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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 2010【概要版】
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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
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の
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開

研究・交流

town

タウン

campus towntowntowncampuscampuscampus
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

　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。

■ 検討経過

■ 検討体制

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

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

2010年度
フォローアップ調査

6部会での検討（2010年度）

①地域教育部会　　②田園都市部会
③モビリティ部会　④空間デザイン部会
⑤エリアマネジメント部会
⑥UDCK将来部会

○緑の基本計画改定（H21.6）
○柏市地球温暖化対策計画（H20.3）
○柏版CASBEEの導入準備・案への展開
○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（H20.8）
○柏の葉街エコ推進協議会設立（H21.12）
○柏の葉エコ・デザインツアー（H21～）
○柏の葉コミュニティグリッド研究〈環境都市部会〉（H21～）

○フューチャーデザインセンターFDC設立（H21.7）
○TXアントレプレナーパートナーズTEP設立（H21.11）
○柏の葉イノベーション・デザイン研究機構によるPLSの設置
（H20.3）
○五感の学校（H18～）

○新設小学校の提案型コンペ・小学校計画の検討〈地域教育部会〉
○千葉大学のカレッジリンク・プログラム（H21～）
○UDCKまちづくりスクール（H19～）
○都市環境デザインスタジオ（H18～）
○ピノキオプロジェクト（H19～）

○柏市総合交通計画の策定（H22.3）
○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
○内閣府：柏市を「ITS実証実験モデル都市」に選定、柏ITS推進協議
会設立（H22.2）、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〉

○ケミレスタウンプロジェクト（H17～）
○予防医学プロジェクト、かしわ健康サポート倶楽部（H21.1～）
○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
の国際シンポジウム」〈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〉
○環境コンビニステーションの設置〈PLS展開部会〉

○千葉大学カレッジリンクプログラム（H21～）
○エコアクションポイント事業によるCO2の見える化
○お花見ピクニック月間（H19～）
○マルシェコロール（H20.5～）
○ふるさと田中みこしまつり（H19～）
○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
○かしはなプロジェクト（レイズドベッド）〈エリアマネジメント部会〉
○まちのクラブ活動（H20.8～）
○国際キャンパスタウン構想の進行管理（H20～）

○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
○景観重点地区の指定・拡大（H21.4）
○「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〉
○UDCKの評価と将来検討、UDC会議、UDC研究〈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交流会」

○東京大学フューチャーセンターの企画検討
○小さな公共空間PLSの実験（H20.3～）
○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

○緑化基準の強化、カシニワ制度の創設
○自然環境フォーラム
○柏市低炭素まちづくり指針
○CASBEE柏の構築、建築物環境配慮制度条例化、運用開始
○147・148街区エコまちづくり事業
○未来の住まいフォーラム
○UDCK新設（環境配慮型建築）

○FDC　スマートシティ企画会社
○TEP○PLS移設・運用
○五感の学校

○東大フューチャーデザインセンターFCの検討
○インターナショナル・ロッジ供用開始
○都市環境デザインスタジオ、建築環境デザインスタジオ
○新設小学校のプログラム連携検討〈地域教育部会〉
○カレッジリンクプログラム、まちづくりスクール、ピノキオプロ
ジェクト、KSEL〈地域教育部会〉

○ITS推進協議会〈モビリティ部会〉
○スマートサイクルの長期実験〈モビリティ部会〉
○セグウェイクラブ、シェアリングシステム検討〈モビリティ部会〉

○ケミレスタウンプロジェクト、予防医学プロジェクト　継続
○柏たなか農あるまちづくり、農業体験農園の運用、環境コンビ
ニステーションの運用〈田園都市部会〉

○かしわフードショー、かしわサラダ〈田園都市部会〉

○カルネット、里桜、かしはな〈エリアマネジメント部会〉
○駅前清掃活動、駅前まちづくり協議会設立準備〈エリアマネジ
メント部会〉

○エコアクションポイント事業によるCO2の見える化
○お花見ピクニック月間
○マルシェコロール
○ふるさと田中みこしまつり
○まちのクラブ活動
○こんぶくろ自然博物公園（NPO設立・参加の仕組）
○国際キャンパスタウン構想の進行管理

○147・148街区アーバンデザイン委員会
○緑園の道、正連寺野間土手の道、2号調整池、1号調整池、2号
近隣公園、せせらぎの道〈空間デザイン部会〉

○戸建て住宅街区の検討〈空間デザイン部会〉
○景観マネジメント〈空間デザイン部会〉
○自然環境フォーラム〈空間デザイン部会〉
○UDCKの今後の体制・機能検討〈UDCK将来部会〉

○東京大学フューチャーセンターの検討
○PLS展開、スマートサイクル長期実験開始、公衆電源プロジェ
クト開始

○モバイル空間統計による都市解析研究
○東大I2TA連携プロジェクト「未来の住まいフォーラム」
○各種フォーラム開催（住まい・食・自然環境）

理念 目標 方針 2008・2009年度フォローアップ実績 2010年度フォローアップ（関連動向と部会）

　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。

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

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

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
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研究・交流

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

　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。

■ 検討経過

■ 検討体制

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

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

2010年度
フォローアップ調査

6部会での検討（2010年度）

①地域教育部会　　②田園都市部会
③モビリティ部会　④空間デザイン部会
⑤エリアマネジメント部会
⑥UDCK将来部会

○緑の基本計画改定（H21.6）
○柏市地球温暖化対策計画（H20.3）
○柏版CASBEEの導入準備・案への展開
○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（H20.8）
○柏の葉街エコ推進協議会設立（H21.12）
○柏の葉エコ・デザインツアー（H21～）
○柏の葉コミュニティグリッド研究〈環境都市部会〉（H21～）

○フューチャーデザインセンターFDC設立（H21.7）
○TXアントレプレナーパートナーズTEP設立（H21.11）
○柏の葉イノベーション・デザイン研究機構によるPLSの設置
（H20.3）
○五感の学校（H18～）

○新設小学校の提案型コンペ・小学校計画の検討〈地域教育部会〉
○千葉大学のカレッジリンク・プログラム（H21～）
○UDCKまちづくりスクール（H19～）
○都市環境デザインスタジオ（H18～）
○ピノキオプロジェクト（H19～）

○柏市総合交通計画の策定（H22.3）
○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
○内閣府：柏市を「ITS実証実験モデル都市」に選定、柏ITS推進協議
会設立（H22.2）、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〉

○ケミレスタウンプロジェクト（H17～）
○予防医学プロジェクト、かしわ健康サポート倶楽部（H21.1～）
○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
の国際シンポジウム」〈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〉
○環境コンビニステーションの設置〈PLS展開部会〉

○千葉大学カレッジリンクプログラム（H21～）
○エコアクションポイント事業によるCO2の見える化
○お花見ピクニック月間（H19～）
○マルシェコロール（H20.5～）
○ふるさと田中みこしまつり（H19～）
○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
○かしはなプロジェクト（レイズドベッド）〈エリアマネジメント部会〉
○まちのクラブ活動（H20.8～）
○国際キャンパスタウン構想の進行管理（H20～）

○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
○景観重点地区の指定・拡大（H21.4）
○「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〉
○UDCKの評価と将来検討、UDC会議、UDC研究〈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交流会」

○東京大学フューチャーセンターの企画検討
○小さな公共空間PLSの実験（H20.3～）
○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

○緑化基準の強化、カシニワ制度の創設
○自然環境フォーラム
○柏市低炭素まちづくり指針
○CASBEE柏の構築、建築物環境配慮制度条例化、運用開始
○147・148街区エコまちづくり事業
○未来の住まいフォーラム
○UDCK新設（環境配慮型建築）

○FDC　スマートシティ企画会社
○TEP○PLS移設・運用
○五感の学校

○東大フューチャーデザインセンターFCの検討
○インターナショナル・ロッジ供用開始
○都市環境デザインスタジオ、建築環境デザインスタジオ
○新設小学校のプログラム連携検討〈地域教育部会〉
○カレッジリンクプログラム、まちづくりスクール、ピノキオプロ
ジェクト、KSEL〈地域教育部会〉

○ITS推進協議会〈モビリティ部会〉
○スマートサイクルの長期実験〈モビリティ部会〉
○セグウェイクラブ、シェアリングシステム検討〈モビリティ部会〉

○ケミレスタウンプロジェクト、予防医学プロジェクト　継続
○柏たなか農あるまちづくり、農業体験農園の運用、環境コンビ
ニステーションの運用〈田園都市部会〉

○かしわフードショー、かしわサラダ〈田園都市部会〉

○カルネット、里桜、かしはな〈エリアマネジメント部会〉
○駅前清掃活動、駅前まちづくり協議会設立準備〈エリアマネジ
メント部会〉

○エコアクションポイント事業によるCO2の見える化
○お花見ピクニック月間
○マルシェコロール
○ふるさと田中みこしまつり
○まちのクラブ活動
○こんぶくろ自然博物公園（NPO設立・参加の仕組）
○国際キャンパスタウン構想の進行管理

○147・148街区アーバンデザイン委員会
○緑園の道、正連寺野間土手の道、2号調整池、1号調整池、2号
近隣公園、せせらぎの道〈空間デザイン部会〉

○戸建て住宅街区の検討〈空間デザイン部会〉
○景観マネジメント〈空間デザイン部会〉
○自然環境フォーラム〈空間デザイン部会〉
○UDCKの今後の体制・機能検討〈UDCK将来部会〉

○東京大学フューチャーセンターの検討
○PLS展開、スマートサイクル長期実験開始、公衆電源プロジェ
クト開始

○モバイル空間統計による都市解析研究
○東大I2TA連携プロジェクト「未来の住まいフォーラム」
○各種フォーラム開催（住まい・食・自然環境）

理念 目標 方針 2008・2009年度フォローアップ実績 2010年度フォローアップ（関連動向と部会）

　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。

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

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

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
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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

　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。

■ 検討経過

■ 検討体制

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

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

2010年度
フォローアップ調査

6部会での検討（2010年度）

①地域教育部会　　②田園都市部会
③モビリティ部会　④空間デザイン部会
⑤エリアマネジメント部会
⑥UDCK将来部会

○緑の基本計画改定（H21.6）
○柏市地球温暖化対策計画（H20.3）
○柏版CASBEEの導入準備・案への展開
○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（H20.8）
○柏の葉街エコ推進協議会設立（H21.12）
○柏の葉エコ・デザインツアー（H21～）
○柏の葉コミュニティグリッド研究〈環境都市部会〉（H21～）

○フューチャーデザインセンターFDC設立（H21.7）
○TXアントレプレナーパートナーズTEP設立（H21.11）
○柏の葉イノベーション・デザイン研究機構によるPLSの設置
（H20.3）
○五感の学校（H18～）

○新設小学校の提案型コンペ・小学校計画の検討〈地域教育部会〉
○千葉大学のカレッジリンク・プログラム（H21～）
○UDCKまちづくりスクール（H19～）
○都市環境デザインスタジオ（H18～）
○ピノキオプロジェクト（H19～）

○柏市総合交通計画の策定（H22.3）
○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
○内閣府：柏市を「ITS実証実験モデル都市」に選定、柏ITS推進協議
会設立（H22.2）、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〉

○ケミレスタウンプロジェクト（H17～）
○予防医学プロジェクト、かしわ健康サポート倶楽部（H21.1～）
○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
の国際シンポジウム」〈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〉
○環境コンビニステーションの設置〈PLS展開部会〉

○千葉大学カレッジリンクプログラム（H21～）
○エコアクションポイント事業によるCO2の見える化
○お花見ピクニック月間（H19～）
○マルシェコロール（H20.5～）
○ふるさと田中みこしまつり（H19～）
○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
○かしはなプロジェクト（レイズドベッド）〈エリアマネジメント部会〉
○まちのクラブ活動（H20.8～）
○国際キャンパスタウン構想の進行管理（H20～）

○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
○景観重点地区の指定・拡大（H21.4）
○「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〉
○UDCKの評価と将来検討、UDC会議、UDC研究〈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交流会」

○東京大学フューチャーセンターの企画検討
○小さな公共空間PLSの実験（H20.3～）
○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

○緑化基準の強化、カシニワ制度の創設
○自然環境フォーラム
○柏市低炭素まちづくり指針
○CASBEE柏の構築、建築物環境配慮制度条例化、運用開始
○147・148街区エコまちづくり事業
○未来の住まいフォーラム
○UDCK新設（環境配慮型建築）

○FDC　スマートシティ企画会社
○TEP○PLS移設・運用
○五感の学校

○東大フューチャーデザインセンターFCの検討
○インターナショナル・ロッジ供用開始
○都市環境デザインスタジオ、建築環境デザインスタジオ
○新設小学校のプログラム連携検討〈地域教育部会〉
○カレッジリンクプログラム、まちづくりスクール、ピノキオプロ
ジェクト、KSEL〈地域教育部会〉

○ITS推進協議会〈モビリティ部会〉
○スマートサイクルの長期実験〈モビリティ部会〉
○セグウェイクラブ、シェアリングシステム検討〈モビリティ部会〉

○ケミレスタウンプロジェクト、予防医学プロジェクト　継続
○柏たなか農あるまちづくり、農業体験農園の運用、環境コンビ
ニステーションの運用〈田園都市部会〉

○かしわフードショー、かしわサラダ〈田園都市部会〉

○カルネット、里桜、かしはな〈エリアマネジメント部会〉
○駅前清掃活動、駅前まちづくり協議会設立準備〈エリアマネジ
メント部会〉

○エコアクションポイント事業によるCO2の見える化
○お花見ピクニック月間
○マルシェコロール
○ふるさと田中みこしまつり
○まちのクラブ活動
○こんぶくろ自然博物公園（NPO設立・参加の仕組）
○国際キャンパスタウン構想の進行管理

○147・148街区アーバンデザイン委員会
○緑園の道、正連寺野間土手の道、2号調整池、1号調整池、2号
近隣公園、せせらぎの道〈空間デザイン部会〉

○戸建て住宅街区の検討〈空間デザイン部会〉
○景観マネジメント〈空間デザイン部会〉
○自然環境フォーラム〈空間デザイン部会〉
○UDCKの今後の体制・機能検討〈UDCK将来部会〉

○東京大学フューチャーセンターの検討
○PLS展開、スマートサイクル長期実験開始、公衆電源プロジェ
クト開始

○モバイル空間統計による都市解析研究
○東大I2TA連携プロジェクト「未来の住まいフォーラム」
○各種フォーラム開催（住まい・食・自然環境）

理念 目標 方針 2008・2009年度フォローアップ実績 2010年度フォローアップ（関連動向と部会）

　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。

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

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

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
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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

　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。

■ 検討経過

■ 検討体制

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

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

2010年度
フォローアップ調査

6部会での検討（2010年度）

①地域教育部会　　②田園都市部会
③モビリティ部会　④空間デザイン部会
⑤エリアマネジメント部会
⑥UDCK将来部会

○緑の基本計画改定（H21.6）
○柏市地球温暖化対策計画（H20.3）
○柏版CASBEEの導入準備・案への展開
○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（H20.8）
○柏の葉街エコ推進協議会設立（H21.12）
○柏の葉エコ・デザインツアー（H21～）
○柏の葉コミュニティグリッド研究〈環境都市部会〉（H21～）

○フューチャーデザインセンターFDC設立（H21.7）
○TXアントレプレナーパートナーズTEP設立（H21.11）
○柏の葉イノベーション・デザイン研究機構によるPLSの設置
（H20.3）
○五感の学校（H18～）

○新設小学校の提案型コンペ・小学校計画の検討〈地域教育部会〉
○千葉大学のカレッジリンク・プログラム（H21～）
○UDCKまちづくりスクール（H19～）
○都市環境デザインスタジオ（H18～）
○ピノキオプロジェクト（H19～）

○柏市総合交通計画の策定（H22.3）
○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
○内閣府：柏市を「ITS実証実験モデル都市」に選定、柏ITS推進協議
会設立（H22.2）、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〉

○ケミレスタウンプロジェクト（H17～）
○予防医学プロジェクト、かしわ健康サポート倶楽部（H21.1～）
○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
の国際シンポジウム」〈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〉
○環境コンビニステーションの設置〈PLS展開部会〉

○千葉大学カレッジリンクプログラム（H21～）
○エコアクションポイント事業によるCO2の見える化
○お花見ピクニック月間（H19～）
○マルシェコロール（H20.5～）
○ふるさと田中みこしまつり（H19～）
○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
○かしはなプロジェクト（レイズドベッド）〈エリアマネジメント部会〉
○まちのクラブ活動（H20.8～）
○国際キャンパスタウン構想の進行管理（H20～）

○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
○景観重点地区の指定・拡大（H21.4）
○「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〉
○UDCKの評価と将来検討、UDC会議、UDC研究〈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交流会」

○東京大学フューチャーセンターの企画検討
○小さな公共空間PLSの実験（H20.3～）
○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

○緑化基準の強化、カシニワ制度の創設
○自然環境フォーラム
○柏市低炭素まちづくり指針
○CASBEE柏の構築、建築物環境配慮制度条例化、運用開始
○147・148街区エコまちづくり事業
○未来の住まいフォーラム
○UDCK新設（環境配慮型建築）

○FDC　スマートシティ企画会社
○TEP○PLS移設・運用
○五感の学校

○東大フューチャーデザインセンターFCの検討
○インターナショナル・ロッジ供用開始
○都市環境デザインスタジオ、建築環境デザインスタジオ
○新設小学校のプログラム連携検討〈地域教育部会〉
○カレッジリンクプログラム、まちづくりスクール、ピノキオプロ
ジェクト、KSEL〈地域教育部会〉

○ITS推進協議会〈モビリティ部会〉
○スマートサイクルの長期実験〈モビリティ部会〉
○セグウェイクラブ、シェアリングシステム検討〈モビリティ部会〉

○ケミレスタウンプロジェクト、予防医学プロジェクト　継続
○柏たなか農あるまちづくり、農業体験農園の運用、環境コンビ
ニステーションの運用〈田園都市部会〉

○かしわフードショー、かしわサラダ〈田園都市部会〉

○カルネット、里桜、かしはな〈エリアマネジメント部会〉
○駅前清掃活動、駅前まちづくり協議会設立準備〈エリアマネジ
メント部会〉

○エコアクションポイント事業によるCO2の見える化
○お花見ピクニック月間
○マルシェコロール
○ふるさと田中みこしまつり
○まちのクラブ活動
○こんぶくろ自然博物公園（NPO設立・参加の仕組）
○国際キャンパスタウン構想の進行管理

○147・148街区アーバンデザイン委員会
○緑園の道、正連寺野間土手の道、2号調整池、1号調整池、2号
近隣公園、せせらぎの道〈空間デザイン部会〉

○戸建て住宅街区の検討〈空間デザイン部会〉
○景観マネジメント〈空間デザイン部会〉
○自然環境フォーラム〈空間デザイン部会〉
○UDCKの今後の体制・機能検討〈UDCK将来部会〉

○東京大学フューチャーセンターの検討
○PLS展開、スマートサイクル長期実験開始、公衆電源プロジェ
クト開始

○モバイル空間統計による都市解析研究
○東大I2TA連携プロジェクト「未来の住まいフォーラム」
○各種フォーラム開催（住まい・食・自然環境）

理念 目標 方針 2008・2009年度フォローアップ実績 2010年度フォローアップ（関連動向と部会）

　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。

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

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

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
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全体像

21

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っ
た７つの専門部会で、2009年度はUR都市機構、三井不動産株式
会社が新たに加わった10の専門部会で検討、実験、初期的事業を
行った。2010年度は6の専門部会による検討、実験、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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対象区域の案内図
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対象区域の案内図

1　実施設計の完了と建設工事着工

（1）実施設計の完了と建設工事着工

　新設小学校については、「子ども達・地域・地球にやさしい小学
校」の基本コンセプトに基づき、柏の葉国際キャンパスタウン構想
に則した新しい学校を目指している。基本設計に際しては、平成
21年にUDCKと意見交換を2度行い、実施設計に際し、景観につ
いては「柏市景観アドバイザー会議」での協議を経て最終決定した。
◆主な特徴
・緑園の道沿いを敷地セットバックや沿道植栽、交差点部に情報

発信掲示エリアを設け、街づくりに配慮。
・大規模な太陽光発電や屋上緑化、壁面緑化を含む緑化計画など

を行い、CO2削減を実現。
・今後整備予定の隣接する中学校と共用のプールと給食室を整備

するとともに連携教育を行う。
◆開校までの工事予定
・建設工事：平成23年1月〜平成24年2月末
・開校：平成24年4月

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　地域教育部会　新設小学校と地域学習・地域連携の継続展開

2　新設小学校とUDCK、地域との連携
　柏の葉における地域連携型の教育プログラムとして、カレッジ
リンクプログラム、まちづくりスクール、ピノキオプロジェクト
等の活動を継続しているほか、今年度は東京大学の学生が中心と
なった柏の葉サイエンスエデュケーションラボ（KSEL）が発足し、
小学生や市民向けの科学プログラムを展開している。
　これらの各プログラムの目的や対象等を整理しながら、プログ
ラム間の連携や新設小学校の教育や地域との連携について、柏市
教育委員会も含めて、UDCK関係者の間で意見交換を実施した。
主な意見は下記のとおり。
◆UDCKの各教育プログラムとの連携
・UDCKで展開されている各教育関係プログラムについては、新

設小学校との連携、実施だけではなく、周辺地域や市内の小中
学校へも広げていくことも検討する。

・既存の教育プログラムの提示に加え、小学校の特徴や実際に必
要としているニーズを把握して連携していく必要がある。

◆新設小学校の管理と近隣公園の管理
・公園と小学校内の緑について、一体的に管理していくことが望

ましいが、一元的に業務委託することは手続上難しいところが
ある。

・学校管理は配分された予算内で各学校に任されているが、地域
のボランティアによる管理が行われているところなどもある。
学校や隣接地を含めた管理についてはそれぞれの事情等を踏ま
えた管理の仕組みを考えていかなければならない。

新設小学校鳥瞰図

まちづくりスクール ピノキオプロジェクト 2010

サイエンスカフェ
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地域食材
・

食文化
・

食習慣

市民体験促進

食をテーマとしたまちづくりイメージ

地域の食文化への興味

地域の食文化の発展

地域の食文化の発展には、市民と食文化をつなぐ「触媒」が重要

その結果、地域の個性・差別力が高まり、地域外からの注目・集客につながる

地域に定着させ、ムーブメントに育てていくためにも継続と連携が重要

利用促進

食文化の触媒
…………

農作物直売所
食品スーパー
レストラン

朝市
料理教室

催事イベント

1　目的
　田園都市部会では、柏の葉国際キャンパスタウン構想における
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』の実現に向けて、様々な取り組
みを行っている。つくばエクスプレス沿線開発に伴い、都市化が
進むなかで、都市的魅力と自然的魅力の両面が享受できるこの柏
北部地域において、都市と農との共存を図り、緑の創出・保全、
都市型農業の推進、農と食を育む空間形成、地産地消の取り組み
を実践しているところである。
　つくばエクスプレス「柏たなか駅」周辺地域では、多くの農地や
伝統的な農家住宅の集落等の風景・環境を活かし、「健康と安らぎ
のまち・柏たなか〜“農”との交流で創る、健康で安らぎのある暮
らし〜」をテーマに掲げ、公民学連携による「農あるまちづくり」を
推進している。2009年には千葉大学、東京大学、柏市、柏市都
市振興公社、JAいちかわ田中経済センター、首都圏新都市鉄道㈱、
㈱USP都市空間研究所、田中地域ふるさと協議会、㈱新都市ライ
フ、UR都市機構、環境コンビニステーションによる「農あるまち
づくり実行委員会」を立ち上げ、①農業体験農園の開設・実施、②
環境コンビニステーションの設置・運営、③農ある景観形成の推
進を行った。2010年では、3つの具体的なプロジェクトに加え、
地域住民の交流をテーマに、環境コンビニステーションを活用し
た“農”に関連する市民講座、朝市を実施した。
　柏の葉地域を拠点に公・民・学連携による街づくりを進める「柏
の葉アーバンデザインセンター（UDCK）」では、柏市、千葉大学
環境健康フィールド科学センターとともに、農業が盛んな柏市の
農産物を一堂に集め、生産者や料理人などによる食材選びやレシ

ピの紹介、調理実演、試食会などを行うイベント「かしわフード
ショー 2010」を開催。また、柏市が全国でもトップクラスの生
産量を誇る「かぶ」「ねぎ」「ほうれんそう」を使ったおいしい食べ方、
新しい食べ方を提案するレシピコンテストを実施。
　ここでは、柏たなか駅周辺で進めている「農あるまちづくり」の
取り組みを紹介するとともに、柏の葉キャンパス駅周辺で行われ
た「かしわフードショー 2010」及び「かしわサラダレシピコンテ
スト」について紹介させていただく。

2　柏たなか駅周辺「農あるまちづくり」
　柏たなか駅周辺で推進している「農あるまちづくり」の取り組み
の一つとして、都市型農地の活用ができる農業体験農園を平成22
年3月からスタートさせている。
　農業体験農園を開設するにあたり、地区周辺居住者及び地区内
農家を対象に農園入園者意向や開設意向の把握を行うためのアン
ケートを実施するとともに、先進事例の視察（練馬区、松戸市、上
尾市）、指導者育成講座を実施。また、地元農家地権者5名により、
農業体験農園の実施主体となる「柏たなか駅周辺農園主会」を発足
し、実行委員会との相互協力により農園の実施・運営している。
農業体験農園は、2010年3月に2園3箇所でスタートし、42区
画（1区画約30㎡）で営農。入園者は、地区内外から来園し、20
歳代から70歳代の幅広い年代層の方々が参加。開設後、農園主・
入園者による交流会も盛んに実施されており、体験農園を通じた
コミュニティ形成も図られているところである。
　実行委員会が入園者の方々に対してアンケートを実施したとこ
ろ、“農作物を作る楽しみ”や“新鮮で安心安全な農作物”を期待さ
れて入園された方が最も多く、また、“農産物に対する関心が増し

た”“食卓に野菜が出る頻度が増した”などの意見も多数あり、農業
体験農園を知人・友人に勧めたいといった意見の方々も多く、実
際に8割強の方々が体験農園を継続される結果となっている。今
後、農園拡張の可能性を探るとともに、一人でも多くの農家・入
園者の方々による参加に努めていきたい。
　情報発信拠点としての環境コンビニステーションは、2010年
4月の開設以来、11 ヶ月で約1,800名の方々が来館され、農あ
るまちづくりの活動拠点として認知されつつある。実行委員会で
は、柏たなか駅周辺のエントランス機能として、地域住民・来訪
者の方々が気軽に立ち寄ることができる施設を目指している。
　市民講座では、地元野菜を使ったIHクッキング講座、種から作
る蕎麦打ち体験講座、子供向け農業体験企画の親子ハロウィンパー
ティ、地元農家の方を講師に招いた縄ない講座（正月飾り）等を実
施。いずれの講座も環境コンビニステーションにて実施したもの
で、地域住民の交流の場として施設利用がされている。地元農家
と連携した産直野菜の販売体制の確立に向けた試みとして実施し
た農直市場「たなかなか」（朝市）では、計2回、延べ約500名の方々
が来場された。次年度もこれら市民参加型の取組・講座を継続・
発展させていく予定である。
　今後も柏たなか駅周辺の地元資源・景観を活かし、地域の発展
に寄与する「農あるまちづくり」を推進・支援していきたい。

3　かしわフードショー 2010・かしわサ
　　ラダレシピコンテスト
　食をテーマにしたまちづくりは、その地域の「食材」「食文化」が、
地域の市民の「食生活」「食習慣」「食卓」を通して磨かれ、魅力的な
コンテンツとして育っていく循環図を作り出すことに他ならない。
今回は、そうした循環図を作り出すため、生産者のみならず飲食
店関係者や食品流通関係者を巻き込み、食の勉強会やフードショー
を開催。さらには、そうした循環図を市民に広げていくために第
2回「かしわサラダ」レシピコンテストを開催し、前回を大きく上
回る131作品の応募を得た。しかし、その成果はもちろんのこと、

「食」は日々の暮らしに直結したテーマだけに、今後の継続的に取
り組みが重要となる。今回寄らせれた131作品をレシピカードや
料理教室で直接市民に発信していくと同時に、地域の料理関係者
や食品流通関係者との連携を図り、新しい展開へつなげていくこ
とが重要と考えている。

2　田園都市部会

柏たなか駅周辺農業体験農園

環境コンビニステーション

農直市場「たなかなか」

かしわフードショー 2010

第2回かしわサラダレシピコンテスト
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No. 設置場所 収容台数 運用台数
① 柏の葉キャンパス駅（UDCK） 20
② 東京大学柏キャンパス 20 22
③ 柏の葉公園 10
④ 柏たなか駅 10
⑤ 北柏駅 10 12
⑥ あけぼの山農業公園 20
 　　　　　　　　合計　 － 34
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UDCK（オートロック）
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柏たなか駅（簡易ポート）
柏の葉公園（オートロック）
北柏駅（簡易ポート）
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 利用数 日数 平均利用回数 回転率 自転車台数
4月
5月
6月
7月
8月
9月

10月
11月
12月
1月
合計

9回
447回
604回
686回
678回
552回
421回
456回
358回
274回

4,485回

3日
31日
30日
31日
31日
30日
31日
30日
31日
31日

3.0 回╱日
14.4 回╱日
20.1 回╱日
22.1 回╱日
21.9 回╱日
18.4 回╱日
13.6 回╱日
15.2 回╱日
11.5 回╱日
8.8 回╱日

16.1 回╱日

0.12回╱台・日
0.55回╱台・日
0.77回╱台・日
0.90回╱台・日
0.64回╱台・日
0.54回╱台・日
0.40回╱台・日
0.45回╱台・日
0.34回╱台・日
0.26回╱台・日

26台
 〃
 〃
26及び34台
34台
 〃
 〃
 〃
 〃
 〃

本事業のコンセプト

共通インターフェース

充電スタンド

マルチモービル・シェアリング

共通
インター
フェース

オンデマンドバス・乗り合いタクシー（既存）

■共通インターフェース
■共有データベース

自転車シェアは既存

・複数車種を用いたシェアリングシステム
　─利用者が自分にあった交通手段を選択できる新しい統合交通システム。
　─データ分析の共有化による新しいまちづくりのあり方の実践。

・携帯電話で、予約、認証、
ポイント管理など、全て
の操作を一元化。
・共通インターフェース
が、最適な交通手段を提
示

【携帯電話】 【ポート（複数設置）】 【モビリティ】

・認証と同時に、鍵、
ヘルメットを無人で
貸出
・充電スタンドﾞは返
却操作と連動

・低炭素型モビリ
ティを利用
・GPS 搭載で、効
率的な運行管理

・複数の交通システムを統
合したインターフェース。
・予約、認証、管理等一連の
操作が、携帯電話、インタ
ーネット等の身近な機器
で完結。

・簡単予約インターフェ
ース
・好きな時刻を指定でき、
約束した時刻に到着す
る。

認証・鍵管理
ポート

データ分析を
共有

・移動データの形式を統
一化し、データ解析を容易
にすることで、サービス改
善に繋げる。
・共有化によりデータ保
管コストを縮減

1　スマートサイクル

（1）目的

　キャンパスタウン構想に基づき自転車利用の促進に向けて、昨
年度よりコミュニティサイクルの実験に取り組んでいる。決めら
れたポートでの貸出、返却が自由に行えるコミュニティサイクル
は、管理運営面の難しさがその普及を妨げる一因となっている。
昨年はその解決策としてITに着目し、実証実験を行ったが、長期
的なシステムや機器の検証、利用者の動向等不明な点も多かった。
そこで今年度は長期による実証実験から
　①長期によるシステムの有効性・安定性
　②利用者の動向
　③既存レンタサイクルとのすみ分け
　④管理上の問題点の抽出
　⑤収支を考慮した事業性の可否
を十分なデータを持って今後の方向性を見出すことを目的とした。

（2）実験概要

運営主体　柏市都市振興公社
運営期間　H22.4.28 〜 H23.3.31
運営時間　5:00 〜 24:00（貸出）〜 25:00（返却）
料金設定　100円／ 60分

の約6割に減少した。トータルの回転率は0.57回/台・日と他自
治体の実験に比べても利用率は比較的高く、柏の葉地区に限って
は0.93と高い数値となった。利用の9割は30分未満、平均利用
時間は19分。休日は平日の1╱7の利用であった。

（4）評価

　ポート無人化による運営は実施できることが分かった。短期で
は表面化しなかった利用者によるトラブルや駐輪機器、システム
上の不具合はあったが、その都度改良を重ね問題点をクリアして
いった。レンタサイクルへの影響は実験期間中においても利用は
低下していないため、利用形態の違いから共存は図れると考えら
れる。運営上の問題点として、窓口による料金のチャージが利便
性をかなり損ねていることが分かった。収支に関していえば、ラ
ンニングコストだけでも現状の3倍から4倍以上の利用が必要と
なることが分かり、今後の大きな課題として捉えている。

（5）今後

　各ポートに利用の大きな差があることから利用が低迷している
ポートの利用率向上、つまり観光利用の向上が必須の項目である
こと。現状の窓口決裁からクレジットカード等を利用した決裁へ
の転換、利用が見込まれる柏駅への展開を図っていきたい。

2　マルチ・モビリティ・シェアリング
　自家用車から自転車・公共交通への転換を進めるため、「スマー
トサイクル」のシェアリング対象車両を、四輪・バイク等に拡充し、

さらに柏発で現在、全国で実証実験が展開している「オンデマンド
バス」とインターフェースを共通化することで、利用者が自分に
あった交通手段を選択できる新しい統合交通システム構築を検討
している。シェアリングシステムは、ICTの活用により、貸出と
返却の場所が異なる乗り捨て可能型で、無人運営を検討している。
　実施主体のKACITECを中心に、東京大学、柏市、流山市、
UDCK、民間企業の連携により推進する。
　2011年2月に総務省の地域ICT利活用広域連携事業の採択を受
け、2011年6月からの実証実験を開始する予定である。

3　柏 ITS 推進協議会

（1）背景及び概況

　柏市は2009年6月5日に、内閣府の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」で、青森市、横浜市、豊田市とともに「ITS実証実験モデル都市」
に選ばれた。平成25年度末までの期間で、地域ごとの課題解決に
向けた様々な実験に取組んでいる。
　2010年2月9日、行政機関や大学、民間企業、NPO等48団
体により設立された「柏ITS推進協議会」は現在53団体の参加を得
て、7月に開催された総会での承認を経て、下記の6部会で具体的
な活動を行っている。

◆第1部会「次世代ICT活用による利便性・安全性向上の研究開発・
実用化」

（次世代カーナビを活用した地域情報を提供する取り組みなど）
（部会長：東京大学　牧野浩志准教授）
◆第2部会「次世代車両の研究開発・実用化・普及」

（キャパシタ駆動の電気自動車、高齢者向け車両の開発など）
（部会長：東京大学　堀　洋一教授）
◆第3部会「次世代公共交通システムの研究開発・実用化」

（オンデマンド交通、カーシェアリングシステムの研究開発、実用
化など）　

（部会長：東京大学　大和裕幸教授）
◆第4部会「次世代モビリティの可能性の検討・検証」

（次世代交通のエコライド、マルチな機能を有するパーソナルモビ
リティ活用の検討・検証など）

（部会長：東京大学　須田義大教授）
◆第5部会「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」

（交通情報の収集及び蓄積を通じた交通関連情報のデータベース化
など）

（部会長：東北大学　桑原雅夫教授）

◆第6部会「魅力あるまちづくり“柏の葉将来都市像”検討」
（第1 〜 5までの部会の研究課題の総括、問題の洗い出し及び調整
など）

（部会長：東京大学　池内克史教授）

（2）取り組み・事業進捗状況

2010. 04. 28 「かしわスマートサイクル」（複数のポート間で自
　   由に自転車の貸出及び返却のできる共同利用シ
　   ステム）実証実験の開始（〜 2011.03.31）
 05. 31 柏ITS推進協議会　第1回幹事会開催（東京大学駒
　   場Ⅱキャンパス）
      07. 01 柏ITS推進協議会　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）
      09. 15 「かしわスマートサイクル」実証実験について、自
　   転車ポートを1箇所増設し、計6箇所で実施。
      11. 04  柏ITS推進協議会　第2回幹事会開催（東京大学駒
　   場Ⅱキャンパス）
      12. 13 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）試乗会の開催（東京大学生産
　   技術研究所千葉実験場）
2011. 02. 02 「柏ITSセミナー　〜新しい移動が始まるよ〜」の
　   開催（東京大学柏キャンパス／柏図書館メディア
　   ホール）
      03. 　 ITSスポットを活用し、次世代カーナビと連携し
　   た地域情報の提供サービスの開始

4　柏の葉セグウェイクラブ
　3年前から定期的に開催されているセグウェイツアーは、柏の
葉地域のみならず広域に集客が図れるコンテンツである。これま
では単発のイベントとして開催していた各種ツアーを継続的かつ
市民生活の中に深く溶け込ませていくために、昨年4月にセグウェ
イクラブを発足。環境に優しいモビリティであるだけでなく、地
域のコミュニケーション活性や交通リテラシー教育のツールとし
て最適なセグウェイを市民主体のクラブ活動化することで、まち
づくりの新たな担い手の育成をめざしている。すでに20名がメン
バーとして登録。インストラクター有資格者10名を中心に、地域
のガイドツアーや公共空間のパトロールなど、新たな活動が計画
されており、柏の葉の新しいシンボルとして今後が期待される。

3　モビリティ部会

（3）現状分析

　現状分析は1月末までの登録者数は430人、利用回数4,485回、
一日平均利用回数16.1回／日であった。4月以降順調に利用数を
伸ばしていたが、9月の実質有料化による料金改定後はピーク時

柏ITSセミナー

柏ITSの取り組み
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道路計画（案）と野馬土手との関係－１

計画案・１ ： 道路断面構成（４ｍ+５ｍ+６ｍ） 計画案・２ ： 道路断面構成（3.5ｍ+６ｍ+5.5ｍ）

図面断図面断

平面図 平面図

1　目的
　空間デザイン部会では、柏の葉国際キャンパスタウン構想の「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つくる」「方針３：緑の中に多様
な活動が見える緑園の道をつくる」「方針４：UDCK を中心にアー
バンデザインを実現する」ことを目的とし活動している。
　本部会では、柏の葉国際キャンパスタウン構想で掲げている街
区の緑化率 25％、CO2 削減 35％を目指し、地域に残る緑の保
全及び緑の再整備を織り交ぜ、緑豊なまちとなる都市空間づくり
について検討を行っている。
　また、地域が一体となった良好な景観づくりを行うため、都市
デザインの観点から、空間デザイン部会において緑園の道や野馬
土手の道も、１号・２号調整池、２号近隣公園、戸建て住宅地区
の区画道路などの、公共空間の高質化の実現のための検討及び関
係者協議を行った。本部会では、UDCK を中心としデザインマネ
ジメントすることにより、より細やかな景観誘導を行うことを視
野に入れ、そのための仕組み作りについても検討を行っている。

4　空間デザイン部会　質の高い都市空間づくり

2　空間デザインに係る検討 ･ 調整

（1）緑園の道

　「緑園の道」は、柏の葉キャンパス駅南連絡線から新設小・中学
校までの区間の12ｍの区画道路を、街路樹や民地の植栽による緑
豊な道路とし、都市活動により賑わいが垣間見られる空間を目指
し、昨年度から継続的に検討を行っているところである。昨年度
からの課題であった道路の仕様については、交通管理者である県
警と協議を重ね、次の通り決定した。
・歩車道境界ブロックは、セミフラット型とする。
・側溝は、植栽枡を入れるため、Ｌ型側溝とする。
　管理者協議の結果、道路構造上は標準設計に近いデザインとな

るため、できるだけ「緑園の道」のコンセプトを打ち出すよう、歩
道内に設置する樹木等の植樹計画・歩道内の舗装の色については、
緑園の道らしくなるような樹種等の工夫を現在検討中である。

（２）正連寺エリアの空間デザイン

①野馬土手を生かした並木道
　前年度の暫定整備案や道路幅員変更案も含めて、実施設計に向
けた関係機関調整を実施した。野馬土手に存在する樹木の保全の
可能性について、樹木の実態調査を行った上で、地元住民に保全
に関するアンケート調査や緑の管理者意向を確認し、状況把握を
行なった。次に、交通管理者と道路管理者、区画整理施行者等関
係機関と調整し、４ｍ道路の一方通行化は土地評価・換地設計等
の要因から、事業計画で定める道路構成で整備することが決定し
た。
　また、高木の公園予定地への移植や、移植・伐採後の野馬土手
の緑の復元、土留めの自然素材の活用など、従前の景観に配慮し
た設計を行うことの提案を受けている。

②その他
　１号調整池内のビオトープ化や外周ネット周りの修景、２号近
隣公園やせせらぎの小径と一体的な潤いのある空間整備等につい
ては、複数の管理主体にまたがり、整備のスケジュールや方向性
もまだ確定していないため、本年度は役割分担と全体調整会議の
設置を行い、本格的な計画設計内容については、次年度以降の調
整となった。
　特にせせらぎの小径の水源確保は、２号近隣公園まわりにある
現存する水路の保全にもつながり、区画整理事業との調整や公園
整備スケジュールとの調整など、総合的一体的な整備が必要であ
るという課題認識が確認されている。

（３）こんぶくろ池周辺エリアの空間デザイン

　こんぶくろ池周辺の戸建て住宅地区では、区画道路の高質化と
グリーンアクシスの連続性確保に配慮したフォルト内緑化や沿道
宅地緑化の提案など、民間事業者と公共が連携して実現化に向け
た調整を行っている。本年度は、交通管理者や道路管理者（市）と
の協議をおこない、ボンネルフ的な魅力的な道路空間の実現に向
けた調整を行った。また、モデルゾーンとして沿道宅地のデザイ
ンガイドラインづくりの必要性が指摘されている。
　また、隣接する１号近隣公園について、グリーンアクシスとの

関係から早期の計画検討や策定に向けた準備の必要性が指摘され
ている。

（４）その他エリアの空間デザイン

　今後、キャンパス駅前広場におけるカーシェアリングポートの
設置提案など、総合特区における制度緩和のなかで、シェアリン
グシステムの検討や、実現化のための各種制度の検討に取りかか
ることとした。

（５）デザインマネジメント

　現在、次のことを検討している。
・UDCKが法人格をとり、市の景観行政上の位置づけを得ること。
・遵守規定と推奨規定で構成されるデザインガイドラインを策定

すること。
・遵守規定については、市の許認可の前段おける協議・助言を

UDCKで行うこと。
・UDCKによる独自の評価や優れた取り組みの公表や顕彰を行う

こと。

（６）用途地域変更・地区計画決定

　柏北部中央地区一体型特定土地区画整理事業地内において、平
成２２年１２月３日に、用途地域変更と地区計画の決定を行った。
変更・決定した項目は、①用途地域の変更、②高度地区の変更、
③地区計画の変更、④地区計画の決定である。
地域の特色を考慮しながらそれぞれ適した地域変更、地区指定を
行なっている。

３　来年度に向けて
　質の高い都市空間の実現のためには、区画整理施行者である千
葉県や将来管理者である柏市等の関係機関及び地元地権者との調
整が必要であり、この実現化に向け、今後も継続的に協議を行っ
ていくこととする。

区画道路沿道空間の高質化イメージ

断面図

緑園の道　
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ン

柏の葉キャンパス駅前
まちづくり協議会（仮称）

既存の
ふるさと協議会 

連携 

図 まちづくり協議会の構成と位置づけ 

企業・事業所等 町会・自治会町会・マンション
管理組合等

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
6：エリアマネジメントの実施」全体を目的とするものである。昨
年度までは、千葉大学を中心に、八重桜並木整備協議会、カレッ
ジリンクプログラム、かしはなプロジェクトなどを実施し、公民
学連携によるエリアマネジメントプログラムの構築や担い手の育
成を進めた。
　今年度は、これらのプログラムの継続的な展開を図ること並び
に、地域として総合的なエリアマネジメントをおこなう体制整備
を図ることを部会の目的とする。

2　公民学連携地域マネジメントの取り組
　　み展開

■柏の葉八重桜並木協議会

　柏の葉八重桜並木整備協議会（会長：千葉大学安藤教授）は、柏
の葉キャンパス駅から千葉県立柏の葉公園までの通りに八重桜の
並木を設置し、地域に愛されるフィールドに整備することを目的
としたもので、千葉大学、千葉県、柏市、周辺企業、住民等で構
成される。
　協議会による主催イベントとして、今年も4月17日、18日の
二日間「柏の葉里さくらまつり」を開催した。ブラスバンド演奏、‘そ
めいよしの’の交配親に関する講演会（千葉大学安藤教授）、ベラン
ダでの野菜作りに関する講習会（千葉大学北条准教授）のほか、パ
ネルディスカッション「花づくり　まちづくり　人づくり」、農産
物即売会などが行われた。また、協議会会長よりフィールド科学
センター長に八重桜の苗木が寄贈された。あわせて、UDCKでは
緑のまちづくりに関する市民活動グループの展示が行われたほか、
まつりのフィナーレとしてお花見交流会が開催された。里さくら
まつりを起点として、今後の市民グループ間の連携の可能性が感
じられるイベントとなった。

■かし＊はなプロジェクト

　「あなたも駅前ガーデニングしませんか」を合言葉に、柏の葉キャ
ンパス駅周辺に花や野菜をたくさん植えて、みんなで街を美しく
彩ろうという市民グループによる活動が「かしはなプロジェクト」
である。昨年度「千葉県持続可能な国際都市づくりのための新たな

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

担い手育成支援事業の助成金」を受けて開始されたが、今年度は助
成金を離れ、市民や地域事業者が中心となって活動を継続した。
9月の「みこし祭り」マルシェ会場では、会員が作ったラベンダー
スティック等を販売して資金を得たり、会員どうしで花の苗を持
ち寄りながら活動を続けている。10月には柏の葉地域で千葉国体
テニス競技大会が開催されることで、柏市国体準備室の支援を受
けた。その資金で、最寄りの駅となる「柏の葉キャンパス」駅前の
フラワータワーに、国体マスコットの「チ—バ君」をモチーフにデ
ザインしたトピアリーを作成している。
　7月にはレイズドベッド（お年寄りや子供、車いす使用者も作業
可能な木で作った空中花壇）11基で栽培した5種類のジャガイモ
の収穫祭を行った。土の下全部がジャガイモかと思われるほどの
大収穫であった。また、9月のUDCKの移転に伴い、UDCKのデッ
キ上にもレイズドベッドやフラワータワーを新たに作成・設置し
ており、現在30基のレイズドベッドと2か所のフラワータワーが
駅周辺に緑や花の色どりを添えている。来年度以降も、他の緑化
活動団体との連携も含め、新たな参加者の巻き込みや活動の継続
に向けた体制づくりを行いながら、地域全体に緑のまちづくりを
広げていきたい。

■柏の葉カレッジリンク・プログラム

　環境や高齢化、食など、様々な社会的課題に対して、市民とコミュ
ニティと大学が一緒に考え、学び合い、そしてアクションを地域
全体に広げていくための場として昨年度から本格的に開講した「千
葉大学　柏の葉カレッジリンク・プログラム」を継続している。今
年度も昨年度にひきつづき、前期に基礎コースと専門コースA・B、
後期に基礎コースと専門コースの合計5つのコースを開講した。
・前期／後期　 基礎コース
・前期 専門Aコース：この街の「畑から食卓まで」を考える
・前期 専門Bコース：コミュニケーション演習
・後期 専門コース：“触れる”こと から“気づき”は始まる

　プログラム修了生が実施・参加している、柏たなか農園土の学
校や、かし＊はなプロジェクトでの課外活動など、実践的なプロ
グラムを通じて、受講生・修了生による継続的な活動も始まって
いる。

　様々な学びのプログラムや実践型プロジェクトを通じて、市民
の参画やネットワークも広がりつつある。これらをまちの力とし
て応援し、活かしていくためのしかけや機会づくりをさらに強化
していくことが今後の課題である。

3　駅周辺におけるエリアマネジメント

■駅前清掃

　昨年度までも、夏期においてUDCK関係者による柏の葉キャン
パス駅周辺の清掃活動を実施してきた。今年度からは、より継続
的で、かつ地域の多くの主体とともに実施するエリアマネジメン
トとしての展開を図るために、通年で、また地域の企業等と連携
した形での一斉清掃活動を行った。
　地域の活動としての明示性やスタイル性を高めるために、アー
ティストがデザインしたUDCK専用のビブスを制作した。清掃に
とどまらず様々な場面での活用を図りたい。

■（仮称）柏の葉キャンパス駅前まちづくり協議会

　いままでテーマに沿った交流や地域活動の推進を進めてきたが、
これらの持続的展開を図るためには、地域への密接性の強いもの
を中心に、総合的なエリアマネジメント活動として連携・統合し
ていくことが望ましい。そこで、本年度は、柏の葉キャンパス駅
周辺の住民や企業によるエリアマネジメント組織として、（仮称）

「柏の葉キャンパス駅前まちづくり協議会」の設立に向けた関係者
説明や調整を進めた。これは、駅周辺の企業や住民が連携し、主
に柏の葉キャンパス駅前を中心とした地域における課題等の解決
に取り組むことで、地域の活性化、交流の促進及び住みやすい街
づくりに寄与することを目的とするものである。対象として、当
面は駅前の5街区とするが、将来的はエリア拡大も視野に入れる。
また住民のみならず、立地機関（企業、病院、銀行、商業施設ほか）
も含めた複合主体組織とすることとし、この点が既存のふるさと
協議会とは異なる。これらによって、単独の町会では困難な地域

レベルでのイベントや防犯
活動のほか、多様な構成員
による強みを活かした連携
事業の展開を図る。
　地域の大きな祭りやより
広いエリアでの防犯活動に
ついては、田中地域等の既
存の「ふるさと協議会」と連
携して取り組む。当面は任
意団体となるが、本協議会
の拡大展開によって将来的
には、本協議会を母体に「ふ
るさと協議会」へと移行し
ていくことも検討する。
　協議会による主な活動と
しては、当面は以下の4つ
を想定する。
・環境美化活動
・防犯・防災活動
・交流活動
・健康・福祉増進活動

　本年度は一番街、二番街を対象に協議会設立についての説明を
行い、準備会を発足した。今後、個別の町会・管理組合活動との
関係や、既存のイベントや清掃・緑化活動との関係、田中地域ふ
るさと協議会との関係を整理しながら、協議会の活動内容及び体
制を詰めていく予定である。来年度中には協議会の設立を目指す。

図　柏の葉キャンパス駅西口駅前通りの八重桜並木

図　かし＊はなの活動風景
図　駅前清掃活動ビブス

図　協議会活動イメージ

図　まちづくり協議会の構成と位置づけ 

図　街区ゾーン
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大学・中央

柏市・千葉県

エリアマネジメント
組織等

新領域創成
環境健康農

研究
実証実験

建築相談
計画監理

企業
交流起業支援 住民

支援

公共空間管理
地域連携教育
福祉・保安
新モビリティ
エコポイント

構想＋実行
情報発信

UDCK

図1　UDCKの機能（昨年度報告書）

東葛テクノ
TEP
FDC UD委員会フォロー

区画整理二次デザイン
柏版CASBEE

景観地区

コア機能 取り組み例 組織のあり方

展示、広報、フォーラム ・デザインや広報専門のスタッフが必要

表1　コアとなる機能とそのための組織形態

①都市計画・まちづくりに
関する先端的な調査・研
究・実証実験・教育機能

②柏の葉CT構想の推進に
向けたコーディネイト機能

④市民（エリアマネジメン
ト）活動の育成・支援機能

⑤柏の葉のまちづくりの
情報発信機能

スタジオ演習、スクール、
受託研究・自主研究

会議コーディネイト、
プロジェクトコーディネイト

アーバンデザイン検討・
相談対応・デザイン調整

地域組織の活動に対する情
報提供、場や機会の提供、市
民と行政・企業等との連絡

・受託のために、法人化が必須
・基本的には大学や関係機関との連携により実施
・各分野の専任スタッフの関与が必要

・CT構想の推進機関（事務局）がUDCKである
ことの明確化が必要
・コーディネイトを行うスタッフが必要

・専門的なアドバイザリー体制の確立が必須
・公的位置づけを得るには、「景観整備機構」認定が
望ましく、NPOか一般社団となる必要あり

・組織の公的位置づけの付与が必要
・支援スタッフが必要

③デザインマネジメント機能 UDCK運営機構 7構成団体・協力団体 

運営 

拠点UDCK 

UDCK事務局 スタッフ 

都市
振興
公社 

各構成団体・協力団体…連携事業 

企画・実施依頼・連携調整・助言等 

UDCK運営委員会 
７構成団体 

運営監理 

［現在の運営体制］

管理 

民間 設置協力 

拠点UDCK
（FCの一部として機能を位置づけ）

公
社
等 

UDCK法人（新設）…直営事業 

管理依頼 運営

各構成団体・協力団体…連携事業

企画・実施依頼・連携調整・助言等 

UDCK運営委員会 
（運営監理機関としてFCが位置づけ）

運営監理 

UDCK運営機構 （運営機関としてFCが位置づけ） 

 UDCK事務局 スタッフ 

入居・管理 

企画・実施 

［将来運営体制（案）］ 

法人事務局兼務 

派
遣

派
遣

図3　運営体制検討案（左：現状 右：将来案） 

入居

東大フューチャーセンター（FC）

運営 

枠組 

運営 

枠組 

事業（支出）項目 収入項目

法
人
事
業
経
費

基
礎
運
営
経
費

関
連
事
業
経
費

・それぞれの事業主体で負担

表2　収支イメージ

・調査・研究・実証実験
・公益事業（構想フォローアップ、デザ
インマネジメント等）

・受託費（大学や行政からの受託）
・国等による助成

・イベント、フォーラム
・情報発信
・その他自主事業

・国等による助成
・プログラムの有料化（スクール、イ
ベント、冊子販売等）
・会費、寄付金、負担金

・人件費
・賃料
・施設維持管理費
・基礎的広報費

・公的主体、大学等で負担

・調査・研究・実証実験
・スクール
・イベント、フォーラム
・情報発信　等
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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あげている。
これらの目標の達成に向けて、UDCKが担うべき機能とそのため
の持続的な体制構築を検討することが当部会の目的である。昨年
度は、UDCKの活動を8つに類型化した上で、住民支援や企業交流、
実証実験や計画管理など、既定の業務や研究をつなぐ中間的機能
を今後担うべきとしている。また、柔軟で開いた体制を維持しな
がら、公的な位置づけを得ることの必要性を示している。

■UDCKに関わる状況変化と検討テーマの再整理

　今年度はUDCKスタッフの大きな入れ替えやUDCKの移転が
あったため、円滑な事業の継続を図ることを基本的なミッション
としながら、第二期UDCKとして、情報発信ならびに実証実験・
共同研究等の強化を図った。また、東大フューチャーセンター（FC）
建設の決定など、将来に向けた道筋や具体的な課題が見えてきた
年でもある。
　こうした状況を踏まえ、昨年度に引き続き、以下の点に注目し
ながらUDCKの持続的な体制のあり方について検討を行った。

①東大FCへの入居
　東大FCの整備が決定し、UDCKがその低層部に入居する方向で
検討が進むなか、入居にあたってのUDCKの機能・組織の明確化
が必要である。特に大学にとって、地域連携や大学間連携のため
の拠点としての機能（位置づけ）の明確化が求められる。
②コアとなる機能の明確化
　UDCK設立後4年を超え、当初の想定を超えて組織や施設の機
能が拡大するなかで、UDCKの機能の核となる部分を再検証し、
必要に応じた「拡充」と「切り分け」が必要である。
③継続的な組織運営のための「公的位置づけ」
　まちにおける中間的機能として、開発が一段落した後も持続的
な組織運営を可能とするため、機能面・予算面における「公的位置
づけ」の強化が必要である。

　東京大学、千葉大学、柏市、三井不動産、及びUDCKスタッフ
によって部会を構成し、概ね2 〜 3週間に一度程度、検討会を開
催し、継続的に議論を行った。

2　UDCK の将来機能の絞り込み
　［UDCK］＝［柏の葉を拠点に、行政、市民、企業、大学が連携
して次代の都市づくりや優れた都市空間デザインについて、研究・
実践を行うための拠点（機関）］と再定義し、さらに、TEPやFDC
等の既存組織との役割分担も踏まえて、以下に示す5つのコア機
能を抽出した。

3　法人化に関わる諸条件と対応方向

■法人化に関わる諸条件

　東大への入居、受託事業の実施、公的位置づけ等のためには、
UDCKの法人設立が必要である。法人を含めた全体の体制につい
て、諸条件から検討を行った。

①公民学の組織をゆるやかにつなぎ、柔軟な連携を生み出すプラッ
トフォーム機能の維持
　公・民・学の柔軟な連携による良さを残すためには、すべてを
法人に移行するのではなく、任意の協議体・連携拠点というもの
は残しつつ、必要な部分について法人化等による対応を図るとい
う基本的な考え方に立つ。

②コア機能を担いうる専門的知識を持つスタッフの関与と財政的
基盤の確保
　個々の事業に係る経費は、それぞれの受託等の中で独立採算的
に行うことを前提とする。その上で、スタッフの確保と施設管理
等に関わる基礎的な運営について、安定的な体制を確立する必要
がある。現在都市振興公社を中心に負担されているUDCKの基礎
的運営費を継続できる形を保ちながら、法人事業にもスタッフが
係われる形を構築する。
③東大FCへの円滑・安定的な入居
　東大FCにUDCKが円滑かつ安定的に入居するために、東大にお
けるUDCKの機能を明確化した上で、日常業務を行う事務運営主
体が、一般的な入居条件とは異なる形（賃料の減免等）で入居する
形が組めると理想的である。基本的な運営枠組みについては、東
大も入った合議体（現在のUDCK運営委員会に相当）で決議し、運
営監理を行うことがイメージされる。なお、新法人は事務運営主
体が入居した床を借りて事業を行うことを想定する。
④公的位置づけ
　運営委員会・運営機構への市の関与を継続する一方、新法人も
市からの位置づけを得て、何らかの公的権限の付与や公的事業に
関わる業務受託等を受けやすい形をつくることが望ましい。特に
デザインマネジメント機能の強化に向けて、景観法に基づく景観
整備機構を想定する。

　以上の点を踏まえて、本年度の時点では図3のような体制をイ
メージする。

■事業収支イメージ

　施設運営管理や人件費など、通常業務に係る基礎的経費につい
ては、法人の会計とは切り離して公的主体が安定的に担う形を構
築する。
　法人による事業としては、当面は、調査研究事業、行政委託に
よる公益事業、まちづくりに関するイベント・フォーラムの開催、
その他情報発信等を考え、主要な財源としては基本的には、国等
による補助事業の獲得、国や県市からの調査研究受託、大学と連
携した研究受託等を想定する。加えて、各種プログラムの有料化（ス
クール、イベント、冊子販売、視察、実証実験コーディネイト）に
より、プログラムの独立採算を図る。さらに、寄付や負担金のよ
うな形で一定規模の事業費確保を探る。

4　今後の進め方
　東大FCの検討が進むなか、UDCKの位置づけを明確にしていく
ためには、23年度のできるだけ早い段階で、法人を設立し、FC
入居後の事業内容及び運営体制の基本的枠組みを整えることが望
ましい。そのため、継続的に体制の検討並びに関係者との調整を
進める。
　一方で、駅周辺における協議会設立など、エリアマネジメント
に関わる動きも今後本格化するため、エリアマネジメントにおけ
るUDCKの役割についても見定めながら、並行して検討を行う必
要がある。

6　ＵＤＣＫ将来部会　ＵＤＣＫの機能の明確化と体制の見直し検討

図1　 UDCKの機能（昨年度報告書）

表1　コアとなる機能とそのための組織形態

表2　収支イメージ

図3　運営体制検討案（上：現状　下：将来案） 
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取組の進捗状況

目標1　環境と共生する田園都市づくり

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

1（1）　『緑地ネットワーク』を保全し強化する　 緑被率40％を維持
・「柏市緑の基本計画」をH21.6に改定し、これに基づく取り組みを進めている。

緑被率40％の実現に向け、緑化基準を強化（H23.4.1から運用）したほか、
市民によるオープンガーデン創出に向けた「カシニワ」制度を創設（H22.11か
ら運用）し、H23.3現在、柏の葉エリアで3つの取り組みが登録されている。

・「こんぶくろ池公園」の整備を推進しており、公園用地取得率57.48％（H23.3
現在）。こんぶくろ池自然の森（H22.4にNPO法人化）を設立し、市民ボラン
ティアが公園の維持管理活動に主体的に参加できる仕組みづくりを進めている。

・北部中央地区では、空間デザイン部会を中心に、緑園の道や緑園の街として
道路等の緑化や既存の樹木保全に向けた検討・協議を進めている。

・北部東地区では、「農あるまちづくり」を掲げ、田園都市部会等を通じ、H21
度に農業体験農園の整備や農ある景観形成に向けたガイドブックの検討を行
った。地域資源を活かしたモデル的な修景整備として「ふるさと散歩道」を整
備している。

・H22.11には、UDCKで「自然環境フォーラム」を開催。もともとあった自然
環境を開発の中でどのように捉え、整備に活かしていくか、市民を巻き込ん
だ議論が始まっている。

1（2）　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

・柏市において「地球温暖化対策条例」を制定（H19.3）し、「対策計画」を策定
（H20.3※省CO2まちづくり計画を含む）。147・148街区及び新設小学校
敷地を、低炭素まちづくり事業制度に基づくアクションエリアに指定し、低
炭素型の整備を目指している。

・駅前に位置する147・148街区については、街区緑化率25％、CO2削減率
35％を目標としている。アーバンデザイン方針で定めたグリーンアクシスを
地区計画として位置付けた。（H22.12.3告示）

・新設小学校（柏市十余二）の緑化についてグラウンド芝生化等を行い、緑化率
27％を確保した（H24.3開校予定）。

・建築物の環境性能を評価し、環境配慮型建築を推進するために「CASBEE柏」
を構築し、「柏市建築物環境配慮制度」を条例化（H22.6）。試行運用（H22.8
〜）後、H23.1から正式運用を開始した。

・太陽光発電や雨水利用など環境配慮技術を取り入れた施設「柏の葉フューチャ
ービレッジ（KFV）」を、H20.8に開設

1（3）　市民生活を環境共生型に改める
・一番街の希望者及び二番街全戸に、家庭用のCO2利用量計測機を設置し、

CO2見える化により環境共生型の生活を推進。
・「柏の葉街エコ推進協議会」をH21.12に設立。エコに関する様々な地域活動

を街全体で面的に展開し、その活動を普及することを目的としている。CO2

見える化プロジェクトとして、「街エコウィンターチャレンジ」を開催（H21・
H22）するほか、二番街を対象としたホワイト証書の発行（H22）、「かしわ街
エコ読本」の発行（H23.2）等を実施。

・まちのクラブ活動として「柏の葉エコクラブ」が設立され、「楽しみながらエコ
ライフを実践する「宅エコ活動」」を市民ベースで実践している。

・エコ・デザインを核とした地域の取組みをツアーで周ることで、地域資源に
「気づき」、参加者と地域が「繋がる」きっかけをつくる「柏の葉エコ・デザイン
ツアー」をH21から開催している。

【課題】
・緑地ネットワークの具体的な保全・整備方針とそのための枠組み・制度に

ついて、さらに検討を進める必要がある。特に、地域が主体となった管理・
運営の推進が重要であることから、市民や企業の一層の参画を促すことが
課題である。

・地球温暖化対策条例や建築物環境配慮制度等の仕組みをベースに、今後イ
ンセンティブの付与等も含めて、実効性を強化しながらアクションエリア
以外にも緑化や省CO2の取り組みを広げていくことが課題である。

・「エコ・ポイント」の導入等によって、市民生活レベルでの取り組みを一層
推進していくことが課題である。

目標2　創造的な産業空間と文化空間の醸成

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

2（1）　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

・散在する最先端の研究や技術を有効に活かしながら、大学・企業・行政・住
民が連携して国家的課題を解決する具体的な「先進モデル」を世界に先んじて
示すべく、H21.7に「フューチャーデザインセンター（FDC）」を設立。第一
弾プロジェクトとして、環境をテーマとした「スマートシティ企画株式会社」
を設立（H21.9）。現在17社が参画し、柏の葉を中心に10数件の案件に対す
る提案を検討中である。

2（2）　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

・TX沿線を中心に、アントレプレナースピリットを醸成し、より多くの起業家、
ベンチャー企業を育成、支援すべく、H21.11に「TXアントレプレナーパー
トナーズ（TEP）」を設立。創業チーム組成・強化支援、ネットワーキングイベ
ント、ワークショップ、対外的認知活動支援等を実施し、H23.3現在、会員
数200者超。投資・経営指導案件8件である。

2（3）　既存産業の高次化、環境改善と競争力の強化を図る
・柏の葉において公民学が連携した様々な研究開発及び関連事業を行うために、

H19.6に「柏の葉イノベーション・デザイン研究機構」を設立。最初の研究と
して地域企業と連携してユニットハウスを活用した「小さな公共空間PLS」の
開発に取り組み、H20.3から設置・運用。みらい畑（H21.10 〜）、環境コン
ビニステーション（H22.4 〜）等、展開を見せている。

・千葉大学では、植物工場普及・拡大プロジェクト、ケミレスタウン・プロジ
ェクト、園芸療法プロジェクト、医農食同源プロジェクト、柏の葉診療所など、
企業と大学が連携した研究・開発プロジェクトが進められている。

・アートプロジェクトとして「五感の学校」をH18より展開。ピクニック月間
（H19 〜）、ピノキオプロジェクト（H19 〜）、マルシェコロール（H20 〜）、
はっぱっぱ体操（H20 〜）などのイベントのほか、アーティストと連携したワ
ークショップやマンション内の作品制作などを実施している。ピノキオプロ
ジェクトやはっぱっぱ体操は、グッドデザイン賞やキッズデザイン賞を受賞
している。

【課題】
・TEPやFDCの活動を展開しながら、東大・千葉大の高度な研究や人材を

活かし、柏の葉の産業創出・企業誘致につなげることが課題である。
・環境や高齢化に係る多様な取り組みの連携によって柏の葉において課題解

決モデルを構築・提示し、海外への展開を図ることが課題である。
・アートやデザイン面からのプロモーションを継続・強化することが課題で

ある。

目標3　国際的な学術空間と教育空間の形成

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

3（1）　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

・東京大学柏キャンパスでは、大学院新領域創成科学研究科、宇宙線研究所、
物性研究所、人工物工学研究センター、空間情報科学研究センターに加え、
H19には数物連携宇宙機構、H22には大気海洋研究所が立地。柏の葉キャン
パス駅前に産学連携の拠点となる「東京大学フューチャーセンター（FC）」の
建設も決定している。

3（2）　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

・H22.4に東京大学柏Ⅱキャンパスにおいて、留学生を対象とした「インター
ナショナルロッジ」がオープン。

・H20.6に柏の葉キャンパス駅東口に「柏の葉国際交流ラウンジ」がオープン
し、外国人への各種情報提供や日本語支援、日本人住民との交流企画を実施
してきた。H22.3に施設運営はUDCKに引き継がれ、柏市国際交流協会によ
る語学プログラムを継続。

・まちのクラブ活動として、東大の学生を中心とした「We Love Todai Pips」
を発足し、柏の葉地域に根差した交流イベントを開催している。

3（3）　柏の葉から世界の最先端で活躍する人材を育成する
・H24.4開校予定の新設小学校は、科学教育、外国語教育、小中連携教育をコ

ンセプトに、柏の葉国際キャンパスタウン構想に即した新しい小学校を目指
している。

・東大院生が中心となった「柏の葉サイエンスエデュケーションラボ（KSEL）」
がH22に発足。サイエンスの魅力発信、大学・大学院と小・中・高の連携に
よる新しい学びの場づくり、街と学校が繋がることによる地域教育の活性化
を目指した活動を実践している。

3（4）　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

・「千葉大学柏の葉カレッジリンク・プログラム」は、環境や高齢化、食など様々
な社会的課題に対して、市民とコミュニティと大学が一緒になって学び合い
アクションを起こすことを目的に、H21年度より本格開講。毎年前期後期で
それぞれ専門コース・基礎コースを開講。修了生のネットワーク「カルネット」
を発足し、養生訓カルタの作成など、継続的な活動も生まれている。

・「UDCKまちづくりスクール」は、まちづくりに興味を持ち実践する市民の輪
を広げることを目的に、H19年度より開講。毎年前期後期のプログラムを通
じて、市民・行政職員・学生が最先端のまちづくりを学んでいる。受講生が
運営スタッフとして参加するなどの動きも出ている。

・東京大学を中心に、複数の大学が共同で実施している「都市環境デザインスタ
ジオ」（H18 〜）は、柏の葉を対象に地域の市民・企業の協力を得ながら、実
践的な提案を行っている。「道のプロジェクト」「PLS」「たなカー」など、提案
のいくつかは地域と学生の連携プロジェクトとして実践・継続されている。
特に柏ビレジ地区とはスタジオを通じた密な交流が生まれている。

・UDCKでは、環境、教育、モビリティ、コミュニティ等をテーマにしたフォ
ーラムやワークショップ、あるいはより緩やかな交流の場としてのKサロン
を開催し、市民が気軽に新しい取り組みや知見に触れられる機会を提供して
いる。

【課題】
・市民にとって魅力的な研究教育プログラムを継続的に企画・開催するとと

もに、市民と大学が継続的に交流できる場や仕組みをさらに増やしていく
ことが課題である。

・H24. ４開校予定の新設小学校のほか、既存の小中学校・高校も含めて、
地域の知的資源や地域コミュニティと連携した教育環境の魅力化にさらに
取り組むことが課題である。

・外国人研究者や留学生の受け入れ環境を地域全体として一層充実していく
ことが課題である。

目標4　サスティナブルな移動交通システム

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

4（1）　世界の環境交通モデルとなる移動のシステムを整える
・H21.6に内閣府「社会還元加速プロジェクトタスクフォース」においてITS実

証実験モデル都市に柏市が選定され、H22.2に「柏ITS推進協議会」が発足。
柏市、東京大学を中心に民間企業を含む全53団体が参加（H23.3現在）し、6
つの部会のもとで、各種研究開発の推進、事業化・実用化に資する活動を行
っている。

・H22.3に「柏市総合交通計画」を策定。多様な交通ニーズの対応や地球環境へ
の配慮など、総合的な観点から、望ましい交通体系の実現を目指すもので、
目標に向け具体的取組を施策パッケージ化し、スケジュール、運営主体を記述。

「次世代型環境都市モデルの展開」等を打ち出している。今後協議会を設立し
て進行管理を行う予定である。

・H20.11にセグウェイツアーを開催し、駅前通りで時限許可により走行。以
後もセグウェイ試乗会やツアーを開催するなかで、H22には市民による「セ
グウェイクラブ」が発足、地域主導での活用展開が始まっている。

4（2）　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』

・自然にやさしく、楽しい、新たな交通手段の提案として、H19.10月〜 12
月の間、柏の葉エリアで「ベロタクシー」を試験運行。

・H21年度には、サイクルツアーの開催、レンタサイクルの相互利用実験を実施。
・これらを踏まえ、H22.4より「かしわスマートサイクル」の長期実証実験を一

年間実施。市内6ポート、自転車台数34台による無人ポート運営によるコミ
ュニティサイクルの実証実験。H23. １末時点で、登録者数 430名、延べ
利用回数 4485回、1日平均利用回数 16.1回/日、回転率 0.54回/台・日、
平均利用時間 19分/回。結果を踏まえH23年度も継続。

4（3）　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』

・総務省地域ICT利活用広域連携事業を受け、H23年度、電気自動車や電動バ
イクを導入したマルチ・モビリティ・シェアリングの実験を実施予定。

・ITSスポットと次世代カーナビとの連携を図るサービスの実証実験をH23に
実施。

【課題】
・シェアリングやパーソナルモビリティ等について実証実験を重ねながら、

市民や学生等にとってより使いやすく、生活の利便性や楽しさの向上につ
ながる交通体系の構築を図ることが課題である。

・適正な料金設定、外部資金の獲得等によって、持続可能な運用システムの
構築が課題である。

・H25に予定されているITS世界会議東京を一つの目標に、ITS関係の取り
組みを柏の葉地域への落とし込みを進め、次世代交通の定着を図ることが
課題である。
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目標5　キャンパスリンクによる柏の葉スタイルの創出

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

5（1）　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

・千葉大学において、「ケミレスタウンプロジェクト」を実施（H17.7 〜）。街全
体において化学物質の低減を図り、すべての人にとって健康に良い「環境ユニ
バーサルデザイン」の街づくりを目標に、民間企業との共同研究（最大時期20
社）を行っている。既に様々な知見を得ており、一部はUDCKの新施設に導入

（H22.9）。
・千葉大学の「予防医学プロジェクト」では、予防医学に係るセミナーの開催や

人材育成、市民講座、AED講習会等の公開講座を開催。H21.1からは、柏
市民を対象とした地域連携型の健康支援事業として「かしわ健康サポート倶楽
部」のサービスを開始。健康記録の医療機関への提供や健康増進サービスの適
用により、病気の早期発見や効果的な診療、市民の健康づくりやコミュニテ
ィづくり、健康産業の育成などを推進。

・東京大学高齢社会総合研究機構（IOG）では豊四季台地域など、柏市をフィー
ルドにした研究プロジェクトを実施。

・東京大学小林寛道名誉教授が開発した認知動作型トレーニングマシーンを導
入した「10坪ジム」が柏市内9か所に展開。

5（2）　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%』

・148街区に計画中の「アコモデーション棟」では、ホテルと賃貸住宅をミック
スし、短期滞在から中長期滞在まで多様なライフスタイルや研究者等の需要
に対応した居住空間を供給する予定。

5（3）　農や食の文化を育む空間と生活を充実させる
・柏北部東地区では、「農あるまちづくり」を掲げ、「農」をテーマにした多様

な取り組みを展開。H22.3から2園3か所42区画で農業体験農園を開設し、
幅広い年代層が参加。交流会等を通じてコミュニティ形成も図られている。
H22.3に開設した情報発信拠点「環境コンビニステーション」では、クッキン
グ講座や蕎麦打ち体験、朝市「たなかなか」など、様々な企画を実施。11カ月
で約1800名が訪れ、認知が高まっている。

・柏市では「柏市都市農業活性化基本計画」（H22年度〜 H27年度）を策定。”「つ
ながり」と都市資産を活用した魅力的な農業の未来を描く”を目標に、重点事
業の一つとして、「北部農あるまちづくり推進事業」を位置づけ。

・「食」をテーマとしたまちづくりを推進するために、生産者・飲食店経営者・
食品流通関係者を巻き込んだ勉強会やイベント「かしわフードショー」を開催

（H22.10）。市民に循環を広げていくために、第2回「かしわサラダ」レシピ
コンテストを開催（H22.11 〜 H23.2）し、131作品の応募を得た。

【課題】
・健康福祉に係る千葉大や東大の先進的な研究や実証実験を地域の持続的な

サービス・活動に落とし込み、ライフスタイルとして定着させることが課
題である。

・柏の葉エリア内および周辺において、学生や研究者の住宅や生活空間を一
層充実させることが課題である。

・「農や食」については、生産者、飲食店経営者、流通関係者、専門家の連携
体制をつくるとともに、柏たなかと柏の葉キャンパスの両エリアが役割分
担して、場の提供やプロモーションを行い、相乗効果を狙っていくことが
課題である。

目標6　エリアマネジメントの実施

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

6（1）　環境・健康行動を普及し質を高めるマネジメントを行う
・「千葉大学柏の葉カレッジリンク・プログラム」→3（4）
・「街エコ推進協議会」、「柏の葉エコクラブ」→1（3）
・カラフルな賑わいのある「街の広場」になる市場を目指し、H20.5に初の「マ

ルシェコロール」を開催。H21.5からは毎月開催し、柏の葉を代表する地域
交流イベントとして定着している。地元の農家や企業、市民団体が屋台で出
店するほか、アーティストによるパフォーマンスも実施。店の数は50店程度
になり、毎回5000人程度の来場者数があるイベントに成長。運営に協力す
るサポーターも述べ30人を超えている。

・H19から毎年4月〜 5月を中心に「お花見ピクニック月間」を開催。様々な地
域イベントをUDCKでとりまとめて、街ぐるみでの交流を促進し、発信して
いる。H19からは「柏の葉ピクニッククラブ」が活動。

・地域の新しい祭りとして、田中地域ふるさと協議会が中心となってH19から
「ふるさと田中みこしまつり」を開催している。地域最大のイベントとして認
知も高まり、H22の第3回では5万人程度の来場者があった。

6（2）　安全や魅力を生み価値を高めるマネジメントを行う
・駅前ロータリー周辺を花や野菜で色どる市民活動「かしはなプロジェクト」が

千葉県の助成を受けてH21年度にスタート。H22年度には国体やマルシェと
連携して資金を獲得しながら、自立的な運営を模索。H23.3現在、30基の
レイズドベッドと2か所にフラワータワーを設置・管理している。

・キャンパス駅から柏の葉公園までの通りに八重桜並木でつなげるべく、千
葉大学、千葉県、柏市、企業、住民等で「柏の葉八重桜並木協議会」を設立

（H18.4）。毎年4月に「柏の葉里ざくらまつり」を開催している。?7（2）
・H21年度より、UDCKが中心となり地域の企業や大学、市民とともに、柏の

葉キャンパス駅前の清掃活動を行っている。H22年夏からは隔週で継続して
おり、H23.1には専用のビブスも作成。

・柏の葉の地域コミュニティをつないでいく仕掛けとして、H20.8より「まち
のクラブ活動」を開始。H23.3現在、18のクラブ活動と6種類のプロジェク
ト活動が動いている。登録者数は900人を超え、市民生活を支える重要なネ
ットワークになっている。

・キャンパス駅周辺において、地域の住民・企業等が連携して美化・防犯・交
流等の地域マネジメントを行うための「柏の葉キャンパス駅前まちづくり協議
会（仮称）」設立準備会をH22年度に設置。

6（3）　公民学の連携で自立したマネジメントを行う
・UDCKが事務局となって柏の葉国際キャンパスタウン構想のフォローアップ

を実施。H20年度は7部会、H21年度は10部会、H22年度は6部会を設置し、
個別プロジェクトを推進。

【課題】
・駅前まちづくり協議会の設立を進めるとともに、他のNPOや市民団体も

含め、柏の葉エリア全体のマネジメントに係る役割分担を整理し、資金面
など持続的な体制を整えていくことが課題である。

・クラブ活動やスクール卒業生等のネットワークを活かしながら、まちづく
りへの参画を促すために、気楽に楽しく参加できる機会の提供と、継続す
るためのモチベーションを高める仕掛けづくりが課題である。

目標7　質の高い都市空間のデザイン

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”

7（1）　キャンパスのように緑溢れる自由な都市空間をつくる
・緑化に係る多様な取り組みを推進　→1（1）、1（2）
・147・148街区については、H18.8に「アーバンデザイン委員会」を設置し、

事業計画から建築設計にいたるまでデザインレビューを継続。→7（4）
・H20年度より、柏の葉国際キャンパスタウン構想のフォローアップとして「空

間デザイン部会」を開催し、道路や調整池等のデザインに係る協議・調整を実
施。→7（4）

7（2）　大学が街へ広がる学園の道（University Axis）をつくる
・柏の葉キャンパス駅から柏の葉公園に至る日本一長い桜並木整備を目指し、

H18.4に「柏の葉八重桜並木協議会」を発足。西口駅前線の街路樹を八重桜に
決定し、植樹祭として「柏の葉里桜まつり」を開催。毎春のイベントとして継
続している。

・千葉大学柏の葉キャンパスのキャンパス計画において、キャンパス内を貫通
するグリーンフィールドの整備を位置づけ。駅前通りから連続する桜並木等
の整備を推進している。→6（2）

・東大Ⅱキャンパスのインターナショナルロッジ（H22.4）の整備にあたっては、
学園の道にあたる部分をセットバックしている。

7（3）　緑の中に多様な活動が見える緑園の道（Green Axis）をつくる
・147・148街区のアーバンデザイン方針において、グリーンアクシスの確保

を明記し、アーバンデザイン委員会等を通じて、緑化や周辺のコモンスペー
ス整備を誘導。地区計画にも位置付けられた。（H22.12.3告示）

・H20年度以降、空間デザイン部会において、キャンパス駅南側の緑園の道の
デザイン方針や沿道建物誘導について検討・調整。H23.3現在、歩道の高質
化や街路樹等による緑化について継続協議中。

・新設小学校（H24.3開校）の設計にあたってプロポーザルを実施し、緑園の道
の終点としてのデザインや隣接する公園との関係性などを意識したデザイン
などを考慮。

7（4）　ＵＤＣＫを中心にアーバンデザインを実現する
・147・148街区については、H18.8に「アーバンデザイン委員会」を設置し、

UDCK北沢猛センター長（当時）のもと、事業計画から建築設計にいたるまで
デザインレビューを継続。→7（1）

・H19年度に柏北部中央地区のアーバンデザイン方針を検討。
・「空間デザイン部会」→7（1）
・H18.2景観条例に基づき、柏の葉キャンパス駅周辺5街区に景観重点地区を

指定し、景観形成基準制定。H21.4柏の葉キャンパス駅周辺景観重点地区を
一皮外側まで拡大し、景観形成基準を変更。

・UDCKを中心としたデザインマネジメント体制の構築に向けた検討・協議を
H22年度より開始。

・UDCK主催で、「自然環境フォーラム」を開催（H22.11）。→1（1）
・H21年度よりUDC研究を開始し、国内・国外のまちづくり・都市デザイン・

建築関係のセンターと連携・交流、H21.9に第一回UDC会議を開催。

7（5）　アーバンデザインを柏市域や沿線地域へ広める
・戸建住宅の整備モデルとして、こんぶくろ池公園近傍の戸建住宅地区におい

て、地権者負担型での街路空間の高質化について検討中であり、建物のガイ
ドラインの策定も予定している。

・小さい単位で市民からの公共を創出しつなげることをイメージした「小さな公
共空間PLS」をH20.3に設置し、実証実験を実施中。

【課題】
・柏独自の「アーバンデザイン方針」を構築し、UDCKを中心としたデザイ

ンマネジメント体制の構築が課題である。景観重点地区はもとより、現在
の重点地区外も含めて実効性のある景観誘導の枠組みを整えることが課題
である。

・公民学が連携・役割分担した整備・維持管理によって、区画整理エリア内
において、高質で魅力的な空間（見せ場）を実現することが急がれる。その
ためにも、質の高い都市デザインによる中長期的な効果を明らかにし、共
有すること、その上でメリハリをつけた取り組みを推進することが課題で
ある。

目標8　イノベーション・フィールド都市

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

8（1）　国際学術研究都市をアピールする
・産学連携拠点として、柏の葉キャンパス駅前に「東京大学フューチャーセンタ

ー（FC）」を整備予定である。
・UDCKでは、環境、教育、モビリティ、コミュニティ等をテーマにしたフォ

ーラムやワークショップを多く開催し、先進的な取り組みを市民並びに社会に
対して発信している。毎回50名〜 100名程度の市民や関係者の参加がある。

・大学の研究者とアーティストのコラボレーションによる「はっぱっぱ体操」
（H21グッドデザイン賞、キッズデザイン賞受賞）など、他にはない特徴付け
による地域プロモーションを実施している。

・UDCKを中心に、個別の取り組みについてマスコミに対する情報発信を高頻
度に行っており、新聞やテレビでの報道も年間約500件に上っている。国内、
国外の公共団体、企業、大学などから数多くの視察があり、H22年度UDCK
で受けたものだけでも76件に上る。

8（2）　実証実験の支援と実現プログラムを提供する
・H17.4に柏の葉キャンパスシティＩＴコンソーシアム（KACITEC）が設立
（H17.11NPO法人化）されている。東京大学とＩＴ関連企業、行政が連携し、
将来の街に必要な生活・産業システムを作り出す研究・開発を行っていくこ
とを目的に、屋外無線LANエリアネットワーク、オンデマンドバス等の実証
実験を展開。H23年度にはマルチ・モビリティ・シェアリングの実証実験を
実施予定。

・UDCKをプラットフォームとして、大学・企業・行政とが連携して、スマー
トサイクル（H22.4〜）、PLS（H20.3〜）、公衆電源プロジェクト（H22.3〜）
等の実証実験を実現・展開している。H22年からは、東京大学公共政策大学
院と連携した「未来の住まい」を考えるワークショップの実施、NTTドコモと
の「モバイル空間統計」の研究等においても、UDCKが地域連携研究の拠点と
しての役割を果たしている。東京大学と柏市・地域との共同研究プロジェク
トは、H23.3時点で、全33件に及んでおり、H22.12には東京大学と柏市
の間で包括協定を締結。

【課題】
・計画中の東大FC等を拠点に、地域と連携した実証実験等を効果的・効率

的にサポートし、研究成果の地域への実装を促す枠組みを構築することが
課題である。
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