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阪南2区

「阪南２区整備事業」については、当センターＨＰの
「環境共生型まちづくり事業」をご覧ください。



岸之浦大橋 階段状護岸 干潟

名　　　称／公益財団法人大阪府都市整備推進センター
設立年月日／昭和34年9月7日
 ● 平成 7年 11月1日
  （財）大阪府有料道路協会と統合
 ● 平成 12年 4月1日
  （財）大阪府まちづくり推進機構と統合
 ● 平成 17年 4月1日
   （財）大阪産業廃棄物処理公社から 

　阪南2区事業を継承
 ●平成 20年 4月1日
 　 まちづくり事業部に『まちづくり支援室』を 

設置
 ●平成 24年 4月1日
 　 公益財団法人として大阪府知事より認定
 ●平成 27年 4月1日
 　 都市整備事業部に「技術支援センター」を 

設置
基本財産／16億4,200万円
事　　　業／1. まちづくりコーディネート事業

  （1）土地区画整理等支援事業 
  ①府民協働のまちづくりの立ち上げから 
   まち育てまでの支援 
  ②都市･地域整備の調査研究、まちづくり戦略 
   提案、各種都市整備関連受託業務 
  ③土地区画整理事業のマネジメント 
  （2）まちづくり活動支援事業 
  ①都市整備推進基金を活用した 
   まちづくり活動支援 
  ②密集市街地のまちづくり活動支援 
  （3）まちづくりの普及啓発等 
  （4）市町村道路施設点検等支援事業 
  ①橋梁点検業務の一括発注及び施工監理業務 
  ②点検データの蓄積と活用 
  ③市町村職員に対する研修 
2.環境共生型まちづくり事業 
 （1）阪南2区への建設発生土等の受入･埋立･整地の実施
 （2）阪南2区のまちづくり業務の実施 
3.駐車場運営事業等 
 （1）駐車場管理運営 
 （2）河川敷の環境保全・魅力向上事業 
  （河川賑わい空間創出事業）

■センターの概要

ちきりアイランド（阪南2区）は、環境共生型の新しいまちづくりをめざし、大阪府岸和田市の沖合３００ｍで埋立造成が進め

られている約140haの人工島です。埋立は、公共工事から発生する建設発生土や浚渫土砂を有効利用して進めており、既に、

岸和田市貝塚市クリーンセンターや各種企業（製造業・倉庫業）が進出し稼働しています。

埋立造成が完了した地区から順次、企業誘致を進めており、環境にやさしい港湾物流の拠点、地域産業の活性化を図るととも

に緑地、干潟など魅力ある海浜空間の創出に向け取り組んでいきます。

阪南2区

■沿革［阪南2区整備事業］

1998

1999

2001

2002

2004

2005

平成10年3月
公有水面埋立免許願書の出願（大阪府港湾局）

平成11年1月
公有水面埋立免許取得（大阪府港湾局）

平成11年4月
公共工事間流用の指定地に位置付け

平成11年11月
阪南2区埋立事業開始（阪南事業所開設）

平成13年9月
新町名として岸和田市岸之浦町に決定

平成14年9月
浚渫土砂受入開始

平成14年12月
岸之浦大橋 暫定供用開始
海上輸送から陸上輸送へ

平成16年2月
人工干潟完成

平成16年4月
阪南事業所移転（阪南1区から2区へ）

平成17年3月
第1期製造業用地竣功

2007 平成19年4月
岸和田市貝塚市クリーンセンター操業開始

2009

2014

2015

平成21年1月
岸之浦大橋一般開放

平成21年11月
ちきりアイランドまちびらき記念式典開催

平成26年3月
建設発生土受入区域を和歌山県の一部に拡大

（平成28年2月撮影）

平成21年12月
第1期保管施設用地（一部）竣功

平成27年3月
第2期製造業用地（一部）竣功

平成27年11月
建設発生土受入区域を大阪市域及び奈良県の一
部に拡大

建設発生土の有効利用により
「阪南2区整備事業」が
進められています。
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岸和田市沖合に位置する阪南２区は、港湾物流機能の強化・拡充、背後市街地の環境改善及び緑地等水辺環境の整備を図
り、併せて地域の振興に寄与することを目的として、整備が進められている約140haの埋立地です。
平成11年1月、大阪府が公有水面埋立免許を取得し、平成14年12月に内陸部と阪南2区を結ぶ岸之浦大橋が暫定供用しまし
た。平成16年2月には人工干潟が完成し、平成19年4月から岸和田市貝塚市クリーンセンターが稼働しています。また、平成
17年3月に埋立が竣功した第1期製造業用地は進出企業がすべて決定しており、平成21年12月に埋立が竣功した第1期保管
施設（物流倉庫）用地の一部や平成27年3月に埋立が竣功した第2期製造業用地の一部にも順調に企業が進出しています。
今後、第2期保管施設用地や埠頭用地（船舶の係留施設、港湾貨物の荷捌地）のほか府民が身近に水と親しめる海辺の広い

緑地や浅場、マリーナ用地など
が順次誕生していく予定です。

「阪南2区整備事業」とは

平成17年度（平成18年2月）平成11年度（平成11年11月）

平成19年度（平成19年12月）

平成12年度（平成13年2月）

平成20年度（平成20年9月）

平成14年度（平成15年2月）

平成21年度（平成21年12月） 平成27年度（平成28年2月）平成26年度（平成26年4月）平成22年度（平成22年12月）

平成16年度（平成16年10月）

岸和田市の沖合300mに約140haの人工島を造成   する公共のプロジェクトです。岸和田市の沖合300mに約140haの人工島を造成   する公共のプロジェクトです。

土地利用面積／ 約140ha
埋 立 土 量／約1,910万m3　

事 業 期 間／平成10年度〜平成32年度
土 地 利 用／  埠頭用地、

保管施設用地、 
製造業用地、 
供給処理施設用地、
マリーナ用地、 
緑地、道路用地

■阪南2区整備事業概要

人工干潟は、関西電力が堺７区に設置するＬＮＧ基地の
桟橋建設に伴い発生する浚渫土砂（約33万m3）を活用
し、平成16年2月に造成したものです。従来、海洋投棄
やセメント固化処理をしていた浚渫土砂を人工干潟造
成に有効活用することにより、環境再生と環境負荷低
減、さらにはコスト削減を図ることができました。
人工干潟の面積は約5.4haあり、そのうち潮間帯（1日の
うちに陸上になったり海中になったりする部分）が約
1.6haになります。人工干潟には、魚類、甲殻類をはじめ、
多くの生物が生息しており、餌を探してカワウやサギ類の
ほか、シギ、チドリなども渡りの途中にやってきます。
なお、人工干潟は埋立造成区域内にあるため立ち入り禁
止です。

環境との共生

埋立の進渉状況

ハマシギ コチドリ マハゼ

イシガレイ
水生生物の写真出典：地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所水産技術センター

イシガニ マテガイ 人工干潟の見学会

人工干潟

岸和田鉄工団地
大阪臨海線

阪神高速湾岸線

供給処理
施設用地

（クリーンセンター）
12ha

第2期
製造業用地
9ha

第1期
製造業用地
12ha

第2期
保管施設用地
13ha

干  潟

海  浜

マリーナ用地
5.9ha

岸和田南I.C.

第1期
保管施設用地
8ha

地蔵浜地区

第1期
保管施設用地
7ha

阪南事業所
岸
之
浦
大
橋

-7.5m 

-1
2m
 

埠頭用地
18.2ha
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搬入イメージ

事前協議

搬入申込み

審査

契約締結

搬入料金振込

搬　入

受入量確定・精算

浚渫土砂搬入の手続き

建設発生土搬入の手続き

次に掲げる区域における公共工事（大阪市の区域にあっては大阪
市発注事業を除き、和歌山県の区域にあっては和歌山県発注事業
を除く）から発生する建設発生土の受入を行っています。
　①大阪府の区域のうち次の区域
　　・泉州地域　・南河内地域　・東大阪地域　・大阪市地域
　②和歌山県の区域のうち大阪府に隣接する市・町の区域
　③ 奈良県の区域のうち阪南２区から半径50kmの範囲にある

市・町・村の区域
阪南2区は大阪府の「公共工事間
流用の指定地」に位置づけられて
おり、建設発生土のリサイクルに
も貢献しています。

●受入時間は、営業日の午前9時〜午後4時30分
● 休業日は、土、日、祝日及び8月13日〜8月15日並び

に12月29日〜1月4日。臨時休業等は、泉州地域に
暴風・津波警報等が発令されたとき。また建設発生
土の受入れに支障が生じたとき。

建設発生土の受入
大阪府が管理する港湾区域等で生じた浚渫土砂の受け入れを行っています。搬入に
あたっては、受入基準、入出域要領などが記載された「浚渫土砂搬入の手引」によ
り、安全や環境に配慮しています。

浚渫土砂の受入
しゅん せつ

検収所

埋立作業 ダンピング

公共工事からの建設発生土及び港湾の浚渫土砂を  受け入れ、埋立業務を行っています。公共工事からの建設発生土及び港湾の浚渫土砂を  受け入れ、埋立業務を行っています。

投
入

投
入
前

投
入
後

警戒船

浚渫土砂の投入

搬入フロー

検収所
ブルドーザー

岸之浦大橋
建設発生土

浚渫土砂

土運船
（底開バージ）

押船

土運船
（底開バージ）

押船

土運船
（底開バージ）

押船

搬入申込み

契約締結

搬入料金納付申込書

搬入料金振込

搬入
搬入車証提示、

搬入車カード・管理票の提出

検収・計量

受入済証交付

（ ）
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環境保全目標

生活環境、自然環境等を保全するため、水質汚濁や大気汚染・騒音・振動等11項目について
「環境保全目標」を設定しています。

・環境基本法により定められた環境基準の達成と維持に支障を及ぼさないこと
・ 大阪府環境総合計画、大阪地域公害防止計画等大阪府が定める環境に関する計画及び方針に定める 

目標の達成と維持に支障を及ぼさないこと
・環境への影響を最小限にとどめるよう環境保全対策について配慮すること
・周辺水域の水生生物に著しい影響を及ぼさないよう配慮すること
・漁獲対象動植物の資源に著しい影響を及ぼさないよう配慮すること　等

良好な環境を維持するため、各種の環境保全対策 を実施しています。良好な環境を維持するため、各種の環境保全対策 を実施しています。

汚濁防止
南北 2 箇所の護岸の開口部に
は汚濁防止膜を設置し、埋立工
事に伴う濁り等が周辺海域に流
出しないようにしています。

水質調査 汚濁防止膜

阪南2区に搬入される建設発生土及び浚渫土砂には、土壌汚染
対策法や海洋汚染防止法等の基準に準拠した受入基準を設定し
ています。搬入手続きにおいて分析結果表や土地の利用状況等

調査結果報告書の
提出について定め
ているほか、搬入
にあたっては、検
収員が計量時の目
視検査やダンピン
グの目視検査を実
施しています。

検収 海域環境調査

騒音測定

散水

交通量調査

泥落とし

搬入車両の走行に伴うホコリに対する対策として、周辺道路
において定期的に清掃や散水を行っています。
また、搬入車両が埋立地から出る際には、水を貯めた泥落と
し施設を通過させることにより、タイヤに付着した泥を除去し
ています。

建設発生土の搬入車両が周辺地域に及ぼす影響を監視するため、阪南2区周辺沿道の騒音・振動・
交通量等の調査を定期的に実施しています。

清掃・散水・泥落とし

沿道環境調査

1検収 2海域環境調査 3沿道環境調査 4清掃・散水・
泥落とし 5汚濁防止

阪南2区整備事業の環境保全対策

法令・基 準の遵守

建設発生土の搬入に当たっては、受入手続き及び搬入時に受入基準、道路交通法規などの遵守の徹底を図るとともに、過積
載の防止やシート掛け等による飛散防止措置の徹底に努めています。
また、浚渫土砂についても、受入手続き及び受入基準の遵守の他、航行中の流出防止や安全航行の徹底を図っています。

埋立工事が周辺海域に及ぼす影響を監視するため、
阪南2区周辺海域の水質・底質や水生生物の調査を
定期的に実施しています。

ダンピングの目視

6 7



   化学性状の基準を満たすことが確認できる書類の提出（建設発生土）

１．次の種類の工事から発生する建設発生土について「化学性状に係る試験方法」に定める試験方法による試験結果を提出すること。

  （1）工事の場所が工場敷地又は跡地、廃棄物処理施設の敷地又は跡地、河川敷及び河川内、ため池、水路等であるもの。
  （2）1件の工事（1発生地）で900m3以上の建設発生土を発生するもの（ただし、山地の堀削等未利用地に係る工事については別途協議とする）。
  （3）その他、公益財団法人大阪府都市整備推進センターが必要と認めるもの。

「資源の有効な利用の促進に関する法律」（平成3年法律第48号）に基づく「建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断
の基準となるべき事項を定める省令」（平成3年10月25日建設省令第19号）の別表第一における第一種、第二種及び第三種建設発生土に該
当するものであること。ただし、シールド工事にあっては、掘削工事から排出される時点で水と分離された土砂であること。

２．１．に示す種類の工事以外の工事から発生する建設発生土については、次のどちらかの書類を提出すること。

  （1）工事を行う土地について、化学性状の基準に定める項目による汚染のおそれのないことが確認できる土地の利用状況等調査結果
  （2）「化学性状に係る試験方法」に定める試験方法による試験結果

　1.調査地点

試験は、50mメッシュ毎又は2,500m2毎に１回以上行うものとする。（5,000m2未満は１回以上、5,000m2以上7,500m2未満は2回以上行うも
のとする。）
また、試料の採取は、原則として、表層部において行うものとする。
なお、メッシュ毎に代表的な試料を得るため、複数個所を採取して１つの試験試料を作成すること。メッシュが違う試料は混合しないこと。
ただし、
　1） 管路等の工事（シールド工事を含む。）でメッシュの設定が適切でないものについては、延長250m毎に1回以上試験を行うこと。また、

シールド工事にあっては、工事着工前の土質調査（ボーリング調査）時に必要な地点数の試料を施工断面から採取するものとする。
　2） 工場敷地又は跡地、廃棄物処理施設の敷地又は跡地は、30mメッシュ毎又は900m2毎に1回以上試験を行うこと。
　3） 河川敷及び河川内は、延長100m毎に１回（採取場所は河川内を優先すること）以上試験を行うこと。
　4） 事前に分析することなく、掘削後仮置きした建設発生土は2,500m3毎に１回以上試験を行うこと。
　5） 人為的な影響が土地の深層部にまで及んでいると判断される場合は、深層部における試験の追加を求めることがある。

●土壌汚染対策法施行規則の規定に基づく測定方法（平成15年環境省告示第18号、第19号）とする。
● 銅及びその化合物、亜鉛及びその化合物、ベリリウム又はその化合物、クロム又はその化合物、ニッケル又はその化合物、バナジウム又は

その化合物、有機塩素化合物、ダイオキシン類は「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等
に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法」（昭和48年環境庁告示第14号）に定める方法とする。

● ダイオキシン類の含有量は「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係る環境基準」
（平成11年環境庁告示第68号）に定める方法とする。

● 油分は「油汚染対策ガイドライン」（平成18年3月中央環境審議会土壌農薬部会土壌汚染技術基準等専門委員会）に定める方法とする。

試験試料の採取にあたっては、工事対象水域において400mメッシュ毎（工事対象水域が400mメッシュ未満の場合を含む）に採取地点を１地
点以上設定するものとする。
ただし、河口部等の堆積底泥の分布状況が変化しやすい場所等においては必要に応じて地点を増加するものとする。
なお、試料採取地点の設定については、あらかじめ協議するものとする。

　2.試料採取位置

　試料は採取地点の施工断面内から採取する。

　3.試験方法

●化学性状に係る試験方法

項　目 判定基準
最大径 　概ね30cm以下であること。

 性状（建設発生土） 　水分を多量に含まないこと（流動性がないこと）。
　悪臭を放たないこと。
　産業廃棄物及び一般廃棄物を含まないこと。

臭気
その他

項　目 判定基準

 ❶ 水銀及びその化合物  ＊ 試料1kgにつき 15mg以下
  検液1Lにつき 0.0005mg以下

 ❷ カドミウム及びその化合物  ＊ 試料1kgにつき 150mg以下
  検液1Lにつき 0.01mg以下

 ❸ 鉛及びその化合物  ＊ 試料1kgにつき 150mg以下
  検液1Lにつき 0.01mg以下

 ❹ 六価クロム化合物  ＊ 試料1kgにつき 250mg以下
  検液1Lにつき 0.05mg以下

 ❺ ひ素及びその化合物  ＊ 試料1kgにつき 150mg以下
  検液1Lにつき 0.01mg以下

 ❻ シアン化合物  ＊ 試料1kgにつき 遊離シアン50mg以下
  検液中に検出されないこと

 ❼ アルキル水銀化合物   検液中に検出されないこと

 ❽ 有機りん化合物   検液中に検出されないこと

 ❾ ポリ塩化ビフェニル   検液中に検出されないこと

 10  銅及びその化合物   検液1Lにつき 3mg以下

 11  亜鉛及びその化合物   検液1Lにつき 2mg以下

 12  ふっ素及びその化合物  ＊ 試料1kgにつき 4000mg以下
  検液1Lにつき 0.8mg以下

 13  トリクロロエチレン   検液1Lにつき 0.03mg以下

 14  テトラクロロエチレン   検液1Lにつき 0.01mg以下

 15  ベリリウム又はその化合物   検液1Lにつき 2.5mg以下

 16  クロム又はその化合物   検液1Lにつき 2mg以下

 17  ニッケル又はその化合物   検液1Lにつき 1.2mg以下

 19  ジクロロメタン   検液1Lにつき 0.02mg以下

 20  四塩化炭素   検液1Lにつき 0.002mg以下

 21  1,2-ジクロロエタン   検液1Lにつき 0.004mg以下

 22  1,1-ジクロロエチレン   検液1Lにつき 0.1mg以下

 23  シス-1,2-ジクロロエチレン   検液1Lにつき 0.04mg以下

 24  1,1,1-トリクロロエタン   検液1Lにつき 1mg以下

 25  1,1,2-トリクロロエタン   検液1Lにつき 0.006mg以下

 26  1,3-ジクロロプロペン   検液1Lにつき 0.002mg以下

 27  チウラム   検液1Lにつき 0.006mg以下

 28  シマジン   検液1Lにつき 0.003mg以下

 29  チオベンカルブ   検液1Lにつき 0.02mg以下

 32  1,4-ジオキサン   検液1Lにつき 0.05mg以下

 33  塩化ビニルモノマー   検液1Lにつき 0.002mg以下

 30  ベンゼン   検液1Lにつき 0.01mg以下

 31  セレン及びその化合物  ＊ 試料1kgにつき 150mg以下
  検液1Lにつき 0.01mg以下

 34  有機塩素化合物   試料1kgにつき 塩素40mg以下

 35  ほう素及びその化合物  ＊ 試料1kgにつき 4000mg以下
  検液1Lにつき 1mg以下

 36  ダイオキシン類  ＊ 試料1gにつき 150pg-TEQ以下
 ＊ 検液1Lにつき 10pg-TEQ以下

 37  油分   油膜・油臭が認められないこと

1. 物理性状の基準

2. 化学性状の基準

3. 土質区分

●建設発生土

 18  バナジウム又はその化合物   検液1Lにつき 1.5mg以下

項　目 判定基準

 ❶ 水銀又はその化合物 検液1Lにつき 0.005mg以下
除去基準※未満（含有量）

 ❷ カドミウム又はその化合物 検液1Lにつき 0.1mg以下

 ❸ 鉛又はその化合物 検液1Lにつき 0.1mg以下

 ❹ 六価クロム化合物 検液1Lにつき 0.5mg以下

 ❺ ひ素又はその化合物 検液1Lにつき 0.1mg以下

 ❻ シアン化合物 検液1Lにつき 1.0mg以下

 ❼ アルキル水銀化合物 検液中に検出されないこと

 ❽ 有機りん化合物 検液1Lにつき 1.0mg以下

 ❾ ポリ塩化ビフェニル 検液1Lにつき 0.003mg以下
乾泥1kgにつき 10mg未満

 10  銅又はその化合物 検液1Lにつき 3.0mg以下

 11  亜鉛又はその化合物 検液1Lにつき 2.0mg以下

 12  ふっ化物 検液1Lにつき 15.0mg以下

 13  トリクロロエチレン 検液1Lにつき 0.3mg以下

 14  テトラクロロエチレン 検液1Lにつき 0.1mg以下

 15  ベリリウム又はその化合物 検液1Lにつき 2.5mg以下

 16  クロム又はその化合物 検液1Lにつき 2.0mg以下

 17  ニッケル又はその化合物 検液1Lにつき 1.2mg以下

 18  バナジウム又はその化合物 検液1Lにつき 1.5mg以下

 19  ジクロロメタン 検液1Lにつき 0.2mg以下

 20  四塩化炭素 検液1Lにつき 0.02mg以下

 21  1,2-ジクロロエタン 検液1Lにつき 0.04mg以下

 22  1,1-ジクロロエチレン 検液1Lにつき 1.0mg以下

 23  シス-1,2-ジクロロエチレン 検液1Lにつき 0.4mg以下

 24  1,1,1-トリクロロエタン 検液1Lにつき 3.0mg以下

 25  1,1,2-トリクロロエタン 検液1Lにつき 0.06mg以下

 26  1,3-ジクロロプロペン 検液1Lにつき 0.02mg以下

 27  チウラム 検液1Lにつき 0.06mg以下

 28  シマジン 検液1Lにつき 0.03mg以下

 29  チオベンカルブ 検液1Lにつき 0.2mg以下

 30  ベンゼン 検液1Lにつき 0.1mg以下

 32   1,4-ジオキサン
 31  セレン又はその化合物

 検液1Lにつき 0.5mg以下

 検液1Lにつき 0.1mg以下

 33  有機塩素化合物

 35  油分

 試料1kgにつき 塩素40mg以下

油膜・油臭が認められないこと

 34  ダイオキシン類

※ 除去基準は「底質の暫定除去基準」（昭和50年10月28日環水管第119号）別紙1により定め
られる基準をいう。

　＊ 土壌汚染対策法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく土壌汚染状況調査
を実施した場合、その対象となった項目について提出すること。

　　 ダイオキシン類については、上記のほか、工事区域内（工場、事業場又はその跡地にあって
はその敷地内）にダイオキシン類対策特別措置法施行令（平成11年政令第433号）の別表
第一及び別表第二に掲げる施設を設置し、又は設置の履歴がある場合にも提出すること。

 乾泥1gにつき 150pg-TEQ以下
 検液1Lにつき 10pg-TEQ以下

●浚渫土砂
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●建設発生土 ●浚渫土砂

年 次 別 受 入 量 推 移

建設発生土

建設発生土

浚渫土砂

浚渫土砂

※ 山地の掘削等で径が30cmを超えるものが発生する場合については別途協議とする。

● 「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の
検定方法」（昭和48年環境庁告示第14号）に定める方法とする。

● 水銀又はその化合物、ポリ塩化ビフェニルの含有量は「底質調査方法」（平成24年8月8日環水大水発第120725002号環境省水・大気環境
局長通知）に定める方法とする。

●  ダイオキシン類の含有量は「ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル」（平成21年3月環境省水・大気環境局水環境課）に定める方法
とする。

●油分は「油汚染対策ガイドライン」（平成１８年３月中央環境審議会土壌農薬部会土壌汚染技術基準等専門委員会）に定める方法とする。
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