


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ており、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、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た運用が必要である。策定後 5 年目を迎える
本年度は、取組みの進捗等を反映した構想の内容「充実化」のための時点修正案を検討した。
　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 年度構想策定

2008 年度～ 2012 年度
フォローアップ調査

2013 年度
フォローアップ調査

①空間デザイン部会
②エリアマネジメント部会
③モビリティ部会
④立地促進部会
⑤農と食部会
⑥地域教育部会
⑦エリアプロモーション部会
⑧ＵＤＣ展開部会

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

方針

方針 2008～2012年度フォローアップ 2013年度フォローアップ
○緑の基本計画改定、緑化基準強化、カシニワ制度創設
○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　ららぽーと太陽光
○エリアエネルギーマネジメントシステム AEMS 構築
○柏の葉街エコ推進協議会設立（H21.12）一般社団法人化
○見える化ナビ設置と利用促進
○スマートシティミュージアム開設

「
地
域
活
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」・「
環
境
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民
学
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よ
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律
都
市
経
営
」

○非常時街区間電力融通の許可（総合特区）、イン
フラ整備

○柏市板　カーボンオフセット制度開始
○ 148 街区　大規模ガス発電施設配備

○千葉大学　植物工場の研究継続
○東京大学フューチャーセンターの開設

○ 2 号調整池　整備及び二期環境整備の検討
○ 1 号近隣公園　住民参加型での整備
○柏の葉キャンパス駅西口駅前線高質化工事　詳

細調整
○ UDCK 景観整備機構指定、シンポジウム、まち

歩き開催
○アーバンデザイン戦略策定・公表

○柏の葉キャンパス駅前まちづくり協議会活動
○西口整備にあわせた地域による道路の管理活用

枠組み検討
○秋のまちまるごとオープンキャンパス等プロ

モーション連携
○地域ポイントプログラム、デジタルサイネージ、

プロジェクトハウスの運用

○柏の葉交通戦略の策定・公表（モビリティ部会）
○ ITS 世界会議への参加　テクニカルビジット実

施
○駅周辺自転車駐輪場の再編検討

○環境未来都市構想と連携したテーマ設定による
まちづくりスクール実施

○カレッジリンクプログラムのコース再編、カレッ
ジリンク Jr. の新規実施

○イノベーションキャンパス都市計画変更に係る
検討協議（立地戦略部会）

○ AEA2013 の開催（2012 に続き 2 回目）
○インキュベーション施設 KOIL の開設準備

○ ICT 超高齢社会づくり推進事業
○スマートヘルスプロジェクト　電子母子手帳
○高齢者の虚弱化・認知症・メタボ予防
○健康ステーション開設準備

○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
○東京大学フューチャーセンターの検討
○新たな立地誘導区域「イノベーションキャンパス」検討

○新設小学校の提案型コンペ・小学校計画　開校（H24）
○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 ～）
○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
○子供向け国際学習　パンゲアアクティビティ（H24 ～）

○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）
○スマートサイクル運用開始（H22.4 ～）
○マルチモビリティシェアリング実験開始（H23.6 ～）
○セグウェイクラブによるセグウェイ利活用展開
○柏の葉交通戦略検討

○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 ～）
○柏たなか農あるまちづくり、農業体験農園設置　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
○健康見える化プロジェクト

○千葉大学柏の葉カレッジリンクプログラム（H21 ～）
○お花見ピクニック月間（H19 ～）、街まるごとキャンパス月間（H23 ～）
○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、コミュニティホウソウ局 K-stream
○こんぶくろ池自然博物公園（NPO による整備と管理）
○柏の葉キャンパス駅前まちづくり協議会設立（H23 ～）
○地域ポイントプログラム構築（H24）

○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 利活用モデル構築事業
○モバイル空間統計による都市解析研究
○東京大学と柏市　千葉大学と柏市　包括協定締結

○ 147.148 街区アーバンデザイン委員会
○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」の整備、沿道地権者勉強会
○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、UDC AGENDA2011 策定、( 一社 )UDCK 設立
○ 2 号調整池遊歩道、1 号近隣公園、西口駅前線の協議

2013 年度　構想充実化策定

2012 年度　構想充実化検討
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１　空間デザイン部会 公園・道路等の整備推進と駅周辺景観誘導検討

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。
　昨年度は、1 号近隣公園、2 号調整池、西口駅前線を主な課題と
し、それぞれ基本的なデザインと整備枠組みについて合意した。ま
た、デザインマネジメントの指針となる「柏の葉アーバンデザイン
戦略（案）」の作成と実施体制の検討を行った。
　今年度は、上記施設の整備を進め、今まで議論してきたことが実
際に形になる年となった。その中で住民参加型の企画の実施や、細
部のデザイン検討等を実施した。また、一般社団法人柏の葉アーバ
ンデザインセンターが柏市より景観整備機構の指定を受け、普及啓
発事業や景観誘導に係る検討・協議について一層力を入れた。

２．取組み内容
 (1) 個別施設の事業推進と調整
■ 1 号近隣公園暫定整備　“ てづくり広場 ”
　昨年度、草地広場の暫定整備について、関係者の役割分担等を合
意し、整備計画を検討した。今年度は、散策路の位置・フェンスの
位置など個別に調整を図りつつ、整備を行った。
　その中で、NPO 法人こんぶくろ池自然の森とともに「公園サポー
トプロジェクト」を立ち上げ、多くの近隣住民の参加を得て、草刈
りイベント、芝張りイベント、顔づくりイベントを実施。広場の愛
称も広く公募し、「てづくり広場」と決定した。4 月に一部オープ
ンする予定である。
■ 2 号調整池遊歩道
　昨年度、遊歩道整備について、関係者の役割分担等を合意し、整

備計画を検討、また、調整池自体の整備について、じゃかご等を活
用した自然再生方策も含めた整備計画を作成した。
　今年度は、遊歩道について舗装や照明・柵、植栽等の詳細検討を
行い、夏から秋にかけて整備。11 月に供用を開始した。柏ビレジ
の住民組織「ビレジサポート」の協力を得て管理を行っている。
　次年度以降、調整池自体の整備も始められる予定であるが、今回
整備した遊歩道以外の周辺歩道の高質化や広場空間の確保方策な
ど、第二期の環境整備について継続的に検討が必要である。

図 2013 年度の検討対象箇所　

図　1 号近隣公園草地広場芝はりイベント

図　整備された 2 号調整池遊歩道

図　公共サイン（一部）

■西口駅前線・駅前広場
　昨年度までに、断面構成の見直し（自転車道整備）、高木植栽の
充実、舗装の高質化、デッキの整備等、整備計画は作成済みであり、
今年度は工事を進めながら、細部のデザイン検討並びに周辺街区と
の調整等を実施した。また、高質化された駅前空間のシンボルとし
て、シンボルサインとバナーのデザインコンペを実施した。
①隣接街区とのデザイン調整
　西口駅前広場に面する三井敷地と東大敷地において、舗装デザイ
ン、植栽、視覚障害者誘導ブロックの配置とデザイン、外構設置サ
インのデザインに係る調整を行った。
②ファニチャーの検討状況報告
　ウッドデッキ部分に設置するソファーや縁
台、プランターについてモックアップを制作
し、詳細なデザイン検討を行った。また屋外
用スタンド照明のデザイン調整を行った。
③公共サインの高質化検討状況報告
　交通規制誘導サイン（自転車・歩行者通行
空間表示、駐輪禁止、バス案内表示等）、た
ばこ規制サインについて、オリジナルデザイ
ンを作成し、設置した。
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(2) シンボルサインコンペ
　高質化される西口駅前に、柏の葉のまちのシンボルとなる名称表
示サインの設置を計画し、そのデザインを広く募集する「柏の葉キャ
ンパス　シンボルサインデザインコンペ」をＵＤＣＫ主催で実施し
た。シンボルサインとバナーの一体的な提案を求めて 9 月～ 11 月
に公募し、54 点の応募を得た。1 次審査通過の 14 作品を対象に公
開プレゼンテーションを行い、ケヤキを屋根に見立て机と椅子をモ
チーフとしたモニュメントに「Kashiwa-no-ha」を表示した提案「都
市のインテリア」（代表　山田智彦氏）を最優秀作品として選定した。
　この作品のデザインをもとに 2014 年 4 月中の設置に向けて実施
設計、製作を進めた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(3）景観整備機構指定と普及啓発等の事業
■景観整備機構指定
　一般社団法人柏の葉アーバンデザインセンターとして、景観法に
基づく景観整備機構指定に向けた協議を過年度より継続してきた
が、昨年度、柏市の条例改正により指定枠組みが整えられたことを
受け、今年度指定申請を行い、7 月に柏市により第一号指定を受け
た。
　指定を受け、記念シンポジウムを開催したほか、柏市と連携して
景観まちあるきの企画開催並びに、駅周辺の景観形成基準の見直し
に向けた検討を開始した。
①景観まちなみシンポジウム（2013/8/3）
　景観普及啓発事業として、8 月 3 日に「景観まちなみシンポジウム」
を開催。柏の葉エリアのこれからの開発を視野に、これからの景観
まちなみづくりのあり方やその方法、ＵＤＣＫの役割について、甲
斐徹郎氏（株式会社チームネット）、三井所清史氏（株式会社岩村
アトリエ）を招き、3 時間にわたる議論を行った。
②景観まちあるき (2013/10/19、11/2）
　柏市と UDCK の共催で、景観普及啓発事業として柏の葉エリア
のまち歩きを 2 度にわたり実施。各回のテーマを「『学園の道』を
歩く」「『緑園の道』を歩く」とし、変わり続ける柏の葉エリアのま
ちなみの魅力と課題を、「心地よさ」をキーワードに見つけて歩く
ことを目的とし、まち歩きと意見交換を行った。

図　整備が進む西口駅前広場 図　（左）景観まちなみシンポジウム　／（右）景観まちあるき　の様子

図　デザインコンペ最優秀作品　シンボルサイン提案模型

図　景観整備機構としての事業展望

■柏の葉キャンパス駅周辺地区景観形成基準見直し
　駅周辺重点地区の景観形成基準を、法に基づく枠組みに移行する
ことを視野にいれ、駅周辺景観の現状調査を実施し、基準の見直し
について検討を開始した。特に、屋外広告物の基準については規制
の強化・緩和の両面の可能性を含めて議論を進めている。
　また、今年度販売された重点地区内の保留地について、販売時の
条件検討を行う中で、コーナーの設えや緑園の道沿いの高さ等につ
いて基準化した。これらについても、今後景観形成基準に反映する。

(4）アーバンデザイン戦略策定と公共施設デザイン検討
　昨年度、案を固めたアーバンデザイン戦略について最終調整を行
い、冊子としてとりまとめた。
　柏市では当エリアを対象に 26 年度からの都市再生整備計画を策
定し、今後 5 年間の施設整備計画を定めている。今年度は先行して、
駅に近い 4 号街区公園を対象に、関係者ヒアリングや住民説明会
を実施しながら整備計画案が検討された。

３．今後の課題と展望
　今後は特に駅周辺から一皮外側のエリアに視野を広げ、県並びに
市の公共施設整備スケジュールを踏まえて、個々の施設並びに地区
ごとの景観形成をより強力に推進する。アーバンデザイン戦略を
ベースに、景観整備機構となったＵＤＣＫを中心とした実効性のあ
る景観誘導を行うとともに、今後展開する中小規模の集合住宅や戸
建て住宅におけるモデル的な取り組みの具体化についても検討す
る。そのためにも、地権者や市民との議論の場をさらに増やし、地
域に入り込んだデザイン調整を積極的に進めることが求められる。
　今年度先行して検討が開始された 4 号街区公園、2 号調整池周辺
の環境整備など、継続検討が必要な施設については、マネジメント
の観点も含め、オープンな議論の場を持ちながら進めていく。
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２　エリアマネジメント部会
１．目的と概要
　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」に向けて、イベントやまちのクラブ活動を通じた地域コミュニ
ティの育成や、学習プログラム等を通じた担い手育成を進めてきた。
23 年には「柏の葉キャンパス駅前まちづくり協議会」を駅周辺地
区の住民や企業等が共同で設立し、活動を徐々に広げている。また、
昨年度末には、地域ポイント制度など、地域活動をサポートする新
たな試みを導入したところである。
　一方で、西口駅前など個々の空間整備が今年度一気に進むため、
これらの管理運営体制の構築が待ったなしである。
　こうした状況を踏まえ、今年度は、まちづくり協議会活動の展開
並びに地域ポイントプログラムの運営を行いながら、公共空間の管
理活用や各種地域サービスの持続的運営を担うエリアマネジメント
体制の構築に向けた検討・調整を中心的なテーマに据えた。

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
ア　防災に係る活動
　まち協設立初期から重点的に活動を進めており、2011 年度に基
本方針を作成し昨年度には各組織の担当者からなる「防災検討会」
を発足したところである。また、定期的に防災イベントも実施して
いる。今年度は、正式に「防災安全部会」を立ち上げ、担当者対象
の「防災活動連携マニュアル」に基づく緊急対応オペレーション研
修も実施。9 月に開催した防災施設見学ツアーも盛況であり、着実
に街ぐるみの防災体制は強化されつつある。
イ　環境美化に係る活動
　隔週の駅前清掃を継続。12 月には年度末の大掃除を行い約 40 名
の参加者を得た。これを契機に 2013 年 1 月からは、月に一度、従
来の水曜日の清掃に加えて土曜日朝の清掃も開始。企業関係者と地
域住民がうまく役割分担をした活動へと足を踏み出している。
ウ　健康福祉に係る活動
　昨年度に続き、「赤ちゃん・パパママあつまれ！｣ を 2 回開催。
延べ 130 組の親子の参加があり、柏市保健師による感染症予防な
どに関する講義のほか、身体測定や手遊び、また、孤立化防止や、
日頃の交流促進のため、地域の子育てサークルの活動も紹介した。
エ　交流に係る活動
　今年度整備が行われた 1 号近隣公園芝生広場は、駅前からつな
がるグリーンアクシス上にある近隣住民にとっても貴重な憩いの空
間となることから、その整備にあたり行われた草刈や芝張りイベン
トには、まちづくり協議会として告知協力を行い、多くの近隣住民
が参加した。

(3) マルシェコロール
　西口道路空間活用のベースとして位置づけられるマルシェコ
ロールは、今年度も継続的に実施。昨年度より公道上での出店を再
開しており、今年度はさらに出店可能店舗を広げながら、運営を行っ
た。専門業者の出店に加えて、住民や市民団体による出店も増えて
おり、マルシェの風景は既に地域に根付いたものとなっている。こ
こ数年、マルシェ会場は一番街エントランスをメインとしてきたが、
次年度は、高質化整備が行われた西口にシフトすることとなる。新
たな空間の活用方法と持続的な運営体制について、さらなる試行錯
誤が必要となる。

本格的エリアマネジメントの準備

図　まちづくり協議会活動（左：防災施設めぐり / 右：駅前清掃） 図　マルシェコロールの様子

図　道路の維持管理・活用の枠組み

(2)　キャンパス駅西口エリアマネジメント枠組みづくり
　昨年度、道路管理者、交通管理者、交通事業者、まちづくり関係
者で構成する「柏の葉地域道路協議会」を発足し、西口の整備と維
持管理に係る枠組みを議論をした。今年度はこれに基づき、その維
持管理の役割分担や方法についての具体的な役割分担の検討・調整
が進められた。
　また、道路空間の活用については、柏市が策定する次年度からの
第二期「都市再生整備計画」のなかに、道路占用許可の特例区域を
位置づけ、食事施設や広告物の設置についての規制緩和措置がなさ
れることとなった。あわせて、一般社団法人柏の葉アーバンデザイ
ンセンター（以下、「一社ＵＤＣＫ」）を 26 年 12 月に「都市再生
整備推進法人」として指定。西口高質化空間の維持管理並びに活用
については、道路管理者である市（一部、県）と一社ＵＤＣＫが協
定を結び、基本的には一社ＵＤＣＫが維持管理を担うこととなった。
一社ＵＤＣＫとして、柔軟に道路上も活用したイベントや出店事業
を行い、一定の収益を上げながら、これを維持管理に係る経費に充
当することを基本スキームとし、道路管理者は従来の維持管理費相
当分を負担する。また、これだけで賄えない部分については、前述
のまちづくり協議会活動を通じた美化・緑化を進めるほか、企業の
負担でベースを支えることとした。

管理活用の基本的枠組み

維持管理基本方針 活用基本方針

エリアマネジメント計画

維持管理事業 イベント・プロモーション事業

管理者側で基本的な枠組みを協議・合意

地元組織で計画策定・事業実施 承認

地
元
組
織
へ
の
管
理
委
託
等

円
滑
な
占
用
許
可
等

収益の維持管理への充当等民間負担・地元負担
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３．今後の課題と展望
　基本的な枠組みは整えられ、いよいよ来年度より、柏の葉キャン
パス駅西口エリアの公共空間の維持管理・活用を中心としたエリア
マネジメント活動が本格的に始まる。既に蓄積してきたイベントノ
ウハウや地域住民、関係機関との強固なネットワークを最大限に活
用しながら、活動を進め、柏の葉に相応しいマネジメントの枠組み
を作り上げていく。そのためにも、継続的なモニタリングと評価、
対応が必須である。部会を定期的に開催しながら、今年度以上に重
点的に進める必要がある。

(6) 地域ポイント・プログラム / ＰＬＳプロジェクトハウス等
　地域活動や実証実験に参加することで地域ポイントが貯まり、さ
まざまな地域のプログラムや活動で使うことで、個々の活動をつな
げ、先進的なまちづくりを促進することを目的に、昨年度「柏の葉
ポイントプログラム」を開始。今年度は、その本格的運用の初年度
にあたり、試行錯誤の年であったが、入会キャンペーンも複数回行
い、参加者・参加プログラム共に拡充されてきた。一方で、ポイン
トの利用側で魅力的なプログラム開発や、参加者でプログラムを支
える仕組みづくり、事務局運営の効率化の必要性など、課題も明ら
かになっており、随時協議を行いながら、見直しを進めている。
　ＰＬＳプロジェクトハウスも、今年度から有料での貸し出しを本
格的に開始した。認知の高まりと同時に、利用頻度も増加している。
駅前の貴重な活動スペースとなっている。
表　柏の葉ポイントの参加プログラム（H26.3 現在）

ポイントが貯まるプログラム ポイントが使えるプログラム
かしはな 定期活動への参加／通常１００

Ｐ、夏季（７～９）１５０Ｐ
かしはな 有料ワークショップの１００Ｐ

（１００Ｐ）での割引参加
かしはな かしはな主催のイベント（植え替

え等）への参加で１００Ｐ
スマートサイ
クル

スマートサイクルポイントへの交
換（１Ｐ→１Ｐ）

まちの定期清
掃活動

週１回の駅前清掃への参加で５０
Ｐ

こんぶくろ池
公園

手づくりグッズとの交換／竹とん
ぼ５０Ｐ　UDCK にて交換

まちづくり協
議会

赤ちゃんパパママあつまれ！の運
営サポート／ 1回につき２００Ｐ

柏の葉はちみ
つクラブ

柏の葉で採蜜されたハチミツとの
交換／８００Ｐ

" 街 乗 り !"
シェアリング

利用料金の３％ 千葉大学 養生訓カルタとの交換／１，
０００Ｐ　UDCK にて交換

まちのクラブ
活動

各種クラブの運営、事務局のサ
ポート／１回につき１００Ｐ

UDCK 書籍「さらば！超高齢化社会悲観
論との交換」／１．０００Ｐ

マチノ先生 マチノ先生シリーズでの先生（教
え役）／３００Ｐ

UDCK はっぱっぱ葉体操のＤＶＤとの交
換／５００Ｐ

マルシェコ
ロール

マルシェコロールの運営のお手伝
い／１００Ｐ

スマートシティ
ミュージアム

無料招待券との交換／３００Ｐ　
UDCK にて交換

ピノキオプロ
ジェクト

ピノキオプロジェクトの企画・運
営のお手伝い／１００Ｐ

" 街 乗 り !"
シェアリング

１００Ｐ（１００円）単位での割
引利用

Kストリーム Kストリームの運営のサポート／
１回につき５０Ｐ

柏の葉セグ
ウェイクラブ

セグウェイツアーへの５００Ｐ
（５００円）単位での割引参加

市民向けイベ
ント

有 料 イ ベ ン ト へ の １ ０ ０ Ｐ
（１００円）単位での割引参加

プロジェクト
ハウス

１００Ｐ（１００円）単位での割
引利用

マルシェコ
ロール

５００Ｐでマルシェで買い物がで
きる５００円クーポン券と交換

まちの活動を
支える寄付

ＵＤＣＫの行う地域活動への寄付
／１００Ｐ単位

UDCK レストランＡＧＯＲＡ お食事券
( ５００円）との交換／ 500 Ｐ

UDCK オークビレッジ柏の葉 お食事券
（１０００円）との交換／ 1000 Ｐ

(7) エリアマネジメント研究
　本格的なエリアマネジメントの実施に向け、全国調査を行った（札
幌、福岡天神、大阪（グランフロント・御堂筋）、名古屋、横浜黄金町、
新宿モア街、紫波町ほか）。各地の中心人物との交流を行いながら、
全国的な状況を把握することができ、柏の葉におけるエリアマネジ
メントの目指すべき方向を検討・確認した。
　また、3 月にはエリアマネジメントの第一人者である小林重敬教
授（横浜国立大学教授）をお呼びした勉強会を、ＵＤＣＫにて開催
した。

(4) かし＊はな / カルネット / 緑のまちづくり連携
　かし＊はなはＵＤＣＫのデッキを中心に継続的に活動を行って
いる。今年度は、鉢植え講座の開催や地域ポイントプログラムとの
連携を通じて、メンバーの増加を図っている。また、facebook ペー
ジを開設して、日常的な活動情報を発信している。
　また、柏の葉カレッジリンクプログラムの修了生からなる、「一
般 社 団 法 人 カ レ ッ ジ リ ン ク
ネットワーク」が昨年度発足し
ているが、今年度、キャンパス
駅東口の貴重なツバキの高木
について、柏市と道路アダプト
プログラムに合意。地元ベース
での観察・管理を開始した。
　西口の高質化工事では、植栽
帯や花壇も大幅に増加する。既
存の市民活動をベースとし、ま
たまちづくり協議会活動とも連
携しながら、可能なところから
地元主体での緑の管理の幅を広
げていくことが望まれる。

図　まちのクラブ活動全体交流会を兼ねたアルバムカフェ

図　かし＊はなの活動

図　柏の葉キャンパスカード

(5) まちのクラブ活動 / Ｋ -stream
　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。約 25 のクラブが継続して活動している。「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も展開し、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っ
ている。
　クラブの自立化に向けて、今年度はクラブの横のつながりを強化
するために各クラブの代表が集う全体会議を２回開催。これらを通
じて、国際系のクラブ活動、運動系のクラブ活動の横のネットワー
クが生まれており、運動系クラブの共同体として、柏の葉小学校の
体育館・グラウンドの利用団体登録をするなどその効果も出ている。
　また、クラブ事務局もＮＰＯ支援センタースタッフに加えて、地
域住民が交代で事務局機能を担うなど、自立的な運営体制ができつ
つある。
　コミュニティホウソウ局 “K-stream” も放送頻度や内容について
試行錯誤しながら継続している。今年度は本来のインターネット放
送に加えて、デジタルサイネージの映像コンテンツの作成も数多く
手がけており、地域の情報発信の貴重な担い手となっている。
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３　モビリティ部会 交通戦略の策定とＩＴＳ世界会議

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、各種シェアリ
ング実験を進めているほか、平成 22 年 2 月からは柏 ITS 推進協議
会を中心に、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を継続・展開するとともに、
昨年度から検討を行ってきた『柏の葉交通戦略』を策定した。また、
本年 10 月に開催されたＩＴＳ世界会議東京大会にあわせて、柏の
葉でも体験型のテクニカルビジットの開催や、駅前での取り組み展
示を行った。

２．取組み内容
(1) スマートサイクル
　柏市と柏市まちづくり公社が主体となり、自動車からの転換によ
る温室効果ガスの低減を目的に、自転車利用促進施策の 1 つとして、
自転車共同利用システム「かしわスマートサイクル」の運営を平成
22 年度から継続している。昨年度、「月定額プラン」や WEB 登 録
システムの導入を行い、利用回数が H24.7 ～ H25.3 で１．８倍に増
加したところであるが、これに伴うポート間の偏在が強まっていた
ことから、今年度、停車台数の多いポートから少ないポートへの移
動の場合、200 ポイントが付与される「お助けボーナスポイント」
システムを再導入した。これにより、自転車偏在解消のトラック輸
送の低減化が図られている。
　今後は、実証実験段階から事業としての自立化に向けて、さらな
る利用の増加が課題である。ポートや自転車の増設や法人会員等の
取り込みのほか、駐輪場の運営など他事業との組み合わせも一つの
方向である。また、実験開始から 4 年を経過し、ポート自体や自
転車の老朽化も進んでいる。より利便性が高く、また乗ってみたい
移動手段となるよう、次年度の導入を視野に、新たなポートデザイ
ン、自転車デザインの検討も今年度開始したところである。

(2) マルチ交通シェアリング
　低炭素型モビリティへの転換を促進するため、スマートサイクル
と連携するシステムとして、シェアリング対象車種を電動バイク・
自動車に拡充したマルチ交通シェアリングシステムの社会実験を平
成 23 年 6 月より継続している。柏 ITS 推進協議会（後述）からの
企画・提案を受け、NPO 法人柏の葉キャンパスシティ IT コンソー
シアム（KACITEC）が主体となり、柏市・東京大学・UDCK や民間
企業との連携のもと、システム運用とデータ分析が進められている。
昨年度末に、環境未来都市先導的モデル事業費補助金を活用しポー
ト増設や、リーフの導入、ＥＶ蓄電池の非常用電源としての活用を
開始した。今年度はこの継続的運営を行いながら、キャンパス駅東
口と柏中心市街地の「アミュゼ柏」に新規にポートを増設し、中心
部と北部の移動手段としての活用可能性の検討を進めている。

(3) 柏ＩＴＳ推進協議会　ＩＴＳ世界会議
　柏市の「ITS 実証実験モデル都市」選定（平成 21 年 6 月）を受けて、
各種 ITS 技術の研究開発及びサービスの事業化・実用化に向け、大
学・行政機関・民間企業・各種団体等の連携協力・調整の場として「柏
ITS 推進協議会」（会長：池内克史東京大学教授）が平成 22 年 2 月
に設立され、50 を超える団体が参画している。今年度も、低環境
負荷かつ利便性の高い次世代交通システムの導入や交通環境づくり
を目指して、6 つの部会で研究開発・実証実験が継続・展開された。
　今年度は、その集大成として 10 月に開催された「ITS 世界会議 
東京 2013」において、東京ビッグサイトで出展を行うとともに、
テクニカルビジットを開催し、世界各国から ITS 関係者を柏の葉に
迎え、実装されつつある技術の紹介・体験を行った。

部会 活動テーマ
第 1 部会

（吉田東京大学准教授）
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　スマートサイクルポート分布図

表　利用実績

図　ポート分布状況

図　昨年度より導入しているリーフとデモンストレーション

２（簡易ポート）

（簡易ポート）

（簡易ポート）

（オートロックポート）

（オートロックポート）

（簡易ポート）

（オートロックポート）

（簡易ポート）
（簡易ポート）

（簡易ポート）（簡易ポート）

２

東葛テクノプラザポート東葛テクノプラザポート

登録者数 943 名
延べ利用回数 17,082 回
1 日平均利用回数 14.3 回 / 日
回転率 0.35 回 / 台・日
平均利用時間 23 分 / 回
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(4) 交通戦略の策定と
推進体制の検討

　柏の葉国際キャンパスタウン構
想や柏市総合交通計画に則しなが
ら、柏の葉エリアで展開する多様
な技術開発・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、地
域交通の将来ビジョンおよび具体
的な実行戦略の共有が求められ
る。昨年度、東京大学空間計画研
究室（出口敦教授・UDCK センター

(5) キャンパス駅周辺駐輪場の再編検討
　キャンパス駅周辺駐輪場の運営事業者との契約更新の機会をとら
え、駅周辺街区の開発に伴う歩道上の暫定駐輪の縮小、民間事業と
しての自立化に向けた配置計画と料金体系の見直し、さらには、高
質化された駅前に相応しい景観に配慮した駐輪場整備を図った。
　事業者提案をベースとしながら、駅に近い部分を一時利用に限定
し、定期利用は外側に移動、全体として定期料金を 2 割～ 5 割アッ
プしつつ、駅からの距離によって料金体系を変えることとした。
　また、隣接街区のセットバックにあわせて駐輪場入り口を高架ワ
ンスパン分セットバックし、入り口付近のデザインも景観的に配慮、
一時利用部の自転車レイアウトも放射状に並べる新たな試みが提案
され、採用することとなった。平成 26 年度より、運用が開始され
る予定である。

３．今後の課題と展望
　スマートサイクル、マルチ交通シェアリングをはじめとする実証
的取組みを継続しつつ、今年度策定した「柏の葉交通戦略」をベー
スに、柏の葉エリア全体の交通体系を整えていくことが、モビリティ
部会のこれからの役割となる。
　既存の実証実験については、柏の葉の象徴的なプロジェクトにも
育ちつつあるが、今後の継続に向けて再評価を行いながら、中長期
的な計画を立てる段階にきている。また、柏中心市街地と柏の葉キャ
ンパス地区を接続するバス交通の強化は、大きな課題であり、バス
事業者との調整、さらには、中心市街地関係者との話し合いを通じ
て実現の道を探る。
　今年度、柏市では自転車総合計画（仮称）が策定されており、ス
マートサイクルや駐輪場整備、自転車走行環境など、自転車全体の
利用環境の向上についても、短期・中期・長期の戦略をもって、進
める必要がある。
　ITS 関連の取り組みは ITS 世界会議の開催をもって、一つの区切
りとなったが、この成果のうちまちづくりに実際に取り込めるもの
を見極め、市全体の交通のマネジメントや情報提供に活かしていく
ための方針をつくりアクションを起こすことも求められる。

図　ＩＴＳ世界会議にあわせたＰＲ活動の全体像

図　テクニカルビジットの様子

図　展示会場出展ブースの様子

図　市民向けパネル展示（ＩＴＳカルタ）

図　記者発表時の試乗会の様子
図　新たな高架下駐輪場のデザイン案（※色彩等は現実と異なる）

kashiwa noha

正面外観パース

Kashiwanoha Cycle  Park  Project  2013  ARCHITECT,ENGINEERING
SEIICHI MASUDA

長）、横浜国立大学交通研究室（中村文彦教授）および UDCK の共
同研究として、『柏の葉交通戦略』の検討を行い、素案を作成した。
今年度はこの素案をもとに行政担当部署との調整を進め、最終的に
とりまとめた。交通戦略をベースに、今後具体的な事業を推進して
いくために、交通事業者も含めた「コンソーシアム」を設立するこ
ととし、今年度はその枠組みについての検討・議論を行った。
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４　立地戦略部会
１．目的と概要
　柏の葉国際キャンパスタウン構想の「目標２：創造的な産業空間
と文化空間の醸成」に向けて、ひいては構想の理念そのものである、

「キャンパスとまちが融和した創造的環境の中で、最先端の知・産業・
文化が育まれる国際学術研究都市」、「優れた自然環境と共生し、健
康で高質の居住・就業環境が実現される次世代環境都市」を実現す
るために、昨年度立地戦略部会を設け、エリア全体の土地利用戦略
を検討するなかで、キャンパス駅から国道 16 号にかけた一帯を新
たに「イノベーション・キャンパス」と位置づけ、住宅と調和させ
ながら戦略的に企業・研究機関等の誘致を図っていく方針を立てた。
　今年度は、その実現に向けた土地利用条件の見直しに向けた具体
的な検討を進めるとともに、企業・研究機関の立地可能性を探る「医
工連携ライフサイエンス研究会を立ち上げた。

２．取組み内容
(1) イノベーション・キャンパスの土地利用条件検討
　国際学術研究都市を掲げる柏の葉において、戦略的に企業や研究
機関の誘致を図る上で、東大ＦＣ機構やホテル、業務をはじめとす
る複合機能が整いつつある駅周辺地区を「イノベーションキャンパ
ス」地区と位置づけ直し、昨年度、土地利用や空間構成のあり方に
ついて、構想をとりまとめた。
　一方で、その中核となる 2 号調整池周辺街区は沿道を除き一種
住居地域が中心であり、また調整池西側は「共同住宅区」として位
置づけられており、従来の土地利用条件では、規模の大きい企業や
研究機関の立地が困難である。そこで、今年度は、この土地利用条
件の見直しの必要性や可能性、その方法などについて、ＵＤＣＫを
中心に多角的な検討・協議を行った。次年度以降、この検討をベー

スに地権者との話し合いを進めながら、合意が得られれば、一部の
用途地域や地区計画の見直しを行政に提案していく予定である。

(2) 医工連携ライフサイエンス研究会
　実際に企業や研究機関の誘致を図っていく上で、当エリアにおけ
る東大・千葉大・国立がん研究センター等の集積を最大限に生かし
うる分野として、我が国全体における得意分野でもあるライフサイ
エンスに注目。今年度は、既存の研究資源を活かし、産官学連携の
医療分野の産業クラスターを構築することを目的に、これら機関の
代表者並びに企業立地等に係る行政担当部署の代表者、関係企業が
集まり、「医工連携ライフサイエンス研究会」を立ち上げた。
　政府レベルでの動向、全国各地の取り組み、企業意向等の調査を
進めながら、研究会を 2 度開催し、柏の葉で特に推進すべき分野
についての仮説と検証を行った。今後さらに検討を進めながら、次
年度以降具体的なアクションをとってていくことを確認した。

企業・研究機関の立地促進

図　イノベーションキャンパスの都市構造とイメージ

図　医工連携　ライフサイエンス研究会　検討の方向

３．今後の課題・展望
　住宅需要も限られるなかで、大学や研究機関のある柏の葉のポテ
ンシャルを最大限に生かし立地の促進を図るためには、今年度の検
討をベースに、企業・研究機関等の誘致について具体的な実践を進
める必要がある。そのためには、大学と企業、地域の連携の推進、
まさに公・民・学の連携を改めて強固なものとした誘致活動が求め
られる。本年度設立した、医工連携ライフサイエンス研究会の枠組
みを通じて、さらにその方向性を探り、アクションを起こしていく
必要がある。
　柏の葉キャンパス駅北側のイノベーション・キャンパス地区では、
土地利用条件の見直しに向けて、今年度の検討をベースに、次年度
個別地権者との話し合いを進める。あわせて、個々の敷地単位での
開発から、エリア全体としてのまちづくりの視点で、土地利用を進
めていくことの意義や効果について、個々の地権者レベルでの意識
共有を進めることも重要である。

強み

課題

連携の
方向性

・大学、高度医療機関が既立地
・駅周辺などに未利用地がある
・ﾍﾞﾝﾁｬｰ支援、ホール等研究支援施設

・民間企業の進出が少ない
・立地機関の共同研究は多くない
・総合病院がない

①補助金を活用した地域連携の取組み
②民間企業の誘致
③公的研究機関の誘致
④規制緩和
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５　農と食部会
１．目的と概要
　本部会は、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、柏たな
かと柏の葉キャンパスとの連携強化を図りながら、農と食の連携に
よる企画展開・事業推進を行っている。
　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、「農あるまちづくり」を展開している。公・
民・学で構成する「柏北部東地区農あるまちづくり実行委員会」に
より、「育てる・食べる・つながる」をキーワードに平成 22 年度
より、本格的に①農業体験農園の支援、②農との交流（地産地消・
流通支援、環境コンビニステーションの活動）の推進③農ある景観
形成の推進を進めているところである。

２．取組み内容
(1) 柏たなか駅周辺「農あるまちづくり」
ア　柏たなか駅周辺農業体験農園
　生産緑地を活用し、平成 22 年３月から農業体験農園を開園して
いる。初年度２園３箇所 42 区画（１区画約 30㎡）でスタートした
農園は、現在４年目に入り、区画数を約 50 に増やし、作付けから
収穫までの農業体験を実施している。既に 3 年目、4 年目という継
続者もいることから、今年度継続者を中心に「農園運営の会」を立
ち上げた。農園主をサポートし新規入会者の指導にあたったり、農
園主と入園者による交流会を実施したりと、コミュニティ形成とと
もに、自主運営に向けた体制づくりが進んでいる。また、毎年作成
していた「入園の手引き」を増補改訂し、農園テキスト「フィール
ドブック」を作成、発行した。
イ　農との交流推進：地産地消システムの開発
　柏たなか駅にある環境コンビニステーションは、農と食に関する
活動の拠点として、各種講座、朝市の開催のほか、地域の方々の交
流の場として季節ごとのイベントを企画、実施している。
　昨年度に引き続き、園芸口座、季節の野菜料理講座、蕎麦講座（蕎
麦の種まきから収穫、蕎麦打ちまでを体験）、縄ない講座等を開催
している。園芸講座をベースに、クラブ活動「風花たなか」が 25
年 5 月に発足し、講座に加えて見学会や展示会も実施した。
　また年間を通じて、土曜日の 14 時～ 17 時に環境コンビニステー
ションとウッドデッキを使用した「たなかふぇ」を開催。定期的に
継続することで、メンバーや常連客も増えている。　
　朝市は「農直市場たなかなか」として、昨年度より定期開催を開
始しているが、今年度も、6 月から 11 月まで、計５回を開催。11
月 23 日に開催した収穫祭は、たなか駅前にオープンしたスーパー
マーケットの駐車場を利用し、地元中学校のブラスバンド演奏を含
め、多くの来場者を記録した。
　地産地消の促進に向け、地元の農家、飲食店等の関係者による懇
談会を今年度 6 回開催。飲食店と農家をつなぐ具体的な方法や課
題について、意見交換を行った。
ウ　農ある景観形成
　景観写真講座の参加者を中心に、今年度地元住民のクラブ活動と
して「写遊たなか」が発足。月例会での撮影写真の講評や、撮影会、
展示会などを行っている。前述の「風花たなか」による「景観ガー

柏たなか農あるまちづくりの推進・農と食のプロモーション

図　「フィールドブック」　　図　農園交流会の様子

図　店内栽培型植物工場の体験

３．今後の課題と展望
　「農あるまちづくり」の活動は、今年度から、自立運営のスタイ
ルをとっているが、一部支援が必要な部分は残っている。ＵＲ都市
機構としての事業への関与も 28 年度までとなっており、次年度以
降、大幅に縮小されていくことから、「農あるまちづくり」の取組
みを継続していくためには、個々の企画の自立化とともに、全体と
しての運営体制を地元主導に変えていくこと、すなわち地域の協力
が不可欠である。
　農ある風景の取り組みも「手引き」は作ったものの、実質的には
効果を発揮しておらず、事業範囲の縮小が検討されるなかで、まち
づくり全体の中で、改めて「農あるまちづくり」の位置づけと今後
の方針を現実的に見据える必要がある。
　柏の葉キャンパス駅周辺では、千葉大学の植物工場、駅前の農業
体験施設等、「農と食」に係る動きが活発化している。環境未来都
市計画に基づき健康をテーマとしたまちづくりを今後本格化する上
においても、農や食に係るこれらのプログラムを効果的に連携させ、
エリアの魅力・資源として育てていく必要がある。

デニング講座」も計 3 回実施した。
　環境コンビニステーションでは、年間を通じて合計 38 回の催し
を開催し、来館者は 2,666 名であった（2 月末時点集計）。

(2) 植物工場・街なか植物工場
　千葉大学柏の葉キャンパスでは、平成 23 年 9 月より植物工場研
究拠点にて、研究を継続しているところであるが、昨年度より、駅
周辺の住民の協力を得て、「家庭用植物工場」の実証実験を開始し
ている。今年度は、この実験を継続するとともに、5 月には中間報
告会を行った。また、千葉大で開発中の店内栽培型の植物工場の収
穫・試食体験を、駅前のレストラン「AGORA」で実施。日々の暮
らしのなかで、植物工場を活かす可能性を地域とともに探っている。
　柏 IC 付近には、三井不動産が農業ベンチャーの「みらい」と組
んで、国内最大級の植物工場を建設することも決定。次年度の事業
開始に向けて建設工事が進められている。
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６　地域教育部会

(2) 千葉大学　柏の葉カレッジリンクプログラム
　市民と大学がともに学び合い、環境や高齢化、食等に関するアク
ションを地域に広げていくことを目的に、2009 年度より継続的に
開講している。より受講しやすい形をめざし、今年度から、初めて
受講する方に対する基礎コースと、基礎コースの修了生に開講し
ていた専門コースを統合。プログラムは A、B、C の 3 コースとし、
最後に合同発表会を行う形式となった。

Ａコース コミュニティ活性化のためのデザイン
～オリジナルプランターを作ってみよう

Ｂコース 柏の葉公園について考えよう　植物編
C コース コミュニケーションとまちづくり～基礎と応用～

　また、今年度初めて、子供向けの「カレッジリンク Jr. プログラム」
を実施した。今年度は、キックオフの勉強会を開催したのち、2 つ
のプログラムを柏の葉小学校を会場として試行し、プログラムとし
て運営可能かどうかを確認した。次年度の展開が期待される。

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。
　まちづくりスクールやカレッジリンクのほか、昨年度より実施し
ているパンゲア・アクティビティは今年度も継続。カレッジリンク
では新たに、子供向けのプログラムも開始した。

２．取組み内容
(1) まちづくりスクール
　「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。昨年度後期からは、「環境未来都
市」に係るテーマで講座を企画しており、2013 度前期コースでは、

「市民がまちをデザインする ー 豊かな超高齢社会へのビジョン ー」
後期コースでは、ITS 世界会議とも連携して「モビリティデザイン
－ ITS の可能性－」をテーマとし、多くの参加者を得た。
■　まちづくりスクール 2013 年度前期コースプログラム内容

6/15
( 土 )

「超高齢社会対応のまちづくり -Aging in Community 社会の実現に向けて～ 
後藤純氏 / 梅澤貴義氏 / 鳥居敦子氏

6/22
( 土 ) 「柏の葉発「公・民・学」連携のまちづくり」　出口敦氏 / 椎名一博氏

7/20
( 土 )

「自然セラピーとリラックス・健康増進効果」　宮崎良文氏
「サイコオンコロジーのご紹介」小川朝生氏

7/27
( 土 )

「豊かな社会を目指したまちの仕組みづくり」
 一般社団法人柏の葉カレッジリンク・ネットワーク

8/10
( 土 ) 「これからのグリーンマネジメント」

■　まちづくりスクール 2013 年度後期コースプログラム内容

10/5
( 土 ) 「柏市における交通政策と ITS」　出口敦氏 / 大口敬氏 / 佐藤賢治氏

10/12
( 土 ) 「次世代モビリティのデザイン」   須田義大氏

10/26
( 土 ) 「先端技術のまちづくりへの関わり　その２」   池内克史氏

11/9
( 土 ) 「変容する社会と新しい移動手段」 浦野浩司氏 / 本多建氏

11/16
( 土 )

「これからのモビリティデザイン　~ 人の移動からまちづくりを考える ~」
 中村文彦氏 / 出口敦氏 / 柏市交通政策課

地域で学び育つ学習プログラムの多様な展開

(3) 柏の葉サイエンスエデュケーションラボ（ＫＳＥＬ）
　平成 22 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）」。今年度は、恒例の東大柏キャ
ンパス一般公開時の「駅前出張サイエンスカフェ」は台風接近によ
り中止を余儀なくされたが、近隣小・高への出張授業をはじめ、「花
火×科学」、「カクテル作り×科学」、「ヨガ×科学」など、多様な切
り口から科学の楽しさを伝える企画運営など、さらに幅を広げた活
動を行っている。

３．今後の課題と展望
　多くの学びが地域で展開し、プログラムや人の連携も生まれつつ
ある。今後、これらの動きをさらに発展させ、まち全体で一生多様
な気づきと学びのある環境を充実させていく。また、特に今年度始
まった「カレッジリンク Jr. プログラム」も含めながら、子供向け
の学びのプログラムの連携も目指していきたい。

図　まちづくりスクール 2013 後期プログラムの様子

図　ＫＳＥＬイベントの様子（左：カクテルづくり / 右：花火×科学）

図　カレッジリンクプログラムＢコース　樹木ラベル取り付けの様子

(4) パンゲア　アクティビティ
　語学ばかりでなく国際的なリーダーシップの取れる人材の育成
を目指し、インターネットを通じて世界の子供たちと語学を超えた
コミュニケーションを図る子ども向け国際教育プログラム「柏の葉
パンゲア　アクティビティ」を昨年度より継続して開催した。

(5) ピノキオプロジェクト
　まち全体を学びの場ととらえ、アートとともに学びを促す「五
感の学校プロジェクト」の一つとして、子供の職業体験を通じて、
まち全体での気づきと寛容性を育む「ピノキオプロジェクト」を今
年度も実施。100 名近い地域住民が企画段階から運営ボランティア
として係るなど、地域に定着した名物プロジェクトに育っている。
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７　エリアプロモーション部会 イベント連携とツアーの企画

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８：イノベーショ
ン・フィールド都市」を掲げ、方針１「国際学術研究都市をアピー
ルする」としている。もとより、年間 200 件から 300 件もの視察・
研修者が既に柏の葉を訪れており、国内外から当エリアは注目を集
めつつある。
　柏の葉エリアに立地する他にはない施設、豊かな緑等の空間資源、
そしてそこに展開する多様な先進的取り組みを地域の資源として生
かし、より効果的なエリアプロモーションにつなげていくことを目
的に、本年度「エリアプロモーション部会」を設置。来年度からの
本格運用を視野に、視察・研修ツアー等の受け入れプログラムの検
討と試行を行った。また、2014 年春以降、キャンパス駅西口を中
心に多くの施設がオープンすることから、これを第二の街びらきと
位置づけ、これを広く発信していくためのプロモーションについて
企画・検討を行った。

２．取組み内容
(1) 街まるごとオープンキャンパスと視察ツアーの企画
　2011 年度より東大・千葉大の一般公開に合わせて行っている、
秋のイベント連携「街まるごとオープンキャンパス」を今年度も実
施した。10 月末～ 11 月にかけて行われる各施設の開放イベントと、
様々な学びのプログラムを全体として取りまとめ、学びのある街と
しての広報を行うものであり、今年度は、UDCK 広報誌「柏の葉ナ
ビ」特集号を発行し、総合的なＰＲを行ったほか、施設をめぐるス
タンプラリーを企画した。
　また、この「街まるごとオープンキャンパス」にあわせて、専門
的な内容の「スマートシティ・コース」と、一般向けの「ウェルカム・
コース」の 2 つのツアープログラムを企画。観光庁補助予算が出た
ことから TX 車内中吊り、秋葉原 TX プラザ展示も実施し、ＰＲを行っ
た。それぞれ 4 回のツアーを行い、101 名が参加。参加者との意見
交換を通じて、次年度以降、定常的なツアーを企画する際の示唆を
得た。また、本企画では一般社団法人カレッジリンクネットワーク
の協力も得、地元生活者目線でまちを案内することの有効性・可能
性も確認した。

３．今後の課題
　多様な取り組みが多様な主体によって同時に進められている柏の
葉の魅力を、効果的に発信していくために、戦略的なプロモーショ
ンは重要な要素である。これは、外からの注目を引き付け、来街や
立地の促進につなげるということだけではなく、既に展開している
個々のプログラムの横のつながりを育み、まち全体として目指すべ
き方向性を共有することにも大きく寄与する。
　特に駅前街区が完成する 2014 年度は、柏の葉が社会的に改めて
大きな注目を集めうる年になることから、今年度の検討や準備を踏
まえながら、プロモーションと受け入れについて、力を入れて取り
組む必要がある。

図　秋に試行したスマートシティ・ツアーの様子

図　街まるごとオープンキャンパス（左：東大 / 右：がん研究センター）

図　新たに作成した柏の葉の共通ロゴ

　次年度駅前街区がオープンすると、これらの施設を中心に外部
からの視察・研修が増えると想定されることから、個々のニーズ
を想定しながら、より効果的な視察受け入れ体制の構築について、
関係者で検討を進めているところである。

(2) 柏の葉キャンパス共通ロゴの作成
　西口を中心に看板類やファニチャーなどが新たに整備され、ま
た 2014 年の春以降、多くの広報物が製作されるため、公・民・学
の主体を超えてまち全体で共通して使用するロゴマークを作成。
自然を象徴する柏の葉の形をモチーフに、その中に人々が集い、
交流し、調和のとれた新しい空間が具現化されていく様子を表現
したものとなっている。「柏の葉国際キャンパスタウン構想委員会」
としての承認を得て、ＵＤＣＫが実質的にマークの使用管理を行
う。

(3)「街びらき」プロモーションの検討・準備
　春以降のプロモーションとして、西口駅前の公共空間が完成し、
KOIL や UDCK 新施設がオープンする 4 月～ 5 月と、ホテル・カンファ
レンスがオープンする 7 月にピークを設定し、それぞれ企画と準
備を進めている。
　特に 7 月は新たな駅前街区「ゲートスクエア」の全体完成披露
となること、また国際会議にも対応可能なカンファレンスがオープ
ンすることから、7 月以降 10 月までの間を先進的な柏の葉のまち
づくりのプロモーション期間と位置づけ、大学をはじめとする地
域の主要な機関やマスコミと連携・調整を図りながら、「innovation 
& community」をテーマに、多様な切り口でこの街の新たな取り
組みを伝える連続シンポジウムを企画している。
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８　UDCK展開部会 活動ＰＲとセンター間連携

１．目的と概要
　公・民・学連携による柏の葉のまちづくりのモデルを各地に普及
するとともに、センターのネットワークを通じて相互にノウハウの
共有を図り、多様な地域の状況に応じた普遍的なモデルとしての確
立を目指すのが本部会の目的である。
　ＵＤＣシリーズとしては、ＵＤＣＫのほか、横浜市（ＵＤＣＹ）、
福島県田村市（ＵＤＣＴ）、郡山市（ＵＤＣＫ o）に合計 4 つのセ
ンターに加えて、2012 年 10 月には福岡市東区の埋め立て地に、ア
イランドシティ・アーバンデザインセンター（ＵＤＣＩＣ）が開設
された。今年度は、これらのネットワーク強化のために facebook
コミュニティの開設、各センターの共通フォーマットパネル作成、
全国まちづくり会議への出展等を行ったほか、継続的に各地のセン
ター設立の支援を行った。

２．取組み内容
(1) ＵＤＣネットワークとしての活動
①全国まちづくり会議への出展
　10 月に新潟県長岡市で行われた、全国まちづくり会議 2013in 長
岡に、ＵＤＣＫ・ＵＤＣＴ共同でパネル展示と発表を行った。全国
のまちづくり関係者と交流するとともに、アーバンデザインセン
ターの特徴について説明・意見交換を行った。
② facebook コミュニティの開設
　より密に全国各地のＵＤＣ関係者が情報交換できる場として、
facebook 上に関係者共有のページを開設。日常的な情報交換の場
としての機能している。

③共通フォーマットパネルの作成
　全国まちづくり会議で作成したＵＤＣＫ・ＵＤＣＴのパネル
フォーマットにならい、５つのセンターの活動を伝えるパネルを
作成。3 月にはＵＤＣＩＣで展示を行い、次年度のＵＤＣＫの新施
設においても展示を行う予定である。

(2) ＵＤＣＫの移転準備・要綱等の改正
　2013 年 12 月に柏の葉キャンパス駅前に開設された、東京大学
柏の葉キャンパス駅前サテライトへの移転に向けて、新施設デザ
イン検討や運営に係る役割分担の調整などを行った。入居にあたっ
て、ベースとなる施設運営を支えるのは財団法人柏市まちづくり
公社、その上で、公・民・学の関係主体とその活動がつながるプラッ
トフォームとしてのＵＤＣＫがあり、個別の専門的活動は一般社
団法人が担うという基本的な枠組みを再確認し、ＵＤＣＫの運営
要綱等にもこれらを反映した。
　工事は本年度内に終え、2014 年 4 月に新施設にて運営を開始す
る予定である。

(3) 新たなＵＤＣの立ち上げ支援
　多くの視察・見学を受け入れる中で、各地の自治体・大学・企
業より、ＵＤＣの設立意向が示されており、ネットワークのさら
なる拡充に向けて継続的なサポートを行った。

３．今後の課題
　各地でＵＤＣへの認識や設立検討が行われているが、設立意向
が示されてから、実際に立ち上げるに至るまでには、運営費の確保、
人の確保、場所の確保、公・民・学が連携した運営体制と役割分
担の調整など、多くの事項をクリアにする必要がある。既存のセ
ンターにおける様々なノウハウを広く伝え、共有しながら、これ
らの動きを支援していく必要がある。また、このネットワークを
生かした活動を活性化することも、ＵＤＣシリーズをさらに展開
し各地のまちづくり前進させることにつながる。今後、各地域の
センターに係る人のネットワークを広げながら、さらに世界も視
野に入れたネットワークの拡大を図る。
　ＵＤＣＫとしては、東大施設への移転に伴い、施設利用の自由
度など、その機能変更を余儀なくされる面もあるが、大学とのネッ
トワークをさらに強化しながら、新たな段階へと活動を進める。

図　ＵＤＣの基本的考え方説明パネル

図　各地のＵＤＣ紹介展示パネル
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地域活性化総合特区・環境未来都市に基づく取組み
　柏の葉キャンパスタウン構想の理念と目標をベースに、柏市は国
が進める「地域活性化総合特区」及び「環境未来都市」の計画提案
を行い、平成 23 年 12 月に指定を受けた。
　これを受け、前述の各部会と並行して、環境共生都市、健康長寿
都市、新産業創造都市の三本柱にそった取組みが加速している。
　以下では、柏市の提案並びに取組みの進捗の概要を整理する。　
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地域活性化総合特区・環境未来都市に基づく取組み
公民学が連携した自律した都市経営

１．地域活性化総合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（地域活性化総合特区）」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、平成 23 年 12 月にともに
国による指定を受け、その推進に向けた計画を策定している。
　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「環境共生都市」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
を目指す。
　超高齢化社会に対する「健康長寿都市」としては、疾病予防・介
護予防サービスを包括的に提供する「まちの健康ステーション」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。
　持続的な都市経営・経済再生に対する「新産業創造都市」 として
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目指す。

２．取組みの進捗状況
(1) 規制緩和関係
■訪問リハ等規制緩和策
　まちの健康ステーションに関しては、「訪問リハ等規制緩和策」
に向けた厚労省との協議・調整が終了し、平成 25 年 3 月 4 日付け
で厚労省政令が改正された。その後、市の条例改正、内閣府におけ
る認定申請の閣議決定を終えており、事業が可能な仕組みが構築さ
れた。このため、柏市は訪問リハビリステーション事業について医
療法人以外の参入が可能となり、今年度より、市内で実際に全国初
の規制緩和事業が開始されている。
■非常時の街区間電力融通
　経産省（資源エネルギー庁）との協議を経て、今年度、現行法の
中で柏の葉キャンパスにおいて非常時及び平時時の街区間電力融通
を行う仕組みが認められ，2014 年夏に実現の運びとなった。
■その他
　ベンチャー支援税制優遇については、経済産業省との協議を継続
しており、事前調査などへの協力を行っている。ローカルルールに
よる道路管理については、当面は現行法の範囲での活用策を探る方
針であり、本年度、26 年度からの都市再生整備計画を策定するな
かで道路占用の特例措置を一部適用すること、一般社団法人柏の葉
アーバンデザインセンターを都市再生整備推進法人に指定すること
が決まった。

(2) 財政支援関係
　平成 24 年度の「環境未来都市先導的モデル事業費補助金」に以
下の 8 事業を申請。全て採択を得て事業を実施し、今年度はこれ
らについての継続的な運用を本格的に開始した。

1 柏の葉キャンパスシティスマートエネルギーシステム構築事業

2 ホワイト証書によるカーボンオフセットシステムの構築

3 コミュニティにあわせて調律・成長する環境負荷低減型移動システ
ムの構築

4 子供から高齢者までの多世代が参画する IT を通じた農業実践プロ
ジェクト

5 柏の葉キャンパスにおける、アジアのテクノロジー・ネットワーク
のハブ機能およびイノベーションのエコシステム醸成プロジェクト

6
先端プロジェクトと地域コミュニティを結ぶインターフェイスとな
る「スマート・コミュニケーション・スポット（仮称）」の整備と
運営

7 環境未来都市による街づくりモデルの市民浸透のための、体験学習
施設「（仮称）スマートシティ体験学習センター」の新設

8 地域の力で街を育てる地域力ポイント制度

３．目指すべきまちの将来像の実現に向けて
　総合特区に基づく規制緩和や環境未来都市による財政支援は、国
際キャンパスタウン構想の実現への大きな推進力となる。目指すべ
きまちの将来像とテーマ別の戦略を改めて整理・明確化し、個々の
取り組みの効果的な連携・推進を図る必要がある。
　また、他の指定都市との交流も盛んになり、柏の葉の注目度もよ
り一層高まっている。規制緩和や財政支援について、継続的に国に
提案・要望しながら進めることはもとより、情報発信力や他都市と
の交流といった指定のメリットも最大限に生かしていくということ
も今後の重要な視点である。

　これらの３つの軸の提案について、「地域活性化総合特区」では
主に規制緩和と税制措置に係る提案・計画策定を行い、国との協議
を進めている。また、「環境未来都市」では主に財政支援に係る提案・
計画策定を行い、平成 24 年度の補助事業の採択を受け、事業を実
施した。

 

図　柏市の提案の枠組み「公民学連携による自律した都市経営」



17フォローアップ調査 2013

環境共生都市
１．目的と概要
　環境共生都市は、柏の葉国際ｌキャンパスタウン構想の目標１「環
境と共生する田園都市づくり」と対応する環境未来都市計画の柱で
ある。基盤となる自然共生の都市環境づくりや、そこに展開する環
境共生型の市民生活と一体となった総合的なまちづくりが、柏の葉
で目指す環境共生都市である。基盤整備は空間デザイン部会、市民
生活はエリアマネジメント部会や地域教育部会等と関連させながら
進んでいることから、本ページでは、2014 年春の柏の葉キャンパ
ス駅前 148 街区のオープンに向けて、構築が進められているシス
テムや設備について、そして街区間電力融通に係る規制緩和協議等
は現行法でので対応可能との協議が整うなどについて、考え方と進
捗を整理する。
　

２．取組み内容
(1) ＡＥＭＳ：エリア・エネルギー・マネジメントシステム
　個別にスマートメーターの設置が進んでも、既存の電力システ
ムでは、街区毎に電力の消費量、発電量、蓄電量等の情報を把握
することはできず、地区レベルでの一元管理は難しい。柏の葉で
は、リアルタイムかつピンポイントの配電、ピークカットやピー
クシフトといったきめ細かい電力コントロールを目指し、エネル
ギー需給状況の一元管理システム、いわゆる AEMS（Area Energy 
Management System）技術の導入を進めている。昨年度、システ
ム拡充を進めるとともに、新たに柏の葉キャンパス駅周辺において、
デジタルサイネージのインターフェイスを整備することで、地域全
体のエネルギー需給情報の見える化を進めた。

(2) 柏市版　カーボン・オフセット制度
　柏の葉地区をモデルに協力世帯にスマートメーターを設置し、
CO2 削減量に応じたエコポイントを付与する一方、削減分を証書
化することで需要家との取引（排出分との相殺）を可能とするカー
ボン・オフセット制度を今年度より開始した。付与されたエコポイ
ントは近隣の商業施設において利用出来るようにすることで、低炭
素まちづくりと併せた地域経済の活性化を図っている。
　2012 年 12 月時点で、キャンパス駅周辺のマンション約 500 世

設備の充実と非常時街区間電力融通に向けた協議

帯でスマートメーターが稼働しており、市内の協賛事業所は 8 社、
商業施設での買い物券との交換率は、3.25 円 /kg-CO2 である。平
成 25 年度上半期は、参加者のうち削減成功者は 106 世帯、総削減
量は 14.454t-CO2、企業のホワイト証書購入分は 8.8t-CO2 であった。
削減上位者には，かしわ環境フェスタで表彰し、景品を贈呈した。

図　エリアエネルギーマネジメントシステム（AEMS）のイメージ

図　柏市カーボンオフセット事業の概要

(3) 再生可能エネルギーの地産地消
　大型の太陽光発電や風力発電設備、熱利用機器に対して積極的な
投資を進めている。昨年度、環境省や経済産業省の補助金を活用し、
大規模商業施設に 500kw の太陽光パネルを設置し、平常時消費す
る電力の約 15％を補うことで大幅な省エネルギーを実現した。今
後は、災害時においても、周辺街区の集合住宅における揚水ポンプ
やエレベーターといった生活基盤、ライフライン稼働電力を３日間

（72 時間）確保できるだけの設備導入を図る。

(4) 大規模ガス発電機の配備
　来年度夏にオープンする駅前ゲートスクエアの一角に、AEMS の
中枢である「スマートセンター」が整備される。災害時には同ビル
を防災拠点として機能させる為、外部系統のエネルギー供給が停
止した場合に備え、平常時の 60％に該当する電力を自給する大規
模ガス発電設備を導入するための条件整備を行った。これにより，
2014 年夏ごろには一定の設備が配備される状況になっている。

(5) 非常時における街区間電力融通
　災害時に電力供給が停止し、高層住宅エレベーターが使えなくな
ることで上層階の住民が孤立する事態を防ぐため、系統電力の送電
網とは独立する形で自営電力線の敷設を進めた。非常時における街
区間電力融通の実現に向けた規制緩和等の協議を、総合特区の枠組
みの中で進めてきたが、これらの成果として，現行法の枠組み内で
柏の葉キャンパスエリアにおいて，非常時及び平時時の街区間電力
融通を行う仕組みが認められ，2014 年夏に実現の運びとなった。

３．今後の課題と展望
　次年度にはＡＥＭＳが実用化され、地域内の再生可能エネルギー
発電量やバッテリーの蓄電量をスマートセンターで管理できるよう
になる。送電ロスの低減を図るとともに、リアルタイムの数値を各
街区の共用部等、多くの場で見える化していく必要がある。
　カーボン・オフセット制度については、参加世帯の拡大はもとよ
り、需要家に対するホワイト証書の拡販や、エコポイント協賛商店
の拡大及びインフラの整備によって、原資の確保を図り、持続可能
なシステムとしていくことが課題である。
　柏市が目指す環境境共生都市のコンセプトである「誰もが安心し
て住み続けられる街」の実現には、域内にあるエネルギーを災害時
や必要なときに効果的に融通することが必須である。そのために、
地域の中でこれらを運用する体制をつくることが課題である。 

柏市カーボンオフセット事業の仕組みカーボンオフセットとは？

事業を運営するのは、「一般社団法人かしわ街エコ推進協議会」になりま
す。市内の大学、市民グループ、企業、柏市が参加している団体で、地域
から温暖化対策に取り組んでいます。協力世帯の削減CO 2量を集計し、
柏レイソルや企業へ削減量を「証書」という形で発行します。

温室効果ガス(CO 2)を取引する仕組みです。市内企業の活動で、どうし
ても排出してしまうCO 2量を、協賛家庭が省エネで削減したCO 2量で
まかなう（差し引きゼロ）制度です。

一般社団法人
かしわ街エコ
推進協議会
（柏市）

柏レイソル

協賛家庭

CO 2 ECO

協賛企業

CSRとして活用

CO2
見える化

CO2ゼロ
排出試合

対価

彰
表 ホワイト

証書

削減
CO2

削減
CO2

上位削減者に
賞品（協議中）

CO 2

協賛企業 協賛家庭

●ホワイト証書
CO 2排出量を減らせな
い企業等と対価と交換
で提供される市公認の
証明書です。

CO 2を
出してしまう活動

CO2を
減らす活動±0

オフセット
（差引）

排出
CO 2

削減
CO 2
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健康長寿都市 健康見える化の次章と健康づくり・子育て支援に係る地域活動

図　赤ちゃん ･ パパママあつまれ！ 図　プチカル柏の葉での脳トレ料理教室図　 ICT 超高齢社会づくり推進事業 
スマホを携帯して歩行路を歩く

１．目的と概要
　超高齢化社会の解決モデルとして、柏の葉国際キャンパスタウン
構想における「目標５：　キャンパスリンクによる柏の葉スタイル
の創出」に該当する「健康長寿都市」が、環境未来都市の 2 本目
の柱とされており、全世代の生活習慣病と要介護リスクの低減をサ
ポートするまちの健康ステーション創設と、元気高齢者が社会の担
い手として活躍できるコミュニティの構築に取り組んでいる。
　今年度は、(1)「ICT 超高齢社会づくり推進事業」（ICT 活用による
高齢者の虚弱化の可視化と社会参加促進の実証事業）、(2) 柏の葉ス
マートヘルスプロジェクトの一環としての総合健康支援サービス
実証事業、(3) 柏の葉キャンパス駅前まちづくり協議会主催の子育
て支援イベント、(4) 高齢者の虚弱化や認知症、メタボ予防に関す
る事業等が行われた。

２．取組み内容
(1)　 ICT 超高齢社会づくり推進事業 
　東京大学が総務省から受託した本事業のうち、元気高齢者を対象
とした実証事業が実施された。
虚弱化指標のひとつとされる歩行速度や、体組成等の測定により虚
弱化の予兆を把握し、健康相談でのアドバイスで、健康への気づき
を与えようというもの。約 3 ヶ月の実証期間中、50 人の高齢者モ
ニターにスマートフォンを携帯して指定のルートを歩いていただ
き、GPS 機能を利用して歩行速度を測定したほか、体組成・握力
の測定や、健康相談を行った。
　その結果、測定を習慣にしたことで、徒歩による外出への抵抗
が少なくなり、また、事業終了時には精神的充実度の向上も見られ、
高齢者の健康を考える上で大きな示唆が得られた。
　本事業の成果は、2014 年に開設されるまちの健康ステーション
において提供されるサービスやプログラムに反映される。

（2）柏の葉スマートヘルスプロジェクト
/ 電子母子健康手帳を活用した健康支援サービスの実証

　柏市と企業 9 社は、妊産婦や子育て世代を対象とした①電子母
子健康手帳サービスと、②妊産婦への健康支援サービスの実証事業
を実施した。
　①は、スマートフォンの専用アプリを用い、官民相互のデータ活
用や保健師・栄養士とのコミュニケーション、柏市からの情報発信、
紙・電子情報の連携を実現し、②はＩＣＴを活用した健康見える化
サービスで、ライフレコーダー（世界最小の髪留め型やリストバン

ド型活動量計等）を利用してデータを収集し、スマートフォンの専
用アプリで生活行動記録や健康状態、体調変化を把握できるという
もの。
　利用者は共通 ID で両サービスを利用でき、WEB サイト「柏の葉
マイポータル」では、地域ポイント制度「柏の葉ポイント」のポイ
ント獲得情報や行政発信情報なども提供される。
これらは「柏の葉スマートシティ」を構成する主要プログラムとし
て期待されており、それぞれの検証結果が待たれている。

（3）子育て支援イベント　｢赤ちゃん・パパママあつまれ！｣
　柏市では、定期的な乳幼児の身体測定や健康相談を各地域の近隣
センター等市の施設で実施しているが、子育て世代が多い柏の葉
キャンパス地区にはこのような施設がないため、柏の葉キャンパス
駅前まちづくり協議会では、昨年度に続き、市の健康づくり推進員、
民生委員と連携して、｢赤ちゃん・パパママあつまれ！｣ を 2 回開
催した。延べ 130 組の親子の参加があり、柏市保健師による感染
症予防などに関する講義のほか、身体測定や手遊び、また、孤立化
防止や、日頃の交流促進のため、地域の子育てサークルの活動も紹
介した。参加者の要望を受け、協議会では次年度も継続する方針。

(4)　高齢者の虚弱化や認知症、メタボ予防
　「柏の葉を健康にする実行委員会」は柏市等の後援を受け、高齢
者の虚弱化や認知症予防を支援する人材の育成と、高齢者の予防プ
ログラムへの参加促進に取り組んだ。
　育成されたウォーキング（虚弱化）・認知症・メタボ予防の各サ
ポーターは、空き家を活用して開設された「プチカル柏の葉」を主
な拠点とし、同会が主催する脳トレ麻雀・料理などのプログラムの
参加者とともに活動を継続している。同会では、今後も市内にこの
ような活動拠点を設けたい意向である。

３．今後の課題と展望
　柏市北部地域は、65 歳以上の高齢者の割合が 9.4%（平成 24 年度）
と、市全体の 20%（平成 23 年度）に比して低く、生産年齢人口が
70.6% と全国平均より高いのが特徴である。
　このような特性から子育て支援の充実化は喫緊の課題であるが、
将来の超高齢化もまた不可避である。健康寿命を延伸し、高齢者が
社会の担い手であり続けるには、高齢者の虚弱化予防だけでなく、
全世代における生活習慣病の発症と重症化の予防が重要である。
　当エリアでは、まちの健康ステーションを中核として、既存の仕
組みや活動と連携しつつ健康長寿都市モデルの構築を推進する。
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図　ＴＥＰ交流会 図　ＡＥＡ２０１３　受賞者図　 ＴＥＰ定例プレゼン会

新産業創造都市
１．目的と概要
　つくばエクスプレス（TX）沿線には、日本有数の国立大学や、
数多くの研究施設が集積しており、日本が誇る先端技術・先進的研
究、そしてそれらを支える人材が集まっている。柏の葉国際キャン
パスタウン構想でも、「目標２：創造的な産業空間と文化空間の醸成」
を掲げる通り、柏の葉キャンパスでは、持続可能な地域経済の活性
化に繋げていくため、この TX 沿線のポテンシャルを活かし、地域
の大学、研究機関、行政、民間企業、個人支援者が連携した、地域
に根差した経済循環の仕組みを構築し、日本のモデルとして発信し
ていくことを目指している。

２．取組み内容
　これまでに、「一般社団法人 TX アントレプレナーパートナーズ

（TEP）」を中心として、ベンチャー企業に対する創業初期段階の投
資や経営経験者・専門家によるハンズオン支援、アジア各国のベン
チャー企業を集め競い合う「アジア・アントレプレナーシップ・ア
ワード」などを行ってきている。この「新産業創造都市」を、環境
未来都市計画の 3 つ目の柱に位置付け、取り組みの一層の推進を
図っている。

(1) TEP によるハンズオン支援と支援者コミュニティ醸成の継続
　TEP では、以下の活動を通じて、ベンチャー企業へのハンズオン
支援およびベンチャー企業支援者のコミュニティ醸成を促進してい
る。
①ベンチャー企業が事業プレゼンを行いアドバイスが得られる定例
プレゼン会の開催
② TEP EXPO や交流会の開催など、一般向けの情報発信の実施
③実践的支援となるビジネスプラン作成セミナーの主催
④各ベンチャー企業のニーズに応じた支援者マッチングと個別支援
　これらの活動の成果として、平成 25 年度末時点において、TEP
エンジェル会員による出資・経営参画は合計 13 社となっている。

(2) アジア・アントレプレナーシップ・アワード（AEA）の開催
 　アジアの若い起業家が一堂に会し、３日間にわたって開催する
日本発の国際的なビジネス・コンテストとして、本年 2 回目の開
催を迎えた。最先端の需要をキャッチする先見性、意欲、実行力な
どを備え、イノベーションに果敢に挑戦する起業家の活躍に着目し、
今後のアジア経済を支える人材育成、環境創造の基盤となることを

地域の経済エコシステムをイノベーションのエコシステムへ

目的として、一般社団法人フューチャーデザインセンター（FDC）
が主催している。来年度は 7 月に開催予定である。
日程：平成 25 年 5 月 29 日（水）～ 31 日（金）
公用語：英語

３．今後の課題と展望
　TEP は 2014 年 4 月 14 日より、GATE SQUARE（148 街区）に開
設される Kashiwa-no-ha Open Innovation Lab (KOIL) へ本拠地を移
し、これまでの活動を、柏の葉における固定の場所での展開へ移し
ていく新たなフェーズを迎える。
　具体的には、これまで継続してきた定常的なベンチャー企業への
ハンズオン支援に加えて、新しく以下の施策に順次着手していく予
定である。

(1) 常駐拠点設置によるベンチャー企業周辺の人や最新情報の
柏の葉への集約化
　　KOIL に TEP スタッフやメンターが常駐することで、ベンチャー
企業のほか、ベンチャー企業に興味関心のある人・組織や支援情報
などを一カ所に集め、KOIL に来れば会いたい人に会える、最新情
報が手に入る、等が実現するプラットフォームの構築を目指す。

(2)KOIL 創業支援プログラムの提供によるオンサイト支援の実現
　これまではバーチャルな支援活動のため実現できなかった、ベン
チャー企業に対するきめ細かな支援を、固定の場所で提供する。具
体的には、①インハウス・メンタリング、② 1on1 セミナー、③イ
ンターナショナルビジネス・アクセラレーションプログラム、を
KOIL 限定で提供予定。

(3)TEP コーポレート会員の新設や地域との連携によるエコシ
ステムの拡大、定着化
　　TEP のベンチャー企業や起業家を核とした経済のエコシステム
においてこれまで不足していた、事業会社等の大手企業、監査法人、
法律事務所、会計事務所等を、双方にメリットのある形で参画で
きる TEP コーポレート会員の枠組みを構築する。また地域の市民
活動との連携も促進し、KOIL におけるコミュニティ全体の醸成と、
オープンイノベーションの活性化を促す。

(4) 海外ネットワークの強化、拡大
　　オフィスや支援体制の相互利用を実現する国内外のパートナー
拠点との連携強化や、その他の海外都市との交流を促進し、海外
のベンチャー企業および支援者のワンストップの活動拠点として、
TEP や KOIL が活用されていくよう推進する。




