
一般社団法人大阪湾環境再生研究・国際人材育成
コンソーシアム・コア（略称：ＣＩＦＥＲ・コア）は、堺市、
大阪府立大学、大阪市立大学を中心に、約50の企業

の力を活かしながら、海に関わりをもつ行政、大学、
団体、さらに漁業関係者の知恵と経験、個人の意欲
と活動を原動力として、大阪湾コンソーシアム（ＣＩＦ
ＥＲ Ｏｓａｋａ Ｂａｙ）を運営し、大阪湾をはじめとした
海域の環境再生に向け、活動を展開しています。 

「産・官・学・民」による連携と協働のための 
プラットフォームをめざし、大阪湾環境再生に取り組んでいます 

 



∗ 設   立： 平成２４年９月４日 
∗ 事務所：大阪府堺市北区 
∗ 理事長：上嶋 英機 
     （広島工業大学大学院教授） 
∗ 理  事：矢持 進 
     （大阪市立大学大学院教授） 
∗ 理  事：大塚 耕司 
     （大阪府立大学大学院教授） 
∗ 目  的： 
    ○ 大阪湾の環境再生 
  ○ 国際的な環境人材の育成目的 
∗ ＷＥＢ： ｈｔｔｐ://ｃｉｆｅｒ-ｃｏｒｅ.ｊｐ/ 

 

ＣＩＦＥＲ・コアの概要 





ＣＩＦＥＲ・ コアの会員 
正 会 員 （計25社） 

ジオスター（株）  新日鐵住金（株） （株）神戸製鋼所 （株）環境総合テクノス 

（株）日建設計シビル 
大阪ベントナイト事業 

協同組合 
（株）建設技術研究所 

（一財）関西環境管理 
技術センター 

阪南倉庫（株） （株）三央 大阪ガス（株）  
（公財）大阪府都市整備 

推進センター 

（株）横河住金ブリッジ いであ（株） 共和コンクリート工業（株）  シャープ（株） 

矢野建設（株） リマテック（株） （株）エコプレックス 太平洋セメント（株） 

（株）ニュージェック 大幸工業（株） （株）リンクス 大容建設（株） 

日本海洋資源開発（株） 
（予定） 

＊ ＊ ＊ 

賛 助 会 員 （計26社） 

（株）修成建設 
コンサルタント 

（株）シキボウ堺 堺泉北埠頭（株） 東亜建設工業（株）  

大阪府タグ事業協同組合 （株）クボタ 東洋建設（株）  若築建設（株）  

五洋建設（株）  （株）シマノ （株）ビーコン 阪神高速技研（株） 

（株）安藤・間 湾建（株） （株）ビークラフトサカイ 日本海工（株） 

積水アクアシステム（株） （株）総合水研究所 水都工業（株） 日本ミクニヤ（株） 

関西港湾サービス（株） （株）大阪砕石工業所 （株）Ｅ－マテリアル （株）大都 

（株）ＯＳＷ（予定） 
泉谷電気工事（株） 

（予定） 
＊ ＊ 



海域環境再生の課題を解決し事業を推進するためには、
研究・実証・事業化を進める過程で、産官学民すべてが
Win-Winの関係となる取組みを推進します。 
皆さんのご参加をお待ちしています。 

産学官民の連携 





∗ 公益事業・自主事業 
 ①事業ＷＧによる環境再生の調査研究 
 ②セミナー、シンポジウム等の開催 
 ③施設見学会、清掃活動、 
    大阪湾にミニ砂浜をつくろう会 など 
 ④大学連合による共通カリキュラムの開講 
 
∗ 受託事業 
 ①堺市：堺浜での 
  水質浄化実験 など                                           など 

 

ＣＩＦＥＲ・コアの事業内容 



∗ 平成２５年４月CIFER Osaka Bayに応援サポーター制度をおく。  
    大阪湾の環境再生にご賛同またはご協力や活動に  
   ご参加いただける企業・団体、個人、どなたでも歓迎します。 
    大人や子どもが安全に楽しく、海や自然の生き物に 
   触れ合える環境づくりを一緒に取り組んでいきませんか。 
 
   元気な魚庭（なにわ）の海を取り戻しましょう。 
 
∗  年会費  法人・企業サポーター ：  １０,０００円 
              個人サポーター      ：     ３,０００円 
∗ 特典 
 ・ サポーター限定メールニュースの配信  
 ・ セミナー、シンポジウム等への無料参加  など 

 

 
CIFER Osaka Bay （大阪湾コンソーシアム） 

応援サポーター募集 



ＣＩＦＥＲ・コア 
「大阪府と連携したクラウドファンディングを 

活用した環境活動」の展開について 
 

 このたび、ＣＩＦＥＲ・コアにおいては、大阪府と連携して、
クラウドファンディングを活用した環境活動を展開すること
になりました。大阪府岬町深日漁港の干潟において、ミニ
砂浜をつくろうという環境活動で、目標額は10万円です。 
 大阪湾の環境再生に向けた取り組みの一環であり、多く
の方々のご支援を得たいと考えています。できれば皆さま
方にも、ご協力、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。 



「子どもが楽しく学べるミニ砂浜を大阪湾に！海の生き物を守りたい！」 
  FAVVO大阪-プロジェクト掲載中：https://faavo.jp/osaka/project/499 



最近、海辺に行ったことがありますか。 
岸壁から魚釣りを行ったことがあるという人が多いので
はないでしょうか。 
残念ながら、大阪では海辺と言っても、「砂浜」を思い
つかないという人が多いのです。 





なぜ砂浜は大切なのでしょうか。 
砂浜があるところは、たいてい遠浅で、波が打ち寄せては引いて
ゆき、音を聞いていると眠たくなってきます。 
砂の中には、カニや貝などの小さな生き物がもぐりこんでいる小さ
な生き物世界があり、海の汚れたものを浄化する効果もあります。 
そばに岩などの磯があれば生き物世界はさらに多様になります。 
コンクリートの岸壁は災害を防ぐには良いのですが、自然の浄化
や生き物の繁殖には困難な場所になっています。 

砂浜ができれば子どもたちが安全に遊ぶことができます！ 
生き物を観察したり、植物も茂り環境保全につながります！ 

 



CIFER・コアの取り組み「大阪湾にミニ砂浜をつくろう会」！
開催予定地の干潟は、生き物や植物にとっても、 

貴重な場所なんです！ 

 



∗ 深日漁港の干潟（約3,000㎡）の中 
  ・かつてはアサリがよく獲れた 
  ・周辺は「日本の夕陽百選」に選定 
  ・近くには万葉集に読まれた歌の歌碑 

 

ミニ砂浜はこんなところ 
大阪府岬町 

深日漁港内干潟  



ミニ砂浜はこんなところ 

∗ 深日漁港ではとれたての海産物を直売市が開かれています。 
   写真提供：深日漁業協同組合 



深日漁港のミニ砂浜は干潟の一部なので、現地にくれば
カニやヤドカリなどの磯の生物や海面を飛びはねる魚を
見ることができます。また周囲にはハマダイコンやハマウド
といった植物群落もあり楽しむことができます。 
  写真提供（写真はイメージです。）： 
     浜寺公園自然の会（本多様）、日本ミクニヤ株式会社（岩井様） 



大阪湾にミニ砂浜をつくろう会 
第１弾 岬町深日漁港 

∗ 深日漁港の区域内 干潟状に放置された水面がある 
∗ サポーターの会費で海砂30㎥購入 



∗ ボランティア86名のご協力でミニ砂浜づくり 
 

実施日：平成26年4月28日 
主   催： CIFER・コア 
協力団体： 大阪府水産課・港湾局、岬町、岬町社会福祉協議会、深日漁業協同組合、大阪湾見守りネット、 
         NPO法人大阪湾海域美化安全協会、さざなみ会、大阪湾海岸生物研究会（順不同） 
 
           

 

大阪湾にミニ砂浜をつくろう会 
第１弾 岬町深日漁港 



大阪湾にミニ砂浜をつくろう会 
第１弾 岬町深日漁港 



大阪湾にミニ砂浜をつくろう会 
第１弾 岬町深日漁港 



昨年度の砂を入れる日に「大阪湾海岸生物研究会」の専門家が現地
を調査したところ、この干潟にはカニや貝など90種の底生生物と海藻

が生息し、絶滅が心配される生き物や、大阪湾ではほとんど記録の
ない生き物もいる貴重な場であることがわかりました。生き物を守る
ためにも、干潟全体に砂を覆いかぶせることはありません。 
生き物にやさしい環境を考えて、今年の春にもう一度だけ砂を入れて
ミニ砂浜を完成させます。あとは自然的な変化を続けて観察していき
たいと考えています。 

大阪湾にミニ砂浜をつくろう会 
第１弾 岬町深日漁港 



＜平成２７年度計画案＞ 
∗ ミニ砂浜づくり行動日： 
  平成２７年４月２２日（水） 
   １２：３０～１５：００頃 
   ※小雨決行／ 
     荒天時５月８日（金） 
 （現地集合） 
∗ 砂の量：３０㎥＋α 
∗ 当日の助っ人大歓迎 

 
 

岬町深日漁港のミニ砂浜 
完成のために 



植生帯には、ガレキも混じっていますが、ガレキの下も生き物にとって
の重要な生息場所になっているので、清掃活動の際には、それらを
取り除くことのないようお願いします。 
干潟・転石帯もむやみに踏み荒らすことのないように注意してください。 
転石の裏にはいろんな生き物が隠れていますが、生き物を確認して
観察すれば、元の状態に戻してください。 
『とるのは写真だけ、残すのは足跡だけ』です。 

イベント参加時、注意点 



∗ 平成２７年度は、クラウドファンディングを活用して資金調達 
∗ 目標額：１０万円（お礼あり） 
∗ 調達期間：平成２７年３月３日開始～４月１７日終了 
∗ お礼 

ミニ砂浜づくりのための 
クラウドファンディング 

  支援金の額 お礼 

① ２，０００円 
CIFER・コアホームページに団体名、氏名等を掲載。CIFER・コアが運営す
るCIFER Osaka Bay（大阪湾コンソーシアム）のメールニュースを1年間
無料配信。大阪湾再生行動計画（第二期）パンフレット。   

② ３，０００円 
①＋ 
「大阪湾ミニ砂浜をつくろう会」イベントへの参加ご招待券を送付。 
（ご参加できない場合は活動報告を送付。）子どもたちからのお礼の手紙。 

③ ５，０００円 
②＋  
大阪産（おおさかもん）認定商品、泉だこを使った「たこ飯の素」贈呈。 
大阪湾オリジナルグッズ贈呈。（協力：NPO大阪府海域美化安全協会） 

④ １０，０００円 

③＋ 
CIFER・コアオリジナル、真空ステンレスマグボトル贈呈。 
CIFER・コアオリジナル、厚手コットンエコバッグ贈呈。 
大阪湾見守りネット公認キャラクター、「ハットヒラメ君」の帽子。 



こんなお礼もあります 
「大阪産（おおさかもん）たこ飯の素」 



こんなお礼もあります 
「ハットヒラメ君の帽子」 



モデル：ＣＩＦＥＲ・コア特別研究員 中西敬 

こんなお礼もあります 
「ハットヒラメ君の帽子」 



こんなお礼もあります 
「マグボトル・エコバッグ」 

∗ ＣＩＦＥＲ・コアオリジナル、真空ステンレスマグボトル ４００ｍｌ 
∗ ＣＩＦＥＲ・コアオリジナル、厚手コットンエコバッグ ブラック 

 



皆さまからご支援いただいた資金でダンプトラックほぼ４台分の
海砂を購入することができます。 
たとえば海砂資金3,000円分は、砂の平均粒径が0.6ミリなので、
なんと約25億個あることになります。 
応援してくださった皆さまの思いは形となって、いつまでもここに
残っていくのです。 

砂3,000円分の価値って？ 
みなさんのご支援いただいた資金で購入した砂は、

ずっーと砂浜に残ります！ 

 



∗ 大阪湾の環境再生を目指し、会員企業・団体、関係機関の 
  支援と協力を得ています 
∗ さらに多くの方々の資金援助が必要です 
∗ 初めてのクラウドファンディング 
   →  ミニ砂浜づくりに、皆様方のご支援をお願いします 
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