
当協会は、〔社)全国市衝地再開発協会と共同企画で毎年海外へ視察団を派遣し、世界各

地における再開発事例等の視察及び現地開発責任者との情報交換を行つてきている。今

年度は「多様な中心市街地活性化事業」をテーマに、北米で中心的活動を行つているト

ロント、ポストンの2都市を視察した。

訪間は、都市再開発事業主体 (ウオーターフロント・ トロント株式会社、ポストン再

開発公社)、 トロントBIA地区、ポストンMSP地区で、以下概要を報告する。

団 長 :国際委員会副委員長 南部繁樹 (l■l都市構造研究センター)

副団長 :国際委員会委員   小林義和 (五洋建設llAl)
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1.調査目的

我が国の都市再生を推進する上で喫緊の課題で

ある地方都市の中心市街地の活性化は、市街地再

開発事業による都市機能の更新、健全な市街地形

成が有効ではあるが、再開発のみでは自ずから限

界もあり、広 く地域の住民と連携して既存の地域

資産・資源を保存、有効利用していくことも必要

である。

商業施設計画、都市デザイン及び費用負担計画

を含めた住民合意の形成等は、住民の自発的活動

のみでは困難な領域であり、われわれ再開発コー

ディネーターが専門的知識、経験を活かし取 り組

んでいく必要がある。

ボランティアを主役とし自治体が資金面で支援

するこの分野で先駆的に取 り組んでいるのは、

「Business lmprovement Area」 を進めているカナ

ダ、「Main street Program」 を推進しているアメ

リカである。市民参加をめぐる意識や自治体の課

税権等社会的背景は異なるものの、その実際を広

く見聞し我が国の中心市街地活性化の方策検討に

資するべ く、今回の調査団を実施した。

2.調査対象都市

トロント市 (カ ナダ)、 ボス トン市 (ア メリカ)

3.調査期間

2008年 9月 1日 ～ 8日 (6泊 8日 )

4.調査団メンノ`― (37名 +添乗員1名 )

設計事務所・コンサルタント   10名

不動産鑑定機関

デベロッパー

建設会社

管理運営会社

3名

7名

2名

3名

UR都市機及び都関係会社     7名
①全国市街地再開発協会     3名
0再開発コーデイネーター協会  2名

5.報告

トロン ト市 (TORONTO、 Canada)

人口250万人、都市圏規模は約550万人のカナダ

最大、北米有数の大都市である。

2007年に英国の経済雑誌でシカゴに次いで北米

内で 2番 目に将来性のある大都市 と評価された。

現在年4,000人程度の人口流入があるが、その多 く

は移民と推察される。

都市の沿革は、まず先住民にとっての集散地で

あったが、開拓時代以後オンタリオ湖に面した地

の利を生かし水運で発展したウオーターフロント

の都市でもある。

近年、大陸横断鉄道の南側にあたる水際空間は

プラウンフィール ド化し、土地利用の転換が急務

となっていた。また、 3世も含めると約 3万人の

日系入社会が形成されており、様々なマイノリテ

イが集い人種のモザイクとも表現されている都市

である。

訪間先 l Waterfront Toronto

連邦政府、オンタリオ州政府及びトロント市の

3者によって、2001年 11月 に事業会社「TorOnto

Waterfront Revitalization Corporation」 として

設立された。2007年 5月 、社名を「WaterfrOnt

Toronto」 に変更した。上記 3者が総額300億 円

の 4事業の第 1期事業費を拠出することで合意

し、2030年度を目標に事業に着手している。

主たる事業は、公共用地等の提供を受けオンタ

リオ湖岸の水際空間800haの地域に25年 間で170億

オンタリオ湖岸 (ザ・ ドックス)か らみた トロント市都心部
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訪間先のジョン キャンベルCEO

ドルを投資し、300haの公園と4万戸の住宅、 4

万人の雇用、延長10kmの 水際遊歩道を創出 (目 標

年次2030年 )す るものである。このうち住宅の

20%は アフォーダヴルな住宅を予定とのこと。

既に一部の事業は完了しインフラ整備に着手し

ているが、全体としてマーケティング等、今後の

事業執行の見通しは予断を許さない印象を受けた。

特にブラウンフィールド問題に由来する土壌汚染

対策費は莫大なものになると予想される。

調査団報告

また、市事業による地下鉄敷設の利用につい

て、地元意見を市方針へ反映 (地下鉄上部空間の

全面公園化予定を駐車場併用化へ変更)させたこ

と等実績が顕著である。

様々な地域の環境改善が高額所得者の転居を誘

い、税収の増加と地域の発展を実現するとの信念

が、地元及び行政に共通しているのが印象的であ

った。

【参考】

①BIA(Business lmprovement Area)

対象地区内不動産所有者が自ら納税 して地区活

性化の事業を行うBIDの手法。1960年代の全天候

型大規模SCの 攻勢を受け、単なる否定・反発以

外の地元既存事業者の新たな選択肢として1970年

代に生まれた概念。

起源は、 トロント市のB10wer West Village地

区が1970年にBIAを 導入したことに始まる。現在、

世界の都市の中で最もBID(BIA)の 導入地区数

が多いのもトロント市であり、2008年 7月 現在で

65地 区を数える。今年中に68地 区になる予定とい

う。

州政府が対象となるエリアから追徴した資金を

貯えて、修景やマーケティング等地元のまちづく

り運動に資金援助。BIAは団体として保険やクレ

ジットカード業務等も実施している。

BIA組織の更新は最大 4年毎で組織形態は間わ

ヽ お

訪間先2冦
鰈 ::認 :遇櫃ment Area)

初代理事長Alex E.Ling氏 を表敬。Bloor west

Village地区は1970年 に世界初のBIAを導入した。

整備されたバナー、ベンチ及び街路灯等を現地体

験。車線設定の変更による買い物客用駐車帯の確

保が有名なBIA地区である。

Waterfront T「 ontoによる開発予想図
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ず、NPOあ るいは会社形式も可。BIA税はLevy

(住民が決める税)で事業用不動産の所有者が納

税対象者である。額は必要事業費を固定資産税評

価額を基礎に定率で徴収。テナントの負担は直接

はないが、現実的には不動産オーナーが家賃に上

乗せしているという。

BIAへの参加決議は関係者による賛否意思確認

通知によるが、反対者が 3分の1を超すとBIA設

立は保留される。議決権は事業用資産の多寡にか

かわらず均一である。

トロント市は5人のCommercial Area Ad宙 sor

に、デザイナーを加えた8人の陣容でBIA事業を

支援している。

②TABIA (Toronto Association of Business

improvement Areas)

トロント市の傘下にある非営利組織で、BIA団

体の相互交流及び啓発組織である。

キャリアーとは、市 とのパイプ役を担 うスタッ

フであるが、市の援助は受けずBIAの 要求の取 り

まとめと代弁を行う立場である。
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③市庁舎前広場 (Nathan Phi::ips Square)

2007年 3月 に広場改修の設計コンペを実施し

た。当選は、Plant Architect lnc.&Shore Tibe

lrwin案 。総事業費は約40億円で、市はそのうち

16億円を5年間で負担する。

現市庁舎とコンペの対象となつた広場(右に見えるの力ヽ日市庁舎)

④イー トンセンター

大型ショッピングモール兼複合型オフィス施設

(1977年から1979年 にかけて逐次完成)、 カナダ東

a

トロント市庁舎でのBA、

TAB A等のヒヤリング風景

前理事長M「 日ng氏、

現理事長Paula女史他

を囲んでの

野外ヒヤリング風景

イー トンセンターの内部
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部最大の店舗面積 (国 内第 3位)を誇 り、330店

舗が入店。核店舗はシアーズである。

⑤セント・ローレンス 0マ ーケット地区 (B!A)

レンガ造 り倉庫の外壁 を保存修復の上、屋根を

葺き替え内部を生鮮・雑貨の市場に転用。周辺は

低所得者向け公的住宅を含め集合住宅が多 く、地

域の生活利便施設として機能。この地区はBIAの

一つであり、その有力な核店舗として活性化に寄

与している印象を受けた。

⑥ディスティレリー地区

旧蒸留工場地区のレンガ造り建物群を保存、修

復の上、飲食・雑貨の店舗街に転用。最近は、米

国レトロ映画のロケに活用され重宝されている。

調査団報告

ボス トン (BOSTON、 America)

人口60万 人のマサチューセッツ州の州都、都市

圏規模600万人のアメリカ最古の都市である。経済

と政治の中心 (州都)を兼ね学術・歴史都市

都と姉妹都市)で もある。

訪間先 1 ボス トン再開発公社
(Boston Redeve:opment Agency:BRA)

ボス トン再開発公社のチーフ・アーキテクトの

Robert Kroin氏 とKairos Shen計 画部長を訪問。

再開発公社の現状をヒヤリングした。

公社はいわば経済 。開発部門と都市計画・規制

部門の二足のわらじ、両方の法的権限 (決定権と

執行権)を有する。行政部門職員以外は 1年契約

で職員総数は300人 である。開発投資と規制方針

の対立で公社の立場が内部で矛盾するケースも想

定され、難しい舵取 りも推察される。

これまでも市長交代による市政方針転換や、試

行錯誤を繰 り返してきた (超高層ビル建設からポ

ス トモダン・デザインによる中層建築、歴史的建

築物の保存などの路線転換等)。

模型展示室でボストン再開発公社幹部へのヒヤリング

一只

英国のロンドンを街彿させるボス トンの街並み

既存の煉瓦外壁を保存し

正面屋根を葺き替え、

再生された市場内部

The Distillery Distlctの

街並みと再生店舗
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炒ヽ ｀ な

現状説明を受けた模型展示室。ブレゼンテーションには好適

“

宿尺1よ 1/500)

また先駆的な試みとしては、サンフランシスコ

と並んでダウンタウン・リンケージ・プログラム

によるアフォーダブル住宅の確保策が有名であ

る。

近年はウオーターフロント開発からシーポー ト

地区のブラウンフィール ド対策へ軸足の転換が図

られつつあり、南部地区でコンベンションセンタ

ー建設等が行われている。

著名な地区も精密に表現されている

(計画段階の建物は簡易模型で仮配置)

訪間先 2イ ース ト・ボス トンMSP地区
(Main Street Program:MSP)

イース ト・ボス トン地区は1995年 にMSPのため

の非営利法人を設立。年間予算85,000ド ル。ボー

ドメンバーは15人、マネージャーはClark Moulai‐

son氏である。

建物ファサー ド改修、店舗名看板改善、歩道整

備・清掃、ウインドー・ディスプレー及び駐車場

の改善に加え、商店街共通のサイン改修計画 (深

い緑色の下地に金色の文字)を推進中。

また安全、安心な街づ くりは子供の育成からと
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イース ト ボス トン地区ではMSPの役員等と

野外ヒヤリングを実施

地域の警察と密接に連携 している。

店舗ウインドーのシャッターは地区の治安不良

をイメージさせるとして原則排除の方向である。

Executive DirectOrの Moulaison氏 の案内で地区

を見学するとともに、イース ト・ボス トン警察署

を表敬し、地域との連携状況をヒヤリングした。

【見学先】

セントラル・アーテリー地下化事業 (Big Dig事業)

連邦政府とマサチューセッツ州政府による高架

高速道路を地下化し、地上を公園化する事業であ

るが、このことによってボス トンのダウンタウン

とウオーターフロント地区を一体化する都市計画

上画期的な試みである。韓国ソウルの清渓川 (チ

ョングチョン)復元事業とともに、我が国も大き

な関心を寄せたプロジェクトである。

地下化の結果、ファニュエルホールやマーケッ

トプレイスから海岸方向を見た時の景観が大きく

変貌し、期待通 りの効果を上げている。

道路敷上部の緑地は市管理とされているが、費

深い緑色と金色文字の組み合わせを

基調とし統一したサイン計画を推進中
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― ― ― 調査団報告

セントラル アーテリーの撤去 地下化によつて創出された公共空間

‐■■111■■111F平■

用は路線沿いの不動産事業主に転化していると聞

いたが、いわゆる公共用地上部の上空使用権の考

え方か否かは未確認である。

【参考】

①ボストン・メインストリート・プログラム

ボス トンのMSPは 1983年にボス トン市議会議

員 (当時)Thomas M.Menino氏により、投資の

衰退及び建物の劣化に悩むRoslindale neighbor‐

h00dに 初めて導入された。

地区の商業者、不動産所有者、市職員及び居住

者は、アメリカ歴史保全ナショナルトラストによ

るメインストリート・プログラムを用いて問題を

解決すべく組織及び活動計画を策定した。その後

の 3年 間に500万 ドル以上の投資が行われ、73棟

の建物ファサード改善と43棟の商業ビル改修、29

のビジネス向上そして132の新た仕事を創出した。

Thomas M.Menino氏 は1995年 に市長に当選、

ボストン市にナショナル・メインストリート・プ

ログラムを適用するように歴史保全ナショナルト

ラストに働きかけた。この結果「ボストン・メイ

ンストリート」は、アメリカ初の複数地区メイン

ストリート・プログラムのモデル都市となる。

「ボス トン・メインス トリート」の目標は、ボ

ストンの近隣住区における生活の質的向上に向け

た地区の改善にある。また、役所が全てを行うの

ではなく、コミュニティーが各近隣住区の特徴を

形づくる際に自らリーダーシップを発揮しなけれ

ばならず、各地区の特性を反映してプログラム自

体多様なものとなっている。

②ファニュエルホールマーケットプレイス

いわゆるアメリカのウオーターフロント開発の

先駆者であるベンジャミン・トンプソン・アソシ

エイツとラウス・コーポレーションによるコンセ

プト・ワークが大きな成功を収め、以後両社はボ

ルティモアやニューヨークのウオーターフロント

再開発事業にも招聘され、さらなる成果を挙げた。

いずれも我が国が東京、大阪の臨海部開発にあた

り参考にした成功事例である。

以来20年以上の歳月が経ち、日常的な繁華性よ

りも観光地化が進行した印象を受けた。しかし、

高架高速道路の撤去によリウオーターフロントに

直結したダウンタウン側の集客核として、アウト

レット店舗等とともに健闘している。

【参考文献・資料等】

南部繁樹 :「ボストン市メインストリートプログラム」(2008

年 7月 )、 「トロント市のBIA」 (2008年 7月 )、 「Water_

front Toronto」 (2008年 4月 )榊都市構造研究センター

マーケットプレイス (南北の2棟が存在)
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