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【国土の新たな発展の姿と関西の役割】

「東京一極集中是正」が最重要課題

関西圏と中部圏が首都圏と並ぶ成長エンジンへと発展することが不可欠   

リニア東京・大阪同時開業が不可欠
○国家プロジェクトとして同時開業の方策を講じる

つくば・けいはんな「ナレッジ・リンク」形成の実現と健康・医療
イノベーション拠点の充実
○関西を健康・医療イノベーション拠点として位置づけ

東京と並ぶ成長エンジン創出に向けた大都市圏法制等への転換
○関西圏・中部圏の都心部に企業が移転する場合も優遇措置の対象

（1）

（2）

（3）

（1）

（2）

（3）

競争力強化と産業・雇用創出
○農業分野：農業生産法人に関する規制緩和、金融支援の実施
○観光分野：新たな広域観光ルート形成

地方における大学機能の充実
○地方大学支援補助金や科研費地方大学枠の創設
○地方創生に資する学部・学科の入学定員の増加
魅力ある地域づくりと地方分権の推進等
○国から地方自治体への権限・財源の移譲
○各省庁における出先機関への権限・財源の分散

○生き活き関西～“健康・医療”先進地域ビジョン～に基づくアクションプラン実施
　【事業例】◎国家戦略特区等を活用した中央・地方における規制・制度改革の実現

○グローバル人材の育成・活用の促進、親関西・親日本人材のネットワーク拡大
　【事業例】◎留学生の就業支援(グローバル人材活用運営協議会 ) 
 ◎PREX・JICA・HIDA等と連携した海外人材育成支援

○官民一体で「関西広域観光戦略」を実施
　【事業例】◎Wi-Fi環境整備　◎統一交通パス創設
 ◎関西ＷＭＧ2021のプロモーション

○環境・都市防災・高齢化等への対応の経験・技術を伝える
　【事業例】◎水ビジネス連携の促進 (Team E-Kansai) 
  ◎環境・都市防災分野のインダストリアルツアー実施

（1）知的創造・交流

（2）高度人材の育成

（3）日本文化の発信

（4）アジアの諸課題
 の解決

（1）

（2）

（3）

地域の産業創出
○食輸出の拡大による農業・食関連産業の振興
○地域の個性を活かした新たな観光の価値創造
　【事業例】◎食・農水産品の輸出拡大 (ALL 関西「食」輸出委員会 ) 
 　◎食文化等の情報発信 (食の都・大阪推進会議 )

地方大学の機能強化、産業界との連携
○経済界、自治体と連携した地方大学の機能強化
　【事業例】 ◎「東京一極集中の是正と地方大学のあり方に関する調査研究」の実施

都市部・周辺部の共生・発展
○市町村の広域連携の推進　○周辺部の発展と都市部との交流促進

2-A
アジアのゲートウェイ（中核都市圏）としての関西

1-A
複眼型スーパー・メガリージョン形成の明確化
～経済の核が首都圏以外にも存在する国土に～

1-B
地方創生の実現
～それぞれの地方が個性と強みを活かして発展する国土に～

2-B
都市部と周辺部が共生・発展する関西

国土の新たな発展を実現するための関西の役割
　

1.

2.

国土の新たな発展に向けた具体的施策（全国計画への提言）

1-A 東京のみに依存しない新たな成長エンジンの創出

地域を牽引する産業の高付加価値化や生産性の向上で競争力を強化し、雇用機会を拡大させることが重要

1-B 持続的な地方創生の実現

中枢機能のバックアップ体制の構築と平時からの分散、国の機能・業務の地方への配置を推進 A

1-C ナショナル・レジリエンスの確保

関西はアジアのゲートウェイ（中核都市圏）としての役割を担い、アジアとの対流を促す。最も強みを活かせる分野は
●「知的創造・交流」　●「高度人材の育成」　●「日本文化の発信」　●「アジアの諸課題の解決」

2-A アジアのゲートウェイ（中核都市圏）としての役割

関西は地域資源を活用した成長の実現で、地方創生におけるモデルに

2-B 都市部と周辺部が共生・発展する全国のモデルとしての役割

関西は、首都圏に過度に集中する中枢機能のバックアップ拠点として、中央省庁や政府機関の分散拠点としての役割を果たす

2-C 中枢機能バックアップ・分散の受け皿

関西が目指すべき姿と発展戦略（関西（近畿圏）広域地方計画への提言）

複眼型スーパー・メガリージョンの形成
三大都市圏の都心部をリニア中央新幹線で結ぶ
複眼型スーパー・メガリージョンで世界経済を牽引し、
その効果を広く全国に波及させる。

アジアのゲートウェイとしての関西

Multi-polar Super Mega Region

Gateway of Asia
Asia
急速な経済成長

日本文化の発信 アジアの諸課題の解決
「関西広域観光戦略」の
実施 （誘客のための情報
発信、魅力的な観光圏の
　整備推進）

【成長可能性】
●所得水準向上

【今後の課題】
●経済成長を支える
　人材の育成、知の集積・交流
●成長にともなう課題への対応
　例）環境汚染／高齢化社会

環境汚染や自然災害
克服、高齢化対応の
経験や技術を伝達

人・モノ・資金・情報の交流

人・モノ・資金・情報の交流

知的創造・交流 高度人材の育成
●健康・医療イノベー
　ション創出
●ものづくり産業振興
●魅力あるまちづくり

●優秀なグローバル人材
　の育成、関西での定着・
　活用の促進
●人材ネットワークの
　構築
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