年間報告 2010

次なる展開に向けて
▼柏の葉アーバンデザインセンター（UDCK：Urban

▼ 2010 年度の大きなトピックとして、第二期施設

Design Center Kashiwa-no-ha）は柏市・柏の葉地

への移転がありました。第一期施設の暫定利用期限が

域を中心に、市民、行政、NPO、企業、大学（公・民・

迫り、また 2009 年の末には、UDCK の創設者であ

学）が連携・協働してまちづくりを考え実行する場と

り、柏の葉のまちづくりのレールをひかれた北沢先生

して、2006 年 11 月に開設されました。つくばエク

が急逝されるというショッキングな出来事がありまし

スプレスの柏の葉キャンパス駅前に拠点をおき、『環

たが、今までの活動の評価と、関係者の惜しみない協

境・健康・創造・交流』を軸とした『国際学術研究都

力によって、駅東口への移転が決まり、UDCK は設

市づくり』を進めるため、
『柏・流山地域における大

立当初の想定を超えて、無事継続されることとなりま

学と地域の連携によるまちづくりプロジェクト』のア

した。関係されてきた皆様には、深くお礼を申し上げ

クションプログラム（実行計画）のひとつにも位置づ

たいと思います。

けられています。

▼東京大学においては、第一期 UDCK があった駅前

▼ UDCK は、日本では初めての公・民・学連携によ

の敷地に、「柏の葉駅前キャンパス（東京大学フュー

る都市づくりのセンターです。運営は、柏市、東京大

チャーセンター棟）」の整備が決定し、2013 年のオー

学、千葉大学、三井不動産、柏商工会議所、田中地域

プンを予定しています。この駅前キャンパスは、
「社

ふるさと協議会、
首都圏新都市鉄道（TX）の７つの「構

会実験などを通して社会との連携により知識を創出す

成団体」によって共同で行われ、趣旨に賛同する「協

る知の連環の拠点」と位置付けています。その中には、

力団体」が様々な活動をサポートしています。多くの

今まで実績を重ねてきた UDCK の機能も、重要なも

方々との議論、研究、作業の中から、都市や地域の将

のとして位置付けたいと考えています。

来像を描き、実践していこうとしています。

▼同じ 2013 年には、
「ITS 世界会議東京」が開催され、

▼設立から４年あまりを経過し、UDCK の活動範囲

柏の葉は、未来都市の一つのショーケースとなること

は、当初の想定を超えた幅広いものとなっています。

が期待されています。2013 年に向けた今後 2 年間は、

特に、地域と大学の連携による研究・教育活動や、こ

活動の成果を地域に落とし込み、持続的なものとして

れに基づく社会実験の拠点として、従来の「まちづく

いく極めて重要な時期になります。第二期のスタート

り」の枠を超えた先進的・独創的な活動は、他のまち

を切った UDCK を中心に、今後も公・民・学の関係

づくりセンターとは一線を画すものです。また、開発

主体の一層の協力をお願いしつつ、連携して歩みを進

の進行に伴い、市民との連携も進み、UDCK を拠点

めていきたいと思います。

とした人や活動のネットワークは大きな広がりを見せ

東京大学大学院

ています。

新領域創成科学研究科長（～ 2011.3 末）

UDCK 柏の葉アーバンデザインセンター長

大和裕幸
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TX 高架を挟んで立つ新旧の UDCK（2010.8.4 撮影 右が新館）

ネットワークづくりから実証へ

第二創世記へ

▼ 2010 年 9 月、駅前街区の建設進行に伴って、UDCK

▼ UDCK は、東京大学の故北澤猛教授の「まちづくり

した。初代 UDCK は鉄骨造の建物でしたが、二代目

設されました。運営や活動については東京大学、千葉大

が柏の葉キャンパス駅の西側から東側へと移転しま

UDCK は実は木造です。全体の雰囲気や空間構成は初代

を継承しているのですが、二代目は施設自体が新たな技
術を取り入れた社会実験 ･ 実証実験施設として進化して
いることが大きな特徴です。

▼火災等に対して多くの制限のある防火地域に木造大空

間を建設するための様々な工夫、木造とすることによる
建設コストの縮減と環境負荷の低減、ヒートアイランド
対策のためのクールミストシステムの設置、壁材として
ケミレス素材の採用など、さまざまな具体的取組が行わ
れています。

▼第２期に入った UDCK の活動も、この建物と同様に

実証に向けての進化を続けていく必要があります。昨年
度のこの年報では、柏の葉キャンパスタウンの未来像を
描き、それを実現していくためには、知縁から始まるま
ちづくりのネットワークを広げることが重要であると書

きました。今年度は、
ネットワークづくりから次のステッ
プへと踏み出すことが重要だと強く思う１年でした。

▼ UDCK の活動は、これまで実践してきた情報発信と

ネットワークづくり、様々な活動を有機的に結びつける
コーディネイトの役割に加えて、質の高い都市デザイン
を実現するための具体的なシステムをつくり上げていく
段階に来ています。

拠点の必要性」の提唱をきっかけに 2006 年 11 月に開
学、三井不動産、柏商工会議所、田中地域ふるさと協議

会、首都圏新都市鉄道を始めとした様々な団体により、
公民学連携で行われ、市民を対象としたセミナー、ワー
クショップ、イベント、社会実験などを多く開催してい
ただいており、柏の葉地域の魅力向上、地域の情報発信
に地域の皆様と共に様々なイベントを通して触れ合って

まいりました。お子様から高齢者の方に至るまで、本当

に幅広い方々にご利用いただきながら、今ではこの地域
に無くてはならない拠点として、地域に根付いておりま
す。

▼このような中、私は今年度部長職として企画部に戻っ
てまいりましたが、目を見張るこの街の発展に驚いてお
ります。平成の初期に東京大学を柏の葉に誘致するとい
う大きな夢を抱え、プロジェクトを進めていた日々が懐
かしく感じるだけでなく、東京大学、千葉大学を始めと
した知の集積が進み、公・民・学が連携した新しいまち
づくりが進んでいる現実の輝きが眩しく感じます。

▼これまでの取り組みについては、柏の葉地区を中心

とするつくばエクスプレス沿線地域については、
「環境、
健康、創造、交流のまち」を基本コンセプトに、様々な

主体が連携・協力しながら、まちづくりが進められてお

ります。中でもここ柏の葉アーバン・デザイン・センター

▼エリア内では、徐々に集合住宅や新設小学校の建設が

（UDCK）は、公・民・学の協働の場として、まちづく

も行われています。柏の葉キャンパスという街の景観が、

柏の葉地域のまちづくりの指針として、
「柏の葉国際キャ

進み、道路や街路樹、雨水調整池などの都市基盤の工事
少しずつですが目に見える形になってきました。柏の

キャンパスタウン構想にある、
「環境 ･ 健康・交流 ･ 創

造のキャンパス」は、物理的な都市デザインでも納得で
きるものでなくてはなりません。私たち一人一人が柏の
葉地域の景観を誇りに思えるように、街のデザインをマ
ネジメントするという機能が第２期 UDCK に求められ
ているのではないでしょうか。

▼最後になりましたが、３・１１東日本大震災に被災さ
れた方々に、心からお見舞い申し上げるとともに、様々
な人たちのネットワークによって、復興のまちづくり

が一日も早くスタートすることを願ってやみません。
UDCK で蓄積したノウハウが少しでも役に立つのであれ

ば、積極的にお手伝いしていきたいと思います。また、
災害に強い街をつくるということをあらためて心に刻

み、柏の葉地域のまちづくり取り組んでいきたいと思い
ます。

り推進の中心的役割を果たしており、2008 年 3 月には
ンパスタウン構想」を中心となって策定いたしました。

▼この構想では公民学連携による「国際学術研究都市」
・

「次世代環境都市」を理念に掲げ、具体的な都市づくり

に取り組むため、環境・産業・国際・交通等に関する 8

つの目標を定めており、2008 度からは各目標に対し、
各団体が協力して、早期に着手可能なテーマから様々な
取り組みを進めています。2010 度までの 3 ヵ年のフォ
ローアップを通じ、多数の事業、イベント、社会実験な
どが実施され、成果を挙げているところです。

▼このように、まちづくりは、行政だけでできるもので

はなく、住民・地権者・企業・大学・各種団体など、様々
な主体がお互いに特長を生かし、連携・協働していくこ

とがよりよいまちづくりにつながると考えております。
だからこそ、５周年に入り第二期として新たなスタート
を切る柏の葉アーバン・デザイン・センターにますます
の発展を期待しています。

千葉大学教授・UDCK 副センター長

柏市企画部長・UDCK 副センター長

上野 武

猿渡

02

久人

UDCK 第２期から次のステップへ

UDCK のコアと輪郭

▼一昨年末に北沢先生が亡くなられて以来、UDCK セン

▼ 2010 年 4 月から UDCK の専任となり、明確な輪郭

継続に腐心してきた。３年ほどでここまで広がった活動

フは何をより所とし、何をなすべきかを問い続けた一年

ター長代理となって、活動状況の把握とプロジェクトの

のないこの UDCK という組織に専任として係るスタッ

に驚きつつ、人が変わっても継続できるようなしっかり

であった。2010 年度は、多くの関係者の協力によって

とした組織の体制と、現状の自由な雰囲気の継続が重要

無事引越しを終えられたことが、大きなトピックである

だと感じていた。

ことは間違いないが、4 年目の活動として振り返ると、

▼今年度は UDCK の引っ越しが夏に実施され、そのた

加えて、二つのトピックがあるように思う。

めに８月は活動も制限され、多くの人がこのために時間

▼一つ目は、地域連携型の研究・社会実験の進展である。

を費やしてくれた。まず、新 UDCK 建設にご尽力いた

「イノベーションフィールド」を掲げる柏の葉では、次々

る防火地域における木造２× ４構法の大規模空間や、岡

の実験」におわらせず、成果を地域に落とし込んでいく

だいた全ての方に感謝を申し上げたい。三井ホームによ

に新たな取り組みを行われるが、これらを「実験のため

村製作所による新しいオフィス照明の取り組みなど、今

ことが重要である。このような点で、特に自転車につい

回は建物そのものが実験的な取り組みの場となってい

ては、過去三年間にわたる助走期間を経て、
「スマート

る点がすばらしい。さらに、小さな公共空間 PLS のユ

サイクル」の一年間の実証実験として定常的なサービス

ニットの移設も様々な方のご尽力で実現できた。イン

を実現した。また、ＰＬＳは 2008 年 3 月の設置以降、

フォボックスとプロジェクトハウスは新 UDCK の敷地

継続運用をしていたが、UDCK の引越しに伴う施設移転

に、ブックの二階建ては千葉大学キャンパス内に移設さ

を一つの実験ととらえて新たな展開を図った。2010 年

れた。当初のコンセプト通り、小さなユニットによって

3 月に始まった公衆電源サービスも、1 年の取り組みを

構成される公共空間が移動して暫定的な利用を繰り返す

通じて、利用ニーズを捉えることができた。これらは、

ことで、新しい公共空間を生み出していくことが実証で

採算面でなお課題はあるが、継続の道筋を探りたい。ま

きる状況になった。

た、ＮＴＴドコモや東京大学公共政策大学院との共同研

▼こうした中できるだけ多くのものを継続的に移動しつ

つ、初期の３年間の活動の活発さとその混在ぶりから、
これを機会に整理する必要性を感じていた。

▼のんびりとはしていられない。もとの UDCK の敷地

究など、UDCK が地域連携型研究の窓口となった新たな
取り組みも始まっている。

▼二つ目のトピックは、初動期を超えた持続的なセン

ターのあり方やまちづくりの進め方について、本格的に

である 148 街区は年度明けに工事がはじまり、その一

検討・準備を開始したことである。プロジェクトを広げ

角のもっとも駅に近い場所に、東京大学フューチャーセ

てきた初動期、UDCK の周囲では多種多様な活動が展開

ンター棟が建設される。UDCK としては、その一角を占

されるようになった。個々の活動そのものが公民学連携

めるためにも、この後の組織のあり方も含めた検討が是

による UDCK の成果ではあるが、全体を俯瞰し、まち

非必要なのである。

の目指す方向を改めて共有する必要性が高まっている。

▼これまでの活動を振り返ると、本来のアーバンデザイ

ンというハードに関わる機能の強化が必要であり、また、
市民の活動を含めたソフトの運営の広がりからこれらの

管理体制も再整備する必要がある。しかし、この議論で

も重要なのは、いまの雰囲気を継続することであろう。
皆で明るく将来を語りつつ、しっかりとした体制を築い
ていきたい。

今年度は、プロジェクトの整理や連携、実行体制の見直
しが各所で議論され、UDCK 本体の機能や今後の体制に
ついても、本格的な議論が始まった年である。

▼昨年度の年報で、UDCK は「包容力のあるハコ」だと

書いた。100 人いれば 100 人にとっての UDCK があっ
て良い。この多面的で変幻自在な UDCK が、ニーズに
あわせてうまくまわるようにするのが専任スタッフの一

▼年度の終わりには地震が発生した。被害にあわれた全

つの役割と考え、
力をいれた。その反面、
UDCK の「意思」

ての方々にお見舞いを申し上げるとともに、できるだけ

を明確に示すことができなかったという反省もある。輪

早い復興を願ってやまない。計画停電、自粛ムードで年

郭があいまいだからこそ、コアにある「意思」は明確で

度末は静かに終わったが、今後の日本の復興に資するた

めにも、我々はより元気に活動を続けなければならない。
また、防災意識の高まった今こそ、柏の葉エリアのまち
づくりをきちんと計画できるように、UDCK が中心と

ないといけないと考えている。
2011年度は、
UDCKの
「意

思」を打ち出すことを意識しながら、一層開かれたセン
ターとなるよう努力していきたい。

なって検討していきたいと考えている。

東京大学准教授・UDCK 副センター長（センター長代理）
清家 剛
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東京大学非常勤講師・UDCK 副センター長
三牧 浩也
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まちづくりの進捗状況
基盤整備の状況

▼ 2010 年度は、柏北部中央地区及び東地区の土地

定地に挟まれた住宅街区において、一体的な戸建住宅

区画整理事業が着実に進められるとともに、都市計画

が建設されており、居住人口も増加しつつある。

の変更及び決定、
土地活用についても進展が見られた。
▼千葉県が施行者となっている柏北部中央地区では、
主要道路である都市計画道路十余二船戸線をはじめと
した基盤整備が進められているほか、十余二地区の小
学校が 2012 年 4 月に開校するのに合わせ、区画道
路や都市計画道路高田若柴線、豊四季駅前線等の関連
整備が進められている。小学校への通学路となる「緑
園の道」は、現在、緑の空間のつくり方や工夫につい
て、柏の葉国際キャンパスタウン構想委員会の空間デ
ザイン部会にておいて、関係者の方々との検討が進め
られているところである。

柏北部東地区

一体型特定土地区画整理事業

柏北部中央地区

一体型特定土地区画整理事業

施行者 ：都市再生機構
施行期間：2001.3.26 ～ 2019.3.31
施行面積：約 169.9ha
計画人口：約 17,000 人

▼中央地区の都市計画に関しては、柏の葉キャンパス
駅周辺地区他 3 地区について用途地域及び高度地区
の変更、地区計画の変更及び決定が行なわれた。特色
としては、柏の葉キャンパス駅前地区の 147、148
街区において快適で利便性の高い都市空間を形成する
ための街区内の歩道上空地、いわゆる「グリーンアク
シス」を地区施設として指定し、都市計画上での位置
付けを明確にしたこと、また、こんぶくろ池東にある
住宅地区では周辺環境と共生する居住環境の創出に向
け、建築物の敷地面積最低規模を 165㎡としたこと
等が挙げられる。
▼独立行政法人都市再生機構が施行者となっている柏
北部東地区については、柏たなか駅西口駅前の商業施
設用地の造成が始められており、地区の核となるセン
ター街区の形状が姿を現しつつある。また、周辺道路
等の整備についても併せて工事が進められている。東
地区を東西に横断する主要道路の都市計画道路船戸若
柴線の西側については、低地部の盛土工事が始められ
ており、埋蔵文化財調査、造成、道路整備と、地区の
骨格となる道路整備が段階的に進められているところ
である。

施行者 ：千葉県
施行期間：2000.8.25 ～ 2023.3.31
施行面積：約 272.9ha
計画人口：約 26,000 人

▼東地区では、地区西側にある常磐自動車道と学校予
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建築開発や施設立地の状況

▼駅西口の 147 街区では総戸数 880 戸の集合住宅の
建築工事が進められているが、2010 年 7 月より入居
が始まった。2009 年に竣工した駅東口の 151 街区
に続き、駅の両サイドで住民生活が始まったことで、
住民を交えたまちづくりが本格化している。駅東口で
は、151 街区に TX アントレプレナーパートナーズ
の拠点であるカフェ AGORA がオープンしたほか、9
月には UDCK が西口から移転し、交流機能が強化さ

147 街区の集合住宅（奥）と来年度着工を控えた 148 街区（手前）

れた。東口の 148 街区では、初代 UDCK を含む暫定
利用施設が廃止・除却され、次年度には工事着手され
る予定である。
▼駅周辺の住宅整備の進展に呼応して、駅南側の新設
小学校が 2012 年度の開校を目指し、2011 年 1 月
に建築着工した。事業区域内にできる最初の大規模公
共施設として、高い環境性能とともに、隣接の近隣公
園、緑道等と調和した整備計画が予定されており、地
域の中核施設として大きな期待が寄せられている。

東京大学インターナショナル・ロッジ

▼東京大学柏キャンパスにおいては、大気海洋研究所
が 2010 年 4 月に開設され、400 名を超える教職員・
学生等が新たに柏の葉で活動することとなった。また、
同キャンパスにおいては、ジェロントロジー（東京大
学高齢社会総合研究機構）の拠点となる施設が 2011
年 2 月に竣工した。千葉大学に隣接する柏Ⅱキャン
パスでは、2010 年 4 月に外国人研究者・留学生のた
めの居住施設「インターナショナル・ロッジ柏ロッジ」
がオープン。外国人研究者・留学生の受け入れも進み

十余二地区の新設小学校

つつある。また、駅前 148 街区で計画されている東

完成イメージ

大フューチャーセンターについては、シンポジウムが
開催され、駅前キャンパスの具体化でも大きな進展が
図られた。
▼千葉大学柏の葉キャンパスにおいても、大規模な植
物工場の建設が着手され、来年度には新たな研究拠点
がオープンする予定である。
▼次世代環境都市・国際学術研究都市として、世界を
目指したまちづくりが着々と進行しつつある。

柏北部東地区の戸建住宅地区
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柏の葉国際キャンパスタウン構想
2010 フォローアップ調査

▼我が国においては、人口減少や少子高齢化、環境・

▼こうした検討の蓄積を踏まえつつ、柏の葉地域にお

健康・防犯・防災、経済活力などの様々な問題の顕在

いて、千葉県・柏市、大学、民間企業、市民・NPO

化に加え、ライフスタイルの多様化などによる街の居

等が連携・協働し、先端的な都市づくりを具体的・重

住者・利用者のニーズの変化に対応した、新たな都市

点的に実践するために、2008 年 3 月、「柏の葉国際

像の確立が求められている。

キャンパスタウン構想」が策定された。

▼柏の葉地域は、大学や国の研究機関、企業や住宅等

▼本構想は、千葉県、柏市、東京大学、千葉大学の共

が多数立地し、都市に関する諸問題への対応はもちろ

同調査で作成されたものである。新たな地域ビジョン

んのこと、公・民・学が連携した先端的な都市づくり

に基づく新しい政策テーマを先取りした内容であり、

が可能な非常に高いポテンシャルを持つ。2003 年度

現在の法制度や政策を超えた提案も含まれている。そ

から、行政、大学・研究機関、企業等の連携により新

のため、本構想の実現に向けては、各団体での更なる

たな都市づくりに向けた検討会（座長：大西隆東京大

検討や関係機関との調整を行い、制度の改善や上位計

学教授）が開始され、2004 年度には、
「環境・健康・

画へのフィードバック、フォローアップを実施すると

創造・交流の街」というコンセプトがまとめられた。

ともに、この構想自体の検証を継続する必要がある。
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▼こうした認識にたち、重点施策のうち早期に着手
可能なテーマの実現を目的として 2008 年度からは、
個別テーマごとに部会を設けてフォローアップを実施
している。2009 年度からは、千葉県、柏市、東京大
学、千葉大学の 4 者に UR 都市機構、三井不動産株
式会社が加わっている。2010 年度も 6 つの専門部会
を設け、フォローアップを継続した。
▼ UDCK はこのフォローアップの事務局として、関
連事業の推進・調整を実施している。この年報に記録
する個別プロジェクトも、おおもとは柏の葉国際キャ
ンパスタウン構想にひもづけられるものである。
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2010 年度をふりかえって

砂川

亜里沙

UDCK ディレクター（専任）/ 柏市都市振興公社（施設・企画運営担当）
UDCK には「まちの動きを伝える」情報発信の機能があります。そのため、展示・イベントは柏の葉が目指すまちづ

くり像や、まちづくりの進捗を感じてもらえるような内容を意識しています。ちょっと説明不足で不親切な印象のもの
がありますが、それは「これからどうなるのだろう？」というわくわく感を共有してもらいたいからであり、まちは必
ずしも出来上がりを待つものではないと伝えたいからです。海外からの視察も増えていることから情報発信の国際化も

必要性を感じています。このハコの可能性を多くの方に知ってもらい、最大限活用してもらう方法を改めて考える一年
でした。

この年間報告は UDCK の成果をまとめたものですが、UDCK とは誰を指すのでしょうか。UDCK 運営団体や協力団体

だけでもなく、地域住民の方も含めた「この柏の葉周辺で UDCK を使って、未来型のまちづくりを真剣に議論し実践

している全ての人の年間の歩み」をまとめているということに特徴があります。どのページにも多くの関係者の表情と

想いが溢れています。この本が現状位置を共有し、将来の方向性を議論し、実現へ取り組んでいくためのツールになる
ことを期待しています。

田口

博之

UDCK ディレクター（専任）/ 柏市都市振興公社（建築・都市デザイン担当）
2011 年 3 月 11 日、東北から関東にかけて地震と津波、原発事故による大災害が発生した。地震の際には、周辺施設

から非難した人たちが駅前広場に溢れ、被害の少ない UDCK にできることは、行き場所を失った人たちに暖をとって

もらうことくらいであった。柏は、住民だけではなく周辺地域から訪れる人々によって支えられている。一度災害が起
きた時、こうした人たちをどのようにサポートするのか。公共施設をもたないこの地区にとって、施設整備や災害対応

の必要性を強く感じた。箱モノと呼ばれ、施設整備の凍結を良しとするのが現代の風潮であり政治家の公約であるが、
まともな公共施設に乏しい柏では必要な議論ではないか。設計事務所時代の大半を岩手の公共施設整備に費やした。震
災時、この施設は数日間にわたって多くの避難民を受け入れた。その大半は県内外から盛岡を訪れた人々だった。入居
する NPO センターや視聴覚障害施設が彼らを支え続けた。地域がネットワークしてこうした仕組みができないか、公

共施設整備の可能性はないのか。UDCK ができることは多くはないかもしれないが、都市や建築に携わる者として、
それくらいの努力はしていきたい。
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鈴木弘樹

UDCK ディレクター / 千葉大学助教
UDCK ディレクターとして、今年は、主に３つの計画に携わってきた。そのひとつに UDCK の移転がある。線路をは

さんで反対側の敷地に移転することになったが、そのデザインや配置をどうするか、議論された。デザインは当初は屋
根型のデザインであったが、私はデザインを踏襲した方が良いと提案した。その主な理由は、今までの UDCK の活動
が、地域の方々に認められつつある中での移動であるため、認知されたファサードを変えることは、地域の方々の記

憶から消え、UDCK の活動の継続性としてマイナスになること。特に、UDCK は街のデザインを議論する場にあって、
決定したデザインを消費するように変えるのは UDCK の姿勢が問われると判断した。また、利用者にとっても愛着が

あり、認識されたファサードの方が混乱を招かないと考えたからである。また、配置も同様に踏襲したが、その理由は、
UDCK の建物周辺で活発に活動しているイベントの使い勝手がかわり、イベントに様々な影響がでると考えた。

街には、遺伝子があると思う。街の遺伝子は受け継がれて成長するものである。個人的には、UDCK 創設者である北
沢猛先生の意志を受け継ぐ象徴として、UDCK のデザインが同じ事は意味があると思う。

その他の活動としては、空間デザイン部会やＰＬＳの移設などがあるが、その内容は本文を参照されたい。

日高

仁

UDCK ディレクター / 東京大学特任助教（国際キャンパス担当）
「柏アーバンプランニングセンター」2006 年 5 月のスケッチブックに、恐らく初めて北沢教授から、後の UDCK の

建物の設計について打診を受けた際に私がメモした言葉がある。当時はもちろん、日本にはそれほど参考になる先例も
なく、北沢教授が話してくれたのは、アメリカで見てきたいくつかの大学の活動であった。大学の研究室が街のデザイ

ンを引き受けてプランニング提案を主体的に行う活動であり、それをとりあえず、「柏アーバンプランニングセンター」
とその当時呼んでいた。

今年、場所を移し、再スタートを切った UDCK のこれまでの活動を振り返って感じるのは、はじめに北沢教授が語っ

てくれたデザイン機能、あるいはプランニングを中心にした活動は、オリジナルの構想にあってまだやり残している大
きな積み残し部分なのではないかということだ。これまで、比較的、ソフト先行で活動してきたことはそれはそれで良

かったと感じるが、なんとなく駅前にあって誰でも気軽に立ち寄れる街の便利なイベントスペースを指向し、殆んどそ
れが主眼のようになり始めている UDCK の姿はなんだろうか？街づくりの依頼を受け、その期待にこたえられるアイ
ディアと技術を持ったプロフェッショナルなデザインオフィスとしての UDCK を今一度、考えてみたい。
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1

沿革

2006 年度

2007 年度

Urban Design Center Kashiwa-no-ha） は 2006

UDCK の核となる機能である空間計画、研究、実証

年 11 月 20 日、
「新時代に対応する都市、環境及び

実験が走り出した年といえる。前年度の基礎調査をも

生活の在り方を研究し、必要な空間計画を作成実践

とに、UDCK スタッフが参画して 8 つの目標からな

する場及び支援する場」として、つくばエクスプレ

る柏の葉国際キャンパスタウン構想を策定、次年度以

ス柏の葉キャンパス駅前に開設された。

降のアクションプログラムを示したことが大きなト

▼設立の契機は、2006 年 4 月柏市主催の「大学と

ピックである。また、柏市独自の環境ガイドライン

地域との連携交流会」において、初代センター長と

（現 CASBEE 柏）の検討を開始したのもこの年である。

なる北沢猛東京大学教授（2009 年 12 月に逝去）が、

それらの事例研究としてアメリカの大学都市や北九州

まちづくり拠点の必要性を提唱したことに遡る。同 6

環境政策の視察をし、世界の環境空間計画を 100 事

月には、柏の葉キャンパス駅前で住宅等の開発を推

例集めその特徴を整理した。様々な視点から柏の葉を

進していた三井不動産からも同様の提案があり、同

議論する「柏の葉研究会」の試みも実施。交通面では

9 には施設概要、設置目的、活動内容、管理運営体制

関係各所への調整が実を結び、10 月 19 日よりベロ

等の骨格が決定、同 10 月に設立会議を開催し、要綱、

タクシーが 2 ヶ月間の試験運行を行った。

運営基本方針、役員人選が承認された。提案からわ

ベロタクシーの運行

▼ 柏 の 葉 ア ー バ ン デ ザ イ ン セ ン タ ー（UDCK：

▼ 2007 年度は UDCK 専任のスタッフが常勤し始め、

ピクニックエキスポ 2007

ずか半年、関係者の迅速な判断や協力により、11 月
20 日に初代の UDCK がオープンすることとなった。
初代 UDCK

オープニング式典

▼学生発の実証実験も動き出し、
「ガラスの花プロジェ
クト（柏の葉ピクニッククラブ）」や「みちのプロジェ
クト」などが生まれる。2007 年 6 月には、新規事業
▼ 2006 年度は UDCK 設立準備および本格的な運用

の創出・研究を行う柏の葉イノベーション・デザイン

開始までの準備・プロモーション期間と位置づけられ

研究機構（東京大学、三協フロンテア、三井不動産、

る。館内の展示・企画・広報ツール等の基本機能の

柏商工会議所）が設立され、年度末には最初のプロジェ

充実や、開発予定地や館内壁面・デッキを使ったアー

クトとして、「小さな公共空間（PLS）」の実験施設を

トプロジェクトによるまちのプロモーションが図ら

UDCK のデッキに設置した。

れ、現在でも続く K サロンも開始された。UDCK ま
小さな公共空間（PLS）

ちづくりスクールの運営を検討する一方で、柏の葉
国際キャンパスタウン構想の共同研究、都市環境デ
ザインスタジオも始まり、これらの調査・研究が連
携しながら進められた。
みちのプロジェクト
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2008 年度

2009 年度

展開、そして、まちづくりの進捗を広く住民へ伝える

なか駅を中心とした北部東地区の活動も本格化した。

▼ 2008 年度は、アーバンデザインセンターの全国

▼ 2009 年度は柏北部中央地区だけでなく、TX 柏た

機会づくりに力を入れた。まず 4 月には横浜市に『横

「田園都市部会」として、農業体験農園、環境コンビ

浜アーバンデザインセンター研究機構（UDCY）』が

ニステーションの設置（PLS の展開）、景観ガイドブッ

設立され、研究者や行政職員を中心に横浜の未来像に

クの作成という 3 つのプロジェクトを具体化した。

向けた活動を開始。8 月には福島県田村市で、『田村

都市デザインスタジオおよび建築スタジオの対象地と

地域デザインセンター（UDCT）
』が設立され、地方

したことで、学生を通して UDCK と繋がる住民の方

小都市で『住み続けられる町』を目標にしたまちづく

が増えた。

りに取組んでいる。12 月には福島県郡山市に NPO

都市環境デザインスタジオ 2009

法人郡山アーバンデザインセンター (UDCKo) が設立
され、地方中核都市の可能性を探っている。
環境コンビニステーション

▼ 9 月には 2008 年度より継続しているアーバンデ
ザインセンター研究のまとめとして、国内外からゲス
マルシェコロール初開催

田村地域デザインセンター（UDCT）

トを招き、アーバンデザインセンター会議を開催した。

▼前年度末に UDCK 敷地内に設置した３棟の PLS で

▼また、自転車・セグウェイをはじめ、「モビリティ

は、市民利用や芸術家の滞在制作など運用実験を実施

部会」の取り組みが進展した。サイクルツアーや市内

した。また、前年度に策定されたキャンパスタウン構

主要駅での自転車相互利用も図られ、2010 年度のス

想のフォローアップとして優先項目を推進するための

マートサイクル実施に繋がった。

テーマ別部会が立ち上がった。その中でも環境・教育・

▼育成系のプロジェクトからは、千葉県の助成を得て

モビリティに関するフォーラムを実施し、関係者や市

かし＊はなプロジェクトが開始されたほか、ピノキオ

民と現状を共有した。また、
柏の葉エコデザインツアー

プロジェクトでのリーディングチームやマルシェサ

やカレッジリンクプログラムが開始されるなど、市民

ポーターの様に、まちの企画を運営する側に市民が参

が学びながら自らの知識も生かす場となる様な試みが

画し始めた。持続的な地域運営にあり方について検討

増え、まちのクラブ活動をきっかけに住民による地域

考察を行う「コミュニティグリッド」研究を開始した

運営の第一歩を仕掛けた年でもあった。

のもこの年である。

UDCK 環境フォーラム

モビリティ・フォーラム

カレッジリンクプログラム
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かし＊はなプロジェクト with ピノキオ

2

運営体制

▼ UDCK の運営基本方針は次の５点である。

揮を執っている。個々のプロジェクトの連携点を見つ

(1) 自治体、企業、大学、市民団体等（公民学）の連

け、より効果や研究の幅を広げるため、隔週で「UDCK

携による人材育成、会議、ワークショップ

運営会議」を実施している。運営会議では各プロジェ

(2) 大学や研究機関の提案に基づく新規事業創出の拠

クトの進捗や課題・見通し、まちの情報等を関係者で

点

共有し、企画内容の検討や各種イベントの連動、広報

(3) 大学から市民への知の開示と連係

の強化等を促進している。アイディア・人・モノ・予

(4) 柏の葉地区ならびにＴＸ沿線の都市デザイン

算・場所など、各団体が得意な点を補填しあいながら、

(5) まちづくりの進捗に応じた柔軟な組織運営

単独ではできない幅広い活動を可能としている。

▼前述の基本方針を実現すべく、UDCK の運営は公

▼ UDCK の方針や要綱に関わる審議・決定権を持つ

民学連携を意識した 7 つの「構成団体」の共同運営

最高責任機関として、各構成団体から１名～２名が参

形式をとっている（東京大学、千葉大学、柏市、柏

加して「運営委員会」を設置している。これとは別に

商工会議所、田中地域ふるさと協議会、三井不動産、

構成団体と協力団体から１名～複数名の実務担当者が

首都圏新都市鉄道）
。それに加え関連公共団体や高い

参加する「運営機構」が現場を担っており、運営機

専門性を持った企業・NPO が「協力団体」として関

構のメンバーを中心に運営会議を実施している。ま

与している。これらの団体が柔軟に連携することに

た、事務局（執行役員）として、UDCK の多岐にわ

よって、まちづくりという総合的な動きを推進する

たるプロジェクトに共通している実務に関しての調

視点や体制を整えている。

整、UDCK 主催企画の立案・運営、事業コーディネー

▼ UDCK が関与するプログラムは柏の葉国際キャン

トを行う専門スタッフを擁立している。常勤の副セン

パスタウン構想の目標や方針に沿った内容で、上記

ター長１名の下、UDCK 施設・企画運営担当および

構成団体・協力団体が企画を持ち込み、プロジェク

アーバンデザイン担当の常勤ディレクター２名、受付

トごとに予算を確保し、担当責任者が実施運営の指

担当スタッフの他、各大学、市民活動、広報活動にそ

公・民・学が連携した UDCK の運営体制
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れぞれディレクターを配し、日々の運営にあたってい
る。
▼今後の展望：UDCK 自体が新たなまちづくりの形、
場所のあり方、組織のあり方を探る実験装置である。
まちづくりの進展や活動の熟度、
関係主体に合わせて、
随時自らの体制を変化させていく柔軟な組織運営を目
指している。それには自らの活動を具体的に評価・検
証し、都度体制を振り返る姿勢を保っていきたい。ま
た、シンクタンク・研究調査機能の強化に向け、法人
化も視野に入れて検討する段階に来ていると言える。
ＵＤＣＫの運営体制図（2011.3.31 現在）

運営機構

構成団体

運営
責任

運営委員会
東京大学
柏市
三井不動産
柏商工会議所
田中地域ふるさと協議会
首都圏新都市鉄道

センター長

◎大和 裕幸（東京大学）
○清家 剛 （東京大学）
○上野 武（千葉大学）
高垣 美智子（千葉大学）
○猿渡 久人（柏市企画）
森山 惠一（柏市北部整備）
赤坂祐一郎（三井不動産）
上田 俊郎（柏商工会議所）
寺嶋 佳一（田中地域ふるさと協議会）
長谷川 伸一（首都圏新都市鉄道）

代表者

協力団体
【行政等】
柏市都市振興公社
千葉県
【専門分野協力企業】
ワコールアートセンタースパイラル
都市環境研究所
ＵＧ都市建築
ＮＰＯ支援センターちば
ジャパンライフデザインシステムズ
プラップジャパン
ＹＲＰユビキタスネットワーキング研究所

執行
責任

執行役員

＊ センターの適正な管理運営を担う
＊ 運営委員会を年１回程度開催

千葉大学

＊ センター業務の円滑な運営及び執行を担う
＊ 運営会議を月２回程度開催

【アドバイザー】
栗生 明 （千葉大学）
前田 英寿（芝浦工業大学）
丹羽由佳理（東京理科大学）
＊センターの業務・運営全般につい
て指導及び助言

【フェロー】
羽藤 英二（モビリティ）
服部
敦（地域施策・教育）
橘田 洋子（プロモーション）
田中 大朗（ＵＤＣ連携）
＊センターの特定の事業について指
導及び助言

代表者

大和 裕幸（東京大学）※運営委員会委員長が兼任

副センター長 上野
猿渡
清家
三牧

武（千葉大学）
久人（柏市企画）
剛（東京大学）*センター長代理
浩也（東京大学）*専任

ディレクター 砂川
田口
宮奈
小林
鈴木
日高

亜里沙（柏市都市振興公社）*専任
博之（柏市都市振興公社）*専任
由貴子（ＮＰＯ支援センターちば）
正史（プラップジャパン）
弘樹（千葉大学）
仁（東京大学）

【構成団体メンバー】
柏市企画調整課（石名坂賢一、清水雅晴）
柏市北部整備課（高野山公彦、上田晃也）
千葉大学 （宮脇勝、花里真道）
三井不動産（河合淳也、松井健、中田聖志、佐藤正光、示野嘉則）
三井不動産レジデンシャル（大宅将之、村田宜顕）
柏商工会議所（藤原久幸、小平龍太）
首都圏新都市鉄道（石井慶範）

協力

【協力団体メンバー】
柏市都市振興公社（山崎渉、鉾田英之、田上秀典）
千葉県政策企画課（加藤清、尾崎和夫）
千葉県県土整備部（出口正明、廣瀬一彦、岸真理、斉藤威）
スパイラル（松田朋春、中澤徹、小山田裕彦）
都市環境研究所（作山康、村瀬大作）
ＵＧ都市建築（後藤良子、神之門はな子）
ＮＰＯ支援センターちば（齋藤香代子、小溝敏央）
プラップジャパン（佐藤卓仁、蛭川泰一朗）
ジャパンライフデザインシステムズ（石原秀恭、中里耕治、森田大佑、土田容子）

2010 年度 UDCK の運営体制図（2011.3.31 現在）
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3

施設

▼柏の葉キャンパス駅西口 148 街区の事業着手が次

継承するという意思に基づいている。ギャラリー部の

年度に迫るなか、街区内の東京大学駅前キャンパス

天井高については、初代が 6m あったのに対して新

予定地を暫定利用していた初代 UDCK（敷地面積約

施設は 4m となった。空間としては小さくなったが、

900㎡、建築面積約 300㎡）は、開設後 3 年 8 ヶ月

より親しみやすくなったという声も聞かれる。なお、

あまりを経て、2010 年 8 月 1 日をもって閉鎖され

初代の施設が仮設建築物であるのに対し、新施設は本

ることとなった。

設である。

▼初代施設の閉鎖を控え、UDCK の移転についての

▼二代目の施設は、数々の社会実験を取り入れている

議論を 2009 年度中ごろより進めてきたが、2010 年

点が大きな特徴である。上述した三井ホームのツーバ

3 月に、TX 高架のちょうど反対側、柏の葉キャンパ

イフォー大空間建築以外にも、オフィス部では、岡村

ス駅東口 149 街区への移転が決定。三井ホームの協

製作所の協力により最新型の照明システム「次・オフィ

力を得て、ツーバイフォー工法による大空間建築の社

スライティングシステム」を導入しているほか、壁材

会実験施設として建設されることとなった。

として千葉大学の監修によるケミレス素材を用いてい

▼ 2010 年 4 月 9 日に新施設の起工式を執り行い、

る。二代目の UDCK は施設自体が、まちのコンセプ

2010 年 9 月 8 日に二代目 UDCK がオープンした。

トの一つである「イノベーション・フィールド」を体

敷地面積は約 1,000㎡、建築面積約 300㎡（屋内面

現することとなった。

積約 230㎡）で、オープンデッキ、ギャラリー、オ

▼ 2010 年 9 月 8 日の第二期施設オープニングに際

フィスという構成は、初代の施設とほぼ同様の規模・

しては、オープニング式典を開催した。秋山浩保柏

内容である。また、
「まっ白いハコ」の外観デザイン

市長を始め、構成団体の代表が一堂に会し、第二期

についても、
できる限り初代施設を踏襲した。これは、

UDCK の門出を祝うとともに、期待が述べられた。

多くの主体をつなぎ、活動を生み出す拠点として十分

運営に係る多くの関係者並びに報道関係者が出席し、

に機能し、街になじんできた初代施設を、しっかりと

盛大な式典となった。

第二期施設
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オープニング式典（2010.9.8）

第二期施設の概要

外観

ギャラリー

平面図

【ツーバイフォーによる大空間木造耐火建築】

三井ホーム株式会社がツーバイフォー工法を用いて、国内で初めて防火地域でありながら木造建

築で壁面間隔が約 15 ｍとなる大空間を実現。炭素固定素材である木材を使用しているため、鉄筋

コンクリート造と比較し、建築時の CO2 排出量が 1 ㎡あたり 0.49 ｔ少なく、施設全体で合計約
145 ｔの CO2 排出量削減（三井ホームによる算出）につながっている。

建設中の屋根

【国産材デッキとクールミスト】

ヒートアイランド対策協議会が、林野庁の 2009 年度補助事業「地域材利用加速化緊急対策支援事

業」の一環として、国産材を活用したヒートアイランド対策を検証。建物周囲に国産ヒノキを熱処
理した木材によるウッドデッキを延べ面積 712 ㎡にわたって設置。また、クールミストシステム
を装備したパーゴラ（千葉県産の木材を使用）を設置し、省エネルギーな冷却効果の検証を行う。
【次世代 LED 照明デスクシステム】

オフィススペースには、照明デザイナーの石井幹子氏、ローム株式会社、株式会社岡村製作所が共

パーゴラとクールミスト

同開発した照明システム「次・オフィスライティングシステム（THE Office Lighting System）」
を採用。脳内の体内時計による約 1 日周期のリズム「サーカディアンリズム」に則った照度や色温

度の変化を、LED を用いたプログラミングにより自動調光することで、仕事の効率向上や身体機能
のバランス調整を図る。

【ケミレス建材の壁と床】

千葉大学では、柏の葉キャンパス内に化学物質（ケミカル）の少ない（レス）街「ケミレスタウ

ン」をつくり、シックハウス症候群の予防を目指した体に優しい建物や建材を研究中である。今回、
UDCK の新施設建設にあたり、オフィススペースの壁と床において、千葉大学の監修のもと、化学
物質の発生を極力抑えた建材を使用している。
オフィススペース
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4

利用状況

▼ UDCK の 予 約 台 帳 等 の 記 録 が あ る も の を 基 に、

平均 3 ～ 4 回行われており、これは週 1 回の割合で

2010 年度の UDCK 施設利用状況を以下にまとめる。

市民を巻き込む企画を実施していることになる。月別

なお、2010 年度は年末年始の通常休館に加え、9 月

で利用回数を見てみると、移転前後では平均 50 回か

の移転に関係して 8 月の 1 ヶ月間を休館とした。

ら 70 回へと利用回数が伸びている（次ページ「UDCK

▼ 来 館 者 数： 受 付 担 当 に よ る カ ウ ン ト ベ ー ス で、

の館内利用回数の月別変化」参照）。春・秋のイベン

2010 年度の入館者数は 9,487 人であり、開館日平

トシーズンや年度末になると予約が重なりやすいこと

均で約 30 人 / 日であった。なお昨年度までは、マ

も傾向として挙げられる。これはあくまで記録に残っ

ルシェ等のイベント参加者も合算してカウントして

ているもののみなので、ラウンジスペースやブック

いたが（直近参考値として 2008 年度約 58,600 人、

コーナー、PLS インフォボックスなどの利用はカウ

2009 年度約 32,500 人）
、上記の数字は通常日の入

ントに含まれておらず、実際にはこれ以上の利用があ

館者数であり、イベント参加者数を合計するとさらに

ると考えられる。

増加することに留意されたい。

▼視察：視察者数は 2006 年度から 2009 年度まで、

▼館内利用：2010 年度の利用数は合計 722 回に及

それぞれ 91 人 ( 開館期間約 4 ヶ月 )、515 人、610

び、08 年 度 382 回、09 年 度 508 回 と、 毎 年 大 幅

人、713 人と増加の一途をたどってきたが、本年度

に増加している。目的別に大きく 6 つに分類（会議・

は 852 人とさらに増加した。月平均 7 回の頻度で国

打合せ、大学講義・研究会、イベント、ワークショッ

内外から視察を受け入れていることになる。拠点を持

プ、準備・製作作業、視察）し、利用回数をまとめる

ち、公民学連携の未来型まちづくりという新しい試み

と（次ページ「UDCK の館内利用回数の目的別割合」

を行いながら、積極的に情報発信していることから、

参照）
、最も割合の多いのは会議利用であり、年 428

徐々に UDCK および周辺のまちづくり活動への認知

回である（月平均 35 回、全体の約 60％）
。駅前に立

度が上がってきていることがうかがわれる。受入れ団

地するオープンな施設として、柏の葉地域のまちづく

体の内訳は行政（国の省庁・地方公共団体）が最も多く、

りに関する 50 数名程の大型会議から数名の打合せま

次いで企業、教育関連（学校）である。行政としては、

で、多くの議論が行われたことを示している。次いで

市町村の職員による視察が主であるが、都道府県や国

9 月に移転したこともあってか、視察利用が 76 回と

の省庁による視察も存在する。教育関連では、建築や

多い。その後、大学講義・研究会 62 回、準備・製作

まちづくりという観点から、工学系・社会学系を中心

作業 60 回、ワークショップ 57 回、イベント 39 回

に大学講義の一環で来館されるケースが多い。また、

とつづく。年間を通じて東大の建築・都市デザインス

2010 年度には地域の中学校から依頼を受け、職場体

タジオと大学内の研究室が他大との合同ゼミの場とし

験を受入れたほか、長崎から修学旅行生の受け入れも

て、研究室会議の場として定期的に利用している。そ

行った。海外からは中国・韓国・インドネシアなどの

のためスタジオでの模型製作や発表練習などもあり、

近隣アジア圏、及びスウェーデン、イギリスなどのヨー

準備・製作作業の回数も同様に多くなっているといえ

ロッパ圏からも視察があった。まちを空間的に把握し

る。教育系プログラムとしてワークショップ（以下

やすい大型模型があることから、柏の葉地域、東大・

WS と略記する）や交流系プログラムのイベントも月

千葉大、各企業見学への入口・出口として利用される
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ことも多い。

でもできるよう体制を整えていくことも検討していく

▼ UDCK は必ずしも来館者数の増加が第一義的な目

必要がある。

的ではない。そのため、ある目的のため利用できる団

▼今後の展望：教育関係、海外からの視察が今後増加

体を限定しており、関係者の会議利用が最も多い。し

が見込まれることから、どの年代にも理解しやすい案

かし同時に、
駅前一等地にあるオープンな施設として、

内や語学対応の面での情報発信力の強化について、引

市民に対してまちづくりの情報提供を行ったり、公開

き続き努力していきたい。一方、利用目的の回数から

で意見交換を行う場を積極的に設けることも意識して

分かるように、平日昼間は会議・視察・大学講義・研

いる。柏の葉地域にはどんな人たちが関わり、どのよ

究会利用が主のため、市民からは「アカデミックで敷

うなまちを目指しているのかを感じてもらえる交流の

居が高い印象があり、入りにくい」という声も聞かれ

場として、UDCK が機能していると期待したい。

る。地域にある近隣センター・公民館とはまた違った

▼ 3 月 11 日に起こった東日本大震災の際、UDCK

目的・特徴を持っているため、それを理解してもらい、

が帰宅困難者の一時休憩場所となり、数十名が利用し

うまく活用してもらえるよう、より市民を巻き込んだ

た。避難所として指定は受けていないが、駅前かつ広

企画やイベント、広報活動を展開していきたい。

い空間を有していることから、有事の際の対応が少し
視察

準備・作業等

11%

8%

WS

合計
722 回

8%

会議

イベント

428

5%

59%

大学講義・
研究会

イギリス ACN（Architecture Centre Network）からの視察

9%

UDCK の館内利用の目的別割合（2010 年度）
100
80

70

60

64

44 46

40

63

77 81 78
59

46

68

26

20
0
4月

6月

8月

10月

12月

2月

UDCK の館内利用回数の月別変化（2010 年度）
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3.11 震災時 一時避難場所として開放

5

情報発信

▼ UDCK の第二期活動拠点となる新施設では、街の
情報ステーションとなるよう、市民向けの情報発信機
能を強化した。
▼開館当初から館内にある 1000 分の 1 スケールの
大型都市模型を改修し、街の未来像として検討段階の
新設学校や道路、ビル、マンション等も表現した。ま
た、主要施設の紹介パネルとＬＥＤ照明プログラムを
施し、土地区画整理事業区域の範囲や主要施設の位置
など、地域の特徴を楽しく直感的に理解できる仕組み

1/1000 スケール模型

とした。
▼映像ブースは、柏の葉地域で行われている社会実験
や、まちづくり活動の現在・過去・未来を、子どもか
ら高齢者まで幅広い市民に伝えていくための装置とし
て新設。大学の研究事業から市民活動まで多様な活動
をそれぞれ約３分の映像にまとめ、映像ブースのデー
タベースに蓄積（設置時点で 15 タイトル）
。来館者

新設した映像ブース（左：タイトル画面／右：モニター）

が３つのボタン操作で見たい映像を自由に選択・視聴
できる簡単設計とした。
▼ニュースレターは、まちづくりに参加する「人」に
フォーカスし、活動内容や参加者の声、リーダーの想
いをまとめて『柏の葉スタイル News』として月刊発
行している。毎号、地域の商業施設や公共施設などで
配布しているほか、UDCK のウェブサイトにて全バッ
クナンバーをデータベース化し、自由に閲覧・ダウ
ンロードできるようにしている。2010 年９月には、
UDCK 新施設オープンとあわせて、これまで発行し
てきた全 16 号をまとめた特別冊子を作成、配布した。
▼今後は映像タイトルの拡充や、ニュースレターの継
続実施などにより、市民に「まちづくりの今」をタイ
ムリーに伝え、
まちづくりへの参加を促していきたい。
また、模型を使って幅広い市民に将来構想の説明や意
見交換を行うなど、情報発信ツールの有効活用策を検
討していきたい。

毎月発行の柏の葉スタイルニュース
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▼ UDCK が新施設でスタートを切る 2010 年 9 月の

ビの画面に反映させるようにした。マルシェコロール

タイミングにあわせ、ウェブサイトの構成や内容を刷

やまちのクラブ活動の新設サイトとも連動すること

新した。また、12 月からは、メールニュースによる

で、今まで各サイトに分散していた情報が柏の葉ナビ

情報配信を開始した。これまでチラシ等の紙媒体を主

に集約されるようになった。

としていたため、企画内容が完全に固まるまで情報発

▼メールニュースは 12 月の開始前にこれまで関係の

信ができず、UDCK の情報が入ってこない等の声も

あった方々に配信予告をし、開始と同時に新規配信希

多かったが、これを機に企画の輪郭が見えた段階と企

望者も徐々に増え、配信先が 2011 年 3 月末現在で

画の内容が固まった段階と 2 段階に分けた配信が可

300 名を超えている。短時間で直接的な情報配信が

能となり、受け手側に可能な限りリアルタイムの情報

可能なため、転送など協力も得やすく、情報発信先の

を提供するよう運用している。

拡大に一役買っている。

▼ウェブサイトは、“ 見やすさ ”“ 分かりやすさ ” を第

▼今後の展望：常に新しい情報が掲載されている状況

一にしつつも、研究・調査機能を有する機関として、

を保つため、プロジェクト進捗の頻繁な情報更新と、

やや詳しく知りたい方や専門家の方が閲覧することを

主軸である空間デザインの項目をはじめ内容の充実を

前提に構成した。そのため告知だけではなくフォーラ

図っていきたい。サイト閲覧者やメールニュースの配

ム等の実施報告、UDCK の何気ない日常を通してま

信先は「あるきっかけで UDCK を知った方」限定の

ちづくりの進捗を伝えるスタッフブログ、大学の関わ

ため、興味を継続してもらうことはもちろんのこと、

り方の一例として大学院生達の自主研究プロジェクト

これからも地域に出ては連携先が増えていくように根

の動きが分かるような項目を新たに追加した。

本的な UDCK の周知を強化していきたい。また、海

▼また、柏の葉地域の関連情報のポータルサイトとと

外からの視察も増加している中、国際キャンパスタウ

して新設した “ 柏の葉ナビ ” とシステムを連動させ、

ンを目指す拠点として外国語対応にも力を入れていく

UDCK サイトで更新された内容を自動的に柏の葉ナ

予定である

UDCK の新ウェブサイト

トップ画面

マルシェコロールの新ウェブサイト
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トップ画面

6

関係機関
フューチャーデザインセンター [FDC]
http://www.fdc.or.jp/

▼ 2009 年 7 月 1 日、前東京大学総長の小宮山宏氏

ビスの提供を行う地域 EMS、②自動エネルギー管理・

（現株式会社三菱総合研究所理事長）の提唱のもと、

運転等を行うスマートビル、③電力のデマンドレスポ

近い将来必ず世界の課題となるであろう環境・食糧・

ンスへの対応等を行うスマートハウス、④電気自動車、

医療・教育などの国家的課題を解決するため、柏の葉

ITS を含めた次世代自動車インフラシステム、⑤天候

地域をフィールドとして「先進モデル」を提示し、実

等に応じた発電予測や蓄電池との連携による電力安定

現していくことを目的に、一般社団法人フューチャー

供給が可能な分散電源システムの 5 つを「社会シス

デザインセンター（FDC）が設立された。

テム」として繋ぎ、スピーディに展開することを目指

▼ FDC では、①国家的課題を組立て、②あるべき社

している。

会システムを構想化し、③我が国の優れた知力・技術

▼国内では柏の葉地域における次世代環境都市計画、

力を結集させて、④企業戦略とマッチングさせ、⑤事

海外では先進国や新興国における提案活動を進め、国

業をプロデュースする、といったプロセスをたどるこ

内外への早期展開に向けて、着々とプロジェクトを進

とで、
世界に先んじて課題解決の先進モデルを発信し、

めている。

様々な課題解決モデルの実証・実現を展開していく。

▼ 2010 年度は、本プロジェクトの趣旨に賛同し、

▼「スマートシティプロジェクト」は、国家的課題の

2010 年 4 月より、伊藤忠商事株式会社、清水建設

解決を目指す、一般社団法人フューチャーデザインセ

株式会社、株式会社日立製作所、株式会社山武が、

ンターの第一弾プロジェクトである。本プロジェクト

2010 年 10 月より、LG CNS Co.Ltd. 、NTT コミュ

では、異業種のリーディング企業が先端技術と各地で

ニケーションズ、JX 日鉱日石エネルギー株式会社が

実施した実証実験データを共有し、新しい技術・事業

加わり、体制が強化された。各社の強みを活かし、一

を生み出し、世界各地の様々なニーズ・制約条件に対

社単独ではできない各社間の境界にある事業・技術を

応させた次世代環境都市の実現を目指す。現在開発中

創出する運営方法にて、CO2 削減と Quality of Life

の街区レベルでの最適な設備構成と導入効果を算定す

の向上を実現するスマートシティの設計 ･ 構築を加速

る「シミュレーション」を最大限に活用し、①地域の

させていく。

エネルギー量の見える化、住民への安心・安全なサー
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ＴＸアントレプレナーパートナーズ [TEP]
http://www.tepweb.jp/

▼多くの先端技術や先進研究が集まるつくばエクスプ

行われた。

レス沿線の創業支援プロジェクト「TX アントレプレ

▼１年の間で、TEP のアントレプレナー会員、エン

ナーパートナーズ［TEP］
」
（2009 年 11 月 19 日設

ジェル会員、サポート会員、スポンサー会員は、初年

立／代表：村井勝）は活動開始から 1 周年を迎えた。

度目標の 40 者を遙かに超える合計 182 者が入会し、

▼ 2010 年 12 月 1 日には、設立 1 周年記念イベン

連携組織である新日本有限責任監査法人アントレプレ

ト「TEP EXPO」を開催し、楽天株式会社

ナー・オブ・ザ・イヤー運営事務局に加え、アドバイ

取締役・

常務執行役員の安武弘晃氏やアカマイ・テクノロジー

ザリーボードも 10 者（経済産業省関東経済産業局、

ズ

茨城県、千葉県、東京都、柏市、つくば市、柏商工会

エンジニアリング担当 シニア・バイスプレジデ

ントのハラルド・プロコップ氏をはじめとする、国内

議所、独立行政法人中小企業基盤整備機構関東支部、

外の成功ベンチャー企業や起業支援者をゲストに迎

財団法人千葉県産業振興センター、株式会社つくば研

え、講演やパネルディスカッション、会員総会、ワー

究支援センター）まで増加した。

クショップ、企業のパネル展示など多様なプログラム

▼ また、活動が活発化していく中で、沿線エリア一

を展開した。

帯を通じて研究・技術の事業化が図れるよう、
「柏の

▼当日は TEP 会員だけでなくプレスや一般も含め合

葉拠点 AGORA」のほかに「秋葉原拠点」も開設し、

計 162 名が参加し、各プログラムを全世界へライブ

アントレプレナーの国際的展開を支えるために「ロサ

中継した USTREAM では約 50 名がライブ視聴をし

ンゼルス拠点」も開設した。

た（累計視聴者数 111 名）
。

▼毎月１回開催のエンジェル例会や、これに向けたビ

▼翌 12 月 2 日には、TEP EXPO 開催記念特別企画

ジネスプランのブラッシュアップ、販路開拓など活発

として、米国のインキュベーション施設やエンジェル

な支援活動を繰り広げるサポート会員の全体会のほ

活動に関わる起業支援家達を迎えて TEP アドバイザ

か、各会員による個別支援は日々継続されており、こ

リーボードとの「創業支援意見交換会」を開催し、米

の成果もあって、設立 1 年の間におけるエンジェル

国における起業支援の実務やエンジェル活動における

会員の出資、および役員としての経営指導企業は、合

具体方法について、大変意義深いディスカッションが

計 8 社におよぶ。

柏の葉拠点 AGORA
TEP EXPO の様子

秋葉原拠点
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6

関係機関
田村地域デザインセンター [UDCT]
http://www.udct.jp/

▼ 2008 年 8 月に設立された UDCT では、合併前の

組を大越のお宅で受入れ）③大越あるきあるき大会（住

旧町村単位でまちづくりに取り組んでいる。船引、滝

民による地元の魅力再発見）の３つを実施した。

根、大越に続き、今年度は４地域目となる都路地域で

▼来年度は、5 地域目となる常葉地域のまちづくり基

「都路まちづくり基本方針」の検討を地元住民と行っ

本方針の検討に着手するとともに、都路地域での社会

た。また昨年度「大越まちづくり基本方針」を検討し

実験を実施する予定である。

た大越地域では、基本方針に基づいた社会実験として
「大越まちづくり実験 2010」を地元住民と実行委員
会を組織して実施した。過年度より取り組んでいる船
引地域・滝根地域での地元主体の取組みに協力した。
▼都路地域では、
６回の現地調査、
７回のワークショッ
プ、文献調査、計 14 組に対してのヒアリングを実施
した。まちづくりの基本方針を「人のつながりを活か
し、
新たな
『つながり』
を展開させる都路のまちづくり」
とし、
今後のまちづくりへ向けて７つの提案を行った。
▼大越地域では、①現在は武道場として使われている
今和次郎設計の旧大越娯楽場の活用（同じ福島県内の
檜枝岐歌舞伎の上演、地元大越の鬼五郎幡五郎太鼓の
上演、スポーツ観戦他）②民泊体験（首都圏からの 7

写真上：都路地域の調査

写真下：大越地域旧娯楽場の活用

郡山アーバンデザインセンター [UDCKo]
http://www.udcko.jp/index.html

▼郡山市の郊外に位置する並木地区にて、昨年度「郊

と共同で体験しながら今後の郊外の景観を考えていく

外の可能性」と題し公募コンペを開催したが、最優秀

予定である。

賞に選ばれた慶応義塾大学妹島和世研究室の提案「小
さな森の停留所」を現地で実施していくため、地元住
民へのプレゼンテーションと意見交換のためのワーク
ショップ、妹島和世教授による講演会を行った。
▼８月８日郡山 LABOTTO ２階ギャラリー、アーマ・
テラスにて、慶應義塾大学妹島研究室の妹島和世教

みんなで作ろう！

並木の森の停留所

（第１回郡山アーバンデザインセンター・コンペディション 最優秀賞「小さな森の停留所」慶應義塾大学 妹島和世研究室）

UDCKo フォーラム
2010 年８月8 日（日）14:30 - 18:30

郡山市並木
ラボット + アーマ・テラス

授・学生によるプレゼンテーションと意見交換を行っ

妹島 和世 ( せじま かずよ )

計事務所勤務を経て、87 年妹島和世建築設計事務所設立。95 年〜西
沢立衛と SANAA 設立。現在、慶應義塾大学理工学部システムデザ
イン工学科教授。近作に、金沢 21 世紀美術館 *、鬼石多目的ホール、
ROLEX ラーニングセンター（
* スイス）
等。2010 年プリツカー賞受賞、
ベネチア・ビエンナーレ国際建築展の日本人初の総合ディレクターを
つとめる。(* 印は西沢立衛との共同設計 )
現在、ルーブル＝ランス*（フランス）他が進行中。

並木からはじまる地方都市郊外での新しいまちづくりの試みです。緑に包まれた小さ
な場（森の停留所）をきっかけに、普段の生活や風景が少しずつ変わりはじめます。み
んなで考えるワークショップ、妹島和世教授による講演会、参加者との交流会を行います。
どなたでも参加できますので、気軽にお立ち寄りください。

た。参加者は 50 人。その後、妹島和世教授による講

ラボット
〒963 - 8026
福島県郡山市並木2丁目1 - 1

14:30 - 15:40

演会を開催し、自作についてお話いただいた。参加者

並木の森の停留所
説明会・ワークショップ
ラボット2F ギャラリー

16:00 - 16:50

最優秀賞提案の実施へ向けて

バス停「並木」

アーマ・テラス 2F
参加費

は 150 人であった。

17:00 - 18:30

開成山公園

アクセス

さくら通り

国
道
４
号
線

JR郡山駅

公共交通機関をご利用下さい。
郡山駅西口福島交通8番のりば 百合ケ丘行き朝日町経由
「並木」下車

タクシー

徒歩 5 分

※ 1 時間に1 本です。

郡山西口駅より15 分

U D C K o とは？
郡山アーバンデザインセンター（Urban Design Center Koriyama）
は、福島県郡山市を中心とした郡山地域を対象として、
都市デザイン・

¥500( 高校生以下 無料 )

アーマ・テラス 2F

並木地区を対象にして具体的に取組みます。並木町会、並木の民間企
業（ラボット・プランナー他）
、東京大学（故 北沢猛教授）等を中心に、
2008 年11月に設立認証されました。今後幅広く会員のネットワー
クを広げて、地方中核都市の新たな可能性を研究し、郡山地域の未来
を” デザイン” していきます。

￥1,000

参加を希望される方は、8 月 6 日 ( 金 ) までに参加申込書で申込み先まで郵便又は Fax するか、E-mail にてお送り下さい。
なお、申込書は、http://www.udcko.jp からもダウンロードできます。

▼今後は、実際にモデルユニットを製作して地元住民

うねめ通り
安積黎明高

まちづくりを研究・実践す NPO 法人です。その先導モデルとして、

UDCKo カフェ ( 交流会 )
参加費

内
環
状
線

バス

入場無料・当日参加可

妹島和世教授講演会

奥
州
街
道

アーマ・テラス
〒963 - 8026
福島県郡山市並木2丁目1 - 3

※今回の UDCKo フォーラムは昨年開催したまちづくりアイデア提案競技での最優秀賞提案「小さな森の停留所」（慶應義塾大
学妹島研究室）を実施するための取り組みの一環で開催します。

お問い合わせ・参加申し込み
郡山アーバンデザインセンター UDCKo
HP
http://www.udcko.jp
E-mail info@udcko.jp
☎ 024 - 995 - 5855
FAX 024 - 991 - 8971
〒 963 - 8026
福島県郡山市並木 2 丁目 1 - 1( ラボット内 )

フォーラムチラシ
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講演会の様子と提案模型

2010 年度をふりかえって

宮奈由貴子

UDCK ディレクター /NPO 支援センターちば（市民活動担当）
柏の葉キャンパスエリアの住人がまだ不在の時期に UDCK が設立され、当初から、公民学連携を謳う UDCK として、
いかに市民（住民）との距離を近づけるかということは大きな課題であったかと思います。市民活動担当ディレクター
として、市民が気軽に楽しみながら UDCK の進めている内容や、キャンパスタウン構想の目指していることを知る機会
となる交流プログラムは非常に重要だと思ってきました。設立から 4 年が過ぎ、実に様々な分野の交流プログラムが誕
生しました。また、開催側にとっても、単体での主催ではなく、地域のステークホルダーの課題を補完し合えるような
プログラムを共催し始めています。
今後ますます、プレーヤーが増えることを考えると、場や機会の提供、地域のステークホルダーとの協力体制、地域資
源の発掘とマッチング等をコーディネイトできるようになること、もしくは、互いにこうした情報がすぐ引き出せたり
紹介し合える連携の仕組みを考える必要があると感じています。UDCK にはどの形がフィットするのか。これからの組
織／ネットワークの在り方についても、UDCK として実験していければと思います。

小林正史

UDCK ディレクター / 株式会社プラップジャパン（広報担当）
UDCK は、まちづくりに関する各種社会実験を企画・推進していますが、公・民・学が連携してまちづくりを行ってい
く UDCK の「組織運営」も社会実験の一環であり、今回はさらに、移転した「建物」自体も社会実験のひとつと位置づ
けた大胆な試みです。
２× ４工法による木造耐火・大空間建築の実現、国産材を使ったウッドデッキとクールミストによるヒートアイランド
対策の効果検証、次世代ＬＥＤ照明デスクシステムによるオフィスワーカーの作業効率の検証など、施設利用そのもの
が社会実験となっています。
また、「公開形式のまちづくり」をさらに推進する目的で、街の将来構想を大型ジオラマ模型で表したり映像ブースで活
動紹介を行ったりと、まちづくりの進捗や検討内容を「見える化」したことも特徴のひとつです。
移転によって第二期活動の足元も固まり、各種の社会実験が年間展開など一定期間にわたってじっくりと実施されるよ
うになったことも、特徴のひとつです。単なるイベント展開ではなく、具体的な実用化を目指して課題の抽出や分析な
ど検証を行うステージに進んでいます。これらの取り組みを今後もできる限り詳細に情報発信し、次世代型まちづくり
のモデルケースとして世界に提示していきたいと思っています。
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Ⅱ
活動報告
１．空間計画
２．研究・提案
３．実証実験
４．交流・学習
５．プロモーション
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１．空間計画
1-1. 柏北部中央地区

空間デザイン検討協議

1-2. UDCK 環境フォーラム 2010

: p32

1-3. 柏の葉駅前広場 2020 プロジェクト
1-4. 都市環境デザインスタジオ
1-5. 柏たなか

: p30

: p33

: p34

農あるまちづくり

: p36
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1-1

柏北部中央地区

空間デザイン検討協議

柏の葉国際キャンパスタウン構想フォローアップ
幹 事：柏市北部整備課

空間デザイン部会

▼柏の葉国際キャンパスタウン構想の「目標７：質の

▼「緑園の道」は、柏の葉キャンパス駅南連絡線から

高い都市空間のデザイン」の推進に向け、2010 年度

新設小・中学校までの区間の 12 ｍの区画道路を、街

も空間デザイン部会を設置し、地域に残る緑の保全及

路樹や民地の植栽による緑豊な道路とし、都市活動に

び緑の再整備を織り交ぜ、緑豊なまちとなる都市空間

より賑わいが垣間見られる空間を目指し、継続的に検

づくりについて検討を行っている。地域が一体となっ

討を行っているところである。交通管理者である県警

た良好な景観づくりを行うため、
過年度から継続して、

との協議の結果、道路の仕様については標準設計に近

「緑園の道」
、
「野馬土手の道」
、
「2 号調整池」
「1 号調

いデザインとならざるを得ないため、できるだけ「緑

整池・せせらぎの小径・2 号近隣公園」
、
「戸建て住宅

園の道」のコンセプト

地区の区画道路」などの、公共空間の高質化の実現

を打ち出すよう、歩道

のための検討及び関係者協議を行った。また、UDCK

内に設置する樹木等の

を中心としデザインマネジメントすることにより、よ

植樹計画・歩道内の舗

り細やかな景観誘導を行うことを視野に入れ、そのた

装の色については、緑

めの仕組み作りについても検討を開始した。

園の道らしくなるよう
な仕様を検討した。ま
た、2011 年 度 以 降、
セットバック部分の緑
化等について沿道地権
者と協議を進めること
を確認した。

緑園の道

平面構成案

▼「野馬土手の道」については、昨年度の暫定整備案
や道路幅員変更案も含めて、関係機関調整を実施した。
野馬土手に存在する樹木の保全の可能性について、樹
木の実態調査を行った上で、地元住民に保全に関する
アンケート調査や緑の管理者意向を確認し、状況把握
を行なった。次に、交通管理者と道路管理者、区画整
理施行者等関係機関と調整し、土地評価・換地設計等
の要因から、事業計画で定める道路構成で整備するこ
とが決定した。今後、移植・伐採後の野馬土手の緑の
復元、土留めの自然素材の活用など、従前の景観に配
慮した設計についての検討が求められる。
▼「2 号調整池」については、過年度検討において環
境モデル拠点として位置付けており、その具体化に向
け、周辺散策路の整備等について複数パターンを提示
柏北部中央地区

し、管理部局も含めた協議を開始している。

2010 年度の主な検討対象地
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正連寺地区

野馬土手の道の現状

▼「１号調整池」内のビオトープ化や外周ネット周り

こんぶくろ池周辺戸建住宅地区の
イメージ

の修景、
「２号近隣公園」や「せせらぎの小径」と一

▼ UDCK を中心とする柏の葉エリアのデザインマネ

体的な潤いのある空間整備等については、未確定要素

ジメントの実現に向け、関係部局と検討を開始し、次

が多いことから、本格的な計画設計内容については、

の方向性を提示している。

次年度以降の調整となった。特にせせらぎの小径の水

・UDCK が法人格をとり、市の景観行政上の位置づけ

源確保は、２号近隣公園まわりにある現存する水路の
復元にもつながり、土地区画整理事業との調整や公園

（例えば「景観整備機構」の認定）を得る。
・遵守規定と推奨規定で構成されるエリア全体のデザ
インガイドラインを策定する。

整備スケジュールとの調整など、総合的一体的な整備
が必要であるという課題認識が確認されている。

・遵守規定については、市の許認可の前段おける協議・
助言を UDCK で行う。

▼「こんぶくろ池周辺の戸建て住宅地区」では、区画
道路の高質化とグリーンアクシスの連続性確保に配慮

・UDCK による独自の評価により、優れた取り組みの
公表や顕彰を行う。

したフォルト内緑化や沿道宅地緑化の提案など、民間
事業者と公共が連携して実現化に向けた調整を行って

▼質の高い都市空間の実現のためには、土地区画整理

いる。本年度は、交通管理者や道路管理者（市）との

事業の施行者である千葉県や将来管理者である柏市等

協議をおこない、ボンネルフ的な魅力的な道路空間の

の関係機関及び地元地権者との調整が必要であり、こ

実現に向けた調整を行った。今後、戸建住宅地区の緑

の実現化に向け、今後も継続的に協議を行っていく予

化のモデルとなるよう、地権者の意向をうかがいなが

定である。

ら整備を行う予定である。

2 号調整池の現状
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1-2

UDCK 環境フォーラム 2010

「柏の葉の自然環境とこれからのまちづくりを考える」
主 催：UDCK
開催日：2010 年 11 月 20 日

▼柏の葉地域では、
大規模な都市開発のなかにおいて、

たなまちにおいて一般市民にも「価値観」が共有され

緑地ネットワークの保全等による環境との共生や、質

る「自然」環境の設定のあり方、一般住民をいかに巻

の高い都市空間のデザインを目指し、
検討・協議を行っ

き込むか、子供の視点を意識すること、「水」を見せ

ている。先般、
「かしわ環境ステーション運営協議会」

ることの意味などについて、議論なされた。

による、柏市全域の自然環境調査報告書がまとめられ

▼特に、柏の葉エリアの空間整備について、市民の方々

たことを受け、改めて、自然環境との共生を目指すこ

に情報提供し、開かれた形で検討するフォーラムとし

れからの開発やまちづくりのあり方について、学識経

て、今回が初めての試みだったが、市民の方々の意

験者、開発に関わる行政や民間、そして市民が一緒

識の高さが感じられ、有

になって検討・議論していくためのきっかけとして、

意義なフォーラムとなっ

UDCK が主体となって本会議を企画した。

た。今後ともこのような

▼現地視察（10 時～ 11 時半）

機会を設けながら、柏の

田中中学校裏門に集合、雨予想もあったが晴天に恵ま

葉エリアにおける、より

れた。柏自然ウォッチャーズ、開発関係者、一般市民
参加者など 15 名が参加した。香取神社裏の自然林を

本質に根ざした緑地環境 これからのまちづくりを考える
11 月 20 日
の形成の方向性やその整

見たのち、こんぶくろ池からの水流に沿って、既に水

備・管理のあり方等につ

路付近の伐採や湿地の盛土が進む現場を視察。さらに

いて、関係者による議論

北側の湿地（ヨシ原）を視察したのち解散。着々と事

が深められていくことを

業が進むなかで、変容を余儀なくされる自然環境を実

期待する。

柏の葉の自然環境と
UDCK 環境フォーラム 2010
2010 年
会

場

参加費
報告 ・ 講演

（土） 13:00 - 15:00

柏の葉アーバンデザインセンター UDCK

大規模な都市開発が進む柏の葉では、 緑地環境の保全 ・ 創出

（つくばエクスプレス 「柏の葉キャンパス駅」 東口）

等により、 良質な環境空間形成を図りながら 「次世代環境都市」

無 料 （申込不要）

の実現を目指しています。 その中でも特に、 公園や道路、 調整

柏市自然環境調査及びその補足調査にみる、 北部地域の自然環境の現状

池の整備等に際して、 いかに既存の自然環境の保全 ・ 再生や新

青木保雄氏 （柏自然ウォッチャーズ）

柏の葉キャンパスタウン構想空間デザイン部会における検討状況
鈴木弘樹氏 （千葉大学助教）

パネラー

進

行

柏の葉における自然環境共生型まちづくりのあり方

青木保雄氏
鈴木弘樹氏
横張 真 氏
三牧浩也氏
松清智洋氏

たな緑の創出を図るかが、 重要なテーマとなっています。

その整備 ・ 管理のあり方等について、 学識経験者、 開発に関わ

横張 真 氏 （東京大学大学院教授）
パネルディスカッション

2010 年の UDCK 環境フォーラムでは、 柏の葉における自然環境
の現状報告をもとに、 本地域における緑地環境形成の方向性や、

自然環境とまちの 「共生」 とは

る行政や民間、そして市民が一緒になって、検討・議論を深めます。

（UDCK 副センター長）
（柏市民活動センター）

フォーラム当日の午前中に、北部地区の現地視察を実施します。（荒天中止）
参加希望者は 10 時に市立田中中学校裏門前に集合 （柏市大室 249-9、 田中保育園そば）

主 催 柏の葉アーバンデザインセンター／ UDCK
問合先 TEL. 04-7140-9686 MAIL. info@udck.jp （共に UDCK）

みフォーラムチラシ

感する現地視察となった。
▼フォーラム（13 時～ 15 時 15 分）
市民や学生も含め、午後のフォーラムには 60 名程度
の来場者があり、このエリアの自然環境や事業計画に
対する興味の高さがうかがえた。フォーラムは、下記
の基調報告・基調講演を行い、その後、全員参加での
パネルディスカッションを行った。
①基調報告：柏市自然環境調査及びフォローアップ調
査に見る、柏市北部地域の自然環境の現状（柏自然
ウォッチャーズ

青木保雄氏）

②基調報告：柏の葉国際キャンパスタウン構想空間デ
ザイン部会における検討状況（株式会社都市環境研究
所

作山康氏）

③基調講演：自然環境とまちの「共生」とは（東京大
学大学院

横張真教授）

フォーラムでは、見せかけではなく「感じる」ランド
スケープを「今」に立脚した形で創り出す必要性、新

写真上：現地視察の様子
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写真下：フォーラムの様子

1-3

柏の葉駅前広場 2020 プロジェクト
主
期

体：東京大学大学院 空間計画研究室 ＆ UDCK
間：2010 年 6 月～

▼プロジェクトの始まりは、2010 年 6 月東京大学空
間計画研究室と UDCK で行った『柏の葉研究会』が
きっかけである。これは、東京大学、千葉大学そし
て UDCK など地域資源が恵まれた地域にも関わらず、
典型的な新都市の駅前広場の様子となっていることに
対する危機意識を基に、多数の構成団体が議論や連携
ができるという UDCK の可能性を生かし、UDCK の
一つの目的である柏の葉地域の空間デザインを学生同
士で考えようという動きの一つである。
▼まちに住んでいる方々の意見・要望を反映するため、
以下の UDCK のイベント等に合わせて、3 回にわけ
てアンケート調査を実施した。
1 次：10.30( 土 ), サイエンスカフェ , 参加者 (22 名 )
2 次：11.06( 土 ), マルシェ , 参加者 (28 名 )
3 次：11.20( 土 ), 環境フォーラム , 参加者 (20 名 )
▼調査の結果、歩行者空間や駐輪場、高架下施設に対
する問題意識、あるいは、待ち合わせ場所や各種サー
ビス施設に対する要求があげられた。いずれも、柏の
葉らしさを創造していくという意見は共通して挙げら
れた。それをまとめ、タウンミーティングや UDCK
空間デザイン部会において、提案の機会を持った。

研究会による提案（駅前広場・TX 高架下施設など）

タウンミーティング：11.21( 日 )
空間デザイン部会

：12.21( 火 )

▼提案は大きく三つに分けられる。
①ロータリーの一部を暫定的に歩行者空間化する提
案（パータンを検討し長短を比較）
②高架下に地域イメージにふさわしい機能や空間（図

街頭でのアンケート調査（2011.11.6）

書館など）を整備する提案
③駅周辺における人溜まり空間の提案。
▼今後、このプロジェクトが提案で終わらず、実践す
るために一時的に歩行者天国にするなど、社会実験を
検討しているところで色んな UDCK の協力団体との
議論が現在進んでいる段階である。学生としてこれか
らも住民と協力団体の間で地域に馴染んだ意見をお互
いに繋げる橋のような役割をしていきたい。

K サロンでの発表とワークショップ（2011.3.4）
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1-4

都市環境デザインスタジオ
東京大学大学院 環境統合教育プログラム IEDP
期 間：2010 年 10 月 13 日～ 2011 年 1 月 29 日

▼都市環境デザインスタジオは、2006 年度から始

▼ 2011 年度のスタジオテーマは「都市環境の再構築：

まった東京大学大学院のデザイン教育プログラム「環

地域とともに考える街のリノベーション」とし、性格

境統合教育プログラム IEDP」の一つである。IEDP

の異なる 2 つのエリアを対象に提案を求めた。

は新領域創成科学研究科環境学系を中心に 6 つのス

①柏の葉キャンパス駅周辺…2005 年の TX 開通以降、

タジオが開かれており、フィールドから多様な課題に

急速に都市開発が進むなか、既に多くの住民が住み

対する「統合的総合的な思考とデザイン」の力を高め

始めている。街が使われ始めることで当初計画では

るプログラムである。

見えなかった課題も明らかになりつつある。

▼都市環境デザインスタジオでは、開講以来、柏の葉

②柏ビレジ…1970 年代末に整備された約 1600 戸の

エリアをフィールドとし、空間の構築や再生をベース

戸建住宅地で、ゆったりとした街路や良好な周辺環

にしながら、社会的なシステムや制度から、自治体や

境をもつが、高齢化が進行しつつあり、今後の住環

市民組織による運営までも含めた幅広い領域での提案

境や地域コミュニティの維持が課題となっている。

を求めてきた。毎年、その時期の UDCK における主

▼スタジオでは、受講する学生は対象地のうち 1 つ

要な検討テーマとリンクした課題が設定され、スタジ

を選択し、街のリノベーションコンセプトと具体的な

オ自体が UDCK を拠点に、関係主体の参加・協力の

空間デザインや社会的仕組み等の提案を行った。計画

もとで実践的に行われているのが特徴である。また、

対象地の地域住民やまちのクラブ活動事務局へのヒア

東京大学に加え、東京理科大学、千葉大学、筑波大学

リングを行い、提案にフィードバックさせながら、グ

という TX 沿線の大学院生と教員が参加する共同演習

ループワークを通じて最終的に次の 4 提案がまとめ

プログラムとなっている。

られた。

中間講評会
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レジは近接する住宅が多く存在し、住宅間をつなぎ、コレクティブハウスやコミュニティーダ

密度の低密化により交通量が減るために、利用しなくなる道路が

グなどとしての利用が可能となる。コレクティブハウスであれば、１F をセミパブリックな場

共同利用することにより、自動車の利用する道を減らし、歩行者専

もともと住宅機能として個室の多い２F をプライベートな場所として利用することが可能とな

路とした道はブロックを埋め込み、緑化させる。

ュニティーダイニングとして利用する場合には１F をキッチンや食事場など公共性の高い機能

内の上下移動が困難な高齢者が利用するデイサービスなどの機能を入れる。２F 部分はそれぞ

代が利用できるスペースを設置し、親は近くにいながら子供から目を離して会話を楽しむこと

る。

柏ビレジは近接する住宅が多く存在し、住宅間をつなぎ、コレクティブハウスやコミュニティーダ

密度の低密化により交通量が減るために、利用しなくなる道路が増える。パーキングを複数の人々で

イニングなどとしての利用が可能となる。コレクティブハウスであれば、１F をセミパブリックな場

共同利用することにより、自動車の利用する道を減らし、歩行者専用道として利用する。歩行者専用道
路とした道はブロックを埋め込み、緑化させる。

シカクカシマス

所としもともと住宅機能として個室の多い２F をプライベートな場所として利用することが可能とな

【提案：柏の葉キャンパス駅周辺】

る。コュニティーダイニングとして利用する場合には１F をキッチンや食事場など公共性の高い機能
や建物内の上下移動が困難な高齢者が利用するデイサービスなどの機能を入れる。２F 部分はそれぞ

①「シカクカシマス」…駅前空間での活動を誘発させ

れの世代が利用できるスペースを設置し、親は近くにいながら子供から目を離して会話を楽しむこと

るアーバンファニチュアとその管理・運営方法

ができる。

②「Mobile City」…自転車を軸に、乗り物を通じて
コミュニケーションを育むための交通ネットワークや
空間デザイン

して、 柏ビレジの特徴的な場所のポテンシャルを活かしながら建築協定や建物の用途やかたち、 住民の構成を少しずつ変えて行くことで、 柏

【提案：柏ビレジ】
ジ全体が変化し、 多様な人々が住まう、
持続可能なまちに再活性化することができると考える。

様な空間を用意し、 多様な世代の人々が柏ビレジに住まうことで、
新たな活動やサービス、 コミュニケーションが生まれ、 柏ビレジの活性化に
③「Low Density City」…人口減少や空き家・空き

ンセプト
“Mobile City”
がり、
様々な人が生涯住まうことの出来るまちになる。
また、 新たな交通システムによって柏ビレジ内の多様な空間 ・ 活動が、 更に周辺地域

地の増加に応じて、低密度で良好な住環境を形成する

①
繋がっていくと考える。

Mobile City

b. 広域のサイクルネットワーク

ための空間利用やコミュニティビジネス
持っていると言えます。その中から、今回
現代の世の中で、私達は様々な移動手段を

「セグウェイ」
「レンタル自転車」
「自動三輪
④「Revitalization」…コミュニティの基盤となる人

辺地域とつながるエリア

は“Mobile City”を形成するために
「自転車」

問題点、 現状

車・四輪車」を選択しました。身近に利用し、

歩行速度に出来るだけ近いものを選び出し
口を維持させるための、空間整備や交通システムの再
・ 地形の起伏が激しい
ました。

・ 周辺地域と隣接している
編等の再活性化策
・ 小学校に近い

▼地域にも開かれた報告会（兼）意見交換会では、各
人々も様々です。

②

提案、 影響
年齢層・性別・利用方法など、人々をいろ

いろなグループに分け、それぞれに適切な
提案に対して住民の方からも積極的な意見・感想があ
・ 周辺地域と緩やかにつなぐ

連続してできた空き地を家具的な要素でつなぎ、新たなコ
外出と外部での滞在機会を増やすことを促す。

移動手段を当てはめます。

・ 周辺地域住民と、 子どもたちなど様々な年代の住民がつながる
げられた。次年度以降も、行政・企業・地域住民と議
・ コミュニティー農場

論しながら新たなまちづくりのアイデアを創出するプ

③

それぞれの移動手段ごとにネットワークが
ログラムとして、一層有意義な展開を図っていく。
形成されます。それぞれのコミュニティが、

Low Density City

この狭いエリアで重なり合うことで触れ合

食事やサービス

サービス
築協定の変更
運営資金

Mobility City
乗 り 物 で つ な ぐ 街

いや相互作用により新しいコミュニティが

eas

化的交流のエリア

連続してできた空き地を家具的な要素でつなぎ、新たなコモンスペースを創出する。人々の
外出と外部での滞在機会を増やすことを促す。

できると考えました。

問題意識
柏の葉駅を中心として、半径 2km 圏内を広域エリアと設定します。ここではまず、各所にレンタサイクルのステーションが

提案

◦柏の葉キャンパス駅前の駐輪スペースの不足
配備されステーション間をレンタサイクルで移動することが出来ます。また、柏の葉公園、東京大学のキャンパスにはセグ

◦駅前のサイクルコミュニティ
自転車、セグウェイなどのさまざまな乗り物が選べる
イクルコミュニティを駅前に敷設。

将来的な人口の増加を考えると、柏の葉キャンパス駅前の自
転車は現在以上に増える可能性があり、駐輪スペースの不足
ウェイや子供用自転車が置かれ、その場所でも駅前でも同じように、さまざまな乗り物に乗り換えて楽しむことが出来ます。
が予想される。

食材の提供
将来的には現在の駅前のコミュニティ以外にも、いくつかのコミュニティが生

問題点、
現状
食材の提供

ワークで結び、ネットワークを形成します。

子供

運営資金

ダイニング運営者

□レンタルサイクルシステム運営方法
・ 廃止される汚水処理施設

目標の設定

◦広域のネットワーク
レンタサイクルにより、より広域エリアへの移動が可
で あったり、郊外の公園やキャンパスでのセグウェ

□駅前のステーション値段設定

◦的確な駐輪スペースの計画を行う。
10年後に駅前に置かれる予想される6000台の自転車をうま

地元農家

く収容します。
駅からの距離
レジには、 建築協定というものが存在し、 用途や建物の高さ、
建ぺい率など様々な面で制約をかけており、
店舗をつくったり、 共
・ 文化的な施設や、
趣味を表現する場がない
資金
運営資金 容積率、
民間会社が事業を運営

運営方法

案の設定

◦マザーステーション
様々なプログラムを付随し、コミュニティの中心とな
マザーステーションを設置。

◦コミュニティスペースの不足
駅前にコミュニケーションを図る場所が不足している。

・ 近隣センターがある

まれることを想定しています。そして、そのコミュニティ同士を自転車ネット

（所要時間）

などの乗り物貸し出しも計画します。
こうして、 柏ビレジの特徴的な場所のポテンシャ
利用料金（月）

ダイニング運営者
地元農家
駐輪場A 3000台
50m（1分）
年代や状況ごとのコミュニティを考え、それぞれのネットワーク
ビレジ全体が変化し、
多様な人々が住まう、 持続
宅を建てたりすることは難しい状態だ。
しかし、 これでは様々な世代、
将来像
Master Plan様々な住まい方に対応することができない。 よって、 エリアの核となる
1570円
2階
地域を通じてのコミュニケーション
を形作ります。

コ ン セ プ ト ・ コミュニティーライブラリー
提案、 影響
を中心に建築協定を変更し、
エリアの特徴に合った街並を形成できるようにする。
利用人数
右 図 の よ う に、駅 前 の 空 間 に は い く つ も の
「多様性」 を生み出す事で再活性化を促します。

元農家の食材を利用し、柏ビレジの周辺を含めた地産地消を行う。ダイニングで提供されるサービスは地元
小 さ な ス テ ー 地域を通じてのコミュニケーション
シ ョ ン を 配 備 し ま す。
現在は、 部屋数の多い家族向けの戸建て住宅しかな

空き家

ステーション：17ヶ所

設置：170台

人口減少

ま ず、10 年 後 予 想 さ れ る 自 転 車 6000 台 分 の
を作ることが困難になった高齢者に対しても、サービスが提供できる。また、共働き家庭に対し、子供を一
ず、 人口減少と高齢化の一途を辿っています。

しかし、 多様な住居タイプ、 自然環境を取り込んだ様々

高齢化

②市内15カ所の自転車ステーションの端
末にカードをかざす

なビルディングタイプを用意することで、 人口減少を食い

を利用し、柏ビレジの周辺を含めた地産地消を行う。ダイニングで提供されるサービスは地元
止め、 先ほど挙がっていた空き家、 コミュニティの崩壊、
利用料金

「セ グ ウ ェ イ」
「自 動 三 輪 車・四 輪 車」

バスの便数の減少、 商業施設の撤退などを防ぐことが

そして、 学生から高齢者まで様々な世代が入り交じる

も配備します。これによって、様々な乗り物の

ことで、 これらの問題を防ぐだけでなく、 発展へとつなげ、

せることも可能である。最終的にはダイニングを媒体として、地域を通じたコミュニケーショ
往来が交差する駅前のサイクルコミュニティが
問題点、持続可能なまちにすることができると考えます。
現状 ・ ショッピングセンターの衰退

形成されます。

いないのが現状である。
駐輪場C

・ 柏ビレジの中心的な位置

1000台

200m（3分）

つながり、 様々な人が生涯住まうことの出来るま
◦自転車をはじめとした様々な乗り物を使いこなす生活

1260円
そこで、 その既存の施設や環境などをもとに、
それを核にほぼ全ての住民が歩い
2階 コンセプト 柏ビレジ内に異なる特徴を持つ２つの軸と４つの拠点を創出する。

駅近くまでは自転車でやって来て、そこからセグウェイに乗

て散歩するなど、様々な乗り物を活用する新機軸の生活が
950円
とも繋がっていくと考える。
まれます。

てバス停にアクセスできるよう既存のバス停を含めた
11 のバス停を設置し、 それぞれのエリアをつないでいく。
3階 『サイクルコミュニティの形成』

Revitalization

・定期パス（月々700円）
集合住宅
・7日パス（1000円）商店付き住宅
学生
交通改善
世代間交流
・毎回30分まで無料/31分〜60分までが200円
シェアハウス
/以降30分ごとに500円。
（最大利用時間 は24時間。超過した場合、
保証料として2万5千円）

出来ます。
「子 供 用 自 転 車」の そ れ ぞ れ の ス テ ー シ ョ ン
困難になった高齢者に対しても、サービスが提供できる。また、共働き家庭に対し、子供を一
いのあるペデストリアンの商業地域

1260円
◦魅力的な駅前の空間
3階
◦新しいコミュニケーションを生み出す
駐輪場を上手く配置し、自転車を排除。また、新しい乗り物
２つの軸と４つの拠点
駐輪場B 1000台
50m（1分）
今行われている以上のコミュニケーションを作り上げます。
配備したことで、歩行者が中心の新しい心地 よい駅前空間
1570円
柏ビレジには、 1560
戸の集まる地区として、 水辺公園や近隣公園、
ショッピングセンターなど様々な施設、 空間が既に用意されている。 しかしな
2階
実現します。
Mother
1260円
がら、 廃止が決定となっている汚水処理施設や、
児童数が減少して空き教室が生じている小学校などの施設もあり、 それらは上手く有効活用されて
3階

多様な空間を用意し、 多様な世代の人々が柏

登録者見込み：600人

空室
使用方法 ①マザーステーションの発券センターで
・ 学生が勉強したり、 展示会を行ったりする施設
く、 豊かな環境と周囲に大学が多く立地を上手く活かせ
ICカードを発行�

駐 輪 場 の う ち、5400 台 分 を 配 置 し ま し た。
・ パブリックスペースの充実
な機能を持たせることも可能である。最終的にはダイニングを媒体として、地域を通じたコミュニケーショ
アの改善ポイント
そ し て、各 位 置 に 使 い や す さ を 考 慮 し て、

ュニティ形成居住エリア

◦コミュニケーションを図れる場を確立する

自転車の利用料・広告料金を収入とする

台数

駅前のサイクルコミュニティ

駐輪場α 600台
300m（4分）
2階 自転車を軸とした様々な乗り物でサイクルコミュニティを
950円
形成します。
800円
3階
駐輪場β 6000台
2階
3階
駐輪場γ 200台

300m（4分）

柏の葉の様々な層の人々が、乗り物による新しい生活をす

ことで他の層の人々との新しい出会いが生まれます。
周辺地域とつながるエリア

950円
800円
600m（8分）

720円
⑤

駅からの距離によって利用料金を差別化する

マスタープラン

◦乗り物を介してコミュニケーションが生まれる

・ 小さな店を出したいという意向
個別化 ・ 多様化
③
均質な住宅地に、

提案、 影響
問題点、 現状

⑥

②

既存施設 ・ 環境を元に

・ 歩行者専用道路の設定
変化のある空間を
与えていく。
・・住宅が密集し、
公園等がない
商業地区として店舗を集積させる
・・柏ビレジの端に位置する
パブリックスペース、 セミパブリックスペースの充実

①

⑦

④

・ コミュニティが形成されにくい
柏ビレジ内のつながり

⑧

ビレジ内全ての人が
提案、 影響
徒歩でバス停に
アクセス出来るよう
・ 多様な世代、 世帯構成に対応可能な集合住宅、
共同住宅
バス停を増設する。

・ プライベートスペースの充実

報告会・意見交換会

４グループの提案

核とする既存空間

・ コミュニティ形成に寄与
他地域とのつながり
新たな交通システム

、広場と一体となった活気あるコミュニティエリア
問題点、 現状

によって、
ビレジ内だけでなく、
周囲の様々な地域と

・ 水辺公園から近い
つながりをもらたす。
・ 商業地域にも近い
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①メインストリート

②ショッピングセンター

文化的交流のエリア
③高低差のある地区

④花野井小学校

1-5
柏たなか

農あるまちづくり

柏の葉国際キャンパスタウン構想フォローアップ
主 体：農あるまちづくり実行委員会
http://kashiwatanaka.net/

田園都市部会

▼田園都市部会では、柏の葉国際キャンパスタウン構

田中地域ふるさと協議会、㈱新都市ライフ、UR 都市

想における目標１『環境と共生する田園都市づくり』

機構、環境コンビニステーションによる「農あるまち

と目標５『キャンパスリンクによる柏の葉スタイルの

づくり実行委員会」を立ち上げ、①農業体験農園の開

創出』の実現に向けて、
様々な取り組みを行っている。

設・実施、②環境コンビニステーションの設置・運営、

つくばエクスプレス沿線開発に伴い、都市化が進むな

③農ある景観形成の推進を行った。2010 年度は、３

かで、都市的魅力と自然的魅力の両面が享受できるこ

つの具体的なプロジェクトに加え、地域住民の交流を

の柏北部地域において、都市と農との共存を図り、緑

テーマに “ 農 ” に関連した市民講座、朝市を実施した。

の創出・保全、都市型農業の推進、農と食を育む空間

▼柏たなか駅周辺で推進している「農あるまちづくり」

形成、地産地消の取り組みを実践しているところであ

の取り組みの一つとして、都市型農地の活用ができる

る。

農業体験農園を 2010 年３月からスタートさせてい

▼つくばエクスプレス「柏たなか駅」周辺地域では、

る。農業体験農園を開設するにあたり、地区周辺居住

多くの農地や伝統的な農家住宅の集落等の風景・環境

者及び地区内農家を対象に農園入園者意向や開設意向

を活かし、
「健康と安らぎのまち・柏たなか～ “ 農 ”

の把握を行うためのアンケートを実施するとともに、

との交流で創る、
健康で安らぎのある暮らし～」
をテー

先進事例の視察（練馬区、松戸市、上尾市）、指導者

マに掲げ、公民学連携による「農あるまちづくり」を

育成講座を実施。また、地元農家地権者５名により、

推進している。2009 年度には千葉大学、東京大学、

農業体験農園の実施主体となる「柏たなか駅周辺農園

柏市、柏市都市振興公社、JA いちかわ田中経済セン

主会」を発足し、実行委員会との相互協力により農

ター、首都圏新都市鉄道㈱、㈱ USP 都市空間研究所、

園の実施・運営している。農業体験農園は、2010 年

農業体験農園
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３月に２園３箇所でスタートし、42 区画（１区画約

の方々が来館され、農あるまちづくりの活動拠点とし

30㎡）で営農。入園者は、地区内外から来園し、20

て認知されつつある。実行委員会では、柏たなか駅周

歳代から 70 歳代の幅広い年代層の方々が参加してい

辺のエントランス機能として、地域住民・来訪者の方々

る。開設後、農園主・入園者による交流会も盛んに実

が気軽に立ち寄ることができる施設を目指している。

施されており、体験農園を通じたコミュニティ形成も

▼市民講座では、地元野菜を使った IH クッキング講

図られているところである。

座、種から作る蕎麦打ち体験講座、子供向け農業体験

▼実行委員会が入園者の方々に対してアンケートを実

企画の親子ハロウィンパーティ、地元農家の方を講

施したところ、“ 農作物を作る楽しみ ” や “ 新鮮で安

師に招いた縄ない講座（正月飾り）等を実施。いずれ

心安全な農作物 ” を期待されて入園された方が最も多

の講座も環境コンビニステーションにて実施したもの

く、また、“ 農産物に対する関心が増した ”“ 食卓に野

で、地域住民の交流の場として施設利用がされてい

菜が出る頻度が増した ” などの意見も多数あり、農業

る。地元農家と連携した産直野菜の販売体制の確立に

体験農園を知人・友人に勧めたいといった意見の方々

向けた試みとして実施した農直市場「たなかなか」
（朝

も多く、実際に８割強の方々が体験農園を継続される

市）では、計２回、延べ約 500 名の方々が来場された。

結果となっている。今後、農園拡張の可能性を探ると

次年度もこれら市民参加型の取組・講座を継続・発展

ともに、一人でも多くの農家・入園者の方々による参

させていく予定である。

加に努めていきたい。

▼今後も柏たなか駅周辺の地元資源・景観を活かし、

▼情報発信拠点としての環境コンビニステーション

地域の発展に寄与する「農あるまちづくり」を推進・

は、2010 年４月の開設以来、11 ヶ月で約 1,800 名

支援していきたい。

写真上：環境コンビニステーション

37

写真下：農直市場「たなかなか」

石名坂賢一

柏市

清水雅晴

企画部企画調整課

柏市 企画部企画調整課（～ 2011.3）

何もない土地に道が引かれ、建物が建ち、水と緑が人々

UDCK を中心とした公民学連携による柏の葉地域のまち

ある。きっとそのようなまちが目の前にできつつあり、

検討の現場に参加させていただきました。関係団体であ

を誘うまち・・そこには、人にも地球にも優しい環境が

づくりに２年間携わり、様々な活動や社会実験のほか、

私はそのまちが出来上がる中にいる。

る大学、民間企業、地域住民等との関わりの中で、皆さ

私の仕事は大きなまちづくりというパズルの小さなピー

んのパワーとスピード感を目の当たりにし、とても大き

スに過ぎない。もしかしたら、ピースになりえないほど

な刺激を受けました。「まちづくりは行政だけではできな

小さな形なのかもしれない。

い」とよく言われますが、その言葉の意味を改めて実感

ただ、小さな光もたくさん集めると輝きを増すように、

したとともに、柏の葉に UDCK があることの重要性を強

小さなプロジェクトを一つ一つ積み重ねていくことが、

く認識しました。柏の葉はこれからももっともっと発展

明日につながる。

し、柏市のまちづくりの将来を担う地域になっていくと

だから、私は、人にも地球にも優しいまちができあがる

思います。今後は少し距離を置いたところから眺める立

という夢に向かって、多くの仲間たちと共にこの事業を

場になってしまいますが、UDCK と柏の葉地域のますま

進めて行きたい。

中田聖志

すの発展を楽しみにしています。

後藤良子

三井不動産株式会社

株式会社 ＵＧ都市建築（～ 2011.3）

2010 年度は、ＩＴＳ協議会設立を皮切りに、ＩＣＴ利

これまでに UDCK に関わった方の人数は、もはや数える

活用事業、公衆電源、ユビキタスパークなど、街を舞台

ことが出来ないくらいの数になっていると思います。こ

にした実証実験が数多く開催され、さらにＵＤＣＫ自体

れは UDCK の貴重な財産であり、また同時に今後の活動

も大規模木造の実証棟として生まれ変わる等、柏の葉が

への可能性の広がりでもあると思います。この経験値と

イノベーションフィールド都市として大きく飛躍した年

ネットワークを十分に活かしながら、今後は組織として

と思います。駅前街区では、産学連携拠点の東大フュー

の持続可能な運営方法を模索し、さらには UDCK という

チャーセンター構想の具体化も進み、今後、この街から

組織を通じた柏の葉キャンパスの街自体に安定した持続

社会課題の解決モデルを発信できるよう活動を加速させ

可能性を見いだして、「ＵＤＣ」モデルの体系的構築と発

たいと思います。

信へと繋げていけるよう、成長し続けることを願ってい
ます。UDCK の新たな挑戦に向け、一助となれれば幸い
です。

石井慶範

小平龍太

首都圏新都市鉄道株式会社

柏商工会議所

2010 年度も終わろうとしているが、TX は、地震によ

2010 年度から UDCK の担当をさせて頂きました。

る軌道への被害や計画停電の影響により、多くのお客様

１年間運営スタッフとして携わらせて頂いて、大学や企

にご迷惑をお掛けしている。改めて「安全・安定・安心

業、行政をはじめ多くの団体や住民が一体となって、イ

輸送」が鉄道の生命線であり、一番のお客様サービスで

ベント、学習、交流、実証実験などの様々な活動が展開

あることを痛感している。

されている事を強く実感しました。

沿線地域の方々に対しては、ご不便をお掛けしているこ

柏の葉キャンパスシティはこの先もさらに多様な都市機

の時期だからこそ一層きめ細かなサービスを心掛けたい

能を持った施設や、研究開発の環境が整い、マンション

し、大変な時期だからこそ沿線地域との連帯感を高める

の住民もさらに増え、今後もより発展してゆく地域だと

ような取組みをしていきたい。今年度は UDCK のメン

思います。その発展に微力ながら協力し、頑張っていけ

バーからの頼まれ事が多かったように思うが、2011 年

ればと思っています。

度は逆に UDCK のネットワークとノウハウを活用して

今後も柏の葉が UDCK を中心としながら、公民学の様々

いきたい。

な組織と地域住民と共に、更なる発展を遂げる事を期待
しております。
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2-3. モバイル空間統計研究
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2-1

アーバンデザインセンター研究

東京大学グローバル COE プログラム 都市空間の持続再生学の展開都市空間文化再生（S3）部会
主

体：東京大学を中心とする研究会

▼本研究は、
本年度で３年目である。
「まちづくり」や、
「エリアマネジメント」が注目されている中、各地で、
アーバンデザインセンターなどと呼ばれる地域に密着
し、都市・建築情報を集約・発信する組織や拠点が、
台頭している。近年の都市問題の複合化により、公共
サービスの効率化及びその複合化が求められる中で、
行政と市民、専門家の窓口及び接合部などの役割を持
つ地域解決・創造型の拠点、センターの役割は多岐に
渡る。今年度は、欧州のセンターの視察及び分析を主
に行い、同時に出版の企画を進めている。
▼研究会のメンバーは、前田英寿（芝浦工業大学教
授）
、遠藤新（工学院大学准教授）
、阿部大輔（東京大
学特任助教）
、作山康（株式会社都市環境研究所）、三
牧浩也（UDCK）
、丹羽由佳理（早稲田大学）
、田中暁
子（東京市政調査会）
、田中大朗（田村地域デザイン
センター）
、高松誠司（スペースシンタックス・ジャ
パン株式会社）
、江口久美（東京大学）
、楊惠亘（東京
大学、関谷進吾（東京大学）の 12 名である。
▼ 2010 年度は、前田、阿部、関谷の 3 名で、欧州
の各主要都市のセンターの視察を行った。訪問した都
市は、バルセロナ、ビルバオ、パリ、ロンドン、アム
ステルダム、ロッテルダム、ミラノ、ボローニャ、ト
リノである。センターは合計１３カ所視察した。
▼「場」の形成によるアーバンデザインによる意義や
可能性、実践例について、研究の成果を広く発信して
いくために、現在、出版に向けた論考、議論を深めて
いるところである。同時にアーバンデザインセンター
のネットワークを、国内外に展開し、交流を深め、情
報を共有し、更に展開を深化させていく予定である。
来年度も、柏の葉アーバンデザインセンター、田村地
域デザインセンター、
郡山アーバンデザインセンター、
横浜アーバンデザインセンターを基軸に、実証実験を
展開、アーバンデザインを実践する場としての可能性
を追求していく。
欧州視察
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2-2

未来の住まいフォーラム
主 催：「先進技術の社会影響評価手法の開発と社会への定着」（I2TA）プロジェクト、UDCK
開催日：2010 年 7 月 17 日、2011 年 2 月 27 日

▼東京大学公共政策大学院が中心となって進めてい
る I2TA プロジェクトでは、科学技術の発展が社会に
与える影響を広く洗い出して吟味し、その成果を市民
や行政に伝えるテクノロジーアセスメントを実施して
いる。2009 年 11 月には将来住宅におけるナノテク
ノロジーを考えるワークショップを開催したが、よ
り具体的に、未来の住まいのあり方や先進技術として

第 1 回フォーラムの様子

のナノテクの可能性を探るため、柏市をフィールドに
住民や関係者を交えた議論することとなり、7 月と 2

が紹介された。ワークショップでは、センサー付きタ

月の２度にわたってワークショップを行った。UDCK

イルやダンパー、調湿材などのナノテクに期待が寄せ

は企画の打診を受け、地域関係者との調整や当日の運

られたほか、感温性ゲルによる打ち水効果や、太陽電

営について協力した。

池をつけることによる晴れの日のワクワク感、セン

▼７月のフォーラムでは、50 名を越える方々に参加

サーにおける匿名性やプライバシーへの配慮など意外

頂いた。第１部では「2030 年の住まいを探る！〜新

な着眼点から技術の利点や懸念が多く議論された。

築・持家をこえて〜」と題し、高齢者、子育て世代、

▼ 7 月のフォーラムの結果を受け、2011 年 2 月 27

留学生を想定した未来の 3 つの住まい像を提示し、

日に、技術導入に係るより具体的な議論を行うために、

建築家や企業、研究者の講演や討論を通じて、実際に

まちづくりワークショップを行った。テーマは「安心」

柏市で展開する可能性や課題について考えた。

であり、安全や健康、環境によって支えられる安心を

▼第 2 部では「新しい住宅技術を評価しよう！〜ナ

どのように誰と分かち合うのか、安心において技術の

ノテクノロジーの利用」と題し、住宅にかかわるナノ

果たせる役割とは何か、専門家や住民を交えて住環境

テクを紹介し、生活に与える様々な影響を参加型の

や都市環境にまで視野を広げた議論を展開した。市民

ワークショップによって検討した。これに先立ち、話

意識に根差した様々なニーズが示され、企業側・専門

題提供として、行政の視点から柏市の建築物評価制度

家にとっても新たな発見があった。今後、研究技術開

（CASBEE 柏）の紹介と、戸建住宅事業に携わる民間

発や実装における市民協議型プログラムとしての展開
を模索したい。

企業の視点から柏の葉地区における環境への取り組み

未来の
住まい

フ
ォーラ
ム

柏
in

Ｉ２ＴＡプロジェクト・ナノグリーンチーム
ＵＤＣＫまちづくりスクール 2010 後期コース「住宅の未来をかんがえる」 タイアップ企画
先進技術を活用した未来社会の住まい像を考えるワークショップ
住まいに係わる多様な先進技術は、少子高齢化や価値観の多様化に対応し
た新たな住まい方を可能にする一方で、技術導入に際してはプラス面だけで
はなく、マイナス面の影響についても広く考慮する必要があります。
「未来の住まいフォーラム in 柏」では、柏における未来の住まい像はどのよ
うなものか、そして、それを実現する先進技術が生活に与える影響はどのよ
うなものか、市民の皆様や多分野にわたるゲストとともに考えます。農的な
暮らし、オール電化、シェア住居など、新たな価値観とそれに対応した技術
導入などへのヒントなども紹介されます。

第1部

2030年の住まいを探る！

安心を分かち合える住まいとは？

新築・持家を超えて

― テクノロジーアセスメントからのアプローチ

柏市で展開する可能性や課題について市民の皆様やゲストとともに考えます。
第2 部

14:00～17:00

新しい住宅技術を評価しよう！

ナノテクノロジーの利用

2011 年

住宅に係わるナノテクノロジーを紹介し、生活に与える様々な影響を参加型

2/27

のワークショップによって考えます。また、検討の切り口として、柏市の建築
物評価制度（CASBEE 柏）を紹介します。

ワークショップのご案内

（日）

13:30 - 16:30

柏の住まいを考え、新たな住まい方のビジョンをふくらませてみませんか？
当フォーラムは、東京大学公共政策大学院による「先進技術の社会影響評価

2010年

7/17土

10:30～13:00

高齢者、子育て世代、留学生を想定した未来の住まい像を提案し、実際に

手法の開発と社会への定着」研究開発プロジェクト（I2TA）と、柏の葉アーバ
ンデザインセンター（UDCK）の共催です。

10：30～17:00

柏の葉アーバンデザインセンター（UDCK）
第 1 部 10：30～13：00
第 2 部 14：00～17:00

I2TA

場所 :

I2TA プロジェクトとは、先進技術の社会影響評価（テクノロジーアセスメント）手法の開

対応案を提示してきました。
UDCK

UDCK は柏市・柏の葉地域における公民学連携によるまちづくり拠点であり、柏の葉国

参加 : 無料

第1部もしくは第２部だけのご参加も歓迎です。
■参加に関するお問い合わせ先（一般問い合わせ窓口）
未来の住まいフォーラムin 柏事務局（BeGood Cafe）TEL：03-3411-8879

無料：申込不要（定員：100名程度）

柏の葉アーバンデザインセンター（UDCK）

その他様々な要素によって実現されるものでしょう。
そこで、本ワークショップでは「安心」を支える様々な要素について想像し、その実現のため
には何が必要かを広く考えたいと思います。その中で、“ナノテクノロジー” などの様々な先進
技術は住まい手の安心に寄与しうるか、といった観点にも焦点を当てていきます。
柏におけるこれからのまちづくりや住まいづくりはどうあるべきかを、柏市民の皆さまや地域
の建築関係者の皆さまとともに考えながら、“テクノロジーアセスメント（TA）＊” というものに
触れ、理解を深めていただく機会になれば幸いです。
＊本ワークショップは、2010 年 7 月に開催した「未来の住まいフォーラム in 柏」のフォローアップおよび UDCK まち
＊テクノロジーアセスメント（TA）とは、技術のもたらす正や負の副次的影響を総合的・包括的に予見・分析することで、
社会的な課題設定や政策的な意思決定の方向性を広く提示する理念や活動です。

13:00-

受付開始
開会挨拶（吉澤剛・東京大学特任講師）

■ UDCKに関するお問い合わせ先

13:30-13:35

柏の葉アーバンデザインセンター TEL：090-3510-5586 / 04-7140-9686 担当：小林

13:35-13:50

「柏における安心とコミュニティ」（山下洋輔・柏まちなかカレッジ学長）

13:50-14:05

「安心の技術」（鈴木達治郎・東京大学客員教授）

交通案内：柏の葉キャンパス駅前徒歩1分

つくばエクスプレスで秋葉原駅から約30分

住宅そのもののほか、街並みや地域コミュニティといったまちづくり、情報などの技術的な支援、

Program

担当：高橋

■ I2TAに関するお問い合わせ先
I2TAグループ事務局（東京大学公共政策大学院）TEL：03-5841-0217 担当：古屋

会場

が最終的に目指すものの一つとして、「安心」（心の安らぎ）があげられます。この「安心」は、

づくりスクール 2010 後期コース「住宅の未来をかんがえる」
（2011 年 2 月）の締めくくりとして、開催するものです。

際キャンパスタウン構想に基づき、国際学術研究都市・次世代環境都市づくりを推進しています。

参加費

UDCK

つくばエクスプレス
「柏の葉キャンパス駅」
東口徒歩 1 分

発と社会への定着を目的とする活動です。これまで様々な先進技術の社会的影響を分析し、その

「住まい」を考えるとき、「デザイン」「環境」「安全」など、様々な視点がありますが、これら

主

催 ： 東京大学公共政策大学院
「先進技術の社会影響評価手法の開発と社会への定着プロジェクト」

後

援 ： 千葉県柏市、三井不動産レジデンシャル株式会社

14:05-14:35

柏の葉アーバンデザインセンター（UDCK）

14:35-14:45

企画・制作：NPO 法人ビーグッドカフェ

主催：

第 1 回フォーラム（2010.7.17）
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全体 WS「あなたにとって安心とは？」
休憩

14:45-14:55

「柏における３つの住まい像」（山口健介・東京大学特任研究員）

14:55-15:10

「ナノテクノロジーが変える未来社会」（浜野高宏・NHK エンタープライズ）

15:10-16:10

グループ WS「安心の機能をかなえる住まいと技術とは？」

16:10-16:15

各グループ発表

16:15-16:20

講評（原田幸明・物質・材料研究機構材料ラボ長）

16:20-16:25

講評（清家剛・UDCK センター長代理）

16:25-16:30

閉会挨拶（三牧浩也・UDCK 副センター長）

東京大学公共政策大学院 I2TA プロジェクト
柏の葉アーバンデザインセンター (UDCK)

問い合わせ

：柏の葉アーバンデザインセンター
Tel:04-7140-9686 Mail:info@udck.jp

第 2 回フォーラム（2011.2.27）

2-3

モバイル空間統計研究
主
期

体：東京大学、ＮＴＴドコモ
間：2010 年 11 月～

▼「モバイル空間統計」は、携帯電話サービスを提供

▼ 2010 年度の成果を踏まえ、次年度についても共

するために必要な運用データから時間毎に変化する人

同研究を継続し、統計データの具体的な活用方策の検

口の地理的分布を推計した統計情報である。NTT ド

討やより広域での活用可能性等について検討を実施す

コモが研究開発中のこの統計技術が、まちづくりの分

る予定である。

野においてどのように活用可能であるのかを探る共同
研究を、NTT と東京大学清家研究室で実施した。研
究は 2010 年 11 月 1 日より開始、千葉県柏市を対
象に、ドコモが「モバイル空間統計」による都市の人
口分布の時間変動の推計を行い、東京大学が人口変動
と都市空間との関係性を分析し、統計の有用性の検証
を行った。研究に当たっては、既往統計の提供やヒア
リングについて柏市の関係課の協力を得、これらの調
整や研究全体に UDCK も協力した。
▼モバイル空間統計は、携帯電話基地局が周期的に把
握しているエリアごとの携帯電話の所在状況のデータ
を統計処理して推計した人口統計であり、性別・年齢

モバイル空間統計の仕組み

階層別・居住地別の属性を持つ人口推計が可能である。
モ バイル空間統計 人口[時]

概ね 1 時間ごとに上記の人口分布が推計できること
が特徴であり、日本全国を対象に推計エリアや推計日
を必要に応じて切りだすことができ、都市間比較や曜
日比較・季節比較等も可能である。

1800

松戸市

1600

流山市

1400

我孫子市

1200

野田市

1000

取手市

800

船橋市
龍ケ崎市

600

足立区

400

鎌ケ谷市

200

▼初年度の研究では、既往統計との比較により統計の

葛飾区

0
00

信頼性の評価を行った。その結果、モバイル空間統計

02

04

06

08

10

12

14

16

18

20

22

時刻[時]

柏市中心市街地への時間帯別居住地別流入人口推計（休日）

の時間帯別推計、人口属性別推計、居住地別推計につ
いては、一定の信頼性が得られることが確認された。

平日昼間

平日夜間

また、空間解像度については、一定の人口密度を前提
に 1km メッシュ以上での活用が望ましいことも明ら
かになった。
▼これを踏まえ、都市行政における活用可能性を示す
ケーススタディとして、柏市を対象に人口データを取

休日昼間

得、推計し、活用イメージや留意点等を整理した。
①交

通：生活圏に基づくバス路線の検討

②土地利用：地域特性や都市構造の分析
③公共施設：昼間人口を考慮した公園の再配置計画
④拠点振興：中心市街地の来街実態把握と戦略構築

柏市の人口分布推計
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三輪正幸

松本昌章

千葉大学環境健康フィールド科学センター助教

千葉大学 柏の葉カレッジリンク・プログラムは、大学（カ

柏市

都市部北部整備課

2010 年、中央地区と東地区の両方のまちづくりに携わ

レッジ）と地域社会が組織的に連携（リンク）し、地域

るなかで思ったことは、北部地域という全体像をいつも

の誰もが大学で共に学びあう機会を創出する新しい学習

把握しながら各まちづくりを進めることの大切さであ

プログラムで、柏の葉をリードする人材の育成を担って

る。

いる (4―2 参照 )。その運営を担当して感じたのは、知

両地区は都市と農を兼ね備えており、これを相互連携さ

識や経験の豊かさに加え ｢社会のために何かしたい｣ と

せることで大きな活力が発揮されると思う。この役割を

考えている市民が、柏の葉には多いということである。

担うのが行政であり、また、UDCK であると思う。

「日本には資源がない」とよく耳にするが、少なくとも

UDCK の益々のご活躍を期待しております。

柏の葉には人材という資源が豊富である。その資源を生
かすべく市民と市民を、そして公民学をリンクする意義
を再認識した。東日本大震災を機に地域コミュニティの
重要性も再認識されるはずだが、本プログラム等の活動
を支える UDCK が果たすべき役割は大きい。

斉藤威・岸真理

作山康

千葉県 県土整備部都市整備課

株式会社

都市環境研究所（～ 2011.3）

キャンパスタウン構想のフォローアップ。空間デザイン

新設 UDCK での取り組みは、次の飛躍のための助走期

部会では、柏の葉地域の『緑のまちづくり』を合言葉に、

間としてこの１年があったように感じられます。

駅前から小学校へ向かう「緑園の道」について検討して

全国だけでなく世界各地から注目されている UDCK の

きました。区画整理事業が進んできている中、道路幅員

取り組みではありますが、行政の仕組みとの連携強化が

は変えられない、道路づくりの法律に則らなければなら

必要であるとともに、プラットフォーム型の良さである

ないという制約の中で、どうやったら「緑園の道」らし

民間企業等が参画のしやすさを残しながら、複数または

くすることが出来るのか、という課題に取り組んできま

複合連携的な組織で運営していくことが必要かもしれま

した。今後は、道路用地だけは難しいので、民地側でも

せん。第３の公共、新しい公共の必要性が問われている

緑を増やすよう協力していただきたい。住民の方々にも

中で、UDCK は既に実質的にその取り組みをはじめて

緑の管理をお手伝いしてもらうにはどのような仕組みに

おり、公・民・学連携による新しい公共のあり方を今後

すれば良いか。ということなど、UDCK の皆さんのお

とも挑戦し、我が国の都市づくり参考となるべく実験・

知恵を拝借しながら、提案していきたいと思っています。

検証を今後も続けていってほしいと願います。

林真也

関谷進吾

独立行政法人 都市再生機構

UR 都市機構では、柏たなか駅周辺において、「都市と農

東京大学大学院新領域創成科学研究科博士課程

「空間形成」と「教育・啓発」、この２つに活動の意義を

との共存」をテーマに『農あるまちづくり』を推進して

感じ、今年度は力を入れました。一つ目の「空間形成」は、

います。柏の葉国際キャンパスタウン構想の田園都市部

柏の葉キャンパス駅前の再整備・更新の計画です。区画

会に位置づけられている『農あるまちづくり』では、こ

整理後の駅前空間をいかに合理的に変えていくか、各主

の１年、農業体験農園の支援や環境コンビニステーショ

体の行動力が求められますが、その原動力を作る一つの

ンを活用した様々な市民講座・朝市の開催など、
「農」
・
「食」

きっかけを作ることが出来たと思います。市民と恊働し

に関する取り組みを行ってきました。農業体験農園も第

て、そのビジョン構築を行うことにも工夫しました。「教

二期を迎え、地元農家の方々のご協力により、農園主と

育・啓発」は、いかに連携活動を構築していくかが難点

入園者によるコミュニティーが形成されています。本格

でした。しかし、結果的に新領域創成科学 研究科長賞 ( 地

的に『農あるまちづくり』が形としてスタートしたとこ

域貢献部門 ) を受賞するなどして、今後、持続的な科学

ろですが、今後も柏の葉キャンパス駅周辺での取り組み

教育が市民に提供出来るよう、大学からも催促され、引

と連携しながら、UDCK とともに柏北部地域のまちづく

き続き、効果的な活動の展開を行います。

りに寄与していきたいと考えています。
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石原秀恭

中里耕治

株式会社ジャパンライフデザインシステムズ

株式会社ジャパンライフデザインシステムズ

2010 年度は、「農と食の取り組み」を通じて、さまざ

08 年秋から柏の葉キャンパスに関わるようになり約２．
５年が

まな方とのネットワークを新たに築くことができた。地

経った（書いているのは 2011 年３月）
。

域の生産者や料理研究家、食育関係者はもちろん、山形・

2010 年度は UDCK ディレクター陣の交代があり、新たな体制

庄内から奥田シェフの協力をいただき、東葛六市レスト

でスタート。まちづくりが進む中で、UDCK センター長（故北

ランサミットに参加するオーナーシェフとのつながり生

沢先生）亡き後の「国際キャンパスタウン構想」をどう舵取り

まれ、何よりもレシピコンテストを通じて 70 名を超え

していくか？が UDCK の課題だったように思う。

る料理好きの市民の方々からアイデアをいただくことが

また猛暑あり地震あり、全体的に大人しかった 2010 年度だが、

できた。このつながりを生かし、次なる新しい何かを生

個人的には「公衆電源サービス」と「かしわフードショー」な

み出していくのが 2011 年度の役割だと感じている。毎

どのチャレンジングなプロジェクトに携わることができた。

日の「食事」を見直し、そこに携わる人たちが改めてつ

世の中がどんどん変わろうとしている中で、柏の葉キャンパス

ながり直すことで、街や暮らしを変えていくことが出来

はどれだけライフスタイルの先進性を謳えるのだろうか。

ることを実感しながら、今年も頑張ります。

今だからこそ、その真価が問われている気がしている。

藤崎健吉

金子綾

株式会社

藤崎事務所

株式会社

藤崎事務所

昨年夏に柏の葉街エコ推進協議会より、「エコ読本」執

今年 1 年も「まちのクラブ活動」
「かしはなプロジェクト」

筆の依頼があり、夏から秋にかけて「かしわ街エコ読本」

を通して、柏の葉の街づくりに関わらせていただきまし

を編集・執筆しました。「街エコ & 宅エコ」というコン

た。2009 年にスタートしたかしはなプロジェクト。新

セプトから、〝かしわ ″ だからできる街のエコ、自宅の

UDCK オープン時の植栽装飾、ゆめ半島千葉国体開催に

エコ…という視点で、都市や暮らしとエネルギー、食と

向けての歓迎植栽装飾、元気な未来都市フォーラムでの

農、生物多様性と都市緑化、資源とリサイクルなど、私

活動紹介、マルシェコロールへの出店など、2 年目の今

たちにできることをまとめています。震災からの教訓と

年は活動の幅を広げる事が出来たと思います。国体装飾

して、エネルギーと食の地産地消と有効活用、コンパク

時に制作したちーばくんトピアリーは、駅前を通る子供

トでコミュニティの連携を重視した街づくりは、今後さ

たちにとても人気です。それも柏の葉ならではの公共 ×

らに重要性を増していくと考えています。震災を悲劇と

民間 × 大学の連携があるからこそできる事。今後もかし

してとらえるのではなく、新たな価値観に基づいた街の

はなメンバーと駅前～ UDCK の空間をたくさんの植物で

デザインのきっかけとして前向きにとらえていきたいも

彩っていきたいと思います。

のです。
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３．実証実験
3-1. かしわスマートサイクル

: p46

3-2. 公衆電源サービス espot

: p48

3-3. 小さな公共空間

: p50
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3-4. ITS 実証実験モデル都市・柏
3-5. 柏の葉街エコ推進協議会
3-6. ユビキタスパーク

: p52

: p53
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3-1

かしわスマートサイクル
主 体：柏市都市振興公社、柏市交通政策課
期 間：2010 年 4 月 28 日～ 2011 年 3 月 31 日
http://bike.tfv.jp/kashiwa-smartcycle/index.do

▼自転車利用の促進に向けた重点プロジェクトとし
て、昨年度までの取り組みに引き続き、コミュニティ
サイクルの導入に向けた取り組みを実施した。
▼決められたポートで貸出・返却が自由におこなえる
コミュニティサイクルでは、その特徴ゆえに、同じ場
所で貸出・返却をおこなう通常のレンタサイクルとは
比較にならないほど、自転車・ポート・利用者の管理
運営が難しい。このことが、コミュニティサイクルの

広報チラシとポートマップ

普及を妨げる要因の一つとなっている。解決方法の一
つとして、IT 化が有効な手段となる。昨年度、総務

ポート設置場所と収容台数

省地域 ICT 利活用事業により無人ポート管理運営が
出来るシステムを構築し、実証実験をおこなったが、
実施時期が冬季の一ヶ月間であったため十分なデータ
が得られず、長期的なシステムや機器の検証、利用者
の動向等不明な点も多かった。そこで今年度は、
①長期によるシステムの有効性・安定性

No.
①
②
③
④
⑤
⑥

設置場所

柏の葉キャンパス（UDCK）
東京大学柏キャンパス
柏の葉公園
柏たなか駅
北柏駅
あけぼの山農業公園
合計

収容台数

20 台
20 台
10 台
10 台
10 台
20 台
90 台

運用台数

22 台

12 台

34 台

②利用者の動向
③既存レンタサイクルとのすみ分け
④管理上の問題点の抽出
⑤収支を考慮した事業性の可否
を十分なデータを持って今後の方向性を見出すことを
目的に長期の実証実験を行った。
運営主体：柏市都市振興公社
運営期間：H22.4.28 ～ H23.3.31
運営時間：5:00 ～ 24:00( 貸出 ) ～ 25:00( 返却 )

UDCK 前の自動ロック型ポートと端末

料金設定：100 円／ 60 分
▼運営上工夫した点は、人件費抑制のため完全無人化
によるポート管理とし、自動ロック型と簡易型の２種
類の駐輪機を使い分けた。
コミュニティサイクルでは、
自転車の偏在をトラックによる輸送で再配分する例が
多いが、スマートサイクルでは自転車が少なくなって
きたポートに自転車を返却した方に対し、ポイントを
付与することにより CO2 と管理費の削減を同時に図

北柏駅前の簡易型ポートと端末

る試みをおこなった。
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▼利用実績としては、1 月末までの登録者数は 430

していえば、ランニングコストだけでも現状の 3 倍

人、利用回数 4,485 回、一日平均利用回数 16.1 回 /

から 4 倍以上の利用が必要となることが分かり、今

日であった。4 月以降順調に利用数を伸ばしていたが、

後の大きな課題として捉えている。収支を改善する

9 月の実質有料化による料金改定後はピーク時の約 6

ためには自転車 34 台での運営では規模的に限界があ

割に減少した。トータルの回転率は 0.57 回 / 台 ･ 日

り、ある程度の台数は必要であることがわかった。

と他自治体の実験に比べても利用率は比較的高く、柏

▼今後は、各ポートに利用の大きな差があることから

の葉地区に限っては 0.93 と高い数値となった。利用

利用が低迷しているポートの利用率向上、つまり観光

の 9 割は 30 分未満、平均利用時間は 19 分。休日は

利用の向上が必須の項目であること。現状の窓口決裁

平日の 1/7 の利用であった。

からクレジットカード等を利用した決裁への転換、利

▼一年間にわたる実験の結果、無人ポートによる運営

用が見込まれる柏駅への展開を図っていきたい。

システムについては一定の信頼性が確立できた。短期
返却

器、システム上の不具合はあったが、その都度改良を

貸出

重ね問題点をクリアしていった。レンタサイクルへの

UDCK（自動）

柏たなか駅（簡易）

め、利用形態の違いから共存は図れると考えられる。

柏の葉公園（自動）

運営上の問題点として、窓口による料金のチャージが

あけぼの山（簡易）

月別の利用状況
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10 月
11 月
12 月
1月
合計

北柏駅（簡易）
計

利便性をかなり損ねていることが分かった。収支に関
日数
平均利用回数
3日
3.0 回 / 日
31 日
14.4 回 / 日
30 日
20.1 回 / 日
31 日
22.1 回 / 日
31 日
21.9 回 / 日
30 日
18.4 回 / 日
31 日
13.6 回 / 日
30 日
15.2 回 / 日
31 日
11.5 回 / 日
31 日
8.8 回 / 日
279 日
16.1 回 / 日

UDCK

東大

柏たなか駅 柏の葉公園 北柏駅 あけぼの山

342 1,824

計

12

65

10

0 2,253

202

3

10

0

0 2,035

13

0

9

0

1

0

23

63

14

0

56

3

0

136

0

3

3

0

12

1

19

0

0

0

0

3

16

19

2,238

2,043

27

131

29

17

4,485

東大柏キャンパス（自動） 1,820

影響は実験期間中においても利用は低下していないた

利用数
9回
447 回
604 回
686 回
678 回
552 回
421 回
456 回
358 回
274 回
4,485 回

全体の 8 割

ポート間の利用状況

では表面化しなかった利用者によるトラブルや駐輪機

柏の葉３箇所で集計すると
台数平均０．９３回／台・日

回転率
自転車台数
0.12 回・台 / 日
0.55 回・台 / 日
26 台
0.77 回・台 / 日
0.90 回・台 / 日 26 台→ 34 台
0.64 回・台 / 日
0.54 回・台 / 日
0.40 回・台 / 日
34 台
0.45 回・台 / 日
回・台
/
日
0.34
0.26 回・台 / 日
0.54 回・台 / 日

ポート間の利用状況

週別登録者数の推移（全登録者数：430 人）
430 人
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3-2

公衆電源サービス espot
主
期

新しいコンセントとのカタチ
体：東京電力、UDCK
間：2010 年 3 月 20 日～ 2011 年 3 月 20

▼公衆電源プロジェクトの基本的な目的は、
「電源サー

UDCK 壁面

ビスにより、世界に先駆けて “ 電気を基軸にした新た
な社会モデル ” を構築するとともに、エリア価値向上
に寄与する」ことである。
「環境」や実証実験都市（イ
ノベーション・フィールド都市）という柏の葉キャン
パスのまちづくりビジョンと、公衆電源プロジェクト

ららぽーと柏の葉 1 階

は親和性が高いことから、柏の葉キャンパスをフィー
ルドに「UDCK× 東京電力」という体制で社会実験第
一弾を実施することになった。
▼柏の葉国際キャンパスタウン構想の目標を考慮して
以下に示す 3 つの事業コンセプトが立てられ、屋外

各所に設置されたエスポット

で利用できる電源サービスを通じて柏の葉キャンパス
地区に関わる人々の快適性や利便性の向上を図り、更
なるエリア価値の向上を目指した。
① みんなが遊びに来たくなる・住みたくなる楽しい街
② 地球と人に優しい移動環境が整備された街
③ 新たなサービス発想が生みだされる街
▼今回の社会実験は、
「外出先での個人向け給電サー
ビス事業化の可能性を探るために、柏の葉エリアで利
用ニーズ調査を行う」ことを目的とした。利用ニー
ズの把握やサービス提供に必要な技術・認証・オペ
レーション等を検証するために、500 名の一般利用
者を体験モニターとして募集。この目標 500 名は約

マルシェコロールでのバーベキュー体験企画

３ヶ月で達成することができた。またモニターには
「espot」利用の際に必要な認証カードとして、専用
の非接触 IC カードを発行。この認証カードは４月末
から始まった「かしわスマートサイクル」と共通化さ
せている。
▼使用される電力については、自然エネルギーによっ
てまかなわれるグリーン電力を使用。これまでグリー
ン電力は企業間取引が一般的だったが、公衆電源サー
ビスを通じて一般個人でも気軽にグリーン電力が利用
できる仕組みとすることで、環境配慮型電力を地域に
普及させることも目的の一つとした。

モニター参加によるワークショップ
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▼柏の葉キャンパスの地域特性に合わせたモニター募

サービス創出を想定したブレイン・ストーミングを

集および社会実験の運営が求められた。そこで毎月 1

実施。建築や都市計画を専攻する学生を中心に、新

回行われるマルシェコロールでモニター登録キャン

しいアイデアがいくつか提案された。8 月末にはモニ

ペーンを行うこととした。社会実験開始日 2010 年 3

ター約 600 名にアンケートを送付し、143 名の回答

月 20 日（土）には、
地元の人気精肉店「セキグチ肉店」

が得られた。さらにアンケート回答者の中からワー

とタイアップして公衆電源サービスで作ったホット

クショップ参加者を選定し、11 月 23 日と 27 日の

ドッグをモニター登録特典とした。モニター登録キャ

2 日間に分けて公衆電源サービスについて意見交換を

ンペーンは 5 月～ 7 月のマルシェでも行い、レンタ

行った。参加者は主に柏の葉キャンパス周辺やつくば

ル家電の展示、綿あめメーカーの体験、電気ポットで

エクスエクスプレス沿線地域の住民で、柏市民ではな

お茶が楽しめるエスポットカフェなどを通じて、多く

くても柏市への愛着が非常に高い人たち。それだけに

の方に公衆電源サービスを体験できる場を提供した。

公衆電源サービスだけでなく、新しい街づくりへの期

また 5 月 22 日・23 日は、
「ららぽーと柏の葉」の電

待も感じられる有意義な意見交換となった。

源ブース（エスポット）の PR のために、１Ｆの設置

▼今回の社会実験では、「屋外で電気を使える暮らし

広場でイベントを実施した。この時は千葉国体のマス

（ライフスタイル）の提案」という意味では一定の成

コットキャラクター「チーバくん」とタイアップし、

果が挙げられた。また本格サービスへの課題も、利用

チーバくんと撮った記念写真をプリントアウトしなが

データの分析、ヒアリングやアンケートを通して見え

ら公衆電源サービスを体験できるものとした。

てきた。たとえば柏の葉地区で使った公衆電源のブー

▼実験開始から 3 ヶ月ほど経つと、地域内でクチコ

スは大きく場所を取り、設置施設側にとってもユー

ミによる利用の広がりが見られるようになった。中に

ザーにとっても使いやすいものではなかった。2011

は、自宅からタコ焼き器を持参し UDCK デッキでた

年 2 月からは日比谷パティオで社会実験を行った小

こ焼きやバーベキューを楽しむ親子グループも現れ

型モデルを 2 台 UDCK に設置し、同タイプによるイ

た。公衆電源サービスを通して、UDCK を開かれた

ンターネット接続サービスも試験的に提供した。今後

交流の場に変えることができた好例と言える。

はユーザーや施設側に使いやすい一歩先の公衆電源

▼社会実験を開始後しばらくしてモニターの利用状況

サービスの提案や、まちづくりの中でどう展開・発展

や改善点を把握するために、ワークショップとアン

させていくか議論・検討していくことが求められる。

ケートを行った。まず 6 月のマルシェで東京大学の
大学院生を中心に、公衆電源サービス体験と新しい

日常的な利用風景
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3-3

小さな公共空間
主
期

PLS

体：柏の葉イノベーション・デザイン研究機構
（東京大学、三協フロンテア株式会社、柏商工会議所、三井不動産株式会社）
間：2008 年 3 月～

▼ PLS（Public Life Space）は、
柏の葉イノベーショ

▼第 1 期 PLS は 2007 年度の千葉県の助成を受けな

ン・デザイン研究機構（東京大学・三井不動産・三協

がら整備されたが、仮設建築物として整備したので建

フロンテア・柏商工会議所）が主体となった、新しい

築基準法上の防火規定や地区計画等の適用が除外され

時代の公共空間のあり方を探る実証実験である。三協

ていた。移設にあたり、第 2 期は利用期間の中長期

フロンテアが事業展開する「ユニットハウス」を組み

化を想定し、仮設ではなく本設の建築物としたため、

合わせ、UDCK の敷地内に実験施設 PLS を設置し、

防火構造を満たす仕様への変更や景観形成基準への適

2008 年 3 月より試験運用している。UDCK の移転

合など、法令上の対応事項が増えている。また、第 1

に合わせて PLS も 11 月に移設し、実証実験第 2 期

期 PLS では、ガスコジェネレーションと太陽光発電

を開始した（一部施設は翌 2 月から運用）
。

の 2 種類の発電システムを組み合わせ、排熱も温水

▼「小さな公共空間」を創り出す試みには、次の 3

に変換しながら効率的なエネルギー利用を図ったが、

つの意味が込められている。

移転後の UDCK 本館および第 2 期 PLS ではガス利

①公共事業と公共施設の見直し…固定的な「箱モノ」

用を取りやめたため、エネルギーシステムは撤去した。

とは異なり、既成ユニットハウスを用いて移動・増

▼ UDCK 敷地内に設置された 3 タイプの PLS（第 1

減・転用が可能な可変構造とすることにより、ニー

期・第 2 期）の概要について以下に整理する。
【インフォボックス】

ズに迅速・柔軟・きめ細かく対応した設置が可能と
なりうる。

1 ユニットで構成。市役所支所の最小単位をイメージ

②公共の担い手とサービスの多様化…公共の担い手

し、街の案内所として駅前広場側の道路沿いにおいて、

は、行政から地域組織・NPO 等に多様化している。

主に UDCK 関連イベントのチラシ、行政資料、パン

未利用地や空き店舗の活用など、公共性が強い課題

フレット等の閲覧・配布を行ってきた。第 2 期には、

に対し、民活による小さな公共空間が力を発揮する。

ちょっとした屋内休憩スペースとしての利用を見込ん

③個人の持つ公共性…個人や市民グループの活動は他

でソファーも配置し、また第 1 期時点ではブックサー

人と共有できる部分が多く、そこには小さな公共性

ビスに設置していた公衆電源「espot」も移設した。

がある。小さな公共空間は、こうした市民の公共性

【プロジェクトハウス】

を顕在化し発展させる仕組みとなる。

3 ユニットを並べた平屋建てで構成。第 1 期では、2

日常的に利用されるようになった第 1 期 PLS（写真はブック棟）
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ユニットは作業室（兼）展示室、1 ユニットはキッチ

ても機能した。第２期には、千葉大学柏キャンパス敷

ン・シャワー・休憩室等を備える滞在空間とし、アー

地内に移設され、
「柏の葉カレッジリンク・プログラム」

ティストの滞在やワークショプ、市民による企画展な

の修了生の活動拠点としての活用が検討されている。

ど様々な企画利用が展開された。第２期からは、滞在

▼ PLS が UDCK と共に駅前の「公共」活動拠点とし

空間であった 1 ユニットは倉庫に転用し、作業室の

て一定の成果を上げるにつれ、様々な主体による同様

2 ユニットは学生の活動拠点とした。東大柏キャンパ

のユニットを用いた「小さな公共」が地域内で展開さ

スや TX 沿線大学と UDCK の連携拠点として機能す

れ始めている。柏たなか駅前の情報発信・活動拠点と

ることを意図し、都市環境デザインスタジオや学生プ

して 2010 年 4 月に開設された「環境コンビニステー

ロジェクトの活動場所として利用されている。

ション」は、PLS の展開が有効だとして、UDCK の

【ブックサービス】

企画・施設デザインのもと、ユニットハウスを用いて

2 ユニット ×2 層の 4 ユニットで構成。第 1 期では、

整備された。ららぽーと柏の葉においても、千葉大学

書斎と図書館の中間的な小規模私設図書室をイメージ

監修のもとユニットハウスを使った小型植物工場の設

し、1 階を公開型の閲覧スペース、2 階は書庫を兼ね

置・実証実験が 2009 年 10 月に始まっている。今後

た読書スペースとした。1 階には公衆電源「espot」

も PLS の柔軟性・身近さを活かした利用方策を探る

やソファも設けられ、市民の日常的な憩いの空間とし

とともに、多様な展開についても検討していきたい。

旧館からの撤去

新館に移設されたインフォ棟（手前）とプロジェクト棟（奥）

移設後インフォ棟の内部

移設後プロジェクト棟の内部
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千葉大に移設されたブック棟

3-4

ITS 実証実験モデル都市・柏
内閣府
主

社会還元加速プロジェクト事業

体：柏ＩＴＳ推進協議会

▼柏市は、2009 年 6 月に社会還元加速プロジェクト

ネルギーの削減等を目指す “ サスティナブルな交通移

「情報通信技術を用いた安全で効率的な道路交通シス

動 ” 等の実現に向けた検討・検証を行うことで、環境

テムの実現」で、
青森市、
横浜市、
豊田市とともに「ITS

に配慮した次世代型環境都市の実現を目指す。

実証実験モデル都市」
に選ばれた。2010 年 2 月には、

▼ ITS 推進協議会の中に、主要テーマごとに 6 つの

行政機関や大学、民間企業、NPO 等で構成する「柏

部会を設置し、各部会で検討を進めている。

ITS 推進協議会」
を発足し、
2013 年度末までの期間で、

①次世代 ICT（ITS スポットサービス等）活用による

地域ごとの課題解決に向けた様々な実験に取り組んで

移動利便性・安全性向上の研究開発・実用化

いる。UDCK も同協議会メンバーとなっている。

②次世代車両の研究開発・実用化・普及

▼柏市は都心から約 30 ｋｍに位置するベッドタウン

③次世代公共交通システムの研究開発・実用化

で、国道 6 号と 16 号が中心部で交差する交通の要衝

④次世代モビリティの可能性の検討・検証

である。中心市街地は商圏人口 230 万人を持つが慢

⑤プローブ情報を核とした ITS 基盤情報システムの

性的な交通渋滞が課題となっているほか、全世帯の約

研究開発

85％が単身世帯か核家族世帯であり、全国平均より

⑥魅力あるまちづくり「柏の葉将来都市像」検討

も早いスピードで少子高齢化が進んでいるなど、新た

▼ 2011 年 2 月 4 日には、柏 ITS 推進協議会として、

な問題を抱えている。このような課題解決に向け、柏

「柏 ITS セミナー～便利で快適な移動がはじまるよ～」

の葉地域において、ICT 等を活用し、自動車交通・公

を開催し、151 名の参加者を集め、1 年間の研究成

共交通機関・パーソナルモビリティが相互に連携・補

果と今後の方針を披露した。実証段階への歩みを進め

ながら、次年度も継続して検討を進める。
Kashiwa-ITSスマートタウンの創造

完する “ モーダルミックス ”、CO2 排出量や消費エ
基本
コンセプト

カーボンフリー

環境にやさしく人・車・自然の
共生できるまち
（カーボンゼロモビリティ推進エリアの構築）

中心市街地
活性化
（駐車場の活用）

柏の課題

モードフリー

ストレスフリー

活発な移動を通じて
都市や産業が
活性化するまち

誰もが自由に
モビリティを享受できるまち

3つの“フリー”
3
の フリ

徹底的な現道対策の
実施による混雑緩和・
都心アクセスの向上

環境にやさしい
交通モードの
選択性の向上

都市観光情報の提供に
よる周遊性向上・
ビジネスチャンスの増加

課題解決に向けて／地域メリットを生み出すために
次世代ICTの活用
近隣地域との
連携

情報配信
地図更新

給油・充電
バレーパーキング

プローブ情報
駐車場情報
観光情報

自動駐車エリア
場内管制

入庫支援

駐車位置記録

場内誘導

実現に
向けた
連携と調整





ダイナミックP&R
駐⾞場ITS
観光ITS

車両認識
ゲート通過

次世代車両の開発

環境まちづくり・
エネルギー
ネットワーク
と連携

EV

UDCKとの連携

P&R
専用
エリア

ICカード
EMV決済
履歴確認

プローブ情報
デマンド情報

プローブ情報
エネルギー情報

UDCKとの連携







次世代公共交通システムの開発

モード間のシームレスな
乗換えを実現するための
情報収集・提供を実現

PHV・EV
キャパシタ
燃料電池⾞
⾼齢者向け⾞両
PMV

オンデマンド交通
ベロタクシー
カーシェアリング
サイクルシェア

短中距離交通の確保

ITS基盤システム
共通基盤プラット
フォームの構築






公共交通情報
プローブパーソン情報

交通情報のネットワーク
化を図りモード間の選択
性を向上させる






エコライド
LRT
ロボットビーク
ル
PMV
千葉大学環境健康
フィールド科学
センターとの連携

「Kashiwa-ITS スマートタウンの創造」イメージ
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3-5

柏の葉街エコ推進協議会
http://www.machi-eco.net/kyougikai/

▼「柏の葉街エコ推進協議会」は、柏の葉キャンパス
に関わる市民、事業者、行政、大学等が一体となり、
当該地域における地球温暖化防止等に関する様々な地
域活動を街全体で面的に展開し、その活動を普及させ
ることにより、地域から地球温暖化防止活動を中心と
して、環境保全に寄与することを目的とし、2009 年
12 月１日に任意団体として設立された。
【活動内容】
（１）地球温暖化対策に関する普及啓発
（２）地球温暖化対策に関する情報収集及び交換
（３）地域で実践できる地球温暖化防止の指導・実践
（４）地域温暖化対策の推進を図る活動に対する支援
（５）循環型社会の形成の促進
（６）自然環境の保全
（７）その他目的を達成するために必要なこと
▼ 2010 年度の主な活動として以下があげられる。

「柏の葉街エコ推進協議会」の活動コンセプト

【CO2 見える化プロジェクト】街エコ SNS（環境家
計簿）と環境家計簿シミュレータを運営（委託事業）
している。また、2009 年度に引き続き 2010 年度も
環境家計簿を用いて目標からの CO2 削減量を競う「街
エコウィンターチャレンジ」を開催した。
【ホワイト証書、エコポイント付与事業】二番街全
戸に設置されている計測器を利用し、目標値からの
CO2 削減量をホワイト証書として発行し、企業に販
売。これを元に、エコポイント（MSP ポイント）と
して発行した。
【出版事業】柏市の委託を受け「かしわ街エコ読本」

「かしわ街エコ憲章」（左）と「かしわ街エコ読本」（右）

を編纂し、2011 年 2 月末に発行した。
▼ 2011 年 4 月に一般社団法人化し、住民のエコ活
動を推進するため環境価値と地域通貨を統合するホワ
イト証書、
「笑呼（エコ）ポイント（仮）
」事業、普及
啓発のための出版事業、研究機関と住民の間に立ち個
人情報を守りつつ研究に必要なデータを提供するリ
サーチコミッション事業を展開し、地域住民が積極的
に参加するエコ活動の街を目指していく。

協議会のウェブサイト（左）と「街エコ SNS」（右）
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3-6

ユビキタスパーク
主
期

催：ユビキタスパーク実証実験実行委員会
間：2010 年 11 月 3 日～ 12 月 19 日（主に土日祝日中心）イベント実施は計２０日間

▼総務省が進める「ユビキタスプラットフォーム技術

▼本実証実験は、まだ世に出ていない先端技術を組み

の研究開発」の技術開発を委託された 13 社 3 大学に

込んだものである。開発された技術を元に、９つの個

よる実証実験イベント。2008 年からの 3 ヵ年計画

別プログラムとして、イベントを企画・運営した。

で、開発技術の研究、基礎技術の開発を行い、最終年

①「タイムリー＆タイムリー情報配信サービス」

の研究成果の検証ということで、実証実験の実施を決

多様なデータを統一プラットフォームで制御

定した。対象地として、
「イノベーション・フィール

②「ららぽーとクイズラリー」

パッシブ配信を用い、携帯をかざすだけで情報を取得

ド都市」をまちづくりの目標に掲げ、ICT やユビキタ

③「エアパズルを探せ！」

スに係る今までの実証実験実績もある柏の葉エリアを

アクティブ配信を用い、エリアに立ち入ることで情報を取得

選定。また、地域住民と多くの接点を持つ点も重要と
判断し、
「ららぽーと柏の葉」
を実証実験の舞台として、
UDCK も協力を行った。なお、同時期に、柏市役所

④「ママのアクティブショッピング」

ベビーカーに固定した携帯で、多様なデータ＆情報を自動取得

⑤「ららぽーとなう情報配信」

サイネージを用いた、リアルタイム変移を組み込んだ情報配信

内においても、防災システムのユビキタス技術運用の

⑥「フードコートお届けサービス」

実験を行った。

室内地図における位置測定

▼「ユビキタス新技術」を用いて、未来の生活体験を

⑦「東急ストアレシピ＆クーポン」

一般市民へ先行提供するとともに、新技術進展のため

アクティブ＆パッシブ配信を用いた情報配信＆取得

の多彩なアイデア・技術の評価・ご意見を得ることが

⑧「セルフコンシェルジュ」

できた。

室内地図の技術とＡＲ、経路誘導など

⑨「みんなでＸ ‘ ｍａｓツリー」

運動データを同一のプラットフォームでリアルタイム管理

▼それぞれ、イベント毎に参加人数は異なるが、全体
で 1000 組以上の方がイベント体験したものと推測
できる（１プログラムあたり、50 組平均／日）。実
証実験では、アンケートを取得し、技術の有用性、サー
ビスの有用性などを検証した。総務省をはじめ技術開
発に携わる各社は、それぞれの新技術を、一般住民の
意見を元に、より具体的なサービスとして将来展開を
描く。今回、イベント参加者のアンケートを見ると、
フリー項目にも意見やアイデアを書く人が多く、柏の
葉エリアの先端技術や実証実験への意識の高さが伺え
た。今後、各社とも実用的技術やシステムを開発する
ものと思われるが、商品やサービス開発の視点で住民
意見をより一層深く聞き取るような展開を期待する。

イベント告知チラシ
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4-1

UDCK まちづくりスクール
主

催：柏市都市振興公社

協

力：UDCK

▼ UDCK まちづくりスクールは、これからのまちづ

▼実施状況（前期コース）
：柏市内の豊四季台団地で

くりの担い手を育てることを目標とした一般向け講座

は、高齢者の 1 人暮らしの増加等の課題を抱えてお

として始まり、今年で 4 年目を迎える。大学の教授

り、現在、柏市・東京大学・UR が共同研究を行って

陣やまちづくりの第一線で活動する専門家を講師に迎

いるが、そのキーパーソンである秋山弘子氏 ( 東京

え、まちづくりの理論や先進的なプロジェクトについ

大学高齢社会総合研究機構教授 ) や木村清一氏 ( 柏市

て学ぶ機会としている。講師と受講生の距離が近いこ

保健福祉部部長 ) を筆頭に、東京や千葉県内で高齢

とも特徴である。スクールを通じて様々な分野の方が

者住居や福祉施設を実証実験している園田眞理子氏

交流し、議論することで、新たな活動が生まれ、実践

( 明 治 大 学 教 授 )、 小 林

的なまちづくりに繋がっていくことを期待している。

秀樹氏 ( 千葉大学教授 )

▼ 2010 年度は前期・後期に分け実施。UDCK の移

を講師に迎えた。「高齢

転があったため、前期を 9 ～ 10 月に、後期を 2 月

化」と一口にいっても単

に開講した。市内でも深刻な高齢化が進んでいる地域

純に高齢者の人口割合が

もあることから、前期は「高齢社会のまちづくり」を

増加しているということ

取り上げた。後期はまちを構成する基礎単位といえる

ではない。日本全体の人

「住宅」を様々な切り口から捉え、これからの住まい

口年齢推移と柏市の比較

像を考える機会とした。

や、アクティブシニアの

▼校長に秋山浩保柏市長、全体コーディネーターに丹

生活実態と地域コミュニ

羽アドバイザーを迎え、運営実務を柏市都市振興公社
と UDCK が担当した。前後期ともに全 4 回のコース

秋山弘子氏

木村清一氏

園田眞理子氏

小林秀樹氏

とし、毎週水曜 18:30 ～ 20:00 の 90 分間とした。
初回と最終回では、授業後に受講生同士の懇親会を実
施した。また、基準回出席した受講生には最終回終了
後、修了証を授与した。
▼受講者数は、定員 30 名のところ前期 30 名、後期
23 名であった。特定の講義だけの聴講希望者も受け
入れたため、毎回どちらも 50 名前後の参加があっ
た。市内在住者は半数程度であり、約半数は市内在勤
者・TX 沿線利用者が占めた。TX 全駅でポスター掲

2010年度前期参加者

示・チラシ配布をした効果もあったと考えられる。前

総数30名
所属

期は一般市民が 67%、行政職員 30%、学生 3%、後

2010年度前期参加者
居住地

居住地

学生
3%

期はそれぞれ 78%、13%、9% であった。前後期と
もに各テーマを専門に持つ職業の方が多く、行政職員
もテーマに関係する課から参加することが多い。その

行政職員

市外

30%

39%
市内在住

一般市民

61%

67%

ため質疑応答においても、専門性の高いやりとりがな
された。

2010 年度前期講座
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受講者（30 名）の内訳

ティのあり方等多層的である。講師の方々から具体的

課 ) のお二人には、環境建築の実態や CASBEE 柏の

な数値や事例を交えた内容は、受講生からは「身近な

仕組み等で、[ 環境 ] 建築の未来を語っていただいた。

問題だったが、より具体的に問題意識を持てた」「高

神田順氏 ( 東京大学教授 ) には住宅を購入・販売する

齢者層と若年者層が交流できるプログラムの必要性を

双方が法律等の基準だけに依存せず、[ 安全 ] な住ま

強く感じた」等、新しい知見が得られたとの声が多く

い・まちとはどういうものか今一度考えることの重要

寄せられた。

性を示された。受講生からは「もっと時間をかけて教

▼実施状況
（後期コース）
：
「住宅の未来」
をテーマとし、

えてほしい」「自宅を建てる前に聞いておきたかった」

「デザイン」
「評価」
「環境」
「安全」の４つの切り口から、 「施主が好きな住宅に住むことがエコである視点が新
未来の住宅像を受講生と共に探った。[ デザイン ] で

鮮だった」等の声が上がった。

は手塚貴晴氏 ( 建築家・東京都市大学教授 ) から、作

▼スクール卒業生は既に 150 名を超え、卒業生が想

品を元に、技術の進歩に比例して人間的な建築が実現

い想いの形でまちづくりを実践し始めている。自転車

できるようになってきたという話をうかがった。浅見

をテーマにエコデザインを提案したグループで自主的

泰司氏 ( 東京大学空間情報科学研究センターセンター

に活動をまちで続ける方、スクールスタッフとして運

長・教授 ) を迎えた [ 評価 ] の回では、住宅の機能を

営側に参加する方も出てきている。今後も卒業生が活

改めて分解しつつ、住宅の周辺環境を含めた住環境

躍できる場のしかけや受講生同士の交流の活発化を図

が、住宅の評価基準になっていることを示された。清

り、住民と専門家が一緒になったまちづくりを実践す

家剛氏 ( 東京大学准教授 ) と安井健氏 ( 柏市建築指導

るきっかけのひとつとして機能していきたい。

神田順氏

清家剛氏

手塚貴晴氏

浅見泰司氏

2010年度後期参加者
総数23名
所属

2010年度後期参加者
居住地

居住地

学生
9%

行政職員
13%

市外
48%
市内在住

一般市民

52%

78%

2010 年度

後期講座受講者（23 名）の内訳
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4-2

柏の葉カレッジリンク・プログラム
主 催：千葉大学
http://college-link-chiba-u.com/index.php

▼千葉大学による｢柏の葉カレッジリンクプログラム｣

仮説を立て、実際の地域活動を通して検証する「市民

は第 4 期を迎え、年間を通して 5 コースを実施した。

科学」実践の第一歩を踏み出したものと言える。「柏

また、尚美学園大学・松田義幸学長のご協力を得て、

の葉国際キャンパスタウン構想」の目標５に掲げられ

2 回の特別講座を開催することができた。

ている「キャンパスリンクによる柏の葉スタイルの創

▼今期の重要トピックとしては、2009 年度後期専門

出」が目指す、
「環境に優しく健康に暮らす柏の葉スタ

Ａコース｢健康と食に関するライフスタイルを考える｣

イル、また豊かな交流や文化芸術を創造する」活動の

の修了生の発案によって始まった「いろはカルタ養生

実践ともなった。

訓」の制作が上げられる。読み句の検討、読み句にふ

▼ 3 月には、旧 UDCK に併設されていた 2 階建ての

さわしいイラスト募集コンペの開催、印刷費用の調達

PLS が千葉大学キャンパス内に移設され、修了生によ

まで、1 年間をかけてすべてカレッジリンク修了生の

る活動組織「カルネット」の拠点として利用できるこ

手で行われた。いつまでも元気で、いきいきと暮らす

とになった。2011 年度はここを拠点として、グリー

ためのヒントが 44 枚のいろはカルタにまとめられ、

ンフィールドを実証実験の場とする「生垣倶楽部（仮

2011 年 4 月には頒布を開始する。

称）」の活動も本格化する見通しである。カレッジリン

▼受講生の一人がつぶやいた言葉が、多くの人の共感

ク・プログラムとそこから立ち上がる ｢市民のチカラ｣

を呼び ｢市民のチカラ｣ を活かす活動につながった。

を、柏の葉のエリアマネジメントに生かせるよう、関

まさに、カレッジリンクの目指す、市民が共に考え、

係者一同さらなる努力を続けていきたい。

いろはカルタ養生訓（上：制作風景
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下：完成した冊子と絵札）

2010 年度前期

2010 年度後期

基礎コース（5 月 22 日〜 7 月３日）

基礎コース（11 月 20 日〜 1 月 22 日）
コーディネーター：三輪正幸／千葉大学助教

コーディネーター：三輪正幸／千葉大学助教
第1回
第2回
第3回

第4回

第 1 回 市民が創るサステイナブルデザイン
第 2 回 健康から考えるサステイナブルデザイン
第 3 回 農・食から考えるサステイナブルデザイン
第 4 回 環境から考えるサステイナブルデザイン

市民が創るサステイナブルデザイン
健康とサステイナブルデザイン
農・食とサステイナブルデザイン
環境とサステイナブルデザイン

第5回

専門Ａコース（5 月 8 日〜 7 月 17 日）
この街の「畑から食卓まで」を考える

専門Ａコース（5 月 8 日〜 7 月 17 日）
“ 触れる ” ことから “ 気づき ” は始まる

コーディネーター：野田勝二／千葉大学助教
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回

レポート発表会・修了式・交流会

コーディネーター：野田勝二／千葉大学助教

野菜の収穫から店先まで
市場流通と生協流通
この街の産直流通
地域の食品メーカーから学ぶ
新しく生まれる畑から食卓までの流れ

第1回
第2回
第3回
第4回
第5回

カレッジリンク流食流通の提案

第6回

専門Ｂコース（5 月 15 日〜 6 月 26 日）
コミュニケーション演習

触れるためには
自然に触れる
触れる身体・触れられる身体
触れて知る世界
触知覚とデザイン
人に触れる

カレッジリンク特別講座

コーディネーター：徳山郁夫／千葉大学教授

第 1 回 4 月 23 日
「日本人の心と源氏物語」：松田義幸（尚美学園大学学長）

第 1 回 体験学習法の理解へ
第 2 回 コンフォートゾーンから踏み出す
第 3 回 間主体性
第 4 回 育てるという仕事

第 2 回 7 月 16 日
「芸術都市の誕生～世界遺産フィレンツェに学ぶ～」
：松田義幸（尚美学園大学学長）、田中英道（東北大学名
誉教授）、熊倉次郎（リベラルアーツ研究所）

カレッジリンク・プログラム通常講座の様子
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まちのクラブ活動

柏の葉の家でも学校でもない、もうひとつのコミュニティ－
主 体：まちのクラブ活動事務局
運 営：NPO 支援センターちば
http://www.machino-club.com/

【まちのクラブ】

▼まちのクラブ活動は、2008 年 8 月に始まった柏
の葉地域に暮らす住民のための交流プロジェクトであ

ネイチャーキッズクラブ（自然遊び）、エコクラブ、

り、2011 年 3 月現在、20 のクラブと、5 つのコミュ

リズミングクラブ、We Love Todai Pips（国際交流）

ニティプログラムを持つまでに成長した。

等々、クラブ数は 20 に及ぶ。柏の葉はちみつクラブ

この地域はまだ誰もが新顔というまちであるため、新

には、小学生から 80 代までのメンバーがおり、男女

しく住民となる人にも入りやすい雰囲気を保つのが重

比も半々。また、セグウェイクラブも 20 代から 70

要と考えており、全ての活動をオープンなスタイルを

代のメンバーがおり、親子でクラブに加入していると

重視していることが特徴である。2011 年 3 月現在、

いったクラブもある。共通の興味のある物や、また大

メールマガジンの会員数は 970 人に上る。

きな季節のイベント等で世代を越えた交流が行われて

▼活動全体を通じて、乳幼児を持つ 30 代の世代と、

いるのもまちのクラブの特徴である。
【マチノ先生プロジェクト】

子供が独立して夫婦 2 人という 60 代以降の世代の 2
極化の目立つこの地域ならではのコミュニティサポー

まちのクラブ活動のコミュニティプログラムの一つで

トに力を入れている。例えば、乳幼児を持つママが近

あり、地域交流を目的に、誰もが趣味や特技で先生

場で友達をつくれる場の提供や、シニア男性のための

として活躍できるボランティアプロジェクトである。

地域デビューの場の提供等を実施し、毎回多くの参加

2011 年 3 月現在、先生の数は 22 名。住民の先生は

者を得ている。また、あえて世代を越えた交流も同時

もちろんの事、お肉屋さんやお花屋さん等、地域のお

にしかけている。

店も先生として活躍している。

マチノ先生プロジェクト（お花屋さん）

マチノ先生プロジェクト（お肉屋さん）
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まちのクラブ（セグウェイクラブ）

【ベビママ応援プロジェクト】
地域で子供を育む環境づくりの一環として、地域のシ
ニアボランティアによる「絵本の読み聞かせと手遊び
の広場」を隔週で開催している。子供が１人目のママ
が多い事もあり、今後は助産師や臨床心理士による子
育て専門職の講座の開催も考えている。
【季節のイベント】
地域の子供達が近所で、季節の催しものを楽しめるよ
うにと企画しているのが、夏まつりとハロウィンであ
る。今年の夏まつりには、柏にあるセキグチ肉店さん
が先生となり、子供向けソーセージ教室を開催し、こ
の時初めてマルシェの出展者でつくる、コラボ名物
「柏の葉ドッグ」が誕生した。参加人数は夏まつりで
100 名以上、ハロウィンで 200 名以上となる。
現在、クラブやマチノ先生を取り囲む、住民主体の小
さな輪が出て来ているが、いかにその輪をつなぎ、地
域の大きな力としていくかが今後の課題である。
夏まつり

ハロウィンイベント
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ピノキオプロジェクト
主 催：ピノキオプロジェクト実行委員会
開催日：2010 年 10 月 10 日～ 11 日
http://www.kashipino.com/

▼ピノキオプロジェクトは、柏の葉キャンパス駅周辺
の施設を主要会場に、地域の子どもたちが主役となっ
て活躍する参加型のアートイベントである。
「試行錯
誤と実践」をテーマに、童話のピノキオが様々な体験
を通じ人間になるように、子どもたちが活動を通じ成
長することを例えている。ピノキオプロジェクトでは
様々な現代アーティストや地元住民・企業とのやりと
りを通じ「地域交流」と「体験による気づき」を促す。
開発が進む新しいまち・柏の葉に住む子どもたちが、
将来のまちの担い手として自分の街を見つめ、自らま
ちづくりに参加していく意思と創造性を養うための継
続プログラムとして、2007 年より毎年開催されてい
る。
▼ 2010 年度ピノキオプロジェクトの主な活動
【ピノキオシティ】
駅前の商業施設の空間を利用して、子どもたちが考え
た「まち」を段ボールを使って制作する。ピノキオシ
ティは銀行や病院、ホテルなどのブースなどに分かれ
ており、子どもたちは企画から組み立て、装飾までを
手がけている。
建築家の樫原氏が設計したピノキオシティの壁面は、
リサイクル可能な人型の段ボールが組み合さることで
構成され、人々が手を取り合うことの大切さを表現し
ている。最終日にピノキオシティを取り壊し、片付け

ピノキオシティ（ららぽーと柏の葉）

るまで子どもたちの活動となっている。
【ピノキオマルシェ】
柏の葉キャンパス駅前で毎月開催してうる地産地消の
市場「マルシェコロール」の中で子どもたちが職業体
験をする。
子どもたちは好きな仕事を選び働くことで、
イベント限定の通貨「Pi（ピ）
」を得て買い物ができる。
2007 年度はヨーロッパの様な街並みを段ボールで制
作、以降の年はアーティストの小山田徹氏による屋台
を用い開催している。
【ワークショップ】
ピノキオプロジェクトでは、会期中、様々な現代アー

銀行でイベント限定通貨「Pi（ピ）」を発行
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ティストによるワークショップが開催される。クリエ

■主催：ピノキオプロジェクト実行委員会

（三井不動産レジデンシャル株式会社、特定非営利活動法人 NPO 支援

イティビティにあふれたアーティストが参加すること

センターちば、柏の葉アーバンデザインセンター、株式会社読売広告

により、子どもたちはこれまで見たことも感じたこと

社、スパイラル／株式会社ワコールアートセンター）

もない新鮮な驚きをもった体験ができる。

■後援：柏市、柏市教育委員会

2010 年度は江戸川大学とアーティストによる連続

■ 協 力：Books Kabos、CAFÉ AGORA、D-select、J Fresh Bar、

ワークショップも開催した。

MDAYS、Right-on、アルスメール、江戸川大学社会学部ライフデザ

▼総括

イン学科惠研究室・伊藤研究室、岡田印刷株式会社、柏商工会議所、

ピノキオプロジェクトは 2010 年開催４年目を迎え

株式会社ユニホームサービス、京葉銀行、島村楽器、首都圏新都市鉄

た。この間に協力企業の数は 50 企業以上となった。

道株式会社、生活協同組合パルシステム千葉、タリーズコーヒー、千

子どもたちを介した地域のラーニングネットワークが

日本マクドナルド株式会社柏の葉キャンパス駅前店、パークシティ柏

葉銀行、千葉日報、辻仲病院柏の葉、東急ストアららぽーと柏の葉店、

形成しつつある。当初は参加するだけだった子どもた

の葉キャンパス一番街管理組合、ビー★ポップ、ふうりん堂、ぷれい

ちの中から、進んで企画や制作を行うチームができる

ノ、ミスタードーナツららぽーと柏の葉店、三井ショッピングパーク

など、活動は着実に地域に定着してきている。

らんど３７３、ベアハグ、ペットハートステーション、ボンジョール
ららぽーと柏の葉、三井不動産株式会社 （五十音順）

■参加アーティスト：飯田紀子、ウラハラ藝大、エドアルド・マラジ
ジ、小山田徹、高橋信雅、ひびのこづえ、福留奈美、森脇裕之

他

■デザイナー：則武 弥
■建築設計：樫原 徹
■対象

：小学生（6 歳～ 12 歳）

■来場者数：2010 年 1,141 名（延べ人数）
※参考：2007 年 2,027 名

2008 年 717 名

2009 年 1,025 名

柏の葉ドッグ・ピノキオバージョン

ピノキオマルシェ
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プロジェクト

http://kashihana.org/index.html

▼「あなたも駅前ガーデニングしませんか」を合言葉

30 分から水遣り、花がら摘み作業等をして、毎週木

に、柏の葉キャンパス駅周辺に花や野菜をたくさん植

曜日は花がら摘み作業等を「花工房カモミール」の

えて、
みんなで街を美しく彩ろうという市民活動が「か

皆さんの協力を得て行っている。雨の少ない季節や、

しはなプロジェクト」である。

夏場には 1 日おきくらいに会員が水遣りをしている。

▼このプロジェクトは「千葉県持続可能な国際都市づ

また季節の花、野菜の植え替え時期が来ると、採れた

くりのための新たな担い手育成支援事業の助成金」を

ハーブ茶を飲み、お菓子をつまみながら、みんなで植

活用し 2009 年 9 月にスタートした。その後、
「柏市

栽計画、作業計画を和気あいあいに話し合って決めて

みどりの基金」から支援を受けながらも、2010 年 4

いく。

月以降は助成金を離れ、市民や地域事業者が中心と

▼また、様々なパネルディスカッションなどのイベン

なって活動を進めてきた。9 月の「みこし祭り」マル

トに参加し、市民・地域への認知度を高め、様々な活

シェ会場では、会員が作ったラベンダーススティック

動体との連携を深め、柏の葉の美化に努めている。

等を販売して資金を得たり、会員どうしで花の苗を持
ち寄りながら活動を続けている。そんな中、10 月に
は県立柏の葉公園庭球場と柏市柏の葉庭球場を主会場
とした千葉国体テニス競技大会が開催されることで、
柏市国体準備室の支援を受けた。その資金で、最寄り
の駅となる
「柏の葉キャンパス」
駅前のフラワータワー
に、国体マスコットの「チ―バ君」をモチーフにデザ
インしたトピアリーを作成。駅を降りて立ち止まる方
がたくさんいて評判になり、その後、チ―バ君は千葉
県のマスコットに出世したため、
現在も設置している。
▼千葉大学が園芸療法の研究として、レイズドベッド

UDCK 新施設オープンに合わせたデッキの緑化

（お年寄りや子供、
車いす使用者も作業可能な木で作っ
た空中花壇）を提供、会員と一緒に組み立てたたもの
が 30 基になった。大学はこのレイズドベッドを使っ
て園芸作業前後でのストレスや疲労を測定し、療法効
果の科学的な検証を行っている。
▼ 7 月にはそのレイズドベッド 11 基で栽培した 5
種類のジャガイモの収穫祭を行った。遅めに植えた株

「チーバ君」のトピアリー

（3 月下旬）
、深さ 16 ～ 7 ｃｍの浅い苗床、カラスの
襲撃等々心配なことだらけ、ドキドキしながら掘り出
すと、土の下全部がジャガイモかと思われるほどの大
収穫、ご指導いただいている千葉大の野田先生もビッ
クリ、大騒ぎ、大盛り上がりの収穫祭だった。
▼コアメンバー約 10 人を中心に、毎週月曜 10 時

ジャガイモの収穫
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マルシェでの販売
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柏の葉キャンパス駅前クリーン・アップ
▼『足元からまちをきれいに』をテーマに、駅前街区

づくり協議会）を立ち上げることを想定している。

を中心に地域企業や住民が集い、ごみ拾いや雑草刈り

▼また、柏市では地域で行う清掃活動を対象とした、

などを実施している。公共空間の維持管理という身近

ごみ袋の提供とごみ収集を実施している。市域内の活

な活動をきっかけに、参加者間の日常的な交流と地域

動として認知を期待し、本活動も登録申請を行った。

への関心を生み、柏の葉キャンパスタウン構想目標 6

その後は、市に認められた地域清掃として実施してい

「エリアマネジメントの実施」の実現に向けた土台を

る（担当：環境部環境サービス課）。

つくること、これにより、良好な地域社会形成の第一

▼駅前広場や周辺街路、駐輪場や駐車場を中心に、

歩となることを期待している。2007 年度から始まり、

UDCK 専用のビブスを着用し、毎回 20 名前後の参加

今年度は 4 年目を迎えた。

者で実施している。柏の葉キャンパス駅は 2009 年

▼ 2009 年 度 ま で は 夏 季 の み の 開 催 で あ っ た が、

度 1 日平均乗降客数が 11,000 人を超える TX 沿線で

2010 年度夏季からは、上記の目的から通年での開催

も乗降客数増加が著しい駅である。それに伴ってごみ

に変更した。隔週 1 回を原則に、夏季は夕方 17:45

のポイ捨てが増加傾向に向かわないよう、まちの顔で

から、冬季は朝 9:00 から約 30 分程度実施している。

ある駅前環境の良好なイメージ維持は重要な要素であ

▼昨年度に引き続き、UDCK 構成団体、協力団体を

る。初冬となると駅前樹木の枯葉飛散量が多く、側溝

はじめ、京葉銀行、辻仲病院、地域住民、学生が参加

を詰まらせてしまうこともあるため、市が独自に行っ

している。加えて、今年度 10 月からは、ららぽーと

ている清掃活動をフォローする役目も担っている。

柏の葉で実施している駅前清掃と連携し、東口・西口

▼来年度以降、駅前まちづくり協議会を立ち上げてい

駅前通り一帯において展開を図った。地域の関係者と

くうえでのパイロット事業となるように、今後も地域

の連携を広げながら、将来的には、駅周辺街区の事業

住民やまちの関係者から多くの賛同をいただき、活動

者及び住民によるエリアマネジメント組織（駅周辺街

や連携の輪を広げていきたい。

清掃活動の様子
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柏の葉エコ・デザインツアー
主 催：UDCK
運 営：JLDS
開催日：2010 年 6 月 19 日、29 日、7 月 10 日、17 日

▼「柏の葉エコ・デザインツアー」は、エコロジーを

度は大人 500 円）など、いくつかの要因が考えられる。

核とした街づくり推進に必要な、地域住民の「地元へ

一方で、参加者の感想は、「普段は入れない施設に入

の理解」
「魅力の再発見」
「地元への愛着」を喚起して

れて、最先端の研究に触れられた」「散歩に飽きない

いくプログラムとして 2008 年に初めて実施。地域

公園があることがわかった」「千葉大学の中に森林や

の魅力の発見や情報発信に効果を示した。2009 年年

畑があって驚いた」「ららぽーとに屋上庭園があるこ

度は予算や開催時期、運営主体の問題があったため開

とを初めて知った」など、内容は概ね好評だったと言

催されなかったが、2010 年度は UDCK 協力団体の

える。

JLDS（ジャパンライフデザインシステムズ）が運営

▼環境意識の高い参加者と交流がはかれたこと、また

主体となって開催することになった。

キャンパス地区内の各施設や研究者と改めて関係性が

▼実施目的は 2008 年度と同様、①柏の葉に点在す

築けたことは一つの成果と言える。「環境」「エコ」と

る地域資源（エコ・デザイン）の見える化、②柏の葉

いう言葉が当たり前になり、数々の先進的な取り組み

地域の各施設の関係づくり、③環境を核とした地域の

が発信されるなかで、柏の葉独自の魅力・コンテンツ

魅力発信（特徴づくり）とし、ソフト面から柏の葉国

をどう発信していくかは課題である。定期開催の要望

際キャンパスタウン構想を実現することを目指した。

はあることから、セグウェイとの組合せたツアーや他

▼柏の葉キャンパスエリアの主要施設を巡り、参加者

イベントとの連携など街の成長・進化とともに、新し

にその魅力を感じていただくツアーである。コースは

い街の見方を提案するような企画が望まれる。

約 3 時間かけて、①東京大学柏キャンパス→②県立
柏の葉公園→③千葉大学健康環境フィールド科学セン
ター→④ららぽーと柏の葉→⑤ UDCK と歩く。

08年春に開催された「柏の葉エコ・デザインツアー」が帰ってきました！
私たちは、毎日の暮らしの中で環境にやさしい工夫やアイデアを、
楽しく実践していくことを「エコ・デザイン」と呼びます。
柏の葉キャンパスの「エコ・デザイン」を学びながら、
街の新たな魅力を見つけてみませんか？

▼東京大学柏キャンパスに 12 時半に集合し、13 時
からツアー開始。東京大学では、東京大学の大学院生
や先生方の協力のもと、環境棟などの施設案内やミ
ニ講座を行った。県立柏の葉公園では公園内の主要施
設や植物について説明し、広大な公園の魅力について

開催日

土曜日
計4 回開催

7

19

6月

17

水
2
9

木
3
10

金

土

4

5

11 12

日
6
13

16

17

18 19

20

23

24

25 26

27

30

月

火

水

6

7

ツアー内容

「エコ・デザイン」への取り組みをはじめ、柏
の葉キャンパスの魅力を体験する約３キロの
ウォーキングツアーです。
13:00
13:30

東京大学 柏キャンパス（集合）

環境棟をはじめとする施設案内とミニ講座

7月

定員各

20

名

参加対象

（小学３年生以下のお子様は、大人同伴でご参加ください）

木
1

5

8

金
2
9

土
3
10

日
4
11

12

13 14

15 16

17

18

19

20 21

22

23 24

25

27 28

29

30

26

31

13:50

県立柏の葉公園

14:20

公園内の紹介と散策

14:30

千葉大学 環境健康フィールド科学センター

15:15

センター内の施設案内とミニ講座

15:20

ららぽーと柏の葉

申し込み締切日（〜17:00まで）
開催日
＊雨天決行
＊開催日によって内容が異なります。

〜

小学 4 年生以上

8

〜

大学の先生方によるミニ講座を行った。ららぽーと柏

火
1

7

28 29

〜

参加費

大人 1,000 円
中学・高校生 500 円
小学生 無料

月

14 15
21 22

〜

解説。千葉大学ではセンター内の施設案内と、千葉

2010. 6

所用時間

約３時間（12 :30 集合 13:00〜16:00）

16:00

屋上庭園の見学

の葉では屋上庭園に行き、風力発電のほか屋上農園な
ど商業施設の環境への取組みについて解説。最後に
UDCK へ戻り、これまで見てきた内容を振り返りな
がら街づくりの全体像について総括した。
▼盛況だった 2008 年度に比べると、2010 年度の参
加者は 6/19（13 名）
、6/26（3 名）
、7/10（12 名）、
7/17（15 名）と苦戦した。企画の遅れによる広報期
間の短さ、猛暑の中歩くツアーの敬遠（開催時期の問
題）
、参加料金（2010 年度は大人 1,000 円、08 年

柏の葉エコ・デザインツアー 2010
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駅前出張サイエンス・カフェ

主 催：柏の葉サイエンスエデュケーションラボ（KSEL）、UDCK
開催日：2010 年 10 月 30 日
http://udcx.k.u-tokyo.ac.jp/KSEL/index.html

▼ 2010 年 6 月 に、 東 京 大 学 の 大 学 院 生 を 主 と し
た 団 体「 柏の葉サイエンスエデュケー シ ョ ン ラ ボ
（KSEL）
」が設立され、学生及び研究者が柏の葉地域
における科学教育に貢献出来る仕組みの構築に向けた
活動が開始された。活動第一弾として、2010 年 10
月 30 日（土）に東京大学柏キャンパスの一般公開に
合わせ、
「駅前出張サイエンスカフェ」を UDCK にて
開催した。
▼この企画は KSEL と UDCK が主催し、KSEL メン
バーの東大大学院生の他に、柏の葉高校の高校生達に
スピーカーとして参加してもらった。台風の近づく中
にも関わらず、約 40 名の方が参加され大盛況となっ
た。ちょっと難しくて取っ付きにくいと思われがちな
「科学」を楽しんで体験することを通じて、柏の葉地
域の特に若い世代がこの街と関わり、科学に夢を感じ
て世界の舞台に羽ばたいてほしい、という KSEL メ
ンバーの想いが、伝えられたのではないかと思う。
▼その後も KSEL では、継続した活動を展開し、12
月 21 日に、ららぽーと柏の葉で「皆既月食観望会」、
12 月 26 日に、さわやかちば県民プラザで「子ども
科学教室」
、1 月 27 日に、柏の葉高等学校で「総合
演習の講演」を実施。特に高校生を相手にプログラム
を展開し、多くの要望や、状況に合わせた活動を実施
した。こうした地域密着型の活動が評価され、2010
年度の東京大学大学院 新領域創成科学研究科 研究科
長賞（地域貢献部門）を受賞した。
▼ KSEL では今後、
「あそこに行けば、何か楽しそう
なことを語らっている」と思っていただける空間づく
りを目的として、science select book cafe" だんら
ん " を企画している。柏の葉キャンパス駅前のカフェ
AGORA にメンバーが選んだ科学の本を設置するとと
もに、メンバーが本の紹介を通して、科学の魅力や専
門分野の最新情報を伝える中で、世代、立場を超えた
豊かな「だんらん」コミュニケーションの場を構築し
たいと考えている。

駅前出張サイエンス・カフェ
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K サロン
主

催：UDCK

▼ K サロンとは UDCK 主催のまちづくり実践者交流

者数は毎回 30 ～ 100 名とテーマによって変化する。

会である。UDCK 運営関係者をはじめ、市内や TX

▼ 7 月は旧館 UDCK での実施最後となるため、4 年

沿線でまちづくり活動を展開している方を中心に、都

間の歩みをスライドで振り返った後、参加者全員で「第

内や全国で活動されている方・学生等もプレゼンター

2 期 UDCK に期待すること」をワークショップ形式

としてゲストに招き、話題提供として各自の活動を発

で出し合った。関係者が多い中、新しいことを提案し

表している。お互いの活動を知ることで、これからの

ていく発信力の強化に意見が多かった。11 月、1 月

まちづくりの方向性や可能性を様々な角度から話し合

の回は UDCK プロジェクトを取り上げた。11 月は、

い、課題点の共有や新規事業の創出・連携点を見つけ

公衆電源サービスを紹介。3 月の運用終了を前に、周

る機会として機能している。

知と新しい使い方のブレストを行い、実証実験として

▼不定期であるが、社会人でも参加できるよう平日

今後の展開を考える機会となった。1 月の五感の学校

18 時半頃より 2 時間程度開催。発表テーマに合わせ

中間報告会では一連のアートプログラムの趣旨や成

その後の交流会は、ワークショップや取組みを実際に

果・進捗を、しかけ側とプログラム参加者側の住民が

体験してもらう形式など様々である。料飲は基本的に

共有し、これからの方向性について話あった。3 月は

は参加者からの持ち寄りとしているが、持ち寄らな

学生からの提案で柏の葉を中心として学生主体で動い

い場合の参加費を運営費に充て、地域の PR に繋がる

ているプロジェクトの報告をし、駅前広場の設計提案

ような内容になるよう工夫している。地場野菜を使用

をしているグループがワークショップを行った。住民

したレシピや、
「かしはなプロジェクト」が育てたバ

の方からも発表いただく場面もあり、個々のプロジェ

ジルを近隣飲食店に依頼しパスタにした回や、学生が

クトだけではない繋がりが生まれる回であった。

留学生と自国の料理を手作りして振る舞った回もあっ

▼ PLS も K サロンで地域企業が学生のアイディアに

た。

目を留めたことが始まりである。今後も、K サロンが

▼ 2010 年度は計 4 回実施した
（2010 年 7 月 28 日、

参加者どうしの創造的な交流の場となるよう企画を考

11 月 19 日、2011 年 1 月 28 日、3 月 4 日）
。参加

えていきたい。

2010 年度に開催した K サロンの様子
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マルシェコロール
主 催：マルシェコロール実行委員会
http://www.kashiwanoha-marche.com/

▼ 昨 年 度 か ら 月 に 一 度 の 定 期 開 催 と し て い る が、

間で完売する人気商品になった。その他、出店者同士

2010 年度は、マルシェコロールにおける「5 つの心

の交流や、サポーターと店長さんの交流のため、自己

得」
を定めた。①クリエイティブな発想を重視する「創

紹介カードを作成するなど、交流の糸口が具体的に見

造性」
、②失敗を恐れずにチャレンジする「新規性」、

えた 1 年となった。

③地域の色を大切にする「地域性」
、④作り手も参加

▼ 2010 年 5 月より募集を始めたマルシェのサポー

者も交流を意識する「社交性」
、⑤参加者全員が表現

ターは、これまで述べ 30 人以上が参加。当初は短時

する「参加性」である。この心得に理解・賛同する人

間のサポートが中心だったが、今では街づくりに関心

たちが集まり、2010 年度は、第一土曜日を基本とし

のある学生サポーターを中心に企画段階から参画して

て、2011 年 1 月を除き、11 回実施した。店舗の数

いる。「学生企画会議」を月 2 回実施し、マルシェの

はおよそ 50 店になり、フリーマーケットは最も多い

魅力を高めるための様々なアイデアを出し合ってい

時で 145 区画を数え、およそ 200 店が、UDCK を

る。その実現第一弾として、12 月のマルシェでは、

はじめ、柏の葉キャンパス駅前に勢揃いした。来場者

顔に小麦粉を付けて “ 白ひげサンタ ” になってくれた

は多い時で 6,000 名を超えた。
（主催者発表）

人は、もう一度くじが引けるという「ひげサンタ企画」

▼年間を通して地元のお祭りやイベントと同時開催

が実施された。

し、地域への定着を図った。4 月には、柏の葉キャン

▼毎月、アーティストによるパフォーマンスや体験

パス一番街町会と「みんなの祭り」を同時開催し、9

ワークショップを開催した。地元で活躍するアーティ

月には「ふるさと田中みこし祭り」とともにナイトマ

ストや、東京・原宿を拠点に活動するアーティスト集

ルシェを開催、10 月には、ピノキオプロジェクトの

団「ウラハラ藝大」とも連携し、毎月多彩なプログラ

子どもたちの職業体験のお店を提供した。

ムを展開した。また、住民参加型で、誰でも参加でき

▼「地元商店 × 住民 × アーティスト」
によるコラボレー

る「マチビト・オン・ステージ」では、ママさんバン

ション商品「柏の葉ドッグ」が登場。2010 年秋に誕

ドやキッズダンスグループなどの住民グループが元気

生した柏の葉ドッグは、毎回販売するやいなや、数時

な発表を披露した。

一番街「みんなの祭り」との同時開催（4 月）
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マルシェサポーター

■主催：マルシェコロール実行委員会
（NPO 法人 NPO 支援センターちば、柏の葉アーバンデザインセンター
（UDCK）、三井不動産レジデンシャル株式会社、株式会社読売広告社、
スパイラル / 株式会社ワコールアートセンター）
■協力：PARC（パーク）生活協同組合パルシステム千葉、三井ショッ
ピングパークららぽーと柏の葉、三井不動産株式会社

アーティストのパフォーマンス

マチビト・オン・ステージ

ナイトマルシェ（9 月）
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はっぱっぱ体操
▼はっぱっぱ体操は、健康・環境・創造・交流のまち

いる。ららぽーと柏の葉のフィットネス、地元町会な

づくりが進む柏の葉キャンパスオリジナルの新しい体

ど、実施団体は毎年拡大しており、「地域の体操」と

操である。振付家・ダンサーの斉藤美音子が振り付け

して徐々に広がりを見せている。

を、運動科学の第一人者である東京大学の小林寛道名

▼ 2010 年度の主な活動は下記の通りである。

誉教授が監修を行い、音楽や映像等で様々なアーティ

①第 3 回ふるさと田中みこし祭り

ストが参加し 2008 年に完成した。

日時：2010 年 9 月 11 日（土）
会場：柏の葉キャンパス駅東口ロータリー

▼はっぱっぱ体操には様々な特徴的なポーズがあり、

その多くに体の深層部にある筋肉
（インナーマッスル） ・若柴町会だんごの会とともに、ステージ上で披露
を鍛える効果がある。インナーマッスルは体の動きを

②第 49 回田中地区市民運動会

中心で支えているが、通常の生活ではほとんど意識す
ることはない。はっぱっぱ体操をおこなうことで、こ

日時：2010 年 10 月 3 日（日）
会場：柏市立田中中学校

のインナーマッスルを効果的に動かし、鍛えることが

・全体準備運動として実施

できる。また随所にちりばめられた手足の複雑な動き

③ 2010 年はっぱっぱ体操コンテスト

は脳を刺激する。
「手くびっぱ（指先の動き）
」や「な

日時：2010 年 9 月 23 日（木）13:00-16:00
会場：ららぽーと柏の葉２Ｆクリスタルコート
主催：三井不動産レジデンシャル株式会社
協力：はっぱっぱ体操普及実行委員会
（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、らら
ぽーと柏の葉、東京大学柏Ⅱキャンパス生涯スポーツ健康科学研
究センター、柏の葉アーバンデザインセンター、NPO 支援セン
ターちば、株式会社読売広告社、スパイラル／株式会社ワコール
アートセンター）、生活協働組合パルシステム千葉

んばっぱ（なんば歩き）
」などの動きは、次の動きを
予想しながら踊ることで、脳の刺激につながり、アン
チエイジングや脳の活性化につながるものとなってい
る。
▼地域への普及を目指し、2009 年度よりららぽーと
柏の葉にてはっぱっぱ体操コンテストを毎年実施して

・出場者 46 名 、一般客数

400 名（延べ数）

第 3 回ふるさと田中みこし祭り

第 49 回田中地区市民運動会

はっぱっぱ体操コンテスト
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五感の学校中間報告会・アーティストトーク
主 催：五感の学校事務局
http://gokan-gakkou.jp/

▼ 2006 年から柏の葉キャンパスにて実施されてき

【開催スケジュール】

たアートプロジェクト「五感の学校プロジェクト」を

● Vol.1

守谷－アーカスプロジェクト－

2010/12/ ３ Fri

振り返り、今後のつくばエクスプレス沿線の横断的な
アート拠点の連携をめざして全 8 回のトークを実施
した。沿線のアート関係者やアーティストを毎回ゲス
トとして呼び、UDCK や地域の関係者とともにディ
スカッションを行った。また、第 4 回目は「五感の
学校中間報告会」と称し、UDCK の K サロンの中で
報告イベントを実施、100 名程の参加者で賑わった。
街びらきのイルミネーションイベント「未来観測」か
ら、はっぱっぱ体操やピノキオプロジェクト、建設
中のパークシティ柏の葉キャンパス 二番街に設置さ
れるアートまでの、一連の流れを説明するよい機会と
なった。

16:00-18:00

@UDCK

小田井 真美（アーカスプロジェクトディレクター） 他
● Vol.2 秋葉原－ 3331Arts Chiyoda －
2010/12/14 Tue 17:00-20:00 @ カフェ アゴラ
中村 政人（アーティスト、3331Arts Chiyoda 統括ディレクター）
● Vol.3 JOBAN アートライン－取手アートプロジェクト、アート
ラインかしわ、松戸アートラインプロジェクト－
2011/1/14 Fri 16:00-18:00 @ 柏の葉ライフミュージアム
石戸新一郎 (JOBAN アートラインプロジェクト柏実行委員会代表 )
寺嶋郁夫（JOBAN アートラインプロジェクト柏実行委員長兼プロ
デューサー）
小山淳子（NPO 法人コミュニティ・コーディネーターズ・タンク
CoCoT 副代表理事）、トル
傍嶋賢（SOBASUTA 代表）
羽原康恵（取手アートプロジェクト事務局長）
● Vol.4 五感の学校プロジェクト中間報告会
2011/1/28 Fri 18:00-20:00 @UDCK
「新しいまちとアート」村田 宜顕（三井不動産レジデンシャル株式会
社 千葉支店開発室 主査 ）
「五感の学校プロジェクト 活動プログラムについて」松田朋春（五
感の学校プロデューサー、スパイラル／株式会社ワコールアートセン
ター チーフプランナー）
「五感の学校プロジェクト アート整備プログラムについて」岡田勉
（五感の学校キュレーター、スパイラル／株式会社ワコールアートセ
ンター チーフキュレーター）
★ゲストアーティスト
「柏の葉はちみつプロジェクトへの想い」ジャンリュック・ヴィルムー
ト［フランス］
★関連イベント
はっぱっぱ体操体験、ピノキオカフェ、柏の葉はちみつプロジェクト
レシピの試食など
● Vol.5 墨田 －墨東まち見世－
2011/2/10 Thu 18:00-20:00
@UDCK
曽我高明（現代美術製作所）
村山修二郎（アーティスト）
● Vol.6 「アーティストインレジデンスの現状」
2011/2/25 Fri 17:00@UDCK
小田井真美（ARCUS プログラムディレクター）

アーティストトークの様子

狩野哲郎（アーティスト）
さとうりさ（アーティスト）
齊藤智彦（アプリュス ディレクター）
● Vol.7 「ギャラリストから見たアートネットワーク」
2011/3/11 Fri 17:00-19：00 @UDCK ※延期

Vol.4

五感の学校プロジェクト中間報告会（2011.1.28）

染谷 卓郎（Takuro Someya Contemporary Art 主宰 )
大山エンリコイサム（アーティスト）
● Vol.8（最終回）「つくばエクスプレス沿線のネットワーク構築に
向けて」
2011/3/28 Mon 17:00-19：00 @UDCK ※延期
伊藤 悠（island JAPAN 代表）
秦 明生（柏市経済産業部商工振興課 主査）
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お花見ピクニック月間 2010
事務局：UDCK

▼ゴールデンウィークを中心とした前後 1 カ月間、

また、つくばエクスプレス沿線の賑わい創出といった

柏の葉キャンパスエリアにて開催される各種イベント

観点からも、柏の葉キャンパスらしいイベント各種を

の連携を図ることを目的に、2008 年度より「お花見

見える化するよい機会となっている。

ピクニック月間連絡会」を UDCK に設置し、合同の

【関連企画】

PR パンフレットを制作している。

・柏の葉公園さくらまつり
・キラキラ★デコ教室
・柏の葉高等学校の吹奏楽部による演奏会
・千葉大学環境健康フィールド科学センター
農産物即売会、シンポジウム、お花見交流会など
・まちのカリスマ美容師さんによる！春のナチュラ
4/19
ル基本メイク
・まちのお花屋さんによる！春の寄せ植え教室
4/24
・マルシェコロール
5/1
・クレイアニメで遊ぼう
5/1
・おもしろ科学実験
5/2
・キャラ弁クッキングショー
5/3
・ボクもワタシもパイロット！体験
5/4
・スプリングフェスタ 2010in 柏の葉
5/4
・柏の葉公園こども春まつり
5/5
・ピクニック＆ペタンクパーティー
5/8
5/15 ～ 16 ・TX サイクルフェスタ in 柏の葉 2010
4/1 ～ 4
4/10
4/17
4/18

▼イベント開催団体は 6 社（柏の葉八重桜並木整備
協議会、首都圏新都市鉄道㈱、ららぽーと柏の葉、ま
ちのクラブ活動事務局、
マルシェコロール実行委員会、
柏の葉公園管理事務所）
、合計 15 のイベントが開催
された。また、2010 年度は初めて、6 社からの協賛
金を募りパンフレット制作を進めることができたと同
時に、パンフレットデザインについても市民の方の協
力を得ることができた。
▼柏の葉で行われている様々な取り組みを、個別の点
として発信していくのではなく、面としてのエリア全
体で発信することで、集客の相乗効果をあげている。

お花見ピクニック月間 2010
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PR パンフレット
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TX サイクルフェスタ 2010

主 催：首都圏新都市鉄道株式会社
開催日：2010 年 5 月 15 日 ,16 日
後 援：柏市
協 力：三井不動産、ららぽーと柏の葉、千葉大学

▼環境や健康への関心の高まりとともに、人にも街に
も優しい交通手段として、自転車が再認識されてきて
いる。そんな自転車をテーマにＴＸ沿線の魅力を感じ
てもらうことを目的として 5 月 15 日（土）と 16 日
（日）に「ＴＸサイクルフェスタ 2010 in 柏の葉」を
開催した。
ＴＸ沿線のファミリー層を対象に、ららぽー
と柏の葉など柏の葉キャンパス駅周辺で、自転車の楽
しさを様々な形で紹介し、実際に体験していただく複
数の催しを行った。本年は天候にも恵まれ、過去最多
の参加者数となった。
（2007 年から毎年実施、本年
は第 4 回目）
【サイクルラリー】

サイクルラリー

県立柏の葉公園や千葉大学など、緑あふれる柏の葉
キャンパスシティにオリジナルのサイクリングコース
を設定し、3 箇所のチェックポイントを回ってもらっ
た。本年は新たな試みとして、通常のレンタサイクル
に加え、有名自転車メーカーの最新モデルの試乗車も
貸し出した。また、完走者には記念品と飲み物をプレ
ゼントした。２日間で 1,214 人の参加があった。
【おもしろ自転車ひろば】
一度に何人も乗れる自転車やまっすぐ前に進まない自
転車など面白い自転車を集め、試乗してもらった。ご
家族連れを中心に２日間で 1,812 人の参加があった。
おもしろ自転車ひろば

【サイクリストトークショー】
元自衛官という経歴を持つタレントの福島和可菜さん
と雑誌 ｢BICYCLE NAVI｣ の河西啓介編集長をゲス
トに迎え、自転車について、ファッション・美容・健
康の観点からおしゃべりしていただいた。また、最後
に自転車などの賞品が当たる抽選会を実施した。
▼ＴＸサイクルフェスタは来年も開催の予定である
が、今後の実施に当たっては、柏市をはじめとする関
係団体や柏の葉キャンパス駅周辺で行われている各プ
ロジェクトとの一層の連携を図っていきたい。

サイクリストトークショー
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第 4 回 柏の葉里さくらまつり
主 催：柏の葉八重桜並木整備協議会
開催日：2010 年４月 17 日、18 日

▼柏の葉八重桜並木整備協議会 ( 以下、協議会 ) は、
千葉大学、千葉県、柏市、周辺企業、住民等で構成され、
柏の葉キャンパス駅から千葉県立柏の葉公園までの通
りに八重桜の並木を設置し、地域に愛されるフィール
ドに整備することを目的にこれまで活動してきた。そ
の一環として開催される「柏の葉里さくらまつり」は、
並木の成長を地域で見守るイベントである。
▼ららぽーと柏の葉では、前夜祭 (17 日 ) として、千
葉県立柏の葉高校の吹奏楽部によるブラスバンド演奏

柏の葉キャンパス駅西口駅前通りの八重桜並木

が行われた。司会進行も高校生が自ら担当し、なじみ
の曲に動きも加えながら、若者らしいポップな演出が
なされ、演奏終了と同時に大きな拍手が送られた。
▼主会場の千葉大学環境健康フィールド科学センター
( 以下、フィールドセンター ) では、いくつかのイベ
ントが開催された (18 日 )。講演会では千葉大学安藤
教授から、‘ そめいよしの ’ の交配親に関する研究紹
介などがあり、参加者から感嘆の声が聞かれた。講習
会では、千葉大学北条准教授がベランダでの野菜作り
のポイントを実演しながら丁寧に解説した。パネル
ディスカッション
「花づくり

まちづくり

人づくり」

では、柏市内で活躍する市民グループや千葉大学から
活動発表や交流がなされ、グループ間の活動連携の可
能性が垣間見えた。また、協議会会長 ( 安藤教授 ) よ
りフィールドセンター長 ( 高垣教授 ) に八重桜の苗木
が寄贈された。その他にも農産物即売会やローンボー
ルズ ( カーリングやペタンクの原型 ) 体験会などが行
われ、多くの来場者に恵まれた。
▼ UDCK では緑のまちづくりに関する市民活動展示
が行われたほか (4/18 ～ 5/6)、まつりのフィナーレ
としてお花見交流会が開催された。 (18 日 )。
▼来年度は、柏の葉キャンパス駅周辺で同じ時期に
開催されている他のイベント ( マルシェコロールや
みんなの祭など ) とのコラボ企画を提案していきた
い。また他イベントと連携しやすいように、主会場を
UDCK とすることも検討していきたい。

第 4 回柏の葉里さくら祭り（前夜祭、講演会、農産物即売会）
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第 3 回 ふるさと田中みこし祭り
主 催：ふるさと田中みこし祭り実行委員会
開催日：2010 年 9 月 11 日

▼昨年、経済不況のため中止になった「ふるさと田中

さんの出し物。また、秋山柏市長にも参加いただき、
「マ

みこし祭り」が 2010 年 9 月 11 日（土）、第３回と

ルシェコロール」も同時開催したためお祭り感がより

して盛大に開催され、5 万人の人々が祭りを楽しんだ。

盛り上がった。天候に恵まれ、日中はとても暑い日だっ

▼地元である「田中ふるさと協議会」や「西原ふるさ

たが、夕刻の花火が揚がるころは涼しくなり、夏の終

と協議会」が中心となって、
「ふるさと田中みこし祭

わりを飾るにふさわしい１日だった。

り実行委員会（櫻田義孝会長）
」が設置され、地元住

▼この「ふるさと田中みこし祭り」は、失われつつあ

民や、警察署、消防署など関係機関の協力を得ながら

る、世代を超えた人と人との触れ合い、この地域固

企画、運営が行われた。

有の歴史や文化の継承などを取り戻すことをめざし、

▼田中地区の神社氏子衆によって継承されてきた多数

2007 年からスタートした住民参加の新しいお祭りで

の神輿が勢ぞろい、子供神輿も多数参加、いなせな老

ある。また、昔から住み続けてきた方々と新しく移り

若男女が元気一杯、神輿を担いだ。今回からは、パー

住んできた方々が、同じ「みこし」を担ぐことで、地

クシティー１番街の町会が初参加、担ぎ手の子供がい

域を大切にしていこうという共通の意識が芽生え、地

なくなった町会の子供神輿を担いで、文字通り新旧住

域の未来を共に創り出しいく起点になることを目指し

民一体となったお祭りになった。

ている。伝統と文化を育んできた「ふるさと」として

▼オープニングの「はっぱっぱ体操」に始まり、フラ

の魅力と、目覚ましい発展を遂げる「都市」としての

ダンスショ―、チアリーディング、ビッグバンド、演

活力、そうした互いの魅力が融合することで、
「新し

歌ショ―、フランス凱旋の和太鼓御響、郷愁を誘う柏

いふるさと」創りにつながることが期待される。

踊り、浅草バルバロスの熱いサンバ、その他盛りだく

第 3 回ふるさと田中みこし祭り
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かしわフードショー／かしわサラダレシピコンテスト
主
運

催：かしわフードショー 2010 実行委員会
営：JLDS

▼これまでも「柏の葉カレッジリンク・プログラム」

約 60 名を対象に、奥田シェフの取り組む庄内モデル

「稲刈り体験ツアー」を通して、地域の生産者の意欲

の勉強会を開催。その後、秋山市長をはじめ柏の食・

や市民の「食（農）
」に対する意識の高さを感じてい

農分野のキーマン 20 名が参加した奥田シェフとの懇

た。一方で、
「食」をテーマとしたまちづくりを進め

親会のなかで今後の方向性が確認された。

るためには、一過性のイベントではなく、市民が意識

▼その意識を広く市民にも波及させていこう…と、

を高め、毎日の食卓を見直していくような継続的な活

10 月 2 日に「かしわフードショー 2010」を開催。

動が必要となる。そうしたタイミングで、山形県・庄

メイン会場となるららぽーと柏の葉では、市内の生産

内エリアで食による地域おこしに取り組む地場イタリ

者によるブース出展の他、特設キッチンを設けてゲス

アン「アルケッチァーノ」オーナーシェフの奥田政行

トの奥田シェフによるミニ講座「奥田式野菜の選び

氏に知遇を得、庄内の生産者～大学～料理人の連携に

方」、前年のかしわサラダレシピコンテストで市民賞

よるモデルが柏の葉エリアの参考になるのではで…と

を受賞したレシピの紹介と試食会、さらには柏調理専

考えた。まずは、そうしたモデル共有のための勉強会

門学校の生徒２名と奥田シェフによる公開調理実習

からスタートした。

など多彩なプログラムが行なわれ、約 800 名が来場。

▼「食材（生産者）
」と「暮らし（市民）
」を繋ぐため

約 70％の人が「良かった」、約 45％の人が「新しい

には触媒となる「料理（料理人／流通関係者）
」が重

食べ方を知った」「自宅で試したい」と回答している。

要であることについて理解を深めるために、７月３

また、夕方、場所を UDCK に移して行なわれた「か

日（土）にカレッジリンク・プログラム関係者・生産

しわの農・食を考えるパネルディスカッション＆懇親

者・飲食店関係者・流通関係者・まちづくり関係者の

会」にも多くの生産者、料理関係者、流通関係者が参

かしわフードショー 2010
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ららぽーと柏の葉のメイン会場

加し、
活発な意見交換が行なわれた。参加者からは「立

つながる取り組みも見られた。

場を超えた人たちとの連携が重要」
「市民に向けた継

▼なお、10 月の「かしわフードシュー 2010」は、

続的な情報発信が重要」といった声が聞かれ、今後、

農水省が国内自給率向上の取り組みを表彰する「フー

継続的かつ連携的な取り組みが必要であることが裏付

ドアクション・ニッポンアワード 2010」において応

けられた。

募の上位 20％に与えられる入賞を授賞した。

▼ 2009 年、柏市主催で行なわれた「かしわサラダ」

▼食をテーマにしたまちづくりは、その地域の「食材」

レシピコンテストも、こうした地域の食材・食文化と

「食文化」が、その地域の市民の「食生活」
「食習慣」
「食

市民とを繋いでいく活動の一環と位置づけ、「かしわ

卓」を通して磨かれ、地域の魅力的なコンテンツとし

フードショー 2010」内で第２回の募集を開始した。

て育っていく循環図を作り出すことに他ならない。そ

前年の応募数の 3 倍近い 131 作品が寄せられた。う

の循環を作り出すために重要となるのが、
「飲食店」
「農

ち 51％が千葉県内、35％が柏市内からの応募で、単

作物販売所」「食品スーパー」「朝市」「料理教室」と

なる料理コンテストではなく地域活性の取り組みとし

いった “ 食の触媒 ” 機能である。すでに東葛エリアの

て認知されつつある。書類審査・試食審査を経て、入

主要レストランによって立ち上げられた「レストラン

賞 5 作品、
特別審査員賞 5 作品が選ばれ、
3 月 5 日（土）

サミット実行委員会」との連携を模索するなど、今後

にららぽーと柏の葉で結果発表＆試食イベントが開催

も食に関わる多彩なプレイヤーの協力・参画を募り、

され、約 170 名が参加した。また、会場内では主た

市民の食習慣・食卓に新しい提案を行なうと同時に、

る応募作品のレシピが配布され、地域レストランのイ

柏の農産物と食文化を盛り上げていく取り組みを進め

ベント連動の特別メニューが紹介されるなど、今後に

ていく。

「かしわの食と農のガイド」

かしわフードショー 2010 UDCK でのパネルディスカッション

第 2 回かしわサラダレシピコンテスト
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柏の葉 AR スタンプラリー
主
期

催：UDCK ほか
間：2010 年 9 月 8 日～ 9 月 30 日

▼ AR（拡張現実）とは、現実環境にコンピュータを

リジナルジャムをプレゼント。また、ららぽーと柏の

用いて情報を付加提示する技術、および情報を付加

葉「柏の葉・LaLa ちょう」には、ららぽーと柏の葉

提示された環境そのものを指す言葉である。UDCK

内サブウェイで利用できるクーポン券を付与した。

の第二期施設オープンにあわせ、iPhone のモーショ

▼期間中、参加者は全部で 500 組を超え、指定され

ンセンサー機能や GPS 機能を活用することにより、

た 5 種のちょうを集めた参加者も計 318 組に上った。

「ちょう」の形をした電子クーポンを捕まえてコレク

都心部（秋葉原）にも UDCK やららぽーと柏の葉を

ションするというアプリ【i Butterfly ～クーポン・エ

紹介する数種類のオリジナルちょうを飛ばすことで、

ンタテインメント ! ～】を活用して、参加者が楽しみ

外からも柏の葉へ足を運んでいただき、柏の葉という

ながら街を散策することで、柏の葉の街づくりを紹介

街を知っていただく一つの機会となった。

する「柏の葉 AR スタンプラリー」を実施した。

▼ AR 技術は、現実環境における作業支援がその応用

▼参加者が集めるオリジナル「柏の葉ちょう」を 9

分野として期待されている。例えば、道案内情報の提

種類用意。それぞれをＧＰＳで指定した範囲に飛ばす

供、航空機やコピー機のメンテナンスを行う技術者に

ことで、街を巡る動線を設計。捕まえた「柏の葉ちょ

対する技術情報提供、医療分野における手術支援に向

う」からはその場所に関する説明や Web サイトを閲

けた情報提示などの応用研究が既に行われている。
「イ

覧でき、実際に現地を歩きながら、街について楽しく

ノベーション・フィールド」都市を目指す柏の葉では、

知ることができる内容とした。参加特典として、指定

今後も引き続き、AR のような最先端技術を用いた実

された 5 種のちょうを集めた方全員に千葉大特製オ

証実験を継続して推進していきたいと考えている。

イベントパンフレット
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齋藤香代子

小溝敏央

NPO 支援センターちば

NPO 支援センターちば

マルシェコロールを担当して、早 20 回以上を開催してき

まちのクラブ活動のスタッフを初めてから、3 年になり

ます。ある日の土曜、まちのクラブハウスで、はちみつ

ました。（2011 年 3 月現在、22 回実施）毎回参加の皆

クラブと会ってから、UDCK へ向かう途中でペタンクク

勤賞の店長さん、また、お店同士のコラボを企画してく

ラブに会い、最終地点でセグウェイクラブに会うという

れる積極的な店長さんなど、まちづくりへの熱い想いに

一日がありました。皆思い思いに好きな事を楽しんでい

後押しされて、地域への定着と規模の拡大を着々と進め

るようで、そういう地域（まち）の休日っていいなあと

てくることができました。サポーターのみなさんも、朝

漠然と感じました。

7 時半過ぎから準備に取り組んでくれたり、学校の後に

UDCK が持つ、チャレンジングで優しい雰囲気を、柏の

集まって企画を練ってくれたりと大活躍でした。柏の葉

葉の風土として将来的にもずっと残って行くことを願っ

のまちづくりは、街を考えるポジティブな仲間たちがい

ております。やりたい事を躊躇なく出来るまち、そんな

て、進んでくることができました。これから、もっとい

ポジティブな雰囲気がコミュニティを活性化し、住んで

いて楽しいなと思える地域づくりへと繋がっていくので

ろんな ‘ まちの可能性 ’ をつないでいく交流装置として機

はないかと思います。

能できるよう、育っていくといいなと思っています。

中澤徹

小山田裕彦

スパイラル / 株式会社ワコールアートセンター

今年度の一番大きな出来事として、UDCK の移転があり

㈱シンク・コミュニケーションズ

多種多様なプロジェクトが、ひとつの核を中心に自然に

ました。ネオンサインのついた UDCK の看板が取り外さ

集まり、関係し合い、新たな進化系が展開される。そん

れるのを見たとき、感慨深いものを感じました。UDCK

な生命体のような動きが UDCK 活動の特徴のように思い

オープン当初、柏の葉キャンパスの駅前には何もなく夜

ます。私はアートコミュニケーションのプロジェクトを

は真っ暗でしたが、UDCK の白い建物とネオンサインは

担当していますが、ピノキオ、マルシェコロール、はっ

灯台の様に暖かなものだったことを思い出したからです。

ぱっぱ体操など「五感の学校」というアートプログラムは、

瞬くようなスピード変化する柏の葉キャンパスですが、

住民の皆様の中にも生命体の一部のように、内面から関

UDCK はこれからも灯台としてまちづくりの未来を照ら

わる重要なコアプログラムとして育ってきていると感じ

して欲しいと思います。

ています。アートが人と人を繋げるという新しい感覚を

気が付けば UDCK に関わってから、既に４年が経ってい

楽しんでもらいたいと思います。

ました。私は今年で配属が代わり柏の葉を離れますが、
今後も何かの形で関われればと考えています。UDCK と

次年度は UDCK5 周年の年。これまでの進化の樹形を再

ません。

るステップの年となることを期待します。

柏の葉キャンパスエリアのこれからの発展を願ってやみ

認識するとともに、UDCK のこれからを皆様と共有でき

村田宜顕

蛭川泰一朗

三井不動産レジデンシャル株式会社

株式会社 プラップジャパン

2010 年度は UDCK と連携してきた各プロジェクトが少し

2010 年度、UDCK は新施設に生まれ変わり、情報発信機

ずつ着実に地域のプロジェクトになっていくのを実感した

能が大幅にバージョンアップしました。館内に設置された

年でした。

大型模型では街の現在と未来が一望でき、また映像ブース

マルシェコロールは、出店者数が増え、地域のお祭りなど

では大学の研究事業やクラブ活動など、街に広がる多様な

との共催を多く実施。はっぱっぱ体操は、柏の葉が会場と

取り組みの一端を見ることができるようになりました。

なったちば国体の競技「ペタンク」や、田中地域ふるさと

広報の重要な役割は、街の魅力を発信し、
「柏の葉との出会

協議会の運動会で準備体操として実施されるなど、すそ野

いの接点」を作り出すことです。
「公・民・学」が連携して

が広がってきました。ピノキオプロジェクトでは、500 人

進む柏の葉の素晴らしいプロジェクトも、存在を知らなく

以上の子どもたちがいきいきと、楽しんでお仕事体験をし

ては参加することができません。

ている姿が街にあふれました。街に住む方・学ぶ方・働く

2011 年度も、引き続き情報発信に注力していきます。街

方がつながり、楽しく新しい何かが生まれる街へ。2011

づくりの様々な場面で、
「柏の葉スタイル News を見て参

年度の柏の葉キャンパスではさらに街中がつながっていく

加しました」
、
「新聞を読んで知りました」といった方に出

と確信しています。

会えることを、楽しみにしています。
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UDCK 関連の報道
▼柏の葉地域では、まちづくりに関わる各団体が個別

▼ 2010 年は年間で約 500 件のニュースが新聞やテ

に情報発信をするのではなく、UDCK が地域全体の

レビなどを通じて発信された。報道を通じて柏の葉の

情報を一元的に発信する広報機能を担っている。柏の

まちづくりに興味をもつ市民も多く、イベント等への

葉地域のエリアブランド価値を高めるために、効果的

参加者増にもつながっており、地域活性に寄与してい

な広報展開を目指した活動である。

る。

▼広報活動は大きくいって４つの役割がある。
第一に、

▼今期は、単発のイベント展開のような事象ではなく、

地域住民や外部関係者などのステークホルダーと同じ

一定期間にわたって実施される社会実験、あるいは継

目線を持ち、自分たちの活動に対して理解や賛同が得

続的に取り組まれる市民活動が多く生まれ、これらの

られるようにメッセージやストーリーを構築し企画内

まちづくり活動がパブリシティの中心となっている。

容に反映させる。第二に、これらの企画内容を外部に

今後、各種まちづくり活動の検証・分析をさらに強化

伝えるための資料作成を行う。第三に、報道機関に対

し、その内容をできるかぎりオープンに情報発信して

して情報提供や取材サポートを行う。第四に、柏の葉

いくことで、世界が注目する次世代都市モデルとして

関連のニュースや記事をストックし、ライブラリーと

の認知を高めることができると思われる。

して管理することである。

82

掲載日

媒体名

内容

2010/1/3

読売新聞

2010/1/6

東京新聞

柏の葉地域について、先進的なまちづくりが進み、学術・環境都市へと変貌している模様を紹介

2010/1/6

日経産業新聞

植物工場の省電力・省スペース化に成功した小型版として、
「みらい畑」を紹介

2010/1/7

ＮＨＫ・クローズアップ現代

世界に通用する先端技術として野菜工場を紹介し、その事例として「みらい畑」を紹介

2010/1/7

婦人公論

３分半でカラダと脳が活性化し、アンチエイジングにも効果があるエクササイズとして「はっぱっぱ体操」を紹介

2010/1/9

Ｃａｓａ

2010/1/15

読売新聞

環境にも高齢者にも優しい交通網の実験が柏市で進むとして、
「柏ＩＴＳ推進協議会」の設立予定を紹介

2010/1/19

毎日新聞

次世代交通システムの実現に向けた動きとして、
「柏ＩＴＳ推進協議会」の設立予定を紹介

2010/1/27

読売新聞

柏の葉地域で市民に人気のスポーツとしてペタンクを取り上げ、
「ペタンククラブ」を紹介

2010/1/30

フジテレビ系列・スーパーニュース

高齢者が笑顔になるご当地体操の人気の秘訣を探るとして、
「はっぱっぱ体操」を紹介

2010/2/7

毎日新聞

現役農家が先生役になる “ 畑の学校 ” として、柏たなかの「農業体験農園」を紹介

2010/2/10

読売新聞

柏の葉地域で次世代の道路交通の研究開発、事業化に取り組む団体として「柏Ｉ TS 推進協議会」を紹介

2010/2/12

毎日新聞

東京大学柏キャンパスで実施された「オンデマンド交通」の公開デモンストレーションの模様を紹介

2010/2/16

日本経済新聞

総務省「地域ＩＣＴ利活用モデル構築事業」として柏の葉地域で実証実験する子育て支援サービスを紹介

2010/2/18

日刊工業新聞

フューチャーデザインセンターによる「スマートシティプロジェクト」の活動状況を紹介

2010/2/19

日経産業新聞

先進的なシックハウス対策の取り組みとして千葉大学「ケミレスタウン・プロジェクト」を紹介

2010/2/23

朝日新聞

2010/2/27

テレビ東京・モノイズム

2010/3/4

朝日新聞

ＴＸ沿線の起業家・支援者支援に向けた「ＴＸアントレプレナーパートナーズ」の活動拠点「ＡＧＯＲＡ」を紹介

2010/3/20

毎日新聞

子育て支援をＩＴ化する取り組みとして、柏の葉地域における「地域ＩＣＴ利活用モデル構築事業」を紹介

2010/3/21

朝日新聞

農家と市民つなぐ施設として、柏たなか駅前の「環境コンビニステーション」を紹介

2010/3/23

読売新聞

電力の公衆化に挑む全国初の取り組みとして、柏の葉地域の公衆電源プロジェクト「ｅｓｐｏｔ」を紹介

2010/3/24

日本経済新聞

グリーン電力の利用普及に向けた取り組みとして、柏の葉地域の公衆電源プロジェクト「ｅｓｐｏｔ」を紹介

2010/3/30

産経新聞

環境配慮の交通体系整備の取り組みとして、柏の葉地域における「セグウェイ」を活用したまちづくりを紹介

2010/4/3

日本経済新聞

首都圏でブームとなっている自転車通勤、その促進と迷惑駐輪対策として「かしわスマートサイクル」を紹介

2010/4/5

日経エレクトロニクス

街を変える創エネ・マンションの取り組みとして、柏の葉地域の「ＣＯ２削減見える化プロジェクト」を紹介

2010/4/6

東京ウォーカー

エコで手軽なレジャーとして、ピクニックの楽しみ方を「柏の葉ピクニッククラブ」のメンバーが解説

2010/4/9

朝日新聞

柏市独自の建築物環境配慮制度「CASBEE 柏」と、そのキャラクター「葉ッピー」を紹介

2010/5/3

日経グローカル

個人投資家と起業家を結び付ける日本では新しい取り組みとして「ＴＸアントレプレナーパートナーズ」を紹介

2010/5/6

テレビ東京系列・空から日本を見てみよう

つくばエクスプレス沿線で注目すべきエリアとして、柏の葉地域の「住民交流が盛んなまちづくり」を紹介

2010/5/19

ＢＳフジ・ＰＲＩＭＥ

環境・高齢化の時代に対応した次世代型のまちづくりとして、柏の葉地域の取り組みを１時間にわたって紹介

2010/5/21

ＮＨＫ・Ｂｉｚスポワイド

ベンチャー育成のための個人投資を推進する組織として、
「ＴＸアントレプレナーパートナーズ」を紹介

2010/5/21

ＴＢＳ系列・ごごネタ！

体と脳に効く体操として「はっぱっぱ体操」を紹介

2010/5/25

朝日新聞

東京大学柏キャンパスに新設予定のジェロントロジー研究拠点を紹介

2010/6/5

日本経済新聞

フューチャーデザインセンターの「スマートシティプロジェクト」の参加企業が拡大していることを紹介

2010/6/10

毎日新聞

２× ４工法による大空間を実現したとしてＵＤＣ K 新施設の上棟式を紹介

2010/6/11

日経産業新聞

地球温暖化対策の有効施策として、企業と市民が連携した「柏の葉エコクラブ」の取り組みを紹介

2010/6/25

日経アーキテクチュア

2010/7/9

日経ビジネス

ＯＮＬＩＮＥ

2010/7/16

日経ビジネス

ＯＮＬＩＮＥ

2010/7/21

日本経済新聞

2010/7/23

産経新聞

2010/7/23

日経ビジネス

2010/7/28

日経産業新聞

2010/8/2

ＴＢＳ系列・みのもんた朝ズバッ！

ユニークな社会実験の事例として、柏の葉地域の公衆電源プロジェクト「ｅｓｐｏｔ」を紹介

2010/8/6

朝日新聞

街中での電源利用ニーズの増加に対応した取り組みとして、公衆電源プロジェクト「ｅｓｐｏｔ」を紹介

2010/8/6

ＳＡＮＫＥＩ

2010/8/20

日刊工業新聞

産学官連携でスマートシティを創り上げる先進モデルとして柏の葉地域を紹介

2010/8/24

日本経済新聞

ＴＸ開業５年で沿線開発が進む中、柏の葉地域を先進的なまちづくりが進む「学術都市」として紹介

2010/9/6

日本経済新聞

世界で通用する次世代環境都市づくりのモデルとして、柏の葉地域のスマートシティプロジェクトを紹介

2010/9/9

毎日新聞

六つの社会実験を開始する施設として、移転したＵＤＣ K 新施設を紹介

2010/9/9

毎日新聞

ららぽーと柏の葉で開始したデジタルサイネージなどユビキタスサービスの実証実験を紹介

2010/9/10

産経新聞

海外に通用するエコ未来都市づくりとして、UDCK の取り組みやスマートシティプロジェクトを紹介

2010/9/13

テレビ東京系列・ワールドビジネスサテライト 商機が広がる充電インフラの取り組みとして、柏の葉地域の公衆電源プロジェクトを紹介

2010/9/17

東京新聞

柏の葉地域における産官学の新たなまちづくり拠点として、UDCK 新施設のオープニング式典を紹介

2010/9/22

朝日新聞

柏の葉地域のまちづくり推進のための拠点として、UDCK 新施設を紹介

2010/10/7

東京新聞

柏の農業振興・野菜消費促進イベントとして、
「かしわフードショー」の開催風景を紹介

2010/10/9

東京新聞

子ども向けの職業体験・まちづくり体験イベントとして「ピノキオプロジェクト 2010」を紹介

2010/10/23

日本経済新聞

地域交通を補完する自転車共同利用の仕組みとして「かしわスマートサイクル」を紹介

2010/10/28

読売新聞

大学院生と高校生が企画した科学体験イベント「駅前出張サイエンスカフェａｔ柏の葉」を紹介

2010/10/29

毎日新聞

公民学連携による次世代のまちづくりとして柏の葉地域を紹介（三井不動産・河合淳也氏インタビュー）

2010/11/12

毎日新聞

2010/11/30

日経産業新聞

2010/12/22

日経産業新聞

最先端技術を駆使した位置情報サービスの取り組みとして「ユビキタスパーク」を紹介

2010/12/28

テレビ朝日系列・スーパーモーニング

心肺への負担をかけずに転倒・寝たきり予防ができる、高齢者に大人気のジムとして「十坪ジム」を紹介

ＢＲＵＴＵＳ

ご当地体操で健康長寿なまちづくりを行っているとして、
「はっぱっぱ体操」の取り組みを紹介

アートで環境に優しいまちづくりとして、
「まちのクラブ活動」や「はっぱっぱ体操」などを紹介

子育て支援をＩＴ化する取り組みとして、柏の葉地域における「地域ＩＣＴ利活用モデル構築事業」を紹介
「パークシティ柏の葉キャンパス二番街」を中心に、柏の葉のまちづくりを紹介

ＮＥＷＳ

２× ４で国内初の大空間耐火構造に挑むＵＤＣ K 新施設の建築特徴を紹介
世界的課題を解決する次世代まちづくりモデルとして柏の葉地域を紹介（小宮山宏氏のインタビューコラム）
「柏ＩＴＳ推進協議会」の研究テーマのひとつとして、ジェットコースターの原理を活用した「エコライド」を紹介
新興住宅地やマンションにおけるコミュニティーづくりの成功事例として「まちのクラブ活動」を紹介
低炭素社会の実現に向けた自転車利用促進のための取り組みとして、
「かしわスマートサイクル」を紹介

ＯＮＬＩＮＥ

「柏ＩＴＳ推進協議会」の研究テーマのひとつとして「オンデマンド交通」の環境効果・地域活性効果を解説
「ＴＸアントレプレナーパートナーズ」代表の村井勝氏へのインタビューコラム

ＥＸＰＲＥＳＳ

多様な生物が生息する自然環境として、市民が森林管理する「こんぶくろ池自然博物公園」を紹介

産学連携による大型商業施設でのユビキタスサービス実験実験「ユビキタスパーク」を紹介
「街丸ごとエコ設計」な次世代環境都市として、柏の葉地域のスマートシティプロジェクトを紹介
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柏の葉アーバンデザインセンター｜ UDCK
利用時間：午前 10 時 - 午後 7 時
休 館 日 ：12 月 26 日 -1 月 7 日
入
場：無料

オープンデッキ

ギャラリー

ラウンジ

国産材のウッドデッキの屋外スペースは、イベ
ントなどで自由に使うことができます。テーブ
ルとイスを用意してあり、ちょっとした休憩や
飲食、待ち合わせ等にもご利用いただけます。
また、ウッドデッキにはクールミストを装備し
たパーゴラや実験施設棟である PLS、レンタサ
イクルシステムが設置されるなど、実証実験の
場としても活用されています。

ワークショップやフォーラム、企画展にもフレ
キシブルに対応できる大空間です。柏の葉エリ
アの模型と案内モニターを常設し、今のまちの
姿やまちづくりの取り組み、まちの将来像を知
ることができます。
□幅 9.5m× 奥行き 10.5m（約 140㎡）
、
天井高さ 4.0m、プロジェクションシステム、
音響システム、柏の葉エリアの 1/1000 模型

ギャラリーの一角に小規模の打ち合わせや休憩
のためのスペースとして、ラウンジを併設して
います。オープンデッキと一体的な使い方をす
るなど、プログラムとあわせてフレキシブルな
運用が可能です。
またラウンジでは、地域情報の発信や展示など
を進めていきます。

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 184-1 柏の葉キャンパス駅前 149-13
Web : http://www.udck.jp
E-mail: info@udck.jp
TEL: 04-7140-9686 FAX: 04-7140-9688

