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ベリンハム港ウォーターフロント再開発事業
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底と用地などの廃墟が残っただけになってしまっ

1．前書き
今回も前回同様米国西海岸のワシントン州から

ている（図−3現況写真参照）。ここでも産業構造の

事例を紹介する。今回はシアトルから北へ約160

変化により臨港地区の土地利用の見直しが必要に

キロメートル、 カナダとの国境から南へ約40キロ

なっている。

メートルの位置にあるベリンハム（Bellingham）港
の再開発事業を取り上げる（図−1位置図参照）。ベ

2．再開発に至る経緯

リ ン ハ ム は2009年 の 人 口8万 人 少々の 都 市 で あ

2005年 ベ リ ン ハ ム 港 務 局 が 遊 休 地 約55ヘ ク

る。港の規模は2010年輸出貨物387万トン輸入貨

タールを購入したときから具体的な再開発事業が

物23万トン程度で、現在港湾としてはさほど重要

始まった。この土地は、 ジョージア・ パシフィッ

なものではない。図−2港湾全体図を見ても分かる

クと言うパルプ会社が所有していたものである。

とおり、都市の前面を、あまり機能を発揮していな

この工場跡地と他の市有地及び一部の民地を加え

い港湾が占めていて、 市民は容易に水辺にアクセ

て、全体として96ヘクタールの用地をウォーター

スできない。この港は、背後の豊富な森林資源を活

フロント地区と呼んで再開発対象とした。そして

用したパルプ産業が一時栄えた。しかし、現在はパ

港務局と市が共同で再開発を進める事とした。こ

ルプ工場も閉鎖され、 工場が残した汚染された海

の再開発計画は2006年に市が20年先を目標とし
て策定した市の総合計画と整合性を取って進めら
れる。

図−1
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位置図

図−２

港湾全体図

図−３

現況写真

再開発対象のウォーターフロント地区は、 ベリ

担当させた。2002年から03年にかけ精力的に作業

ンハム市の中心部と水辺の間に荒廃した土地とし

し、2005年にウォーターフロントのビジョンと計

て横たわっている。この地区を何とかしたいと言

画の骨格を取りまとめた。この報告書が本事業の

う思いは古くからあった。既に20年以上前の1992

根幹になっていく。2006年のベリンハム総合計画、

年に地域の市街地計画支援チームが報告書を発表

2008年の業務中心地区計画にウォーターフロント

している。1996年には、 対象地区中心に位置する

の再開発構想は組み込まれる。そして、2013年に

ワットコム水路周辺整備計画が作られた。1998年

最終的なマスタープランが策定された。

には、 中心市街地開発のワークショップの中で
ウォーターフロント開発についても検討されてい

3．マスタープラン

る。2000年には、 ベリンハム湾総合戦略が発表さ

ベリンハム市ウォーターフロント再開発事業の

れている。2002年の市中心市街地マスタープラン

マスタープランは2013年に承認された。80ページ

の中で、 ウォーターフロント地区の再開発につい

近い大部なので、 ここでそれを詳述する事はしな

て触れられている。特筆すべきは、ジョージア・パ

い。独断で要点と思われる部分や興味のある部分

シフィックパルプ会社の閉鎖時に港務局と市は、

について簡単に述べる。

市民中心のウォーターフロント・ グループと言う

本事業の開発目的は、 中心市街地とベリンハム

タスクフォース（WFG）を指名し跡地活用の検討を

湾の間と言う絶好の位置に存在しながら荒廃した
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c．都市ウォーターフロント地区（Downtown Water
Front Area）15ha
中心市街地に隣接しているこの地区は、 中心街
の商業機能の延長の性格を持つ。しかし、中心市街
地と競争しようとするものではなく、 この地区に
は居住施設も導入するので、 それら居住者を対象
とした物販・ サービス機能を考える。居住施設の
他に事務所、 研究所等ウォーターフロント地区の
中心として高密度な複合土地利用を考える。建物
の最小高さを定める事により、 地区の都市的景観
を演出する。水辺には遊歩道を整備してウォーター
フロントの都市としての性格を確保する。
d．貯木場地区（Log Pond Area）21ha
この地区は計画期間の最終段階に開発する事を
考え、工業利用を中心とする。好ましい内容として
図−４

対象地区全図

は、軽工業、ハイテク企業、組み立て企業ならびに
開発研究部門など。この地区で生産・ 加工・ 保管

ままとなっている工場跡地を有効利用して、 複合

された材料や製品及び原材料は、 陸上輸送のほか

的な土地利用の活力ある地区とし、 数千人の就業

隣の港湾施設を利用して搬出搬入する。この地区

機会を創出しようとするものである。特にマスター

の水辺や水域の自然環境は改善して、 水辺の生物

プランに表現はされていないが、 後で伸べるよう

の保全と人々の憩いの場とする。これ等の場所へ

に、この対象地区の重大な問題は、水路の底質及び

のアクセスは、 水辺の遊歩道やサイクルロード及

工場跡地の土壌汚染のようである。全開発期間は

び無動力の舟艇などを考える。ただ、この地区への

40〜50年を想定し、5期に分けている。

市民のアクセスは、 工業活動に伴う物流と競合す

対象地域96haのうち81haが土地の部分で残り
は水面である。 土地の部分は5地区に分けられる
（図−4対象地区全図参照）。それぞれの地区の計画
土地利用は次ぎの様に想定している。
a．海事産業地区（Marine Trades Area）24ha
マリーナ関連施設。魚船、小型船の建造や修理、

る場合がある事は考慮しておく必要がある。
e．コーンウォール海浜地区
（Cornwall Beach Area）
12ha
この地区は、 小規模な物販とサービスを伴う住
居とオフィスの中密度混合利用とする。この地区
の主たる機能はコーンウォール海浜公園である。

小型船等海洋構造物の解体。海洋関係産品の製造

先の物販サービスは海浜公園の利用者に対する利

販売、同研究開発。

便施設でもある。

b．船舶接岸施設地区
（Shipping Terminal Area）
10ha

開発行為を進めるに当たっての基本理念を4点

この地区にある大型係留施設は残して軽工業の

に纏めている。①ウォーターフロントそれぞれの

為の基盤として港湾機能を持たせる。関連オフィ

部分の本来の特色を生かす。②土地と水域の健全

ス、運輸業等

性を取り戻す。この中には土壌ならびに水質の汚
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の地区で漁業を営んできて、 生態に詳しい原住民
の力も借りる事にしている。また、神経質な生物も
いるので、 無造作に近づいて驚かせるような事の
無いように、 標識を整備して市民の理解を得るよ
うにする。
再開発にあたっての土地利用政策は、 基本的に
次のようにしている。①商業、住居、リクリエーショ
ン、公共施設、軽工業などの複合利用を考える。②
就業スペース、居住スペース、物販サービス業の為
図−5

貴重な生態系

のスペースをバランスよく配置する。この時民間
の需要動向を重視する。③個性ある土地利用をま

染を浄化すること、生物の多様性を取り戻す事、固

とめて分区にする事も考える。④水辺へのアクセ

められた護岸を柔らかいものに戻す事、 すべての

スポイントのネットワーク、公園、公共空地を適切

ものについて人が手を加えたものは出来るだけ自

に配置し、周辺の資産価値を高める事を考える。④

然に戻す事等が含まれる。③ウォーターフロント

歩行者の利便性に考慮する。⑤海事関係業種の為

へのアクセスを改善する。この中にはビジュアル

の必要な用地は確保する。⑤小学校、デイケアセン

アクセスも含む。アクセスはあらゆるモードが旨

ター及び家族連れが楽しめる遊園地なども考慮す

く連携するものとする。④ウォーターフロントを

る。⑥浚渫土の仮置き場その他の開発作業に必要

健全で経済的に活力ある地区とする。

となる用地も臨時的に確保する。⑦地域に関係の

先にも触れたが、 ベリンハム港のウォーターフ

深い文化や芸術に係わる施設も準備する。⑧公共

ロントは干潟を浚渫土砂で埋め立てて重工業用地

部門の土地浄化事業、 インフラ投資に投下する資

として100年以上使用されてきたものであり、 長

金の回収が出来るよう土地利用密度は十分に高い

年のうちに有害物質により汚染されてきた。汚染

ものとする。⑨土地利用の需要とインフラの整備

源としては水銀を含む重金属や石油製品などの化

を合致させる為、段階開発とする。⑩ウォーターフ

学物質が含まれている。そしてワシントン州政府

ロントの特性を十分生かした土地利用とする事を

から浄化すべき地区として指定されている。この

重視する。⑪就業機会を出来るだけ増やすと言う

地区の開発には、 まず対象地域の浄化作業を行わ

観点から、軽工業、ハイテク企業、組み立て企業、

なければならない。次いで環境の悪化の為いなく

研究開発施設の中から特に臨海部が有利となる土

なってしまった生物を呼び戻す事である。1999年

地利用を優先する。

にチヌークサーモンが絶滅危惧種にリストアップ

地区の景観設計の方針も細かく記述しているが

された。この魚は太平洋における最大のサーモン

特に注目したいのは、ビジュアルコリドー（眺望回

で、 一時はこの地区に溢れていて北西沿岸の代表

廊）を確立して中心市街地や近隣市街地の公道や指

的な天然資源であった。 過去100年間の間に減少

定されたビューポイントから水面が眺められるよ

した生物は、サーモンだけでなく、餌になる小魚や

うに、 町並み設計の基準を定めると言うものであ

底性魚、海鳥、シャチなども含まれる。海生生物を

る（図−6参照）。

もう一度この地区に呼び戻す為には、 古くからこ

残されている建造物や設備は極力そのまま建物
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図−7
図−６

ビジュアルコリドー

自転車レーン

道の東側に沿って存在する緑地とあわせると、 再

として又は解体して材料として再利用する事とし

開発地区内の緑地率は18％となる。この公共で整

ている。例えば1930年に建造されたセラミックタ

備する緑地等の他に、開発を担当するデベロッパー

ンクと呼ばれる設備は公園のオブゼとして使う案

が自主的に担当地区内に広場や庭園を設ける事に

もある。

なる。緑地等を整備する際、市民の侵入を制限しな

交通施設としては、 自動車中心とするのではな

ければならない場合もある。その例は、開発区域内

く歩道、自転車、路線バスを優遇した複合交通手段

の水際線には港湾機能を残す部分もある。このよ

とする。そのためには、街路に自転車専用レーンを

うな箇所では無造作に市民が入り込むと危険な場

設けると共に、 歩行者が気持ちよく歩けるように

合もあるので制限する事はやむを得ない。もう一

街路沿いの建物の構造に工夫をする（図−7参照）。

つの事例は、 水辺の生態系の中には非常に神経質

そして駐車場は建物の内部やビルの背後に設ける

な生き物もいる。希少な生物を守る為にやむを得

事とし、 駐車場が町の景観を損なう事のない様に

ず市民の進入を制限せざるを得ない場合もある。

する。

緑地公園の中には教育的要素を導入する事を考え

本再開発事業の最も顕著な特色は、 ふんだんに

る。地区の歴史や固有の文化を説明するものも導

緑地公園や遊歩道を組み込み、それらをネットワー

入する。その中には、ジョージア・パシフィックパ

クとして、 中心市街地とウォーターフロントを繋

ルプ工場の遺構などを活用する事を考える。また

ぎ市民にウォーターフロントへのアクセスを提供

この地には白人が入植する以前には原住民が暮ら

する点にある（図−8参照）。そのために再開発地区

していた。 現存のルンミ（Lummi）族及びヌーク

には、 新しく13haの緑地と遊歩道を整備する。そ

サック（Nooksack）族がそうである。彼らの歴史と

のほかに2.4haの既存ビーチは保存する。既存の鉄

文化を残していく為の施設も組み込む。その時現
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表−１

緑地等の配置

地区

公園緑地

海事事業地区

3.6ha

船舶接岸施設地区

0 ha

都市ＷＦ地区

2.0 ha

コーンウォール

5.7 ha

貯木場地区
合計

図−８

緑地等の配置

図−9

ビーチ

0.4 ha

2.0 ha

0.8 ha

13.3 ha

2.4 ha

1.2 ha

水辺の遊歩道

在のこれ等の部族の長と十分なコミュニケーショ

整備については、 土壌汚染との関係で特別な配慮

ンをとっていく。個別の公園等の設計に当たって

がなされている。全て共同溝に収容する事とし、共

は、夜間の犯罪や不適切な行為を防止する為、十分

同溝は土地造成の段階で先行して構築する。それ

な照明設備を設ける。緑地等の配置は詳しくは説

によって開発が進んだ段階で地盤を掘り返して汚

明しないが、 図－8にその分布を示す。また表−1

染した土壌を暴露する事の無いよう配慮する。

には公園緑地等の地区別配分を示す。

各期別の工種別公共投資額の見積もりは表−2、

上下水道、ガス、電気通信などのライフラインの
表−２

表−3の通りである。

１～3期の公共投資額（金額は1ドル120円で換算した）

1 ～ 3 期の道路、橋梁及びライフライン

60 億円

同、公園、遊歩道

22 億円

同、環境浄化、クリアランス及び用地造成

１～ 3 期のインフラ投資と環境浄化費

表−3

合計

180 億円

４～5期の公共投資額

4 ～ 5 期の道路、橋梁及びライフライン

66 億円

同、公園、遊歩道

8 億円

同、環境浄化、クリアランス及び用地造成
同、海事関係インフラ

98 億円

４、5 期のインフラ投資と環境浄化費

98 億円
合計

37 億円

209 億円
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公共投資分は合計390億円程度のプロジェクト

4．20015年現在の事業の状況

である。 そのうち200億円弱が底質や土壌汚染の

・2013年に承認され公表されたマスタープランを

浄化にかかる経費である。冒頭で述べたとおり如

基にして、2013年最初の区画である中心市街地に

何に環境汚染が深刻な地域であるかが分かる。こ

隣接した都市ウォーターフロント地区の7.6haに

れ等の公共投資部分は、 港務局と市が共同して当

ついて民間デベロッパーを対象にプロポーザルを

たる。一応、上の表のように公共投資額を見積もっ

募集。港湾委員会は、ダブリンに本拠を置くハー

てはあるが、 本事業は完成までには数十年を予定

コート・デベロプメンツ
（Harcourt Developments）

しているので、 進捗にしたがって適時投資額は見

と言うデベロッパーを選定し、2015年5月19日

直していく事としている。これ等の投資額は、市及

開発契約を締結した。

び港務局がそれぞれの運輸交通改善計画と首都改

・港務局は、タコマにあるアメリカン・コンストラ

善計画の中に組み込んで、 連邦や州政府からの補

クションと言う建設会社と、ワットコム水路の浄

助も期待して予算の手当てをして行く事としてい

化に係る工事契約を36.7億円で締結している。こ

る。住宅や商業施設、研究開発施設、生産施設その

の工事の中では水路に沿った施設の修復と生物

他の収益施設は、区画別に民間デベロッパーを募っ

の生存環境復元も含まれている。この契約内容は

て進める。

2016年の3月には大方竣工する。
・公務局は、ジョージア・パシフィックパルプ会社

図−10
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新遊歩道の位置

図−11

コムウォール海浜公園

図−12

グラナリービル

跡地の醸造工場とチップ工場解体工事の契約を

区域内に存在するグラナリービルがウォーター

交わした。この工事においてはこれ等の工場に使

フロントにおける最初の商業施設の一つになる

われている材料の95％は再利用する契約になっ

事を確認した。このビルは1928年に建造された

ている。これ等の工場が取り払われれば中心市街

ものであり、床面積は37m×33.5mに25m×12m

地からベリンハム湾への見通しが良くなる。

の事務所が付属している。建て坪は1,530m2であ

・市は、2015年7月に開発区域の北隣のスクアリカ
ム マ リーナ か ら 海 事 産 業 地 区 を 通って 新 規 マ
リーナ予定地までの新たな遊歩道の建設を済ま

る（図−12参照）。
・港 務局は市と協議しながら道路等のインフラ施
設についての詳細設計を進めている。

せている
（図−10参照）。この遊歩道からベリンハ

・港務局は、環境浄化地域に指定されている地区の

ム湾とその先のサンジュアン島の絶景が望める。

浄化事業の内容について政府の環境部局と協議

・市 は、 開発区域南西端に位置する6.9haのコム

を進めている。

ウォール海浜公園の最終マスタープランを完成

・港務局は、ウォーターフロント地区に隣接してい

した
（図-11参照）。この海浜公園は将来、 南に位

る西ワシントン大学と協働で、ウォーターフロン

置する4haのブルバード公園と水辺の遊歩道でつ

ト開発対象地区の西側への拡張の可能性につい

なげられる予定である。

て研究を始めた。

・最初の開発契約を結んでいるハーコートは、開発

注）情報源
http://www.portofbellingham.com/524/Waterfront-District
http://www.portofbellingham.com/DocumentCenter/View/2796
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