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連邦・州政府の支援を活用した自治体のブラウンフィールド再生戦略に関する研究
- 米国マサチューセッツ州 Lowell 市を事例として -

Brownfield revitalization strategy of municpality utilizing federal/state's public assistance
-Case study of Lowell, Massachusetts, the United States-

黒瀬 武史 *, 西村 幸夫 *
Takefumi Kurose* and Yukio Nishimura*
Revitalization of brownfield sites has been one of the major planning issues in developed countries. Federal
and state’s governments developed institutional systems, grants and other public assistance to promote reuse of
brownfield in the United States. This paper examines a 20-years brownfields revitalization process of Lowell,
Massachusetts utilizing these assistances. In citywide scale, the city inventoried brownfield sites in the city and
decided priority areas in the fringe of downtown to concentrate its resources and the public assistance. In each
priority area, improvement of public spaces and a public funded leading project was a key of spatial planning to
create a momentum to attract private investments towards brownfield sites in the area.
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(2) ケーススタディ都市の選定

1. 研究の枠組み

EPA による BF 補助金に限定しても、2013 年だけで全

(1) 研究の背景
産業構造転換に伴う産業用地の再生は、先進工業国共通

米 174 都市 6) が交付を受けており、過去 20 年の交付都

の課題だが、産業由来の土壌汚染がその妨げとなる場合が

市の実態を比較することは困難だ。本研究では BF 補助金

ある。米国では環境保護庁 (EPA) が「土壌汚染の存在また

の長期的効果を検証するため、EPA が集中的に自治体の

は存在の可能性により、拡大・再開発・再利用が困難な不

支援を行った BF ショウケース地域事業 (3)(SC) 対象都市の、

動産」を Brownfield( 以下 BF) と定義し、汚染者負担の原

その後の補助金交付を調査した（表 -1）。その結果、SC・

則を踏まえつつ、その再生に一定の支援を行なっている。

AWP 両支援を受けた４市を調査し、都市規模が小さく取

宮川らは英独蘭米の法制度と事例の分析に基づき、跡地
利用に応じて異なる対策基準が設けられ、対策が実施され
ていることを明らかにした

1),2)

。近年は従来の個別の土地

組の全容をつかみ易い Lowell 市を研究対象に選定した。
表 -1 SC 対象都市とその後の BF 補助金交付（網掛は SC と AWP の両支援を受けた都市）6)
SC 指定名称（実績は市の公社も含む）
Baltimore

州

MD

の土壌汚染対策を支援する BF 補助金 (1) に加え、BF サイ

Lowell

トを多く抱える地区（以下 BF 地区）の再生を主眼に地区

Portland

OR

Providence and RI state

RI

(2)

3)

全体計画支援 (AWP ) が展開されている 。
4)

実務や法学分野で研究されているが 土壌汚染に関する
法体系や制度に関するものが中心だ。米国では、'90 年代
後半から '00 年代前半にかけ、BF 再生事例の調査が行な

Chicago

MA

市域人口 ('10) SC AWP
620,961 98
106,519 98

BF 調査

BF 浄化

他 **

97,07,08

05,07,08,10

RF, J

-

96,03,05,08,11

03,04,05,08,09

-

00,06

03,05,06,08,

-

-

-

95,03,06,09,13
97,06,08

10

IL

2,695,598 98

13*

TX

1,197,816 98

-

East Palo Alto

CA

28,155 98

St.Paul

MN

Dallas

Eastward Ho!( 自治体連合）
Salt Lake City
Glen Cove

Seattle and King County

583,776 98

178,042 98

FL 約 2,000,000 98
285,068 98

UT

186,440 98

WA

608,660 98

NY

26,964 98

04,11
-

-

97,03,05

-

98,03,05,09

03,04,08,10

97,03

04,06

96,03,04,07,09,10,13

05,07,10

-

CT

122,643 98

-

98,07

05,

Los Angeles

CA

9,818,605 98

-

95,04,06,08,11

09,11

全体として既往研究は、財政支援を行う連邦や環境規制を

Mystic Valley Dev. Commission( 開発公社 ) MA

157,290 00

-

緩和した州政府の制度に関する議論が中心であり、支援を

Niagara Region

NY County-216,469 00

-

受ける自治体の再生手法や戦略に関する分析は少ない。
本研究は、多様な公的支援を活用して、自治体が行った

New Bedford

MA

Cape Charles and Northampton County

VA

County-12,389 00

WI

594,833 00

Jackson

MS

St.Louis and East St.Lous

MO

Des Moines

IA

Milwaukee

173,514 00
346,300 00

TX

2,099,451 00

再生戦略と公的支援の果たした役割を明らかにする。自治

Denver

CO

600,158 00

体の視点で市域内の複数の地区を分析の対象とする点、事

Metlakatla Indian Community

AK

BF 地区の再生に関する計画と実態を分析し、自治体の BF

業着手から 20 年を経た事例で、土壌汚染対策のみならず、
市域全体の BF 地区の再生実態を分析する点に新規性があ

Houston

95,072 00

Gila River Indian Community

11,712 00
1,460 00

95,03,07,11
98,03,10

04,05,06,10,11,13

RF, J
RF, J
RF
-

RF
J
-

03,04

RF, J
RF,J

RF, J
RF

-

97,03,08,09

03,04,07,12

RF,J

-

95

-

-

-

98,06,11
98,07

-

-

97,98,03,-06,08,09,13 03,04,06,08,10-13

-

95,96,01,03-05,08,10,12

08,09

-

97,05

03,

10

96,05,08

03,

RF
-

RF, J
RF, J
J

RF

-

06,12

00,05

05,07

RF, J

-

01,

-

-

04,11

*AWP 交付先は Local Economic& Employment Development Council/ **RF はリボルビングローン基金 , J は職業訓練の補助金

-

(3) 研究の方法

る。但し、本研究の分析対象は限定的であり、BF 再生に
資する一般的手法を整理するには至っていない。

AZ

203,433 00

-

RF, J

RF,J

Stamford

84,913 98

RF, J

RF, J

われた 。しかし、その多くは補助金が期間前後の分析で

NJ

10

-

RF, J

05,07

あり、単一補助金の短期的な成否の整理にとどまっている。

Trenton

605,573 98

97,12

98,04,06

11,

Kansas City（MO/KS 両市合算）

5)

-

95,04,06

06,

本研究の目的に基づき、土壌汚染への対応、公的支援と
その使途、市と民間事業者の役割分担、空間計画としての
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表 -2 Lowell 市内の BF 再生地区一覧 (1995-2014)5)~19)
Acre 地区 /DT 隣接 ( 大字 the Acre の一部 )

JAM 地区 /DT 隣接 (Jackson St. Appleton St. Middlesex St. 周辺） Tanner 地区 /DT 南方 2km

再生前主な土地利用 大規模織物工場 (Lawrence Mills:LM) 跡地

ガス工場・中小工場及び住宅

大規模織物工場跡地及び小規模商業・住宅

スーパーファンド (4)(SF) サイト・廃車置場

再生計画立案の主体 州政府 (LM 跡地所有）
・市役所

市役所・Coalition for Better Acre(CBA)

市役所 / 民間事業者 (Hamilton 運河地区 (HCD) 部分のみ）

市役所（但し EPA が資金拠出）

中学校・一般住宅および低所得者向け住宅

一般住宅・事務所（一部 Umass）
・芸術家向けロフト住宅

中小規模の可変性の高い工業用地・商業施設

法定都市再開発適用 なし

あり／ 2000 年州政府認可

あり／ 2000 年州政府認可

適用予定／ 2014 年素案提出

再開発事業の市取得地利用
BF 及びスーパファン
ド (SF) 関連補助金
カッコ内は補助金種
類とその総額

なし（地区内の大半は州所有地）

新中学校用地／一部民間住宅用地／高齢者施設

その他の
公的支援の活用

州の住宅開発地区及び歴史的建造物保全の税免除
(8)/ 州経済開発インセンティブ

HCD 地区の土地取得 ( 2005 HUD-108 条融資保証 $300 万 , HUD- 経済開発イニ
CDC による低所得者向け民間住宅整備に、HUD の
[ 予定 ] 州経済開発インセンティブ /
シアチブ $200 万 ,(9))/ 州の住宅開発地区及び歴史的建造物保全の税免除 / 一
HOME 補助金を交付 (8)/ 州経済開発インセンティブ
土地取得・土壌浄化（HUD-BF 経済開発イニシアチブ）
部住宅へ HUD の HOME 補助金 / 州経済開発インセンティブ

名称 / 立地

再生後の主な用途

北運河地区 / ダウンタウン (DT) 隣接

一般住宅・大学施設 (Umass)

民間複合開発用地 (HCD）/ 新裁判所 / 立体駐車場（900 台・1F 商業）
区画を整理後に中小規模の工場用地として民間に処分予定
立体駐車場及び市役所取得予定地 (HCD) の BF 調査 (1996BF 調査$20 万 /1998BF 調 SF サイト土壌及び地下水浄化関連費用 $145 万 / 年 (2001 実績 )10) 加熱土壌
アリーナ及び野球場用地の調査
中学校用地等の BF 調査（2000BF 追加支援$15 万）
査$20 万 /2000BF 追加支援$15 万 /2007BF 調査$20 万 /2009BF 調査$40 万）/ 立体 ガス吸引施設（米国再生投資法補助金 2009 $1400 万 ) / 税滞納した一部の土地の
(1996BF 調査 $20 万 そのうちアリーナ予定地に
再生計画立案の住民アウトリーチ（1998SC$20 万 )
駐車場用地の浄化（2005BF 浄化 $25.5 万）/HCD 一部の浄化 (2007BF 浄化$40 万 土壌調査 (1998 BF 調査 $20 万 ) / SF サイト周辺再生支援 (5)(SRI 2000 $10 万）地区全
$3.5 万・野球場予定地に $3.5 万を活用）
CBA による環境職業訓練（2003BF 職業訓練$20 万）
体計画 支援 (AWP 2010 $17.5 万 ) [ 予定 ] 市取得地の調査・浄化（BF 調査・浄化）
/2010浄化 $40 万 )/ 再生計画立案の住民アウトリーチ（1998SC$20 万 )
アリーナ予定地は、織物工場跡地であり、EPA の BF 中学校建設予定地は、主に石炭ガス工場跡地だった 地区内の市取得予定地 ( 立体駐車場用地及び市が土地を取得・集約する HCD SFサイトは、
1970年代のSilresim化学による不法投棄に起因する、
調査補助金を用いて土壌調査を実施、鉛・油および ため、鉛・クロム・カドミウム・ヒ素・炭化水素・ 部分）に対して BF 調査補助金により調査が実施された。
揮発性有機化合物・殺虫剤・PCB・重金属による地下水及び土
有機物が見つかり対策が講じられた。野球場予定地 シアン化物の土壌汚染と、シアン化物による地下水 立体駐車場予定地の一部 (101&115 Middlesex st.) には、BF 調査補助金による 壌汚染が存在。1983 年に全国優先リストに登録され、SF サイ
は、廃車置場だったが、同様に EPA の BF 調査補助金 汚染が確認された。建物にもアスベストが使用され 調査の結果、ガソリンに汚染された土壌および地下貯蔵タンクが存在するこ トとなる。柵設置と表層の封じ込め施工後、1995 年から地下水
を用いて調査を実施、鉛・油・有機物が見つかった 5)。ていた。調査にEPAのBF追加支援が活用されたほか、とがわかり、BF 浄化補助金で撤去された。
浄化施設が稼働している。土壌は、2009 年に米国再生再投資法
但し両者とも建設決定後の交付であり、事業実施に 住民説明等に SC の補助金が利用された。市は検討過 HCD 予定地について、351 Jackson St. は、過去に鉄道敷・倉庫・駐車場とし の補助金により、加熱土壌ガス吸引法により揮発性汚染物質の
土壌汚染の
対する影響は小さい (6)。
程で持ち上がった住民の疑問に応えるために、CBA て利用、重金属・芳香族炭化水素による土壌汚染が存在。291 Jackson St. は、 回収装置が設置され浄化作業が加速、SF サイト周辺の土地の再
実態と対応
LM 跡地は、1980 年代半ばから州が調査・浄化を続 や住民向けの意見交換会を多数開催した。意見交換 重金属・揮発性有機化合物による汚染が存在。193.1&239.1 Jackson St. は綿紡 利用が現実的になった。
けてきた。土壌中に石炭灰が見つかった他、建物自 会には SC により派遣された EPA 職員が参加・説明 績工場として利用され、揮発性塩化有機化合物及び一部 PCB の土壌汚染が存 市は経済開発の可能性が低いため、再開発検討に消極的だった
特に注記がない場合
体にアスベスト・鉛・PCB が含まれていることが疑 し、土壌汚染地への公共施設建設に対する住民理解 在。全て BF 調査補助金で調査が行われ、BF 浄化補助金で浄化が実施された。 が、再生計画立案支援のため、EPA からの二つ補助金 (SRI,AWP)
参考文献 6) を参照
われ、調査・対策が行なわれた再掲 5)。LM 跡地は州 に貢献、事業前進を促した。住民との協議の結果、 調査および浄化の補助金は住民へのアウトリーチにも用いられた。
が交付され、再開発の検討が深度化した。
政府の所有地であっため、土壌汚染や建物に含まれ 市の負担で汚染土壌の全面的な掘削除去が行なわれ HCD 予定地は、市が土地収用および個別交渉で約 $510 万で取得。調査・対 SF サイト以外の中軽度の汚染地である BF サイトは、一部の土
る有害物質に関しては、全て州の負担によって対策 た c),d)（対策自体には、BF 関連の補助金は使われて 策実施後に市が民間事業者に土地を段階的に売却中 (Appleton Mills -1A,1B
地の調査を既に BF 調査補助金で実施したのに加え、AWP にお
。中学校予定地以外の地区内の小規模な土壌 フェーズは $67 万 ) であり、民間の参入負担を軽減した。BF 浄化補助金は自 いて、既知の環境リスクや土地所有を勘案した分析を実施、都
が実施された。一部の土地では、土壌中にヒ素を残っ いない）
ているため上部をコンクリートにより封じ込め、州 汚染地は、EPA の BF 追加支援によってフェーズ I の 治体 /NPO への拠出しか認めらないが、市が公共性の高い都市再開発事業の 市再開発事業の適用対象の絞り込みを進めた。EPA の BF 補助金
調査が実施された。
の制度的管理制度 AUL(7) を設定している。
一環として行うことで、当該汚染地への交付が可能となった。
を活用した調査・浄化を予定している。
中学校
1F 店舗付の立体駐車場
SF サイト周辺の公園化
先導事業（本文 4 章参照）アリーナ・野球場
先導事業に用いられ 両施設は、経済的停滞に苦しむ市への経済開発支援 州建築支援局補助金と、都市再開発事業に基づき交 土壌汚染の調査・対策に加えて他の事業と同様に公共空間改良に州・連 [ 公園整備の予定 ] 整地・社会基盤整備（州成長地区イニシアチブ）/ 公
園用地取得及び建設（州コミュニティ向け公園取得・再生事業）
た公的支援
として、州が建設費の 70% 以上を負担した。
付される州の都市活性化開発補助金が用いられた。 邦の交通・経済開発の補助金が活用されている。
公共空間の整備
Merrimack 川遊歩道建設 (DT と先導事業をつなぐ部分は Acre-DT 間骨格街路の電線地中化及び街灯・歩道整備 / 小緑 JacksonSt.双方向化及び運河横断橋梁新設 ( 連邦 EDA 公共事業補助金・州政
[ 予定 ]TannerSt.街路整備及び高速道路沿道緑化 ( 州社会基盤補助
カッコ内は整備に用 国立公園の一環として連邦 NPS の資金と州政府の道路関連 地整備 ( 都市再開発に基づく州の都市活性化開発補助金が 府社会基盤改良補助金・CDBG) ／運河沿遊歩道整備 ( 連邦・州道路関連補助金 )
金・連邦 EDA 公共事業・経済開発事業 )
いられた公的支援 補助金が活用 )/LM 跡地緑地整備 ( 地権者の州が負担 ) 大半だが、一部街路改良に CDBG や州運輸局補助金も使用 ) ／ [ 予定 ] 軽便鉄道延伸 ( 連邦 NPS) ／小緑地整備 ( 未定）
LM 跡地は民間売却後、集合住宅として再生
CDC による低所得者向け住宅開発／高齢者センター Hamilton 運河地区の開発全体を民間が実施／
民間事業者の活用
中小規模の工場の開発 ( 予定）
Umass による大学施設の新設・修復建物利用
の開発／織物遺産博物館の再生・活用
織物工場建物の再生を民間の歴史的建造物保全団体が担当

優先地区取組段階

1995 市域全体 BF 調査

ʻ98-ʼ00 SC 事業

市全体の取組
北運河地区

表 -3 Lowell 市内の BF 再生地区の経緯 (1994-2014)5)~19)

優先地区選定・計画立案 2000

ʻ96 Lowell を含む郡内 BF 調査

優先地区の先導事業・公共空間整備

2005

優先地区の民間再生事業の進展

ʻ01 ダウンタウンプラン改訂
ʻ99 BF リボルビングローン基金設置
ʻ05 LM 州から民間へ売却
ʻ07 LM 一部竣工

ʻ99 Acre 地区都市再開発計画
中学校浄化方法に ʻ05 中学校竣工
ʻ98 計画策定に向け住民助言会議開始 ʻ01 Broadway 等街路整備 関する住民協議 ʻ05 公園整備

JAM 地区

条件不利地区の取組本格着手
ʻ12~ʼ14 マスタープラン改訂

ʻ94 施設建設に関する州法 ʻ97 アリーナ・野球場竣工 ʻ00 Lawrence Mills(LM) 再開発方針
ʻ96 BF 補助金による施設予定地調査
州政府と市役所が合意

Acre 地区

2010

Umass 施設新築
ʻ09 立体駐車場竣工
ʻ10 市がアリーナを Umass へ譲渡

民間再生事業進展

ʻ10 -12 AWP 補助金交付
ʻ14 都市再開発計画素案
ʻ09 加熱土壌ガス吸引装置設置、浄化速度向上

ʻ01 SF 再開発イニシアチブ補助金交付
ʻ02 SF サイト再生計画

Tanner 地区

ʻ09 アメリカ織物歴史博物館改修

民間再生事業進展
ʻ07 立体駐車場竣工
ʻ00~10 BF 補助金による公有地の調査・浄化
ʻ11 Appleton Mills 再生完了
ʻ06 公有地処分先決定（民間） ʻ08 HCD マスタープラン

ʻ00 JAM 地区都市再開発計画
ʻ99 計画策定に向け住民助言会議開始

特徴に着目して、計画の内容を整理するとともに、その後

1960 年に都市再開発により解体、高層公営住宅となった。

の計画の実施状況を調査した。市担当者、EPA 職員及び地

1970 年代に入り、熱心な市民により市内の歴史的建造

区のコミュニティ開発会社 (CDC) の聞き取り調査と現地

物保全活動が始まる。1978 年には DT 一帯が全米初の都

調査 (2006/11 及び 2012/11)、行政資料を利用した。

市型国立公園に指定され、残存していた工場や運河の保存
が開始、一部は展示施設として活用されている。近年は、

2. Lowell の BF 再生概要とその背景

Massachusetts 大学 (Umass) が市内で拡張を続け、北運河

(1)Lowell の歴史的背景

地区では BF 再生後の土地利用の一部を担っている (12)。

Lowell は 1820 年代に開発された米国で最も古い工業

(2) 市内の BF 再生の取組経緯

都市のひとつだ。1822 年に町の北側を流れる Merrimack

Lowell 市内には、2013 年現在、500 ヶ所を越える土壌

川と滝の落差に注目したボストンの資本家が最初の織物工

汚染地が存在する（対策済含む）19)。1980 年代から歴史

場を Lowell

(10)

に建設した。滝を迂回するため建設された

的建造物の改修は進められていたが、土壌汚染対策を含む

運河も拡張、織物工場が川と運河沿いに立地し、1850 年

市の BF 再生事業は、北運河地区のアリーナ・野球場建設

代には米国最大の工業地帯となった。工場と寄宿舎や住宅

に始まる。1997 年に市は地域計画庁と共同で、コミュニ

が一体で開発されたため、現在も工場（跡地）と住宅地・

ティ開発一括補助金 (CDBG) を用いて地域全体の BF 調査

Downtown(DT) が近接している。労働者として世界各国か

を実施、その結果に基づき、表 -2 の４地区が特に BF が

ら移民が集まり、多様なコミュニティを形成、1920 年に

多く集まる地区として抽出された。1998 年には EPA の指

は人口 11 万人に至り、Lowell は経済的にもその繁栄の頂

定による SC が開始された際に優先取組地区として Acre・

点に達した。しかし、1920 年代から南部へ工場移転が始

JAM 地区が選択され、2000 年前後に都市再開発計画が立

まり、1958 年の Merrimack 工業会社閉鎖を最後に主要

案された 5)。なお、北運河地区は当時既に施設建設が進め

織物工場は全て閉鎖された。1970 年代半ばには、市の人

られており、BF 補助金による土壌調査も実施済みだった。

口は 9.1 万人に減少、失業率は 12％に達した。市内には
遺棄された建物や滞納物納建物も増えていった。

先行して取り組んだ北運河・Acre・JAM の３地区は、
いずれも DT 周縁部にあたり、郊外の土壌汚染地に比べて

再開発の取組として、1939 年にギリシャ人移民が多く

再生後の利用が見込まれていた a)。一方、DT から離れた

居住していた大字 the Acre の一部で、市内で初めて連邦

Tanner 地区は、SF サイトの存在もあり土壌汚染は認識さ

政府補助金による都市再開発が実施され、公営住宅が建設

れていたが、立地が悪く、経済開発の可能性が低いため市

(11)

された ( 図 -1)

。また、Merrimack 工業会社の工場等も

主導の取組は遅れた。しかし、2000 年以降の EPA の２つ
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の計画支援により、他より 10 年以上遅れたが 2014 年に

る国立公園局と協力関係にある。BF 関連では EPA が補助

都市再開発計画素案が策定された ( 表 -2Tanner 地区参照 )。

金交付・SC に伴う職員派遣を実施、都市再開発や公営住

(3) 再生の主体と BF 再生に関連した公的支援

宅は都市住宅開発省 (HUD) の事業が歴史的にも多く、現

全ての事業で市が都市計画の主体であり、都市計画・開

在も CDBG を交付されている。街路整備には連邦運輸省

発局が BF 再生事業を担当している (13)。広域の調査・計画

(DOT) や商務省経済開発局 (EDA) の補助金も用いられた。

は郡レベルの地域計画庁と連携している。各地区とも計画

3. 再生地区の分析
主な４地区の事業概要を表 -2 に、各地区の事業範囲と

策定において市民助言委員会が設置され住民との意見交換
が進められている。中でも Acre 地区の CBA

(14)

は、土壌対

策・事業実施ともに深く関わった（図 -2)。一方で北運河・

位置関係を図 -1 示す（Tanner 地区は広域図のみ）。
(1) 北運河地区（公共事業を起爆剤とした工場跡地再生）
北運河地区は、民間所有地が多い他の三地区と異なり、

JAM では民間事業者が事業推進に大きな役割を果たした。
公的支援の観点で考えると、州政府は、都市計画は住宅

多くの土地が州政府所有となっており、区画や所有者の整

コミュニティ開発局 (DHCD) とその上位の住宅経済開発総

理を行う必要がなかった。法定の都市再開発を行う必要

局 (EOHED)、土壌汚染の調査・浄化については環境保護

がなく、再生計画も明示的に策定されていない (15)。1990

局 (DEP) との関係が深い。また道路整備には、州運輸局の

年代半ばに始まったアリーナ ( 写真 -1) と野球場という大

補助金が活用されている。連邦政府では DT に公園を抱え

型の公共投資 (16) と Merrimack 川遊歩道 ( 写真 -2) の整備

連邦 EPA

EPA職員

州 DEP

BF 補助金

技術支援

市都市計画・開発局

調査

認定土壌専門家
州政府直轄

先導事業 (BF)
BF 地区

コミュニティ
助言委員会

により、地区の物的環境を改善し、地区中央の Lawrence

地区住民

Mills 跡地（LM 跡地）に民間投資を引き付ける戦略をとっ

CDC

協議・意見交換

再生計画
立案

公共投資 /
公的支援投入
調査
浄化

補助金

CDBG 連邦 HUD

SC（補助金・職員派遣 )

認可

州 EOHED
民間投資税免除
州 DHCD
補助金

公共空間改良
BF サイト BF サイト

浄化管理 / 必要に応じて
AUL( 制度的管理 ) も適用

連邦 EDA

事業協力

州/連邦 DOT

オフィス・住宅開発

再利用が民間事業者の手で進められた。同時期に Umass
は北運河地区を北キャンパスと位置付け、州政府所有地を
活用して、野球場周辺に大学施設を新築した（図 -1)。
2014 年現在、ほぼ予定されていた再開発が完了してお

連邦国立公園局

低所得者向け住宅供給

図 -2 BF 再生地区に関わる主体 (Acre 地区の事例を模式化・筆者作成 )

た。その結果、2005 年に同跡地を民間へ売却完了、修復・

民間事業者

り、周辺整備と公共施設による地区の物的環境の改善が、
LM 跡地の民間事業者主導による再生を誘導したと言え
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る。市は、'80 年代に遊歩道の整備を始め、アリーナと野


Appleton
Mills 等）再生と小公園建設や歩行者動線改良に

球場の計画を '94 年に開始、LM 跡地修復が始まる '05 年

よる Acre 地区・Downtown・鉄道駅とのネットワーク強

まで 20 年以上地区再生の取組を継続している。


    



化を従来計画に加えた

15)

( 図 -3)。

2014 年現在、HCD の一部が竣工した他、街路改良や駐

(2)Acre 地区（住工混在の BF 地区の再生）
工場跡地と住宅が入り混じった土地利用に対して、大規

車場建設は完了し HCD 以外にも地区内の工場建物の再生

模な工業利用が少ない地区北側 Broadway と DT に隣接す

が民間によって進められた e)。計画立案後の市の事業は立

る Dutton St. を中心として用途転換を図った 7)。Broadway

体駐車場建設、街路改良を中心とする公共空間改良、都市

沿道で民間事業者による再生が困難な立地には、公共施設

再開発を活用した遊休地・閉鎖建物の集約の三点が中心だ。

として中学校 ( 写真 -3) を配置した。また、土地利用転換

(4)Tanner 地区（深刻な土壌汚染地への対応）

を図る地域を通る Broadway 等の街路整備を行い、BF 地
区のイメージの向上も狙った。

は計画立案に EPA の支援が活用されていることが特徴的

その結果、2007 年までに地区内で民間や CBA による
個別の土地再生も進行した

13)

事業実施向けの公的支援活用が他地区と比べ、当地区
である。当地区は、SF サイトに指定された深刻な土壌汚

。Acre 地区自体が、土地が

染の発覚後は、敷地にはフェンスが設置され、サイトは

細分化されており、行政主体で面的な再開発を行うこと自

粘土により封じ込められて、SF サイトやその周辺は市民

体が困難な地区であるが、市は中学校を DT と反対側のア

から遠ざけられてきた 11)。実際に土壌や地下水の汚染は、

ンカーとして利用し、両者をつなぐ街路とその沿道の再生

隣接区画に広がっていたが、スティグマは地区全体に広

に力点を置いて、民間による再生事業を誘導する戦略だっ

がり、深刻な土壌汚染のイメージが市民に定着していた。

た ( 図 -1)。規模が大きく、立地が悪い BF のみ、市主体で

Tanner 地区は「後回し」
市は DT 周縁の三地区を優先し 5)、

事業を推進したことは合理的な方法であったと言えよう。

にされていたが、EPA は、SF 事業から SRI、BF の枠組み

また、住民へのアウトリーチにおいて、地区で長年活動

から AWP を適用して ( 表 -2)、計画立案を支援した (17)。

a)

してきた CBA が大きな役割を担った 。中学校用地の土

SRI の計画では人体に対する安全性を確保した上で SF

壌汚染についても、当初、低コストの封じ込めを計画して

サイト周辺を公共空間として整備・公開することを提言し

いた市と、汚染土壌除去を求めた市民の対立があったが、

た 11)。AWP による都市再開発計画 17) では、骨格道路の

最終的には CBA を中心とした住民グループの指摘により、

Tanner St. 歩道改良や SF サイト周辺公園整備を柱とする

対策方法が変更された c)。また、CBA は地区内の低所得者

公共空間整備と、都市再開発を活用した BF サイトの所有

向住宅に参画しており、開発者としての役割も担った 13)。

や区画の整理による民間の誘導を目指している。

(3)JAM 地区（都市再開発を活用した大規模工場跡地再生）
市が 2000 年に策定した再生計画 8) は、地区内の低利
未利用地を、法定都市再開発事業を用いて集約し、立体

4. Lowell 市の BF 再生戦略
(1) 優先地区の選択と地区単位の取組

駐車場 ( 写真 -4) を建設することにより、地区の商業・工

1990 年代後半からの DT 周縁部への注力の結果、三地

業利用の促進を目指す計画だった。計画認可後、立体駐

区の民間事業者による再生は順調に進行しており、再利用

車場の建設は予定通り進められたが、地区北側の工場が

の可能性が高い地区に多様な公的支援を集中的に投下した

2004 年に閉鎖したため、市はその土地を取得して再開発

効果が認められる。市全体で考えれば、DT 周縁部に優先

区域に追加した。工業利用を維持する 2000 年計画を大き

的に取り組んだことが空間計画の工夫の一つとも言える。

く変更して、民間を事業者とする住宅・事務所の複合開発

主要産業の一つである Umass との位置関係や、近年見直

計画（Hamilton Canal District: HCD）を JAM 地区内に設

されているボストンへの通勤鉄道の駅を考えても、DT 周

定した 14)。HCD のマスタープラン 15) は、2008 年に市と

縁部で再生を積極的に進めることは合理的と言える。

民間事業者が合同で策定し、歴史的建造物（写真 -5,6 の
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の再生は遅れ、EPA の計画支援によってようやく計画立案

画改訂 15) や上位計画 18) により、特に DT 周辺は相互に接続・

は進んだ。短期的な再生が困難な BF を存置して、DT 周

調整された。また動線沿いに小規模な緑地も整備された。

縁部に重点を置いた市の戦略は、経済開発の側面では成功

歩行者空間の改良は、自動車道路と比べ、土地取得・

をおさめた。一方で市が対応できない条件不利地区に対す

建設のコストも安い。そもそも、BF 地区は工業用地とし

る EPA の計画支援の意義も明らかとなった。

て自動車交通の道路基盤は元々優れている場合も多い。

(2) 地区の状況に応じた計画手法の使い分け

Lowell の実態としては、現在も自動車交通が支配的だが、

市は、DT 周縁部でも大型工場跡地が多い北運河・JAM

計画に基づく公共空間改良は比較的低コストで、市の地区

と住工混在の Acre 地区では、計画手法を使い分けている。

再生の意図を地権者や事業者へ伝える意味もあった。近年

北運河では、アリーナ・野球場を州の補助金を活用して建

は CO2 排出削減の観点から歩道・遊歩道整備に連邦や州

設し、並行して遊歩道の整備を進めて地区のイメージを大
きく変え、最大の工場跡地に民間事業者による住宅再開発

から多額の補助金が交付されており、それらも活用された。
（4）公有地化による土壌汚染対策の推進

を誘致した。JAM では、公共事業を立体駐車場と街路整

土壌汚染対策において行政が担った役割は大きい。Acre

備にとどめたが、地区西側大半を法定事業により集約し開

地区の中学校や JAM の立体駐車場等の先導事業は、市が

発者を公募 (HCD)、北運河同様の民間主体の再開発を進め

公共事業として汚染地を取得、BF 補助金を活用して土壌

た。一方で Acre では、地割が細かいため、行政主体事業

汚染調査・対策を実施した。JAM の HCD は、都市再開発

として中学校建設と骨格街路の改良を実施、それ以外の小

として市が土地取得後、BF 補助金による調査・対策を実

規模な土地は CDC や小規模な民間事業の誘導に努めた。

施後、民間事業者に売却した f)（表 -2）。土壌汚染対策は、

(3) 再生計画における空間戦略

地権者・原因者負担が原則だが、地権者の資力がなく、地

市は地区特性を把握し、民間による BF 再生を促す再生

区再生に重要な区画の場合、市が都市再開発に基づく収用

計画を立案、多様な公的支援を活用して事業化した。

を含む土地取得と公的支援を活用した調査・対策を実施す

(I) 先導事業の実施

る方法は、Lowell ではうまく機能したと言える (18),(19)。

北運河の野球場・アリーナ、Acre 地区の中学校、JAM

都市再開発の場合、計画立案の前提として、土壌汚染情

の立体駐車場のように、再生事業の初期段階で公共的施設

報が整理されており 7),8),17)、BF 再生地区の取組として特徴

の整備を行っていることがわかった。本研究ではこれらを

的だ。また、公有地取得方針は、一般的な都市再開発計画

先導事業と呼ぶ。Lowell の四地区の再生計画を比較する

にも見られるが、取得地の土壌汚染に関する費用も予め検

と、市の BF 再生の実績が積み上がるにつれて、徐々にそ

討されており、SC による職員派遣の効果と思われる。

の規模は縮小する傾向にある。北運河地区の BF 再生の成

なお、市が積極的に土壌汚染地で事業を進められた理

功により、市の計画実行能力に一定の信頼が置かれるよう

由は、一連の EPA の BF 補助金により調査を進められた

になったとも言われており 17)、Acre、JAM の先導事業は

点、対策費用の一部に補助金を活用できた点の二点にあり、

地区基盤として必要な施設整備にとどまった。Tanner 地

BF 補助金に一定の意義が認められよう。

区では、SF サイト周辺の公園整備が検討されている。

(5) 税制・財政面の優遇の付与
再生地区内の民間投資に対して、JAM 地区と北運河地

先導事業の位置も、市の空間計画や汚染の状況に応じ
て戦略的に設定された。北運河では野球場とアリーナで

区では、州による一般向けの住宅供給を促進する税免除、

LM 跡地を挟み、川沿い遊歩道により DT と接続すること

Acre 地区では HUD の低所得者向け住宅建設の補助金が提

で最大の工場跡地の再生を狙った。キャンパスが隣接する

供され、資金面で民間投資を後押しした [ 表 -2/ 注 (8)]。

UMass の利用も想定されており、実際に大規模施設の持
続的な運営に寄与した。Acre では、DT から遠い大規模な

5. 自治体の役割と連邦・州の公的支援の意義

土壌汚染地に中学校を先導事業として再生し、DT と中学

(1)BF 地区の再生における自治体の役割
第一は優先取組地区の設定である。優先地区選択の結果

校を結ぶ街路の改良により民間再生を促した。JAM では、
大規模工場跡地に隣接して立体駐車場を整備することで、

は４章で述べたが、非優先地区の取組の遅れが課題だ。
第二に、地区の実態に合わせた再生計画の立案が挙げら

民間事業者の駐車場負担を減らすとともに、空間の連続性
が損なう大規模な平面駐車場の立地を抑制した。

れる。一般市街地の再生と比べて、地区全体が疲弊し、民

(II) 公共空間の改良と地区外との連続性向上

間投資の対象になりづらい BF 地区において、計画立案の

市は BF 地区において、歩行者空間の改良を行い、BF 地

意義は特に大きい。地区の再生後のあり方を地権者や住民

区と外（特に DT）との連続性を向上させた。DT や駅か

と共有するとともに、将来参画する民間事業者の投資意欲

ら快適な歩行者環境を連続させ、先導事業等と接続させる

を引き出すことにつながる。既存の大学の拡張等、大規模

ことで、空地や荒廃地が目立つ地区の一部に再生を実感さ

な土地利用が見込める事業者との協力も有効であった。

せる空間を演出した。歩行者動線改良は、骨格街路の歩行

第三は、再生計画に基づく土壌汚染対策の実施と公共空

者空間整備 (Broadway/Tanner St.) と、水辺遊休空間を活

間改良等の再生計画の実現である。民間事業者の投資の障

かした遊歩道 ( 北運河 /JAM) の二種に整理されるが、計

害となる土壌汚染調査は BF 補助金を活用して行政が積極
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的に進めた。公共事業や公有地の場合は浄化にも補助金を
活用した。BF 再生を目的としない各省庁の補助金も多数
活用された。市が計画に基づき、様々な公共投資や連邦・
州の公的支援を振り向け、先導事業や公共空間改良が行う
意思を示すことで、地権者・民間事業者共に BF 地区再生
の可能性を共有し、計画具体化に向けた民間投資が進んだ。
(2) 連邦・州の公的支援の意義
第一に、BF 補助金交付により、自治体が戦略的に取り
組む再生地区の土壌汚染調査・浄化が推進された。制度的
管理や新規土地購入者の土壌汚染に関する責任を限定する
州の制度も、特に民間事業者による個別の BF 再生の基盤
として再生を支えた。第二は、土壌汚染対策以外の公共事
業、公共空間改良及び民間投資に対する税免除は、BF 再
生を直接の目的としないが、自治体の再生計画に呼応して
投入され、計画実現の財政面を支えた (20)。第三は、自治
体の経済開発優先の論理では、着手が遅くなる条件不利地
区に対して、環境再生の観点から都市計画支援を実施、再
生を推進したことが挙げられる。第四は、特に SC に関して、
環境政策と都市計画の両方に精通した EPA 職員の派遣に
よって、自治体都市計画部局の土壌汚染対応能力が向上し、
その後の BF 再生事業の推進に寄与した点だ。
6. 研究の限界と今後の課題
本研究で明らかにした自治体の戦略は BF 補助金を多く
交付された一都市の事例に過ぎない。分析対象を拡大し、
規模や特性に応じた BF 再生手法の研究を進めたい。

業等に用いられる。経済開発イニシアチブは、108 条融資保証
を受けた事業への追加的補助金で、BF 再生事業にも用いられる。
(10) 町の名称は最初の織物工場を作った会社の出資者の一人で
ある Francis Cabot Lowell に由来する。この資本家グループは、
同様の織物工場をニューイングランド地方各地に建設したが、
Lowell 近郊の Lawrence, マサチューセッツ州西部 Chicopee 等、
市街地に多くの工場跡地を抱え BF 再生に取り組む都市も多い。
(11) 現在は、過去の都市再開発によって、多様な移民コミュニ
ティの居住地が失われたことに対する批判の指摘も多い。
(12) 北運河地区外でも DT の大型ホテルも 2009 年に大学が買収、
学生寮兼ホテルとして改装した。繊維工業衰退後、産業としても
大学が果たす役割は大きい。また DT 周辺では Middlesex 短大も
拡張しており、歴史的建造物等の取得活用を行っている（図 -1)。
(13) 近 年 Lowell 市 の 都 市 計 画・ 開 発 局 の 中 に ”Environmental
Officer” という名称で、環境を担当する担当者を設置している。
(14) Coalition for the Better Acre は、the Acre を中心に活動する
Lowell 市を代表するコミュニティ開発会社 (CDC) の一つ。
(15) 2000 年に州が市に LM 跡地利用方針を打診した。州所有の
土地・建物であったため、土壌汚染に関して市の負担は小さいが、
州に継続的に働きかけるにあたって、市と州のスピード感の違い
が課題となった時期もあった。[ 参考文献 7) P.239 参照 ]
(16) 但しアリーナ・野球場の同時開発は過剰投資の可能性もあ
る。アリーナ管理費が嵩み 2010 年に市から Umass に譲渡された。
(17) 米国の BF 政策は、深刻な土壌汚染地を SF サイトとして除
外することによって、都市計画や不動産・経済開発の可能性と、
人体の健康や環境保護という、容易には相容れない要素を、互い
に重ねあわせ、土地の再利用を目的としたプログラムへ展開して
きた。SF サイトと BF が両方存在する Tanner 地区は EPA にとっ
ても分野横断的なアプローチが求められる地区であった。
(18) 法定の都市再開発実施の背景には、行政による土壌汚染対
策の他にも、収用権を背景にした円滑な土地取得 e)、州の都市再
活性化・開発補助金の交付も理由として挙げられる 5)。
(19) Tanner St. において現地権者から対策費用を割り引いて土地
を取得することを想定 f) しており、重点地区の土壌汚染調査・対
策は市役所が主導的役割を担う可能性が高い。
(20) SC は BF 再生に関する省庁間協調支援も目標としていた。
近年より広範な目標で HUD-DOT-EPA の連携の動きも見られる 3)。
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は、修復に関わる費用の最大 20% の税額免除も適用される。また、 【聞き取り調査】a)~d) :2005/11 現地調査 , e)~f)2012/11 現地調査
a) Lowell 市都市計画・開発局経済開発担当 Brian Connors 氏
Lowell は国勢調査に基づき、低所得者向け住宅建設・修復に対
b) EPA 第一地方局 BF セクション主任（Lowell 市に SC 事業で２年間駐在）Carol Tucker 氏
する HUD の補助金 HOME を受給しており、一部は CDC による
c) CBA, Community organize director, Lindolfo Carballo 氏
低所得者向け住宅の修復・新築に提供される。例えば 2004 年度
d) TRC（Lowell 市環境コンサルタント）Dale Weiss 氏
の Acre 地区土地取得・修復に用いられた HOME は $29.3 万 11）。
e) Lowell 市都市再開発担当市政担当官 Adam Baacke 氏
(9) 108 条融資保証は、将来の CDBG を担保に HUD から融資保
f ) Lowell 市都市計画・開発局環境担当 Sarah Brown 氏
証を得られるプログラムで CDBG では資金が不足する大規模事
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