充を図っているほか、広域観光マーケテ

ィング戦略の策定や、観光人材の育成、効果的なプロモーション等、官民が一体とな

った取組を「関西観光本部」とともに進めた。 

【関西への訪日外国人旅行者数】    【KANSAI Wi-Fi(offcial) ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ数】 

H23 年 H28 年 H30 年  H28 年度 H30 年度 

210 万人 1,024 万人 1,241 万人  25,000 カ所 30,000 カ所 

 

○ 関西広域連合が誘致した、医療と介護の総合展「メディカルジャパン」を活用し、

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国

内外にアピールした。 

【メディカルジャパン広域連合ブース来場者数】 

年度 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 

来場者数（人） － － 2,760 3,188 3,250 3,434 3,495 

 

 



4 
 

〇  広域連合管内計７機体制による府県域を越えた広域的なドクターヘリの配置及び一

体的な運航体制を構築し、管内全域での「ドクターヘリ空白地域の解消」から「30 分

以内での救急医療提供体制」、「二重・三重のセーフティーネット」を実現した。 

【ドクターヘリ配置運航状況】 

年度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 

機数 3 4 5 5 6 6 7 7 

出動件数 1,792 1,927 2,414 2,982 3,680 4,015 4,333 4,711 

 

〇 「関西地域カワウ広域管理計画」に基づき、効果的な対策手法の検討、統一的な手法

によるカワウの生息動向の把握を継続的に実施し、その結果を構成府県市間で共有し、

関西地域全体でのカワウ対策につなげた。 

【カワウの生息数】 

 

〇 資格試験・免許等のようにスケールメリットが見込まれる事務においては、試験運営の外

部委託やデータ管理システムの活用などにより、広域連合設立前に比べ少ない人員体

制で事務を執行し、経費縮減につながっている。 

【事業費の削減効果】 ※関西広域連合にて実施前の事業費実績額 146,783 千円 
 

 

 

 

〇 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のため、政策立案研修につ

いては、関西における共通の政策課題等をテーマとした研修に加え、第３期からは、

政策立案に向けて全国の先進的な取組事例等を学ぶ研修を新たに実施した。 

また、効率的な研修の促進のため、複数の会場へ同時に配信する「WEB 型研修」を

第２期から実施し、研修会場までの職員の移動時間や旅費の削減、研修受講機会の拡

大などの効率化を図った。 

 

企画調整事務 

（琵琶湖・淀川流域対策） 

〇 広域連合として優先的に取り組む３つの課題（A水害リスクに対する相互扶助制度、

B広域的な水源保全制度、C大阪湾海ごみ削減のための広域的な発生源抑制の枠組み）

を絞り込み、これらの課題に対する施策を概略研究するために必要な現地調査、デー

タ収集、シミュレーションを行い議論の成果を報告書としてまとめた。また、C に関

連してプラスチックごみ削減を目的としたプラットフォームを立ち上げた。 

年度 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 

カワウ生息数（羽） 14,695 16,450 16,442 13,344 13,358 14,174 13,841 

年度 H25 H26 H27 H28 H29 H30 

事業費実績額(千円) 99,062 101,146 108,245 113,303 109,486 107,109 

縮減額(千円) 44,721 45,637 38,538 33,480 37,297 39,674 
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関西広域連合 第４期広域計画策定に係る本県の意見等について 

 

１．関西広域連合委員会における知事・副知事の発言 

№ 発言の内容 関西広域連合の対応 

１ ４月 25 日 

（公開） 

副知事発言 

 

・SDGs の視点を計画に落とし込むこと

は特徴の１つになる。 

＜本部事務局の対応＞ 

・「第１(2)第４期広域計画の策定の趣

旨」等に SDGs の実現に取り組む旨明

記し、取組方針に SDGs の普及推進を

位置付け。P1、P2、P32 

２ ７月７日 

（非公開） 

知事発言 

 

・スクラップ・アンド・ビルドをこの

見直しの時期にやっておく必要があ

る。 

＜本部事務局の対応＞ 

・「第４ 第４期広域計画（R2～4）の取

組方針」中に企画調整事務は「スクラ

ップ・アンド・ビルドに努めながら、

（中略）取り組む。」と追記。P30 

・令和２年度予算編成方針に「新規・既

存事業の全てにわたり「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、（後略）」を明記。 

・設立のねらい（①分権型社会の実現、

②関西全体の広域行政を担う責任主

体づくり、③国出先機関の事務の受け

皿づくり）の観点からの総括を追記の

方向。 

３ ７月 25 日 

（非公開） 

副知事発言 

・10 年目を迎えるにあたり、これまで

の実績に関してもしっかり総括し

て、検証を行い、必要に応じて事務

のスクラップ・アンド・ビルドを行

っていくことが重要。 

４ ９月 21 日 

（公開） 

知事発言 

 

・プラスチックごみのことは書かない

といけない。「関西プラスチックごみ

ゼロ宣言」を受け、何か関西でムー

ブメントを起こしていこうと。 

＜本部事務局の対応＞ 

・各分野におけるプラスチックごみ対策

に係る取組を照会中。 

＜広域環境保全局の対応＞ 

・関西全域で統一的な運動（ムーブメン

ト）を展開する旨、記載する方向。 

 

２．関西広域連合企画担当課長会議における本県意見 

№ 意見の内容 関西広域連合の対応 

１ ６月 26 日 

７月 17 日 

９月 12 日 

・10 年の節目は重要であり、総括は今

期計画分だけでは不十分。 

・総括では具体的な数字を示すこと。 

・総括の取組の成果や効果はしっかポ

イントを押さえて、キーワードは前

向きなものに。 

＜本部事務局の対応＞ 

・設立のねらいの観点からの総括を追記

の方向。 

・具体的な数字については巻末資料に可

能な限り掲載。P39 

別紙２ 
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２ ７月 17 日 ・スクラップ・アンド・ビルドの具体

について、検討すること。 

＜本部事務局の対応＞ 

・事業のスクラップ・アンド・ビルドに

努める旨、本文および令和２年度予算

編成方針に明記。 

 

３．本部事務局からの意見照会に対する本県意見 抜粋（全 12件提出） 

№ 意見の内容 関西広域連合の対応 

１ ８月 30 日提出 

中間案のうち

総括部分を除

く箇所への意

見抜粋 

（全３件提出） 

・総括は、設立当初の目標等に対して

10年間でどのような成果等があった

か説明できるよう作成すること。 

＜本部事務局の対応＞ 

・設立のねらいの観点からの総括を追記

の方向。 

２ ・ドクターヘリに関して、「隣接する中

四国地方や東海地方とも有機的な連

携を構築すること」に、「北陸地方」

も追記すること。 

＜広域医療局の対応＞ 

・追記の方向。 

３ 10 月４日提出 

中間案のうち

総括部分への

意見抜粋 

（全９件提出） 

 

・設立のねらいに対する総括について、

これまでの成果を羅列して終わらせ

るのではなく、これまでの取組の評

価・検証結果をしっかり総括すべき。 

＜本部事務局の対応＞ 

・意見集約中。 

 

４ ・３つの設立のねらいのうち、「国土の

双眼構造の実現」はどのねらいに結

び付けられるかを整理しておく必要

がある。 

 

４．広域環境保全に係る議論 

№ 議論の内容 関西広域連合の対応 

１ ３月７日 

広域環境保全

局参与会議 

 

・広域計画の下位計画である関西広域

環境保全計画の改定の方向性につい

て協議。 

＜広域環境保全局の対応＞ 

・４分野の取組（(1)低炭素社会づくり、

(2)自然共生型社会づくり、(3)循環型

社会づくり、(4)持続可能な社会を担

う人育て）の充実を図る。 

・上位計画である広域計画の取組方針

に、その旨を反映。 

２ ７月７日 

関西広域連合

委員会（非公

開） 

鳥取県知事発

言 

・G20 にもあったプラごみの話を広域

連合全体でも正面から取り上げてい

くべきではないか。 

＜広域環境保全局の対応＞ 

・取組方針について、プラスチックごみ

削減に向けた取組を一層推進する旨

を記載。 
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３ ９月 21 日 

関西広域連合

委員会（公開） 

知事発言 

 

・プラスチックごみのことは書かない

といけない。「関西プラスチックごみ

ゼロ宣言」を受け、何か関西でムー

ブメントを起こしていこうと。 

＜本部事務局の対応＞ 

・各分野におけるプラスチックごみ対策

に係る取組を照会中。 

＜広域環境保全局の対応＞ 

・取組方針について、関西全域で統一的

な運動（ムーブメント）を展開する旨

を記載する方向。 

 

５．広域行政推進会議（９月４日開催。構成員：庁内各部の次長等）における構成員からの意見 

№ 意見の内容 関西広域連合の対応・本県の見解 

１ ・現行計画の検証などの評価がしっかりされているのか

疑問。効果のある事業とない事業をしっかり仕分けを

して、効果のないものは廃止、見直しの方向性を打ち

出すべき。 

＜本部事務局の対応＞ 

・設立のねらいの観点からの総括を追記

の方向。 

・具体的な数字については巻末資料に可

能な限り掲載。P39 

・事業のスクラップ・アンド・ビルドに

努める旨、本文および令和２年度予算

編成方針に明記。 

２ ・現行計画の評価について、通常はひとつひとつの事業

の評価があって、次を考えていくもの。７分野につい

てもこれまでの評価を緻密にやることが問われる。 

３ ・地方分権の取組では、現状維持のような書きぶりであ

るが、国は地方分権については消極的なスタンス。そ

のような中で権限移譲等を求めると書かれているが、

本当にこれでいいのか。企画担当課どうしで真剣に議

論するべき。 

＜総合企画部の見解＞ 

・連合議会でも地方分権をどうしていく

のかと質問があったところ。答えとし

ては、旗は下ろさない、言い続けてい

くということ。議論はしっかりしてい

く。 

 

６．本県議会からの意見（10月７日総務・企画常任委員会における意見） 

№ 意見の内容 本県の答弁 

１ ＜目片委員長＞ 

・関西広域連合はいつまで続くのか。 

・関西広域連合に参画はするものの、本県にメリットが

無ければ県民に説明しにくい。計画は進めてもらった

らいいが、広域連合としてしっかり機能しているのか

というところは各委員それぞれに思いはあるので、そ

の辺りも踏まえながら、これからの事業をよろしくお

願いしたい。 

＜総合企画部の答弁＞ 

・終期が設定されているものではない。 

・第４期広域計画（案）においても、設

立目的にある権限委譲等にしっかり

取り組むとされており、これらが達成

されるよう努めていくと認識。 

 


