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公・民・学の連携によるマス・コラボレーション

ＵＤＣＫ執行役員

ＵＤＣＫセンター長（東京大学教授）　出口敦

地域主体で街を創造する拠点

ごあいさつ　ＵＤＣＫが目指すもの

　地域による機動的なマス・コラボレーション
の拠点には、①活動の場、②専任の専門スタッ
フ、③共同運営体が必要です。活動が集まる場
が地域の中心にあり、専任スタッフが日常的に
個々の活動支援と方向づけを行い、共同運営体
が全体をマネジメントしていくことで、はじめ
て継続的な活動や新たな活動を育てていくこと
が可能となります。
　拠点の形態や運営は、街のスケールや条件に
よって異なります。行政が主導する場合もあれ
ば、ＮＰＯや企業が中心となる場合や、大学や
専門家が主導する場合もあるでしょう。
　柏の葉アーバンデザインセンター（ＵＤＣＫ）
は、東京大学教授であった北澤猛氏の提唱によ
り、行政・民間・大学が参画して 2006 年 11
月に創られた我が国最初のアーバンデザインセ
ンターです。まちづくりの企画・調整機能の一
部を行政外部に独立した拠点として置くこと
で、先進的なマス・コラボレーションによるま
ちづくりに取り組んでいます。

　私たちは「街」に何を求めるのでしょうか。便利で安心して暮らせる環境は
もちろんのこと、楽しみや出会いや交流を求める人もいるでしょう。また、そ
こに新たなビジネス・チャンスを求める人もいるかもしれません。社会的な視
点に立てば、環境負荷の低減や高齢社会への対応、産業の育成や地域経済の活
性化といった課題の解決も挙げられるでしょう。課題はますます多様化・複合
化し、これに対する解決策も単純なものではなくなっています。私たちが求め
る「街」の実現のためには、目指すべき目標を共有しながら、これからの時代
を担う新たなまちづくりの方策を考えていかなければなりません。
　近年では、市民参画・地域主導型のまちづくり活動が活発に行われています
が、複合化した課題に対しては、【公】【民】【学】のそれぞれの立場で活動する様々
な個人や組織が、様々な場面で臨機応変につながり、協働して解決に取り組む
コラボレーションを進める必要があります。「大学」や専門家は、新たな技術
や理論を積極的に街に応用すると共に、長期的・客観的視点から見たコラボレー
ションの方向づけをする上で、重要な役割を担うことになります。

　これからのまちづくりを解くカギは、「公・民・学」連携によるコラボレーショ
ンの総合化・複合化＝「マス・コラボレーション」にあり、それを推し進める
ためには、仕組みと拠点づくりが必要です。
　公・民・学のマス・コラボレーションを地域主体で実践し、街を創造する拠点、
それがアーバンデザインセンター（UDC）です。
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【公】＝行政（官）、非営利組織（ＮＰＯ）など、地域社会に必要な公的サービスを担う
【民】＝市民、経済活動を行う企業など、地域の活力と魅力の向上を担う
【学】＝大学などの教育研究機関や専門家など、専門知識や技術を基に先進的な活動を

担う

公・民・学の主体と役割



－ 公・民・学連携による国際学術研究都市・次世代環境都市

運営体制

目的と機能

ＵＤＣＫの概要

柏の葉国際キャンパスタウン構想

ＵＤＣＫの活動フィールドは、千葉県柏市北部のつくばエクスプレス沿線、柏
の葉キャンパス駅～柏たなか駅一帯の開発地区とその周辺（約 13km2）です。
エリア内には、東京大学柏キャンパス、千葉大学柏の葉キャンパスをはじめと
する我が国を代表する研究機関が立地。県立柏の葉公園やこんぶくろ池公園（計
画整備中）など豊かな緑地環境にも恵まれています。

2003年度から千葉県が中心となり「柏・流山地域国際学術研究都市づくり事業」
に着手し、2008年 3月に、千葉県・柏市・東京大学・千葉大学の 4者により「柏
の葉国際キャンパスタウン構想」を策定しました（2014 年 3 月内容充実化）。
「公・民・学連携による国際学術研究都市・次世代環境都市」づくりを理念に、
大学と地域が空間的にも活動的にも融和し、そこから新たな文化や産業が生み
出されるようなまちづくりを目指し、８つの目標を掲げています。

2011 年 12 月には、環境エネルギー問題に対する「環境共生都市」、超高齢化
社会に対する「健康長寿都市」、持続的な都市経営・経済再生を担う「新産業創
造都市」の３つを柱として、国の主導する環境未来都市・地域活性化総合特別
区域に指定。2014年 7月にはその中核となる駅前街区がオープンしました。

ＵＤＣＫは、新たなまちづくりに係る「調査・研究・提案」を行うシンクタン
クとしての機能と、実際のまちづくりの「調整・支援」を行う事業推進コーディ
ネイターとしての機能、そしてこれらを市民や社会に対して発信し、参画を促
す「情報発信」機能の３つの機能を持ちます。その活動領域は、大きく以下の
４つです。次ページ以降でそれぞれの代表的な取り組みをご紹介します。

ＵＤＣＫは、公・民・学の７つの構成団体で共同運営される任意団体です※。各
構成団体から運営委員を出し、運営全体の基本的事項を決議する「運営委員会」
（運営委員長がセンター長を兼任）を組織しています。施設や物品に係る経費、
運営に係る人件費、活動経費は、各構成団体の持ち寄り（共同負担）によって
賄われています。
運営実務は構成団体からの実務メンバーに加え、関係公共団体や専門機関から
なる「協力団体」のメンバーも参画し「運営機構」を設置しています。事業の
執行を担う正副センター長、ディレクターを中心に、密な情報共有を図りながら、
柏の葉エリアで展開する様々な事業の企画、調整、連携を図っています。
※任意団体のＵＤＣK とは別に、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（代表理事
出口敦）を設立しました。任意団体ではできない契約行為の受け皿となり、また、独自事業も行いながら、
任意団体の活動をサポートする役割を担っています。
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UDCKの運営体制

目標１  環境と共生する田園都市づくり
目標２  創造的な産業空間の醸成
目標３  国際的な学術・教育・文化空間の形成
目標４  サスティナブルな移動交通システム

目標５  健康を育む柏の葉スタイルの創出
目標６  公・民・学連携によるエリアマネジメントの実施
目標７  質の高い都市空間のデザイン
目標８  イノベーション・フィールド都市

柏の葉国際キャンパスタウン構想　8つの目標 ※2014充実化版

1. 学習・研究・提案　　　：まちづくりに係る研究・提案・人材育成
2. 実証実験・事業創出　　：先端知・先端技術と地域の連携サポート
3. デザインマネジメント　：質の高い空間デザイン形成に係る調整・支援
4. エリアマネジメント　　：持続的な地域運営体制の構築支援

TXアントレプレナーパートナーズ（新産業創造）
柏の葉カレッジリンク・ネットワーク（市民活動）



UDCK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
民講座です。柏の葉地域でその時期の話
題を取り上げ、第一線で活躍している研
究者や実務家を講師に迎え、理論や先進
プロジェクトについて実践的に学び、こ
れからのまちづくりを地域と共に考える
場としています。

千葉大学 柏の葉カレッジリンク・プログラム 
「サスティナブルデザイン学」をテーマ
に、環境・健康・食の視点から、市民と大
学が相互に学び合うプログラムです。修了
生有志を中心に、学びを活かし地域課題を
解決できるような担い手として「一般社団
法人柏の葉カレッジリンク・ネットワー
ク：カルネット」が設立され、活動の場を
広げています。

都市環境デザインスタジオ 
東京大学・千葉大学・東京理科大学・筑
波大学の4大学共同による大学院演習プ
ログラムです。多くの研究者や実務家を
講師に迎え、受講生は行政・民間企業・
地域住民等とのオープンな議論を通じ
て、柏の葉エリアの将来像を提案しま
す。提案のいくつかは、学生プロジェク
トやUDCKの取り組みとして、地域で実
践・展開されています。

地域密着型のまちづくりシンクタンクとして、大学や民間企業、市民との協
働・対話を通じ、これからのまちづくり、新たな“都市像”に係る基礎的な調
査・分析・研究を進めています。常に具体のフィールドを志向し、柏の葉地域
のまちづくり構想や計画・戦略の提案につなげています。

アーバンデザインセンター研究 
行政都市計画や市民まちづくりの枠組み
を超え、各地域主体が連携し、都市デザ
インの専門家が客観的立場から携わる新
たなまちづくり組織や拠点を「Urban 
Design Center：UDC」とし、国内外事例
を研究や全国のUDCネットワーク自らが
“実証モデル”となって展開しています。

都市構造とモビリティデザイン研究 
柏の葉エリアの交通課題に対応したTOD
型まちづくりの推進に向けた研究・提案
を、大学・行政・民間事業者と協働して
行っています。都市再生推進法人として
柏市立地適正化計画の検討にも協力して
います。

エリアマネジメント研究 
全国各地の自立的な地域運営の取り組み
を研究し、これからの柏の葉エリアにお
ける持続的なマネジメントのあり方につ
いて、行政、民間、大学の垣根を越えて
議論を重ねています。

その他の主な研究プロジェクト 
都市デザインマネジメント研究
人口分析・高齢社会まちづくり研究
モバイル空間統計研究
コミュニティグリッド研究

1学習・研究・提案 柏の葉から〈都市の未来〉を描く



PLS(Public Life Space)~小さな公共空間~ 
地元企業によるユニットハウスを用いて
“個人が持つ小さい公共性”を育みつなぐ
場を創りだす実証実験。用途や場所を更
新しながら、情報発信や交流の場として
活用されています。

モビリティ・シェアリング実証実験 
自転車共同利用システム「かしわスマート
サイクル」や電気自動車を導入したカー
シェアリングの持続的運営を目指し、実証
実験に取り組んでいます。

柏ITS推進協議会＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
ITS実証実験モデル都市への選定を受け、
大学・行政・民間企業による協議会を設
立。次世代の乗り物から情報システムま
で、5つの部会で次世代交通システムの
導入に向けた研究開発・実証実験が進行
中です。

TXアントレプレナーパートナーズ(TEP)　
TX沿線の大学・研究機関のポテンシャル
を生かしてベンチャー企業を支援するた
めの、地域密着型のコミュニティとして
2009年に設立。2014年にはKOIL（柏の葉
オープンイノベーションラボ）を開設
し、日常的なベンチャー支援プログラム
を提供しています。

まちの健康研究所「あ・し・た」　　　 
健康長寿都市の実現に向けて、あるく・
しゃべる・たべるを通した地域の健康づ
くりの拠点「まちの健康研究所『あ・
し・た』」が2014年に開設され、その運
営をサポートしています。

共通認証カード[柏の葉キャンパスカード]
柏の葉で行われている未来志向の多様なプ
ロジェクトの利用認証を、一枚のカードで
行える共通認証カードを導入し、利便性の
向上と市民参加の促進を図っています。

セグウェイを活用したまちづくり 
2008年にセグウェイツアーを初開催。市
民団体「セグウェイクラブ」が主導して
試乗会やツアーを開催するなど、まちづ
くりにおけるセグウェイの活用可能性を
多面的に探っています。

環境未来都市構想 
2011年、公・民・学が連携して、国の主
導する環境未来都市に選定。住民参加型
省エネ活動の促進や街区を超えたエネル
ギーマネジメント、元気高齢者が活躍す
るコミュニティ創造、国際的なベン
チャー育成コミュニティの形成など、地
域で同時展開するプロジェクトをマネジ
メントしています。

大学の進める先端研究のフィールドでの実証や、民間企業の開発する新技術の
実験的導入に対して、必要な環境整備や地元との調整、モニターの募集協力な
ど、各種支援を行っています。最先端の知識・技術を地域の市民生活とつなぎ
ながら、新規事業の創出と地域への普及を図っています。



公共空間のデザイン協議 
柏の葉エリアの公共空間整備（道路・公
園・調整池等）において、公・民・学連
携に基づくデザイン検討・協議・調整を
技術支援しています。

◆緑園の道（Green Axis）
キャンパスタウン構想に位置づけられた
「緑園の道」について、道路と沿道緑化
に向けた行政協議や地権者との意見交換
に参画し、技術支援しています。

◆柏の葉キャンパス駅西口駅前空間
2014年春、キャンパス駅西口の複合開
発に合わせ、まちの顔に相応しい空間
となるよう、駅前広場と駅前通りが高
質化されました。ケヤキの高木等によ
る緑化と舗装の高質化をベースに、屋
外型ソファ、イベント用電源・水栓、
デザインコンペで選ばれたまちのシン
ボルサイン等が設置されました。

◆二号調整池（アクアテラス）
企業・研究機関誘致を目指すイノベー
ション・キャンパス地区のまちづくりガ
イドラインを定めるとともに、地区の中
心に位置する調整池を貴重な水辺空間と
位置づけ、多自然型緑化や親水空間整
備、周辺街路も含めた憩い・交流空間整
備を推進しています。

国際キャンパスタウンにふさわしい創造性にあふれた良質な都市空間の形成に向
け、行政・市民・民間事業者の協働を主導しています。公共空間デザインに係る
検討・協議、建築活動に係る助言、地域の合意形成支援、景観教育・普及啓発プ
ログラム運営など、優れた空間形成に向けた取り組みを総合的に進めます。

個別開発の景観協議 
柏の葉駅周辺エリアは、良好な都市景
観・生活環境の実現を目指して、景観重
点地区に位置付けられており、随時エリ
アの拡大や基準の見直しが行われていま
す。ＵＤＣＫ（一般社団法人）は2013年
に柏市より景観整備機構の指定を受け、
地域密着型専門機関として、基準の見直
し等を支援してきました。2016年度から
は、個別開発における事前の景観協議を
行っています。

景観まちづくりの啓発 
環境共生や都市緑化などをテーマとした
シンポジウムや、景観まちあるき等を開
催するほか、景観形成にかかわるパンフ
レットの作成支援も行っています。

農あるまちづくり 
柏たなか駅周辺において「都市農業と共
存する田園都市づくり」に向け、公・
民・学連携のもと組織された「農あるま
ちづくり実行委員会」に参画していま
す。同駅前には情報発信・活動拠点「環
境コンビニステーション」が整備され、
農業体験農園の運営支援、農をテーマに
したイベントの開催、農村集落の原風景
を受け継ぐ都市環境形成に向けた協議を
行っています。

3デザインマネジメント キャンパスのような
〈都市空間〉を創り育む



柏の葉ポイントプログラム 
まちの取り組みに参加することで得る地
域ポイントを、多様な地域のプログラム
や活動に還元することで、地域活動の促
進や理解、それらを通じた人の交流が育
まれるよう、運用・検証しています。

まちのクラブ活動 
新しい住民が地域に溶け込む入口とな
り、人と人をつなぐ様々なプログラムを
企画・運営しています。これまでの自治
会の枠を超えて、住民が主体となった活
動も沢山うまれています。

ピノキオプロジェクト 
将来の担い手（＝子ども）が、実際のま
ちのなかで職業体験を通じてまちの運営
を学ぶプログラムです。多くの地域施設
に協力をいただき、地域の子どもや保護
者も企画・運営に参画しています。

柏の葉キャンパス駅前まちづくり協議会 
地域活動の母体として、駅周辺の住民組
織や事業所により2011年7月に設立され
ました。地域課題の解決や、生活環境の
維持・向上に取り組んでいます。ＵＤＣ
Ｋは協議会運営の一翼を担いながら地域
活動を支援しています。

コミュニティ・プログラムを通じてまちに参画する機会や仕組みを仕掛け、地
域の持続的な活動を支援していきます。また様々なプログラムを企画・連携さ
せ、地域が主体となって地域の価値を創造・維持・発展させる、自律するエリ
アマネジメントの構築を目指しています。

柏の葉キャンパス駅西口道路空間の活用 
柏市との協定に基づき、UDCK（一般社
団法人）が主体となり、高質化が行われ
た駅西口道路空間の管理・活用を行って
います。賑わい創出や市民の表現の場と
して「マルシェ・コロール」を継続開催
しているほか、ガーデニングから駅前の
緑を育む「かしはな」活動の支援などを
行っています。

イベント連携 
春の「お花見ピクニック月間」、秋の
「街まるごとオープンキャンパス」な
ど、季節ごとにテーマを持ってイベント
連携・広報連携を実施。まちなかに設置
した大型・タッチ型デジタルサイネージ
や紙面、ＷＥＢ等様々なメディアを通じ
て、地域の多様な活動の紹介を中心に情
報発信をしています。

Ｋサロン 
UDCK主催の交流会です。まちづくり関
係者をゲストに招いて話題提供しなが
ら、これからのまちづくりを（お酒も片
手に）ざっくばらんに語り合います。

その他の主な連携プロジェクト 
柏の葉コミュニティホウソウ局<K-stream>
柏の葉サイエンスエデュケーションラボ<KSEL>

4エリアマネジメント このまちでは、誰もが〈主役〉



施設案内
三代目の施設として 2014 年 4 月に東京大学の駅前サテライト１階
に移転しました。初代・二代目施設のような独立建物ではなくなり
ましたが、オープンデッキ・ラウンジ・オフィス・インフォメーショ
ンなど機能構成は初代・二代目を継承しています。

柏の葉アーバンデザインセンター［UDCK］
〒277-0871
千葉県柏市若柴178-4  柏の葉キャンパス148-4 
東京大学柏の葉キャンパス駅前サテライト103
開館時間: 月～土曜日 10:00～19:00
                 （11~2月の土曜日は10:00～17:00）
休館日: 日曜日・祝日・年末年始
見学: 無料

発行：2017年4月 第4版

インフォメーション
各種受付を行うほか、地域情報のパンフレットなども集められており、
自由にご覧いただけます。

ラウンジ / オープンデッキ
柏の葉のまちづくりに関する会議やワークショップなど、多様な活動
が行われます。柏の葉エリアの航空写真やデジタルサイネージを常
設し、今のまちの姿やまちづくりの取り組みを知ることができます。
UDCK 関係者が利用していない時間帯は、ちょっとした打合せや開架
資料の閲覧など、一般の方でもご利用いただけます。

Tel: 04-7140-9686　Fax: 04-7140-9688 
E-mail: info@udck.jp 　
http://www.udck.jp/
Twitter: @udck_info
Facebook・メールニュースでも情報発信中！

UDCK第１期施設
(2006.11-2010.8)

UDCK第２期施設
(2010.9-2014.3)
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UDC ネットワーク
行政都市計画や市民まちづくりの枠組みを超え、地域に係る各主体が連携し、都市デザインの専門家が客観的立
場から携わる新たな形のまちづくり組織や拠点を「Urban Design Center:UDC」と捉えています。
国内外事例を研究すると共に、UDCK自らが " 実証実験モデル "となって、UDC ネットワークを全国に展開してい
ます。


