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Ⅳ. 
  

 

1）大阪湾再生行動計画の概要 
都市再生本部において、都市環境インフラとして、水質汚濁が慢性化している大都市圏の

「海」の再生を図るため、都市再生プロジェクト（第三次決定、平成 13 年 12 月）に「海の再
生」が位置付けられた。 

また、大阪湾では、平成 15 年 3 月に京都・滋賀・大阪で開催された「第 3回世界水フォーラム」
を契機として、関西圏の行政機関等が横断的かつ広域的に連携して、大阪湾の再生を図るための
行動計画を策定し、その効果的な推進を図るため、「大阪湾再生推進会議」を設置した。 

「大阪湾再生」とは、大阪湾の水環境の改善と、多様な生物が生息する親水空間確保を目指し
た広域連携プロジェクトである。 

平成 16 年に「大阪湾再生行動計画（第一期）」を策定し、平成 26 年からは「大阪湾再生行動計
画（第二期）」（計画期間：平成 26 年度から 10 年間）において、大阪湾の水と海辺の再生のため
に国、自治体、住民・市民、NPO、学識者、企業等の多様な主体が連携・協働し、様々な取り組み
を推進している。 

 

大阪湾再生の理念 

大阪湾の環境の改善（多
様な生物の生息・生育、人
と海との関わりの増大）に
向けて、多様な主体の連
携・参画（空間ネットワー
ク及び人的ネットワーク
の充実・強化）により、森・
川・里・都市・海等の取り
組みの輪を広げ、効率的・
効果的な取り組みの推進
を図り、大阪湾の再生とと
もに新しい大阪湾の創出
を目指す。 

 

 

 

大阪湾再生の意義 

1）多様な生物の生息・生育 
・生物多様性を確保する 
・生物の生産性を確保する 

2）人と海との関わりの増大 
・体験学習等の機会創出により豊かな人材を育成

する 
・水に親しむ機会創出により生活の質を高める 
・大阪湾の文化を観光資源につなげる 

3）空間ネットワーク及び人的ネットワークの充実・
強化 
・空間（森・川・里・都市・海等）ネットワーク

の充実・強化 
・人的（多様な主体、各世代のつながり）ネット

ワークの充実・強化 

生物共生型護岸の整備 

尼崎運河博覧会 
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全体目標 

森・川・里・都市・海等のネットワークを通じて、美しく親しみやすい豊かな「魚庭（なに
わ）の海」を回復し、市民が誇りうる「大阪湾」を創出する。 

目標を具体化した「目標要素」、目標達成のために実施する「施策」、進捗状況を評価する「評
価指標」、及び「関係者」を設定している。 

 

 

アピールポイント 

多くの人が訪れ、見て・遊んで・食べて・学ぶことにより、大阪湾や大阪湾につながる森や
川についての理解を深められる場所を「アピールポイント」として設定し、情報を発信する。 

 

アピールポイント 

①潮風かおる港町神戸 

②水に親しみ学べる尼崎・西宮の海辺 

③まちなかで水に親しめる水都大阪の水辺・海辺 

④豊かな自然と歴史を感じられる琵琶湖 

⑤市民が参加した川づくりが進む大和川 

⑥海に親しめる多様な場がある堺の海辺 

⑦海の恵みを楽しめる堺・高石の漁港 

⑧海水浴やマリンレジャーが楽しめる阪南・泉南の海岸 

⑨海の恵みを楽しめる泉南の漁港 

 
 

 

大阪湾再生行動計画（第二期）の見直し 

平成 30 年度に中間評価を実施し、以下のとおり計画の内容を見直した。 
・マイクロプラスチックの削減に向けた検討を追加 
・砂浜・親水護岸等の整備にあたっては生物共生型護岸（緩傾斜護岸）の採用の推進を追加 
・窪地の埋戻しにあたっては、他事業で発生する良質な建設発生土を考慮に入れることを追加 
・海域における栄養塩偏在については、科学的知見に基づいた偏在対策のあり方や進め方等を

検討することを追加 
・地球温暖化対策の観点から海洋における炭素固定（ブルーカーボン）の調査研究をもとに大

阪湾での適用について検討することを追加 
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2）大阪湾環境データベース 

大阪湾環境データベースは、大阪湾の再生に向
けて、大阪湾の環境の現況や環境をよくするため
の取り組み等について幅広く紹介するために、平
成 16 年度に開設された。近畿地方整備局及び大阪
湾周辺の自治体、他省庁等が所有する大阪湾の環
境に関する調査・モニタリングデータの一元化及
び共有化を図り、市民や団体、各機関等、誰でも容
易に情報が活用できることを目的としている。大
阪湾の環境を学習できるコンテンツが多数用意さ
れている。 

 

 
 

 

 

 

 

 

環境情報の検索と環境データ（又はその
所在情報）の入手が可能。主な環境デー
タは、GIS で表示、ダウンロード可能。 

大阪湾環境情報クリアリングハウス 

大阪湾の環境に関する様々な図表を観
覧・ダウンロード可能。歴史・文化、社
会利用等様々な情報を視覚的に提供。 

データで見る大阪湾 

環境学習等で学習できる場所につい
て、地域別のマップや観察状況を示し
たマップを、閲覧することができる。 

大阪湾で学ぶ 大阪湾の紹介 

現在と以前の大阪湾の姿、大阪湾の社
会利用と環境等について、写真やグラ
フを用いて、ストーリーだてて分かり
やすく説明している。 

大阪湾水質定点自動観測データ配信システム 
・大阪湾 11地点の定点水質観測装置等による大阪湾の水質観測結果の速報値を提供 
大阪湾生き物一斉調査 
・大阪湾沿岸で活動する NPO 団体等の協力により春季に統一し実施する生き物調査 
大阪湾再生水質一斉調査 
・国、自治体、研究機関、企業等と連携し、夏季に統一し実施する水質調査 
海洋短波レーダー表層流況配信システム 
・近畿地方整備局及び四国地方整備局が所有する海洋短波レーダーによる表層流況観測結果を提供 

大阪湾環境データベースからその他の情報公開サイトへのリンク 

大阪湾環境データベース URL: 

http://kouwan.pa.kkr.mlit.go.jp/kankyo-db/ 

大阪湾環境データベース 

コンテンツ 
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3）環境の保全・創造（干潟・浅場造成、ヘドロ浚渫） 
大阪湾奥部は、かつて豊かな干潟が広がり、人々にとって身近な憩いの場として、また干潟や

海浜に生息する小動物と触れ合える場として豊かな自然環境を形成していた。しかし、埋立て等
の開発事業に伴い、浅海域が失われ、水辺空間が本来持っていた生物の生育・生息の場としての
機能が損なわれた。 

そこで、かつての自然を再生するため、干潟・浅場の造成等の整備を推進している。 
また、大阪湾に流入する河川の水質改善を図るため、浄化浚渫によるヘドロ等の有機汚濁対策

を寝屋川や平野川等で実施している。 
 

干潟造成 

堺2区人工干潟 
大和川河口部の汽水域において、「野鳥や海生生物の水域環境形成の場」及び「生物による水

質浄化を行う場」を形成するために人工干潟が整備されている。平成17年度より大和川の浚渫
土砂の投入が始まり、平成25年度末までに約26㎥の砂が投入されている。 
 
阪南2区人工干潟 

平成16年に造成された人工干潟であり、現在は年中観測できるカワウやサギ類のほか、渡り
鳥のシギ、チドリ、小型の魚類、甲殻類等が生息している。 

 
国指定浜甲子園鳥獣保護区 

干潟を中心とする鳥獣保護区であり、干潟の機能を備えた土留め施設の施工、浚渫土砂の投
入等が実施され、トウネン等の鳥類をはじめとする様々な生き物が生息できる環境を整備して
いる。 

 

浅場造成 

御前浜水環境再生実験（平成17年～20年） 
阪神間にわずかに残る自然海岸で

ある御前浜（香櫨園浜）の水環境を改
善するために、武庫川の砂を用いて
浅場が造成された。 

造成後3ヶ月から生物が定着し、浅
場の新設によってアサリの個体数が
増加し、濾水といった浄化機能が高
められることが確認された。 

ヘドロ浚渫 

 

栄養塩類の溶出、溶存酸素の消費、
悪臭の発生等の防止を目的に、寝屋
川では平成16年以降、平野川では平
成14年以降浚渫を実施し、河床に堆
積しているヘドロを直接除去してい
る。 

 

浅場の全景（石より向こう側） 

堺 2 区人工干潟 

寝屋川（JR 住道駅前付近） 平野川（入船橋付近） 

阪南 2区人工干潟 浚渫土砂投入後の干潟（浜甲子園） 
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4）環境配慮型施設（生物共生型護岸、緩傾斜護岸） 
 
多様な自然が存在し、また、人間の様々な

経済社会活動がなされている沿岸域では、特
に港湾の開発・利用と環境の保全・再生をと
もに解決することが求められている。このう
ち、港湾の自然再生の観点から、生息生物の
多様化や環境改善等の効果を期待できる方策
として、生物との共生に配慮した生物共生型
港湾構造物の整備が推進されている。 
堺泉北港北泊地では、漁礁や干潟等の機能

を持つ堺2区生物共生型護岸が整備されてお
り、キチヌ等の幼稚魚やヤマトシジミ等の生
息域となっていると考えられる。 
また、大阪府泉州沖の関西国際空港や、大

阪湾フェニックス計画の埋立処分場（神戸
沖、大阪冲、泉大津沖）では、護岸の一部を
傾斜護岸又は緩傾斜護岸にすることで、藻場
や魚類の生息空間を形成し、生物の多様化が
図られている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
環境配慮型施設の位置 

堺 2 区生物共生型護岸 

関西国際空港（2期空港島護岸） 
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5）海底地形修復 

窪地の現状と修復の必要性 
大阪湾には湾奥部の南東側を中心に 21 ヶ

所、計約 3,600 万 m3の窪地が点在してい
る。大阪湾の窪地は昭和30年代後半より埋立
て用の土砂を海底から掘削した際にできたも
のである。 
 窪地内は窪地外と比べて海底の水深が深
いため、海底に酸素が行きわたらずに酸素不
足（貧酸素化）の状況にある。 

貧酸素化が進むと、海底に堆積している植
物プランクトンの死骸等を分解することがで
きなくなり、硫化物の濃度が高くなるため、
底生生物がすみにくい環境になる。また、窪
地周辺海域の青潮発生要因の一つと言われて
いる。 

このため、環境改善の一環として、港湾等
で発生した浚渫土砂等を活用して窪地の修復
につとめている。 

窪地修復の実施状況 
平成 18 年度から大阪湾窪地対策に関する

技術検討を開始し、窪地修復に関する施工方
法や安全管理の検討等、技術的な観点から検討協議を行い、大阪湾再生行動計画とも連携のうえ
平成 23 年度から国では港湾工事で発生する浚渫土砂を有効利用し、窪地の修復を実施してい
る。 

窪地 21 ヶ所のうち、優先的に修復を行う
窪地として、堺泉北港北泊地、阪南港阪南
2区沖、阪南港阪南 4・6区沖の 3ヶ所が設
定されている。令和元年度までの土砂投入
実績は以下のとおりである。 

・堺泉北港北泊地：約 31 万 m3（平成 21～22 年度） 
・阪南港阪南 2区沖：約 367 万 m3（平成 14 年度～） 
・阪南港阪南 4・6区沖：令和 2年度より実施予定 
 
 

広域的な土砂の受け入れ 
窪地の埋め戻し開始時は大阪港や堺泉北港からの土砂の受け入れが中心であったが、早期の修

復を目指して、平成 28 年度より和歌山下津港からも受け入れを開始している。 
さらに、令和元年度からは、四国地方整備局高松港からの浚渫土砂や兵庫県武庫川の河川土砂

についても受け入れを開始している。 
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窪地（阪南 2 区沖窪地）の修復効果 
水深に対する無酸素層（DO：溶存酸素量 0.5mg/L 以下）の発生比率の推移（折れ線グラフ）に

よると、平成 20 年度時点での最大 50％から平成 30 年度～令和元年度にかけて 0％と減少し、窪
地内の無酸素化の解消が確認された。これは、窪地の修復により水深が浅くなったことによる効
果と考えられる。 

平成 23 年度と令和元年度の夏季の DO の鉛直分布を比較すると窪地修復の進捗に応じて、DO
が 1mg/L 以下の海域が減少している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

台風による貧酸素水塊の鉛直混合 
窪地の内部（B-5）では、窪地境界の海底付近水深（青線）では、境

界部と同様の傾向が見られたにも関わらず、窪地内の水深の中央部（赤
線）では、水温、塩分、DO ともに変化がなかった。 

すなわち、令和元年 6月下旬に接近した台風 3号のような擾乱（鉛直
混合）が生じたとしても、窪地の中央部付近までは現象が届かず、貧酸
素の水塊は留まり続けた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

8月 8月 8月 8月 8月 8月 7月 8月 9月 7月 8月 9月 7月 8月 9月 7月 8月 9月 7月 8月 9月 7月 8月 9月

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01

無
酸

素
層

の
発

生
比

率
（
％

）

C-1（窪地外） C-2（窪地内） C-3（窪地内） C-4（窪地内）

C-5（窪地内） C-6（窪地内） A-1（窪地外）

窪地内の無酸
素化が解消 

阪南 2区沖窪地の修復状況 

及び調査地点 

阪南 4・6区沖の窪地の 

調査地点・調査層 

H23 R1 

DO 

(mg/L) 

（注）図中の点線は平成23年度調査時の

水深を示す。 

B-3 B-5 B-7

25m程度

13m程度

海底⾯上0.5m

窪地⽔深
の中央

窪地境界の
海底⾯上0.5m

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6/25 6/26 6/27 6/28 6/29 6/30 7/1 7/2 7/3 7/4 7/5 7/6 7/7 7/8 7/9

D
O

（
m
g/
L）

B‐5_窪地境界の海底面上0.5ｍ DO[mg/l] B‐5_窪地水深の中央 DO[mg/l]

小潮                  大潮  

窪地水深中央では
大きな変化はない 

溶存酸素濃度が
大きく回復 



 

4-8 

1.大阪湾再生等の取り組み 

（1）大阪湾再生の取り組み 
 

 

6）多様な主体との連携 

①大阪湾見守りネットの設立と大阪湾フォーラム 
「ほっといたらあかんやん！」の呼びかけのもと、平成17年 2月 26日「第１回大阪湾フォーラム」

が開催された。 
このフォーラムは大阪湾再生行動計画（平成 16 年 3 月）に基づいて国土交通省近畿地方整備局が

主催したものであり、大阪湾沿岸で活動する市民団体や行政等が一堂に会し、それぞれの活動を報告
し合い、将来の大阪湾について意見交換する初めての機会となった。 
集まったメンバー（40団体、144人）は、地域で清掃活動をする団体、子どもたちに環境学習を行

っている団体、大阪湾をダイビングスポットにしたいと活動している団体、大阪湾で釣りができる環
境を保全しようとする団体、生き物調査を行っている専門家集団、港湾を管理する行政機関等様々で
あったが、各メンバーが地元の自然環境とそこで育まれた文化を愛し、大阪湾をよくしたいという情
熱をもって、工夫しながら活動を行っている。 
このフォーラムが契機となり、フォーラム実行委員会のメンバーを中心として平成 17 年 11 月 12

日に『大阪湾見守りネット』が設立された。 
大阪湾見守りネットは、大阪湾に関心のある個人や団体からなる“ゆるやか”なネットワークによ

り、大阪湾再生に向けた相互理解、人的ネットワークの構築をめざしている。 
 

大阪湾見守りネットがめざすもの 

○大阪湾見守りネットは、魅力と活力のある、
美しい大阪湾の再生をめざします 

○大阪湾見守りネットは、大阪湾の環境再生
を願う個人と関係団体によるゆるやかな交
流と連携をめざします 

○大阪湾見守りネットは「楽しく面白く」を
基本に、自発的で自立的な取り組みを進め
ます 

○大阪湾見守りネットは、地域の市民団体、
小中高校と大学、漁業関係者、企業、行政
機関等と幅広い協働の取り組みを進めます 

 

大阪湾見守りネットの活動 

①情報発信・交流 
・メーリングリストによる日々の情

報交換 
・大阪湾見守りネット総会とそれに

伴う講演会等 

②フォーラムの開催 
・ほっといたらあかんやん！大阪湾

フォーラム 

③調査・研修会の開催 
・帆船「あこがれ」や成ヶ島等での

研修会、「チリメンモンスターを探
せ」リーダー養成講座 

・成ヶ島アマモ場調査 

④イベントへの参加 
・大阪湾生き物一斉調査への参加 
・フィッシングショーOSAKA で「チリメンモンスターを探せ！」の実施（平成 24 年～） 
・大阪湾再生シンポジウム（パネル展示）等大阪湾に関する取り組みへの参加 等 

  

 

大阪湾見守りネット（登録者によるプラットフォーム）

運営委員会（運営する組織）

アドバイザー
大学の先生等専門家

事務局

NPO
学校

企業

市民

①情報交流

（ﾌｫｰﾗﾑ等）

②広域連携の取組

(ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ等)

③先導的な取組

（講習等）

⑤市民の啓発

と参画促進

運営・支援

どんどん
参加

どんどん
参画役員（代表、副代表）

◆会員の特典
・MLの利用
・取組の企画・広報
・取組への参加

行政機関

※個人のみ

④相互連携

の取組

どんどん
参加

漁協
研究機関

活動の様子 

大阪湾見守りネット設立趣意書より抜粋 
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1.大阪湾再生等の取り組み 

（1）大阪湾再生の取り組み 

 

②大阪湾環境再生研究・国際人材育成コンソーシアム 
「大阪湾環境再生研究・国際人材育成コンソーシアム」及び同コンソーシアムを運営する主体

としての「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（CIFER・コ
ア）」は、「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
等の整備、水環境技術の開発、鉛直混合促進等による大阪湾環境再生事業」、「大量に発生する藻
類等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等を目指す環境型事業」、「アジアをはじめとする諸外国の
環境問題に携わる実践的・国際的な環境人材育成事業」を推進する、産・官・学・民の連携と協働
のためのプラットフォームとして、海の環境保全・再生と関連産業の創出・活性化を目指し設立
された。 

 

事業のメインテーマ 

 

 

事業の枠組み 

 

 

  

大阪湾沿岸域において陸と海を
つなぐ窒素等栄養塩の循環をテー
マに、干潟等の浅場の造成による環
境再生事業を進め、海域における二
酸化炭素の固定・隔離を実現するこ
とを目的とする。また、ここでの取
り組みが堺市における先進的プロ
ジェクト「環境共生のまちづくり」
等、大阪湾に面する市町の環境への
取り組みの推進に資するとともに、
アジア諸国の環境対策推進のため
の環境にかかわる人材育成、研究開
発ニーズへ対応することを目的と
する。 

「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
ている。海洋性バイオマスの利用、二酸化
炭素の固定等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する。ま
た、環境技術の研究・開発を事業化につな
げ、沿岸域の環境と産業の活性化を図る。 
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1.大阪湾再生等の取り組み 

（1）大阪湾再生の取り組み 
 

 

7）今後の取り組み 

①ブルーカーボン 
近年、地球温暖化の主要因である人類の社会経済活動に伴って排出される二酸化炭素（CO2）等

の温室効果ガスの排出削減や吸収源対策が、国際社会における大きな関心事となっている。 
このうち、大気中の二酸化炭素を除去する吸収源対策は、主に陸域における森林等の植物や土

壌堆積物が炭素を貯留するメカニズムを利用したものである。 
我が国では「森林」「都市緑化等」「農地土壌炭素」を吸収源として位置付けているが、海洋生

態系に貯留される炭素である「ブルーカーボン」を第 4 の吸収源として活用するべく、官民が連
携して様々な検討を進めている。 

このような中、ブルーカーボン研究会は平成 30 年 3 月に我が国のブルーカーボン生態系（マン
グローブ林、湿地・干潟、海草藻場、海藻藻場等）による 2030 年時点での二酸化炭素吸収量を 204
～910 万トン CO2/年と見積もった。この値は、今後発生する浚渫土砂、スラグや石炭灰等の産業
副産物等を活用して、ブルーカーボン生態系の生育基盤を造成すると仮定した場合の推定値であ
る。 

このように、四方を海に囲まれた我が国では、二酸化炭素の吸収源としてのブルーカーボン生
態系のポテンシャルは大きい。今後はブルーカーボンを第 4の吸収源対策として位置付けるため
に、産官学民が連携してブルーカーボンの拡大に向けて連携を強化する必要がある。 

他方、大阪湾の現存する干潟と藻場の面積はそれぞれ 47ha、約 570ha とあまり大きくはない
が、市民団体や民間企業等が連携・協働して、干潟の保全や藻場の再生等に取り組んでいること
から、今後の大阪湾再生においてブルーカーボンの拡大が重要な評価軸になっていくことが期待
される。 

特に、二酸化炭素の排出削減や SDGs への貢献に取り組む企業にとって、大阪湾再生への参
画・関与が、地球温暖化対策への貢献、干潟や藻場の保全・再生を通した地域社会づくりへの貢
献等につながることから、官民連携の新たな動機付けになることが期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 面積（ha） 

海草藻場 25.6 

海藻藻場 

ガラモ場 181.9 

コンブ場 0.0 

アラメ場 364.7 

干潟 47.0 
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農地土壌炭素

都市緑化等

大阪湾の藻場・干潟の面積 

2030年における吸収量見込みの試算結果 阪南市でのセブン海の森づくり 

企業参加によるビーチクリーン 
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1.大阪湾再生等の取り組み 

（1）大阪湾再生の取り組み 

 

②マイクロプラスチック 
マイクロプラスチックは海洋ごみの約 70％を占めるプラスチックごみのうち、大きさが 5mm 以

下のサイズのものである。洗顔料・歯磨き粉等のスクラブ剤等に利用されているマイクロビーズ
等のマイクロサイズで製造されたプラスチックを一次的マイクロプラスチック、大きなサイズで
製造されたプラスチックが、自然環境中で破砕・細分化されマイクロサイズになったものを二次
的マイクロプラスチックという。 

これらの物質は海鳥の誤飲等物理的な障害のほか化学物質の毒性への懸念も広がっている。 
平成 27 年 6 月にドイツで開催された G7 エルマウ・サミットで“世界の海に拡散している大量

のマイクロプラスチック”の問題が取り上げられた。 
我が国では、マイクロプラスチックについて、日本周辺海域等における分布状況の把握、マイ

クロプラスチックに吸着している PCB 等の有害化学物質の量を把握するための調査を実施してい
る。これらの調査結果から、日本周辺の沖合海域で全体的にマイクロプラスチックが分布してい
ることが分かっている。 

また、「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の
保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律（平成 30 年 6 月）」において、海岸に漂着
したプラスチック類の円滑な処理、事業者のマイクロプラスチックの使用の抑制等の対策が新た
に規定された。 

大阪湾では、プラスチックごみが漂流ごみ全体の 8 割以上を占めており、漂着したペットボト
ルのほとんどは国内製といわれている。海洋に流出したプラスチックごみは、紫外線や波の力に
よって細分化され、マイクロプラスチックとなり、世界の海に拡散している。 

大阪府は、令和元年度から大阪府立環境農林水産総合研究所と連携し、大阪湾で海水中に浮遊
するマイクロプラスチックの実態把握調査を実施している。 

 

 

 

  

0.35
0.75

4.1
(北部)

0.18
(北部)

0.05
(南部)

0.03
(南部)

0

1

2

3

4

5

太平洋沖合
（高知県から

鹿児島県

3地点平均）

瀬戸内海

6地点平均
大阪湾

（年度）

（個/㎥） 環境省による調査 大阪府による調査

平26 平27 平27 令元(9月) 令元(12月)

15.75

外国製 2%

日本製 98%

一次的マイクロプラスチック 

二次的マイクロプラスチック 

マイクロプラスチックの種類 

沖合海域のマイクロプラスチックの分布密度 

注）沖合海域におけるマイクロプラスチック調査（環境省） 

平成 26～29 年度を合わせた結果 

大阪湾における海洋ごみ 

調査の様子（令和元年 9月 5日） 

[単位面積（㎥）あたりの個数] 

大阪湾におけるマイクロプラスチック調査 

食品包装材・

レジ袋・

ペットボトル

33%

その他

プラスチック

53%

プラスチック以外

14%

漂流ごみの種類別割合 

（1 ㎢あたりの人工物の個数） 

（平成 27 年度 環境省調査） 

5 年間に漂着したペットボトルの 

製造国別割合 

（平成 22～26 年度 環境省調査） 

調査結果 
注）令和元年（9月）大阪湾北部の調査結果は平成 27 年度の大

阪湾、瀬戸内海よりも多くなっているが、前日夕刻の激し

い降雨による河川からの流入が一因と考えられる。 
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1.大阪湾再生等の取り組み 

（2）その他の取り組み 
 

 

1)みなとオアシス 
「みなとオアシス」とは、地域住民の交流

や観光の振興を通じた地域の活性化に資する
「みなと」を核としたまちづくりを促進する
ため、平成 15 年に設立された制度である。住
民参加による地域振興の取り組みが継続的に
行われる施設として、国土交通省港湾局長が
登録している。令和元年 10 月時点の登録数は
132 ヶ所である。 

みなとオアシスが担う役割としては、主に地
域住民・観光客・クルーズ旅客等の交流及び休
憩、地域の観光及び交通に関する情報提供、そ
の他災害時の支援や商業機能等がある。 

みなとオアシスを構成する施設としては、旅
客ターミナル、地元産品の物販飲食店、文化交
流施設等がある。 

みなとオアシスの設置者・運営者は地方公共
団体（港湾管理者を含む）や NPO 団体、協議会
等である。 

 

 

大阪湾のみなとオアシス（令和元年 10 月時点） 

みなとオアシス大阪港・天保山（大阪港） 
我が国屈指の貿易港である大阪港において、クルーズ船が入港する等賑わいの中心地である

築港地区に位置し、代表施設である「天保山西岸壁船客待合所」をはじめとする施設を構成施
設としている。 

みなとオアシス岸和田（阪南港） 
 地域の情報発信と、無料で利用できる休憩所「Lucyʼs‵Aina」を代表施設として、新鮮な海鮮
グルメが楽しめる｢みなとマルシェ｣、旧港地区でショッピングや映画等が楽しめる「岸和田カ
ンカンベイサイドモール」、文化交流施設である「浪切ホール」等を構成施設としている。 

みなとオアシスみさき（深日港・淡輪港） 
「深日港観光案内所」を基本施設として、海辺に点在する魚市場、ヨットハーバー、青少年

海洋センター、潮騒ビバレー等の施設・サイクリングロードを構成施設としている。 

みなとオアシス KOBE（神戸港（神戸）） 
「中央突堤中央ターミナル（通称：かもめりあ）」を代表施設として、大型船が入港する新港

突堤地区や中央突堤・高浜地区等の「メリケンパーク」をはじめ賑わいを創出する施設を構成
施設としている。 

みなとオアシス須磨（神戸港（須磨）） 
再整備が進む須磨海岸を代表施設として、周辺の須磨海浜水族園、ヨットハーバー、産直市

場等が「みなとオアシス」として登録されている。 

 

  

みなとオアシス 
大阪港・天保山 

みなとオアシス岸和田 

みなとオアシスみさき 

みなとオアシス KOBE 

みなとオアシス須磨 

大阪湾の登録地点（令和元年 10 月時点） 

みなとオアシス標章 



 

4-13 

1.大阪湾再生等の取り組み 

（2）その他の取り組み 
 

 

2)放置艇対策の推進 
プレジャーボートを利用したレクリエーション活動が盛んになるにつれて、放置艇による様々

な問題、例えば、係留場所の私物化・沈廃船化、他の船舶の航行の支障、洪水・津波・高潮等の自
然災害における船体の流出による二次被害の発生、沈船から漏出した燃料油による水域の汚染、
更には景観の阻害等の多岐にわたる問題が顕在化している。 

平成 12 年 3 月の港湾法改正により、「港湾管理者が指定した一定区間において、船舶の放置等
の禁止」及び「港湾管理者が撤去した所有者不明の放置艇等について、売却、廃棄等の処分」が
できるようになった。 

また、国土交通省と水産庁は、プレジャーボートの放置艇対策を推進するため、平成 25 年 5 月
に「プレジャーボートの適正管理及び利用環境改善のための総合的対策に関する推進計画」を策
定しており、現在は、これに基づき、港湾・河川・漁港の水域管理者等を中心として各種の放置
艇対策を推進している。 

大阪湾における対策状況 

（大阪府の取り組み） 
大阪府港湾局は、港湾区域の秩序ある水域利用を実現するため、公共的マリーナ等への誘導、簡

易な暫定的係留施設の整備及び放置等禁止区域の指定等の対策を進めている。 
1.公共的マリーナ等への誘導：収容能力のある公共的マリーナ等への誘導 
2.簡易な暫定的係留施設の整備：放置艇を公共的マリーナへ誘導するため比較的距離がある区域

において、利用頻度の少ない岸壁等に係船環を整備することにより、簡易な暫定的係留施設と
して有効活用 

3.規制措置（放置等禁止区域の指定）：利用の多い公共岸壁等係留施設の前面水域や航路について
は、海上保安署や地元市町等関係者との協議調整を経て、順次「放置等禁止区域」を指定 

4.強制措置（港湾法による代執行の実施）：港湾局内に「プレジャーボート対策チーム」を設置
し、放置艇が多数残存する地域を重点的に取り締まり 

5.廃船処理の支援（FRP 船リサイクルシステム）：ガラス繊維強化プラスチックを材料として使
用している小型船舶（モーターボート、ヨット、水上オートバイ、漁船等）を対象として毎
年、地域ごとに期間を定めて処理を受付 

（兵庫県の取り組み） 
プレジャーボートによる公共水域等の利用の適正化に関する要綱を制定し、プレジャーボート対策を

推進している。 
1.係留保管施設の整備計画：係留保管施設の整備計画を策定し、効率的かつ計画的な整備を実施 
2.利用調整計画：県民局単位で、各地域におけるプレジャーボートの規制区域と利用区域のゾー

ニングを行う等の利用調整計画を策定 
3.係留誘導区域の指定及び誘導：適正な係留保管施設等を係留誘導区域に指定し、放置禁止区域

等から放置艇を誘導 
4.重点的撤去区域の指定：河川区域については、河川法に「放置等禁止区域」の規定がないた

め、本要綱により「重点的撤去区域」として規定 
5.水域管理者間の調整：プレジャーボートの誘導及び保管について、水域管理者の申し出により

知事が調整を実施 

3)釣り文化振興促進モデル港 
国土交通省の地方創生を目的とした取り組みである。 
「モデル港」には、協議会等の効率的な運営に関する技術的な支援、（公財）日本釣振興会※に

よる安全対策やマナー教育への支援等が予定されており、「モデル港」の取り組みを他港等へ広く
積極的に紹介しつつ、日本釣振興会等と連携し、地方創生に向けた釣り文化振興の取り組みの促
進を進める。 
※（公財）日本釣振興会：釣りの全国団体で公益財団法人。全国各地において釣体験教室や釣り場の清掃活動、マナー教育等の釣りの振興に関

する取り組みを実施。 

取り組み状況 

平成 31 年 2月から 3月にかけて地元協議会等から募集した、地域の関係者による釣り文化振興の
取り組みが進められている 13 港（青森港、秋田港、小名浜港、相馬港、新潟港、直江津港、熱海港、
清水港、高知港、下関港、北九州港、芦屋港、別府港）を「釣り文化振興促進モデル港」として指定
した。 
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1)大阪湾港湾の基本構想 
大阪湾港湾の基本構想は、我が国有数の経済圏及び生活圏を構成しその中に複数の港湾が存在

する大阪湾において、主要な港湾の港湾計画の指針となること、またそれらの港湾が密接な連携
を図ることで、さらなる国際競争力、良好な環境、安全・安心をそれぞれが確保することを主た
る目的として、学識経験者、港湾関係者や行政機関からなる「大阪湾港湾の基本構想懇談会」に
おいて定めたものである。 

基本構想の策定にあたっては、臨海部とつながる広い背後圏を含む範囲を大阪湾として捉え、
現状や課題を整理した上で目指すべき将来像を設定した。さらに、概ね 10 年後においても社会、
経済、環境、防災等様々な面からの要請等に応えられる港湾の実現に向け、大阪湾港湾にとって
今後必要となる新しい取り組み、継続すべき取り組みを平成 27 年 12 月にとりまとめた。その後、
港湾の中長期政策「PORT2030」（港湾局）が平成 30 年 7 月に策定され、令和元年 6 月 27 日には
「港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針」が見直され告示され
た。これを受け、令和元年 8 月に「大阪湾港湾の基本構想～スマートベイの実現を目指して～」
のフォローアップを行った。 

 

「スマートベイ構想」の基本的な考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※大阪湾港湾の基本構想において求められる取り組みについては、各港

湾で取り組んでいくものとするが、特に推進していくことが望まれる

機能とその分担について記載したものである。 

※矢印は、内陸部や他地域との連携を示す。 

大阪湾港湾に求められる機能 

「スマートベイ構想」にお
ける大阪湾港湾が目指す将来
像の方向性については、社会
インフラの構築や連携を通じ
て持続的に発展（Sustainable 
Development）し、市場のグロ
ーバル化が益々進展する中で
（Market Globalization）世界
とのつながりを広げ、最先端
の技術（Advanced Technology 
and Society）でリードし、一
方で、成熟した地域社会を切
り拓き（Regional Cultivation
）、関西の豊かな伝統と文化（
Traditional Industry and 
Culture）を活かす「SMART 戦
略地域」を目指すこととして
いる。 
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関する取り組み 

 

 

「スマートベイ」実現に向けた取り組み
Advanced Technology and Society  
最先端をリードする港 ＜産業・貿易・物流＞ 
・情報通信技術（ICT）の積極的な活用によ

り、我が国を代表する港湾としてターミ
ナルの生産性を向上させるとともに、物
流に関連する情報の一元化によりユー
ザーの港湾利用の利便性を確保する。 

・多様な航路サービスを有し世界中とつ
ながるとともに、背後圏との陸・海のア
クセス性も強化する。更に、物流面での
高付加価値化を図り、大阪湾の経済発展
に貢献する。 

 
 

Market Globalization + Regional Cultivation 
世界とつながる港＋成熟した地域社会を切り拓く港 ＜環境・エネルギー＞ 
・大阪湾の持続的な発展を支えるため、新た
なエネルギーの供給拠点としての役割を担
う。 
・環境に配慮した先進的な試みを実施す
ることで、世界的な潮流である環境保全
に貢献する。 
・AI や IoT、自働化技術等の次世代の技術
展開に対応した複合一貫輸送ターミナル
機能を強化及び拡充する。 
 
Market Globalization + Traditional Industry and Culture  
世界とつながる港＋伝統を活かし育む港 ＜文化・交流・くらし＞ 
・大阪湾の特性を活かし、国内外の双方の

人々にとって魅力的で多様なツーリズ
ムメニューを提供するとともに、ツーリ
ズムメニューを下支えするハード面で
の整備も推進する。 

・臨海部の産業空間の再編を図るととも
に、それら産業の港湾物流の効率化に資
する施設を継続的に整備する。 

 
 
Sustainable Development 
持続的な発展を支える港 ＜安全・安心＞ 
・近年頻発している自然災害による被害

を軽減し、背後圏を護るためのハード施
設の整備を進める。加えて ICT 技術を活
用し、災害情報や被災情報を一元的に管
理し、発生時におけるスピーディーかつ
効率的な救援活動を支援する。 

・人口減少社会、財政面での逼迫に直面す
るなかで、ICTを活用した維持管理分野・
港湾建設分野における生産性向上を図
る。 

具体的な取り組み 

具体的な取り組み 

具体的な取り組み 

具体的な取り組み 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


