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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では、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4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
関する平成24年度の取組事例をとりまとめて公表しました。
本号では、その代表的な事例を紹介します。
なお、平成24年度モニタリングにおいては、圏域を取り巻く状況について、指標の充実を図り、分野毎に
浮かび上がった課題を整理するなどの改善を行いました。
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/2013/pub_20130930/index.html
project

01 文化首都圏プロジェクト

project

「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

02 関西の魅力巡りプロジェクト

「はなやか関西～文化首都年～」
に関する取組

山陰海岸ジオパークの取組

■財団法人徳島県文化振興財団では
コア事業として、第 15 回阿波人形
浄瑠璃芝居フェスティバル（平成 24
年 9 月 29 日）
、全国人形芝居フェス
ティバル（平成 24 年 10 月 20 ～ 21
日）
を実施しました。

■スタンプラリー形式で巡る「山陰
海岸ジオパーク 110 ㎞ウォーク」
を
開催し、15 の大会に延べ 1,590 人
が参加しました。
全国人形芝居フェスティバル

山陰海岸ジオパーク110㎞ウォーク
in因幡・但馬

提供：近畿地方整備局

提供：鳥取県
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

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

スーパーコンピュータ
「京」
の開発・利用推進
■世界最高水準のスーパーコンピュー
タシステムである
「京」
は、平成 24 年 6
月に完成し、
9 月に共用しました。
■平成 24 年 11 月には、
「京」
の利用によ
る成果が、ゴードン・ベル賞を 2 年連
続受賞し、HPC チャレンジ賞において
も 4 部門中 3 部門で第 1 位を獲得し
ました。

project

堺臨海部における海辺づくり

「京」の計算機本体
提供：神戸市

project

05 広域物流ネットワークプロジェクト
つながる広がる関西の物流ネットワーク

■堺 2 区北泊地において、延長
約 160m、幅約 30 ～ 40m の砂浜
を整備し、平成 25 年 4 月 5 日
に市民が海と触れ合える場と
してオープンしました。
■生物観察や環境学習など環境
教育の場として有効利用して
います。

堺浜自然再生ふれあいビーチ
提供：堺市

project

06 CO2 削減と資源循環プロジェクト
環境トップランナー・関西を目指して

空港機能の強化
「関西国際空港と大阪国際空港の経営統合」

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

■関西国際空港と大阪国際空港の適
切かつ有効な活用を通じた関西に
おける航空輸送需要の拡大を図る
ことを目的とし、新関西国際空港株
式会社により、両空港の経営統合が
行われました（平成 24 年 7 月 1 日）。

■近畿圏の各府県において、EV の急速
（兵
充電器の整備が進められました。

経営統合記念式典
提供：新関西国際空港株式会社

庫県 66 基、大阪府 60 基、岡山県 48 基、京
都府 39 基、鳥取県 33 基、三重県 23 基、岐
阜県 21 基、滋賀県 18 基、福井県 18 基、和
歌山県 16 基、奈良県 7 基 ( 平成 25 年 3 月
末現在 )）

急速充電器の整備
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

project

08 関西を牽引する賑わい創出プロジェクト

取り戻す清流・みんなで守る緑

人が賑わい活気に溢れた街、元気な関西へ

琵琶湖の水環境の再生

「デザイン都市・神戸」の推進

■「米原市ビワマス倶楽部」の会議を平成
24 年度は 8 回開催し、遡上不可能な河川
構造物に簡易魚道の設置やビワマスふ
化実験を実施しました。

■平成 24 年度には、①「神戸らしい眺望景観 50 選・10 選」の
選定、②眺望景観形成のための規制誘導施策（「須磨海浜公
園」等での眺望景観形成誘導基準の運用）
、神戸らしい眺
望景観ビューポイントの整備・情報発信等を実施しました。

魚道を遡上するビワマス
（米原市天野川）
提供：米原市

「緑のヒンターランド」の保全と都市の緑の創生
■大阪府では、「大阪府アドプトフォレス
ト制度」により、森林所有者・地域との
協働により森づくりを実施しました。

須磨海浜公園
からの眺望景観
規制誘導

八尾市黒谷での植樹活動
「大阪府アドプトフォレスト制度」

提供：神戸市

提供：大阪府
project

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

広域連携等を通じた農山漁村資源の活用
■府県の境界を越えて移動し被害
を及ぼすカワウについて、
「中部
近畿カワウ広域協議会」や「関西
広域連合」で検討を行い、被害を
総合的かつ効率的に減らす目的
で「関西地域カワウ広域保護管
理計画」を策定しました。また、
滋賀県では、銃器による捕獲な
どの被害対策を実施しました。

関西における広域的ドクターヘリ運航体制の構築

河川に群れで飛来するカワウ
提供：関西広域連合

■徳島県ドクターヘリが徳
島県立中央病院を基地
に、淡路島及び和歌山県
の一部も対象として運航
を平成24年10月9日より開
始し、平成25年4月に関西
広域連合へ事業移管しま
した。

ドクターヘリの広域運行
提供：徳島県

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
南海トラフ巨大地震等大規模地震への対応・危機管理体制の確立
■京 阪 神 都 市 圏 に お い て、
大規模地震発生時等の応
急災害対応の核となる堺
泉北港堺 2 区基幹的広域
防災拠点で、関係 21 機関
の連携による初めての実
働となる震災総合防災訓
練を実施しました。
関係21機関による初めての実働となる震災総合防災訓練

■関西防災・減災プ
ラン、関西広域応
援・受援実施要綱
の実効性を検証す
るため、構成団体
が参加する広域応
援訓練（実動・図
上）を実施しまし
た。

平成24年度関西広域応援訓練（平成25年2月13日）

提供：近畿地方整備局

提供：近畿地方整備局

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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●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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