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2 柏の葉国際キャンパスタウン構想 3フォローアップ調査 2009【概要版】

理念 目標 方針 2008年度フォローアップ実績 2009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、千葉大学、東京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、そしてこの構想を検証
しながら継続的に運用していくことが必要である。
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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
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国際学術研究都市をアピールする

実証実験の支援と実現プログラムを提供する

town

タウン

campus towntowntowntowncampuscampuscampus
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
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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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※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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　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。２００８年度は千葉県、柏市、千葉大学、東京大学が主体となり、７つ
の専門部会を設置して検討した。２００９年度はＵＲ都市機構、三井不動産株式会社が新たに加わり、１０の専門部会による検討、実験、初
期的事業を進めている。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、調整を進めていくものとする。

■ 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

○柏版CASBEEの導入準備
○環境貢献型住宅の研究、環境フォーラム〈環境建築部会〉
○１４７・１４８街区エコまちづくり事業
○柏の葉フューチャービレッジ（KFV）完成
○地球温暖化防止基本計画
○都市環境デザインスタジオ「新しい田園都市を構想する」

○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

○東京大学インターナショナル・ロッジ着工
○ピノキオプロジェクト、五感の学校
○新設市立小学校の提案型コンペ
○新設小学校計画の検討、教育フォーラム〈地域教育部会〉
○千葉大学のカレッジリンク・プログラム開始
○柏の葉スクエア

○柏市総合交通計画の検討
○モビリティフォーラム、実験企画〈自転車部会〉
○『オンデマンドバス』の拡大再実験

○お花見ピクニック月間2008
○エコデザインツアー
○柏たなか地区の農地活用と景観ガイドライン〈田園都市部会〉

○エコアクションポイント事業によるCO2の見える化
○まちづくりスクール
○『まちのクラブ活動』、『マルシェコロール』、『はっぱっぱ体操』
○柏の葉八重桜並木整備協議会の苗木寄贈、里さくらまつり開催
○柏の葉キャンパスフェスタ
○カレッジ・リンク

○147・148街区アーバンデザイン委員会
○建築等ガイドライン付きで138街区分譲
○景観重点地区の拡大
○『緑園の道』の検討〈空間デザイン部会１〉
○調整池、北寄り区画整理区域の検討〈空間デザイン部会２〉
○国際キャンパスタウン構想の進行管理
○UDCK将来計画委員会の設置〈地域大学連携部会〉

○千葉県主催『柏・流山地域国際学術都市づくり展』と
　『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』
○東京大学フューチャーセンターの企画検討
○『フューチャーデザインセンター』の企画検討
○小さな公共空間PLSの実験

○柏版CASBEE（案）への展開
○環境省：低炭素地域づくり面的対策推進事業モデル
地域
○１４７・１４８街区エコまちづくり事業
○地球温暖化防止ガイドライン　　　　
○都市環境デザインスタジオ「新しい田園都市をデザ
インする」
○柏の葉コミュニティグリッド研究〈環境都市部会〉

○ピノキオプロジェクト、五感の学校
○新設小学校計画の検討
　〈地域教育（小学校）部会〉

○内閣府：柏市を『ＩＴＳ実証実験モデル都市』に選定、柏市ＩＴＳ
推進協議会設立、セミナーとシンポジウム〈ＩＴＳ部会〉
○自転車利用促進計画調査、サイクルツアーや電気自
動車の実験（秋）、地域ＩＣＴと連携実験（冬）〈自転車部
会〉

○千葉大学「持続可能な社会に向けた健康、環境と街
づくりについての国際ワークショップ」
　〈エリアマネジメント部会〉
○柏たなか地区の農地活用と景観ガイドライン
　〈田園都市部会〉
○環境健康コンビニの設置〈PLS展開部会〉

○エコアクションポイント事業によるCO2の見える化
○まちづくりスクール
○『まちのクラブ活動』、『マルシェコロール』、『はっぱ
っぱ体操』
○かしはなプロジェクト（レイズドベッド）、カレッジ・リン
ク　〈エリアマネジメント部会〉

○147・148街区アーバンデザイン委員会
○緑園のまちづくり推進調査〈空間デザイン部会〉
　・緑園の道の基本設計
　・緑の拠点と新たな緑園の道
○UDCKの評価と将来検討、ＵＤＣ会議、ＵＤＣ研究
　〈地域大学連携部会〉

○柏市地域ＩＣＴ利活用モデル構築事業〈地域ＩＣＴ部会〉
　・システム開発＋実証実験
　・地域ポータルサイト、経路探索・予約システム、スマートサイクル
○ＦＤＣとＴＸアントレプレナーパートナーズの設立

〈策定主体〉
千葉県、柏市、千葉大学、東京大学
ＵＲ都市機構、三井不動産株式会社

2006年度基礎調査

2007年度
キャンパスタウン構想策定

2008年度
フォローアップ調査

2009年度
フォローアップ調査

７部会での検討（2008年度）

①田園都市部会　　　②環境建築部会
③地域教育部会　　　④自転車部会
⑤地域大学連携部会　⑥空間デザイン部会１
⑦空間デザイン部会２

１０部会での検討（200９年度）

①地域教育（小学校）部会
②環境都市部会　③ITS部会　　　　　
④自転車部会　　⑤エリアマネジメント部会
⑥田園都市部会　⑦PLS展開部会　　
⑧空間デザイン部会　
⑨地域大学連携部会　⑩地域 ICT部会

全体像
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理念 目標 方針 2008年度フォローアップ実績 2009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、千葉大学、東京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、そしてこの構想を検証
しながら継続的に運用していくことが必要である。

民公
企業・市民千葉県・柏市

学
東京大学・千葉大学

新たな産業・
文化の創造

キャンパスから生まれる知と産業、文化キャンパスから生まれる知と産業、文化

大学

企業

公共

研究者
・学生

市民

環境と健康、交流、創造のキャンパス環境と健康、交流、創造のキャンパス

大
学
の
ま
ち
へ
の
展
開

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

国際学術研究都市をアピールする

実証実験の支援と実現プログラムを提供する

タウンキャンパス
○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

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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※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
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　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。２００８年度は千葉県、柏市、千葉大学、東京大学が主体となり、７つ
の専門部会を設置して検討した。２００９年度はＵＲ都市機構、三井不動産株式会社が新たに加わり、１０の専門部会による検討、実験、初
期的事業を進めている。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、調整を進めていくものとする。

■ 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

○柏版CASBEEの導入準備
○環境貢献型住宅の研究、環境フォーラム〈環境建築部会〉
○１４７・１４８街区エコまちづくり事業
○柏の葉フューチャービレッジ（KFV）完成
○地球温暖化防止基本計画
○都市環境デザインスタジオ「新しい田園都市を構想する」

○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

○東京大学インターナショナル・ロッジ着工
○ピノキオプロジェクト、五感の学校
○新設市立小学校の提案型コンペ
○新設小学校計画の検討、教育フォーラム〈地域教育部会〉
○千葉大学のカレッジリンク・プログラム開始
○柏の葉スクエア

○柏市総合交通計画の検討
○モビリティフォーラム、実験企画〈自転車部会〉
○『オンデマンドバス』の拡大再実験

○お花見ピクニック月間2008
○エコデザインツアー
○柏たなか地区の農地活用と景観ガイドライン〈田園都市部会〉

○エコアクションポイント事業によるCO2の見える化
○まちづくりスクール
○『まちのクラブ活動』、『マルシェコロール』、『はっぱっぱ体操』
○柏の葉八重桜並木整備協議会の苗木寄贈、里さくらまつり開催
○柏の葉キャンパスフェスタ
○カレッジ・リンク

○147・148街区アーバンデザイン委員会
○建築等ガイドライン付きで138街区分譲
○景観重点地区の拡大
○『緑園の道』の検討〈空間デザイン部会１〉
○調整池、北寄り区画整理区域の検討〈空間デザイン部会２〉
○国際キャンパスタウン構想の進行管理
○UDCK将来計画委員会の設置〈地域大学連携部会〉

○千葉県主催『柏・流山地域国際学術都市づくり展』と
　『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』
○東京大学フューチャーセンターの企画検討
○『フューチャーデザインセンター』の企画検討
○小さな公共空間PLSの実験

○柏版CASBEE（案）への展開
○環境省：低炭素地域づくり面的対策推進事業モデル
地域
○１４７・１４８街区エコまちづくり事業
○地球温暖化防止ガイドライン　　　　
○都市環境デザインスタジオ「新しい田園都市をデザ
インする」
○柏の葉コミュニティグリッド研究〈環境都市部会〉

○ピノキオプロジェクト、五感の学校
○新設小学校計画の検討
　〈地域教育（小学校）部会〉

○内閣府：柏市を『ＩＴＳ実証実験モデル都市』に選定、柏市ＩＴＳ
推進協議会設立、セミナーとシンポジウム〈ＩＴＳ部会〉
○自転車利用促進計画調査、サイクルツアーや電気自
動車の実験（秋）、地域ＩＣＴと連携実験（冬）〈自転車部
会〉

○千葉大学「持続可能な社会に向けた健康、環境と街
づくりについての国際ワークショップ」
　〈エリアマネジメント部会〉
○柏たなか地区の農地活用と景観ガイドライン
　〈田園都市部会〉
○環境健康コンビニの設置〈PLS展開部会〉

○エコアクションポイント事業によるCO2の見える化
○まちづくりスクール
○『まちのクラブ活動』、『マルシェコロール』、『はっぱ
っぱ体操』
○かしはなプロジェクト（レイズドベッド）、カレッジ・リン
ク　〈エリアマネジメント部会〉

○147・148街区アーバンデザイン委員会
○緑園のまちづくり推進調査〈空間デザイン部会〉
　・緑園の道の基本設計
　・緑の拠点と新たな緑園の道
○UDCKの評価と将来検討、ＵＤＣ会議、ＵＤＣ研究
　〈地域大学連携部会〉

○柏市地域ＩＣＴ利活用モデル構築事業〈地域ＩＣＴ部会〉
　・システム開発＋実証実験
　・地域ポータルサイト、経路探索・予約システム、スマートサイクル
○ＦＤＣとＴＸアントレプレナーパートナーズの設立

〈策定主体〉
千葉県、柏市、千葉大学、東京大学
ＵＲ都市機構、三井不動産株式会社

2006年度基礎調査

2007年度
キャンパスタウン構想策定

2008年度
フォローアップ調査

2009年度
フォローアップ調査

７部会での検討（2008年度）

①田園都市部会　　　②環境建築部会
③地域教育部会　　　④自転車部会
⑤地域大学連携部会　⑥空間デザイン部会１
⑦空間デザイン部会２

１０部会での検討（200９年度）

①地域教育（小学校）部会
②環境都市部会　③ITS部会　　　　　
④自転車部会　　⑤エリアマネジメント部会
⑥田園都市部会　⑦PLS展開部会　　
⑧空間デザイン部会　
⑨地域大学連携部会　⑩地域 ICT部会

全体像
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理念 目標 方針 2008年度フォローアップ実績 2009年度フォローアップ（関連動向と部会）

 

=

公
民
学
連
携
に
よ
る
国
際
学
術
研
究
都
市・次
世
代
環
境
都
市

　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、千葉大学、東京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、そしてこの構想を検証
しながら継続的に運用していくことが必要である。

民公
企業・市民千葉県・柏市

学
東京大学・千葉大学

新たな産業・
文化の創造

キャンパスから生まれる知と産業、文化キャンパスから生まれる知と産業、文化

大学

企業

公共

研究者
・学生

市民

環境と健康、交流、創造のキャンパス環境と健康、交流、創造のキャンパス

大
学
の
ま
ち
へ
の
展
開

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

国際学術研究都市をアピールする

実証実験の支援と実現プログラムを提供する

タウンキャンパス
○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

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

柏たなか駅

利根川利根運河

つく
ばエ
クス
プレ
ス

柏の葉
キャンパス駅

0m 200m 500m 1000m

N

区域１　
約１3ｋ㎡

区域２　
約４3ｋ㎡

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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　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。２００８年度は千葉県、柏市、千葉大学、東京大学が主体となり、７つ
の専門部会を設置して検討した。２００９年度はＵＲ都市機構、三井不動産株式会社が新たに加わり、１０の専門部会による検討、実験、初
期的事業を進めている。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、調整を進めていくものとする。

■ 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

○柏版CASBEEの導入準備
○環境貢献型住宅の研究、環境フォーラム〈環境建築部会〉
○１４７・１４８街区エコまちづくり事業
○柏の葉フューチャービレッジ（KFV）完成
○地球温暖化防止基本計画
○都市環境デザインスタジオ「新しい田園都市を構想する」

○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

○東京大学インターナショナル・ロッジ着工
○ピノキオプロジェクト、五感の学校
○新設市立小学校の提案型コンペ
○新設小学校計画の検討、教育フォーラム〈地域教育部会〉
○千葉大学のカレッジリンク・プログラム開始
○柏の葉スクエア

○柏市総合交通計画の検討
○モビリティフォーラム、実験企画〈自転車部会〉
○『オンデマンドバス』の拡大再実験

○お花見ピクニック月間2008
○エコデザインツアー
○柏たなか地区の農地活用と景観ガイドライン〈田園都市部会〉

○エコアクションポイント事業によるCO2の見える化
○まちづくりスクール
○『まちのクラブ活動』、『マルシェコロール』、『はっぱっぱ体操』
○柏の葉八重桜並木整備協議会の苗木寄贈、里さくらまつり開催
○柏の葉キャンパスフェスタ
○カレッジ・リンク

○147・148街区アーバンデザイン委員会
○建築等ガイドライン付きで138街区分譲
○景観重点地区の拡大
○『緑園の道』の検討〈空間デザイン部会１〉
○調整池、北寄り区画整理区域の検討〈空間デザイン部会２〉
○国際キャンパスタウン構想の進行管理
○UDCK将来計画委員会の設置〈地域大学連携部会〉

○千葉県主催『柏・流山地域国際学術都市づくり展』と
　『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』
○東京大学フューチャーセンターの企画検討
○『フューチャーデザインセンター』の企画検討
○小さな公共空間PLSの実験

○柏版CASBEE（案）への展開
○環境省：低炭素地域づくり面的対策推進事業モデル
地域
○１４７・１４８街区エコまちづくり事業
○地球温暖化防止ガイドライン　　　　
○都市環境デザインスタジオ「新しい田園都市をデザ
インする」
○柏の葉コミュニティグリッド研究〈環境都市部会〉

○ピノキオプロジェクト、五感の学校
○新設小学校計画の検討
　〈地域教育（小学校）部会〉

○内閣府：柏市を『ＩＴＳ実証実験モデル都市』に選定、柏市ＩＴＳ
推進協議会設立、セミナーとシンポジウム〈ＩＴＳ部会〉
○自転車利用促進計画調査、サイクルツアーや電気自
動車の実験（秋）、地域ＩＣＴと連携実験（冬）〈自転車部
会〉

○千葉大学「持続可能な社会に向けた健康、環境と街
づくりについての国際ワークショップ」
　〈エリアマネジメント部会〉
○柏たなか地区の農地活用と景観ガイドライン
　〈田園都市部会〉
○環境健康コンビニの設置〈PLS展開部会〉

○エコアクションポイント事業によるCO2の見える化
○まちづくりスクール
○『まちのクラブ活動』、『マルシェコロール』、『はっぱ
っぱ体操』
○かしはなプロジェクト（レイズドベッド）、カレッジ・リン
ク　〈エリアマネジメント部会〉

○147・148街区アーバンデザイン委員会
○緑園のまちづくり推進調査〈空間デザイン部会〉
　・緑園の道の基本設計
　・緑の拠点と新たな緑園の道
○UDCKの評価と将来検討、ＵＤＣ会議、ＵＤＣ研究
　〈地域大学連携部会〉

○柏市地域ＩＣＴ利活用モデル構築事業〈地域ＩＣＴ部会〉
　・システム開発＋実証実験
　・地域ポータルサイト、経路探索・予約システム、スマートサイクル
○ＦＤＣとＴＸアントレプレナーパートナーズの設立

〈策定主体〉
千葉県、柏市、千葉大学、東京大学
ＵＲ都市機構、三井不動産株式会社

2006年度基礎調査

2007年度
キャンパスタウン構想策定

2008年度
フォローアップ調査

2009年度
フォローアップ調査

７部会での検討（2008年度）

①田園都市部会　　　②環境建築部会
③地域教育部会　　　④自転車部会
⑤地域大学連携部会　⑥空間デザイン部会１
⑦空間デザイン部会２

１０部会での検討（200９年度）

①地域教育（小学校）部会
②環境都市部会　③ITS部会　　　　　
④自転車部会　　⑤エリアマネジメント部会
⑥田園都市部会　⑦PLS展開部会　　
⑧空間デザイン部会　
⑨地域大学連携部会　⑩地域 ICT部会

全体像
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理念 目標 方針 2008年度フォローアップ実績 2009年度フォローアップ（関連動向と部会）

 

=

公
民
学
連
携
に
よ
る
国
際
学
術
研
究
都
市・次
世
代
環
境
都
市

　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、千葉大学、東京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、そしてこの構想を検証
しながら継続的に運用していくことが必要である。

民公
企業・市民千葉県・柏市

学
東京大学・千葉大学

新たな産業・
文化の創造

キャンパスから生まれる知と産業、文化キャンパスから生まれる知と産業、文化

大学

企業

公共

研究者
・学生

市民

環境と健康、交流、創造のキャンパス環境と健康、交流、創造のキャンパス

大
学
の
ま
ち
へ
の
展
開

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

国際学術研究都市をアピールする

実証実験の支援と実現プログラムを提供する

タウンキャンパス
○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

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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　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。２００８年度は千葉県、柏市、千葉大学、東京大学が主体となり、７つ
の専門部会を設置して検討した。２００９年度はＵＲ都市機構、三井不動産株式会社が新たに加わり、１０の専門部会による検討、実験、初
期的事業を進めている。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、調整を進めていくものとする。

■ 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

○柏版CASBEEの導入準備
○環境貢献型住宅の研究、環境フォーラム〈環境建築部会〉
○１４７・１４８街区エコまちづくり事業
○柏の葉フューチャービレッジ（KFV）完成
○地球温暖化防止基本計画
○都市環境デザインスタジオ「新しい田園都市を構想する」

○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

○東京大学インターナショナル・ロッジ着工
○ピノキオプロジェクト、五感の学校
○新設市立小学校の提案型コンペ
○新設小学校計画の検討、教育フォーラム〈地域教育部会〉
○千葉大学のカレッジリンク・プログラム開始
○柏の葉スクエア

○柏市総合交通計画の検討
○モビリティフォーラム、実験企画〈自転車部会〉
○『オンデマンドバス』の拡大再実験

○お花見ピクニック月間2008
○エコデザインツアー
○柏たなか地区の農地活用と景観ガイドライン〈田園都市部会〉

○エコアクションポイント事業によるCO2の見える化
○まちづくりスクール
○『まちのクラブ活動』、『マルシェコロール』、『はっぱっぱ体操』
○柏の葉八重桜並木整備協議会の苗木寄贈、里さくらまつり開催
○柏の葉キャンパスフェスタ
○カレッジ・リンク

○147・148街区アーバンデザイン委員会
○建築等ガイドライン付きで138街区分譲
○景観重点地区の拡大
○『緑園の道』の検討〈空間デザイン部会１〉
○調整池、北寄り区画整理区域の検討〈空間デザイン部会２〉
○国際キャンパスタウン構想の進行管理
○UDCK将来計画委員会の設置〈地域大学連携部会〉

○千葉県主催『柏・流山地域国際学術都市づくり展』と
　『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』
○東京大学フューチャーセンターの企画検討
○『フューチャーデザインセンター』の企画検討
○小さな公共空間PLSの実験

○柏版CASBEE（案）への展開
○環境省：低炭素地域づくり面的対策推進事業モデル
地域
○１４７・１４８街区エコまちづくり事業
○地球温暖化防止ガイドライン　　　　
○都市環境デザインスタジオ「新しい田園都市をデザ
インする」
○柏の葉コミュニティグリッド研究〈環境都市部会〉

○ピノキオプロジェクト、五感の学校
○新設小学校計画の検討
　〈地域教育（小学校）部会〉

○内閣府：柏市を『ＩＴＳ実証実験モデル都市』に選定、柏市ＩＴＳ
推進協議会設立、セミナーとシンポジウム〈ＩＴＳ部会〉
○自転車利用促進計画調査、サイクルツアーや電気自
動車の実験（秋）、地域ＩＣＴと連携実験（冬）〈自転車部
会〉

○千葉大学「持続可能な社会に向けた健康、環境と街
づくりについての国際ワークショップ」
　〈エリアマネジメント部会〉
○柏たなか地区の農地活用と景観ガイドライン
　〈田園都市部会〉
○環境健康コンビニの設置〈PLS展開部会〉

○エコアクションポイント事業によるCO2の見える化
○まちづくりスクール
○『まちのクラブ活動』、『マルシェコロール』、『はっぱ
っぱ体操』
○かしはなプロジェクト（レイズドベッド）、カレッジ・リン
ク　〈エリアマネジメント部会〉

○147・148街区アーバンデザイン委員会
○緑園のまちづくり推進調査〈空間デザイン部会〉
　・緑園の道の基本設計
　・緑の拠点と新たな緑園の道
○UDCKの評価と将来検討、ＵＤＣ会議、ＵＤＣ研究
　〈地域大学連携部会〉

○柏市地域ＩＣＴ利活用モデル構築事業〈地域ＩＣＴ部会〉
　・システム開発＋実証実験
　・地域ポータルサイト、経路探索・予約システム、スマートサイクル
○ＦＤＣとＴＸアントレプレナーパートナーズの設立

〈策定主体〉
千葉県、柏市、千葉大学、東京大学
ＵＲ都市機構、三井不動産株式会社

2006年度基礎調査

2007年度
キャンパスタウン構想策定

2008年度
フォローアップ調査

2009年度
フォローアップ調査

７部会での検討（2008年度）

①田園都市部会　　　②環境建築部会
③地域教育部会　　　④自転車部会
⑤地域大学連携部会　⑥空間デザイン部会１
⑦空間デザイン部会２

１０部会での検討（200９年度）

①地域教育（小学校）部会
②環境都市部会　③ITS部会　　　　　
④自転車部会　　⑤エリアマネジメント部会
⑥田園都市部会　⑦PLS展開部会　　
⑧空間デザイン部会　
⑨地域大学連携部会　⑩地域 ICT部会
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全体像
1　構想の目的
　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、千葉大学、東京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、そしてこの構想を検証しながら継続的に運用していくことが必要である。

3　フォローアップ調査の位置づけ
　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。2008年度は千葉県、柏市、千葉大学、東京大学が主体となり、
7つの専門部会を設置して検討した。2009年度はUR都市機構、三井不動産株式会社が新たに加わり、10の専門部会による検討、実験、
初期的事業を進めている。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、調整を進めていくものとする。

2　対象区域

4　理念・目標・方針とフォローアップ
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3

柏北部東地区

柏北部中央地区

柏の葉キャンパス駅

公園
用地

学校用地

柏Ｉ．Ｃ

小青田ふるさと
センター

姫宮神社

柏北高校
跡地

十余二工業団地

東京大学柏キャンパス

国立がんセンター

こんぶくろ池

公園用地
小学校
用地

科学警察研究所

財務省税関研修所

東葛テクノプラザ

国土交通大学校
柏研修センター

柏の葉公園住宅

県立柏特別支援学校

東京大学
柏第２キャンパス

インターナショナル
ロッジ

東京大学
柏の葉駅前キャンパス

１号調整池

２号調整池

県立柏の葉公園

千葉大学
環境健康フィールド
科学センター

県立柏の葉高校

小学校用地

中学校用地

さわやかちば
県民プラザ

公園
用地

学校用地 香取神社

西口駅前線

正連寺

柏ビレジ
水辺公園

柏ビレジ
近隣公園

東急柏ビレジ

利根川遊水池

吉祥院

大室ふるさと
センター

田中中学校

船戸運動公園

北部緑地

田中近隣センター
市立図書館分室

西部消防署
大室分署

田中小学校

柏市公設卸売市場

田中幼稚園

田中農協

調整池

薬師堂

円通寺

常磐
自動
車道

国道１６号線

十
余
二
船
戸
線

江戸
川台
船戸
線

船
戸
若
柴
線

豊
四
季
駅
前
線

守谷流山線

つく
ばエ
クス
プレ
ス

柏たなか駅

柏の葉キャンパス駅 西口駅前線 正連寺 柏たなか駅 大室

対象区域の案内図

3

柏北部東地区

柏北部中央地区

柏の葉キャンパス駅

公園
用地

学校用地

柏Ｉ．Ｃ

小青田ふるさと
センター

姫宮神社

柏北高校
跡地

十余二工業団地

東京大学柏キャンパス

国立がんセンター

こんぶくろ池

公園用地
小学校
用地

科学警察研究所

財務省税関研修所

東葛テクノプラザ

国土交通大学校
柏研修センター

柏の葉公園住宅

県立柏特別支援学校

東京大学
柏第２キャンパス

インターナショナル
ロッジ

東京大学
柏の葉駅前キャンパス

１号調整池

２号調整池

県立柏の葉公園

千葉大学
環境健康フィールド
科学センター

県立柏の葉高校

小学校用地

中学校用地

さわやかちば
県民プラザ

公園
用地

学校用地 香取神社

西口駅前線

正連寺

柏ビレジ
水辺公園

柏ビレジ
近隣公園

東急柏ビレジ

利根川遊水池

吉祥院

大室ふるさと
センター

田中中学校

船戸運動公園

北部緑地

田中近隣センター
市立図書館分室

西部消防署
大室分署

田中小学校

柏市公設卸売市場

田中幼稚園

田中農協

調整池

薬師堂

円通寺

常磐
自動
車道

国道１６号線

十
余
二
船
戸
線

江戸
川台
船戸
線

船
戸
若
柴
線

豊
四
季
駅
前
線

守谷流山線

つく
ばエ
クス
プレ
ス

柏たなか駅

柏の葉キャンパス駅 西口駅前線 正連寺 柏たなか駅 大室

対象区域の案内図

１　目的
　柏の葉国際キャンパスタウン構想は「国際的な学術空間と教育空
間の形成」を目標3に掲げている。教育環境は、国内外から集まる
研究者や住民の期待や安心、新市民と在来住民との融合にとって
極めて重要な位置を占めている。UDCKでも、まちづくりスクー
ル、子どもの学校、ピノキオプロジェクト、エコデザインツアー、
柏の葉高校との共同行事、カレッジリンク・プログラムなど地域
教育のプログラムを展開してきた。2008年度は「教育フォーラ
ム」でコミュニティスクールなどを考えるとともに、区画整理区域
内の新設小学校に対し、空間デザインの面から意見を提示してき
た。2009年度も引き続き、小学校に関する意見交換と、まちづ
くりスクールやピノキオプロジェクトの地域学習を展開した。

２　新設小学校に関する意見交換
　新設小学校について柏市北部整備課が仲介して柏市教育委員会
と国際キャンパスタウン構想及びUDCKの関係者の間で2回意見
交換会を持った。主な意見は下記の通り。

●第1回（平成21年4月23日）小学校の基本設計について

・ 国際キャンパスタウン構想に則した施設整備と教育運営を望む。
・ 当地域には東京大学や千葉大学の最先端技術や教育研究、研究

者・学生・留学生がある。それらに応じた高い水準の教育環境
と整えるとともに、逆にそれらを地域資源と捉え、小学校での
教育に活用する仕組みを整えたい。

・ 施設利用や管理運営、校長の選任など、地域が小学校に参加で

ピノキオプロジェクト

柏の葉キャンパス駅 西口駅前線 正連寺 柏たなか駅 大室

ピノキオプロジェクト

ピノキオプロジェクト

まちづくりスクール　チラシ まちづくりスクール　講義風景

まちづくりスクール　柏市長による修了証書
授与

対象区域の案内図 1　地域教育（小学校）部会　新設小学校に関する意見交換と地域学習の継続展開

きるのが望ましい。まずは、柏市教育関係部署と当該住民の協
議体を早急に立上げるべきである。

●第2回（平成21年12月18日）地域と連携した学校運営

・ 来年度学区説明会で地域連携の説明をする予定である。
・ 柏の葉地域は地域連携の土壌がある。まずはキーパーソンに意

見を聞くモニター会議を立ち上げるのがよい。
・公的助成の活用も考える。そのためには実績と体制を先に整備

することが重要である。

３　地域学習の継続展開
　今年度もUDCKを中心に様々な学習プログラムを実践した。３
年目を迎えた子どもの地域体験イベント「ピノキオプロジェクト」
は「平成21年度千葉県持続可能な国際都市づくりのための新たな
担い手育成支援事業」に採択されて行なった。今回から地域のボ
ランティアが運営に参加した。新設小学校や学童保育との連携も
今後は視野に入れたい。柏市都市振興公社とUDCK共催のまちづ
くりスクールも3年目を迎えた。こちらも修了生が運営に参加す
るなど、広がりを見せた。今年度のテーマは「まちを市民がデザイ
ンする」。春コースには実在の土地をケーススタディに使い、オー
プンスペースの企画デザインを演習した。他にも東京大学他の都
市環境デザインスタジオや千葉大学カレッジリンク・プログラム、
柏たなか地区の農業体験農園など、柏の葉地域は教育学習の機会
が量質ともに充実している。個々の独自性を発揮するとともに、
総合評価を定期的に行ない、連携連動の道も探りたい。 
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6 柏の葉国際キャンパスタウン構想 7フォローアップ調査 2009【概要版】

1　目的
　柏の葉地域では、国際キャンパスタウン構想のもと、次世代型
交通、環境建築の指標化、市民農園、環境学習ツアーなどハード
とソフトの両面から実験的取組みが行なわれている。これらを持
続的な都市づくりに活かすには、その成果を実際の生活空間や社
会経済に落とし込み、地域（コミュニティ）が継続的に担っていく
ことを試行段階から視野にいれる必要がある。また、各方面の事
業や要素技術を全体として機能させるために、ICTとエリネジメ
ントを使ったフレキシブルな仕組み（グリッド）が求められる。そ
こで、まちづくりの各分野を地域スケールでつなぐ空間計画（ハー
ド）と社会運営（ソフト）のシステムを『コミュニティグリッド』と呼
び、柏の葉地域のモデルを試案することを目的に研究を行った。
なお、本研究は、柏の葉イノベーション・デザイン研究機構（東京
大学、柏商工会議所、三協フロンテア、三井不動産）が「平成21年
度千葉県持続可能な国際都市づくりのための新たな担い手育成支
援事業」に採択されて実施したものである。

2　調査と研究会の開催
　事務局に加え、東京大学大学院新領域創成科学研究科の横張真
教授、清家剛准教授、清水亮准教授、佐藤弘泰准教授を研究のコ
アメンバーとして、研究会やブレーンストーミング、柏市におけ
る地域運営の現状を把握するためのヒアリング・アンケートを実
施し、これらを通じてコミュニティグリッドという概念について
の考察、及び柏の葉地域における持続可能な地域システムのあり
方についての検討を行った。

第１回研究会 第２回研究会

柏市のコミュニティエリア区分とヒアリングの様子（上：松葉町／下：富勢）柏市における空間・コミュニティ・施策の多様なレイヤー

地域をベースとした組織・ハード・ソフトの重ね合わせイメージ

「コミュニティグリッド」のコンセプトとキーワード 柏の葉コミュニティフォーラムチラシ

1） 第1回研究会（2009/12/4）

　柏市のコミュニティ形成や分野別施策に係わる多様なレイヤー
を整理するとともに、都市計画、公園緑政、福祉の各部局からの
施策報告をもとにコミュニティグリッドの概念や研究の進め方に
ついて意見交換した。

2） 第2回研究会（2010/1/28）

　柏の葉における取り組みについて、空間デザイン、コミュニティ
サポート、民間企業の立場からの報告をもとに、施策連携の必要性・
可能性等について意見交換した。

3） ふるさと協議会ヒアリング

　柏の葉に隣接する二地域（松葉町・富勢）のふるさと協議会に対
してヒアリングを行い、柏市において昭和50年代より取り組まれ
てきた地域まちづくりの現状・課題を把握した。両地域で性格は
異なるものの、ともに地域レベルでのコミュニティ形成や行政と
地域のパイプとして機能を果たしてきた一方で、活動内容のマン
ネリ化、人材の不足、地域組織間の連携不足といった課題が明ら
かになった。

4） 関係者アンケート

　市役所関係部局とUDCK関係者に対し、市域行政及び地域運営
における非効率や課題についてアンケートを行った。その結果、「縦
割りの弊害」は、市域行政レベルでは顕在化していないが、地域レ
ベルでは、制度上の縦割り、コーディネート役やプラットフォー
ムの欠如等を背景に、取り組みの重複や地元人材不足等の問題が
生じていること等が明らかになった。

3　コミュニティグリッドの概念とモデル

1） コミュニティグリッドの概念

　コミュニティグリッドは、「地域が主体となって自律的・可変的
に地域社会を持続させていくシステム」ということができる。都市
が拡大・成長する時代に分野別に構築された縦割り・ヒエラルキー
型の施策システムに対する概念であり、持続がテーマとなるこれ
からの時代の社会システムの考え方である。本年度の研究ではコ
ミュニティグリッドを構成する重要なコンセプトとして、以下の
2項目を整理した。
① 専門分化され、地域の手を離れてきたまちのハードとソフトを、  

「コミュニティ」を軸につなぎあわせ再構成する
　元来、緊密なコミュニティの中で相互扶助によって保たれてい
た地域社会のシステムが、「近代化」「効率化」という名目のもと制
度化・専門分化され、地域のヒューマンウェア、ハードウェア、
ソフトウェアがバラバラになってしまった。また、その中で生活
空間やサービスが地域の手を離れ地域の自律性が低下してきた。
こうした状況に対し、人の生活空間や地域社会経済からの発想で、
様々な施策をつなぎ、地域の自律性を取り戻すことが必要である。
② 固定的・硬直的な従来の枠組みのなかに、動的でやわらかいま

ちづくりの仕組みを重ねる（サポート＆インフィル）
　都市が拡大・成長する今までの時代には、事前明示的に将来像
を設定し、その実現に向けて確立された制度体系に基づき施策を
行うことが有効に機能してきた。しかし、社会が複雑化し、都市
機能の持続がテーマとなるこれからのまちづくりには、社会変化
に対応して、ソフト・ハードを含めた地域のソースを補完・連携

させながら個々の要請に柔軟に対応していく、動的でやわらかい
仕組みが必要となる。

2） コミュニティグリッドのモデル

　上記の概念は、まちづくりのあらゆる場面で展開可能であるが、
象徴的でわかりやすい展開例（モデル）として以下のようなものが
あげられる。
——エリアマネジメントによる官民境界を越えた都市歩行者空間

の総合的な計画・管理
——次世代の水循環・バイオマス循環システムを取り込んだ調整

池の計画
——地域に存在（発生）するオープンスペースと利活用ニーズの

マッチングによる総合的・動的な緑地空間管理
——ライフステージに応じた住み替え誘導と生活サポートを組み

込んだ住宅供給

4　柏の葉コミュニティフォーラム
　本年度の研究成果をもとに、有識者も含めて幅広い議論を行い、
これを公開することを目的に、平成22年3月23日に、「柏の葉コ
ミュニティフォーラム」を開催した。フォーラムでは、研究成果発
表のほか、都市と環境のあり方について幅広い研究・実践を行っ
ている研究者を招き、基調講演、パネルディスカッションを行った。
　コミュニティグリッドは、市民を含む多くの関係者の連携によっ
て実現・推進が図られるものである。来年度以降、関係者の協力
による研究・実践体制を整え本研究の成果をベースとしながら、
その概念の深度化や実践を図っていくことが考えられる。

2　環境都市部会　柏の葉コミュニティグリッド研究
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8 柏の葉国際キャンパスタウン構想 9フォローアップ調査 2009【概要版】

　柏市は、2009年6月5日、社会還元加速プロジェクト「情報通
信技術を用いた安全で効率的な道路交通システムの実現（プロジェ
クトリーダー：奥村直樹　総合科学技術会議有識者議員）」の会議
において、青森市、横浜市、豊田市に次ぎ、全国4番目の「ITS実
証実験モデル都市」に選定された。
　2009年度は、柏の葉地域における個別動向との連携や情報の
共有を図りながら、国際キャンパスタウン構想フォローアップの
一環として、ITS実証実験事業の推進を図った。

1　背景
　柏の葉地域では、2008年3月に策定された「柏の葉国際キャ
ンパスタウン構想」に基づき、公民学連携による「国際学術研究都
市」・「次世代環境都市」を目指したまちづくりが進められてきてい
る。柏市は、同構想に掲げられた8つの目標のうち、環境と共生
する田園都市づくり（目標1）、サスティナブルな移動交通システ
ム（目標4）及びイノベーション・フィールド都市（目標8）を踏ま
え、ITS実証実験モデル都市に応募した。
　応募に際し柏市は、柏の葉地域において、ICT等を活用し、自
動車交通・公共交通機関・パーソナルモビリティが相互に連携・
補完する“モーダルミックス”、CO2排出量や消費エネルギーの削
減等を目指す“サスティナブルな交通移動”を実現するための取組、

“次世代モビリティ”の可能性の検討・検証を行うことで、環境に
配慮した次世代型環境都市の実現を目指すことを提案した。
　具体的には、マルチモーダルとサスティナブルな交通移動の実
現に向け、次のような提案を行った。

（1） 公共交通の活用に向けた取組
① パーク＆レールライド
② 駐車場ITS（駐車場及び駐車場の高度化）
③ オンデマンドバス・タクシー
④ ベロタクシー

（2） パーソナルモビリティの活用に向けた取組
⑤ サイクルシェア

（3） 次世代モビリティの検討・検証
⑥ エコライド
⑦ LRT
⑧ セグウェイ
⑨ ウィングレット

〈図 「次世代型環境都市のモデル」参照〉

図  「次世代型環境都市のモデル」 図  「柏の葉　次世代ITS実証実験イメージ」 写真　「ITSセミナー in柏」の様子

2　2009年度における事業進捗状況
（1） オンデマンド交通
　有償で実証実験を実施（2010.1.7 〜 3.26）
　［内閣府：「地方の元気再生事業」を活用］

（2） サイクルシェア／ユビキタスモビリティシステム
　携帯電話等による事前予約や異なる駐輪場で無人貸出・返却の
実証実験を実施（2010.2.15 〜 3.12）
　［総務省：「地域ICT利活用モデル構築事業」を活用］

（3） エコライド
　ジェットコースターの原理を取り入れた省エネ型交通の実証実
験を実施（西千葉／ 2010.2）
　［経済産業省：「低炭素社会に向けた技術発掘　社会システム実
証事業」を活用］

（4） パーク＆レールライド
　国土交通省、東京大学と事業の実施に向けた勉強会、現地視察
などを実施（2009.9 〜）

3　推進体制／柏ITS推進協議会
　2010年2月9日、行政機関や大学、民間企業、NPO等48団
体により「柏ITS推進協議会」が設立された。柏の葉アーバンデザ
インセンター（UDCK）も会員として参加している。今後は、協議
会を核に低炭素型交通都市・次世代型環境都市を実現するための
ITSを活用した研究開発やサービスの事業化を推進していく。
　協議会では、テーマごとに部会を設置し、各部会で検討を行う。
当面の主要設定テーマは、次のとおり。

① 次世代ICT（次世代DSRCサービス等）活用による利便性・  
安全性向上の研究開発・実用化

② 次世代車両の研究開発・実用化・普及
③ 次世代公共交通システムの研究開発・実用化
④ 次世代モビリティの可能性の検討・検証
⑤ プローブ情報を核としたITS基盤情報システムの研究開発
⑥ 魅力あるまちづくり「柏の葉将来都市像」検討

〈図 「柏の葉　次世代ITS実証実験イメージ」参照〉

4　柏ITSの目指す方向性
（1） 低炭素型都市交通の実現と高齢化社会に対応したモビリティ

確保
（2） 世界一安全・安心な道路交通社会の実現
（3） 世界最先端のITS技術の開発
（4）  ITSによる新産業の創造と雇用機会の創出
（5） 研究開発・実証実験の成果の国内外への展開による社会還元
（6）  ITS世界会議東京2013でのショーケースとしての世界への

情報発信

5　モデル都市選定とその後の取組
 2009. 06.05　ITS実証実験モデル都市に選定される。
  07. 13 「ITSセミナー in柏」開催（東京大学柏キャンパス
　    ／柏図書館メディアホール）
    〈写真「『ITSセミナー in柏』の様子」参照〉
  07. 13 （仮称）柏ITS推進協議会設立準備会開催（東京大
　    学柏キャンパス／会議室）
  11. 18 「ITS総合シンポジウム」にて講演（新霞が関ビル
　    ／全社協・灘尾ホール）
  11. 19 柏ITS推進協議会設立準備会開催（UDCK）
  12. 18　 柏ITS推進協議会設立時参加会員募集開始（〜
　    2010.1.25）
 2010. 01.14　 柏ITS推進協議会説明会開催（UDCK）
　　   02.09  柏ITS推進協議会設立総会開催（千葉大学環境健
　    康フィールド科学センター／シーズホール）
  03.05　 柏ITS推進協議会幹事会開催（東京大学本郷キャ
　    ンパス／会議室）
   　  03.08　 「社会人のためのITS専門講座」開催（東京大学柏
　    キャンパス／柏図書館メディアホール）

【参考】

■社会還元加速プロジェクトとは、要素技術としては確立されつ
つあるが、国民が享受できていない技術を実証研究を通じ、成
果の社会還元を加速しようとするもの。総合科学技術会議が主
体となり、2008年度から開始。

■「情報通信技術を用いた安全で効率的な道路交通システムの実
現」は、情報通信技術を活用し、人と道路と車両を一体のシステ
ムとして構築するITSをさらに発展させ、その様々な技術の実
用化・普及により、道路交通の一層の安全向上、都市交通の革
新及び高度物流システムを実現しようとするもの。

■「ITS（高度道路交通システム）実証実験モデル都市」は、社会還
元加速プロジェクトの一つで、「情報通信技術を用いた安全で効
率的な道路交通システムの実現」のロードマップに位置づけられ
ている。
長期目標である運輸部門のCO2排出量半減を実現させるため、
モデル都市において、国の支援を得つつ自治体が主体的に先導
的な技術と施策を既存施策と融合して実証実験を実証する。5
年以内に具体策とその効果にめど（2009年度から準備等を進
め2012年度までに実施）をつけ、2020年には長期目標の先
行達成を図る。

3　ITS部会　ITS 実証実験モデル都市・柏
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10 柏の葉国際キャンパスタウン構想 11フォローアップ調査 2009【概要版】

1　活動の概況
　自転車部会では、国際キャンパスタウン構想の目標4「サスティ
ナブルな移動交通システム」の実現に向けて、共同自転車を始め、
環境に配慮した短中距離交通に関する様々な社会実験を実施し、
その方向性を検証した。さらに、1600名以上の方へのアンケー
ト調査等を基に、自転車利用促進策を体系的に検討した「柏の葉自
転車利用促進計画」の策定にも携わり、多面的な角度から、目標実
現に向けた取り組みを推進している。

2　柏の葉モビリティ・ラボ
　2009年5月に、住民参加型の3つの社会実験を実施し、参加
者から地域の魅力発掘ならびに走行環境における問題点を抽出し
た。
① 柏の葉サイクル・ツアー
　地域の観光資源を自転車で巡る企画。残念ながら雨天で1回の
み開催だったが、柏警察署、千葉県サイクリング協会等の地域の
協力も得て、参加者から高い支持を得た。

〈本計画の構成〉

〈施策実施時のCO2削減効果試算〉

4　自転車部会　地域に開かれた社会実験を通じて新たな交通システムを検証

② 柏の葉セグウェイ・ツアー
　昨年、国内初の公道走行を行なったセグウェイを利用して、千
葉大〜柏の葉公園〜東大と、広範囲での走行体験を行った。開催
3日のうち、雨天が多かったが、事故もなく、普段気付かなかっ
た風景に会えたと、好評を得た。

③ レンタサイクル相互利用
　柏の葉キャンパス駅など4箇所の駐輪場を利用した乗り捨て可
能なレンタサイクルシステムで、市内初の試み。2 ヶ月間で利
用回数117回。10 〜 11月に同様な施策を行ったが、利用回数
192回と、認知度向上に伴い、1.6倍と大幅な利用増加となった。

3　柏の葉モビリティ・フォーラム2009
　2009年11月、UDCK3周年を記念して、新しいモビリティの
潮流をテーマとしたシンポジウムを開催。加えて、5月のモビリ
ティ・ラボの内容を拡充した社会実験により、地域に根付く交通
システムのあり方を検証した。

① シンポジウム（基調講演、パネルディスカッション）
　東京大学 堀教授を講師に、電気自動車の未来の姿について講演
いただいた。パネルディスカッションは、モータージャーナリス
ト川端氏、㈱JTB首都圏高知尾氏、柏市交通政策課清水氏の3名
により、新しいパーソナルモビリティを討議していただいた。

② EV（電気自動車）展示・試乗体験
　環境性能が高く、特に中距離交通に強みを発揮するEVの展示な
らびに公道での試乗会を行った。車体は、11月19日に設立した
TXアントレプレナーパートナーズとの連携により、ベンチャー企
業から提供を受けた。

③ 柏の葉・セグウェイ・ネイチャーツアー
　従前は、走行実験のモニターを参加無料で募っていたが、今回
初めて、有料化（3000円）とし、持続可能なシステム構築の検証
の第一歩とした。募集枠80名のところ、キャンセル待ち90名を
超え、非常に高い関心を集めた。柏市外からの参加者も多く、新
しいもモビリティに対する期待の大きさを実感。7日間、計14回
開催したが、大きな事故なく、すっかり、柏の葉の風景に馴染む
までの存在となった。

④ 共同自転車「スマートサイクル」プレ社会実験
　UDCKと東大キャンパス2か所で、ICTを利用した、無人管理
の共同自転車の社会実験を2 ヶ月間実施。利用回数75回。街エ
コポイントとの連動により地域活性も目指した、人、地域、地球
に優しいコミュニティサイクル。自転車ポートは、地元の間伐材
を使用。

4　柏の葉自転車利用促進計画
　1600を超えるアンケートならびに柏の葉の道路をモニターに
よる走行の実証実験により、自転車利用促進策を、ハード、ソフ
トに分類し、また、施策実施の主体別に考察し、キャンパスタウ
ン構想の実現の道筋を多角的に検討。本計画の一部は、「国土交通
省新たな温室効果ガス削減環境事業モデル」に採択されている。
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12 柏の葉国際キャンパスタウン構想 13フォローアップ調査 2009【概要版】

1　目的
　エリアマネジメント部会は、国際キャンパスタウン構想の「目標
5：キャンパスリンクによる柏の葉スタイル、方針1：健康で快適
な生活空間と環境行動“柏の葉スタイル”を定着させる」、および、

「目標6：エリアマネジメントの実施、方針3：公民学の連携で自
立したマネジメントを行う」ことを目的としている。
　前者は、健康な環境・健康な身体・健康な心を保つことでQOL（生
活の質）を持続的に保つことができる健康・環境モデル都市の実現
をめざす活動を行っている。
　また後者は、公民学連携によるまちづくりの実践プロジェクト
である、地域のシンボル景観となる柏の葉八重桜並木の実現に向
けての活動や、カレッジリンク・プログラムを通じた地域づくり
の担い手育成へ向けての活動を展開している。

2　健康で快適な生活空間実現への取組
　今年度は、千葉大学予防医学センターを中心として、以下の環
境改善型予防医学のまちづくりへの展開活動を行った。

■ 持続可能な社会に向けた健康、環境と街づくりについ
 ての国際ワークショップ  　
　2009年10月15、16日の両日にわたって千葉大学環境健康
フィールド科学センターにおいて、ベルリン医科大学、ミネソタ
大学、台湾大学など海外7大学が参加する国際ワークショップが
行われ、新たなパブリックへルスを実現するまちづくりのありか
方が議論された。（写真1）

■ AED（自動体外式除細動器）講習会･予防医学市民セミ
 ナー

　柏市と千葉大学予防医学センターが連携して、AEDの使用方法
や、心肺蘇生法の講習会を合計6回実施した。特に、柏市立田中
中学校生徒に向けの講習会は全国紙でも取り上げられ、柏市の健

写真 1　国際ワークショップ 写真２　柏市立田中中学校での講習会 写真３　八重桜（一葉と関山）

図１　カレッジリンク・プログラムの概念

写真４　カレッジリンク・プログラムの概念 写真５　フラワータワーとレイズドベッド

5　エリアマネジメント部会　公民学連携によるエリアマネジメントの実践

康まちづくりに対する姿勢をアピールすることができた。（写真2）
　さらに、予防医学市民セミナー（全11回）、予防医学市民講演
会を開催し、市民の健康作りに対する意識向上を図った。

■ケミレスタウンプロジェクト

　2008年から実証実験が始まったケミレスタウンプロジェクト
（健康に影響を及ぼす化学物質をできるだけ住宅から減らし環境改
善による予防医学を推進するプロジェクト）は、今年度は厚生省の
暫定目標値を下回るTVOC（総揮発性有機化合物）抑制に成功した
ケミレス教室と、ケミレス寝室のプロトタイプ認証を行った。現在、
柏市における小学校や集合住宅の環境改善に役立てる方法を検討
している。

3　公民学連携地域マネジメントの取組

■ 柏の葉八重桜並木整備プロジェクト

　このプロジェクトは、駅前線道路と千葉大学環境健康フィール
ド科学センター内において、地域住民に愛される街づくりの一環
として、環境と健康をキーワードとした新しい街づくりの象徴と
して、また公民学連携による環境と健康と創造と交流をキーワー
ドとした新しいまちづくりの象徴として、日本を代表する八重桜
並木を整備して、柏の葉キャンパス駅周辺地域を代表する景観と
することを目的としている。
　本年度は、柏の葉八重桜並木整備協議会に協力して第3回とな
る「柏の葉里さくら祭り」を4月18日、19日の2日間にわたって
開催した。恒例となっているシンポジウムでは、「お花見の歴史」
などの講演が行われた後、協議会から合計52種類112本の八重
桜の苗木が千葉大学に寄贈された。本年度中に、千葉大学内のグ
リーンフィールドに植樹される予定であり、いよいよプロジェク
トの実現に向けての第二段階が始まった。

■ カレッジリンク・プログラム

　地球温暖化や環境破壊、少子高齢化、シックハウスや食の安全
性等の問題は、さまざまな要素が複雑に絡み合うために従来の枠
組みだけでは解決が難しいのが現状である。しかし一方で、環境
や地域、子供たちの未来のためにライフスタイルを見直そうとす
る人たちが増え始めている。大切なのは、その動きを個人に留めず、
コミュニティとの連携によって地域全体へ広げていくことである。
医食住の視点から暮らしを見直そうとする人が育ち、そこから新
しいコミュニティやムーブメントが育っていくことが大切である。
そのきっかけとなり、公民学の連携を深めていくきっかけとする
試みが、千葉大学が、柏市、三井不動産、柏市周辺の各関連組織
と協力して本年4月から本格開講した「柏の葉カレッジリンク・プ

ログラム」である。
　このプログラムは、柏の葉エリアと強い連携を図ることで、地
域にとっては大学の持つ豊富な知的資源を活用でき、新しい交流
により知的・文化的刺激が得られ、健康で充実した暮らしが可能
となる。一方、学ぶ人たちにとっては人生経験豊富な地域の社会
人との交流が「生きた学び」の機会となる。
　体系的な学問としての考察だけでなく、経験や立場の異なるさ
まざまな人たちの経験やノウハウを共有し、そこから新しい刺激
やネットワークを得、互教互学の形から市民科学を生み出してい
くことを目的としている。（図1）
　昨年度のパイロットコース開講以降、20代から70代の男女約
60名がプログラムに参加した。

■ 平成21年度千葉県持続可能な国際都市づくりのため
 の新たな担い手育成支援事業

　千葉県の上記支援事業に、エリアマネジメント部会に関連する
以下の二つの事業が採択され、新たな展開が始まった。
●柏の葉カレッジリンク・プログラム受講生と地域活動をつなぐ
　“市民科学”地域連携実践プロジェクト
　カレッジリンク・プログラム受講生（人材）と、そこで培われた
ナレッジを地域に広め、活かしていくことが求められている。そ
のためにも従来の大学のネットワークだけに留まるのではなく、
地域の暮らしや各種活動とリアルなネットワークの構築が必要に
なってきている。地域にネットワークをもつ受講生が主体となる
運営組織（カレッジリンクネットワーク〈通称：カルネット〉）がハ
ブ的機能を担い、地域との連携を推進していく市民組織の構築を
めざすため、

① 学んだナレッジやノウハウを活かす、活動の場の創出
② 活動を通して、地域に貢献する喜びの提供
③ プログラムの企画・運営に主体的に携わる喜びの提供
④ プログラムで培ったナレッジの地域への発信と活用
⑤ 地域活動への、専門的ナレッジを備えた人材の輩出
⑥ 大学と地域活動との、連携・相互支援の更なる強化
を通じて、大学と地域が組織的・総合的に連携した、新しい地域
活性のモデルづくりを目指している。
●柏の葉・花と緑の効用実証事業「かしはなプロジェクト」
　柏の葉キャンパス駅西口ロータリーに花や緑をたくさん植える
ことで、市民の力で街を美しく彩るプロジェクトである。NPO支
援センターちばが運営協力するまちのクラブハウスで活動する市
民を中心に、大学と園芸会社などが協力して、①フラワータワー、
②プランターファームガーデン、③道のガーデン、④レイズドベッ
ド工房（写真5）、などの活動を展開している。
・ 管理する都市緑化から、参加する都市緑化へ
・ 花と緑の街づくりに能動的に関わることへの効能の検証
・ 花と緑のメンテナンス経費削減効果検証
などを目的として、柏の葉キャンパス駅前ならではのユニークな
都市緑化景観づくりや、花と緑を用いた環境ユニバーサルデザイ
ンの実現、果樹やハーブ、野菜等でつくる農的都市環境づくりの
活動を行っている。柏の葉エリア全体から柏田中地区など柏市全
体への活動の広がりや連携を目指している。

4　次年度の活動へ向けて
　ここで紹介した様々な取組は、今年度で終わるわけではなく、
今後も継続的に推進していく必要がある。
　今年度のエリアマネジメント部会は、千葉大学が幹事役として
とりまとめたこともあり、大学の活動を中心として展開するプロ
ジェクトが実践の軸となった。柏の葉国際キャンパスタウン実現
に向けては、大学が関わってエリアマネジメント活動を行うこと
は大前提であるものの、来年度以降は活動の主体を市民が中心と
なって担っていくための体制はどうあるべきか、検討していく必
要がある。
　特に、千葉県の支援事業に採択された二つの取組は、来年度以降、
千葉県からの資金援助無しでどのように継続させていくか早急に
検討を行う必要がある。

　新たな取り組みとしては、東京大学高齢社会総合研究機構が柏
市豊四季団地で実証研究を行う「超高齢者社会対応のまちづくり」
との連携などを視野に入れ、様々な主体と共に行う環境･健康・交
流・創造のまちづくりに向けたエリアマネジメントのあり方を、
実践プロジェクトを通じて検討していきたい。

柏の葉�ンフレット.indd   12-13 10.3.23   6:14:28 PM



14 柏の葉国際キャンパスタウン構想 15フォローアップ調査 2009【概要版】

1　目的
　つくばエクスプレス柏たなか駅周辺地域（柏北部東地区。以下、
柏たなか地区）では住民の代表である町会長、農協、TX、柏市、
土地区画整理事業施行者のUR都市機構に千葉大学と東京大学か
ら農学や建築・都市計画の専門家が加わり、柏北部東地区まちづ
くり検討協議会を設け、公民学連携で農あるまちづくりに取組ん
でいる。田園都市部会はこのまちづくり検討協議会と連携する形
で2008年度から活動を始めた。
柏たなか地区は利根川流域の水と緑、中世以来の農村集落の歴史、
遊水池や生産緑地の田園風景など、東京都心からわずか30分で豊
かな自然環境を享受できる貴重な場所である。東京大学・千葉大
学・東京理科大学・筑波大学が共同で行う大学院のまちづくり演
習でも、2008年度「新しい田園都市を構想する」、2009年度「新
しい田園都市をデザインする」というように、都市と自然の両立を
研究テーマにしてきた。
　柏の葉国際キャンパスタウン構想では第1目標に「環境と共生す
る田園都市づくり」を掲げ、緑地の保全や創出とともに、市民生活
を環境共生型に改めることを方針としている。第5目標の「キャン
パスリンクによる柏の葉スタイルの創出」では農や食を育む空間と

農業体験農園入園募集ポスター

農業体験農園のイメージ

農業体験農園への入園説明会

農業体験農園候補地の視察

風景をつくるためのガイドライン╱住宅地編
既存集落と調和する住宅のかたち・様式
塀や生垣、樹木の連なり

風景をつくるためのガイドライン╱農地編
公共性の高い農地のデザイン
営農がつくる風景

生活を方針としている。柏の葉キャンパスと柏たなか、両地区を
一体で捉えることで次世代型の環境都市づくりを進めるのが、当
部会の目的である。
　2008年度はまちづくり検討協議会を中心に農地の活用方法、
農を介した交流の場、土地区画整理事業が進む中での空間デザイ
ンの指針を検討した。2009年度はそれらを「農業体験農園」、「環
境コンビニステーション」、「景観ガイドブック」といった3本の具
体的なプロジェクトとし、実行主体として柏北部東地区農あるま
ちづくり実行委員会を設置した。まちづくり検討協議会を母体に
UDCKや民間企業が参加した公民学の体制である。これら年来の
地域活動が評価され、「公民学連携による都市農業と共存する田園
都市づくり」として平成21年度内閣府地方の元気再生事業に採択
され、プロジェクトが実際に動き出した（注：環境コンビニステー
ションは小さな公共空間の応用としてPLS展開部会で紹介する）。

2　農業体験農園
　農業体験農園とは、農地を区画貸しするだけの市民農園とは異な
り、指導や管理のサービスを受けて農業体験するシステムである。
農家が種・苗・農具・肥料などを準備し、野菜づくりの講習会を開き、
入園者は作付けから収穫まで一連の農作業を着実に体験できる。市

民がプロの指導の下で安全・安心そして美味しい野菜を自分の手で
作り、高い満足感が期待される。農家にとっても、生産緑地を活用
した新たな収入の確保を見込める。農家はプロの経験によるコツな
どを伝授し、初心者も手軽に参加できることにより、都市住民と農
家の間に交流が生まれる、双方にとって有用な仕組みといえる。入
園者が耕作を行うことにより、農家の作業負担は軽減され、生産緑
地の荒廃や農業担い手不足を地域で防ぐことができる。
　企画にあたっては東京都練馬区等の事例を参考に、経験者や専
門家にヒアリングするなど、慎重に検討した。初回の今年度は農
家2名が開園することになった。平成22年3月1日より、約40区
画、区画あたり約30㎡で運営を開始した。

3　景観ガイドブックの作成
　農あるまちづくりは、農業の継続とそれにふさわしい環境や景
観が保全されて、地域の魅力となる。柏たなか地区は利根川の河
岸段丘に古くから集落が形成されてきた。地区内の寺社とその周
辺の緑地は、地区の伝統的な景観である。古い民家の屋敷には防
風林が残っており、地区の緑の景観を形成している。利根川を望
む斜面緑地は視点場としても眺望対象としても価値が高い。
　こうした歴史と自然の風景を、まちづくりの中でどう保全

し、あるいは創出していくかが、当部会の大きなテーマである。
2008年度は柏北部東地区まちづくり検討協議会の中で地元との
意見交換に注力した。2009年度はその成果を景観ガイドブック
にまとめ、柏たなか地域独自の風景づくりに向けて、情報発信と
啓発・学習を図ることとした。
　住宅地編、農地編、沿道編、公共公益施設編の土地利用目的別
に考慮すべき目標や守るべき水準を定めた。住宅地編では、農家
特有の伝統的な木造建築を新築にも継承するよう、傾斜屋根や軒
の出など具体的な形態の指針を定めた。農地については日常的な
維持管理を基本に、道路沿いに花木や果樹で彩りを添えることを
提案した。沿道編は地区の骨格となる分散道路沿いの街並形成に
指針を与えたものである。商業施設や中層建物を建築する際、外
装の色彩や素材を和風の落ち着いたデザインにするよう提案して
いる。公共公益施設編は道路や公園の基盤整備等に関する指針で
ある。舗床はあくまで「地」と捉え、自然素材や落ち着いた色調を
用いることを提案している。また、土地区画整理事業で整備され
る調整池は護岸を緑化するなど多自然型とすることを提案した。
　いずれの指針も地区内で保全したい景観要素や他地域の先進事
例を図と写真で示し、住民や事業者がイメージを共有するよう配
慮した。次年度より運用を開始する予定である。 

6　田園都市部会　柏たなか農業体験農園と景観ガイドブック
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7　ＰＬＳ展開部会　小さな公共空間の市民利用と環境コンビニステーション

1　目的
　PLS（Public Life Space）は柏の葉イノベーション・デザイ
ン研究機構（東京大学、三井不動産、三協フロンテア、柏商工会議所）
が試作した小さな公共空間の実験施設である。平成19年度千葉県
国際学術研究拠点形成促進モデル事業に採択され、2007年度に
設置し試用した後、2008年度より市民利用を始めた。
　柏の葉国際キャンパスタウン構想では第8目標に「イノベーショ
ン・フィールド都市」を掲げ、実証実験の支援と実現プログラムの
提供を方針としている。また、第6目標の「エリアマネジメントの
実施」では公民学の連携で自立したマネジメントを方針としてお
り、UDCKも含め、新しい公共とその活動を受容するフットワー
クよい空間が求められている。ひとつの解が小さな公共空間であ
る。「小さな」に建設が容易な物理的手軽さと、利用や管理が市民
に委ねられる自由さが込められている。
　PLSには地元三協フロンテアのユニットハウスを使い、3棟を
UDCKの敷地内に建設した。「インフォボックス」は市民が運営す
る地域の案内所をイメージしている。「ブックサービス」は中古本
を集めた私設図書館。1階は居間のような開架、2階は書庫として
いる。「プロジェクトハウス」は短期滞在型のアトリエ兼ギャラリー

である。休憩室とユニットシャワーを備えている。いずれも私用
と公共の中間的な施設であり、Public Life Space（略称PLS）
と名付けた。
　2009年度はこのPLSの運用継続に加え、柏たなか駅周辺地域

（柏北部東地区）の農あるまちづくり（田園都市部会を参照のこと）
にも同じ考え方を適用し、柏北部東地区農あるまちづくり実行委
員会が情報発信交流拠点として「環境コンビニステーション」を設
置した。PLSの運用管理にあたっているUDCKがデザインに携わ
り、PLSと同じく三協フロンテアのユニットハウスを使った。

2　小さな公共空間の市民利用
　2009年度のPLSはプロジェクトハウスを中心に月単位で芸術
家や市民グループに貸出し、制作や交流活動に使った。
4月：柏市民活動フェスタ参加団体ポスター展（柏市民活動フェス
タ2009実行委員会）市内85団体のポスターを展示。
6月：柏の葉エコクラブ「X-ing　えこ×もの×わざ交差点」「物の
所有から共有」をテーマに物々交換を実施した。様々な手作りワー
クショップを開催した。
7月：桐原文子「イルカニンゲン展」藍の生葉染め体験ワークショッ
プとオブジェの展示を開催した。

8月：絵本のチカラプロジェクト「小さな小さな絵本図書館」絵本作
家を招いたトークショーや読み聞かせワークショップを開催した。
11月：波形理世「Flirting with COLOR」PLS3棟全てを梱包材
で包み込み、目と体で体感する展示を行い、フットペインティン
グなども開催した。
12月：キャンドルスタジオ花織工房「スイティー＆ホワイティー
クリスマス」クリスマスをモチーフとしたキャンドルのライトアッ
プ展示を開催した。
2月：東京大学・千葉大学・東京理科大学・筑波大学の都市環境
デザインスタジオ「新しい田園都市をデザインする」前年度に続き
TX柏たなか駅周辺地区の将来像を研究し提案した。図面や模型作
品の展示。

3　環境コンビニステーション
　農あるまちづくりの拠点施設として、柏たなか駅の高架下に計
7ユニットからなる2棟を設置した。
　5ユニットからなる主棟は多目的に使えるフリースペースに設
えている。農業体験農園や農あるまちづくりに関して情報発信す
るとともに、農業を通して地域内外の人々が交流する場所として
計画されている。また、景観ガイドブックについても展示や頒布

を行い、セミナーやワークショップを通して、農業を取り巻く環
境に対する理解を促し、まちづくりへの参加を誘導するなど、市
民活動の支援にも使いたい。
　エントランス前にはデッキの小広場を設け、室内外一体で、
ファーマーズマーケットや地産地消の食イベント、農業体験農園
と協力して野菜づくり講習会も考えている。棟内にはキッチン付
きスタジオを備え、農業体験農園で収穫した野菜を使った料理教
室や食と健康に関する講座、庭づくりやガーデニング教室などを
開催していく予定である。
　2ユニットの付属棟はオフィスに使う。施設の管理や交流のマ
ネジメントの事務機能とともに、更衣室や洗面・外流し等、農園
入園者の活動をサポートする機能を有する。さらに、レンタサイ
クルステーションとして、来街者や市民が地域の魅力発掘やイベ
ントに参加しやすい環境を整備し、環境に優しく健康的な移動手
段である自転車の利用促進を図る。
　外構の一部には農業体験農園の魅力をPRするために「駅前見本
菜園」を設け、ややもすると殺風景な鉄道高架下に彩りを添えたい。
環境コンビニステーション自体も開口部を大きくとった開放的な
造りであり、まちづくりが進行中の地域にとってショウケースの
役割を担っていくだろう。

小さな公共空間を利用した市民活動 活動のイメージ

PLS 小さな公共空間
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4.0m 5.0m 6.0m
計画幅員

■正連寺地区野馬土手区間の整備案
　地元の意向と現在の野馬土手及び両側道路を踏まえて、区画整
理の道路計画のあり方を検討する。提案の一つとして現行計画を
最終形としつつも、野馬土手の保全のあり方について時間をかけ
て検討し、両側区画道路の中心部から民地側の半分のみ整備する
など、暫定整備を実施することも考えられる。

全体平面図

標準平面図

標準断面図

野馬土手付近の現況

現況

整備案　　　　　　　　　

せせらぎの小径の整備区間

8　空間デザイン部会　緑園の道と緑園のまちづくり 

2　緑園の道
　「緑園の道」は、街路樹や民地の植裁による緑豊かな通りとし、
都市活動により賑わいが垣間見られる空間を目指す。
　道路管理者や交通管理者等との協議を踏まえ、道路断面をセミ
フラットタイプとし、また路肩部分の勾配や舗装材を工夫して、
歩行者を優先し自転車通行に配慮した道路設計とする。

1　目的
　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
市空間のデザイン」の「方針1　キャンパスのように緑溢れる自由
な都市空間を作る」、「方針3　緑の中に多様な活動が見える緑園
の道をつくる」を掲げている。20年度はこの構想で提案されてい
る重点施策のフォローアップ調査として、柏の葉キャンパス駅北
側地区において、正連寺の集落や調整池などを含む環境共生モデ
ル地区の形成が提案され、21年度はその具現化のために、緑園の
道の基本設計を行い、また駅北側街区に関しては「緑園のまちづく
り計画」の検討を行った。

3　緑園のまちづくり計画（案）
　駅北側地区においては、緑の回廊を形成する正連寺地区の歴史
と自然を生かした空間形成、多自然型調整池の整備など、地域の
緑資源を生かしたまちづくりを進める。そのため、緑の拠点づく
りや、緑園の道パートⅡ（新たな緑園の道）など、市の緑園都市構
想に沿って、緑の回廊、緑の拠点、緑の道を「緑園のまちづくり」
の骨格として位置づける。
●緑の拠点づくり
　・正連寺地区の屋敷林等の保全
　・神社の杜の保全
　・緑豊かで親水性の高い調整池の整備
　・歩道状空地の確保
●緑園の道（新たな緑園の道）
　・安心安全なコミュニティ道路の整備
　・緑豊かな散策路の整備
　・野馬土手の保全・活用

4　展望
　緑園のまちづくり計画案の実現のためには、地元や関係機関と
の調整が必要であり、今後も協議調整を継続的に実施し、計画提
案の実現化を図るものとする。

■環境モデル拠点（2号調整池外周）の整備案
　「健康」のまち実現のための調整池外周散策路の整備や調整池の
野鳥観察やアダプト制度活用による管理、一部民間負担によるモ
デル整備など、公民連携の整備の提案である。

■せせらぎの小径の整備案
　道路と一体的な計画とし、緑豊かなせせらぎの小径となるよう、
自然植生を活かした水路の確保や舗装整備等の提案である。

暫定整備案

せせらぎの小径
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1　目的
　柏の葉キャンパス駅周辺地区では、大学、病院、県施設、公園、
球技場、商業施設、住居施設、交通機関など施設整備が進んでき
ているが、各施設が提供しているサービスやイベント、これら施
設へのアクセス方法などについて、地域住民や来街者に対する情
報提供が十分とはいえない状況にある。
　そこで、総務省の「地域ICT利活用モデル構築事業」を活用して、
これらの課題の解決を目指すものである。

2　総務省地域ICT利活用モデル構築事業

　利活用モデル構築事業とは、地域が抱える課題を情報通信技術
（ICT）を使って解決する先進的なモデルを形成するための事業で
ある。総務省から自治体など地域に委託し、システム開発や実証
実験を行なう。その成果やノウハウを全国的に応用し普及するこ
とで、日本全体のユビキタスネットワークを実現しようとする取

り組みである。
　平成21年度、柏市はこの一環として「位置情報基盤を活用した
ユビキタスモビリティシステム」の実証実験を実施した。つくばエ
クスプレス沿線でまちづくりが進む柏の葉地域を対象に『柏の葉地
域情報ナビ』を立ち上げ、3つのサービスを提供することで、住民
や外国人を含む来街者に対して、地域の施設情報・イベント情報
や交通の案内、移動手段などの利便性を図ったものである。

（1） 地域ポータルサイト

　パソコンや携帯電話、駅前に設置するキオスク端末などを通じ、
地域情報を一元的に提供します。個人やNPOなどが開催する地域
イベント情報も発信可能とし、また日本語・英語・中国語・韓国
語の4カ国語に対応する。
URL：http：／／ www．kashiwanoha−navi．jp ／

（2） 経路検索・予約システム

　GPS携帯電話を活用して、利用者の現在地を識別。柏の葉地域
における鉄道、公共バス、オンデマンド交通（利用者地域限定）、
スマートサイクル、タクシー、徒歩といった複数の交通手段を組
み合わせ、現在地から目的地までの最適な経路を検索表示する。
オンデマンド交通やスマートサイクルはWEB上で予約手配も可能
である。
　また、ICタグによる場所特定装置を活用して、利用者の詳細な

現在位置と属性を自動識別。オンデマンド交通予約の簡便化や利
用者の嗜好・場所に応じた最適な地域情報（ショッピング情報やイ
ベント情報など）の携帯電話配信を可能とする。

（3） スマートサイクル　
　地域内に複数設置したレンタサイクル駐輪場で、自由に貸出・
返却が可能なコミュニティサイクル。利用者は交通系ICカード（ス
イカ、パスモ）、IC機能付き携帯電話などのICカードを読取機に
タッチするだけで貸出・返却が完了する。駐輪場を無人化するこ
とで、運営負担が軽減される。利用者には、地域の買い物などで
使える「街エコポイント」を利用回数に応じて付与する。

3　今後の展開
　今回の実証実験を通じて、有効性が確認されたシステムについ
ては、引き続き市民の皆様の協力や民間の活力により、継続する
考えである。
※ユビキタス（ubiquitous）とは、情報通信技術が生活の隅々に融
けこむことによって、あらゆる人や物が結びつくという基盤性に
着目した理念。

『柏の葉地域情報ナビ』 実証実験
〜位置情報基盤を活用したユビキタスモビリティシステム〜
実証期間：平成22年2月15日（月）〜 3月12日（金）
主催：柏市、位置情報基盤を活用したユビキタスモビリティ
　　　システム実行委員会

図　「地域ICT 利活動モデル構築事業」について（出典：総務省）

図　『柏の葉地域情報ナビ』 実証実験　案内チラシ

写真　UDCKに設置されたスマートサ
イクル

写真　柏の葉キャンパス駅に設置され
たキオスク端末

図　「柏の葉地域情報ナビ」の画面　パソコン、携帯電話からアクセス可能

図　「柏の葉地域情報ナビ」の経路探索画面

9　地域ICT部会　位置情報基盤を活用したユビキタスモビリティシステムの構築

料金／ポイント　50円／ 1時間（登録無料、初回登録時に
300円分のポイントをプレゼント）
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図２ UDCKと国際キャンパスタウン構想のネットワーク 
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1　目的
　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、様々に活動を展開し、3年
目を迎えた。当部会は昨年度から引き続き、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。また、他のまちづくり組織との比較研究や技術交流
を目的に、『アーバンデザインセンター会議』（2009.9.7）を開催
した。

2　UDCKの評価と展望

1）UDCKの活動

　これまで3年半のUDCKの活動を整理すると、8つに類型化で
きる（表1）。互いに関連し専門を共有する活動を括ると4つの方
向が見いだされる（図1）。それぞれの主体は市民、大学、自治体、
企業である。市民は広義に捉え、住民と来街者と事業者を含む。
大学は東京大学と千葉大学で、中央政府の学術政策とも関連が深
い。自治体は柏市と千葉県。前者は総合的な関わり、後者は主に
区画整理に関係する。UDCKが引き続き担うべきなのは、住民支
援や企業交流、実証実験や計画監理など、既定の業務や研究をつ
なぐ中間的機能である。
　UDCKの核的ミッションは今後も国際キャンパスタウン構想で
ある。3年半で調査、策定、実行と成果を生み出すことに重点を

置いてきた。とくに社会実験やフォーラムで可視化した点は高評
価に値する。今後は実際の空間計画や社会運営の仕組みに反映さ
せ、地域が持続的に担う道筋を立てることが重要である。実践を
継続するかたわら、構想の検証や点検などフィードバック作業も
定期的に行ないたい。
　もうひとつの核的ミッションは情報発信である。これまでも年
報やスタジオブックなど印刷媒体は充実している。今後さらに活
動の範囲が広がり、かつ専門的な取組みが増えれば増えるほど、
伝達が重要になってくる。現在の情報発信は一部のスタッフの特
殊技術に依存しているが、組織的な情報デザインの方法を早期に
整備する必要がある。

2）UDCKの組織

　UDCKの組織は、地域に直接関係する7つの構成団体が中心に
あり、活動に応じて専門的な協力団体が支援する体制である（図
2）。現場のスタッフは専任の副センター長1名及びディレクター
2名を中心に、構成団体と協力団体の担当者が協力する。この柔
軟で開いた体制を維持しながら、実績に見合う公的な位置づけが
ほしい。たとえば自治体公社のまちづくりセンターは、地域組織
を条例で認証し支援する制度をもつ。大都市のエリアマネジメン
ト組織は法人格の例が多い。
　開いた体制とはいえ、まちづくりの進捗に応じて求められる専
門性は変わる。スタッフの人選や協力団体の入会脱会は合理的に
判断したい。その一方で、プロジェクト単位の協力者や異動した
スタッフや担当者もいる。柏の葉地域に一定期間深く関与した人
材をアドバイザーやフェローとしてUDCKのネットワークに入れ
ておくのは有益である。

3　アーバンデザインセンター会議

1） 背景と目的

　柏の葉地域では国際キャンパスタウン構想とUDCKを通して連
携型の地域運営に取組んでいる。これが全国または世界でどんな
位相があるか、実践者を招いて『アーバンデザインセンター会議』
を開催した。平成21年度国土交通省「住まい・まちづくり担い手
事業」に採択されてUDCKが主催した。
　米国には大学基盤のデザインセンターや事業機能を有する再開
発会社やBID組織がある。EURO都市には中心市街地やブラウン
フィールドに情報センターがある。我が国の自治体公社には「まち
づくりセンター」を設ける例が多い。このように従来型の行政機関
や市民団体とは異なる新しい「まちづくり組織」が地域に果たす役
割が益々大きくなっている。①住民・企業・行政などが連携して
いる、②地域に拠点を置いている、③専門家が客観的立場で関与
している、以上3点を備える組織を「アーバンデザインセンター」
と仮定した。

2） 内容

① 参加団体
　民設公営の地域密着型大学が主導する事例として東北公益文科
大学公益総合研究所、自治体の外郭団体に位置づけられる事例と
して練馬区都市整備公社練馬まちづくりセンター、民間企業が推
進する事例として福岡天神地区、自治体が住区単位で運営する事
例として札幌市まちづくりセンターの4団体を招いた。そして当

活動団体の柏の葉アーバンデザインセンター（以下、UDCK）と
姉妹組織である田村地域デザインセンター（以下、UDCT）を、
市民（企業、住民）、行政、大学がフラットに連携する事例として
加えた。
② アーバンデザインセンター会議
　会議は2009年9月7日午後、柏の葉アーバンデザインセンター
にて一般公開で実施した。開会挨拶は本多晃柏市長（当時）が行な
い、UDCKセンター長の北沢猛東京大学大学院教授（当時）が会議
の趣旨を説明、UDCKの諸活動も概説した。
　基調講演にはアジアから研究者と実務家を招いた。韓国ソウル
の中央大学建築学科李政炯教授からは、ソウルの最新都市開発に
ついて紹介された。台湾台北市都市更新処長（都市再開発局長）の
林崇傑氏からは、台北の市街地整備が歴史的建築物の保全活用に
力を入れていることが報告された。
　4つの参加団体の報告後、パネルディスカッションを行なった。
ハードの実現がソフトを持続させる、地域の将来像はわかりやす
い言葉と絵で示すべきなど実践者らしい具体的な意見が出た。会
議の成果は冊子にまとめ頒布した。
③ アーバンデザインセンター・ウェブの開設
　ホームページを開設し、会議の成果を公開した。会議の掲示物
や冊子を再編集して、参加団体の紹介を中心に関連する活動を載
せた。他のまちづくり組織のウェブにリンクを張りつけ、ネット
ワークの構築を図りつつある。海外にも情報発信するよう、和文
英文併記とした。
http://web.me.com/shingo.sekiya/Urban_Design_Center_
Web/UDC_Forum.html 
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表１　UDCKの活動

図２ UDCKと国際キャンパスタウン構想のネットワーク 図1　UDCKの方向性 図　アーバンデザインセンター会議　広報用チラシ

図　参加者比率（関係者以外109名）

図　頒布冊子（表紙）

写真　会場のパネル展示

図　アーバンデザインセンター・ウェブ 写真　会場の様子

10　地域大学連携部会　UDCKの評価及び展望とアーバンデザインセンター会議の開催
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