


2 柏の葉国際キャンパスタウン構想

全体像
１　構想の背景と位置づけ 2　対象区域

４　理念・目標・方針とフォローアップ状況

　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、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。

「環境・健康・創造・交流の街」をコンセプトとして、公・民・学の主体が連携・協働し、
先端的な都市づくりを具体的に実践するために、2008 年 3 月、千葉県、柏市、千葉大学、
東京大学の 4 者が共同で「柏の葉国際キャンパスタウン構想」を策定した。
　本構想は、新たな地域ビジョンに基づく新しい政策テーマを先取りした構想であり、現
在の法制度や政策を超えた提案も含まれている。そのため、本構想の実現にあたっては、
各団体内部での更なる検討や関係機関との調整を行い、制度の改善や上位計画へのフィー
ドバック、フォローアップ、そしてこの構想の見直しも含めて運用していくことが必要で
ある。
　2011 年 7 月には、新たに「『世界の未来像』をつくる街」というコンセプトを打ち出し、
12 月には国が進める「環境未来都市」「地域活性化総合特別区域」の指定を受けた。柏の
葉国際キャンパスタウン構想に基づく、次世代環境都市、国際学術都市づくりはいよいよ
佳境を迎えつつある。 ※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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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 2008 年度より
実施されている。2009 年度からは、千葉県、柏市、千葉大学、東京
大学に加えて、UR 都市機構、三井不動産株式会社が新たに加わって、
各種検討、実験、初期的事業を進めている。なお、検討内容については、
制度上・管理運営上の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

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

柏の葉国際キャンパスタウン構想委員会

フォローアップ事務局：ＵＤＣＫ

2006 年度基礎調査

2007 年度
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

2010 年度
フォローアップ調査

2011 年度
フォローアップ調査

　①空間デザイン部会
　②モビリティ部会
　③農と食部会
　④エリアマネジメント部会
　⑤地域教育部会
　⑥国際教育部会
　⑦ＵＤＣＫ将来部会

　①地域教育（小学校）部会
　②環境都市部会　　　③ ITS 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　　　⑦ PLS 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

　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１⑦空間デザイン部会２

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

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

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

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

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

を』クーワトッネ・ジッレナ-XT『 ぶ結を積集の原葉秋とばくつ
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
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方針 2008～2010年度フォローアップ 2011年度フォローアップ
○緑の基本計画改定（H21.6）
○緑化基準の強化、カシニワ制度の創設
○柏市地球温暖化対策計画（H20.3）、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、運営○

147.148 街区エコまちづくり事業
○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
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○「柏の葉スマートシティ」を打ち出し
○エリアエネルギーマネジメントシステム AEMS

の構築
○街エコ推進協議会　一般社団法人化

○千葉大学　植物工場の開設
○東京大学フューチャーセンターの検討
○千葉大学と柏市　包括協定締結

○緑園の道整備開始　沿道地権者勉強会の開催
○ 2 号調整池　基本方針検討
○こんぶくろ池公園南東街区　区画道路高質化　

基本合意
○デザインマネジメントに向けた協議
○一般社団法人柏の葉アーバンデザインセンター

設立
○ UDC  AGENDA  2011 策定

○柏の葉キャンパス駅前まちづくり協議会　設立
○「防災」をテーマにしたプログラム連携、駅前

防災基本方針の作成、防災イベントの実施
○コミュニティホウソウ局 K-Stream 開始
○まちまるごとキャンパス月間
○秋のこんぶくろ池祭り（NPO との連携事業）

○スマートサイクルのサービス拡充・ポート増設
○マルチモビリティシェアリングの実験開始
○「Smart Mobility City」東京モーターショー出展
○つくば市で公道上セグウェイツアーを共催
○柏の葉交通戦略　検討開始

○柏の葉小学校の建設
○まちづくりスクール「子どもを育むまちづくり」

教育委員会連携

○インターナショナルスクール誘致に係る検討

○ FDC 2nd project : 元気高齢者の社会参画（農業）
○ FDC 3rd project : Asian Entrepreneurship Award

○東京大学フューチャーセンターの検討

○柏たなか農あるまちづくりの推進

○フューチャーデザインセンター FDC 設立（H21.7）
○ FDC 1st project : スマートシティ企画会社設立
○ TX アントレプレナーパートナーズ設立（H21.11）
○柏の葉イノベーションデザイン研究機構　PLS の設置
○五感の学校（H18 ～）
○東京大学フューチャーセンターの検討

○新設小学校の提案型コンペ・小学校計画の検討
○インターナショナルロッジ供用開始
○千葉大学　柏の葉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 ～）、建築環境デザイ

ンスタジオ
○ピノキオプロジェクト（H19 ～）
○柏の葉サイエンスエデュケーションラボ KSEL 活動開始

○柏市総合交通計画の策定（H22.3）
○「オンデマンドバス」の拡大再実験
○「ITS 実証実験モデル都市」選定、柏 ITS 推進協議会設立

（H22.2）
○自転車利用促進計画調査
○スマートサイクル運用開始（H22.4 ～）
○セグウェイツアー開催、セグウェイクラブ発足

○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 ～）
○柏たなか農業体験農園の開設
○柏たなか農ある景観形成に向けたガイドライン検討
○柏たなか環境コンビニステーションの設置・運営
○かしわフードショー、かしわサラダレシピコンテスト

○千葉大学柏の葉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 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祭り（H19 ～）
○柏の葉八重桜並木協議会、里さくらまつり開催
○かしはなプロジェクト
○まちのクラブ活動
○こんぶくろ池自然博物公園（NPO による整備と管理）

○柏・流山地域国際学術都市づくり展
○東京大学フューチャーセンターの検討
○小さな公共空間 PLS の実験
○公衆電源プロジェクトの実験
○地域 ICT 利活用モデル構築次号
○モバイル空間統計による都市解析研究
○東京大学と柏市　包括協定締結

○ 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）
○柏の葉八重桜並木協議会、「学園の道」の八重桜の植樹
○「緑園の道」の検討
○調整池、正連寺野間土手の道、せせらぎの道等の検討
○ UDC 研究
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１　空間デザイン部会 緑園の道・2 号調整池・キャンパス駅周辺等の協議

１．目的と概要
　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」に基づき、道路、公園、調整
池等の高質化と周辺地区の景観誘導にもとづく総合的な検討・協議・
調整を行っている。
　2009 年以降、昨年度までは、構想で位置付けされている緑園の
道（Green Axis）について、駅南連絡線から南側小学校を繋ぐ 12
ｍ区画道路の区間における高質化（街路樹の設置と歩道のインター
ロッキング化）について整備方針をとりまとめた。
　今年度は、駅前街区の整備進捗に伴い、駅周辺をアーバンデザイ
ンにおける重点区域とし、駅周辺の公共空間となる１号近隣公園や
２号調整地等の空間形成について、過去の検討も踏まえながら具体
的な検討を進めた。また、駅前 148 街区の整備の具体化等を受け、
柏の葉キャンパス駅周辺の道路の維持管理や活用方策について、検
討を開始した。
　緑園の道については、柏の葉のシンボル道路とすべく、民地緑化
に向けた沿線地権者との協働による取り組みを始めた。
　また、ＵＤＣＫを中心とした都市空間デザインマネジメントの仕
組みづくりについても、引き続き検討を行っている。

２．取組み内容
 (1) 道路について
◆緑園の道　
　昨年度の検討を受け、歩道の設えとしては、ハナミズキ、シモク
レン、ヘデラによる植栽とすること、インターロッキング舗装はグ
レー系で 300mm 角とすることを決定した。ただし、先行して整備
が進む柏の葉小学校周囲については、空間領域としての一体性を創

り出すことを重視し、小学校外構の設えと合わせることとした。
また、「緑園の道」の魅力的な沿道環境の整備や維持、更なる発展
に向けて、沿道地権者の方々と緑園の道勉強会を設置した。先進地
区への視察を含め、計６回にわたる勉強会を開催し、緑園の道整備
の考え方を共有するとともに、可能性や課題について活発な協議を
行った。現時点では具体的な方向性の合意には至っていないものの、
公共空間の高質化を契機に地権者を含めた議論が始まったことは大
きな一歩である。

◆こんぶくろ池公園南東街区
　こんぶくろ池公園に近い本街区は、南側に１号近隣公園もあり、
緑に囲まれた閑静な住宅区である。地権者からの要望もあり、緑豊
かで歩行者に優しいコミュニティ道路の実現を目指し、昨年度から
検討を行っている。本年度は関係者との協議を行い、実施に向けて
概ね合意を取り付けた。図　2011 年度の検討対象箇所

緑園の道

若柴地区

十余二地区

こんぶくろ池公園南東街区

1 号近隣公園

区画道路 14-4 号線

図　緑園の道勉強会の様子

図　沿道宅地との高低差処理方法の検討イメージ

図　整備が進む緑園の道

図　区画道路の高質化と緑化に向けた計画案

柏の葉キャンパス駅周辺

2 号調整池とその周辺



5フォローアップ調査 2011

◆柏の葉キャンパス駅東西駅前広場と駅前線
　柏の葉キャンパス駅周辺では、ＵＤＣＫを中心に、「マルシェコ
ロール」（月一度開催の市場）や「かしはなプロジェクト」（駅前の
緑化活動）等を実施しているが、今年度は、駅周辺街区の住民や事
業者によるまちづくり協議会が設立され、地域が主体となったまち
づくりに向けて新たな一歩が踏み出された（エリアマネジメント部
会参照）。今後はＩＴＳ推進協議会を始めとする各種の社会実験も
見込まれるほか、２年後には、東京大学駅前キャンパスと始めとす
る 148 街区の完成も控えている。こうした点を踏まえながら、柏
の葉キャンパスの顔となる駅前空間を、地域が主体となってより魅
力的で先進性が感じられる空間としていくための検討を開始し、空
間づくりの考え方の整理や、維持管理活用に向けた協議体制の検討・
調整を行った。

(2) 公園及び調整池について
◆２号調整池と周辺街区
　２号調整地は、多自然型で整備することとなっていることから、
具体的な整備の形を示すため、関係者と協議を始めたところである。
調整池としての機能と将来的な維持管理も考慮した上で検討を進め
ている。現在、常時たい水部の設えと植生のあり方について関係者
と協議をしている。
また、２号調整池の環境を活かした周辺地区のアーバンデザイン方
針についても検討を行い、[ 象徴的コアの形成 ]、[ 周辺と連続する
都市環境形成 ]、[ 緑と歩行者空間のネットワーク形成 ] とう３つの
方針を、原案として整理した。

◆１号近隣公園
　１号近隣公園は、人口が増えつつある駅周辺地区の憩いの
施設として、早期の整備が求められている。この早期整備の
可能性や方策について、検討・協議を始めたところである。

(3) 景観誘導体制の充実・強化に向けた検討
　土地区画整理事業区域において基盤整備が進む中で、駅周辺の
重点地区の周りでも土地の供用、建物の建設が本格化しつつある。
公共空間の高質化にあわせて、個別建築活動に関してもデザイン方
針の明確化や誘導体制の充実・強化を図ることが望まれる。その
中心となるべきＵＤＣＫは、2011 年 12 月に一般社団法人となり、
まちづくりに関わる市民への情報提供・相談対応・助言・合意形成
支援等を事業の一つとしている。市の景観施策の中での位置づけや
役割分担を整理しながら、協議を継続している。

３．今後の課題と展望
　緑園の道とキャンパス駅周辺は、柏の葉エリアの空間デザイン
の先駆例となるべき地区であり、ようやく始まった具体的な協議の
場を継続する必要がある。また、２号調整池や１号近隣公園では、
大きな課題である維持管理のあり方を見定めるために、市民や民間
参画の方法について、具体的な協議と一部実践を始めることが望ま
しい。今後とも複数の検討が同時並行で進むこととなるが、検討・
設計・整備のスケジュールを見定め、共有しながら優先順位を持っ
て取り組む必要がある。
2012 年度は、部会での検討を継続しつつ、柏の葉エリア全体のアー
バンデザイン方針や景観形成推進体制の確立を目指していく。

◆区画道路１４－４号線
　県立柏の葉高等学校の南側に位置する本道路の施工を迎え、歩行
者、自転車の安全性確保と緑のネットワーク形成の両側面から、自
歩道や自転車専用帯、街路樹等について、総合的に検討を行った。
　結果的に、工事が迫る中で抜本的な見直しは難しいとの判断から、
緑を重視した現行計画通りの断面を採用することとしたが、地区全
体の自転車ネットワークと緑のネットワークについて、早急に検討
していくことを確認した。

図　西口駅前線の現況断面と将来的な利活用イメージ案

図　2 号調整池周辺のアーバンデザイン方針検討案（緑と歩行者空間ネットワーク）

図　区画道路 14-4 号線の現況

図　断面構成の検討（左：原案　右：片側を自歩道化した検討案）
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２　モビリティ部会 シェアリング展開とＩＴＳ推進協議会、将来ビジョン

１．目的と概要
　モビリティ部会では、柏の葉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」に基づき、自転車利用の
促進を進めているほか、2010 年 2 月からは、ＩＴＳ推進協議会を
軸に、先進的な情報通信技術等の導入による道路交通システムの検
討を行っている。
　今年度は、既往の実証実験や技術検討の継続・展開に加え、6 月
からは新たにマルチモビリティシェアリングの実証実験も開始し
た。セグウェイについても市民主体による活用が展開している。多
様な活動や検討が進む一方で、全体としての交通ビジョンの共有に
ついても検討を開始している。

２．取組み内容
 (1) スマートサイクル
　自動車からの転換による温室効果ガスの低減を目的に、自転車利
用促進事業の１つとして昨年度から「かしわスマートサイクル」の
導入実証実験を実施している。
①新規ポート設置による利便性向上
　昨年度の実験開始後、柏駅及び柏市役所のポート設置の要望が多
いことから、柏駅西口第６駐輪場及び分庁舎１にポートを設置。柏
中心部の新規利用者の獲得と、柏の葉地域－柏中心部間のモビリ
ティの向上を図った。また、マルチ交通シェアリングとの連携によ
り、ららぽーと前及び東京大学図書館前の２ポートを設置。既存の
ＵＤＣＫポートと東大環境棟裏ポートの２ポートと合わせ、柏の葉
地域の輸送力を強化した。
②深夜利用時間枠拡大による利便性向上
　回転数の向上を図るための郊外住宅地域ならではの方策として、
夜 22:00 以降に借りて翌朝 8:00 までに返却すれば利用料金 200 円

（通常は 100 円 /1 時間）という深夜料金を適用していたが、この
利用時間を２１：００～９：００に拡大した。
③チラシ、ポート案内シートによるＭＭ
　・新聞折込チラシ（21,100 部）
　・チラシボックスの設置（9 箇所）
　・ポート案内タンボリンシート（4 箇所）

　登録者数は 700 名を超え、全体の回転率は 0.35 回 / 台・日であ
る。このうち柏の葉キャンパス駅と東京大学との利用が約 9 割を
占めており、柏の葉地域での回転率は 0.61 回 / 台・日。利用時間は、
利用者の 9 割が 30 分未満である。継続に向けて事業性を向上させ
るためには、さらなる利用率の向上と事業規模の拡大が必要である。

(2) マルチモビリティシェアリング
　低炭素型モビリティ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電動の四輪・バイク等に拡充し、交通手
段の選択性を高めるとともに、ICT の活用により、無人運営で乗り
捨て可能な貸し借りを実現する新しいシェアリングシステム構築を
昨年度より検討。総務省の「地域 ICT 利活用広域連携事業」を受け、
2011 年 6 月より 1 か月間、「柏の葉・流山 いろんな乗り物 街乗り！
シェアリング」として、社会実験を実施した。
　本実験は、特定非営利活動法人 柏の葉キャンパスシティ IT コン
ソーシアム（KACITEC）が主体となっており、東京大学、柏市、流山市、
ＵＤＣＫ、民間企業の連携のもと、千葉県柏市および流山市のつく
ばエクスプレス沿線エリアにおいて実施した。当初約 1 ヵ月間は、
100 名の一般モニターを募り、オンデマンドバスとも連動したシス
テムとして、エリア内 5 ヵ所のポートで実施し、利用履歴や移動デー
タの分析・検証を行った。1 か月の実験を通じて、技術的運用の可
能性や一定のニーズが確認されたことを受け、その後、柏の葉エリ
アの 2 ポートで運用を継続しつつ、ポートの拡大やシステムの改
善に向けた検討・協議を進めている。

(3) ＩＴＳ推進協議会
　2009 年 6 月 5 日、柏市が「ITS 実証実験モデル都市」の全国４
都市の 1 つに選定され、その推進母体として、各種研究開発の推
進及びサービスの事業化・実用化に資する活動を行うことを目的に、
行政機関、民間企業及び各種団体や個人等が協力・調整を行う場と
して「柏 ITS 推進協議会」（会長：池内克史東京大学教授）が 2010
年 2 月に設立、50 を超える団体が参画している。6 つの部会での
検討が継続的に進められており、2013 年秋に東京で開かれる ITS
世界会議において、柏市を一つのショーケースとして示すことも視
野にいれながら、検討段階から実験・実装段階へと進みつつある。図　スマートサイクルポートの配置図（2012.3 現在）

図　マルチモビリティシェアリング　東京大学ポート

図　スマートサイクル　ＵＤＣＫ前ポート
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　ITS に係る取組み全体を統合するシステムとして、ITS 情報セン
ターの設置に向けた検討が進められている。

(4) 将来ビジョンの検討
　柏の葉エリアを中心に ITS 推進協議会とも連動して進められてい
る多様な研究や社会実験を、地域のニーズにあった交通システムと
して統合化していく上で、交通に係る将来ビジョンの共有並びにそ
の実現に向けた戦略の作成が必要である。本年度のモビリティ部会
では関係者が定期的に集まり、課題の枠組みや既往の取組みの共有
とそれらの位置づけの整理を行ったほか、畑山一郎氏（慶応大学教
授・ＵＤＣＫフェロー）が中心となって将来ビジョンのイメージ化
も行われた。

(5) セグウェイの活用
　セグウェイの市民による利活用を図りながら、まちづくりの中で
の活用可能性を広げていくべく「柏の葉セグウェイクラブ」を昨年
度発足しているが、今年度はさらに活動が展開。まちのイベントと
連動した試乗会等の開催に加え、2012 年 2 月には、「モビリティロ
ボット実験特区」に認定されているつくば市において、観光ツアー
の社会実験「TOUR THE CITY OF TSUKUBA」を企画・運営した。

３．今後の課題と展望
(1) スマートサイクル、マルチモビリティシェアリング
　スマートサイクルは、構想に基づく交通系の先導的プロジェクト
であり、今後、民間ベースでの事業化を目指す。その上で、収支の
向上、利便性のさらなる向上が必要であるため、2012 年度は、①
民間事業者負担による民間施設へのポートの設置と、②料金体系、
登録方法、決済方法の改善（定期プラン、Web 登録、クレジット
決済の追加）を図る予定である。マルチモビリティシェアリングに
ついてはポートの増設や予約方法の改善等を図りつつ、都市の新し
いインフラとしての事業性を見極める必要がある。
 

(2) 交通戦略の検討と ITS 世界会議に向けて
 　2013 年秋に ITS 世界会議が東京で開催され、柏の葉は ITS モデ
ル都市のショーケースとなることが求められる。世界会議を次世代
交通都市実現に向けた大きなステップと位置付けつつ、2012 年度
は柏の葉の交通戦略を描き、取組みを具体化していく必要がある。

　また、柏の葉の交通戦略の検討に向けたキックオフとして、中村
文彦氏（横浜国立大学教授）による講演会を 2012 年 3 月に開催した。

部会 活動テーマ
第 1 部会

（牧野東京大学准教授）
次世代 ICT の活用による駐車場 ITS や観光 ITS の実現

第 2 部会
（堀東京大学教授）

キャパシタ及びワイヤレス給電を活用した次世代車両
の開発・実用化

第 3 部会
（大和東京大学教授）

デマンド交通やシェアリングシステムなどの次世代公
共交通システム実用化

第 4 部会
（須田東京大学教授）

エコライドや PMV などの次世代モビリティの可能性検
討

第 5 部会
（大口東京大学教授）

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

第 6 部会
（池内東京大学教授）

ITS を通して魅力あるまちづくりを実現するための将来
都市像の検討

表　ＩＴＳ推進協議会の部会と活動テーマ

図　柏の葉をフィールドにした New Mobility City Design Vision（㈱ ecomo）

図　柏地域における ITS 関連の取組み

図 TOUR THE CITY OF TSUKUBA　の様子
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３　農と食部会
１．目的と概要
　昨年度まで本部会は「田園都市部会」として活動を行ってきたと
ころであるが、2011 年度から「農と食部会」に名称を改め、対外
的にも分かりやすく『農』と『食』に特化した形で、柏の葉国際キャ
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
ルの創出』の実現に向けて、農と食の連携による企画展開・事業推
進を引き続き行い、併せて柏たなかと柏の葉キャンパスとの連携強
化、農と食の効果的なプロモーションを推進していくとした。
　つくばエクスプレス「柏たなか駅」周辺地域においては、既存の
多くの農地、伝統的な農家住宅、神社仏閣等の風景・景観を活かし、

「健康で安らぎのあるまち・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」を展開しているところである。千葉大学、東京大学、
柏市、（財）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、環境コンビニステーション、ＵＲ都市機構
で構成される「柏北部東地区農あるまちづくり実行委員会」により、
2010 年度より本格的に①農業体験農園の支援、②地産地消・流通
支援の推進、③農ある景観形成の推進、④環境コンビニステーショ
ンの活動推進を進めているところである。

２．取組み内容：柏たなか「農あるまちづくり」
(1) 農業体験農園
　「農あるまちづくり」の取組の一つとして、土地区画整理事業で
整備した生産緑地を活用し、2010 年３月から農業体験農園を開園
している。初年度は２園３箇所 42 区画（１区画約 30㎡）において、
作付から収穫までを体験。第二期となる今年度も同じく２園３箇所
の農園において、51 区画で入園者が農作業を体験することとなり、
昨年度から約 7 割の方々が継続された。昨年度に引き続き、農園
主と入園者による交流会も盛んに行われ、コミュニティの形成も進
んでいる。

　2011 年 3 月の東日本大震災・福島第一原発事故に伴う放射能汚
染の影響により、農作物への影響を懸念する入園者に対して、農園
主の協力を得て、柏市にて農園の放射線空間線量測定及び農作物の
放射性物質検査を実施。空間線量については、柏市内周辺地域と同
様に基準値（0.23 μ Sv/h）を上回る数値が計測された箇所もあるが、
農作物自体について放射性物質は検出されなかった。実行委員会事
務局では、計測数値の入園者への情報提供によって、引き続き、入
園者が少しでも安心して農業体験農園での活動ができるよう図って
いく予定である。

柏たなか農あるまちづくりの推進

図　柏たなか駅周辺農業体験農園の様子図　柏たなか駅周辺農業体験農園の位置
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(2) 地産地消・流通支援の取組み
　2010 年度に引き続き、今年度も環境コンビニステーションを活
用し、農と食に関する各種市民講座、朝市を開催。昨年度に引き続
き園芸講座や蕎麦打ち体験講座、縄ない講座等を開催したほか、今
年度新規に子供が農業に触れ合う機会を創出する子供農業体験講
座（サツマイモ収穫・お菓子作り体験）や星空観察会を実施。朝市
については、柏たなか駅前の都市軸道路予定地を活用し、６月及び
11 月に実験朝市「農直市場たなかなか」を開催したほか、柏の葉キャ
ンパス駅で取り組まれているマルシェコロールと連携し、柏たなか
の農家によるマルシェコロールへの野菜出店や案山子コンテストを
開催。案山子コンテスト優勝者には、柏たなか駅周辺農園主会から
優勝賞品として地元野菜の盛合せが贈られた。今年度のイベント数
は 16 種 31 日間にのぼり、対前年度比で言えば＋ 5 種 16 日間も多
く開催し、延べ約 1,400 名の方々が参加された。
　次年度についても、市民講座を引き続き継続・発展させ、朝市に
ついても定期的に開催できるよう考えている。

(3) 農ある景観形成の推進
　伝統的な農家集落や神社仏閣などの既存の地域資源を活用し、都
市と農との共存を図るうえで、農ある景観形成も重要なテーマの一
つである。昨年度に引き続き、景観写真講座を実施。今年度は、写
真家の原康氏を講師に招き、風景写真の撮り方等について講義して
いただいた後、サイクリングツアーを通じて写真撮影を実施。参加
者が選んだ写真をパネルに貼り付け、朝市やＵＤＣＫにおいてパネ
ル展示を行い、さらに景観写真講座写真集としてとりまとめを行っ
た。
　また、集落景観の保全、農ある街並み形成等を目的とした当地区
での風景づくりの作法として「柏たなか地区風景づくりの手引」を
取りまとめた。住宅・農地・沿道・公共編に分け、農村風景と共生
する市街地整備、農地の緑化・修景に資する手本として、今後活用
していきたい。

(4) 環境コンビニステーションの活動推進
　2010 年 4 月に設置した環境コンビニステーションは、農業体験
農園や市民講座・朝市等の情報発信や、周辺地域住民の交流拠点と
して活用がされてきているところである。環境コンビニステーショ
ンの来場者数は、2011 年 4 月～ 2012 年 2 月の期間で約 2,300 名
におよぶ（対前年比＋ 28％）。また、柏北部地域の農業振興やまち
づくりに関連し、地域住民等の方々に対して無料でスタジオの貸出
し（計 32 回）を実施。地域の方々の認知度も高くなってきたとこ
ろである。今後もホームページ（http://kashiwatanaka.net）と併
せて情報発信力を高め、更なる情報発信・交流拠点の場としていく
ことが望まれる。

３．今後の課題と展望
　柏たなか駅周辺における「農あるまちづくり」が形として実現し
てから２年が経過しようとしているが、本活動がより継続発展して
いくには、農業体験農園数の拡充、市民講座・朝市の定着化、取り
組み全体を通じた地域住民の参加機会の拡大が必要であり、まずは、
朝市の定期開催実現に向けて準備を進めているところである。また、

「農あるまちづくり」に係る中長期的な運営方法、経営計画等につ
いても、今後検討が必要であり、サスティナブルな取組活動が実施
できる仕組みづくりを検討していなかければならない。
　柏の葉キャンパス駅周辺でも、千葉大学における植物工場の開設、
駅前での農園施設のオープン等の動きなどもあり、エリア全体とし
て様々なレベルで「農と食」に係る動きが活発化している。一方で
は、放射線被害への不安・風評などから、柏の農業自体の復活とい
う大きい課題も存在している。それぞれの取組みを進めつつ、これ
らがうまく相乗効果を生み出し、エリア全体の魅力の回復と拡充に
つながるよう、「食をテーマとしたまちづくり」の戦略的推進に一
層取り組む必要がある。

図　第 4 回農直市場「たなかなか」

図　景観写真講座展示（ＵＤＣＫ）

図　環境コンビニステーション
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４　エリアマネジメント部会
１．目的と概要
　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たほか、ま
ちのクラブ活動やマルシェコロールなど、市民の参加を促す様々な
プログラムを展開し、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、2011 年 3 月 11 日の東日本大震災の影響を受け里桜祭
りの中止等はあったが、「地域防災」を一つの軸に据えながら、こ
れらのプログラムの継続的な展開を図った。また、大きなトピック
として、地域として総合的なエリアマネジメントをおこなう母体と
なる「柏の葉キャンパス駅前まちづくり協議会」を 7 月 9 日に設
立した。体制を整えることに重点を置き、防災を軸にした活動を進
めた。

２．取組み内容
(1) 柏の葉キャンパス駅前まちづくり協議会の設立
◆協議会の枠組み
　当協議会の目的は、柏の葉キャンパスエリア（当面は駅前の５街
区）において、行政や開発事業者だけでなく、地域で生活・活動す
る住民や立地機関が主体となって、地域課題の解決や活性化を図り
ながら生活環境の維持・向上に取組むことである。住民と立地機関
から成る複合主体組織とすることで、単独の町会では困難な地域レ
ベルでの活動や、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。

駅前まちづくり協議会の設立

　設立時における活動項目として、「防犯・防災」、「環境美化」、「交
流」、「健康・福祉」の４つを掲げているが、今年度は特に、3.11
以後の意識の高まりを背景に、地域防災を中心に活動した。

◆防災に係る活動
　防災意識の啓発を図るため、7 月 9 日の協議会設立日に、防災施
設を中心とした地域施設の見学会を実施し、約 45 名の参加があっ
た。また、9 月 3 日には、3.11 後の地域での取り組みや、先進事例
の報告等を踏まえながら、柏の葉における防災まちづくりの方向性
について、検討・議論を深める場としてシンポジウム「柏の葉の都
市防災とこれからのまちづくりを考える」をＵＤＣＫと共催。まち
づくり協議会も住民や行政職員など 60 名を超える来場者があった。
　これらと並行して、駅周辺地区における防災まちづくり連携（共
助）に向けた、防災基本方針を検討。1 月と 2 月には、ワークショッ
プを開催し、活発な意見交換がなされた。ここでの意見をふまえな
がら、協議会としての『防災基本方針～「共助」から生まれる「安

心」と「コミュニティ」～』を取りまとめた。当方針では、まちづ
くり協議会の防災機能、災害時の活動方針、まちづくり協議会によ
る「共助」の基本的な考え方、日常の活動方針を示している。
　3 月 17 日（土）には、東日本大震災から 1 年が経過したことを受け、
改めて日頃の備えについて見直し、地域防災に対する住民の意識を
高めるため、防災イベント「柏の葉キャンパス防災ひろば」を開催
した。約 40 名の参加があり、炊き出しワークショップ、防災カー
ドゲーム、防災基本方針パネル展示等が行われた。

◆環境美化に係る活動
（美化）高架下植栽を地域で管理する可能性を探るべく、施設管理

者と協議を行い、利用可能な支援制度の検討を行った。また、協議
会の美化活動を強化するため、かし＊はなとの連携について検討を
開始した。

（清掃）2011 年 12 月と 2012 年 2 月に、「クリーン大作戦」と題して、
街の清掃イベントを企画したが荒天中止となってしまった。2008
年よりＵＤＣＫが主催してきた駅周辺の清掃活動を、2012 年 3 月
からは協議会主催の清掃活動と位置づけ、住民に広く参加を呼びか
ける形で参加者の拡大を目指していく。
◆その他の活動
　10 月、協議会活動の認知と、今後の活動の方向を議論するため、

「まちづくり意見交換会」を開催した。住民を中心に約 30 名が参
加し、街の良い点・改善点等について意見交換がなされた。このな
かで、交番と郵便局についての要望が多く寄せられたことから、協
議会として柏市関係課と協議を行った。
　また、協議会の活動を会員に伝え、参加を促すため、「柏の葉キャ
ンパス駅前まちづくり協議会だより」を全８号発行した。

住民
組織

2
団
体

・柏の葉キャンパス一番街町会
・パークシティ柏の葉キャンパス
　二番街管理組合

立地
事業所

6
団
体

・株式会社京葉銀行
・医療法人辻仲病院柏の葉
・ららぽーと柏の葉
・柏の葉アーバンデザインセンター
・三井不動産株式会社
・三井不動産レジデンシャル株式会社

図表　協議会の構成員と対象エリア（2012.3 現在）

図　柏の葉キャンパス防災ひろば　　　図　災害時の連携イメージ（防災基本方針より）

図　まちづくり意見交換会の様子

 (2) カレッジリンク・プログラム、かし＊はな
　市民と大学が共に学び合い、環境や高齢化、食等に係るアクショ
ンを地域に広げていくことを目的に、2009 年度より本格開講して
いる千葉大学の「柏の葉カレッジリンク・プログラム」。2011 年度
の前期専門コースでは、東日本大震災を受けて、「災害時における
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市民の知」をテーマとし、9 月にＵＤＣＫで実施した防災シンポジ
ウムでは、受講生が学習成果をもとに、発表を行った。
　今年 4 月には、カレッジリンク修了生たちが作成した「いろは
カルタ養生訓」が頒布開始され大きな反響を得た。現在、修了生組
織の法人化が検討されており、今後地域のなかで、知識やつながり
をいかした活動を展開していく予定である。

　市民が中心となって駅前空間を花と緑で美しくする「かし＊はな
プロジェクト」も 2009 年度より継続している。今夏は節電への意
識の社会的高まりを受けて、「緑のカーテンプロジェクト」を実施。
バスシェルター及びＵＤＣＫの周囲をアサガオ、ゴーヤ、ヘチマな
どで緑化し、収穫物を使ったワークショップも実施した。3 年目に
入り活動が広がる一方で、メンバーが固定化し、負担が増している
部分もある。メンバーの負担の軽減やメリットの付与、そのための
継続的な財源の獲得、新たなメンバーの呼び込みといった課題につ
いても取り組んでいく必要がある。

 (3) マルシェコロール、まちのクラブ活動、K-stream
　マルシェコロールは、2011 年度は 4 月～ 11 月まで 9 月を除い
て毎月開催した。６月、７月は柏たなか駅前で実施している『農直
市場たなかなか』との合同企画『おいしいカラフル市場 2011』と
して、各駅前で交代で共同出展するというコラボレーションも実施。
10 月は 2 日間にわたって恒例のピノキオプロジェクトとの同時開

催を行った。11 月には千葉大学のセンター祭との合同企画として、
千葉大学キャンパス内で開催するなど、柏の葉エリア全体をつなぐ
企画として成長しつつある。マルシェの学生ボランティアが中心に
なって「柏の葉学生企画部」を立ち上げ、自らがイベントの企画・
運営を行うといった活動も始まっている。
　まちのクラブ活動は堅調に活動を広げており、登録会員数は
1000 名を突破。クラブ数は増減はありつつも、約 20 のクラブが
継続して活動している。また、クラブ活動以外にも、「ベビママ応
援プロジェクト」「マチノ先生プロジェクト」「アーティストカフェ」
等のコミュニティプログラムを展開。これらを通じて既存の市民活
動団体や市の事業との連携も強めている。また、事務局主催の夏祭
りやハロウィンイベント等は年々参加者が増加し、定番のイベント
になりつつある。
　６月には、市民有志によるインターネットホウソウ局「K-stream」
が開局。毎週火曜日の午後、ＵＤＣＫを拠点に市民の手による地域
情報の発信が行われている。

  (4)「ＮＰＯ法人こんぶくろ池自然の森」との連携
　「緑園の道」の北の拠点とな
るこんぶくろ池自然博物公園の
整備と維持管理を担う「ＮＰＯ
法人こんぶくろ池自然の森」の
主催で「秋のこんぶくろ池祭り」
を初開催した。ＵＤＣＫや駅前
まちづくり協議会も協力し、多

くの子供連れで賑わった。

３．今後の課題と展望
　柏の葉キャンパス駅周辺における、「まちづくり協議会」を軸と
したエリアマネジメント体制の確立　駅前広場の道路空間の管理活
用が重要なテーマ　道路管理者・交通管理者を含む「（仮称）地域
道路管理活用協議会」の設置に向けて調整を始めている。これをきっ
かけにして、従来の公共空間管理を超えて地域がより主体性をもっ
た総合的なエリアマネジメントの仕組みの検討を進める。
　一方で「まちづくり協議会」への住民参画を一層促し、活動基盤
を強化することが課題である。また、いつくるかもしれない災害に
備え、今年度とりまとめた「防災基本方針」を足がかりに、具体的
な地域防災体制を整えていくことも喫緊のテーマである。
　駅周辺における取組みが先行しているが、今後、柏の葉エリア全
体を視野にいれながら、緑やエネルギーのマネジメント、景観・デ
ザインのマネジメント、健康のマネジメント、安全安心のマネジメ
ント、地域経済のマネジメントなどの仕組みを整えながら、総合的
な自律都市モデルの形成に向け、取組みを進める必要がある。

図　カレッジリンク・プログラム専門コースの様子

図　千葉大学センター祭と合同で開催したマルシェ・コロール（2011.11）

図　男性のための料理教室　　　　　　図　K-stream

図　秋のこんぶくろ池祭りの様子
図　バスシェルターの朝顔のカーテンとそのツルを使ったリースづくり
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５　地域教育部会
１．目的と概要
　地域教育部会は、国際キャンパスタウン構想の「目標 3：国際的
な学術空間と教育空間の形成」の実現に向けて、柏の葉エリアにお
ける地域と教育・研究機関との連携に係る検討や地域連携型教育プ
ログラムを展開してきた。
　2011 年度は、カレッジリンクプログラムやピノキオプロジェク
トなど既往の地域連携型教育プログラムを継続展開するとともに、
まちづくりスクールでは後期コースにおいて「子どもを育むまちづ
くり」がメインテーマとされた。これは、2012 年 4 月に新設小学
校（2011 年 9 月に柏の葉小学校と名称決定）の開校を控えるなか、
市教育委員会の協力を得ながら、今後の地域連携教育のあり方につ
いて考えるプログラムとして実施されたものであった。
 

図　2012 年 4 月開校に向けて整備が進む柏市立柏の葉小学校

２．取組み内容
(1) まちづくりスクール「子どもを育むまちづくり」
　「まちづくりスクール」はまちづくりの担い手育成を目的とした
市民講座で、大学教授や第一線で活動する専門家を講師に招いて
2007 年度から実施してきている。
　2011 度の後期コースでは「子どもを育むまちづくり」がメイン
テーマとされ、地域の子育て環境・教育環境について、各回のサブ
テーマに基づくレクチャーと、参加者も交えた意見交換が行われた。
本講座の成果を、実際に柏の葉エリアにおける家庭・地域・学校の
連携へとつなげていくことが、今後は求められる。

まちづくりスクール 2011 年度後期コース各回プログラム

10/15
( 土 )

「こどもが遊ぶ空間をデザインする」

山崎亮氏　studio-L 代表、京都造形芸術大学教授（コミュニティデザイン）

10/29
( 土 )

「まちでの " 遊び " と " 体験 " で育まれる子どもの心とからだ」

吉永真理氏　昭和薬科大学教授（臨床心理学）

11/12
( 土 )

「柏市における学校と地域の連携の現状」

柏市教育委員会（学校教育課学校企画室）

11/26
( 土 )

「子どもの安全教育とまちづくり」

宮田美恵子氏　日本こどもの安全教育総合研究所理事長

 

図　まちづくりスクール（意見交換風景）

大学の知とアートを活かした学習プログラム展開

(2) 五感の学校・ピノキオプロジェクト
　「五感の学校プロジェクト」では、まち全体を学びの場と捉え、
その学びを促す様々なアートプロジェクトを柏の葉エリアで実施
している。その一環として、2011 年度も、将来の担い手（＝子供）
が地域運営を楽しく体験する教育プログラム「ピノキオプロジェク
ト」を開催している。
　ピノキオプロジェクトは、2007 年度よりＵＤＣＫはじめ関係機
関の連携により運営・実施されてきたが、2011 年度は「みんなで
つくるピノキオ」をテーマに、地域の子ども達が企画段階から参画
し、保護者も運営スタッフとして参加するなど、地域連携で運営す
るプログラムへ育てていくことが試み始められている。

 図　ピノキオプロジェクト 2011

(3) 柏の葉サイエンスエデュケーションラボ（ＫＳＥＬ）
　2010 年度に東京大学の学生を中心に発足した「柏の葉サイエン
スエデュケーションラボ（KSEL）」は、更に活動の幅を広げている。
　「駅前出張サイエンスカフェ」や「子ども科学教室」（協力）など
の既往プログラムに加えて、高校生向けの「科学の持つ夢の力講座」
や、市民向けの「Select Book Cafe “ だんらん ”」など、新たな科学
教育プログラムが開始されている。また、地域の学校と連携した取
り組みとして、柏の葉高校や西原小学校・十余二小学校への出張授
業も始められている。

 図　駅前出張サイエンスカフェ at 柏の葉 2011

３．今後の課題と展望
　新設小学校開校は、教育・研究機関と地域との連携や、地域教育
環境を改めて検討・構築する契機としたい。その連携の枠組みの中
で、既往の各種プログラム間の連携・役割分担の整理や、継続展開
の仕組みを考えていく必要がある。
　なお、新設小学校と地域との連携に向けた具体的な検討・協議は、
開校後に、主に柏の葉キャンパス駅前まちづくり協議会を通じて進
められる予定である。
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６　国際教育部会
１．目的と概要
　柏の葉国際キャンパスタウン構想では、目標３に「国際的な学術
空間と教育空間の形成」を据え、方針２として「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」あるいは、方針３として「柏
の葉から世界の最先端で活躍する人材を育成する」と掲げている。
　駅周辺の開発の本格化、大学の国際化への取組みの加速等を背景
に、「国際キャンパス」にふさわしい環境整備に向け、外国人研究
者等の子息の教育環境の充実のあり方、そのための国際教育機関の
誘致可能性の検討を目的に、2011 年 10 月に国際教育部会（会長
　東京大学新領域創成科学研究科　副研究科長　味埜教授）を立ち
上げ、議論、検討を開始した。

２．取組み内容
　柏の葉キャンパスにおける国際教育機関のあり方について方向性
を見極め、国際的な教育機関の実現を図ることを課題に、合計３回
の部会を開催し、活発な意見交換を実施した。

(1) 国際的教育機関の類型や各種統計データの整理
　2008 年度に柏市において実施した「外国人児童生徒の教育環境
整備に関する調査」を参考にしつつ、改めて、国際教育機関の類型
や外国人生徒数の推移等基礎データの整理を実施した。

(2) 先行事例の視察
　千葉県千葉市の幕張インターナショナルスクールを先行事例とし
て視察した。

  

図　幕張インターナショナルスクール　視察

 (3) 大学研究者、留学生のニーズ調査（アンケート）
　具体的なニーズを把握するため、東京大学柏キャンパス、千葉大
学柏の葉キャンパスの研究者、留学生を対象に、アンケート調査を
実施した。

　これらの検討を通じて、柏の葉キャンパスにおける国際教育機関
誘致の一つの方向性として下記を整理した。
・世界各国から集まる多様な母語の大学関係者の子どもを主な対

象とする。
・国際的な認証機関に認定された世界標準 ( ＩＢ等 ) のカリキュラ

ムを英語で実施することを優先目標とする。
・対象年齢は 5 歳までの幼児および小学生を第一優先とする。

　しかし、現時点でニーズとして十分な量が確認できていないこと
から、さらにフィージビリティスタディを進める中で、日本人生徒
の受け入れや、上記以外のカリキュラムや対象年齢の可能性につい
ては、再度検証・検討を行う。

外国人研究者等の子息の教育環境の充実策の検討

３．今後の課題と展望
①先行事例のさらなる視察、研究
　柏の葉キャンパスシティにおける国際教育機関の参考となる先行
事例を見極め、あるべき教育機関像をより具体化する。
②マーケティング調査およびフィージビリティスタディの実施
　大学等既存施設だけではなく、誘致候補となる企業等へのヒアリ
ングを通じて、将来的ニーズの拡大余地を検証する。これを踏まえ
ていくつかのモデル像についてフィージビリティスタディを行う。
③国際教育機関実現スキームの策定、課題の整理とアクション
　可能性のあるモデル像について、具体的実現スキームを策定する。
合わせて課題を整理し、解決に向けて具体的なアクションを行う。

図　大学研究者、留学生のニーズ調査（抜粋）
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の承諾を得て定款を作成し、2011 年 12 月 20 日付で「一般社団法
人柏の葉アーバンデザインセンター」を設立、登記した。

(2) 第２回アーバンデザインセンター会議の開催
　2011 年 11 月 25 日、横浜・田村・郡山のＵＤＣシリーズの中心
メンバーが集い、「アーバンデザインセンターの課題と将来展望」
をテーマに「第２回アーバンデザインセンター会議」を開催した。
前田英寿氏（芝浦工業大学教授・前ＵＤＣＫ副センター長）の基調
講演ののち、各地のまちづくり関係者、実務者や学識経験者など
70 名を超える来場者とともに、3 時間超にわたって「アーバンデ
ザインセンターによるまちづくりとは？」、「今後の活動展開の方向
は？」など、熱のこもった議論を展開。新たな時代における地域主
体のアーバンデザイン推進拠点の発展に向け、“ ＵＤＣ ” が今後も
兼ね備えるべき８つの基本理念を “UDC AGENDA 2011” としてとり
まとめた。

１．公・民・学連携の拠点となる
２．明確な目標と戦略を打ち立て実行する
３．常に具体のフィールドで活動する
４．都市空間のデザインを担う専門家が主導する
５．新しいアイデアに挑戦し続ける
６．一人一人が活動をエンジョイする
７．最新の情報を広く公開し、共有する
８．UDC ネットワークを全国へ、そして世界へ

　また、ＵＤＣＫの５年間を支えた公・民・学の関係者からのコメ
ントをもとに、ＵＤＣＫの「今後５年間の活動方針」を定めた。

１．テーマ別戦略の立案と推進
２．大学の社会連携・社会実験の支援強化
３．エリアマネジメントの推進
４．空間デザインマネジメントの実践
５．国際化の推進

３．今後の課題と展望
　今後の具体的な課題として、法人事業を軌道に乗せることと、２
年後に迫る東大駅前棟への入居に向けた協議を進めることがあげら
れる。また、「今後５年間の活動方針」に則った活動の展開や、“UDC 
AGENDA 2011” に基づき、ＵＤＣネットワークを拡大、強化してい
くことも重要なテーマである。
　法人設立後、毎月開催している「ＵＤＣＫ戦略会議」を軸に、こ
れらを強力に推し進めていきたい。

 
図　第２回アーバンデザインセンター会議（2011.11.25）

UDC
AGENDA
2011

７　ＵＤＣＫ将来部会
１．目的と概要
　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新法人の設立を目指すことを昨年度決
定し、方向を定めた。今年度は、より具体的な検討と調整を行い、
2011 年 12 月に「一般社団法人柏の葉アーバンデザインセンター」
を設立した。
　また、今年度はＵＤＣＫ設立 5 周年の節目であったことから、
11 月に 5 周年記念式典とあわせて第 2 回アーバンデザインセンター
会議を開催。各地のＵＤＣの中心メンバーが集い、“ ＵＤＣ ” の基
本理念を共同でとりまとめた。また、ＵＤＣＫとしての今後 5 年
間の活動方針を定めた。

２．取組み内容
(1) 一般社団法人の設立
　柏の葉エリアでＵＤＣＫが持続的に活動していく上で、一定の責
任ある位置づけを得ること、また、専門性を活かした独自の事業を
担い財政基盤を強化することの 2 点から、法人を設立。公益性を
持ちつつ比較的自由度の高い法人形態として、一般社団法人とした。
　ただし、行政や大学が参画するプラットフォームとしての従来の
ＵＤＣＫの役割は、任意団体でのみ可能であることから、これはそ
のまま維持。別に同名の一般社団法人を設け、助成金申請や行政・
大学等からの事業の受託、及び、景観整備機構、都市再生整備推進
法人など法的な組織指定等を受ける際に、当法人がその主体となる。
また、ＵＤＣＫの施設運営については、従来通り柏市都市振興公社
が担うこととし、専門性を有するＵＤＣＫの事業について当法人が
担うこととした。
　これにより、一般的に「ＵＤＣＫ」と呼ぶものとして、施設とし
てのＵＤＣＫ、オープンなプラットフォームとしての任意団体のＵ
ＤＣＫ、加えて、主体的に各種事業を担う一般社団法人としてのＵ
ＤＣＫの３種類が存在することとなる。

図　3 段構成のＵＤＣＫのイメージ

 
　一般社団法人が任意団体ＵＤＣＫの下部機関であることを明確に
するために、法人の代表理事は、従来のＵＤＣＫのセンター長が兼
任。また、法人理事会は基本的にＵＤＣＫ運営委員会メンバーに属
する者で構成することとする。ただし行政機関として法人への関与
は困難であることから柏市の役員は法人理事には入らず、一方で、

（財）柏市都市振興公社事務局長が法人の理事となることで、ＵＤ
ＣＫ法人への公社の関与を明確にした。こうした整理の上で関係者

法人設立と "UDC AGENDA 2011" の作成

ＵＤＣＫ
今後 5年間の
活動方針
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「公民学が連携した自律した都市経営」地域活性化特区と環境未来都市の推進

(1)「世界の未来像」をつくる街
　2011 年 7 月に、千葉県、柏市、千葉大学、東京大学、三井不
動産で共同記者発表を行い、柏の葉キャンパスのまちづくりを通
じて社会的課題の解決モデルを世界に向けて提示していくために、
エネルギー・地球環境問題対策、超高齢社会対策、日本経済再生
という 3 つの重点テーマを掲げ、「スマートシティ」「健康長寿都市」

「新産業創造都市」を実現させるための事業展開を本格化させるこ
とを発表した。

(2) 地域活性化特区と環境未来都市
　柏の葉国際キャンパスタウン構想に基づき進めてきた「公民学
の連携」による先進的なまちづくりを、上記の３つの重点テーマ
に沿ってさらに加速するため、政府の掲げる新成長戦略に基づき
創設された２つの制度、「地域活性化総合特別区域（地域活性化特
区）」並びに、「環境未来都市」に対して柏市が中心となって提案
を行い、2011 年 12 月にともに国による指定を受けた。
　「地域活性化特区」は、地域の活性化に向けて指定地域に対し規
制の特例措置を中心に税制・財政・金融上の支援等を複合的に実
施するもの。「環境未来都市」は、環境・超高齢化対応に向けて世
界に誇る先進的な都市をつくるために、指定地域に対して国が集
中的に財政支援や規制の特例措置などを実施するもので、「地域活
性化特区」は全国 26 地域が、「環境未来都市」は全国 11 地域が指
定された。

(3) 柏市の提案：「公民学が連携した自律した都市経営」
　「地域活性化特区」「環境未来都市」への柏市の提案テーマは、「公
民学連携による自律した都市経営」である。これは、環境・エネ
ルギー問題、超高齢化対応、経済活力の持続といった社会の課題
に対し、大学等の「最先端の知」を結集して構想・戦略を立案し、
市民や企業等の地域の主体が持続的・自律的にその運営を担い、
高齢者から次世代を担う若者、あるいは自由な発想を持つ子供ま
で、誰もがまちづくりに参画できる、クリエイティブな新しい社
会システムによって、解決モデルを提示しようというものである。
　環境・エネルギー問題に対する「スマートシティ」は、地域で
の自然・未利用エネルギーの
発電・蓄電、街区間電力融通、
エネルギー見える化による住
民参画型の省エネ活動などに
より、地域で自律的に環境・
エネルギー問題を克服する災
害に強いコミュニティづくり
を行うもの。超高齢化社会に
対する「健康長寿都市」は、
疾病予防・介護予防サービス
を包括的に提供する「トータ
ルヘルスケアステーション」
を創設するとともに、元気な
高齢者が地域の健康サービス
に貢献できるよう育成講座を

開設し、地域住民がイキイキとした暮らしを支えあうコミュニティ
づくりを目指すもの。持続的な都市経営・経済再生に対する「新産
業創造都市」 は、大学・研究機関発ベンチャーへの総合的支援や、
地域主体のエリアマネジメントにより、自律的に新産業と雇用を創
出する、創造的な地域環境形成を進めるものである。
　これらの３つの軸の提案について、「地域活性化特区」では主に
規制緩和と税制措置、「環境未来都市」では主に財政支援に係る提
案を行っている。

(4) 事業の推進に向けて
　これらの提案内容に基づき、既に規制緩和や財政支援等について、
国との具体的な協議を開始し、計画策定を行っている。今後、取組
みの進展に応じて計画内容をより充実させながら、公民学が連携し
て着実に推進していくことが必要である。そのうえで、「柏の葉国
際キャンパスタウン構想」自体、そしてＵＤＣＫを中心とする連携
基盤はますます重要なものとなる。「地域活性化総合特区」では、
推進母体となる「地域協議会」を 2011 年 9 月に設立。「環境未来都市」
では、同様に「環境未来都市コンソーシアム」を 2012 年 2 月に設
立している。
　今回の地域指定によって、「公民学の連携」による柏の葉のまち
づくりは次の段階に進んだ。効果的・効率的な推進に向けて、構想
に示す８つの目標・２６の方針と今回提案した３つの重点テーマの
関係について改めて整理する必要がある。多岐にわたるテーマを並
行して推進するために、より緊密かつ効率的な連携体制を築いてい
くことが重要である。

社会

環境

経済

子育て
教育

公民学連携
国際キャンパスタウン

 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

創造的な産業空間と文化空間の醸成目標２

イノベーション・フィールド都市目標８

エリアマネジメントの実施目標６

国際的な学術空間と教育空間の形成目標３

キャンパスリンクによる柏の葉スタイルの創出目標５

質の高い都市空間のデザイン目標７

スマート
シティ

健康長寿
都市

新産業創造
都市

スマート
シティ

健康長寿
都市

新産業創造
都市

図　共同記者発表の様子

図　柏の葉国際キャンパスタウン構想の８つの目標と３つの重点テーマの関係イメージ




