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平成 30 年度の取り組み

大阪湾

平成 30 年度の新規取り組み（予定）

環境再生研究・国際人材育成

コンソーシアム

Consortium for International Fosterage and Environmental Research and projects in OSAKA BAY

大阪湾の窪地解消に向けた取り組み

理事長挨拶

大阪湾の窪地解消を目的とした「（仮称）大阪湾環境再生・創造センター」の設
立に向けて、大阪府港湾局などとの協議調整を行いながら、その位置、規模、機能、

CIFER・コアは昨年 9 月に設立５周年を迎え、その間大阪湾の環境再生を目指し、鋭意

事業内容、組織の在り方などの検討を進めていきます。

取り組みを行ってきました。平成 29 年度は精力的に活動を展開し、会員企業や漁業関係

並行してこの計画に参加する企業を募り、資金面などの課題を探ります。

者の協力を得ながら様々な研究や提案を行って参りました。
その結果、国や地方公共団体からも高い評価を受けることができ、各種計画や事業に対
する参画を要請されるようになりました。今後は５年間の実績を踏まえて新たな展開を推

堺旧港のミニ干潟実現に向けての最終的な検討

進すべく、これまでの大阪湾の環境再生から、過疎化の進行する瀬戸内海の「豊かな海」
造りと地域活性の活動にも貢献していきたいと思います。

地元の堺市や大阪府港湾局、新日鐵住金等で構成する検討委員会を立ち上げ、

実態的には広島湾再生推進活動（第２期）へ「CIFER 広島サイト」として参画し、その先駆活動として「大崎上島」にお

ミニ干潟の造成に向けて最終的な検討を行います。

ける新たな漁港漁場再生事業化に向けての実証研究を会員企業や漁業者の方々と一緒に実施できればと考えています。
以上から、平成 30 年度においても、皆様のご協力を得ながら大阪湾や瀬戸内海での海域環境の改善・再生に取
組んで参りますので、今後ともご理解ご協力を宜しくお願いいたします。

堺北泊地の浅場化に向けての検討の推進

平成 30 年 5 月

国、大阪府、堺市、地元関係企業と調整しながら、堺北泊地の浅場化の推進に

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

向けて検討を進めます。

理事長

広島湾再生２期計画への参画

上嶋

英機

平成 29 年度

C I F E R・コアの主な活動

CIFER・コアの取組み、実績が評価され、国土交通省中国地方整備局から広島湾
再生 2 期計画への参画を要請されました。2 期計画策定において主に官民連携によ
る海域環境の整備方策の取りまとめや、事業推進方策の提案・推進分野で主体的

大阪湾での取組み

な役割を果たします。

活動報告会の様子

研究成果のパンフレット作成による啓発
大崎上島町の漁場再生に向けた検討・提案

大阪湾の直立岸壁・護岸に自然を取り戻そう

昨年 12 月に広島県大崎上島町において開催された『活き活きフォーラム IN 大

ーエコ護岸、エコパネル整備の推進に向けてー

崎上島』の成果を踏まえ、地元の漁港・漁場再生のための取り組みに協力して参り

大阪府漁連、兵庫県漁連との共同提案

ます。

大阪湾の直立岸壁・護岸に自然を取り戻すため、

『全国アマモサミット2018 in 阪南』への参加
全国アマモサミットとは「アマモ」や「アマモ場」を象徴的なキーワードとして、

（仮称）
大阪湾環境再生・創造センター設立の提案

大阪湾環境再生に向けた建設系副産物等の活用
大阪湾の環境面の大きな課題である、海底の巨大
窪地の解消に向けて建設系副産物などの活用を図る

大阪府および兵庫県漁業協同組合連合会に呼びか

ため「（仮称）大阪湾環境再生・創造センター」の

け、共同してエコ護岸・エコパネルの整備推進に向

設立を目指した提案書を取りまとめ、これに向けた

けた啓発パンフレットを作成し関係者に配布し協力

取り組みを始めました。

を呼びかけました。

海の自然再生・保全を目指している大会です。第 1 回横浜大会以来、毎年全国で
行われており、2018 年は阪南市で開催されます。
活用案

事務局からのお知らせ

＜事務所受付時間＞

CIFER・コアでは昨年度から経費削減のため、職員の在宅勤務（テレワーク）制度
を導入いたしました。事務所での打ち合わせや現場には必要に応じ自宅から直接出
向く方法を採用しています。このため皆様からの連絡の際、事務所職員を経由して
担当員に伝わるなどご不便をおかけいたしますが、ご了承の程お願いいたします。

E-mail : cifer-bureau@cifer-core.jp

TEL : 072-267-4880

月曜から金曜
10:30a.m. 〜 15:30p.m.

（土・日・祝日 除く）

※ 受付時間外はメールでご連絡ください。

FAX : 072-267-4893

〒591-8025 大阪府堺市北区長曽根町 130 番地 42 さかい新事業創造センター内 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

（再生材）

大阪湾での取り組み
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平成 29 年度

平成 29 年度

広島での取り組み

広島での取り組み

受託事業
阪南6 区の活性化のための土地利用調査

阪南2区の海域環境再生に向けての調査

大阪府港湾局から阪南 6 区の 2ha の土地の有効
活用について調査委託を受け、関東や中部地方の
集客施設などのヒアリングを中心に検討を行いまし
た。臨海部にふさわしい施設として、主に関西空
港からのインバウンド客をターゲットに、海水利用
の温浴施設、簡易宿泊施設、水産振興のための施
設などを内容とした報告書を作成しました。

阪南 2 区の土地造成を担っている大阪府都市整
備推進センターから、阪南 2 区北側の海浜緑地の
護岸や水域について、海域環境の再生をにらんだ
整備の在り方の調査委託を受けました。エコブロッ
クの採用や護岸の材質の多様化の他、水質や底質
の改善に関して、専門家の意見を聞きながら成果
を報告しました。

『活き活きフォーラム IN 大崎上島』の開催
昨年 12 月に広島県西部の竹原市地先に浮かぶ
人口 8,000 人弱の離島、大崎上島町で、地元漁
港と漁場の再生と地域の活性化を目的とした『活
き活きフォーラム IN 大崎上島』が開催されました。
（古川技術振興財団の助成金を活用 )
雪の降る寒い 1 日でしたが、町長をはじめ関係
者約 120 人が参加し、基調講演やパネルディスカッ
ションに熱心に耳を傾けていました。
このフォーラムを契機に大崎上島町では、平成
30 年度から 3 年間かけて、漁港・漁場の再生の
ためのトリガー事業に取り組むこととなりました。
主催：広島商船高等専門学校
共催：CIFER 広島サイト 後援：大崎上島町

▲ 会場横で行われた
パネル展示と情報公開サロン

▲ パネルディスカッションの様子

これら広島における取り組みは、地元の広島にゆかりの企業を核として CIFER 広島サイトを立上げ、これを中心に活動
を行っていくこととなっており、CIFER・コアはこれをバックアップしていくこととなります。

イベント
高師浜「ミニ砂浜をつくろう会」

平成29年度

深日漁港干潟

生き物観察会

高師浜では一昨年行ったミニ砂浜をつくろう会の

国土交通省が主催する大阪湾生き物一斉調査に参

活動に引き続き、百人一首に歌われた白砂青松のイ

加し、岬町立岬中学の科学クラブとともに、深日漁

メージを取り戻すため、黒松の植樹を行いました。

港にあるミニ干潟の調査を担当しました。また、生

また、大阪府漁業振興基金の協力を得てヒラメの稚

徒たちと協力して、その成果をパンフレットにまと

魚放流を行いました。参加した幼稚園児や小学生の

めました。３年生の生徒にはいい卒業記念になりま

歓声の中、楽しいイベントとなりました。

した。

受託事業について

尼崎沖埋立処分場海域環境再生事業
委託者：大阪湾広域臨海環境整備センター

阪南港 二色浜海浜緑地周辺地区
委託者：大阪府港湾局

水質浄化実験分析検証等業務
委託者：堺市

阪南2区北側緑地まちづくり及び環境創造機能発現検討業務
委託者：大阪府都市整備推進センター

石炭灰による実証試験方法検討他業務
委託者：関西電力

カルシア改質土を活用した実験に関する評価委員会実施業務
委託者：日本鉄鋼連盟

二枚貝等養成実験
委託者：日本海洋資源開発

大崎上島フォーラム開催に関する業務（古川技術振興財団助成事業関連）
委託者：広島商船高等専門学校

会員紹介

利活用基礎調査業務

平成 30 年４月現在

正会員（31 社）
ジオスター株式会社 新日鐵住金株式会社 株式会社神戸製鋼所 株式会社日建設計シビル 大阪ベントナイト事業協同組合 一般財団法人関西環境管理技術センター
株式会社環境総合テクノス 株式会社建設技術研究所 阪南倉庫株式会社 株式会社三央 共和コンクリート工業株式会社 公益財団法人大阪府都市整備推進センター
大阪ガス株式会社 株式会社横河住金ブリッジ 株式会社ニュージェック 矢野建設株式会社 株式会社エコプレックス いであ株式会社 太平洋セメント株式会社
大幸工業株式会社 株式会社リンクス 大容建設株式会社 日本海洋資源開発株式会社 株式会社総合水研究所 株式会社山﨑砂利商店 株式会社関電Ｌ＆Ａ
東亜建設工業株式会社 東洋建設株式会社 五洋建設株式会社 若築建設株式会社 復建調査設計株式会社

賛助会員（34 社）
株式会社修成建設コンサルタント 株式会社シキボウ堺 堺泉北埠頭株式会社 大阪府タグ事業協同組合 株式会社シマノ 株式会社ビーコン 阪神高速技研株式会社
株式会社安藤・間 湾建株式会社 株式会社ビークラフトサカイ 日本海工株式会社 水都工業株式会社 日本ミクニヤ株式会社 一般社団法人地域資源研究センター
関西港湾サービス株式会社 株式会社大阪砕石工業所 株式会社Ｅ−マテリアル 株式会社大都 株式会社ＯＳＷ 泉谷電気工事株式会社 株式会社泉大津造船所
株式会社ダイネツ 株式会社豊工業所 泉都興業株式会社 阪九フェリー株式会社 星揮株式会社 株式会社京星 粕谷製網株式会社 日新製鋼株式会社呉製鉄所
神鋼環境メンテナンス株式会社 住友重機械エンバイロメント株式会社 藤野興業株式会社 株式会社アーク・ジオ・サポート 積水アクアシステム株式会社

