
 
 

 

平成２６年度公益財団法人国際エメックスセンター事業報告 

（平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日）  

 

Ⅰ 事業の実施 

 

１ 閉鎖性海域環境保全推進事業 
 

ア 第１１回世界閉鎖性海域環境保全会議（エメックス11）の開催準備等 

①  エメックス11の開催準備                〔13,049千円〕 

エメックス11は、平成 25年（2013年）10月にトルコ・マルマリスで開催され

た科学・政策委員会においてサンクトペテルブルク（ロシア）で開催すること

が決定された。  

ロシアでのエメックス会議開催は初めてとなることから、現地の政府関係機

関や研究機関、関連団体等とのネットワークの構築など、エメックス11開催に

向けた資金面、人材面での協力を得られるよう準備を整える必要がある。  

このため、渡邉正孝科学・政策委員長、コシアン委員等と事務局員が、ヨー

ロパにおける沿岸域管理専門家のネットワークであるＥＵＣＣ（ヨーロッパ沿

岸域・海洋連合）の主催する国際会議（リトラル会議：リトアニアで開催）に

出席し、協力依頼するとともに、エメックス 11の具体的な準備の進め方等につ

いて現地事務局を担うロシア関係者と協議・調整を行った。  

こうした調整を経て、エメックス11は「ロシア科学アカデミー世界海洋ワー

キンググループ（Sea Coasts）」とのジョイントにより「EMECS 11- Sea Coasts 

XXVIジョイント会議」として開催することになり、平成27年 (2015年 )2月に第

1回アナウンスを開始した。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【エメックス11の概要案】 

〔名 称〕 EMECS 11- Sea Coasts XXVIジョイント会議 

〔時 期〕 平成28年（2016年）8月22日（月）～27日（土）  

〔場 所〕 サンクトペテルブルク（ロシア） 

〔テーマ〕  変動する世界における沿岸域・コミュニティのリスク管理 

〔現地事務局〕  

ロシア国立水文気象大学（RSHU）  

ロシア科学アカデミー  P.P.シルショフ海洋学研究所（ IO RAS）  

A.P.カルピンスキーロシア地質研究所（VSEGEI）  

【ロシア科学アカデミー世界海洋ワーキンググループ（Sea Coasts）】 

1952年に設立されたロシアの沿岸域研究者の団体で、エメックス 11の現地

事務局のメンバーが運営委員を務め、２年おきにロシア各地で国際会議を開

催している。  



 
 

【事前調整の状況】  

〔訪問者〕渡邉正孝科学政策委員長、コシアン委員、ゴゴベリゼ氏、レドノバ氏、

事務局2名  

○クライペタ市（リトアニア）  

〔訪問時期〕 平成26年（2014年）6月21日～27日  

〔訪問場所〕 クライペタ大学  

１．ＥＵＣＣ事務局への協力依頼  

〔出席者〕 ＥＵＣＣ：Schernewski委員長、Salman事務局長等  

・これまでのエメックス会議の概要説明  

・エメックス11のロシア開催概要説明  

・エメックス11開催への協力依頼  

２．現地事務局（コシアン委員等）との協議  

・エメックス 11のSea Coastとの共催について  

・エメックス会議参加者の論文の検索サイト  

への提供について  

・テクニカルツアーについて  

・エメックス会議への参加料等について  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

②  エメックス12の開催検討 

平成25年（2013年）10月の科学・政策委員会において、メナサウェイド委員

からタイでエメックス 12を開催したいとの意向が表明され、平成 26年（2014

年）8月の科学・政策委員会において、平成 30年（2018年）のタイでの開催が

決定された。また、タイ国内での具体の開催候補地が検討されたほか、会議の

トピックスとして、持続可能なコミュニティをベースとしたマングローブ管理、

住民主導のアマモ場の再生、気候変動などが候補に挙げられ、引き続き開催に

向けて調整を行っていくこととなった。タイでのエメックス会議の開催は平成

15年（2003年）のバンコクでの開催に次ぐ 2回目となる。  

 
 

③  科学・政策委員会の開催 

平成26年 (2014年 )8月に科学・政策委員会を開催し、沿岸域管理政策のレビ

ューと、エメックス11の開催内容やエメックス12の開催について協議・検討を

行う他、今後のエメックス活動の推進について検討・調整を図った。  

 

 

 

 

 

リトラル会議で説明  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④  国際エメックスセンターあり方検討委員会の開催 

国際エメックス会議が 10回の節目を迎えたことから、これまでのエメックス

会議やセンターの各種事業を振り返るとともに、今後のエメックスのあり方を

考えるため検討委員会を開催した。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ エメックス国際セミナーの開催              〔1,325千円〕 

   これまでのエメックス会議の成果を踏まえるとともに、エメックス11に向け

た機運を醸成していくため、わが国と米国における環境政策をレビューすると

ともに、チェサピーク湾（アメリカ）やグアナバラ湾（ブラジル）の取り組み

紹介を行った。 

 

【エメックス国際セミナーの概要】  

〔開催時期〕平成26年（2014年）8月12日（火）13：30～16：30 

〔開催場所〕ラッセホール（神戸市中央区）  

【科学・政策委員会の概要】 

〔開催時期〕平成26年（2014年）8月11日～12日  

〔開催場所〕ラッセホール（神戸市中央区）  

〔協議内容〕  

（１） 沿岸域管理政策のレビュー  

松田委員による瀬戸内海の環境管理政策に関するレビュー、柳委員によ

るS13プロジェクトの取り組み紹介、各委員から今後のエメックス活動に関

する意見交換。  

（２） ＥＭＥＣＳ11について  

コシアン委員によるサンクトペテルブルク（ロシア）で開催予定の

EMECS11の準備状況について説明。  

（３） ＥＭＥＣＳ12について  

ＥＭＥＣＳ12をタイで開催することが決定。メナサウェイド委員からの

具体の候補地の提案について検討を行うこととなった。  

【あり方検討委員会の概要】 

〔開催時期〕平成26年（2014年）11月22日  

〔開催場所〕三宮ターミナルホテル（神戸市中央区）  

〔出席委員〕鈴木基之委員長、岡田光正委員、小林悦夫委員、松田治委員、 

      柳哲雄委員、渡邉正孝委員  

〔協議内容〕  

（１）各国の沿岸域管理政策のレビューと今後のエメックス会議の役割  

（２）エメックスセンターの事業・資金・組織と今後のあり方  



 
 

〔テーマ〕 沿岸域管理政策のレビューとエメックスのこれから  

〔内 容〕  

1.  日本の沿岸域管理政策のレビューとこれから  

  根木桂三 環境省閉鎖性海域対策室長  

2.  赤潮発生機構解明と沿岸域管理  

  渡邊正孝 慶応義塾大学大学

院教授  

3.  アメリカの沿岸域管理と気候変動  

  ジェーン・ニシダ 環境保護

庁国際･部族間問題主席局長補代

理（米国）  

4.  チェサピーク湾再生におけるリー

ダーシップ  

  マイケル・ハーディスティ ワシントンカレッジ環境社会センター  

   チェサピークセメスターアシスタントディレクター（米国）  

5.  ブラジル・グアナバラ湾の環境政策  

   チェサピーク湾 -グアナバラ湾パートナーシッププロジェクト  

  ゲルソン・サーヴァ リオデジャネイロ州環境局グアナバラ湾浄化

プログラムエグゼクティブコーディネーター（ブラジル）  

 

ウ エメックス活動の推進                  〔1,725千円〕 

   エメックス会議の開催をはじめ、国際的な調査・研究事業の推進に向けて、

海外研究者等との人的ネットワークを構築していくため、関連する国際会議等

に科学・政策委員等を派遣し、エメックス活動のＰＲを行った。 

①  クライペタ市（リトアニア） （再掲）  

〔訪問者〕渡邉正孝科学政策委員長、コシアン委員、ゴゴベリゼ氏、レドノ

バ氏、事務局2名  

〔訪問時期〕 平成26年（2014年）6月21日～27日  

〔内容〕 クライペタ大学を会場として開催されたリトラル会議（ＥＵＣＣ

主催）に参加し、ＥＵＣＣ委員会にエメックス活動を説明する他、会

場においてパネル展示を行い、会議参加者にＰＲ活動を行った。  

②  ペカロンガン市（インドネシア） 

〔訪問者〕柳委員、事務局3名  

〔訪問時期〕 平成 26年（ 2014年）

11月21日～27日  

〔内容〕 インドネシア政府応用技

術庁が同国ペカロンガン市にお

いて開催した「第２回里海国際

ワークショップ」に参加し、柳
里海国際ワークショップ  

国際セミナー  



 
 

委員が基調講演においてエメックス活動を紹介するとともに、ポスター

展示を行い、会議参加者にＰＲ活動を行った。  

また、同国応用技術庁から今後の里海事業の展開について協力要請が

あり、その実施について今後協議していくこととなった。  

 
 

エ 国内外機関との連携                   〔1,269千円〕 

①   PEMSEA（東アジア海域環境管理パートナーシップ）等との連携 

平成20年（2008年）に非政府パートナーとして加入したPEMSEA（東ア

ジア海域環境管理パートナーシップ）との情報交換等を進め、海外機関との

連携充実を図っており、平成27年（2015年）11月にダナン（ベトナム）で

開催予定のEASコングレスへの参加準備を行った。  
 

②   ECSA(河口域・沿岸科学学会)との連携 

平成27年（2015年）9月にロンドン（イギリス）で開催予定のECSA

（Estuarine & Coastal Sciences Association）の国際会議開催（ECSA55）

に合わせ、当センター科学・政策委員会委員によるセッションの開催等を行

うこととし調整を行った。  

  
 

オ 調査研究事業       〔21,808千円（うちS-13ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ9,278千円）〕 

①   戦略研究プロジェクトS-13「持続可能な沿岸海域実現を目指した沿岸海域

管理手法の開発」の実施 

環境省から戦略研究プロジェクトS-13（環境研究総合推進費）を受託し、

平成26年度（2014年度）から5年間にわたり、当センター特別研究員である

柳哲雄九州大学名誉教授をプロジェクトリーダーとして、プロジェクトの全

体管理を行うとともに、統合数値モデル構築などに、関係大学・研究機関と

ともに取り組みを行った。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【戦略研究プロジェクト（S-13）の概要】 

○総  括：プロジェクト全体の管理と沿岸海洋管理哲学の提示  

テーマ５：沿岸海域管理のための統合数値モデル構築  

○テーマ１：閉鎖性海域・瀬戸内海における栄養塩濃度管理法の開発  

○テーマ２：閉鎖性内湾が連なる三陸沿岸海域における海域管理法の開発  

○テーマ３：陸棚・島嶼を含む国際的閉鎖海域・日本海の海域管理法の開発  

○テーマ４：沿岸海域の生態系ｻｰﾋﾞｽの経済評価・統合沿岸管理モデルの提示  

＊各テーマの下にはさらに１～４のサブテーマが設けられている。  

予算規模 プロジェクト全体で年間１ .５億円  

研究期間 ５年間（平成26～30年度） 



 
 

公開成果発表会  

平成26年度における主な事業内容は次のとおりである。  

 

（ア）公開成果発表会の開催  

研究活動の内容や成果の発信を行い国民との科学技術対話に資するため、

プロジェクトにかかわる全テーマリーダー（テーマリーダー及びサブテー

マリーダー計15名）が研究発

表を行う「公開成果発表会」を

開催し、研究の内容やその進捗

状況等を説明するとともに参

加者との意見交換を行った。  

 日時：  

平成26年11月26日（金） 

 場所：三宮研修センター  

 参加者数：73名  

 

（イ）シンポジウムの開催  

本プロジェクトが実施する各テーマについて、関係団体・機関との協力

のもと各地でシンポジウムを開催した。  

 シンポジウム「豊かな瀬戸内海の再生」  

 平成26年9月1日（月）、於：兵庫県公館、参加者：230名  

 主催：瀬戸内海環境保全知事・市長会議、環境創生研究フォーラム、  

    国際エメックスセンター、ひょうご環境保全連絡会  

 シンポジウム「豊かな志津川湾の創生」  

 平成26年10月24日（金）、於：東北大学青葉山ｷｬﾝﾊﾟｽ、参加者 82名  

 主催：環境創生研究フォーラム、国際エメックスセンター  

 シンポジウム「日本海の沿岸海域管理」  

 平成27年1月26日（月）、於：ボルファートとやま、参加者70名  

 主催：S13プロジェクト、国際エメックスセンター、  

環日本海環境協力センター  

（ウ）アドバイザリーボード会合の開催  

研究の途中段階で、当該分野に見識のあるアドバイザーから研究の進め

方等についてアドバイスを得るため、プロジェクトの全関係者が参加する

アドバイザリーボード会合を開催した。  

 アドバイザイザー：  

武岡英隆（愛媛大学教授）、玉置昭夫（長崎大学教授）  

 第1回アドバイザリーボード会合  

      平成26年6月13日（金） 兵庫県立女性交流館  

 第2回アドバイザリーボード会合  

平成26年11月22日（土） 三宮研修センター  



 
 

（エ）ホームページの運営  

研究の進捗状況や成果等を国内外へ情報発信するため、国際エメックス

センターのホームページ内に当プロジェクトのウエブサイトを新たに構

築し、情報提供を行った。  

（オ）統合数値モデルの開発  

統合的沿岸海域モデルを構築するため、ワーキング会議を開催する等に

より沿岸海域管理のための統合数値モデルの開発を推進した。  

 第1回ワーキング会議  

平成26年11月21日（金） 神戸市勤労会館  

 第2回ワーキング会議  

平成27年2月23日（月） 東京国際フォーラム  

 

 

②   尼崎港実証実験施設の活用 

水質や底質、生物の生息環境の劣化等の進んだ湾奥部の環境の再生をめざ

して尼崎港に設置している人工干潟等の実証試験施設を共同研究の場として

活用し、大阪府立大学による藻類・硫黄酸化細菌調査、兵庫県環境研究セン

ターによる干潟の浄化作用等、関係大学や研究機関と連携して閉鎖性海域の

環境保全・創造方策に関する調査研究

の推進を図った。  

なお、これらの施設は平成13年に設

置したもので、老朽化が進んでいるこ

とから、人工干潟観察用通路のうち特

に腐食の激しい部分については平成

26年8月に改修工事を行った。また、

台風により一部破損した実験用筏に

ついては補修工事を行った。  

   

 

③   世界閉鎖性海域環境ガイドブックの改訂 

平成15年（2003年）に作成した世界21か所の閉鎖性海域の水質や底質、環

境保全への取り組み等についてまとめたガイドブックの内容について、最新

の情報に基づき時点修正を行い、改訂版を作成した。  

【尼崎港実証実験施設】 

実証実験施設は、エメックスセンターが平成 13年度（ 2001年度）から平成 15年

度（ 2003年度）まで、環境省の補助金を得て実施した「閉鎖性海域の最適環境修

復技術のパッケージ化」事業において、尼崎港に設置した人工干潟、筏、エコシ

ステム護岸である。  

補助事業の終了後も研究者の調査研究や環境学習に有効活用している。  

実験用筏  



 
 

国際エメックスセンターホームページ  

 

２ 情報収集・発信事業 

ア インターネットによる情報発信等             〔4,409千円〕 

閉鎖性海域の環境保全と適正な利用に関する情報収集・発信のため、エメッ

クス会議に関する各種情報（開催案内、

論文募集情報、開催概要等）の提供、

エメックス国際セミナー等の開催概

要、エメックスセンターの活動内容

（出版・調査研究実績等）等について、

ホームページ（日本語・英語）に情報

を適時に掲載するなどインターネッ

トを通じた情報発信を行っている。 

なお、ホームページのデザインは設

定以来長年を経過しており、規格やデ

ザインが古いうえ、サイト構成も複雑

で閲覧しにくいため、情報発信をより

迅速かつ分かりやすく行えるよう、平

成27年（2015年）2月にホームページ

のリニューアルを行った。 

 

イ エメックスニュース等による情報発信           〔1,921千円〕 

エメックス国際セミナーの開催状況やエメックスセンターの事業内容等の情

報を発信するため、平成２７年３月１０日付で「エメックスニュース  No35」

を発行した（日本語・英語）。  

また、メール配信システム（メルマガ）を利用して、会議開催案内、論文募

集等など、タイムリーな情報発信を年6回程度行っている。  

 

【エメックスニュース No35 の内容】 

・エメックス国際セミナー報告  

・S13プロジェクト 持続可能な沿岸海域実現を目指した沿岸海域管理手法

の開発  

・Littoral 2014会議（リトアニア・クライペダ）参加報告  

・Satoumi(里海 )ワークショップ（インドネシア・ペカロンガン）参加報告  

・EMECS11－SeaCoasts XXVIジョイント会議のご案内 

 

 

３ 人材育成・普及啓発事業 
 

 ア 海の環境学習人材育成事業                〔3,224千円〕 

  尼崎港内に設置している実験筏等を活動フィールドとして提供し、環境学習



 
 

活動に対して支援を行った。 

「尼海の会（尼崎市立成良中学校ネイチャークラブが中心）」では徳島大学

上月教授等を指導者として、冬季にワカメを育て、堆肥化したワカメなどで菜

の花を育て、菜種油からディーゼル燃料を精製する、という活動を実施してい

る。 

今後とも、環境学習人材育成の場として、有識者、地元中学･高校、ＮＰＯ、

兵庫県尼崎港管理事務所、武庫川下流浄化センターなど、関係者・関係機関と

も協力・連携して活動を推進していくこととしている。 

 

 

 

  イ 環境イベントへの出展等                 〔1,225千円〕 

  ① 兵庫県主催イベントへの出展  

兵庫県が主催する「ひょうごエコフェスティバル2014（平成26年 (2014

年 )11月8日～9日、豊岡市）」に出展し、海の環境に関するパネル展示や、

アサリが餌を取るために海水のプランクトンや濁りを体に取り込んでろ過す

ることを利用した海水浄化実験を行うなど、エメックスセンター活動の普及

啓発と閉鎖性海域の状況、海の生態系等に関する情報発信を行った。  

 

【ひょうごエコフェスティバル 2014 の概要】 

〔日 時〕平成 25 年 11 月 8 日（土）～9 日（日）  

〔場 所〕但馬ドーム（豊岡市）  

〔共同出展者〕ひょうご環境保全連絡会、

兵庫県フロン回収・処理推進協議

会、国際エメックスセンター、兵庫

県水大気課  

〔内 容〕ブース展示  

・アサリによる水質浄化実験  

・環境パネル展示  

・ドライブシミュレーター  

・環境クイズ など 

尼海の会の活動  高校生への研修  

ブース展示  



 
 

② シンポジウムの開催（再掲）  

  関係団体・機関との協力のもと各地でシンポジウムを開催した。  

 シンポジウム「豊かな瀬戸内海の再生」  

 平成26年9月1日（月）、於：兵庫県公館、参加者：230名  

 主催：瀬戸内海環境保全知事・市長会議、環境創生研究フォーラム、  

    国際エメックスセンター、ひょうご環境保全連絡会  

 シンポジウム「豊かな志津川湾の創生」  

 平成26年10月24日（金）、於：東北大学青葉山ｷｬﾝﾊﾟｽ、参加者 82名  

 主催：環境創生研究フォーラム、国際エメックスセンター  

 

 

Ⅱ 理事会・評議員会の開催 

 

１．  理事会の開催 

 ア 第７回理事会 

   [開 催 日] 平成２６年６月５日（金） 

   [開催場所] 兵庫県公館第２会議室 

     議案第１号 平成２５年度事業報告に関する件 

     議案第２号 平成２５年度決算報告に関する件 

     議案第３号 評議員選定委員会の外部委員の補充選任に関する件 

     議案第４号 評議員会の招集に関する件 

 

 イ 第８回理事会（書面表決） 

   〔開 催 日〕平成２６年６月１８日（水） 

     議案第１号 専務理事（業務執行理事）の選定に関する件 

 

 ウ 第９回理事会 

   [開 催 日] 平成２７年２月２７日（金） 

   [開催場所] 兵庫県公館第２会議室 

     議案第１号 平成２６年度収支予算の変更に関する件 

     議案第２号 平成２７年度事業計画に関する件 

     議案第３号 平成２７年度収支予算に関する件 

     議案第４号 科学・政策委員会の改選に関する件 

     議案第５号 評議員会の招集に関する件 

     報告第１号 平成２６年度事業進捗状況について 

     報告第２号 国際エメックスセンターの今後のあり方について 

     報告第３号 環境省環境研究総合推進費（Ｓ-１３）について  

 

 



 
 

２．  評議員会の開催 

 ア 第６回評議員会 

[開 催 日] 平成２６年６月１８日（水） 

   [開催場所] 兵庫県職員会館特別会議室 

     議案第１号 平成２５年度公益財団法人国際エメックスセンター決算報 

告に関する件 

     議案第２号 理事の補充選任に関する件 

     議案第３号 監事の補充選任に関する件 

     議案題４号 専務理事の報酬に関する件  

     報告第１号 平成２５年度公益財団法人国際エメックスセンター事業報 

告について 

     報告第２号 評議員選定委員会の外部委員の補充選任について 

     報告第３号 評議員の退任について  

 

 イ 第７回評議員会 

[開 催 日] 平成２７年３月１８日（水） 

   [開催場所] 兵庫県職員会館特別会議室 

     報告第１号 平成２６年度収支予算変更に関する件 

     報告第２号 平成２７年度事業計画に関する件 

     報告第３号 平成２７年度収支予算に関する件 

     報告第４号 科学・政策委員会委員の改選に関する件 

     報告第５号 平成２６年度事業進捗状況について 

     報告第６号 国際エメックスセンターの今後のあり方について（状況報告） 

     報告第７号 環境省環境研究総合推進費（Ｓ-１３）について  

 


