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ウォーターフロントへのパブリックアクセスについて
青木 義典
1．まえがき

調査はコネチカット州の臨海主要都市のウォータ

ウォーターフロントの整備はバブル期のように

ーフロントへのパブリックアクセスの現況をつぶ

建物などハードの建設に大きな投資をして大々的

さに調査し、機能や使い勝手を分析して改良点を

に行うことは経済環境から難しくなっている。し

抽出することから始めている。なおコネチカット

かし、水辺に接することは人の心を和ませる。競

州は下図に示すようにニューヨーク州の東隣で、臨

争至上主義経済の中でグローバルな競争に明け暮

海部の主要都は前面のロングアイランドとの間の

れる現代では人は癒しを必要としている。その観

海峡に面している。ここで現況調査報告の内容を

点からウォーターフロントの大規模なハード整備

細かく紹介してもしょうがないので、調査から明

は難しくとも、水辺を人々に開放して人心に潤い

らかとなった優れた点や、改良の余地として指摘

を与える施策は大切な事である。それがウォータ

されている事項を報告する。対象としているウォ

ーフロントへのパブリックアクセスの整備である。

ーターフロントの土地利用の事例について下に2港

今回は、コネチカット州の環境保全局とグリニ

だけ紹介しておく。

ッジ市の都市計画委員会が共同で行ったウォータ

また、ウォーターフロントの土地利用や海面の

ーフロントへのパブリックアクセス改善に関する

利用に関し地方レベル、州レベルまた連邦政府レ

調査についてのWEBサイトの概要を報告する。

ベルの各種規制がかかっているのでパブリックア

WEBに公表された報告は2003年の日付であるか

クセスを計画設置する時に配慮すべき関連法規等

ら決して新しい物ではない。だが現況調査など古

についてもかなりの紙数を割いて解説しているが、

くなっている部分ももちろんあるが、調査から導

これについても、我が国は我が国の関連法規があ

かれている指針などは陳腐化してはいない。この

るので興味のある部分以外は報告書の記述は取り
上げない。コネチカット州では、土地柄海事関連
産業は重要であったが、1970,1980年頃から産業
の変化が始まり魚貝類の資源が枯渇してきたこと
と相俟ってウォーターフロントの土地利用が大き
く変わってきた。従来水辺は水辺である事が立地
条件となる産業に使われてきたが、産業の内容変
化に伴って水辺でなくてはならない土地利用とは
限らない利用、例えば住宅、飲食業や物販などの
都市的土地利用が増えてきた。このことから州政
府や地方行政レベルでウォーターフロントの乱開
発を防ぐため各種の規則類が制定された。例えば、
連邦政府の沿岸域管理法（1979）そしてこれを受

図1
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コネチカット州

けたコネチカット州政府の沿岸域管理マニュアル

図2

図3

グリニッジ港

コスコブ港

（2000）などである。グリニッジ市は、早い段階

ターフロントに係る都市計画の精神を正しく解釈

からウォーターフロントの価値を認識し、乱開発

し、それを具体的に実現していくためのガイドライ

を防いでウォーターフロントでなければならない

ンを作っていくことを目的としている。

機能を優先し、自然を保護していくために市の都
市計画審議会は、1987年にウォーターフロント業

2．現況調査から得られた一般的な改善項目

務地域と言う用途地域を新設した。そしてその中を

現況調査の対象となったパブリックアクセスの

臨海性業務地域と都市性業務地域に分けた。この用

中には大変よくできている物もあるが、中には少

途地域がウォーターフロントパブリックアクセスの

し機能を追加するだけで全体の価値が大幅に高ま

設定基準にも大きく関わっている。ここに報告され

ると思われる物も少なくなかった。以下に今回の

ている調査は、先の沿岸域管理マニュアルやウォー

調査を通じて明らかとなったパブリックアクセス
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に忘れがちではあるが、備えておくのが望ましい
機能について、まとめる。

ヴィジュアルアクセス
可能な限り公道から水面まで障害物がなく視界
が通るよう配慮する。

標識と入口
一定の様式を決めた解りやすい標識を設置する
事。どこにウォーターフロントへのパブリックア

駐車場
明示して明確に区画された公共駐車スペース。

クセスが存在するかを示すパブリックアクセスの

規模は臨海部の開発用地面積に相応しい規模と

外に設ける物と合わせてパブリックアクセスの上

し、比較的水際に近い場所が良い。

にも案内板は必要である。図4,5,6参照。

身障者のアクセス

かっては水際線に立地する事業者にとっては水

可能な限り身障者もウォーターフロントにアク

際線は物資の搬入搬出の門戸であったが、輸送技

セスできるよう努力する。身障者のためには通路

術の変化に伴って物資の搬出入も陸側からとなっ

の素材、幅員及び勾配に配慮する。公道の縁石部

て水際は裏口になってしまった。一般住宅もそう

分は斜路を設ける。斜路の勾配は1：12以下とし

であるように裏口は表通りからは見えない。今回

幅員は90センチ以上とする。斜路が歩行の妨げに

現地調査を行っていて、隠れた宝石という言葉が

なる恐れのある場合は歩道の勾配が急にならない

頭をよぎることがしばしばあった。不活性なウォ

よう朝顔型に入り口を広げる。

ーターフロントアクセスはそうなっている。これ

持続性を考えた設計

からのウォーターフロントパブリックアクセスの

路面の材質、柵

説明の看板等は上質で耐久性

整備に当たっては、美的で視覚的に心地よく10m
はなれたところからもはっきり読み取れるような
標識を必須的な標準付帯設備と考えるべきである。
コネチカット州環境保全局ではロングアイラン
ド海峡沿いのすべてのウォーターフロントパブリ
ックアクセスを表示した地図を発行している。

図4
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標識の例

図5

アクセス内の標識の例

図 6 説明版の例

図8

修景等配慮されたパブリックアクセスの例

ークでは柵の高さは色んな能力の釣り人が仕掛け
を投げられるようなものとし、ボードウォークの
広さも何人かの釣り人が作業できる広さとする。
多様な設備を準備する
可能であり適切な場所には各種利便施設を設置
する。例えば、修景植生、説明・解説の表示板、
ベンチ、双眼鏡、日よけ雨除けの東屋、ボート引
上げ用の斜路、つり桟橋など。

3．ウォーターフロントパブリックアクセス
改善に関する提言
図7

釣り桟橋の例

パブリックアクセス設計の理念
・標識をきちんと整備し、ベンチ、くずかご、街

のある材料を選択し、安い維持費で長持ちするよ

灯、できれば駐車スペースなどの利便施設を整

う配慮する。特に安全性はパブリックアクセスに

備し訪ねてくる人々に心地よく過ごして頂く事。

とって非常に重要な要素であるが、今回の調査で
判ったことのひとつに危険な状態が生ずる最大の
原因は維持管理の不備であるということである。

・公有地と民有地を植え込み、柵、空地などに
より明白に区分する事。
・人々をウォーターフロントに引き付けてウォ

この面からも維持管理し易い材質と設計が重要で

ーターフロントの利用を活発にする。そのた

ある。

めにも、十分な広さを準備し、ベンチ、くず

汎用性を考えた設計

かご、駐車スペースなどを準備する。

パブリックアクセスは幅広い利用が可能なよう

・訪ねてくる人々に、アクセス内外の障害物か

に配慮する。例えば、釣りを想定したボードウォ

ら危険を感じない安心して安らげるようにす
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る。障害物には、犬、周辺のプライバシー、特

バーに相談することを進める。この目的はウ

に気にする住人、工業活動などが含まれる。そ

ォーターフロント開発計画が水面を活動的に

のため街灯を整備したり、釣り以外の利用に

活用した計画になっているかどうかを検討し、

日の出から日没までの時間制限を設ける。不

もし対象の開発計画が水面の活用がなされて

快な景色は緩衝植生などで遮蔽する。

いないものであるなら、どうすればウォータ

・ウォーターフロントへのアクセスを容易にする。

ーフロントに相応しい水面を利用した要素を

そのため目標の水辺に近い位置に駐車スペースを

組み入れる事ができるか検討するためである。

用意する、アクセス側道を公共道路の側道につな

この時パブリックアクセスの組み込みの努力

げる、勾配は緩やかにするなどの配慮をする。

を進め、パブリックアクセスは設計の仕方に
よって周辺と馴染んだものにできるし、土地

市の行政としてパブリックアクセス改善のた

所有者といえども法令により利用の仕方に制

め何ができるか

限がある事も伝える。

・市の沿岸部開発保全計画に、必要があればそ
れを改訂して、特にパブリックアクセスを必

水面依存業務地区内の都市型利用におけるパ

要としている箇所及び求められているパブリ

ブリックアクセス設計基準

ックアクセスの内容を明確に位置づける。

以下に示す推奨される各種の設計関連数値は、地

・都市計画の用途地域を見直して、パブリック

方行政の計画委員会と今後のウォーターフロント

アクセスを含む水面に依存する土地利用のた

ディベロッパーに配慮して頂くために準備したもの

めの地区を設定する。

である。これらは、今回のコネチカット州沿岸のこ

・ウォーターフロントプロジェクト許可申請者

れまでのウォーターフロントの土地利用について成

に対し本申請の前に都市計画審査委員会メン

功しているものとそうでないもの数多く調査した結

表1
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土地利用の値

表2
水際線延長

駐車スペース

0〜15m

2台

15〜30m

各施設の所要面積等

展望または釣りデッキ

ボードウォーク幅員

水際の側道幅員

9m2以上

3m以上

3m以上

水際30m 当り2 台

13m2以上

3m以上

3m以上

30〜45m

水際30m 当り2 台

2

20m 以上

3m以上

3m以上

45〜60m

水際30m 当り2 台

2

20m 以上

3m以上

3m以上

60〜90m

水際30m 当り2 台

36m2以上

3m以上

3m以上

90〜120m

水際30m 当り2 台

36m2以上

3m以上

3m以上

＞120m

水際30m 当り2 台

56m2以上

3m以上

3m以上

表3

利便施設の配置

水祭線延長

ボート揚場

臨時船曳場

解説表示板

トイレ

照 明

ごみ箱

0〜15m

●

１またはアクセス
用地の10%

1

１またはアクセス
用地の10%

水際延長
7.5m 当り1 基

1

15〜30m

●

同上

1

同上

同上

1

30〜45m

●

同上

2

同上

15m当り1 基

2

45〜60m

●

同上

2

同上

同上

2

60〜90m

●

同上

3

同上

同上

2

90〜120m

●

同上

4

同上

同上

3

＞120m

●

同上

5

同上

同上

4

注）上記アクセス用地の10%はアクセス用地に含めるもの

果として導き出したものであり、市の計画部門とウ

市所有地におけるパブリックアクセス設計基

ォーターフロントのディベロッパーにすべてのウォ

準に関する提言

ーターフロント開発でパブリックアクセスの導入の

此処では市所有の土地におけるウォーターフロン

基本として使って頂きたい。これがその後行政の拘

トのパブリックアクセス設計時の基本方針を示す。

束力のある基準となったかどうかはフォローして

隣接地の土地利用

いない。しかし、わが国の臨海部工業用地の緑地

ウォーターフロントの土地は両側が異なる土地利

率に似た考え方のように思われる。なお原文では

用の場合が多い。パブリックウォーターフロントア

単位がフィート表示であるがここでは直感的に理

クセスを計画する場合、この両側の異なる土地利用

解して頂けるようm表示に換算しておく。

を考慮する必要がある。プライバシーや安全のため

ウォーターフロントにおいて全ての水面に依存

の柵や緩衝緑地や修景の植え込み、将来の水際歩道

しない土地利用では表3の6項目の施設のうち4項

の延長、街灯、アクセスや駐車場の将来の共用等が

目は組み込まなければならない。

設計要素であり隣接地の事を考慮する必要がある。
近づき易さ
市が所有し運営する水際の公園は、障害を持っ
た人も容易に利用できるものでなくてはならない。
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このためアクセスの表面は、締め固めたもの、舗

ものがある。ベンチなどの腰かけるための施設、照

装されたものまたはボードを張ったもので12分の

明、自転車ラック、入り口の門柱、双眼鏡、釣り

1以上の傾斜がなく、縁石などの障害物がなく、ボ

桟橋、ボードウォーク、展望所、ごみ籠、犬排泄

ードウォークでは6mm以上のすきまは開けないよ

物捨て場、修景植栽、東屋、各種解説版、日よけ

うにし、側道の幅員は90cmとする。可能な限り

雨除け、ボート・カヤック・カヌー揚場、公共斜

5%以上の傾斜のある所や階段では手すりを設け、

路、トイレ、売店、小広場、舗装した小道など。

身障者指定の駐車スペースまたは車からの乗り降

修景植栽

りのスペースを確保し、釣り場では車いすで釣り

植栽は、地のもので蔓延り過ぎないものを使用

ができるような柵の高さとする。

し、生態を豊かにし、馴染まない土地利用との間

ビジュアルアクセス

や環境的に過敏な地区との間の視覚的その他の緩

しばしば建物や各種建造物が視界を遮って水面

衝機能を持たせる。植栽は長期的な維持を容易に

を望めなくすることがある。可能な限りビジュア

するよう配慮する。雑草が蔓延らないように植栽

ルアクセスを確保し、公道から水面や水辺の施設

の根を覆うようにするなど。

が見通せるようにする。
駐車と乗降スペース
市が所有する水辺の施設は利用者のために適切な

推奨するウォーターフロントアクセス設計の
詳細

規模の駐車スペースを用意すべきである。必要な駐

報告書では手すりからボードウォークの構造そ

車スペースの台数算出には、少なくとも次の要素を

の他設計事例を図9に示す例のように詳細に記述し

考慮する。対象施設の利用頻度、用地面積、水際線

ているが、特に注目するような内容はないのでこ

の延長、側道との位置関係、最寄りの駐車場の広さ。

こでは省略する。

独自の駐車スペースの確保が不可能な場合、車で訪
ねてくる利用者の便宜のため、乗降スペースやバス
停を路面に表示し表示板を立てて確保しておく。
表示板と道案内

4. まとめ
この報告書を通じてわが国におけるウォーター
フロントへのパブリックアクセスについての理解

ウォーターフロントアクセス施設の利用を促進し

と米国コネチカット州におけるそれとの間に微妙

ようとする場合、色・図形・文字フォント・設置高

に違いがあるように感じられた。はっきり違って

さ・大きさ等統一した標識設置基準を持つべきであ

いるというほどのこともないが微妙な違いを感じ

る。そしてそれにより可能な利用形態、禁じられた

た点を以下に列挙する。

行為、オープン時間帯、公共用地の境界、指定され

この報告を読んでいて感じた第一のポイントは、

た駐車エリアを周知する。それらの標識は都市計画

ウォーターフロントの特殊な価値を高く評価して

で決められた看板の条件を満たしている事。

いることである。そのためにウォーターフロント

利便施設

に立地する必要がない都市的な用途に対しては水

公共所有のウォーターフロントアクセス施設に

辺を独占することは許さないという姿勢がうかが

は、安全性を確保し、水辺を利用し易くし、そし

われる。それが表1のウォーターフロントへのパ

て美しくするための利便施設を可能であり妥当な

ブリックアクセスに土地の一部を提供させる考え

範囲で設ける。利便施設の例としては次のような

方である。ウォーターフロントの土地を贅沢な住
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図 9 表示されている詳細設計事例

宅用地として開発する場合は、用地の40％をアク

気配りがなされている。釣り桟橋の手すりの高さ

セス用に供さなければならないとしている。40％

は車椅子のまま釣りが不自由なくできるよう高さ

という数字は決して小さい数字ではない。わが国

に配慮すべきであると言及している。

でも近年ウォーターフロントに高層マンションが

できるだけ多くの人に利用してもらうためにパ

数多く建設されたがこのような対応はなされてい

ブリックアクセスの存在等をわかりやすくしてお

ないものがほとんどではなかろうか。報告書の段

く必要があるということに力点が置かれている。そ

階では単なる提案であるが、報告書でもこの内容

のためパブリックアクセスの存在を示す標識やア

を行政の基準に取り入れることを意識していると

クセスにかかわる特性や歴史などを解説したボー

明言している。この報告書に盛り込まれている具

ドの設置を重視している。

体的な提言がその後行政によって強制力のある規
則類に取り込まれたかどうかはフォローできてい
ない。

出典
http://www.greenwichct.org/PlanningZoning/Pu

またウォーターフロントを単なる眺望を楽しむだ

blic%20Waterfront%20Access%20Part%201.pdf

けの価値を持つものとは評価していないことも注目

http://www.greenwichct.org/PlanningZoning/Pu

に値する。そしてウォーターフロントへのパブリッ

blic%20Waterfront%20Access%20Part%202.pdf

クアクセスには可能な限り、ボート、カヌーまたは

http://www.greenwichct.org/PlanningZoning/Pu

カヤックなどのマリンレジャーや釣りの舞台として

blic%20Waterfront%20Access%20Part%203.pdf

の役割を考えている。その表れは釣り桟橋とボート
類の揚げ降ろしのための公共設備もパブリックアク
セスの付帯設備として重視している。
そしてパブリックアクセスは身体障害者にも容
易にアクセスできるものでなくてはならず、バリ
ヤーになる要素があってはならないということに
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