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構想の全体像
■背景と目的
　人口減少や少子高齢化等の社会的課題への対応、ライフス
タイルの多様化への対応など、新たな都市像の確立が求めら
れている。鉄道沿線で大規模開発が進行する柏の葉地域は、
我が国有数の大学や公的研究機関が立地しており、世界水準
の先端モデル都市形成に向け、高いポテンシャルを持ってい
る。本構想は、行政、大学、民間企業、市民・NPO 等が連携・
協働し、柏の葉のポテンシャルを最大限に生かした先端的で
自立した都市づくりを実践するための構想として、2008 年 3
月に策定された。
　その後、2011 年には課題解決モデルとしての「環境共生
都市」「健康未来都市」「新産業創造都市」の 3 つのコンセプ
トを改めて示し、プロジェクトの一層の推進を図っており、
2014 年 3 月にはこうした状況を踏まえて、構想の内容充実化
を行った。

■対象区域
　本構想の対象区域は、主としてつくばエクスプレス沿線の
土地区画整理事業区域を含む 13 ｋ㎡（区域 1）の区域である。
ただし、緑地ネットワークの形成や周辺地域との交通アクセ
ス等については、柏駅や利根運河、流山市も含めた 43 ｋ㎡（区
域 2）も視野に入れた内容とする。

■構想の理念　
公・民・学連携による国際学術研究都市・次世代環境都市

　“ 大学とまちの融和 ”、すなわち、まち全体が大学のキャン
パスのように緑豊かで質の高い空間となり、また、知的交流
の場となることが、本構想の目指す都市の姿である。
　その実現のために、地域社会に必要な公的サービスを担う

「公」、地域の活力と魅力の向上を担う「民」、そして専門知識
や技術を基に先進的な活動を担う「学」の各主体が、従来の
枠組みを超えて連携し、「公・民・学の連携」による知的交流
の中から、新たな知と産業、文化を創造する「国際学術研究
都市」となり、これを通じて、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、持続性・自律性の
高い「次世代環境都市」となることを本構想の理念とし、８
つの目標を掲げる。　

■フォローアップの調査の位置づけと経過
　本構想は、千葉県、柏市、東京大学、千葉大学の共同調査
で作成したものであり、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ていることから、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、「公・民・学」が共
同で設立・運営する柏の葉アーバンデザインセンター [UDCK]
を事務局として、継続的にフォローアップのための委員会並
びにテーマ別の部会を設置し、各団体の協力・連携のもと、
実現に向けた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を行いながら、本構想を
推進することとしている。
　柏の葉エリアをモデルに先行的・実験的施策を実施し、そ
の成果・知見を柏市や千葉県全域、全国、全世界に展開して
いく。

構想の対象範囲

公・民・学連携による国際学術研究都市・次世代環境都市

８つの目標

目標１ 環境と共生する田園都市づくり 豊かな自然と都市のみどりにふれあいなが
ら、環境にやさしい暮らしを楽しめるまち

目標２ 創造的な産業空間の醸成 創造的な交流にあふれ、職住が一体となっ
た自立したまち

目標３ 国際的な学術・教育・文化空間の
形成

一生「学び」を楽しむことのできる、知的
好奇心を刺激するまち

目標４ サスティナブルな移動交通システ
ム

環境負荷が少なく、自由で楽しい移動交通
が、暮らしの質を高め活力を育むまち

目標５ 健康を育む柏の葉スタイルの創出 若者から高齢者まで地域の中で一生健康で
暮らすことのできるまち

目標６ 公・民・学連携によるエリアマネ
ジメントの実施

支えあいによって地域の暮らしと活力を持
続・向上させる自律的なまち

目標７ 質の高い都市空間のデザイン 大学キャンパスのように豊かな緑のなかに
賑わいが映える快適なまち

目標８ イノベーション・フィールド都市 常に最先端の取り組みにふれあいながら、
変化しつづけるまち
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今年度のフォローアップ概況
　今年度は、昨年度に引き続き、８つの部会のもと個別プロジェク
トの検討や推進を行った。各部会の取り組み概況については、次ペー
ジ以降に掲載するが、ここではまちづくりに係る本年度の主な動き
並びに、フォローアップ事業としてのトピックについて掲載する。

１．西口駅前リニューアルとゲートスクエアのオープン

　2014 年 4 月には、昨年来工事が進められてきた西口駅前広場と
駅前通りの高質化工事が完了し、地元（一般社団法人柏の葉アーバ
ンデザインセンター）による歩道部の管理運営が始まった。また、
UDCK が東京大学柏の葉キャンパス駅前サテライト 1 階に移転し第
三期の施設をオープン、イノベーション拠点である KOIL も 4 月に
オープンした。さらに、7 月にはホテルやカンファレンスセンター
もオープンし、柏の葉キャンパス駅前の中核街区「ゲートスクエア」
のまちびらきが、盛大に行われた。
　これらのタイミングをとらえて、西口駅前では季節ごとに大規模
なマルシェ・コロールを開催し、カンファレンスセンターでは連続
シンポジウムを夏から秋にかけて企画・開催。多くの視察者を受け
入れるべく、新たに「スマートシティ・ツアー」の枠組みを整え、
年間を通じて 3000 人近い視察者が柏の葉を訪れた。
☞エリアマネジメント部会
☞エリアプロモーション部会

２．市民フォーラムの開催
　柏の葉国際キャンパスタウン構想の充実化（2014 年 3 月公表）
を期に、その内容を、市民を含む多くの方々に紹介するとともに、
市民の目線で柏の葉のまちづくりを語っていただくことで、まち
づくりの到達点と課題を確認することを目的に、7 月 12 日土曜日、
東京大学駅前サテライトにおいて、「柏の葉国際キャンパス　第１
回市民フォーラム」を、柏の葉国際キャンパスタウン構想フォロー
アップ事業の一つとして開催した。
　100 名を超える来場者のもと、大学連携、環境共生、健康未来、
新産業創造のテーマごとに、中心的に活躍する市民の方々が登壇し、
それぞれの活動やまちづくりへの期待、課題について、実感のこもっ
た意見が述べられた。フォーラムの最後では、出口敦東京大学教授

（UDCK センター長）より、「一足飛びに進む柏の葉のまちづくりに
足りない部分を補い、まちとして完成させていく上で、誰よりもま
ちのことをよく知っている『市民』の役割が大切である。」とのコ
メントをもって、盛況のうちに閉会した。

３．中核地区戦略部会の設置 /
東大柏地区整備推進構想の策定

　柏の葉キャンパス駅周辺の開発が一段落し、その外側にまちづく
りの前線が移りつつある中、過年度のフォローアップにおいて「立
地戦略部会」を設置し、キャンパス駅の北側エリアを「イノベーショ
ン・キャンパス」地区と位置づけ、まちづくりの方向を検討した。
これに基づき、今年度は土地利用規制の変更についての手続きを進
める一方、まちづくりの内容をさらに具体化することを目的に、「立
地戦略部会」を「中核地区戦略部会」に改め、「まちづくりビジョン」
の素案をとりまとめた。
　また、東京大学柏Ⅱキャンパスや千葉大学柏の葉キャンパスも「中
核地区」に含め、地域全体の視点からキャンパスの将来イメージを
検討した。東京大学では、この内容も含めながら、「柏地区整備推
進構想」をとりまとめ、3 月 4 日には本郷キャンパスにおいて、記
念シンポジウムが行われた。
☞中核地区戦略部会
 

４．柏北部東地区の土地区画整理事業の規模縮小と
まちづくり検討協議会の再開

　「農あるまちづくり」を推進してきた柏北部東地区では、ＵＲ都
市機構のニュータウン事業の早期完了に係る動きのなかで、事業区
域の変更について協議が進められてきたが、本年度、土地区画整理
事業計画の変更手続きが行われ、柏たなか駅東側の大室東地区が事
業区域外となった。
 　除外区域においては、地区計画の策定など、区画整理によらな
いまちづくりの検討が進められた一方、現在工事が進む柏たなか駅
の東口駅前地区のまちづくりについて、「柏北部東地区まちづくり
検討協議会」を再開し、検討を本格化した。
☞農と食部会

ゲートスクエアの全景

市民フォーラムのチラシ（左）と開催風景（右）

柏たなか駅東口
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１　空間デザイン部会 景観重点地区に係る検討・２号調整池修景など

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 号近隣公園暫定整備、2 号調整池遊歩道整備、西口
駅前線・駅前広場高質化整備など、過年度まで議論してきたデザイ
ン基本方針等を踏まえて詳細設計・整備工事が実施された。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、住民参加型企画など、普及啓発事業の実施も精
力的に行われた。
　今年度は、駅前街区の施設整備が概ね一段落したこともあり、そ
の外側のエリア、特に 2 号調整池周辺地区における今後の景観デ
ザイン誘導や修景施設等整備に関する検討を本格化させ、それぞれ
基本的なデザイン方針や整備枠組み等について協議・調整を進めた。 ■ 2号調整池周辺地区への重点地区拡大検討

　2 号調整池周辺への景観重点地区拡大（新規指定）に向け、中核
地区戦略部会にて検討された『イノベーション・キャンパス地区ま
ちづくりビジョン（素案）』にて提示されたガイドライン項目も踏
まえながら、景観形成基準として設定する項目・基準内容等の検討
を行った。今年度検討した素案を基に、前述の駅周辺重点地区基準
見直し案とともに、来年度中の策定を目指し関係機関協議等を今後
予定している。

(2)2 号調整池修景設計の検討
　昨年度は、調整池遊歩道の実施設計が行われ、夏から秋にかけて
民間資金を活用して整備工事が行われた。供用開始後は NPO 法人
ビレジサポートの協力による維持管理も始まった。遊歩道以外にも、
外周歩道高質化や広場空間の確保方策など、第二期環境整備に向け

２．取組み内容
 (1) 景観誘導方策にかかわる検討・啓発
■柏の葉キャンパス駅周辺景観重点地区における基準見直し
　昨年度に引き続き、柏の葉キャンパス駅周辺景観重点地区を旧条
例（自主条例）から新条例（景観法委任条例）に基づく枠組みに移
行することを視野に、同地区の景観形成基準の見直しや運用方法の
検討を進めた。昨年度検討した素案を基に、屋外広告物条例との整
合調整など、特に屋外広告物基準（素案）の洗練化を進めた。また、
そうした市策定の基準をベースにしながらも、より良い駅前景観の

図 2013 年度の検討対象箇所　

形成に向け、将来的な地元主体の景観マネジメント体制の構築を視
野に、公開勉強会や駅前主要施設運営者との意見交換を実施した。

2014 年度の検討対象箇所

公開勉強会の様子

景観形成基準検討案 総括図
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■ 1号近隣公園・4号街区公園
　昨年度より 1 号近隣公園内北側の芝生広場整備が近隣住民の参
加も得ながら進められ、今年度 4 月に一部開放、7 月に全面開放と
なった。また、2015 〜 2016 年度の 1 号近隣公園（十余二船戸線側）
の本整備に向けて今年度実施設計が進められ、公園アドバイザー会
議を中心に詳細検討が行われた。
　また、昨年度住民説明会等を行いながら基本計画が検討された 4
号街区公園についても、今年度実施設計が行われた。

３．今後の課題と展望
　2 号調整池周辺地区の公共施設整備・開発誘導は、今後の柏の葉
国際キャンパスタウン構想の推進においても重要な意味を持つこと
から、調整池修景整備の詳細検討および同地区の景観・街並み誘導
について、より強力に推進していく必要がある。
　概成した駅前街区においては、屋外広告物ルールを中心に地元主
導の景観マネジメントの仕組み検討が始まっているが、その仕組み
は 2 号調整池周辺地区への応用展開も期待される。また、景観・街
並みのベースアップを図るルール・仕組みの整備とは別に、中小規
模の集合住宅等のモデル開発により波及効果を狙うアプローチも有
効であり、モデル開発誘導の具体化にも取り組んでいく必要がある。
そのためにも、景観整備機構 UDCK を中心に、地権者や市民とのオー
プンな議論・対話の場面をさらに増やしていくことが望まれる。
　その他公共施設については、新設中学校や近隣公園・街区公園な
どの整備も今後予定されており、引き続き関係機関等との連携のも
とデザイン協議・調整に当たっていく。

たスケジュールや検討方向性についての協議も昨年度行われたが、
今年度は、中核地区戦略部会で提示された「まちづくりビジョン素
案」や、同調整池の隣接する 139・142 街区にて施設計画が進む柏
の葉 T-SITE（仮称、以下 T-SITE）との連携も考慮しながら、官民が
連携した一体的な高質化整備や維持管理・活用について、基本的な
枠組みやデザイン方針の検討を進めた。来年度、詳細仕様の検討な
ど実施計画を詰める予定となっている。

(3) 街路植栽調査と未決定区間の検討
　土地区画整理事業が進むなか、街路樹など街路植栽計画が詳細未
決の路線がいくつか残っている。このため今年度、柏北部中央地区
を中心に、区域外との連続性も含めて柏の葉エリア全体の緑のネッ
トワーク構築の観点から、街路植栽の現況調査、および未決区間の
植栽計画の検討を行った。

(4) 公共施設のデザイン調整
■国道 16号線横断歩道橋
　2007 年度の予備設計を経て、詳細設計・整備工事は国道北側の
土地造成等に合わせて後年行う計画であったが、歩道橋に隣接する
139・142 街区の土地活用（T-SITE 建設・開業）への影響を考慮し、
今年度歩道橋デザインの調整・協議を行った。デザイン性・安全性・
経済性など総合的に評価し、鋼床版 2 主鈑桁（中路式）の橋梁形
式が採用された。今後詳細設計が進められ、来年度内には現場着工
が予定されている

ランドスケープマスタープラン案（整備ステップ 1 ）

平面・断面イメージの検討（図は区 10-26 イメージ案）

街路樹パタンの比較検討

フォトモンタージュによる橋梁形式デザイン検討
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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：公・民・学連携によるエ
リアマネジメントの実施」に関連して、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おり、2011 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た。
　2014 年４月には柏の葉キャンパス駅西口駅前が完成し、昨年度
の部会で協議を重ねた枠組みにもとづく、地域による道路管理が開
始。実験的な利活用を行いながら、課題や中長期を見据えた維持管
理体制やイベント運営体制について協議を行った。
　また、着実に住民が増える中で、住民主体によるコミュニティ運
営に向けて「まちづくり協議会」のあり方を検討した。並行して他
の計画的住宅開発地区における最近のエリアマネジメントの動向に
ついての調査を行った。

２．取組み内容
(1) 西口駅前の管理活用
　道路管理者である柏市と、一般社団法人柏の葉アーバンデザイン
センター（都市再生特別措置法に基づく都市再生法人に指定済み）
の間で、正式に協定を締結し、歩道部の植栽管理や清掃、補修等に
ついて、地域主体による管理を開始した。その中で、道路占用許可
の特例を受けて設置した歩道上のソファーベンチや縁台テーブル、
バナー等についても、管理を開始している。枝折れや道路付属物の
破損等、個々の事象が発生した場合の連絡体系や対応、あるいは電
気料金の支払い方法等、詳細な事務対応については、運用を通じて
双方で確認を行いながら、分担等を整理した。初年度として、特に
大きな問題は発生していない。
　道路の利活用については、歩道の余裕幅（車道寄り植栽帯等の間）

(2) グリーンマネジメント　：かしはな／カルネット
　かしはなは旧 UDCK のデッキを中心に継続的に活動を行ってい
る。週 2 回の定期活動に加え、カシニワ・フェスタと併せたワー
クショップや秋の寄せ植え教室などを実施した。10 月より、千葉
大学柏の葉カレッジリンク・プログラムの修了生が中心となって運
営する「一般社団法人柏の葉カレッジリンク・ネットワーク」内の
組織と位置付けられ、メンバー間の交流や大学との積極的な連携が
試みられている。今年度で設立 6 年目を迎え、組織内に蓄積され
たノウハウが財産となる一方、メンバーや活動内容の固定化が進行
しているため、メンバーの増員や、新たな提案を引き出すための仕
組みづくりが課題である。
　一般社団法人柏の葉カレッジリンク・ネットワークは、昨年度柏
市の道路アダプトプログラムに合意した柏の葉キャンパス駅東口の
有楽ツバキの古木について、これまでの保全活動や樹木としての歴
史、文化的背景などを一般向けに説明するイベントを開催した。プ
レゼンテーションをはじめ、パネルや絵ハガキなども用意し、参加
者にツバキの古木という地域資源への興味や保全活動に対する理解
のきっかけを与えることができた。

(3) 地域ポイント・地域カード運営
　地域活動や実証実験への参加を促すことを目的に、2012 年度よ
り「柏の葉ポイントプログラム」を運営している。今年度は、ゲー
トスクエアのオープンにより、環境や健康に係る施設の本格運用が
始まったことを受け、これに係るプログラムが新たに加わった。

・省エネポイント：HEMS 導入世帯において、他世帯や街全体との
省エネ状況の比較、省エネ達成度合いに応じてポイントを付与

・ダイナミックインセンティブ：オフィスと店舗を対象に、年間省
CO2 と電力ピークカットの寄与度合いに応じたポイントを付与

・すこやかリンクス：モニターに歩数計を無償提供し、一定歩数以
上を歩くことでポイントを付与

　ポイントの付与プログラムが拡充する一方、ポイントの利用側で
魅力的なプログラム開発が急務となっているほか、運営費に対する
効果の評価やより効率的なシステムの可能性検討など、今後に向け
ても継続的に協議・検討を行っている。

西口駅前管理の開始と
持続的マネジメント枠組みの検討

におけるイベント開催について、（一社）UDCK が柏市より一年間
の道路占用許可を受け、2014 年 4 月、7 月、11 月、2015 年 3 月
の年 4 回、西口の道路空間とゲートスクエア内のプラザや、千葉
大側の「はらっぱ」を活用して、マルシェ・コロールを開催。9 月
のふるさと田中みこし祭や、10 月のハロウィンに際しても道路を
活用して店舗出店を行い、多くの来街者で賑わいを見せた。
　11 月からは毎月第一日曜日に、プラザを中心に小規模な「日曜
マルシェ」も実施し、日常的な利活用可能性も模索している。

マルシェ・コロール

完成した西口駅前線

「有楽ツバキを楽しむ会」でのカルネットメンバーによる説明



7フォローアップ調査 2014

■持続的なエリアマネジメントの枠組み検討
　道路の管理活用のみならず、集客イベントや情報発信、あるいは
防災や各種住民サービスの提供など、従来、個別の予算・主体で進
められてきた広義のエリアマネジメント事業について、持続的な運
営体制を構築していくための協議を進めた。
　受益者負担の原則にたって、来街促進やプロモーションを中心と
する「街の付加価値づけ」に係るマネジメントと、地域住民等の「暮
らしの維持・向上」に係るマネジメントの二つに取り組みを分類し、
前者については、事業ごとに企業協賛を募りながら、全体としては
UDCK で情報連携を図るという方向、後者については、まちづくり
協議会をベースに据え、段階的に関連事業をまち協のもとに束ねて
いくという方向をまとめた。

３．今後の課題と展望
　今年度とりまとめた基本的な考え方にそって、個別事業の内容や
実施体制を段階的に整備していく上で、柏の葉において将来にわ
たって維持すべき地域環境や暮らし、サービスの質はどのレベルに
設定するのか、そのための事業内容とボリューム、必要な費用負担
や人的協力はどうあるべきか、議論を深めていく必要がある。
　特に、「暮らしの維持・向上」に係るマネジメントの母体となる
まちづくり協議会については、市政上の地域連携の母体である「ふ
るさと協議会」との関係も検討しながら、将来的な区域設定やその
機能について、住民主体の議論を進めていく。

(5) まちのクラブ活動／ K-stream
　まちのクラブ活動は、今年度もいくつかのクラブが発足し、定常
的に 20 あまりのクラブが活動をしている。事務局主催のマチノ先
生プロジェクトでは、今年度開館したららぽーと北館 3 階の「ま
ちのすこやかステーション」入居テナント（小児歯科等）とのコラ
ボレーションを行ったほか、恒例のハロウィンも、新しくできたゲー
トスクエアのプラザを中心に開催し、大きな賑わいを見せた。
　持続的な運営に向けて、地元住民主体による事務局運営も軌道に
のっている。拠点となってきたクラブハウス（柏の葉フューチャー
ビレッジ）が 2015 年 3 月末をもって閉鎖するため、今後の活動場
所について調整を行い、マンションの共用スペースや公共施設の一
部などを柔軟に活用していく方向を確認した。コミュニティホウソ
ウ局 K-stream は番組の高質化に向けて研修を行う一方、ホームペー
ジの作成など広報力の強化を図った。

(6) 持続的なマネジメントの枠組み検討
■エリアマネジメント勉強会
　まちづくり協議会の枠組みを活かしながら、地元負担・地元参加
型のエリアマネジメントのあり方を検討していくうえで、計画的住
宅地における住民参加型エリアマネジメントの先行事例の調査・研
究を実施した。相応の会費負担のもと、他エリアと差別化された安
全で質の高い生活環境を維持しようとする取り組みが広がりつつあ
ること、一方で旧来の町会・自治会の枠組みとの整理については各
地で試行錯誤されていることなどが明らかになった。

(4) 柏の葉キャンパス駅前まちづくり協議会
　本協議会では、下記のテーマ別活動のほか、4 月には UDCK 前で
まちづくりへの意見募集を行い、11 月には行政との意見交換を実
施。また 2015 年 1 月には、協議会活動の一層の周知を図るために、
活動紹介パンフを作成・配布した。
ア　防災に係る活動
　昨年度立ち上げた「防災安全部会」で、毎月定例会議を行ってい
る。ゲートスクエアのオープンを受けて、「防災活動連携マニュアル」
を見直すとともに、具体的な災害時オペレーションについて協議を
重ねている。年 2 回の防災交流イベントも継続実施（4 月：炊き出
し体験イベント、10 月：防災施設見学ツアー）。
イ　環境美化に係る活動
　第一・第三木曜日と最終土曜日の駅前清掃を継続。参加者も増え
ており、ゴミ拾いに加え、落ち葉清掃やファニチャー掃除なども実
施。12 月には年末の大掃除を行い約 40 名の参加者を得た。また、
駅周辺の緑化活動を地域主体で進めていくことを視野に、2015 年
春の緑化イベント（花苗の提供と管理）を企画・実施した。
ウ　健康福祉に係る活動
　恒例の「赤ちゃん・パパママあつまれ！｣ を 2 回開催したほか、
高齢者対象にまちの健康研究所「あ・し・た」の見学会を実施。こ
もれび喫茶による「柏の葉キャンパス寄席」や「あ・し・た」主催
イベントの広報協力など、健康福祉に係る地域活動を支援した。
エ　交流に係る活動
　昨年度、1 号近隣公園予定地に整備された広場「てづくり広場」
が 7 月に全面オープンし、これを記念したイベント「みんな de"
朝パーク」を開催。告知協力を行い、多くの近隣住民が参加した。

てづくり広場オープンイベント「みんな de" 朝パーク "」

住宅地型エリアマネジメント事例（左：藤沢 SST ／右：津田沼　奏の杜）

目標に応じた２つのエリアマネジメントの枠組み
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３　モビリティ部会 シェアリングデザインリニューアルと活動評価

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、2010 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、既存の実証実験や技術検討を継続・展開するとともに、
柏の葉キャンパス駅西口駅前街区「ゲートスクエア」のオープンに
合わせてシェアリングポートのリニューアルを行った。昨年度策定
した『柏の葉交通戦略』を踏まえて、市全域を対象に市が検討を進
めた自転車総合計画策定協力を行った。
　また、ITS に係る取り組みとしては昨年度の世界会議を経て、今
年度、東京大学柏の葉キャンパス駅前サテライトに地域での実装に
向けた活動拠点を設けるとともに、6 つの部会で研究開発・実証実
験が継続・展開された。

２．取組み内容
(1) シェアリングシステム
　各シェアリング実証実験の検証を進める一方で、今年度はシェア
リング車両等のデザインリニューアルを実施した。
■集約ポート整備と車両等デザインリニューアル
　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、モビ
リティシェアリングの PR・普及に向けて、柏の葉キャンパス駅西
口駅前街区「ゲートスクエア」のオープンに合わせて、同街区に「か
しわスマートサイクル」および「マルチ交通シェアリング」の各ポー
トを集約整備したゲートスクエア・モビリティポートが 4 月に開
設された。同ポートには、新たに会員制レンタカーサービス用スペー
スや、一般車両も利用可能な急速充電設備も設けられている。
　また、各設備機器やシェアリング車両に対して、統一的なラッピ
ングデザイン等を施し、7 月より新デザインの車両を運用開始した。

■かしわスマートサイクル
　柏の葉国際キャンパスタウン構想では、自動車からの転換による
温室効果ガスの低減を目的に、自転車の利用促進を方針として示し
ている。その施策の 1 つとして、柏市と柏市まちづくり公社が主
体となり、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 2010 年度から継続している。
　実証実験段階から事業としての自立化へ、という大きな課題に対
応するために、第一の課題はさらなる利用の増加である。利用ニー
ズに応じて各ポートの駐輪台数増減を柔軟に行えるようにすること
が鍵となるが、従来のオートロック式のポートはそれ自体が高額で
あるうえ、簡易な増減が困難である。そこで、昨年度より、本スマー
トサイクルで採用してきたチェーンロック式の簡易自転車止めを原
型に、自転車駐輪ラックのデザインリニューアルを検討してきた。
千葉大学工学部環境デザイン研究室のデザイン協力のもと、柏市・
地元企業等による共同研究として、設置スペースに応じた連結台数
の調整が可能なオリジナルデザインの駐輪ラックを開発し、8 月下
旬より柏の葉キャンパス駅前ポート等で運用開始している。
　一方で、運営の自立化には、利用料収入と運営コストの適正化を
図ることも必須である。よりニーズの高い場所へのポート設置を促
進していくため、利用実績の少ないポートの撤去について検討を進
めた。今年度いっぱいをもって 4 箇所のポートを閉鎖・撤去する
こととし、来年度は柏の葉エリア内に特化して収支バランスの検証
を進める予定である。

ゲートスクエア・モビリティポートのシェアリング車両配置

機器・シェアリング車両の統一的デザイン（左：スマートサイクル／右：マルチモビリティ） オリジナル駐輪ラック

スマートサイクルポートの削減
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(2) 柏市自転車総合計画の検討支援
　安全で快適な自転車利用環境の創出と魅力ある自転車まちづくり
を実現していくため、柏市が主体となって昨年度・今年度の 2 ヶ
年をかけて『柏市自転車総合計画』の策定に向けた検討が進められ
た。市の体系的な自転車政策と柏の葉エリアで進む道路等公共施設
整備や社会実験等との連携をとりながら、柏の葉エリアの自転車利
用環境向上が図られるよう、昨年度策定した『柏の葉交通戦略』に
即して同自転車総合計画の検討支援を行った。

(3) 柏 ITS 推進協議会
　柏市の「ITS 実証実験モデル都市」選定（2009 年 6 月）を受けて、

「柏 ITS 推進協議会」（会長：池内克史東京大学教授）が 2010 年 2
月に設立され、50 を超える団体が参画している。昨年度 10 月には

「ITS 世界会議 東京 2013」が開催され、一つの盛り上がりを見せたが、
今年度、東京大学柏の葉キャンパス駅前サテライトに地域での実装
に向けた活動拠点が設けられ、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・実証実験が継続された。

３．今後の課題と展望
　柏の葉エリア全体の交通体系を『柏の葉交通戦略』をベースに整
えていくことが、モビリティ部会の第一命題である。
　柏の葉エリアを象徴する実証実験となっている各シェアリングの
取り組みも、ゲートスクエア・モビリティポート開設を機に地に足
をつけた事業継続方策の検討が本格化しつつある。エリア交通体系
の一部としての位置づけを明確にしながら、“ 柏の葉モデル ” とし
ての事業モデル構築に向け、引き続き注力していく必要がある。
　昨年度の ITS 世界会議の開催をもって一つの区切りとなった ITS
関連の取り組みは、継続して個別プロジェクトが進められているが、
柏市の交通問題の解決に向け、実装化するものを見極めて、集中的
に取り組んでいく必要がある。
　『柏の葉交通戦略』にも位置づけられた柏中心市街地と柏の葉エ
リアを接続するバス交通の強化は、市とバス事業者との定期的な意
見交換は始まっているものの、まだ現実的なアクションには至って
いない。来年度中心市街地におけるアーバンデザインセンター設立
も予定されており、それも契機にしながら中心市街地関係者とも意
見交換を重ね、双方望ましい形での実現方策を見出していきたい。

■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
2011 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 1 月のアミュゼ柏へのポート増設、次いで 4 月のゲート
スクエア・モビリティポートの開設（前述）など、施設基盤の整備
が先行して進められた以降は、サービス向上による利用者数増加を
狙った取り組みが試みられた。11 月には登録会員向けのペーパー
ドライバー講習を開催し、11 月・12 月にチャイルドシート設置車
を 1 台ずつ導入している。両取り組みとも利用者からは好評であ
るが、どの程度の利用増に結びついているか、持続的な事業運営に
向けた収支検証が引き続き課題である。

部会 活動テーマ
第 1 部会

（小川東京大学准教授）
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

ITS 推進協議会の部会と活動テーマ

ポート分布図（左：柏の葉エリア、右：柏駅周辺エリア）

走行データに基づく事故低減を図る柏市交通安全プロジェクト（201411-）

自転車ネットワーク図（柏市自転車総合計画パブコメ案より）
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４　中核地区戦略部会
１．目的と概要
　「目標２：創造的な産業空間の醸成」方針 2-2「大企業や研究機
関などに対する魅力を明確に発信し、立地を促し、新産業創造コミュ
ニティを充実させる」に係る部会である。昨年度までに、柏の葉キャ
ンパス駅から国道 16 号に至るエリアを対象とする「イノベーショ
ン・キャンパス」構想をとりまとめ、新たに研究施設や企業の誘致
等を図りながら、複合エリアとして形成していく大きな方針を打ち
出し、その内容は、2014 年 3 月に公表した「柏の葉国際キャンパ
スタウン構想 2014 充実化版」にも反映されている。
　本年度は、昨年度までの検討をベースに、大規模な事業所等の立
地を可能とするよう土地利用規制の見直しを地元から提言し、柏市
において手続きが進められた。一方で、大学とも連携しながら「国
際学術研究都市」「新産業創造都市」を目指していくうえで、中核
エリア全体における一体的なまちづくりの推進を図る必要があるこ
とから、昨年度までの「立地戦略部会」を「中核地区戦略部会」と
改め、昨年度までの検討対象区域に加えて、大学キャンパス敷地等
も含めたまちづくりの方向を検討した。

２．取組み内容
(1) 中核地区の全体戦略
　中核地区は、「新産業創造都市」の中核であり、最先端の教育・
研究施設の集積と良質な暮らしの環境を基盤に、全体として、研究
開発機能や業務機能、交流機能等の集積をさらに図っていくべきこ
とを確認した。
　一方、当地区は民間地権者の持つ商業・業務・住宅系用地、公的
主体所有地、大学や国の機関の敷地など、権利者や土地利用条件の
異なる土地で構成されていること、一部には住宅系用途の指定によ
り、企業誘致等が図りにくい土地もあることから、各地権者の協力・
連携のもと、土地利用に係る各種規制の見直しも含めて、企業や研
究機関が立地可能な土地の条件を整え、加えて、多様なネットワー
クを生かした誘致活動を進めることが必要となる。また、「学園の道」

「緑園の道」等の軸線の形成を中心に据えながら、高質な都市環境
形成や利便性・快適性の高い移動・回遊環境の形成を進めていくこ
とも必要である。これらの考え方のもと、ブロックごとに将来ビジョ
ンの検討を行った。

(2) イノベーション・キャンパスのビジョン検討
　2 号調整池周辺地区を複合ゾーン「イノベーション・キャンパス」
としていくためには、地権者や関係者の協力・連携が不可欠である。
地権者を含む地区整備関係者間で、当地区のまちづくりのイメージ
や方向性についてゆるやかな合意を形成するための土台として、あ
る程度具体的なビジョンを示すことを目的に、「まちづくりビジョ
ン（素案）」の検討を行った。検討にあたっては、アメリカ西海岸
で多くの企業を惹きつけ都市づくりの成功事例としても名高い、オ
レゴン州ポートランドから、現地で都市づくりを牽引してきた専門
家チームを招へいし、その提案をベースとしながら検討を進めた。
　ビジョンでは、地区整備の目標を「用途が複合し、多様な活動が
街に開かれたオープン・イノベーションが起こる地区環境の創造」
とし、企業等の誘致を図るためには、地区の環境を活かした当地区
独自の「まちとしての魅力」を作り出すことが重要であること、そ
のポイントは用途の複合（ミクストユース）と、オープンスペース
や街路空間における徹底した賑わい・交流空間創出にあることを打
ち出している。

　そのうえでゾーニングの考え方やゾーンごとの土地利用や環境形
成のイメージ、公共空間のネットワークの考え方や各街路および沿
道の空間形成のイメージ等を示した。
　すでに土地利用が進行しつつあり、本ビジョンに基づき開発協議
を行っていく場を早急に整える必要がある。また、2 号調整池をは
じめ、公共空間の高質化にあたっては、公民が連携した管理運営体
制の構築も必須である。

地区全景（赤線：中核地区　黄線：イノベーション・キャンパス地区）

オープン・イノベーションを生み出す地区環境の概念図

地区の全体イメージと骨格動線の設定の考え方（案）

イノベーション・キャンパスのビジョンと
キャンパス整備構想
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(4) 企業誘致・育成に向けた取り組み
　今年度は、「東京大学フューチャーセンター」と「柏の葉オープ
ンイノベーションラボ（KOIL）」との連携促進を重点施策として進
めた一方で、イノベーション・キャンパス地区に次世代ライフサイ
エンスを中心とした研究開発機能を誘致していくことを視野に、バ
イオベンチャー交流会（11 月開催）など、多彩なマッチング企画
が開催された。

３．今後の課題と展望
　今年度、集中的な検討を行い、中核地区におけるまちづくりの方
針や将来的な空間像を示した。次年度は、この具現化に向け、地権
者や関係者間でより踏み込んだ議論を行い、実効性のある規制・誘
導方策への落とし込みや、協議体制の構築を進める予定である。ま
た、研究機関や企業の誘致については、ライフサイエンス分野など、
重点分野を設定したうえで、行政、民間、大学それぞれのネットワー
クを生かしながら、連携・協力して誘致活動推進する必要がある。
　東京大学、千葉大学の大学キャンパス内の構想については、全学
的な議論としながら、民間の活用も含めて整備スキームを具体的に
検討し、段階的に実現を図っていくことが望まれる。

 (3) 東京大学柏地区整備推進構想
　今年度、東京大学全体のキャンパス計画大綱が確定し、本郷、駒
場に続く、第三の極に位置づけられる柏キャンパスのさらなる整備
に着手すべく、その推進構想が定められた。東京大学が全学として
進める「総合的教育改革」や「卓越大学院」などをキーワードに、
柏キャンパスをこれらを先導する実験的なキャンパスとしてとら
え、以下の 3 つを教育研究の理念として定めた。

①　学住一体型の国際連携・卓越型国際研究拠点の形成
②　地域連携・社会連携による実証
③　世界最先端研究の推進と新しい学問領域の創造
　柏メインキャンパスでは、北側用地のうち西半分は生産研究所の
移転が決定し、東半分も取得方針が決まっている。本構想では、メ
インキャンパスに加え、柏Ⅱキャンパスや駅前サテライトキャンパ
スも含む各キャンパスの将来方針を示している。今後 10 年程度で
実現していくことを目標に、全学的議論としてその推進を図ること
としている。 

柏メインキャンパス 柏Ⅱキャンパス 柏の葉サテライトキャンパス

国際的な教育研究拠点 学住近接の国際学生村 国際産学社会連携機能

地区内の街並みイメージ

ビジョンの位置づけと実現に向けた体制

柏３キャンパスの機能分担

東京大学柏地区整備推進構想パンフレット
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柏の葉第 2 グリーンルーム

５　農と食部会
１．目的と概要
　本部会は、「目標 5：健康を育む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の連携強化を図りながら、
農のあるライフスタイルの推進、農地の保全、農や食を活かした地
域プロモーション等に係る企画展開・事業推進を図っている。
　柏たなか駅周辺においては、既存の農地や伝統的な農家住宅、神
社仏閣等の風景を活かし、2010 年度より「農あるまちづくり」の
推進を行っている。今年度は事業を取り巻く状況の変化を受けて、
北部東地区のまちづくり検討協議会を再開するとともに、農あるま
ちづくりについては、地元運営に向けた引き継ぎを進めた。
　また本部会に関連して、国の補助事業を活用した直売所「かしわ
で」のレストラン整備や、地元レストランが中心となった発酵醸造
文化の発信に向けた取り組みも始まった。

２．取組み内容
(1) 柏北部東地区まちづくり検討協議会
■柏たなか駅周辺地区整備方針
　柏北部東地区では、東口駅前広場がオープンし、地区の東側にも
開発が進む段階にあることから、西口と連携し駅周辺全体で良好な
都市空間形成を図っていくことを目的に、まちづくり検討協議会を
再開した。①駅前の顔づくり、②農あるまちづくり、③安全・安心
まちづくりを基本に据え、駅周辺におけるネットワーク・景観形成
の方針、土地利用・公共施設整備の方針を定めた。。

３．今後の課題と展望
　「農あるまちづくり」の継続に向けて、拠点施設の確保が今後の
課題である。また、区画整理除外区域も含めた柏たなかエリア全体
のまちづくりのなかでは、「農」の資源を活かしながら、良好な地
区環境形成に取り組んでいく必要がある。
　六次産業化や、地域の食文化のプロモーションに係る個々の動き
は、柏の葉で掲げる「環境」「健康」「新産業」の各テーマとも密接
につながるものであることから、個々の活動をフォローし、必要に
応じて連携や支援を行っていく必要がある。

■農あるまちづくりの地元引き継ぎ
　引き続き、①農業体験農園の支援、②農との交流の推進（地産地
消・流通支援、環境コンビニステーションの活動）、③農ある景観
形成の推進の、3 つのテーマで活動を行った。農業体験農園は、昨
年まで 2 園 3 か所 42 区画であったが、今年度新たな農園が開設され、
合計 70 区画となった。農園運営のほか、園芸、料理、写真等に係
る各クラブ活動、朝市・収穫祭などのイベントも、地元で自主運営

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

可能な形に引き継ぎ、次年度からは、自立した活動として継続する
予定である。活動拠点である「環境コンビニステーション」は、駅
周辺開発の進行に伴い現位置での継続が困難であることから、駅近
くに整備される公園内に公園機能の一部として、施設を整備する方
向で検討が進められた。
■柏たなか駅前顔づくり
　柏たなか駅東口の駅前街区において、まちの顔に相応しい開発を
実現していくことを目的に、地権者による勉強会を開始し、土地活
用方法の紹介や事例見学などを実施した。

(2) 農と食の連携・プロモーション
■マルシェ・コロール
　柏の葉キャンパス駅前のマルシェ・コロールでは、4 月開催時に
は、東葛六市レストランサミットの協力を得て、10 店舗が出店。7
月開催時には、柏たなかから農産物販売 2 店舗が出店した。
■六次産業化
　六次産業化の推進に係る国の補助を受け、農産物直売所「かしわ
で」を中心に地元産の農産物を利用した惣菜等の販売を含む農家レ
ストランの開設に向けた事業が今年度よりスタートした。
■発酵醸造文化メガロポリス構想
　野田に拠点を置くレストラン「コメ・スタ」が中心となり、江戸
川流域の発酵醸造文化を世界に発信する運動が、行政、商工会議所、
レストラン等との連携のもと始まっている。11 月 2 日には、カン
ファレンスセンターにてシンポジウムが開催された。

(3) 植物工場
　千葉大学柏の葉キャンパスでは、2011 年より植物工場研究拠点
にて研究を継続している。9 月には、植物工場シンポジウムをカン
ファレンスセンターで開催。また、アジアを中心とした海外留学生
のインターンシップを含む英語プログラムの実施、国際共同教育の
ための国際集会の開催（2 月末）など、国際的な教育研修にも力を
入れている。原発事故の影響で
福島県双葉郡から他地区へ避難
している富岡小学校、双葉小学
校との連携活動も実施した。
　6 月には、三井不動産が農業
ベンチャー「みらい」と組んで、
国内最大級の植物工場「柏の葉 
第 2 グリーンルーム」を柏 IC 付
近に開設。民間主導による新技
術の社会実装事例として注目を
集めている。

柏たなか駅周辺地区　ネットワーク・景観形成の方針

左：新規開設農園「宝珠」　／右：農園交流会の様子
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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
　市民と大学が共に学び合い、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。今年度は、A,B,C の 3 コースを開講した。
■柏の葉カレッジリンクプログラム 2014 年度　プログラム

Ａコース 野菜との付き合い方を考えよう
Ｂコース 柏の葉公園の樹木に名前をつけよう
C コース 筋肉を通して健康を考えよう

　また、今年度は TX 沿線で子育てする母親達を応援するウェブサ
イト「ままてぃ」を運営する株式会社 Cross Asia と連携し、子育て
中の母親を対象に講義形式の勉強会を実施。最終的に成果物として

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・教育・文化空間の形成」の実現に向けて、柏の葉エリアに
おける地域と教育・研究機関の連携に係る検討や地域連携型教育プ
ログラムを実施している。
　過年度からのプログラムを継続実施しているが、カレッジリンク・
プログラムは千葉大学 COC 事業に位置付けられ、柏の葉から千葉
大の他キャンパスにも展開した。また、高校生対象の日経エデュケー
ション・チャレンジを柏の葉で初開催するとともに、合わせて大学
と連携してサイエンスフォーラムを開催した。

２．取組み内容
(1) まちづくりスクール
　まちづくりの担い手育成を目的とした市民講座として 2007 年度
より継続している。今期は持続的な都市運営や地域の巻き込み方を
スクールの主題とし、前期でエリアマネジメント、後期でコミュニ
ティデザインをテーマに、第一線の研究者並びに全国での実践家を
講師として招いて開講した。

■まちづくりスクール 2014 年度前期コースプログラム
地域の価値を上げるチームマネジメント ―自律にむけたまちづくりの " しくみ " とは？―

6/7 「エリアマネジメントの展開と今後の論点」  保井美樹氏
6/14 「多様な活動がまちを拓く」  栗原知己氏、松本久美氏
6/28 「大学と美術館と市民が社会を拓く」  伊藤達矢氏
7/5 「公共空間がまちを拓く」　柏市北部整備課

7/12 「公・民・学連携が拓くこれからのエリアマネジメント」　宋俊煥氏

■まちづくりスクール 2014 年度後期コースプログラム内容
コミュニティデザイン　―創造的な場としてのコミュニティ―

10/4 「コミュニティデザイン概論」　紫牟田伸子氏×出口敦氏
10/11「地域での取り組み」　柏市こども部子育て支援課、 篠原寧氏
10/18「コミュニティを自分事にするには」　マエキタミヤコ氏
11/8 「コミュニティデザインとまちづくり」　菊池宏子氏

地域で学び育つ学習プログラムの多様な展開

(3) 五感の学校・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 11 月 23 日に実施した。43 店舗　532 名分の仕事を用意。中高
生 25 名を含む 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。

(4) 柏の葉サイエンスエデュケーションラボ（ＫＳＥＬ）
　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、夏の「理科の修学旅行」や東大柏キャ
ンパスの一般公開に合わせたサイエンスカフェをはじめ、年間を通
じて多様な講座やワークショップを開催し、さらに幅を広げた活動
を行っている。
　これまでの活動が評価され、千葉キワニスクラブよる教育文化賞
受賞、自然体験活動の企画コンテスト「トム・ソーヤースクール企
画コンテスト」優秀賞（一般部門）など、注目も高まっている 。

(5) 日経エデュケーション・チャレンジ／
柏の葉サイエンスフォーラム

　ゲートスクエアのオープンを記念した連続シンポジウムの一つと
して、7 月 30 日、日本経済新聞社が 2001 年より東京都内で開催
してきた高校生対象のイベントである「日経エデュケーション・チャ
レンジ」を、柏の葉カンファレンスセンターで初開催した。また、
これに合わせた独自のプログラムとして、翌 31 日には東京大学・
千葉大学と連携して「柏の葉サイエンスフォーラム」を開催。二日
間で総勢述べ 500 名を超える高校生が参加し、中身の濃い講義や
議論が展開された。

３．今後の課題と展望
　学びを次につなげていくための受け皿を設け、市民の力を一層ま
ちに生かしていくこと、五感の学校やＫＳＥＬを中心とする子供対
象のプログラムをさらに発展させ、「教育」を柏の葉の魅力として
根付かせていくこと、また、今まで手が薄かった中高校生対象のプ
ログラムを継続化していくことが課題である。

まちづくりスクール 2014 後期プログラムの様子

柏の葉を「ママ視点」で紹介する「ママたちがつくった柏の葉エン
ジョイマップ」を作成した。

右：夏休み自由研究ツアー　／左：理科の修学旅行

右：日経エデュケーション・チャレンジ／左：柏の葉サイエンスフォーラム
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ツアーの開始と
連続シンポジウムの開催７　エリアプロモーション部会

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。特に今年度は、7 月に駅前開発街区「ゲートスク
エア」のオープンという大きなトピックがあったことから、ここを
一つの山に大々的なエリアプロモーションを行うべく、昨年度より
企画・準備を行ってきた。今年度は、その実行とともに、ツアーを
体系化し、多くの外部視察者を受け入れた。

２．取組み内容
(1) 視察研修の体系化
　環境共生都市・健康未来都市・新産業創造都市をテーマとする「ス
マートシティ」の核施設が本年稼働したことを受け、外部からの視
察者を効果的に受け入れるために、昨年度パイロット的に実施した

「スマートシティ・ツアー」をベースに、さらに内容を充実させた
形で、専門スタッフがゲートスクエアの主要施設を案内する「ゲー
トスクエアコース」と、市民スタッフがスマートシティ・ミュージ
アムや駅周辺も含めて案内する「ミュージアム・駅前コース」の二
つの有料ツアーコースを設け、9 月より両コースの本格運用を開始
した。
　両ツアーあわせて、2015 年
3 月末までに、国内外から 159
件 986 人 の 視 察 が あ っ た。 そ
の他の個別対応の視察も含める
と、2014 年 度 年 間 で は、807
件 6327 人の視察者が柏の葉を
訪れた。

(2) 連続シンポジウムとイベント企画連携
　7 月〜 10 月まで、柏の葉カンファレンスセンターを中心に、環境、
健康、新産業創造、その他柏の葉のまちづくりに係るシンポジウム
を連続的に開催。それぞれの開催主体は異なるが、連携した情報発
信を行うことで、柏の葉のまちづくりを広く PR した。

３．今後の課題
　海外からも多くの視察者が訪れるなかで、東京大学、千葉大学の
学生（留学生）をまちのコンシェルジュとして育成するためのプロ
ジェクトを今年度後半より進めている。学生が対応することで、よ
り柏の葉キャンパスらしい視察ツアーが提供できるほか、各国留学
生が母国語で対応することができれば、ホスピタリティの向上にも
つながる。また、対応する学生（留学生）のまちへの理解、愛着を
高めることにもつながることも期待される。４月以降、本格的にコ
ンシェルジュ育成プロジェクトを推進する。

(3) 柏の葉のまちづくり展示
　2015 年 3 月の 1 か月間、JR 柏駅前の柏の葉インフォメーション
センターにおいて、柏の葉におけるまちづくりを紹介する展示を
行った。まちづくりの全体像から、環境未来都市構想のもと進む、
先進的なプロジェクトや施設概要について、パネルを展示した。

　100 名規模のものから、500 名以上の規模のものまで、規模は様々
であったが、いずれのシンポジウムも想定人数を上回る来場者を得
るとともに、専門的な内容のプログラムにも市民参加者が見られ、
関心の高さがうかがえた。

　「Innovation & Community」を
キャッチコピーとして、広報専
用 WEB サイトのほか、紙面を二
号にわたって作成。秋に発行し
た第 2 号ではシンポジウムの紹
介に加えて、ゲートスクエアの
主要施設を中心に、柏の葉独自
の取り組みを紹介。秋に開催し
た「街まるごとオープンキャン
パス」の告知もあわせて行った。

日付 企画名 分野

7/8 街びらきセレモニー －

7/13-15 アジア ･アントレプレナーシップ・アワード 2014 新産業

7/18 日経スマートシティシンポジウム 環境

7/28　　 予防医学シンポジウム 健康

7/30

7/31

日経エデュケーション・チャレンジ（1日目）
教育

柏の葉サイエンスフォーラム（2日目）

9/8 つくばエクスプレス沿線サミット まちづくり

9/13 植物工場シンポジウム 新産業

10/25-26 第１回都市持続再生国際アライアンス会議 まちづくり

11/2 発醸文化シンポジウム 健康

日経スマートシティシンポジウム

連続シンポジウム関連プログラム

インフォメーションセンターでの展示

告知用冊子

ゲートスクエアコースの様子
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８　UDCK展開部会 公・民・学連携のまちづくりの普及・展開

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（UDCKo）、福岡市東区（UDCIC）の合
計 5 つのセンターが存在していたが、今年度新たに 3 つのセンター
がネットワークに加わる上、次年度以降、センター設立を目指す地
域も多いことから、3 年ぶりとなる第 3 回アーバンデザインセンター
会議を、2015 年 3 月に開催した。

２．取組み内容
(1) 他都市におけるセンター設立の支援と連携
■UDCN並木ラボ
　横浜市立大学の COC 事業（文科省主導の大学の地域連携推進事
業）として、横浜市金沢区の金沢シーサイドタウンに、UDCN 並木
ラボが開設。2015 年 2 月に UDCK より視察を行った。
■UDCM（松山アーバンデザインセンター）
　愛媛大学と松山市が主導して、松山の中心市街地に開設。広場と
センターが一体となった拠点を持ち、松山市の中心部における市街
地整備や道後地区の活性化等のコーディネイトを実施。設立に際
して事前に意見交換するとともに、開設後、2014 年 12 月に UDCK
より視察・交流に伺った。
■UDC2（柏アーバンデザインセンター）
　柏市中心市街地において、市内 2 つ目となるセンターの設立準
備が進められており、運営の枠組みが固められた。2015 年 4 月に
開設予定である。

３．今後の課題
　公・民・学連携型のまちづくりに対する注目は、全国的に大きな
高まりを見せている。3 月に開催した第 3 回ＵＤＣ会議は、全国に
広がるこの動きを再認識するとともに、各センター間のネットワー
クのもと、さらに発展させていく可能性を感じるものとなった。
　一方で、各地のセンターは明確な社会的位置づけを持たないがゆ
えに、地域の中での立ち位置の確立や活動の継続について、それぞ
れに課題を抱えている実態もある。
　来年度以降も、新たなセンターの立ち上げに向けたサポートを進
め、新たなまちづくりモデルとしての UDC のネットワークを広げ
ていくこと、そして、その交流を通じて、各地区が抱える様々な課
題を連携して解決していくことを目指す。

　その他、さいたま市内において検討が進められているセンターに
ついても、設立に向けたアドバイス等を実施している。
　

(2) 第３回ＵＤＣ会議
　全国で UDC の設立が相次ぎ、今後も設立に向けた動きがみられ
るなかで、改めて UDC の本質や、その意義について語り合うこと
を目的に、2011 年 11 月に第 2 回を開催して以来約 3 年半ぶりと
なる『第 3 回アーバンデザインセンター会議（UDCforum）』を、
2015 年 3 月 7 日に開催した。

全国に広がる UDC

第 3 回アーバンデザインセンター会議の様子

　定員 100 名に近い参加者が集い、盛況のイベントとなった。全
国 9 つのセンター（UDC）の中心メンバーのほか、これからセン
ターを立ち上げることを企画している、自治体や大学関係者も多
数参加した。基調講演では、出口敦センター長から「デザインと
マネジメントのハザマのフロンティア」と題して、都市デザイン
やまちづくりの拠点の成立経緯、最近の世界的動向も踏まえなが
ら、「第三世代」のまちづくり拠点としての「UDC」の位置づけ、
並びに、地域密着のエリアマネジメント機関と首長直属の都市計
画専門機関（オーソリティ）の中間に位置する「UDC」のとらえ
方について、説明がなされた。
　その後、UDCK を皮切りに各センターの中心メンバーから、セ
ンターの設置目的、体制、活動概要、課題・展望について報告があっ
た。UDCK 前副センター長の前田英寿氏からは、芝浦地区におい
て私立単科大学として取り組むアーバンデザインスクールの活動
について紹介がなされた。
　ディスカッションでは、横浜市立大学野原卓准教授のコーディ
ネイトのもと、UDC の本質を掘り下げる議論がなされ、「公」「民」

「学」のバランスの中で特に重要な組織はどこか、UDC の本質的
な目的とは、拠点は必要かなど、限られた時間の中で踏み込んだ
意見交換がなされた。最後には、ゲストスピーカーより、客観的
視点から「アーバンデザインセンター」の特徴や期待についてコ
メントをいただいたのち、出口センター長の「『人材』をアウトプッ
トとするのが UDC」との総括をもって、終了した
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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、計画に基づき事業を推進している。
　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「健康未来都市」（従来の「健康長寿都市」
から改称）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係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。
　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

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、2013 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がなされ、昨年度より、柏市において、全国で
初めて、医療法人以外による訪問リハビリステーション事業が開始
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、昨年度、現行法の
中で柏の葉キャンパスにおいて非常時及び平常時の街区間電力融通
を行う仕組みが認められた。2014 年 7 月のゲートスクエアオープ
ンを受けて、実際に運用が開始されている。
■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、2014 年度からの都市再生整備計画において、道路占用
の特例措置の適用、一般社団法人柏の葉アーバンデザインセンター
の都市再生整備推進法人指定がなされ、4 月より、地域による駅前
の道路管理が開始されている。

(2) 財政支援関係
　2012 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
　指定後 3 年を経過し、これからは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を背景に開始された個別事業について、
その効果を見極めながら継続並びに周辺への展開を図ることが課題
となる。
　主な取り組みが実装化されたことや、他の指定都市との交流も盛
んになっていること等を受け、柏の葉の注目度は一層高まっている。
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
かしていくことも今後の重要な視点である。

規制緩和と税制措置、「環境未来都市」では主に財政支援に関して
国との協議を重ねながら、事業が進められている。

 

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」
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環境共生都市
１．目的と概要
　環境共生都市は、柏の葉国際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。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の中で推進されているた
め、本ページでは、2014 年夏に本格運用が始まった駅前街区のエ
ネルギーマネジメントと、個々の家庭や事業所でのエネルギー削減
に向けた取り組みについて記載する。
　

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
　昨年度までに、平常時、非常時それぞれの街区間電力融通につい
ての制度的課題がクリアになり、今年度 7 月のゲートスクエアグラ
ンドオープンを機に、まち全体のエネルギーを管理運用する AEMS
の運用が本格的に開始された。ホテル＆レジデンス棟内に設置さ
れた、「柏の葉スマートセンター」を中央管理拠点とし、周辺エリ
ア 12.7ha を対象に、エネルギーの使用状況や太陽光発電、蓄電池、
電力融通設備などを一元管理するものである。

　平常時には、オフィスや商業施設など電力需要ピークが異なる施
設間で、電力融通を行うことで電力ピークカットを行い、契約電力
量を抑えるとともに、年間省 CO2 と電力ピークカットの寄与度合
に応じたポイントを入居テナントに付与する制度（ダイナミック・
インセンティブ）を実施することで、地域全体としての低炭素化の
実現を図っている。
　系統電力が途絶えた非常時には、マンション街区も含めて、エレ
ベーター共用照明、集会場などの共用設備など緊急性の高い場所に、
地域内の発電施設や蓄電池から電力を融通することが可能となり、
災害時における駅前地区全体のエネルギー自立を支えるインフラも
整えられた。

(2)CO2 見える化とカーボンオフセット制度
■ CO2 見える化と柏の葉HEMS
　パークシティ柏の葉二番街では各家庭における電気・ガス・水道
の利用状況から CO2 排出量を見える化するシステムを標準装備し、
すでに多くの家庭で運用が行われているが、新たに、家電別の使用
量も確認でき、生活パターンに応じた省エネアドバイスや家電コン
トロールを行うことができる「柏の葉 HEMS」が開発され、ゲート
スクエアの賃貸住宅の専有部に標準装備された。

３．今後の課題と展望
　AEMS が実用化され、地域全体での本格的なエネルギー管理と運
用が始まった。データの蓄積を進め、平時におけるより効率的なエ
ネルギーコントロールを実現する一方、見える化の推進などによる
意識啓発や、より効果的なインセンティブの方法についても評価し
ながら、実質的な CO2 削減効果について検証を重ねていく必要が
ある。
　柏の葉での取り組みを継続し、さらに拡大していくためにも、カー
ボンオフセット協賛事業者の拡大による原資の確保や、参加世帯の
拡大についても一層取り組んでいく必要がある。

■柏市版カーボンオフセット制度と省エネポイント
　柏市では、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（排出量との相殺）を可能
とするカーボンオフセット制度を昨年度より開始している。対象と
なるのは、上述の CO2 見える化システム並びに柏の葉 HEMS を導
入している全世帯であり、各世帯の CO2 削減量を毎年集計。他世
帯や街全体との省エネ状況の比較、省エネ達成度合いに応じて、削
減量をポイントへと変換し、各世帯に還元する。
　2014 年度の CO2 の総削減量は上期（3 〜 8 月）で 29．6t、下期（9
〜 2 月）で 67.4t となっている（賃貸棟を除く）。
カーボンオフセット制度により、削減分を買い取る協賛事業者は 8
社である。

設備の充実と非常時街区間電力融通に向けた協議

エネルギーの中央管理拠点　「スマートセンター」

柏市カーボンオフセット事業の概要

柏の葉 HEMS 画面

街区間電力融通のイメージ
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健康未来都市 健康未来都市宣言とまちの健康研究所「あ・し・た」の開設

１．目的と概要
　超高齢化社会の解決モデルとして、環境未来都市計画では、超高
齢化問題に対応する課題解決モデルとして、「健康長寿都市」を掲
げている。柏の葉国際キャンパスタウン構想との対応では、「目標
5：健康を育む柏の葉スタイルの創出」に該当しており、疾病予防・
介護予防などを総合的にサポートする拠点づくりと、元気高齢者を
はじめ多様な世代が健康長寿を楽しく体験する多彩な仕組みづく
りを両輪に、健康をつくりだす街のサイクルづくりに取り組んでい
る。
　今年度は、9 月に「健康未来都市宣言」を発表し、事業推進の拠
点となる「まちの健康研究所『あ・し・た』」が開設された。

２．取組み内容
(1) 健康未来都市宣言
　今年度、柏市の地域団体、行政、大学、企業で構成される「健康
未来都市推進協議会」を発足し、市内の健康活動の専門家等から成
るアドバイザリー委員会の助言を受けて、「みんなで始めよう！元
気 100 歳プロジェクト」を推進することを、「健康未来都市かしわ
宣言」として発表した。
　全ての住民が、幸せな生活が送れるよう、3 つの重要テーマ「あ
るく・動く」「しゃべる・社会参加」「たべる」を通して、先進的な
知見に基づく情報を提供し、地域啓発と自然と出かけたくなるよう
なまちづくりに取り組むことをうたっている。

(2) まちの健康研究所「あ・し・た」
　上述の事業推進拠点となるのが、7 月のプレオープンを経て、9
月から本格稼働している「まちの健康研究所『あ・し・た』」であ
る。東大と企業で構成される一般社団法人ヘルスケアイノベーショ
ンプロジェクトが運営しており、食・口腔ケア・歩行・美容・介
護予防の各ブースで様々な健康情報を提供するとともに、体組成、
筋力、口腔機能等の測定を行い、食と運動の専門家からのアドバイ
スも提供している。2015 年 3 月末で会員数は約 1,000 名に達した。
　地域住民自らが地域の健康づくりを支援することをめざし、地域
住民スタッフで運営されており、60 歳以上が 2/3 を占める。
　「あ・し・た」では、美容教室、口腔エステ、料理教室、おりが
みサロンなど、地域住民が参加できるイベントも開催している。

３．今後の課題と展望
　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
構まちの健康研究所「あ・し・た」の会員数は約 1,000 名となった
が、継続的な測定やアドバイスによって、実際に会員の健康状態が
向上しているかを検証する。抽出された好事例から、市内他地域へ
の展開を視野に入れて、普及可能な手法を検討する。

(3) すこやかリンクス
　産学連携プロジェクトから誕生した、まちの健康研究所「あ・し・
た」が入居する、ららぽーと柏の葉北館 3 階は、予防医療をテー
マにした小児歯科やクリニック・料理教室・フィットネス・ヨガ
教室などの健康に係る店舗・施設を集めた「まちのすこやかステー
ション」として 7 月にオープン。12 月からは、3 階の施設利用者
に対して試験的に活動量計を配
布し、歩数に応じて地域ポイン
トを付与するプログラムを開始
し、活動量計を地域ポイントと
連携させる「すこやかリンクス」
サイネージを設置した。健康の
基本である「歩く」活動と当フ
ロアにある健康関連施設の利用
の一体的促進を図っている。

(4) 高齢者・子育て世代支援イベント
■赤ちゃん・パパママ集まれ
　柏の葉住民の主流を占める子育て世代のサポート企画として、乳
幼児と保護者を対象に、柏の葉キャンパス駅前まちづくり協議会
が柏市の協力を得て継続的に開催している。今年度は 6 月に開催し、
76 組の親子が参加した。身体測定や柏市保健師の講義のほか、転
居後間もない親子、産・育休中で地域に知り合いの少ない親子の孤
立防止のための、情報交換・交流の時間を設けた。昨年度と比較す
ると、居住歴の短い参加者が増加していることから、引き続き支援
を行うべく、次年度も実施の予定である。
■柏の葉キャンパス寄席
　一番街のボランティア団体「こもれび喫茶」がまちづくり協議会
等の協賛、協力の下、東大落語会を招いて２月に開催。一番街初の
試みに 100 名あまりが参加し、好評を博した。日頃外出する機会
が少ない高齢者の姿も多く見られたとのことで、主催者は次回開催
への意欲を見せている。

まちの健康研究所「あ・し・た」　　おりがみサロン

すこやかリンクスの概要

柏の葉キャンパス寄席
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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。
　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）」における、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、日本のリーダーシップ
によって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柱に位置付け、取り組みの
一層の推進を図っている。

２．取組み内容
(1) ＫＯＩＬ（柏の葉オープンイノベーションラボ）の開設
　本年度 4 月に、柏の葉の新産業創造の本拠点となる KOIL が開設、
運営開始された。170 席ある国内最大級のコワーキングスペースの
ほか、個室オフィス、大小会議室、ファブリケーション機器などが
揃い、TEP の常駐による創業支援プログラムの提供や、イノベーショ
ンを喚起するイベント等も随時開催されている。

KOIL の開設と TEP 常駐活動の開始

(2) ＴＥＰ（ＴＸアントレプレナーパートナーズ）による
ハンズオン支援とベンチャー支援コミュニティの構築

　TEP は KOIL オープンと同時に、本拠点を KOIL のコワーキング
スペース内に移し、常駐による活動を開始した。これまでの創業支
援活動に加え、KOIL 創業支援プログラムとしてインハウス・メン
タリングを平日毎日開設しており、希望のメンターを選んで 1 対 1
のメンタリングを受けられたり、常駐する事務局に気軽に相談でき
たりする環境を作り出している。
　また TEP は、今年度より「コーポレート会員」の制度をスタートし、
これまでの個人の連携を基盤とした体制から、大手企業等の法人が
参画できる枠組みを構築し、既に 11 社の参画を得ている。

　また本年度 11 月からは、KOIL と TEP が連携し「KOIL/TEP グロー
バルパートナープログラム」を開始した。技術系ベンチャー企業が
事業を推進していく中で、対象とするマーケットやビジネスパート
ナー等は常に国際的な観点を持って見据える必要があることから、
TEP に類似する海外のベンチャー支援コミュニティのキーパーソン
にパートナーとなっていただき、海外進出の際の現地ネットワーキ
ング等の支援が得られる環境を構築した。
　同様に、海外から日本に進出したい企業があった場合は、KOIL
パークの 1 か月無料利用、およびその間の TEP メンタリング無料
利用を提供し、世界各国のベンチャー支援コミュニティとの相互支
援を実現させている。

３．今後の課題と展望
　今後の TEP を通じた創業支援活動については、コアの支援活動
を継続し、モデル例を輩出しながら、エコシステムをさらに拡充し、
フィールドを世界に広げていくことが計画されている。

170 席ある国内最大級のコワーキングスペース「KOIL パーク」

AEA2014 入賞者

(3) 国際的ビジネス・コンテストの開催と
海外ネットワークの拡張

　第３回目の開催となる柏の葉発の国際的ビジネス・コンテスト「ア
ジア・アントレプレナーシップ・アワード（AEA）」を、本年度も
以下の要領で開催した。
＜開催概要＞
日　程：2014 年 7 月 13 日（日）〜 15 日（火）
開催地：柏の葉カンファレンスセンター（KCC）、KOIL
公用語：英語
　AEA は、アジアの若い起業家が一堂に会する、日本発の国際的
なビジネス・コンテストである。イノベーションに果敢に挑戦する
起業家に着目し、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）が毎年主催している。今後も、一大イノベーショ
ン拠点を目指す柏の葉キャンパスを舞台とした、継続開催が予定さ
れている。
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