
■ 入会のご案内

<事務局からのお知らせ>
※ 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（電話受付：平日10:30～15:30）　  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　  

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
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。大阪府港湾局ではせんなん里海公園の海浜整備を担当し、また、
堺 2区や阪南 2区の干潟造成に携わる。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し、堺浜のふれあいビーチ整備に関わる。その後、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

・秋山　 敬 様　共和コンクリート工業株式会社
・大下 和夫 様　いであ株式会社
・大前 延夫 様　大幸工業株式会社
・吉川 信夫 様　株式会社富士電子産業

　CIFER・コアでは、法人活動に関して力強いご支援を
いただいている方々を「Activeサポーター」として委嘱
し、法人活動のPRをお願いするほか、運営や活動内容
についてもご意見を伺っています。 Active サポーターの
活動に皆様方のご理解をお願い申し上げます。

■ 役員紹介

きっ  かわ

CIFER･コアは持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています

SDGsとは、2015年9月の国連サミットで採択され、2030 年
までに達成するように定められた17 の国際目標です。

CIFER  Active サポーター

・中岡　 明 様　藤野興業株式会社
・平井　研 様　株式会社総合水研究所
・藤原 敏晴 様　東洋建設株式会社

（令和2年5月末現在/50 音順） 

（CIFER・コアの重点目標）

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

Consortium for
I nternational
Fosterage and
Environmental
Research and projects in OSAKA BAY

CIFER Osaka Bay

【写真上から】ヒラメの稚魚放流（「ミニ砂浜をつくろう会」高師浜）、ミニエコブロック（阪南2区 )、漁業体験（田尻漁港）、海外研修（「国際人材育成事業」ベトナム･ハロン湾）、
エコブロック設置後の魚類蝟集状況（フェニックス泉大津沖）、満開のハマダイコン（せんなん里海公園）、CIFER・コアシンポジウム　　　【写真右】高師浜の砂浜清掃（高師浜）



役   割：実証実験フィールドの提供、事業化の仕組みづくり
メリット：漁業と一次産業の振興、沿岸部の活性化等  

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

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・コアでは100以上の企業や団体が集まり
海域環境再生のための取り組みを行っています。

　大阪湾は高度経済成長期以降、砂浜や干潟・藻場等の海辺の自然環境が急激に姿を消し、水質の悪化
による赤潮・青潮の発生、水産資源の減少など、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、これまで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 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、平成 24 年９月「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。
　CIFER・コアでは以下のような３つのテーマを設け、技術や手法の調査・研究・実験、または、将来の
海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します。

■ 大阪湾自然環境再生事業
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、水質浄化や底質の改善など
の環境技術開発、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。また、二枚貝の水質浄化作用やCO2 固定
効果などに着目した養成を行うことにより、栄養塩の円滑な循
環や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
国内及び諸外国の豊かな海域環境を未来へ継承することを目指
し、環境の保全と再生に携わる実践的・国際的な「環境人材」
を育成する。また、次世代の環境再生を担う子どもたちに対し
ての啓発活動を推進する。

豊かな海の再生を目指して

役   割：技術や素材の検討、また、資金や人材の提供を行う
メリット：技術や素材の実証・評価、大学等との多様な連携

関連企業　※令和2年5月末現在（50音順）

CIFER・コア正会員（計35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㈱　● (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㈱　● ㈱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   ● 日本海洋資源開発㈱   ● 日本製鉄㈱   ● 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NSエンジニアリング
● ㈱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㈱　  ● ㈱ＯＳＷ　  ● ㈱大阪砕石工業所  
● 大阪府タグ事業協同組合   ● ㈱環境総合テクノス  ● 堺泉北埠頭㈱  ● 三洋テクノマリン㈱  ● ㈱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㈱ 
● 大新土木㈱　● ㈱大都　● ㈱ダイネツ　● (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㈱　● ㈱味起央　● ㈱豊工業所　● リマテックR&D ㈱　● 湾建㈱

学

官

CIFER･コアが取り組む３つのテーマ

役   割：環境再生研究をリード
　　　　環境再生事業への助言など
メリット：実証実験フィールドの確保
　　　　産官民との連携研究

■ 企業

■ 市民・NPO・漁業者

■ 研究機関

■ 行政機関

産

民

産官学民の連携と協働の
ためのプラットフォーム

CIFER･コア

各主体に求められる役割と各主体が得るアウトカムのイメージ

役   割：環境のモニタリング、啓発活動など　  
メリット：海域環境改善、育てる漁業への転換 

関連市民団体など
● 大阪湾見守りネット   ● ( 公社 )大阪自然環境保全協会 
● NPO 大阪府海域美化安全協会  ● ( 一財 )環境事業協会
● 神戸市立須磨海浜水族園  ● きしわだ自然資料館
● 貝塚市立自然遊学館　 ●  ( 一財 )生態系工学研究会　
● 大阪湾環境保全協議会  ● 大阪湾海岸生物研究会
● 大阪府みなと友好倶楽部　● 大阪海さくら  ほか

　　　協力団体　 ● 大阪府漁業協同組合連合会
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　WG９では、建設系副産物等の活用による海底窪地の解消
方策を検討してきました。　平成29年度には、検討内容をもと
に、建設系副産物等を活用しながら環境改善や防災を目指
す中核施設「大阪湾環境再生・創造センター（仮称）」設立の
提案書を作成しました。
　センターは窪地解消業務のみならず、砂浜、干潟の整備や
直立護岸のエコ化など、その他環境再生事業の基地として使
用することを検討しています。今後は国や大阪府港湾局、地元
自治体、漁業関係者などと調整するとともに、参加企業の協
力を得ながら事業内容の詳細について協議を行っていきます。

　貝塚市沖にあり、栄養塩の豊富な阪南６区内水面では、
５年間にわたりマガキの養成実験を行ってきました。この
水域では、良質のマガキが他の産地より早く成長することが
分かりました。
　マガキ１個体は１時間当たり最大約40ℓの海水を濾過する
能力があり、食材とすることによって炭素や窒素を海から回
収し、栄養物質の浄化に役立つと期待されています。　　
　今後は他の水域でも本格事業化を行い、環境再生や地域
の活性化に寄与できないか提案を行っていきます。

　堺市は北泊地の「堺臨海部再
生・創造ビジョン」を策定し、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、将来の泊地の浅場化を目指
しています。
　このために、大和川河口部等
の堆積土砂を活用し、自然環境を
回復することを検討しています。

　平成24年度から、堺浜人工海
浜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い、
CIFER・コアと学識者で構成する委
員会では海浜地形の変化、生物
等への影響を検討してきました。
　現在、カルシア改質土を活用し
て、堺旧港の一角にミニ砂浜を造
ることや、北泊地の老朽護岸の
補強を図る協議を進めています。

カルシア改質土の実験では、
環境への特段の変化や影響
は認められなかった。

装置の海側に設置したタイドプールでは、再生材の安全性・有用性を確
かめる実験を行っている（写真下段）。 センターの機能配置イメージ設立候補地

写真上…鋼製エコパネル (平成27年設置 )とエコブロック
写真下…コンクリート製エコパネルとミニエコブロック(令和２年製作 )

この海域では、グリコーゲン
の多い良質のカキが育つ。

堺2区北泊地には、かつて大
型の鉄鉱石船や石炭船が入
港した。水深は１６ｍ。

　岸和田木材港では、地域の活
性化に資する方策を検討していま
す。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
を行ったところ、重金属類の溶出
は認められず、水質等の改善効
果が認められました。
　阪南６区の内水面においては、
二枚貝養成実験と合わせて底質
改善実験を行っています。

　堺 2 区北泊地の水質を改善するため、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
きました（写真上段）。
　平成 27 年度には浄化水を使ってタイドプールによる実験
を行い、平成 30 年度からは建設系副産物等を海砂代替品
や中埋め材などの再生資源として有効利用するための実験を
行っています。
　また、堺市は、水質が悪化する夏場でも海に親しめるよう
にこの水域に内海を整備することを計画しており、CIFER・
コアも検討に加わっています。

　直立岸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
には大阪府および兵庫県漁業協同組合連合会と共同して直立
護岸などのエコ化推進に向けたパンフレットを作成しました。
　令和元年度には、より汎用性の高いミニエコブロックを製
作しました。今後、阪南２区に設置して魚の蝟集状況などに
ついて実験をする予定です。また、夏場に鋼製エコパネルに
比べ高温にならないコンクリート製エコパネルをフェニックス
泉大津沖処分場に設置して、生物生息調査を開始しました。

　令和元年度から阪南6 区内水
面でアマモの養成実験を行ってい
ます。大阪湾には底質が泥質のと
ころがあり、アマモの生育には適
しませんが、浮体式構造物を用
いることで底質に影響されないア
マモ育成の可能性を探ります。
　将来的には、他の海域にアマ
モの株や種の提供ができること
を目指します。

ヤシ殻のマットにアマモの種
を植え込んだものをコンテ
ナに入れ、ブイで浮かせる

岸和田木材港の貯木場は面積
約80haの浅場で、水面を残し
た利活用策が求められている

北泊地
50ha

　　各ＷＧのテーマと活動状況
　発足から 6 年余りが経過する WG では、引き続き実験・検証等を継続していくグループと、一定の成果を得た
グループがあります。令和元年度からは新たにWG１０「アマモの養成実験」がスタートし、今後も新しい視点から、
さらなる事業展開を予定しています。

WG３　堺浜における水質浄化実験

WG８　二枚貝の養成実験

WG10　アマモの養成実験

WG4/6　遊休水面の活用
　　　　 (岸和田木材港・阪南６区)
　　　　

WG5/7　エコ護岸・エコパネル整備推進
　　　　　大阪湾の直立護岸・直立岸壁の改善

WG１　堺２区北泊地の環境改善

WG２   カルシア改質土の効果・環境影響調査

WG９   大阪湾の窪地解消に向けた取り組み
　　　　「大阪湾環境再生・創造センター（仮称）」設立の提案

大阪湾自然環境再生事業･海洋性バイオ産業等環境事業

事業WG活動の取り組み
Osaka Bay Enviroment Restorating Project

フェニックス
泉大津処分場

候補地

テーマごとに調査・研究を行うWGを設置
　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。WG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
を行っています。CIFER・コアは、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。WGでは、大阪湾における以下のような環境課題をターゲットとしています。

▼ 自然環境の消失… 干潟や藻場など生物の豊富な浅場が埋め立てられ、水際線のほとんどが直立護岸となっています

▼ 巨大な海底窪地… 浚渫によってできた窪地は貧酸素状態となり、硫化水素を発生させて海生生物を死滅させています

▼ 栄養塩の偏在　… 都市を通る河川が流れ込む湾奥では富栄養化が進む一方、湾口部は栄養レベルが大きく低下しています

搬入岸壁 搬出岸壁

搬入
ヤード

搬出
ヤード

材料加工
ヤード

管理
センター

検査
試験
場

再生土･良質残土
流動化処理土等
ゾーン

セメントサイロ等
固化材ゾーン

・ガラス端材
・コンクリートガラ
・廃ガラス等
　　ゾーン

再生品
ストックヤード

カルシア等
鉄鋼スラグ系
ゾーン

石炭灰
ゾーン



施設見学会

先進的な取り組みを行う
臨海部の施設を見学する

　海の環境再生や漁業活動に関し、独
自の取り組みを行っている場所や施設
について、見学会を行っています。
　令和元年は、水産業の振興による地域
の活性化をテーマに、近畿大学水産研究
所白浜実験場などを訪問しました。

堺泉北港開港50周年記念イベント

団体展示ブースで
環境への取組みを紹介

　令和元年８月24日に、堺泉北港開港
50周年を祝うイベントが開催されました。
CIFER・コアの展示ブースでは会員企業12
社の取り組みを紹介したパネルを展示し、
一般の方々に大阪湾の環境再生事業に
ついて知っていただく機会となりました。

CIFER･コア講演会

海域環境の保全・再生を
テーマとした講演会を開催

　５月に開催された講演会では、講師
に大阪府立大学研究推進機構 植物工場
研究センター長の増田 昇氏をお迎えし、
国内のSDGsの取り組みや、都市活動に
農業を組み込むことの意義などについて
ご講演をいただきました。

「ミニ砂浜をつくろう会」活動

子ども達の学びの場と
生物育成の拠点をつくる

　砂浜は子供たちの遊びや学びの場で
あるだけでなく、生物生育の貴重な場
所であり、小さな砂浜であっても繁殖
の拠点となります。CIFER・コアでは、
平成26年度から６年にわたり岬町の深
日漁港干潟、高石市の高師浜において
ミニ砂浜づくりを実施しています。　
　令和元年度は、高師浜の清掃と高石
小学校児童らによるヒラメの稚魚放流
のほか、平成29年度から行ってきたク
ロマツの植樹では、15 本の松並木が完
成しました。

大阪湾生き物一斉調査

大阪に残る貴重な干潟で
生き物調査を実施

　平成 27年度から岬町立岬中学校の科
学部とともに「大阪湾生き物一斉調査」
（事務局は国土交通省）に参加しています。
　担当する深日漁港干潟では希少生物
が多数見つかっており、生物保全の観
点から貴重な場所となっています。

 アドプト･シーサイド･堺浜

浜辺の清掃活動を機会に
市民の海への関心を高める

　CIFER･コアは平成25年度に大阪府
港湾局から「アドプト･シーサイド･堺浜」
の認定を受けています。毎年NPO 団体
主催の生き物観察会と連携し、堺浜自
然再生ふれあいビーチにおいて清掃活
動を実施しています。

国際人材育成事業

ベトナム ハロン湾での
海外研修と本邦研修を実施

　堺市、大阪府立大学とともに、国際
人材育成事業に取り組んでいます。
　８月の海外研修では、ハロン湾管理
局でのミーティングや、湾の水質測定、
下水処理施設や沿岸地区の視察等を行
いました。
　11月にはベトナムから研修生を招き、
環境教育、環境管理に関する 1 週間の
本邦研修を実施。クリーンセンター臨海
工場や堺港発電所など、省エネルギー
や廃棄物処理に取り組む堺市の各施設
を視察していただきました。

夏休みの親子環境学習

体験を通じて海域環境の
大切さを学ぶイベント

　小学生の親子を対象とした環境学習
では、楽しみながら海を学べる内容と
なっており、毎年多くの方が参加されま
す。これまでに、カヌー体験や生き物観
察会 ( 平成 28 年度 )、漁船での漁師体
験(平成30年度)などを開催しています。
　令和元年度開催の「地引網＆海鮮
BBQ!!」では、岡田浦漁業協同組合の
ご協力のもと、親子連れ107名が地引網
漁を体験したほか、漁協の取り組む泉
南あなごの養殖プロジェクトや海洋プラ
スチックゴミについて学習しました。

未来を見据えた人材の育成とSDGs の目標達成に向けて
　　― SDGs の出前講座を行っています ―

　2015年、SDGs（持続可能な開発目標）が国連サミットで
採択され、持続可能な社会づくりがクローズアップされる
ようになりました。企業はCSR活動を含む事業活動におい

てSDGsへの取り組みが求められています。
　CIFER・コアでは会員企業・団体における SDGs への取
り組みの一助として、社員研修等に講師を派遣します。

国際人材育成事業

各種イベントの開催

Project for Fostering International Enviromental Experts

各種イベントなどを通じ、幅広い年代の人材育成に取り組んでいます
　CIFER・コアでは、次世代の人材を育むべく、年間を通して幼児から学生、社会人、海外留学生など、多様な世代、
地域の人々が生涯にわた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、未来の海の環境をより良いものに変えていくと考えています。

令和元年に開催された主な市民参加型イベント

2017年2015 年 2018年

ベトナム総領事訪問


