
関西領事館フォーラム  会合開催実績 

 

第１回  平成２０年１１月  ４日（大阪） 

（メインテーマ） ： 関西領事館フォーラムの設置と国の各機関の業務紹介 

（プ ロ グ ラ ム） ： 国の機関の業務紹介 

近畿農政局の業務紹介           （近畿農政局次長 前川泰一郎） 

近畿地方整備局の業務紹介        （近畿地方整備局長 木下 誠也） 

近畿運輸局の業務紹介            （近畿運輸局長 各務 正人） 

近畿経済産業局の業務紹介        （近畿経済産業局長 平工 奉文） 

メインテーマ「観光立国の実現に向けて」   （近畿運輸局長 各務 正人） 

 

第２回  平成２１年  ２月１８日（大阪） 

（メインテーマ） ： 日本の社会資本整備 

（プ ロ グ ラ ム） ： 最近の経済の動向と活性化対策について   （近畿経済産業局長 平工 奉文） 

日本の社会資本整備について       （近畿地方整備局長 木下 誠也） 

 

第３回  平成２１年  ５月２９日（京都） 

（メインテーマ） ： 食と農 

（プ ロ グ ラ ム） ： ■第 1部 

定例テーマ 

「関西ﾒｶﾞ・ﾘｰｼﾞｮﾝ活性化構想」 （近畿経済産業局長 平工 奉文） 

メインテーマ 

「望ましいﾌｰﾄﾞｼｽﾃﾑの構築に向けて」 （近畿農政局長 齊藤 昭） 

企業プレゼンテーションⅠ 

「「旬」おいしく、やさしく。～京つけものの西利の取組み～ 

（㈱西利 代表取締役社長 平井 達雄） 

企業プレゼンテーションⅡ 

「5月を彩る京都の野菜」（京野菜マイスター 松本 雄治（京都青果合同㈱）） 

■第 2部 

京都の食材によるランチ 

 

第４回  平成２１年１２月  ７日（大阪） 

（メインテーマ） ： 関西における観光・交通物流 

（プ ロ グ ラ ム） ： 「関西経済の活性化に向けて」      （近畿経済産業局長 深野 弘行） 

「関西における観光・交通物流について」     （近畿運輸局長 原 喜信） 

「関西国際空港の現状と今後について」  

（関西国際空港㈱ 代表取締役社長 福島 伸一）

「平城遷都 1300 年祭・記念祝典について」 

（平城遷都 1300 年記念事業協会 事務局次長 田中 敏彦）

関西国際空港見学 ～大規模海上空港・関西国際空港の舞台裏を見る～ 

 

第５回  平成２２年  ５月１９日（大阪） 

（メインテーマ） ： 関西との投資交流の促進～バイオ・メディカル分野を中心に～ 

（プログラム） ： 「INVEST 関西会議の概要及び取組について～関西の広域投資ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ活動～」  

（日本貿易振興機構（ジェトロ）大阪本部長 土屋 敬三） 

「関西のﾊﾞｲｵ・ﾒﾃﾞｨｶﾙ分野の強みについて」 

（近畿経済産業局 地域経済部長 国吉 浩） 

「ｱｼﾞｱのﾊﾞｲｵ・ﾒﾃﾞｨｶﾙ・ﾊﾌﾞ ～ﾊﾞｲｵ・ｷｬﾋﾟﾀﾙ関西～」  

（大阪大学大学院医学系研究科教授・ｱﾝｼﾞｪｽ MG㈱取締役 森下 竜一） 



 

第６回  平成２３年  ２月１６日（大阪） 

（メインテーマ） ： 安全・安心 

（プログラム） ： ■トピックス 

「Welcome to 関西 ～関西におけるアジア拠点化の推進について～」  

（近畿経済産業局長 永塚 誠一） 

「うめきた（大阪駅北地区）先行開発区域プロジェクトの現況」 

                （三菱地所㈱ 常務執行役員 林 総一郎） 

「知の集積都市「ナレッジキャピタル」について」 

（㈱ﾅﾚｯｼﾞ・ｷｬﾋﾟﾀﾙ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 代表取締役社長 間渕  豊） 

■メインテーマ「安全・安心」 

「気象と地震の話題」         （大阪管区気象台長 佐々木 秀行） 

「災害対策の取り組み」               （近畿地方整備局長 上総 周平） 

■お知らせ「九州新幹線の開通について」 

 

第７回  平成２３年  ６月  ２日（大阪） 

（メインテーマ） ： 東日本大震災と関西への影響 

（プログラム） ： 「福島第一原子力発電所事故の我が国及び国際経済への影響について」 

（経済産業省 通商交渉官 中尾 泰久） 

「東日本大震災による農林水産業への影響と対応」  

（近畿農政局長  塚本 和男） 

「震災以降の外国人旅行客の回復に向けた取り組みについて」 

（近畿運輸局長 原 喜信） 

「東日本大震災への取り組み」     （近畿地方整備局長 上総 周平） 

「東日本大震災復興支援に関する関経連の取り組み」  

（公益社団法人関西経済連合会 理事 藤原 幸則） 

 

第８回  平成２３年１１月  ７日（京都） 

（メインテーマ） ： 日本の食文化 

（プログラム） ： 「東日本大震災からの復興と関西ﾒｶﾞ・ﾘｰｼﾞｮﾝ活性化構想ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ 2011」 

（近畿経済産業局長 長尾 正彦） 

「食文化に関する政策展開」       （近畿農政局長 小栗 邦夫） 

「日本の食文化について」 

（ＮＰＯ法人日本料理アカデミー副理事長（たん熊北店主人） 栗栖 正博） 

 

第９回  平成２５年  ７月２４日（大阪） 

（メインテーマ） ： 新たな成長戦略と日本・関西の経済展望 

（プログラム） ： 「成長戦略と最近の日本及び関西の経済動向について」 

（近畿経済産業局長 小林 利典） 

「日本の農産物の輸出について」       （近畿農政局長 小栗 邦夫） 

「成長力強化に向けたインフラ整備」 （近畿地方整備局副局長 田邊 俊郎） 

 



 

第１０回   平成２６年１１月１７日（大阪） 

（メインテーマ） ： 関西のさらなる魅力 UP に向けて 

（プログラム） ： ■関西領事館フォーラム会合 

「関西経済の動向とインバウンドの振興」  (近畿経済産業局長 関 総一郎） 

「日本食文化の世界への発信」      （近畿農政局 次長  髙野 浩文） 

「関西の魅力向上に資するインフラ整備について」 

                     （近畿地方整備局長  森 昌文） 

「関西における観光立国推進への取組」    (近畿運輸局長  土屋 知省) 

「関西のインバウンド振興について」 

（公益社団法人関西経済連合会 理事 阿部 孝次） 

■外務省関西担当大使主催 懇談会 

 

第１１回   平成２８年   ２月２９日（大阪） 

（メインテーマ） ： 関西のさらなる魅力向上に向けて 

（プログラム） ： ■はなやか KANSAI 魅力アップフォーラム／関西領事館フォーラム会合 

「KANSAI の魅力向上に向けた２５のキーワードと好事例」 

（近畿経済産業局長 関 総一郎） 

「近畿の食と農インバウンド推進に向けて」  （近畿農政局長 村上 堅治） 

「関西の魅力向上に資するインフラ整備について」 

（近畿地方整備局長 山田 邦博） 

「関西の観光魅力向上に向けた取組み」     (近畿運輸局長  天谷 直昭) 

「ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ計画の推進-多言語音声翻訳アプリ VoiceTra-」 

                    （近畿総合通信局長 上原 仁） 

「最近の貿易動向と税関行政」       （大阪税関総務部長 酒井 清） 

「官民連携による関西の国際観光振興の取組み」 

（公益社団法人関西経済連合会 産業部長 野島 学） 

■外務省関西担当大使主催 懇談会 

※第２回はなやか KANSAI 魅力アップフォーラムと同時開催 

 

第１２回   平成２９年   ３月２７日（大阪） 

（メインテーマ） ： 関西の魅力発信に向けた各機関の取り組みとフォローアップ 

（プログラム） ： ■第一部 はなやか KANSAI 魅力アップフォーラム 第 1回アワード表彰式 

■第二部 はなやかKANSAI魅力アップフォーラム／関西領事館フォーラム会合 

インバウンド大賞受賞者プレゼンテーション 

「日本の伝統的な文化体験プログラムのアレンジと提供」 

                 ㈲ワックジャパン 小川 美知 代表取締役社長 

各機関における取組とフォローアップ 

「関西の魅力向上に向けて」       近畿経済産業局長 池森 啓雄 

「訪日外国人に対するＩＣＴの取り組み」  近畿総合通信局長 関 啓一郎 

「最近の税関行政の主なトピックス」      大阪税関長 中村 信行 

「近畿における農泊の推進について」    近畿農政局次長 嘉多山 茂 

「関西の魅力向上のためのインフラ整備について」 

                         近畿地方整備局長 池田 豊人 

「関西の観光の魅力向上に向けた取組み」     近畿運輸局長 若林 陽介 

「オール関西でインバウンド誘客を！」 

関西国際観光推進本部事務局長 安竹 素之 

■外務省関西担当大使主催 懇談会 

※第３回はなやか KANSAI 魅力アップフォーラムと同時開催 



第１３回   平成３０年   ３月 １日（大阪） 

（メインテーマ） ： ＳＤＧｓ：関西の持続可能な発展に向けて 

（プログラム） ： ■関西領事館フォーラム会合 

「関西経済の情勢と当局の取組～近畿経済産業局の SDGs への取組～」    

(近畿経済産業局長 森 清）

「農林水産省における SDGs の取り組み」        （近畿農政局長 新井 毅）

「日本の歴史・文化を生かした国営公園」  （近畿地方整備局長 池田 豊人）

「観光先進国の実現に向けた取組について」   (近畿運輸局長 坂野 公治) 

「万博が加速する SDGs 達成」 

（（公社）関西経済連合会 理事・国際部長 井上 剛志）

「関西 SDGs プラットフォームについて」 

（（独）国際協力機構関西国際センター 所長 西野 恭子）

 

第１４回   平成３１年   ３月 ４日（大阪） 

（メインテーマ） ： ＫＡＮＳＡＩ ～創る未来・繋ぐ世界～ 

（プログラム） ：■関西領事館フォーラム会合 

「日本の未来と関西経済」            （近畿経済産業局長 森 清）

「農林水産分野における『創る未来・繋ぐ世界』の取組」 

（近畿農政局長 神山 修）

「世界と繋ぐ大阪・関西の現状と今後の展望」 

（近畿地方整備局長 黒川 純一良）

「関西広域周遊に向けた取組について」     （近畿運輸局長 八木 一夫）

「スポーツと医療で目指す 経済活性化と健康な未来社会」   

    （公益社団法人関西経済連合会 理事・国際部長 井上 剛志）

「外国人のもてなしと共生のためのネットワーク基盤」 

（近畿総合通信局長 大橋 秀行）

■外務省関西担当大使主催 懇談会 

 

第１５回   令和 ３年   ３月１５日（大阪） 

（メインテーマ） ： with / after コロナの関西経済 ～2025 大阪・関西万博に向けて～ 

（プログラム） ：■関西領事館フォーラム会合 

「関西経済の未来に向けて ～近畿経済産業局の取組～」            

（近畿経済産業局長 米村 猛）

「関西の食文化と食の輸出拡大に向けて－大阪・関西万博を通じて更なる飛躍に 

つなげる－」                （近畿農政局長 大坪 正人）

「これからの関西のインフラ整備 ～国土強靭化、大阪・関西万博に向けて～」 

（近畿地方整備局長 溝口 宏樹）

「観光立国実現に向けての新たなチャレンジ～2025 大阪・関西万博に向けて～」 

（近畿運輸局長 野澤 和行）

「関西ビジョン 2030 のご紹介」   

    （公益社団法人関西経済連合会 理事 井上 剛志）

「2025 年日本国際博覧会(大阪・関西万博）について」 

（公益社団法人 2025 年日本国際博覧会協会 副事務総長 櫟 真夏）




