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理念 目標 方針 2008年度フォローアップ（関連動向と部会）
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　我が国においては、人口減少や少子高齢化、環境・健康・防犯・防災、経済活力などの様々な

問題の顕在化に加え、ライフスタイルの多様化などによる街の居住者・利用者のニーズの変化に

対応した、新たな都市像の確立が求められている。

　柏の葉地域は、大学や国等の公的研究機関、多くの企業や住宅等が立地し、都市に関する諸問

題への対応はもちろんのこと、公・民・学が連携した先端的な都市づくりが可能な非常に高いポ

テンシャルを持つことからも、世界水準の都市づくりを先導するモデルとしての役割を担ってい

ると言える。本地域ではこれまでも、「環境・健康・創造・交流の街」をコンセプトとして、公・民・

学の連携により、まちづくりが進められてきた。これまでの計画や検討結果、まちづくりの成果、

また２００６年度の基礎調査を踏まえ、２００８年３月には地域の関係者である千葉県・柏市、

大学、民間企業、市民・NPO等が連携・協働し、先端的な都市づくりを具体的に実践するために「柏

の葉国際キャンパスタウン構想」を策定した。

　本構想は、千葉県、柏市、東京大学、千葉大学の共同調査で作成しており、新たな地域ビジョ

ンに基づく新しい政策テーマを先取りした構想であり、現在の法制度や政策を超えた提案も含ま

れている。そのため、本構想の実現にあたっては、各団体内部での更なる検討や関係機関との調

整を行い、制度の改善や上位計画へのフィードバック、フォローアップ、そしてこの構想の見直

しも含めて運用していくことが必要である。

　本調査は、「柏の葉国際キャンパスタウン構想」のフォローアップという位置づけのもと、提案されている重点施策の推進に向けて、早期

に着手可能なテーマについての実現を目的として実施したものである。本年度は７つの専門部会を設置し検討を進め、本冊子には各部会の

検討の概要を掲載している。なお、検討内容については、法令上・管理上関係団体等とさらに検討、調整を要するものも含まれている。
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研究・交流

環境と共生する田園都市づくり

創造的な産業空間と文化空間の醸成

国際的な学術空間と教育空間の形成
外国人の研究者や学生が暮らしやすい居住環境を整える　

　『1000人の外国人研究者・学生等の活動』を支援

世界をリードする研究や教育の機能を強化する

　『10の研究や教育の機関』を誘致

柏の葉から世界の最先端で活躍する人材を育成する

地域と大学や研究機関との連携により独自の文化や空間をつくる

サスティナブルな移動交通システム

歩行者と自転車の楽しい移動を可能とするネットワークをつくる

　『自転車分担率の１０％増加』

自動車利用を減らすため総合的な施策を展開する  『自動車分担率の１０％低下』

世界の環境交通モデルとなる移動のシステムを整える

キャンパスリンクによる柏の葉スタイルの創出

多様な住み方、暮らし方ができる住宅を供給する

　『キャンパスリンク住宅を10%』

農や食の文化を育む空間と生活を充実させる

健康で快適な生活空間と環境行動の「柏の葉スタイル」を定着させる

エリアマネジメントの実施

質の高い都市空間のデザイン

イノベーション・フィールド都市

1

目標

2

目標

3

目標

4

目標

5

目標

6

目標

7

目標

8

目標
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キャンパス
○地元住民・企業・自治体

○ベットタウンでない豊かな暮らしと就業

○美しい住生活

○サスティナブル・コミュニティ

○コミュニティビジネスの創出

○良好な環境基盤（地形・農地・緑地）

○優れた交通条件

○新産業創出の実証実験空間・活動

○大学、公的研究機関

○公民学交流の起点

○産業創出の頭脳

○大学の環境形成力を生かし、大学

　と都市が連携するコンパクトタウン

　（多核分散キャンパス）

○大学を核とした地域環境マネジメント

○国際水準の環境・医療・ＩＴ・教育・都市デザイン

○地球環境社会に貢献する国際交流・学術研究

○日本独自の文化・医療・技術・環境

○国内外への情報発信

○新産業創出の拠点

環境と健康、交流、創造のキャン環境と健康、交流、創造のキャン環境と健康、交流、創造のキャン環境と健康、交流、創造のキャン
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○新産業創出の拠○新産業創出の拠点○新産業創出の拠○新産業創出の拠点

国際性

つくばと秋葉原の集積を結ぶ 『TX-ナレッジ・ネットワーク』を構築する

既存産業の高次化、環境改善と競争力の強化を図る

TX沿線の広域連携により世界水準の 『100産業創出』と『10企業誘致』を進める

持続性の高い開発や建築の『柏モデル』を普及する

　街区の緑化率２５％，ＣＯ２削減３５％を達成

『緑地ネットワーク』を保全し強化する　 緑被率４０％を維持

市民生活を環境共生型に改める

安全や魅力を生み価値を高めるマネジメントを行う

公民学の連携で自立したマネジメントを行う

環境・健康行動を普及し質を高めるマネジメントを行う

緑の中に多様な活動が見える緑園の道（Green Axis）をつくる

アーバンデザインを柏市域や沿線地域へ広める

キャンパスのように緑溢れる自由な都市空間をつくる

大学が街へ広がる学園の道（University Axis）をつくる

ＵＤＣＫを中心にアーバンデザインを実現する

脱炭素社会モデルとなる緑地保全や持続型開発による『環境空間』と

市民や企業の『環境行動』を誘発する

TX沿線の知の集合を生かし、高度な新産業の育成と創造産業の集積

を図る

世界の最先端の技術や文化が展開する都市としてスパイラルアップ

する

先進の環境空間計画とデザインマネジメントにより都市と生活の質

を高める　“いい街がいい人（研究者、生活者）を呼ぶ”

安全で快適な環境と地域の価値を維持し向上させる地域経営組織を

公民学連携で設立する

環境に優しく健康に暮らす柏の葉スタイル、また豊かな交流や文化芸

術を創造する

自転車や公共交通を中心に地球と人に優しい移動環境を整備する次

世代交通の総合的な実験成果を展開する

世界をリードする研究機能と地域に開かれた学術空間が街に展開す

る新たな国際学術都市のスタイルを確立する

１．構想の目的

４． 理念・目標・方針とフォローアップ

３． フォローアップ調査の位置づけ
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２． 対象区域

※区域１を主な対象とするが、広域的な考え方が必要なもの

は区域２を対象として含める
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■ 検討体制 ■ 検討経過

柏の葉国際キャンパスタウン構想委員会

フォローアップ事務局：UDCK

2006年度

基礎調査

2007年度

構想策定

2008年度

フォローアップ調査

７部会での検討

田園都市部会

環境建築部会

地域教育部会

自転車部会

地域大学連携部会

空間デザイン部会１

空間デザイン部会２

○柏市による建築物総合環境性能評価システム（CASBEE）の導入検討

○環境建築のモデル『柏の葉フューチャービレッジ（KFV）』の設置、供用開始

○柏市内建築士と協力して環境貢献型住宅を研究、『UDCK環境フォーラム』にて公開議論、国土交通

省『良好な景観・まちなみに資する建築ストック形成に関するモデルスタディ』〈環境建築部会〉

○東葛テクノプラザを中心とした、柏の葉発のビジネス環境構築の検討

○地元ユニットハウス企業による建築アイデアコンペの実施

○『ピノキオプロジェクト』の2008年度グッドデザイン賞及びキッズデザイン賞受賞、『五感の学校』の

定期開催等、地域児童学習プログラムの定着

○区画整理区域内新設市立小学校の提案型コンペによる設計者の選定

○新設小学校計画をまちづくりの観点から検討し、広く地域連携教育について『UDCK環境フォーラ

ム』で公開議論を実施〈地域教育部会〉

○千葉大学の社会人講座『カレッジリンク・プログラム』の開始

○東京大学外国人研究者向け住宅『インターナショナル・ロッジ』建設開始

○『オンデマンドバス』の社会実験が拡大の上再実施

○柏市が総合交通計画の策定に着手

○コミュニティバイクやセグウェイなど次世代交通を検討し、『UDCKモビリティフォーラム』にて公開

議論〈自転車部会〉

○柏たなか地区の農地活用と景観ガイドラインを検討〈田園都市部会〉

○都市環境デザインスタジオ『新しい田園都市を構想する』で東京大学・千葉大学・東京理科大学・筑波

大学の共同で柏たなか地区の農や自然と共生する将来像の研究

○環境省『エコアクションポイント事業』によるCO2削減の見える化

○５月の連休を中心としたイベント『お花見ピクニック月間』の定例化

○柏の葉八重桜並木協議会が苗木を寄贈し、里さくらまつりを開催

○『まちのクラブ活動』、野菜市場『マルシェコロール』、『はっぱっぱ体操』など柏の葉発の住民活動の開始

○UDCK将来計画委員会の設置と、UDCKの評価や展開に対する議論の開始〈地域大学連携部会〉

○柏の葉キャンパス駅近くの千葉県企業庁用地（138街区内）を『建築等ガイドライン』の条件付きで分譲

○柏市の景観重点地区を柏の葉キャンパス駅直近街区から周辺に拡大

○柏の葉キャンパス駅から南進する『緑園の道』について、街路樹の設置と沿道のデザイン誘導を検討

〈空間デザイン部会１〉

○住宅地区や調整池等、区画整理区域の課題やデザインの可能性を顕在化〈空間デザイン部会２〉

○千葉県主催『持続可能なまちづくりに関する大学と地域の連携推進交流会』と同『柏・流山地域国際

学術都市づくり展』による大学と地域の連携プロジェクトの進行報告

○小さな公共空間PLSで東京芸術大学をはじめアーティストや市民団体の展示や活動

○柏の葉キャンパス駅直近街区における東京大学柏地区フロントキャンパスの企画検討

○先進課題解決モデルの創造発信拠点『フューチャーデザインセンター』の企画検討

〈策定主体〉

千葉県、柏市、千葉大学、東京大学

0 全体像
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1 農あるまちづくりの仕組みと景観形成の検討〈田園都市部会〉
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■ 目標とする生活イメージ

安らぎ生活｜　伝統的な文化や集落環境の中での生活

健康的な生活｜　健康を育む落ち着いた環境と、健康を維持・促進する

                        機能の立地

農との交流｜　遊びとしての「農」を楽しむ生活、農業を体験し、就農

                        や教育の一環として農を学ぶ生活、地域の農業を住民も

                        一緒になって育む生活

■ 農業体験の「実験農園」を始める

・地区内で農業体験農園を実験的に開始する。

・当初段階は地区周辺居住者を対象とするが、将来的には TX 沿線から

の参加者も想定し、利根川遊水地など地区外を含めて農園の種類や農

園数を充実させていく。

■ 「農あるまちづくり」の拠点となる環境コンビニ

　ステーション（仮称）を設置する

・駅近傍で、集落景観を損なわない簡易な建物で、「農あるまちづくり」

の情報発信センターとして整備する。

・農園活動の拠点になるとともに、農産物直売所なども設け、様々なイ

ベント等を行う場ともなる。

　田園都市部会は柏たなか駅周辺地区を対象に「目標１環境と共

生する田園都市づくり」と「目標５キャンパスリンクによる柏の

葉スタイルの創出」を中心に推進するフォローアップである。対

象地区は区画整理区域である一方、生産緑地などで農業が営まれ、

自然環境や集落風景が東京近郊では貴重な地域資源となってい

る。検討は農地活用と景観ガイドラインの二本立てで進められた。

前者については、住民や農事業者と意見交換しながら、東京都心

や地区内外の住民に向けた実験農園の仕組みを検討した。後者に

ついては、区画整理が進む中、農風景、集落景観、緑地をいかに

保全し再生していくかを検討した。東京大学・千葉大学・東京理

科大学・筑波大学共同の都市環境デザインスタジオでも柏たなか

を対象に『新しい田園都市を構想する』を研究し、公開型の講評

会では住民、学生、行政職員が意見交換した。

１．背景と目的

　農家集落を核として、緑の再生と農ある街並みを実現するため

に、対象地区の風景づくりの方針とその方策について検討した。

３．原風景を活かした景観形成（案）

　東京大学、東京理科大学、千葉大学、筑波大学の共同開催として、大学

院生による当地区への提案を行っている。市民、自治体、企業などとのディ

スカッションや公開講評会を行ない、地区の在り方、可能性について議論

がなされた。

関連事項： 「都市環境デザインスタジオ」

　来年度以降は、地元住民との意見交換の継続や実証実験などを

重ねながら「農あるまちづくり」のための仕組みづくりを試みる

と共に、風景づくりのための検討や調整をすすめていく。

４. 展望

　農業経営者と地域住民（周辺住民や新住民）や都市住民が一体

となって、農地を活用・維持していく仕組みをつくり、また、活

動拠点を形成するためのシステムや仕掛け、展開について検討し

ている。

２．農あるまちづくりの仕組み（案）

図　農園の運用イメージ（案）

図　方針の検討図（緑の風景をつくる）

写真　柏たなか駅周辺の風景

方針１｜集落景観を保全活用する　　既存の農家住宅、屋敷林の維持

方針２｜農あるまちなみをつくる　　農地の維持と拡大、公共性の付与

方針３｜緑の風景をつくる　　　　　緑の保全活用と再生、創出

方針４｜歩いて楽しむ風景をつくる　歩行者ネットワークと辻の形成

方針５｜風景を生む拠点をつくる　　農村集落の景観を高める拠点整備

風景づくりのための方針（案）

図　風景づくりの方策検討

写真　公開講評と意見交換
柏の葉キャンパス駅 西口駅前線 正連寺 柏たなか駅 大室

＊図は現況をもとに作成したものであり、計画等を反映したものではありません

写真　学生提案
地区の特徴である「三叉路」を

公共的な空間としてしつらえた

対象区域の案内図
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2 戸建て住宅等小規模建築における環境建築〈環境建築部会〉 3 地域に開かれた教育環境の形成〈地域教育部会〉

　区画整理の南寄り部分では小学校と中学校が隣り合って計画さ

れている。現在、先行する小学校計画についてまちづくりの観点

から協議している。市立小学校としては23年振りの新設であり、

柏市では教育方針として科学教育、小中連携教育、外国語教育の

三本を掲げ、地域連携、エコスクール、隣接中学校との連携を視

野に入れている。設計者はプロポーザルコンペで選定し、UDCK

からは小中学校間の物理的連関、環境建築の先導的取組み、緑園

の道と野馬土手沿いの景観形成などを提案している。

３．新設小学校の計画

　環境建築部会は「目標１：環境と共生する田園都市づくり」の下、

環境に貢献する建築を研究し実践する取組みである。柏の葉地域

においては、駅直近の高度利用街区がまちづくりを先導している

が、その外側では個別の住宅開発が予想される。柏市全体の建築

を見ても、住宅が大多数であり、戦後高度成長期に建設された多

くの物件が更新時期を迎えている。柏のような郊外都市を低炭素

型に再編するには、住宅建築が一つの鍵になり、市民や地元の理

解と協力が不可欠である。当部会は戸建て住宅に着目し、市内建

築士と協力して具体的な設計案によって環境貢献型の住宅のあり

方を研究、成果をわかりやすい形で示すこととした。

１．環境貢献型住宅

　地元建築士３名が戸建て住宅の設計案を持ち寄り、柏版

CASBEE（案）を指標に環境面の助言を踏まえて再設計を行なった。

　１　設計済みの戸建て住宅を柏版CASBEE（案）で評価する

　２　環境技術の専門家から、環境改善策を助言する。

　３　助言を踏まえて再設計し、柏版CASBEE（案）で再評価する。

３．地元建築士による試設計

　当環境建築部会の取組みは

2009 年 3 月 25 日、

ＵＤＣＫにおける環境フォー

ラムで公開した。 専門家の講

演、地元建築士の設計案の紹

介、パネルディスカッション

を行ない、建築業や自治体関

係者など１１５名が参加した。

４．環境フォーラム

　柏市では環境や安心・安全に配慮した建築誘導策として

CASBEE（建築物総合環境性能評価システム Comprehensive 

Assessment System for Bui lding Environmental 

Efficiency）を検討中である。当環境建築部会ではこれを評価指

標に使った。CASBEE は建築における環境負荷の低減（省エネ、

省資源、リサイクル性能）と環境品質の向上（快適性、景観）を

総合的に評価する指標として国主導で開発が進められている。そ

こに柏特有の項目を追加して柏版CASBEEが検討されている。

２．柏版CASBEE（案）

図　環境フォーラムの広報チラシ写真　環境フォーラムの様子

写真　再設計の模型

表　CASBEEの評価項目と柏特有の項目

図　CASBEEの仮想境界

図　レーダーチャートによる評価の図示（例）

■CASBEEの概念

環境品質QHを高める

　１室内環境を快適・健康・  
　　安心にする

　２長く使い続ける

　３まちなみ・生態系を豊か
　　にする

環境負荷 LHを減らす

　１エネルギーと水を大切に
　　使う

　２資源を大切に使いゴミを
　　減らす

　３地球・地域・周辺環境に
　　配慮する

■柏特有の項目

環境負荷の低減

　１建築物の省エネルギー化

　２新エネルギー等の導入

　３廃棄物の抑制・リサイクル

環境の魅力の創出

　４緑の創出

　５水環境の創出

　６景観の形成

安全安心な居住環境

　７バリアフリー

　８防犯防災対策

　９健康

建築士の再設計（１階および２階平面）

建築士の再設計（断面）

　地域教育部会は、国際キャンパスタウン構想の目標３「国際的

な学術空間と教育空間の形成」を実践する取組みである。核家族

化、少子高齢化、コミュニティの希薄化、進学競争など、子ども

をめぐる社会状況は厳しい。国内外の研究者や住民の期待や安心、

新旧住民の融合にとって、教育は重要な位置を占める。柏の葉地

域には小中学校はもとより高校、大学、政府系研究所、国立がん

センターなど様々な教育研究施設がある。これらが市民参加で連

携することにより、地域で教育を支え、教育を核に地域社会を再

構築する可能性がある。

　柏の葉地域では様々な学習プログラムが展開されてきた。

①都市環境デザインスタジオ

　東京大学、千葉大学、東京理科大学、筑波大学の共同演習

②まちづくりスクール

柏市都市振興公社主催の市民講座。
基礎講座、ワークショップ講座など

③千葉大学
　カレッジリンク・プログラム

④エコデザインツアー

大学や公園など地域の環境資源
を巡る都市観光

⑤ピノキオプロジェクト

グッドデザイン賞 2008、キッ
ズデザイン賞2008

１．柏の葉地域の教育環境

　2009 年２月９日には UDCK で教育フォーラムを行なった。

教育の研究者をはじめ、コミュニティスクールの実践者や学校建

築の専門家を講演やパネルディスカッションに招いた。

４．教育フォーラム

２．地域連携の教育活動

図　教育フォーラムチラシ地域にやさしい 子ども達にやさしい 地球にやさしい

○子ども達を育て、

守る環境

○地域のシンボル

○地域や世代間での

交流

○天然木材等の活用

○有害物質の低減

○屋上・壁面緑化

○自然採光、自然換気

○グラウンドの芝生化

○バリアフリー

CO2削減を目指し

エコスクールの実現

○新エネルギー

○省エネルギー

○資源再利用

○国際教育、国際交流

○子どもの探求心を育てる

　専門的・発展的な科学教育

　・小学校高学年より理科専科制

　・大学や地域の関係機関との連携

　・大学教授等による特別事業

　・系統的な環境教育の充実

○環境配慮型の校舎、施設

　・自然に環境行動を促す設備

科学教育

図　新設小学校の教育方針

写真　教育フォーラムの様子図　新設小学校の基本コンセプト

○高学年より教科担任制を導入

　・小中教員の人的交流により

　　専門的で連続性のある事業

○小中合同による行事や集会

○リトルティーチャー制度

　・中学生が小学校の先生にな

　　り交流（学習支援、部活動支援、    
　    ブックトーク）

小中連携教育

○充実した外国語教育

　・小学校高学年より外国語専科制

　・ＦＬＴ、ＡＬＴの常駐

　・英語が堪能な地域人材の活用

　・系統的な環境教育の充実

○国際的視野を育む

　・国際友好姉妹都市等との交流

　・外国人児童生徒の積極的な受け  

　　入れ（日本語、学習支援、適応指導）

外国語教育



写真　UDCKと展示や活動の様子

　「環境、健康、創造、交流」のまちづくりを推進する柏の葉キャン

パスでは、CO2 排出量の削減やコンパクトシティの実現を目指して

おり、『柏の葉国際キャンパスタウン構想』においては「目標４：サ

スティナブルな移動交通システム」が掲げられている。特に、自転

車利用についてはその分担率を「10% 増」とする具体的な目標を

設定し、一般の自転車から共同自転車まで、或いは、日常的な通勤・

通学利用から利根川・手賀沼等の周辺の豊かな自然環境におけるレ

ジャー利用まで、幅広い利用を促進していくことが望まれている。ま

た、柏の葉キャンパスにおける自転車利用を促進していくにあたって

は、住民が参加しやすい環境活動としてのサイクルポイントの導入

や、他ポイント制度との連携による経済効果、あけぼの山・旧吉田

邸など柏市における貴重な観光・余暇資源の有効利用など、具体個

別のまちづくりと広く連携し、全体をネットワーク化していくビジョン

を描くことが重要となる。

１．背景

　『自転車グランドビジョン（案）』の推進に向けて、2009 年 5

月下旬～ 2009 年 7 月下旬（予定）には、社会実験「春の実験」

を実施予定。本実験は、柏の葉キャンパス駅を中心とした市内走行

ルートの検討、共同自転車事業の検討など、柏の葉が抱える未検証

の取り組みや課題を検証するために行う。実験の主体は 2009 年

柏の葉自転車社会実験連絡会（柏市都市振興公社、UDCK）。

３．短期ビジョン「春の実験」

　２００８年１１月に、ＵＤＣＫ２周年記念として柏の葉モビリ

ティフォーラムを開催した。本フォーラムの目的は、柏の葉エリ

アの街づくりの方向性として『自転車の似合う街』を提示・提言し、

自転車が走りやすい環境整備について、行政および住民の関心を

高めていくことであった。基調講演とパネルディスカッションが

行なわれ、柏の葉国際キャンパスタウン構想の実現に向け「コン

セプトを持った自転車道整備」や「放置自転車対策から、自転車

積極利用へ」といった活発で前向きな議論が展開された。また“未

来型モビリティ”について考えるきっかけとなるよう、公道（歩道）

では国内初の走行例となった「セ

グウェイ」、昨年度の実証実験以

来の再登場となった「ベロタク

シー」、世界中で導入が進められ

ている自転車共有システム「ス

マートバイク」の試乗および展

示を行なった。

４．柏の葉モビリティフォーラム

　柏の葉キャンパスが「先進的な自転車の街」として全国的に広く

認知されていくためには、日常利用からレジャー利用まで多様な展

開を見据え、居住者から来街者まで誰でも利用しやすく普及しやす

いシステムを導入していくことが望まれる。また、公民学が連携して

短・中・長期のビジョンを共有し、ハード・ソフト両面における効果

的な連動を実現して、柏の葉キャンパス全体としての自転車利用環

境を構築していくことが重要となる。「柏の葉キャンパス・自転車グ

ランドビジョン」では、「環境」「健康」「観光」に関する柏の葉全体

のまちづくりを見据え、これらを繋ぎ促進する手段として自転車利用

促進を行うことを目指して、以下の６つのプログラムを短・中・長期

と段階的なビジョンで取り組んでいく。

２．自転車グランドビジョン（案）

図　自転車グランドビジョン（案）概要図

写真　パネルディスカッションの様子

図　サイクルルート（案）の設定

写真（左より）　セグウェイ、スマートバイク、ベロタクシーの試乗体験
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5 UDCK将来計画の検討〈地域大学連携部会〉4 共同自転車事業の構築と自転車道ネットワークの検討〈自転車部会〉

２．UDCK設立時のミッションと

　　現在までの評価

　国際キャンパスタウン構想では「目標６：エリアマネジメント

の実施」で公民学連携による地域運営、「目標７：質の高い都市

空間デザイン」で UDCK によるデザインマネジメントを挙げて

いる。UDCK は 2006 年 11 月の設立以来、様々な活動を展開

し、一定の知見を得た。当部会では 2010 年度からの新体制化

を仮定し、UDCK の成果を評価検証するとともに、将来形を展

望した。同時に、柏市、東京大学、千葉大学他で『UDCK 将来

計画委員会』を設置し、構成団体間の連携強化の道も探った。

１．検討の目標

　UDCK 運営基本方針（2006.10.18）により設立当初予定し

た４つの活動内容は下記のように展開した。（主な活動を抜粋）

　現在の UDCK は各構成団体から特定の分野や部署が参加して

いる。専門家が専任するとともに、外部の専門組織が協力団体と

して事業に応じて技術支援している。このような核とネットワー

クの二重構造が UDCK の柔軟かつ迅速な活動展開を支えている。

地域へ定着するには、各構成団体の本体間の連携が必要となろう。

　当初からの４つの内容（研究と計画、設計と運営、展示と情報、

教育学習）に対し、建築の事前相談や条例にもとづく指導及び審

査など地域単位の「行政機能」、まちづくり提案への助成や国庫

補助への推薦など「融資及び支援機能」を UDCK の活動に加え

ることも考えられる。また、大学、住民組織、企業など外部組織

と連携することにより、エリアマネジメント、産学連携、実証実

験及び事業化へ活動を拡大することも考えられる。

３．組織体制の課題と展望

４．活動の充実と拡大

・ 国際キャンパスタウン構想の策定と実行監理

・ CASBEEを用いた環境貢献型住宅の研究

・ 柏たなか駅周辺地区の農地活用と景観形成

・ 柏の葉フューチャービレッジ（KFV）による環境建築

の実証実験

・ アーバンデザイン委員会による柏北部中央地区 147・

148街区の設計調整

・ 柏の葉キャンパス駅周辺区画整理区域の空間デザイン

・ 区画整理区域における道路の緑化計画と沿道建築のデ

ザイン誘導計画（緑園の道）

・ 小さな公共空間PLSの開発と社会実験

・ 『国際学術都市づくり展』による地域と大学の連携事業

の展示

・ ピノキオプロジェクトや五感の学校など地域児童向け

の学習プログラム

・ 東京大学、千葉大学、東京理科大学、筑波大学の共同

による都市環境デザインスタジオ

・ 柏市等主催の市民講座『UDCKまちづくりスクール』

・ UDCK フォーラム（モビリティ、教育、環境）による

研究成果の開示と公開討論

②本体どうしの連携を深める

実証実験

事業化

フューチャー
デザインセンター

東大フロント

キャンパス

新生UDCK（案）

現UDCK現UDCK

事業機能

行政機能

エリア
マネジメント

地域の安心安全

住民サービス

公共空間管理

共同自転車

産学

連携

相談

審査

研究

研究

計画

設計

運営

展示広報

教育学習
融資

助成

１　研究と計画（スタディ＆プランニング）

２　設計と運営（デザイン＆マネジメント）

３　展示と情報
　　（エキシビジョン＆インフォメーション）

４　教育学習（セミナー＆スタジオ）

UDCK

柏市

三井不動産

千葉大学

柏
商工会議所

東京大学

①現状は特定の分野や部署が参加

首都圏
新都市鉄道

田中地域
ふるさと
協議会

UDCK

柏市

三井不動産

千葉大学

柏
商工会議所

東京大学

首都圏
新都市鉄道
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協議会

③活動の広さや柔軟性を維持する（案）

流山市千葉県

UDCK
コア

柏市

三井不動産

千葉大学

柏
商工会議所

東京大学

首都圏
新都市鉄道

田中地域
ふるさと
協議会

UDCK

ＪＡ
UR

都市再生機構

地元企業

各種専門家

沿線大学



　柏の葉国際キャンパスタウン構想では「目標７：質の高い都市空間

デザイン」を掲げ、駅直近５街区については柏市景観重点地区の指定

やアーバンデザイン委員会でのデザイン調整などを実行している。

2007 年度には、使用収益開始が近い南寄り及び東寄り地区にデザイ

ンガイドラインを提案し、景観重点地区の拡大等につながっている。

一方、北側の地区はこんぶくろ池公園、正連寺の集落地や調整池など

歴史自然資源に恵まれるものの、建築や空間形成の方針は示されてい

ない。当部会では、本年度研究会を６回開催し、北側の２号調整池周

辺地区、こんぶくろ池公園隣接地区、正連寺地区について土地利用や

建築のあり方を研究し、その方向性を提案した。なお、本地区は、土

地区画整理事業が施行中であることから、事業に支障を及ぼさないよ

うに十分配慮し、公民学の適切な役割分担のもとに進めることが重要

である。来年度以降も本提案の実現に向けて、継続して検討を行う。

１．環境モデル拠点の形成

２．多自然型調整池の整備

３．水循環システムを取り入れた環境モデル街区の形成

７．土地の暫定活用

４．こんぶくろ池公園周辺 公園住宅街区の形成

５．正連寺地区の歴史と自然を生かした空間形成

環
境
共
生
モ
デ
ル
地
区
の
形
成 ６．正連寺東側環境共生住宅街区の検討

緑
の
回
廊
・
緑
園
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道
・
学
園
の
軸
を
補
完
す
る

環
境
拠
点
と
環
境
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成

プロジェクト

２．空間形成の方針と７つのプロジェクト

３．プロジェクト（抜粋）

１．主旨

■ 環境モデル拠点の形成 ■ 多自然型調整池の整備

２号調整池周辺について、水辺と一体になった市有地等の空間利用を進め、空

間的、機能的に環境モデル拠点を形成する。

環境と共生する都市づくりのために、水辺という自然資源を生かすことが必要である。事業計画の変

更等が課題であるが、調整池を多自然型の緑豊かな親水性のある水辺として整備する。

■ 正連寺地区の歴史と

　 自然を生かした空間形成

野馬土手や神社の杜等を保全した環境整備と、

ガイドラインによる個々の建物の誘導を図る。

■ 正連寺東側環境共生街区の形成

地権者等との協議を経つつ、環境共生型街区の形成

と、ガイドラインによる誘導を図る。

１号調整池

２号調整池

当面の整備 環境グレードアップ
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6 緑園の道｜駅から小学校への空間デザインの検討〈空間デザイン部会１〉 7 駅北側住区のデザインの検討〈空間デザイン部会２〉

　柏の葉国際キャンパスタウン構想では、「緑園の道」を「目標

７：質の高い都市空間のデザイン」に位置づけ、北は「こんぶく

ろ池公園」周辺から、南は小中学校の整備予定地周辺までの約

1.5km の軸については、環境をテーマとした空間をつくってい

くこととしている。千葉県では、柏市やＵＤＣＫを含むワーキン

ググループを設置し、駅周辺から南へ伸び、「緑園の道」の半分

を担う区画道路とその沿道について、街路デザインと沿道空間の

誘導方策について検討することとした。

■ ３つのまちなみ形成方針

方針１｜連続した緑園空間をつくる
街路樹・果樹や花木、地被植物等の組合わせにより、緑豊かな通りをつくる

方針２｜安心安全快適な通りをつくる
人が快適に利用できる通りとして、高質な街路空間をつくる

方針３｜通りに相応しい沿道空間を誘導する
緑豊かで、通りに賑わいや活動が表出する沿道空間をつくる

１．背景と目的

　地区の南端は、現存する「野馬土手」や小中学校と各種公園、

そしてこれらを結ぶ「野馬土手遊歩道」といった計画が集中して

いることから、「緑園の道」が結ぶ拠点を形成する。周辺樹木の

保全・活用を図り、これらの公共空間を一体的に整備することに

よって、連携的な利用や空間の質を高めるものとした。

３．拠点形成の方向性の検討（案）

　今後は、地元住民への情報提供を進め、「緑園の道」の実現を図っ

ていく。また、地区南端の拠点形成について、関係者の間で連絡

調整を進める。

４．展望

　街路と沿道によって構成される空間が、緑豊かで環境をテーマ

とした公共空間とするために、道路の緑化・高質化と沿道の空間・

活動の誘導策について３つの方針を定め、それぞれの方策を展開

する。

２．街路整備とまちなみ形成の方針（案）

図　全体構想検討図

■ 街路デザインの検討

　緑豊かな通りとするための街路樹や、児童の通学における安全

性という点から歩行環境の豊かな道路構成を検討し、街路空間の

高質化を図っている。

植栽のデザイン－地区の育成樹種の把握と街路樹・配植、カーブ路の景

道 路 の 構 成  －速度を抑制する舗装デザイン、ディティールの工夫、

　　　　　　　　ストリートファニチュアや照明の提案、管理の留意点

■ 沿道空間の誘導方策の検討

　街路と民地が一体となった良好な沿道景観を誘導し、「緑園の

道」に相応しい街並みと、柏の葉地区の象徴的な通りを実現する。

連続した景観形成のための誘導方策

　段階的な壁面後退と見付幅、壁面後退部分の設え、シンボルツリー

ブロックの特性に応じた誘導方策

　賑わい形成、オープンスペース、建物高さ、既存樹木の保全活用

図　連続した景観誘導の検討案図　ブロックの特性に応じた

　　景観誘導のイメージ

図　野馬土手遊歩道（仮称）整備イメージ（試案）


