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Abstract: In this study, we have conducted a spatial evaluation and organized requirements for the effective utilization of waterside 
space in urban centers led by private organizations. ① In the analysis and evaluation of advanced deregulation efforts for waterfront 
space utilization, we have organized measures for waterfront space utilization according to the characteristics of the location and space, 
and the role of intermediary support organizations. ② In the study of effective utilization of unused water surfaces owned by private 
organizations, we have proposed measures to develop waterside spaces that can become new regional resources. ③ Practical 
activities for the effective use of waterside space in cooperation with private organizations: We have developed a regional cooperation 
system for the effective use of waterside space and conducted social experiments on waterside areas. 
 
１． 研究背景および目的 
近年，都心部の水辺空間の有効活用に向けた各種取

り組みが実施されており，特に，財政逼迫化や人材・

ノウハウ不足を背景とした行政主導による水辺空間の

利用管理の限界への対応策として，民間企業や地域組

織等（以下，民間組織）の主導による水辺空間利用が

展開されてきている．こうした民間組織主導による水

辺空間の利用管理を支える仕組みとして，2004年には
「河川敷地占用許可準則の特例措置（国土交通省）」，

2005年には「運河ルネサンス事業」等の関連法制度の
規制緩和が行われ，2013年には地域内の水辺利用に関
わる主体間の連携促進を意図した取り組みとして「ミ

ズベリング」が全国的に実施されている。 
一方，こうした民間組織主導による試験的取り組み

は，一過性の社会実験にとどまり，継続的な水辺空間

の有効活用へと発展しない事例が散見される．その要

因として，空間面（背後地との一体的利用，水害リス

クを考慮した空間整備），体制面（多様な関係者間の意

見調整，複雑な権利関係の解消），事業面（継続的な民

間参画に繋げる事業スキームの構築）等が挙げられ，

都市部の水辺空間の空間利用及び実施体制に関する横

断的な事業評価と民間組織参画のための要件整理が喫

緊の課題となっている． 
以上の視点を踏まえ，本研究では，①水辺空間利用

に関する規制緩和の先進的取り組みの分析・評価から

空間利用及び連携体制に関する客観的な評価を行い，

②港湾地域における民間組織所有の低・未利用水面の

有効活用を検討してきた．また，水辺空間の有効活用

へと繋げる実証的取り組みとして，③民間組織との連

携による水辺空間の有効活用に関する社会実験を継続

的に展開してきた．本稿では，上記①〜③の研究及び

実践活動の概要について示す． 
 
２． 水辺空間利用に関する規制緩和の先進的取り
組みの分析・評価（①） 

本研究では，民間組織による水辺空間利用に関する

規制緩和の先進的取り組みとして，河川法及び港湾法

の水域占用許可の特例措置に関する全国 30 ヶ所以上
の試行的取り組みを対象に，水辺空間の利用方法や民

間組織間の連携度合いに関する評価を行い，民間組織

主導による公有地・民有地一体型の空間利用及び実施

体制のモデル化を行なってきた［1］．特に，多様な民間

組織間の調整役や水辺空間利用の牽引役の役割を継続

的に担ってきた地域内の中間支援組織を「親水組織」

として定義し，民間組織主導による都市部の水辺空間

の有効活用の取り組みにおける親水組織の形成過程や

地域内での役割（Figure.1）について示した［2］． 
 
３． 民間組織所有の低・未利用水面の有効活用方策の

検討（②） 
本研究では，都市近郊部に立地している一方，これ

まで有効活用が図られていなかった水辺空間として，

貯木場や造船所の各種港湾施設の水面の存在に着目し，

全国的の貯木場 175ヶ所及び造船所 971ヶ所の立地・
空間特性を整理した上で，現状の利用実態を明らかに

してきた．また，都市的利用への転用事例に着目し，
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転用に至るまでの事業プロセスや水面活用に関する要

件を整理した［3］． 
特に造船所跡地の活用要件として，①立地特性の考

慮（背後地域の発展状況やアクセス性，海際立地を考

慮した空間整備の検討と高潮や津波等による水害リス

クへの対応策の検討），②管理法の弾力的運用（都市計

画法や港湾法上の限定的な土地利用に対する弾力的な

運用方法の検討と地域内の関係者間の協議），③敷地・

設備の活用（既存建物や私有水面を含むドッグ等の設

備転用や敷地の活用による都市的利用に向けた検討），

④土地建物の所有者：土地建物の所有者と自治体との

連携による多面的な水域利用と背後地域との一体性を

考慮した地域整備の展開）を整理した［4，5］． 
 
４． 民間組織との連携による水辺空間活用の実践的取

り組みの展開（③） 
本取り組みでは，①，②での研究成果を踏まえ，都

心部の水辺空間の有効活用に関する実際的な取り組み

に関して，地域内の民間組織との連携を図ることで地

域連携の構築や水辺の賑わい創出方法として実践化し

ている．特に都心部の自然環境の貴重性が見直され始

めたコロナ禍において，新たな水辺空間利用に資する

取り組みを実施しており，江東区隅田川及び汐浜運河，

墨田区北十間川，横浜市大岡川等において実施してい

る．中でも，民間組織主導による隅田川沿いの遊歩道

の日常的な賑わい創出を図る取り組み「隅田川マルシ

ェ」では，継続的な事業参画及び空間利用に関わるこ

とで，これまでの研究蓄積を実際的な水辺の社会実験

へと繋げてきた． 
 
５． まとめ 
以上，本研究では，民間組織主導による都心部の水

辺空間の有効活用に向けた空間評価及び要件整理を行

なってきた．①水辺空間利用に関する規制緩和の先進

的取り組みの分析・評価では，全国の水辺空間の活用

事例に関して，立地特性及び空間特性に応じた水辺空

間利用の方策とそれを支える親水組織の専門的役割を

整理した．②民間組織所有の低・未利用水面の有効活

用方策の検討では，都市近郊部の港湾地域における新

たな地域資源となり得る水辺空間（貯木場や造船所）

の有効利用に向けた整備方策を提示してきた．③民間

組織との連携による水辺空間の有効活用に繋がる実践

活動では，これまでの研究成果を踏まえ，水辺空間の

有効活用に向けた地域内の連携体制の構築及び水辺の

社会実験へと展開してきた． 
今後は，都心部の水辺空間の有効活用に資する相乗

的な研究及び実践活動について継続的に取り組んでい

くとともに，海洋空間（港湾地域や海岸，海浜）への有

効活用に向けた民間組織の参加・参画の基盤づくりに

資する研究活動を実施していく． 
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Figure1. The Role of Intermediary Support 
Organizations in Private Organization-Led Efforts to 
Make Effective Use of Waterfront Space 
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