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入会案内

CIFER・コアでは職員の在宅勤務（テレワーク）制度を導入しています。皆様からのご連絡の際、事務所職員を
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豊かな海の
再生を目指して

年会費　　個人サポーター：3,000 円　　法人・団体サポーター ：10,000 円（国、地方公共団体、大学等の教育機関は免除）　
特　典　　CIFER・コア【共通】特典に準じる

年会費　　正会員（議決権を有する）：一口 200,000 円　　賛助会員（議決権を有さない）：一口    50,000 円
　　　　　※議決権は会費一口につき１個とします。但し、一会員当たりの議決権は10個を上限とします。

特　典　　【正会員】････ (1) 事業テーマについて提案することが可能　(2) 事業WGに参画することが可能
　　　　　 【賛助会員】･･(1) 事業WGへのオブザーバー参加が可能
　　　　　 【共通】･･･････(1)メンバー限定メールニュースの配信 　   (2) CIFER・コアが主催もしくは共催するセミナー、シンポジウム等への無料参加
　　　　　　　　　　     (3) CIFER・コアのホームページにおけるメンバーの紹介 　(4)メンバー相互の交流、情報交換、共同研究等への参加
　　　　　　　　　　   　

CIFER・コア会員　入会案内
CIFER・コア中核メンバーとして、大阪湾再生等に資する事業を展開します。また主に事業WGの活動の主体的役割を果たします。
※事業WGへの参画、事業提案については正会員のみとなります。賛助会員はオブザーバーとして事業WGに参加することができます。

CIFER Osaka Bay サポーター
CIFER Osaka Bayは、個人、法人・団体のサポーターから形成され、CIFER・コアが進める大阪湾再生等の事業を支援します。
※CIFER Osaka Bayの趣旨に賛同する法人、団体、個人ならば、どなたでも サポーターになることができます。

理事長　上嶋  英機　広島工業大学客員教授
生産性の高い豊かな瀨戸内海を創生するため、衰退する漁港漁場の再生事業の取組みと、島嶼部
の貴重な自然環境や人文社会環境を知り、守り、活用するエコツーリズムの振興政策と事業化を
推進する。　研究分野：海洋環境学　エコツーリズム研究　海洋環境再生技術の開発

理　事　矢持  　進　大阪市立大学名誉教授
水産学、生態学に工学的視点を取り入れ、水域での生物生息環境の改善を研究。大阪の海と川
に係わる調査研究ならびに社会啓蒙活動を主体的に行い、都市域の水辺における生態系の保全
と再生に携わる。　研究分野：水圏の環境動態解析や環境評価を主とする生態系工学

理　事　大塚  耕司　大阪府立大学大学院教授
専門分野：海洋環境学　海洋資源工学
研究分野：海洋深層水の大規模利用に対する包括的環境影響評価に関する研究、海陸一体型
バイオマス有効利用システムに関する研究、閉鎖性海域の環境修復技術に関する研究

理　事　重松  孝昌　大阪市立大学大学院教授

理　事　横山  隆司　大阪府港湾協会会長
平成15・16 年度 大阪府港湾局長。
大阪湾広域臨海環境整備センター副理事長を経て、堺市参与として臨海整備を担当の後、堺市臨
海部再生推進・環境改善アドバイザーを勤める。

流体力学の視点から、津波避難シェルターの開発研究や、外水氾濫・内水氾濫の高精度予測手法
の開発、地下空間における浸水伝播特性に関する研究に取り組む。
研究分野：海岸工学    環境流体輸送    環境修復技術    自然災害科学・防災学     数値流体力学など

理  事  会（執行業務、理事職務執行の監督）
監事

（理事の職務執行の監査）

奥田  浩之
りそな銀行地域オフィサー

事業WG（事業計画案の策定、必要な調査の実施、予算案の算定、事業主体案の検討）

運営・調整会議（理事会決定及び支持の具体化、理事会に図る案の作成）
企画部会（事業の調整、執行） 総務部会（庶務、経費、組織に関する執行）

CIFER・コア事務局（事務処理、経理処理、各種調整等）
大学連合

（国際人材育成、事業の指導）

社員総会（役員の選任・解任、収支決算の承認、定款の変更等）

アドバイザリー委員会
（識者による運営・活動等の
方向性についての助言）

かつて自然に恵まれ、文化を育んだ大阪の海。
しかし高度経済成長期以降、大きな環境問題を
抱えたまま現在に至っています。CIFER・コア
は海域環境を再生し、人と生物が共に暮らす海
を次世代に残すための活動を行っています。

CIFER・コアは、国連サミットで採択され、2030 年までに達成
するように掲げた世界の長期目標 SDGｓ（持続可能な開発目標）
の取り組みを進めています。CIFER･コアの重点目標は右のとおり

※表紙の堺旧港の写真は内閣府地方創世推進事務局HPから引用



環境再生研究をリードし
事業への助言等を行う

実証実験フィールドの提供や
事業化の仕組みをつくる

環境モニタリングや
啓発活動を行う

技術や素材の検討
資金や人材の提供を行う

産官学民の連携と協働の
ためのプラットフォーム

■関連行政機関など
大阪府　堺市　高石市　泉大津市　岸和田市　貝塚市　
忠岡市　岬町　阪南市　大阪湾再生推進会議※

■関連市民団体など
大阪海さくら　大阪湾見守りネット　(一財 ) 環境事業協会　　
NPO 大阪府海域美化安全協会　大阪湾環境保全協議会
(公社 )大阪自然環境保全協会　大阪府みなと友好倶楽部　　　
大阪府海岸生物研究会　NPO CAN環境教育技術振興会
(一社 ) 生態系工学研究会  ほか

■関連企業　※ 2018 年7月現在（50音順）

■関連大学
大阪大学　大阪産業大学　大阪市立大学　
大阪府立大学　関西大学　神戸大学　徳島大学

  CIFER・コア正会員（計37社）

いであ㈱　 ㈱エコプレックス　 大阪ガス㈱　 (公財 ) 大阪府都市整備推進センター　 大阪ベントナイト事業協同組合　 海洋建設㈱　 粕谷製網㈱　
 ㈱環境総合テクノス　  ( 一財 ) 関西環境管理技術センター　  ㈱関電Ｌ＆Ａ　  共和コンクリート工業㈱　  ㈱建設技術研究所　  ㈱神戸製鋼所　　
五洋建設㈱　 JFE スチール㈱　 ジオスター㈱　 新日鐵住金㈱　 ㈱総合水研究所　 大幸工業㈱　 太平洋セメント㈱　 大容建設㈱　 中国電力㈱　  　  
東亜建設工業㈱　  東洋建設㈱　  ㈱日建設計シビル　  日新製鋼㈱呉製鉄所　  日本海洋資源開発㈱　  日本ミクニヤ㈱　  ㈱ニュージェック
阪南倉庫㈱　   藤野興業㈱　   復建調査設計㈱　   矢野建設㈱　   ㈱山﨑砂利商店　   ㈱横河住金ブリッジ　   ㈱リンクス　   若築建設㈱　

  CIFER・コア賛助会員（計32社）

㈱アーク・ジオ・サポート　㈱安藤・間　㈱泉大津造船所　泉谷電気工事㈱　㈱Ｅ－マテリアル　㈱ＯＳＷ　㈱大阪砕石工業所　大阪府タグ事業協同組合　 
関西港湾サービス㈱　 ㈱京星　 堺泉北埠頭㈱　 ㈱シキボウ堺　 ㈱シマノ　 ㈱修成建設コンサルタント　 神鋼環境メンテナンス㈱　水都工業㈱　
住友重機械エンバイロメント㈱　 星揮㈱　 積水アクアシステム㈱    泉都興業㈱     ㈱ダイネツ     ㈱大都　 (一社 ) 地域資源研究センター　日本海工㈱     
阪九フェリー㈱　阪神高速技研㈱　㈱ビークラフトサカイ　㈱ビーコン　間口ホールディングス㈱　㈱豊工業所　リマテックR&D ㈱　湾建㈱
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　    ※緑色は平成30年度新規加入

                 行政機関のメリット
人が集うことで沿岸部の活性化が見込めます。
さらに企業や研究機関と連携することにより
新しい産業振興の可能性が生まれます。

                   研究機関のメリット
行政機関や漁業関係者等との調整を
CIFER・コアが行うため、海域での実証実験
フィールドの確保が容易になります。
また、産官民との連携研究が実施できます。

         市民・漁業者・NPOのメリット
海域環境の改善により、レクリエーションや教育、癒しの場として水際を
利用できます。また、漁業者は、研究機関との連携により育てる漁業など、
新しい時代に対応した水産業への転換を図れます。

　　　　   企業のメリット
CIFER・コアが関係者間の調整を行うため
技術や素材の検証・実験が容易になります。
また、検証や評価にあたっては、研究機関
との連携が可能です。

CIFER・コアでは、堺市や大阪府立大学、大阪市立大学を中心に、
90以上の企業や団体が集まり、環境再生のための取り組みを行っています。

大阪湾では高度経済成長期以降、水産資源の減少や水質の悪化による赤潮・青潮の発生など様々な環境課題を抱えています。
これに対し、国や地方自治体を中心とした大阪湾再生推進会議の取り組みや市民、NPOなどによる活動も行われてきましたが、
ひとつの主体でできることには限界がありました。
そこでわたしたちは、産・官・学・民の英知を集結し、海の環境保全・再生と関連産業の創出・活性化を推進する組織として
「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（以下CIFER・コア）」を設立しました。
ここで以下のようなテーマを設け、技術や手法の調査・研究・実験、または、将来の環境保全を担う人材の育成を行っています。

これらの取り組みは、環境技術の研究・開発にとどまらずその事業化を目指すものであり、
より多くの企業・団体の皆様のご参加をお願い申し上げます。

　  大阪湾環境再生事業
　沿岸域における食物連鎖と生物多様性の回復、海水の浄化促進に寄与する干潟や浅
　場などの整備、水環境技術の開発、鉛直混合促進等による環境の再生、これらによる
　内湾の生態系サービスの向上。

　海洋性バイオ産業等環境型事業
　大量に発生する藻類などのバイオマスを利用し、海洋性バイオ産業等を推進すること　
　により、栄養物質の円滑な循環や海の持つブルーカーボン機能の向上などを目指す。

　国際人材育成事業

　諸外国の環境問題に携わる実践的・国際的な環境人材を育成する。

▲深日漁港のミニ砂浜づくり
深日漁業協同組合による参加・協力があった。

※大阪湾再生推進会議は内閣官房、国土交通省、農林
　水産省、経済産業省、環境省および大阪湾周辺の地
　方自治体などによって組織され「海の再生」のための
　行動計画を策定し、推進することを目的としています。
　大阪湾再生推進会議はCIFER Osaka Bayのサポーターです。



ＷＧによる大阪湾環境再生事業・海洋性バイオ産業等環境型事業

事業WGの取り組み

事業ワーキンググループ（以下WG）では、環境改善に向けた具
体的なテーマを設定し、テーマごとに構成されたグループによっ
て事業を推進しています。グループには会員企業を中心に、行
政機関、大学などが加わり、それぞれ研究や提案などを行って
おり、CIFER・コアが企画・運営・関係者間の調整など、事業化
の実現に向けて、コーディネーターとしての役割を果たしています。

◆ 大阪湾の三大課題 ◆

失われた自然環境

干潟や藻場などの生物の豊富な浅場が埋め立てられ、現在、水
際線のほとんどが直立護岸となっています。これにより本来海
が持っている生物による水質浄化作用が働かなくなっています。

巨大な海底窪地

泉州沖には浚渫によってできた巨大な海底窪地が存在し、ここ
に滞留する海水は、貧酸素状態となって有毒な硫化水素を発
生させ、海生生物を死滅させています。

栄養塩の偏在

大阪湾の湾奥では、河川が都市部から過度の栄養塩を運んで
くるため、富栄養化が進みます。一方、湾口部では貧栄養となっ
ており、養殖ノリの色落ちや漁獲量低下の原因となっています。

経済成長期以降、臨海コンビナー
トや港湾用地の造成のために、
急激な開発や埋め立てが行われ、
環境問題が一気に深刻化しまし
た。80年代には赤潮や青潮の発
生がピークを迎え、その後はゆる
やかに水質が回復しているもの
の、現在も依然として大阪湾の環
境に深い爪痕を残しています。

WGの意義

これらの環境課題は海に限られた問題でなく、地域の水産業
に打撃を与え、食をはじめとした文化の喪失にもつながります。
海の環境は、１基の堤防が湾全体の流れを変えてしまうなど、
さまざまな要因が相互に影響を与え合っています。高度経済
成長期以降の開発は、環境に対してマイナスの循環を引き起こ
してきましたが、各WGの取り組みがこれをプラスの循環に換
え、徐々に海域環境が改善されていくことを期待しています。
また、ここ数年、海洋生物のCO2貯留能力（ブルーカーボン）
について盛んに研究が行われており、藻場や浅場がその吸収
源であるとされています。沿岸環境の再生・保全は全地球規
模の気候変動対策にも寄与するものと考えられます。

発足以来 6 年余り継続してきたことから、WGの中には一定の成
果を得たグループ（表中★印）があり、これらのグループについて
は今後、以下のような新しい事業展開を予定しています。

　　　　  エコ護岸・エコパネルの整備推進事業として統合　   
　　　　  阪南 2区事業や広島県大崎上島町の漁港・漁場再生
　　　　  事業に発展的に活用

　　　　  建設系副産物等を大阪湾の窪地埋め戻し材として活用
　　　　  「(仮称 )大阪湾環境再生・創造センター」実現へ

WG 1 　北泊地の浅場化による周辺海域環境の改善方策 
WG 2　 鉄鋼スラグとその二次製品の環境再生材としての検討 
WG 3 　水質浄化プラントによる海水浄化等の検討 
WG 4 　岸和田木材港水面活用 
WG 5 　エコブロックの汎用化及び小型化についての検討★
WG 6 　石炭灰の環境再生材としての検討 
WG 7 　直立岸壁や水中構造物のエコ化による環境改善★ 
WG 8 　二枚貝養成による栄養塩回収実験及びプランクトンと貝毒発生調査 
WG 9 　建設系副産物の利活用策の検討★

各WGのテーマ

陸と海をつなぐ栄養塩・物質循環の形成と期待される効果（効果の連関）

「陸と海をつなぐ栄養塩・物質循環の形成」をメインテーマに、浅場の造成等による水質の改善、生物多様性の

向上を目指します。海洋性バイオマスの利用、二酸化炭素の固定などの循環系を形成することによって良好な大阪

湾の環境を再生します。また、環境技術の研究・開発を事業化につなげ、沿岸域の環境と関連産業の活性化を図り

ます。

WG8．二枚貝の養成実験等

阪南 6 区では、二枚貝の養成実験
を行っています。この実験を通じて
二枚貝による栄養塩の吸収効果と
貝の毒化について調査します。この
水域のカキは、富栄養化の効果か
他の産地より早く成長することが分
かりました。今後陸上での養成の可
能性についても検討していきます。

阪南6区では、背後の2haの土地利用についても検討
しています。大阪府港湾局から委託を受け、ヒアリング
調査と利用案の提案を行いました。人々が海辺に集う
ことで海を大切にする心が育まれることを期待し、利
用案としては海水利用の温浴施設、水産振興のため
の施設を考えています。また、この水域の環境を利用
した養殖施設との組み合わせも視野に入れています。

各WGのテーマと活動状況

堺市は「堺臨海部再生・創造ビジョ
ン」を策定し、堺2 区北泊地に人
工海浜を整備しています。国土交
通省はここに環境共生型護岸や実
験的な潜堤を設置しており、将来
の浅場化を目指しています。また、
浅場化のために大和川浚渫土砂を
活用することについて検討します。

WG2．カルシア改質土の効果・環境影響調査

堺2区北泊地の約5,000㎡の人工
海浜「堺浜自然再生ふれあいビー
チ」の一角で、鉄鋼スラグを活用
したカルシア改質材の実験を行っ
ており、CIFER・コアと学識者で構
成する委員会を設置し、海浜地形
の変化、生物等への影響を検討し
ています。

WG4/6．岸和田木材港・阪南6区遊休水面の活用

約80ha の岸和田木材港、貯木場
の水面を残しながら、地域の活性
化に資する方策を検討します。第
一歩として、石炭灰を活用したアッ
シュクリートによる水質・底質改
善実験を行っています。また、阪
南 6 区の南側水面についても同様
の実験を検討しています。

WG3．堺浜における水質浄化実験

堺 2 区北泊地において平成 25 年
度から会員企業が開発中のろ過
材等による海水浄化の実験を行っ
ています。27 年度からは水辺つく
りのために浄化水を使ったタイド
プールを設置し、平成29年度から
は建設系副産物等の活用のため
の実験をしています。

WG1．北泊地の環境改善

次の展開に向けて　～事業化を目指した取り組み～

エコ護岸・エコパネル整備の推進
大阪湾の直立岸壁・直立護岸の改善を目指す

WG５/WG7から展開

直立護壁や護岸に囲まれた大阪湾
沿岸の環境を改善し、生物の蝟集
や生育に効果のあるエコブロック、
エコパネルの実用化に向けた検討・
開発実験を行ってきました。平成
29年度からは、大阪府および兵庫
県漁業協同組合連合会に呼びか
け、共同してエコ護岸・エコパネル
の整備推進に向けた啓発パンフレッ
トを作成して関係者に協力を呼び
かけています。また今後、阪南2区
や広島県大崎上島でエコブロックの
小型化について検討していきます。

大阪湾の窪地解消に向けた取り組み
「（仮称）大阪湾環境再生・創造センター」設立に向けて

WG9から展開

大阪湾では大規模な海底窪地が水
質悪化を引き起こしています。WG
９では、その改善のために建設系
副産物の活用方策を検討してきま
した。　平成29年度には検討内容を
まとめた提案書を作成し、建設系
副産物等を活用することで環境改
善や防災を目指す中核施設「（仮称）
大阪湾環境再生・創造センター」
の設立を提案しています。センター
設立に向けて、国土交通省や大阪
府港湾局などとの協議調整を行い、
その実現に向けて踏み出しました。

WGがターゲットとする環境課題とは

▲大阪湾で発生した赤潮

■ 泉大津汐見沖
　  WG5 / WG７

■ 岸和田木材港
　  WG4

■ 阪南 6 区
　  WG6 / WG8

■ 高師浜
　  砂浜造成事業

■ 深日漁港
砂浜造成事業

大阪湾におけるCIFER・コアの活動地点

■ 尼崎沖
　  栄養塩循環の体験学習

■ ■ 堺 2区北泊地
　  　 WG1 / WG2 / WG3及び清掃活動

■ 阪南 2区
　  海浜緑地整備調査

■ 泉大津フェニックス
　  「大阪湾環境再生・創造センター」設立の検討  WG９

WG 5
WG 7

WG 9

CO2の移動と固定
（2000～2005 年の年平均）

※海で吸収量されるCO２の10～20％程度は
　沿岸域で固定されると考えられる。

■ WGの活動地点
■ 予定事業の活動地点
■ その他事業の活動地点

CO2
100％ 30.5％

12.5％
57％



平成 26･27年度　深日漁港干潟
平成 28･29 年度　高師浜
平成 30 年度も高師浜での活動
を予定しています。

国際人材育成事業

温暖化による海の環境の変化、水産資源の減少、海洋ごみなど、海の環境保全は今や全世界的な課題となっており、
これに携わる人材の育成が急務となっています。　CIFER・コアでは、次世代の人材を育むべく、幼児から学生、社会人、
海外留学生など、多様な世代、地域の人々が生涯に渡って海の環境を学ぶ取り組みを行っています。海に親しみ、環
境への意識を高めるこれらの活動が、未来の海洋環境をよりよいものに変えていくと考えています。

園児・小学生・中学生・高校生対象

　　　 施設見学会

CIFER・コアの関連企業や団体等から参加者を募り、大阪
湾の環境再生に関し、独自の取り組みを行っている場所
や施設について見学します。

　　　  各種講演、シンポジウムの開催

CIFER・コアでは毎年、大阪湾の再生に関連した講演会や
シンポジウムを行っています。

■ 平成28年5月27日
「CIFER・コアからの話題提供」
講演：大阪府環境農林水産部水産課課長補佐　大道  斉氏
　　　粕谷製網株式会社製品開発部部長　深堀  一夫氏 ほか

■ 平成28年12月16日
「沿岸環境関連学会連絡協議会ジョイントシンポジウム」【共催】

■ 平成29年12月12日
「活き活きフォーラム IN 大崎上島」【共催】
挨拶：広島商船高等専門学校長　辻  啓介氏
　　　大崎上島町長　高田  幸典氏

■ 平成30年5月25日
「CIFER・コア講演会」
講演：一般社団法人海域環境研究機構　細川  恭史氏
　　　「豊かな海を次世代に  ～東京湾環境修復の現状～」

　　　 「ミニ砂浜をつくろう会」活動

砂浜は子供たちの遊びや学びの場であるだけでなく、生
物にとってはかけがえのない生育の場所であり、たとえ
小さな砂浜であっても繁殖の拠点となりえます。CIFER・
コアでは平成 26年度から４年にわたり深日漁港干潟、高
師浜においてミニ砂浜づくりを実施しています。

　　　 深日漁業干潟   生き物観察会

国土交通省が主催する「大阪湾生き物一斉調査」に参加し、
岬町立岬中学校の科学部とともに深日漁港干潟の調査を
担当しています。平成 29年度には、観察会が 3年を迎え
たこともあり「大阪湾フォーラム」においてこれまでの活
動の成果をまとめた展示発表を行いました。

　　　 夏休みの親子環境学習

環境学習「大阪湾 海の教室」では、せんなん海浜公園での
生物観察会、カヤック体験、実験を通じた学習「海の実験」
などを行いました。夏休みということもあり、多くの親子
づれが参加しました。平成30年度は田尻漁港において漁
業体験や、環境学習、釣り堀体験などを行う予定です。

　　　 フェニックス尼崎沖   海の循環の学習

尼崎沖で地域の小中高生を対象とし、海と陸の栄養塩の
循環を体験するための取り組みを行っています。護岸に
付着したワカメやイガイなどの生物を回収し、枯草等を
混合して堆肥づくりを行うとともに、この肥料を使って
ナタネを栽培、搾油・食用を進めています。

　　　 各主活動への参画

CIFER・コアでは、海の環境に関する多くの活動に参画し
ています。またその活動への協力・周知を行っています。

大阪湾フォーラム
多様な主体がメンバーになり、大阪湾再生に向けた情報
交換や共有の場、相互理解の場として開催されています。

全国アマモサミット
沿岸域が抱える環境問題をテーマに、地域の事例発表や
意見交換の場として開催されます。平成30年度は阪南市
で開催予定。CIFER・コアは実行委員として参画します。

海と日本PROJECT
豊かな海を未来に残すため、海の啓発活動を推進・運営して
いる団体です。CIFER・コアはこの団体の推進パートナーです。

　　　 「アドプト･シーサイド･堺浜」清掃活動

CIFER・コアでは平成 25 年に大阪府港湾局が推進して
いるアドプト活動から認定を受け、毎年堺浜において
清掃活動を実施しています。この活動は NPO団体主催
の生物観察と連携して実施しており、市民の海への関
心を向上させるイベントとなっています。

大学生・海外留学生対象

　　　 ハロン湾事業

堺市と大阪府立大学は、ベトナムのハロン市において、
JICA 草の根事業を実施しました。ベトナムから研修生
を堺市に招き、環境教育、環境管理に関する 2 週間の本
邦研修を実施しました。他方、大阪府立大学は、「国際環
境活動特別演習」を実施しており、大学院生をベトナム
に派遣し、1 週間程度の現地環境活動を行っています。
CIFER・コアは、協力機関として参画します。

社会人・一般市民対象

次世代の環境人材を育成する

▼調査活動をまとめたリーフレットを
科学部の生徒と共に作成しました。

深日漁港干潟は絶滅が危惧される
希少な生物も見つかっており、学び
の場としても、また、生物保全の観
点からも貴重な干潟となっています。

写真は兵庫県の須磨海岸と神戸市立
須磨海浜水族園のバックヤードツアー
（大型水槽上）。

▲ハロン湾での現地活動　　　　　　  ▲ベトナム人留学生の本邦研修

見学会実施場所：
神戸空港島内の人工ラグーン
りんくう公園内海 /マーブルビーチ
樽井のアマモ場、大阪南港野鳥園など

平成29年度は、百人一首に詠われた
白砂青松の景観を戻すため黒松の植
樹と、大阪府漁業振興基金の協力を
得て、ヒラメの稚魚放流を行いました。


