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開催日時：２０１０年５月１９日（金）１５:００～１７:１５
開催場所：帝国ホテル大阪 ４階「牡丹の間」
参 加 者：近畿経済産業局長、近畿地方整備局長、近畿運輸局長、近畿農政局次長、

在関西１０カ国総領事館の総領事、領事等
（中国・フランス・ドイツ・インドネシア・オランダ・フィリピン・韓国・英国・

アメリカ・ベトナム）
(社)関西経済連合会（オブザーバー） (事務局：近畿経済産業局)

【１】「関西領事館フォーラム第５回会合」を開催

【 趣 旨 】
●関西領事館フォーラムについて
在関西の１９カ国の総領事館等と国の５機関（外務省大阪分室、
近畿農政局、近畿経済産業局、近畿地方整備局、近畿運輸局）
が相互の情報交換や「関西」の海外発信を目指して設立。

【 内 容 】
○第５回会合（15:00～17:15）の議事
日本貿易振興機構（ジェトロ）：
「ＩＮＶＥＳＴ関西会議の概要及び取組について

～関西の広域投資プロモーション～」
近畿経済産業局：「関西のバイオ・メディカル分野の強みについて」
大阪大学大学院：「アジアのバイオ・メディカル・ハブ

～バイオ・キャピタル関西～」

もっと飛行機を飛ばした
いが、関空路線で撤退し
た航空会社もある。

日本は、薬事申請の
認可が下りるのに時
間がかかりすぎる！

都道府県認可の場
合は、大阪府が一
番早く下ります！

各国総領事らによる盛んな意見交換

関空会社も多額な負債
を抱えているが、就航に
ついて企業努力している
ところです。

もっと関西とビジ
ネスを行いたい！

日本は、人件費も賃料も東京が一
番。日本でビジネスを始める人た
ちに、首都圏との違いをアピール
するのは良いことと思う。

関西と首都圏でオフィス進出を検討した場合
のコスト比較ができるようなものをつくって
いるので、利用してほしい。相対的には関西
がお得！

もっとバイオ企業誘致に力
を入れた方がいいのでは。

実際に彩都や神戸を訪れて見
てもらったり、こういった会
合で紹介するのもＰＲの一つ
と考えている。



開催日時：２０１０年７月１２日（月）１３時００分～１８時１０分
開催場所：興福寺、平城宮跡（大極殿・平城京歴史館）
参 加 者：外務省大阪分室、近畿経済産業局、近畿地方整備局、近畿運輸局、近畿農政局、

在関西１１カ国総領事館の総領事・副総領事等（オーストラリア・フランス・インド・
インドネシア・オランダ・大韓民国・ロシア・台湾・タイ・英国・ベトナム）
※ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ：関西経済連合会 (事務局：近畿地方整備局・近畿運輸局)

【２】「関西領事館フォーラム第６回関西ツアー」を開催

【 趣 旨 】
●関西領事館フォーラムについて
在関西の１９カ国の総領事館等と国の５機関（外務省大阪分室、
近畿農政局、近畿経済産業局、近畿地方整備局、近畿運輸局）
が相互の情報交換や「関西」の海外発信を目指して設立。

●関西ツアーについて
優れた企業の工場や研究所をはじめとする産業施設や、興味
深い観光スポットを訪問し、関西と外国とのビジネス交流や人
的交流がさらに進展することを期待して開催。

【 開 催 概 要 】
●第６回関西ツアー
◇テーマ：「古都奈良」

興福寺拝観（特別開帳）、平城宮跡
散策、平城宮跡資料館講堂にて平
城遷都1300年祭概要説明、大極殿・
平城京歴史館見学。

＜参加者の感想＞
◇非常に満足
◇大変有益だった
◇屋外での説明が暑かった。
◇日本は英語表記が不十分
なので、通訳なしでは、
（観光も）難しい。



【３】 川の駅「はちけんや」で““琵琶湖・淀川琵琶湖・淀川””を紹介

大川（旧淀川）沿いに建てられた川の駅「はちけんや」において、7月13～30日の間、Ｂ
Ｙ展を開催し、「琵琶湖・淀川流域圏の再生」の活動を広くＰＲするため、各機関や自治体、
ＮＰＯの取り組みをパネルや模型や映像等により、展示や情報発信を行いました。

◆年次報告会及び有識者委員会
活動をより充実したものにするため、ポ
スターを使って活動報告を行い、有識者
に助言を頂きました。

展 示 の 状 況「はちけんや」の外観 川側から見た「はちけんや」

◆打ち水
ヒートアイラン
ドの緩和や水に
関する知恵の継
承のため、
「はちけんや」
の玄関前で、打
ち水を行いまし
た。

流 域 圏 内 の 情 報 発 信



◇開催日時 ：
2010年８月 ７日（土） 9時00分 ～ 20時30分 【笹飾り・鯉のぼり・ライトアップ】

８日（日） 9時00分 ～ 20時30分 【笹飾り・鯉のぼり・ライトアップ・舞台イベント等】
９日（月） 9時00分 ～ 20時30分 【笹飾り・鯉のぼり・ライトアップ】

◇開催場所 ：淀川河川公園背割堤地区（京都府八幡市）
◇主 催 者：淀川三川合流域地域づくり推進協議会（近畿地方整備局、京都府、大阪府、京都市、八幡市、

長岡京市、向日市、大山崎町、久御山町、枚方市、島本町）

淀川三川合流域地域づくり推進協議会

【４】「淀川三川ふれあい交流 第２回七夕まつり」を開催

パネルディスカッションパネルディスカッション

●『淀川三川合流域地域づくり推進協議会』について
淀川三川合流地域の美しい景観、豊かな自然・歴史文化環境保全しつつ地

域を活性化していくため、国、府、市町の行政の枠組みを超えた地域づくりの
方向を示した「淀川三川合流域地域づくり構想」に 位置付けられた交流促進
事業及び中核施設の実現について協議・調整を行うとともに、関係機関が連携

し積極的な取組を行い、構想の実現を図ることを目的として設置された。

●『第２回七夕まつり』について
ひと月遅れの七夕さま ～ エジソン・竹・あかり 広がれ交゛流（合流）！ ～

目 的：国・府・地域が連携して開催することにより、地域の魅力

を広く知ってもらう。
集客数：（７日） 約 300人

（８日） 約 2,700人
（９日） 約 100人

内 容：初日と最終日は、笹飾り（短冊配布）・鯉のぼり・ライトアッ

プのみ。二日目は、舞台イベント（和太鼓・フラダンス・ジャ
ズコンサート等）、パネル展示、Eボート体験、物販、シャト

ルバス（無料）運行等。

エジソン電球レプリカ

Ｅボート体験 短冊に願いを込めて・・・

市民による舞台イベント

竹細工体験

ライトアップ

八幡市長より、開会のご挨拶。
去年より今年、今年より来年、
数年後には何万人という方がこ
の地域を訪れるような地域にし
たい！



【５】 川の駅「はちけんや」で““大阪湾企画展大阪湾企画展””を開催！

大川沿いにある川の駅「はちけんや」で、8月20日～29日の間、大阪湾の生き物と環境
をテーマに、企画展を開催しました。
大阪湾の現状や行政機関、住民・市民、NPO、学識者、企業等が行う様々な取り組みを、
多くの方に知っていただいて少しでも興味を持っていただけるよう、パネルや模型や映像
による紹介の他、近畿技術事務所の協力で簡易水質試験体験会も行われました。
会期中には、約８００人もの方にご来場いただきました。

大阪湾再生行動計画の取組を紹介

大阪大学の研究を紹介
大阪湾のゴミの現状を紹介 『魚庭の海』賞受賞団体の活動を紹介

２００９生き物一斉調査の紹介

「海のゆりかご」アマモの紹介

簡易水質試験体験会コーナー

２００９水質一斉調査の紹介

大阪湾に関係する映像を放映

大阪湾に関するアンケート調査を実施

ウミガメに関する情報を展示 大阪湾の水中写真を展示

会期中、多くの方にご来場いただきました。

簡易水質試験体験会の様子

会場内の様子



【６】 第２回地域づくり現場見学会（本宮町商工会）

神官の方より概要説明

◎見学日：８月２１日（土）１０：００～１５：３０
◎見学先：和歌山県田辺市本宮町内（詳細は、タイムスケジュールで）
◎見学者：１４名（内整備局職員６名）
本宮町商工会、田辺市、本宮町内の旅館経営者等が取り組みを
説明及び現地観光資源を見学。

◎本宮町観光振興に取り組む背景：
■「パワースポットブーム」も影響し、来訪者増加。
■ここ２、３年宿泊客の減少が著しい。
■宿泊客増加を目指し、観光客向け飲食や旅行プラン創出に取り組む。

概要

熊野本宮大社見学

熊野本宮大社

－熊野古道や湯峰温泉等観光資源を見学－

10：20～ 熊野本宮大社、世界遺産センター見学
11：00～ 熊野本宮平安衣装結婚式・記念日プラン説明

内容、事業概要、質疑応答
12：30～ 昼食 （道の駅奥熊野古道ほんぐう）

記念日食＋めはりパンetc
13：30～ 記念日プラン見学会 発心門王子、伏拝王子、

八咫烏長屋、茶房靖、大斎原、湯峰温泉
15：00 解散

タイムスケジュール

料理人から食事の紹介

【地域特産品が生み出された背景】

本宮町住人による地域特産品試食会

平安衣装結婚式の衣装

熊野本宮ガラス

意見交換会（世界遺産センターで）

地域特産品を揃えた

食事（道の駅で）



～見学会参加者より～

①良いと思った点
■参加者の年代が若く、まちづくりに積極的に取り組
んでいることが頼もしい。
■世界遺産、有名な温泉地等観光資源が実に豊富。
■地域づくりに対しての熱意、推進役の方々の努力
が良く分かった。

②改善できると思った点
■近隣の町を巻き込み、役割分担をしながら熊野全
体での全体最適を考えると工夫の余地があると思う。
■着地型観光に取り組むためのさらなる努力が必要
だと思う。
■今後事業がある程度結果を生んだ段階で、従来の
資源と新しく創出した資源をどのように組み合わせ
ることができるかが大事だと思う。
■どういった層を対象にするのか戦略的に全体を計
画するとより良くなると感じた。具体的で独自なコン
セプトを作ると活動しやすい。
■広報活動において、HP等攻めのアプローチをすれ
ば更に人は呼べる。
■「めはり寿司」等印象に残る食事が複数あると良い
のでは。
■会議形式で雰囲気が固かった。気さくな意見が出
るよう座談会形式でも良いのでは。

第２回地域づくり現場見学会（本宮町商工会）

～地元（本宮町）参加者より～

■川湯温泉周辺だけでなく、近隣の湯の峰や渡瀬の
方との協力と積極的な観光振興が今後の課題であ
る。
■単体での取組みではなく広域での発展を目指してい
きたい。
■見学会参加者が発言した「美味しい食事も良いが、
印象的な心に残る食事！」について、今本宮町で取
組んでいる全てにおいて言えることではないかと思っ
た。
■色々な方の意見が聞けて良かった。
■多くの人の意見を聞くべきと思った。

【熊野本宮URL】
http://www2.w-shokokai.or.jp/hongu/index.html

意見交換会・アンケートにて

↓東京から来られた参加者

←本宮町と協力し観光振興
に取り組んでいる十津川か
らの参加者

→意見交換会の様子
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