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近畿圏広域地方計画の進捗状況を公表しました！
近畿圏広域地方計画は、計画のモニタリングとして、毎年度、その進捗状況
を検証していくこととしています。今回、計画策定後３年目のモニタリングと
して、関西を取り巻く状況や、11の主要プロジェクトに関係する平成23年度の
取組事例をとりまとめて公表しました。
本号では、その代表的な取組事例を紹介します。

近畿圏広域地方計画協議会
第８回幹事会（平成24年9月19日開催）

なお、進捗状況の公表資料全文は、インターネット経由で以下のページから入手できます。
http://www.kkr.mlit.go.jp/kokudokeikaku/program/data/2011/pub_20120928/index.html
project

project

01 文化首都圏プロジェクト

02 関西の魅力巡りプロジェクト

「本物」
を育て、
開花させ、
日本文化の中心となる関西へ

いきいきした関西の魅力を世界へ

「はなやか関西～文化首都年～」
の取組

国内外の観光需要創出に向けた調査事業に関する取組

■関西の『本物』を代表するテーマ
で、関西各地の取組をつなぎ、一体
的な情報発信や事業を実施する新た
な取組『はなやか関西～文化首都年
～』について「茶の文化」をテーマ
にモデルを実施しました。

■平成23年9月に上陸した台風12
号による紀伊半島への旅行客の
減少等を払拭するためモニター
ツアーを実施し、参加者からの
観光情報や安心・安全のメッセ
ージを発信しました。

①はなやか関西
～文化首都年～の取組
提供：近畿地方整備局

project

「知の拠点」
プロジェクト
03 次世代産業を創造する
世界に誇る英知の集積を目指して

提供：近畿運輸局
project

04 大阪湾ベイエリア再生プロジェクト
世界をリードする
「グリーンベイ・大阪湾」
の実現へ

京速コンピュータ「京」の開発
■平成23年6月及び11月に世界のス
ーパーコンピュータをランク付
けする第37回及び第38回TOP500
リストで第1位を獲得しました。
■平成23年11月には、当初の目標
性能である10ペタフロップス
（毎秒1京回の浮動小数点演算）
を達成しました。

②国内外の観光需要
創出に向けた取組

夢洲産業・物流ゾーン推進会議

③スーパーコンピュータ「京」の開発

■平成23年4月に企業立地を促進
する物流拠点の実現に向け
て、物流企業やものづくり企
業の立地促進につなげる「夢
洲産業・物流ゾーン推進会
議」を設置しました。

④夢洲産業・物流ゾーン推進会議
提供：大阪市

提供：理化学研究所

project

05 広域物流ネットワークプロジェクト

project

06 ＣＯ２削減と資源循環プロジェクト

つながる広がる関西の物流ネットワーク

環境トップランナー・関西を目指して

ポートセールスの実施

電気自動車を始めとする次世代環境対応車の普及に向けた環境整備

■平成23年10月に大阪市内
で「阪神港セミナー」を
開催しました。

■関西広域連合にて電気自動車の普
及に向けた連携した取組（充電マ
ップの作成、充電インフラの通信
ネットワークの共通化、観光統一
キャンペーン等）の検討・実施を
しました。

⑤ポートセールスの実施
提供：近畿地方整備局

⑥次世代環境対応車の
普及に向けた環境整備
提供：神戸市

project

07 水と緑の広域ネットワークプロジェクト
取り戻す清流・みんなで守る緑

project

08 関西を牽引する賑わい創出プロジェクト
人が賑わい活気に溢れた街、元気な関西へ

小学生による清掃状況

LCC（ローコストキャリア）専用ターミナルの整備

■平成 23 年 6 月～ 8 月に瀬戸内海沿岸の各地
（52 箇所）にてごみを回収する「リフレッシュ
瀬戸内」
を実施しました。
■瀬戸内海周辺において、より広域的な交流の
促進、情報の共有化及び環境
（美しい瀬戸内海
の継承）
に対する意識の高揚を目指します。

⑦リフレッシュ瀬戸内
（海岸の清掃活動）
提供：徳島県

project

■関西国際空港では、低コス
トオペレーションを可能と
するLCC専用ターミナルを
2012年10月28日に供用すべ
く、関西国際空港2期地区に
整備されました。

提供：新関西国際空港（株）

project

09 農山漁村活性化プロジェクト

10 広域医療プロジェクト

地方が支えるふるさとの魅力発見

府県を越えた安心の連携

持続可能な農山漁村集落等の形成
■都市から移住し地元まちづくり
団体への参画や自らの定住に向
けた活動を行う「地域おこし協
力隊（みらいつくり隊員）」の
設置しました。
■まいばらファンクラブの創設に
向けた取組を実施しました。

⑧LCC(ローコストキャリア)
専用ターミナルの整備

救急医療 30 分圏域の実現
■京都府・京都市では、平
成23年度から京都市消防
ヘリの24時間運航が始ま
り必要な訓練を実施しま
した。
⑨水源の里まいばらの元気みらいを
支える人育て事業

⑩ドクターヘリの広域運行
提供：京都府

提供：米原市
project

11 広域防災・危機管理プロジェクト
もしもの時こそ頼れる安心、関西の広域防災・危機管理
紀伊半島大水害支援

堺泉北港堺2区基幹的広域防災拠点の供用

■平成 23 年 9 月に発生した台風
12 号等による紀伊半島大水害
は、河川堤防の越水等による
浸水被害、土砂崩れなどによ
る道路寸断や河道閉塞等の広
範囲な被害をもたらしました。

■堺泉北港堺 2 区基幹的広域防災拠点
は、大規模災害発生の際に、緊急支援
物資の中継・分配や広域支援隊のベ
ースキャンプ、ヘリコプターによる
災害医療支援など、応急災害対応の
⑫堺泉北港堺2区基幹的広域防災拠点の供用
重要な機能を担います。
提供：近畿地方整備局
臨港道路

延長3.5km

耐震強化岸壁
水深7.5m，延長130m

近畿圏臨海防災センター

緑地

⑪紀伊半島大水害支援
提供：近畿地方整備局

面積27.9ha

掲載取組（写真）位置図

『はなやか関西〜文化首都年〜2012』のテーマは「人形浄瑠璃」

⑩

関西各地で「人形浄瑠璃」をテーマにした取組を実施中！

⑨

詳しい内容は、
「はなやか関西～文化首都年～」の HP をご覧ください。
⑥
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はなやか関西
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検索
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近畿圏広域地方計画ＨＰ内「はなやか関西～文化首都年～」のページ
http://www.kkr.mlit.go.jp/kokudokeikaku/program/category_plan.html

⑦
②

ホームページで近畿圏広域地方計画および国土形成計画の全文をご覧いただけます。
近畿圏広域地方計画ホームページ(http://www.kkr.mlit.go.jp/kokudokeikaku/)
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近畿圏広域地方計画協議会は、以下の機関で構成されています。
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●ホームページでさらに詳しい情報を提供しています。
近畿地方整備局ホームページ
国土形成計画 近畿圏広域地方計画
http://www.kkr.mlit.go.jp/kokudokeikaku/
アクセスは、検索サイトから
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