目標１：環境共生

(2) CO2 見える化とカーボンオフセット制度
ゲートスクエアのオフィス、賃貸住宅と商業テナントを対象に、
AEMS を通じて年間省 CO2 と電力ピークカットの寄与度合いに

１．目的と概要
これまで、CO2 見える化システムのマンションへの標準装備を
皮切りに、省エネポイント導入（柏市版カーボンオフセット 2013

応じて柏の葉ポイントを付与する「ダイナミックインセティブ」を導
入しているが、2015 年度は賃貸住宅において、22 回（40 世帯）
が成功している。

年度～）など、生活レベルでの省エネを推進してきた。昨年度は

HEMS については、住宅販売と同時期に機器が整備されてい

キャンパス駅前のゲートスクエアのオープンに合わせて、駅周辺

る二番街等では、入居から既に数年経過していることもあり、住民

街区のエネルギーのコントロールを行うスマートセンターが稼働。

ベースでこれを運用しながらＣＯ２を削減していくには、住民各人

電力融通など AEMS の本格運用が始まっている。今年度は、こ

がモチベーションを維持できる仕組み作りが必要となっている。こ

の運用を通じて効果検証を進めている。

のためＣＯ２削減に関する啓発活動など、今後の運用が課題であ

先進的な環境インフラを導入した駅前街区に続き、次期重点
地区と位置付けている北側のイノベーション・キャンパス地区では、

る。
柏市では、CO2 削減量に応じたエコポイントを付与する一方、

新たに国際的な環境認証である LEED-ND の取得を目指す方

削減分を証書化することで需要家との取引（排出量との相殺）を

針が立てられ、ガイドラインの検討が進められた。

可能とするカーボンオフセット制度を導入している。平成 27 年度

柏市においては、国の法整備を受けて 2015 年8 月に「低炭素

上半期は総参加戸数 661 戸のうち 193 戸が削減に成功し、削減

まちづくり計画」が定められており、先導的なエリアである柏の葉

量は39.746t-CO2。下半期は総参加戸数547戸のうち210戸が

においては、都市の基盤から人々の暮らしにいたる全体の社会シ

削減に成功し、削減量は 64.108t-CO2 であった。

ステムとして、一層の省エネ、省CO2に取り組んでいくことが求め
られている。

平成26 年度
3〜8 月

２．取組み内容
(1) 駅前街区におけるＡＥＭＳの運用
今年度は年間を通して AEMS が本格運用された初年度となり、
ゲートスクエアとららぽーと本館において、AEMS による電力融
通が１４回行われた。今夏８月には、ゲートスクエアにおいて

平成27 年度

9〜2 月

3〜8 月
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表 柏市カーボンオフセット事業実績（速報値）

22.6％、ららぽーにおいて 24.8％のピークカットに成功している。
（いずれも速報値）
今後は、2016 年 3 月末までデータ収集を行った上で、次年度
前半からデータ分析を行うこととしているが、当初の想定よりも電
力融通回数が少ないため、より効率的な運用となるよう AEMS
の制御プログラムの検証と必要に応じた修正が期待される。

図 エネルギーの中央管理拠点 「スマートセンター」

図 柏の葉 HEMS 画面
図 柏の葉キャンパス駅周辺における電力融通の仕組み

9〜2 月

(3) イノベーション・キャンパス地区におけるＬＥＥＤ-ＮＤ
の申請（ガイドラインの作成）
キャンパス駅北側に広がる次期の重点的開発エリア「イノベー
ション・キャンパス地区」においては、先行して完成した駅周辺地
区における取り組みを踏まえつつ、社会的に訴求力のある新たな
環境共生型開発のモデルを実現することを目指す。その狙いは、
地球環境への負荷の軽減はもとより、柏の葉の付加価値を高め、
企業等の誘致にもつなげることにある。こうした認識を背景に、今
年度の中核地区戦略部会において、世界的に訴求力のある環境
認証であるＬＥＥＤ－ＮＤの認証取得を目指すことを決定した。
ＬＥＥＤとは、米国のＮＰＯである米国グリーンビルディング協会
が所管する環境認証評価であり、単体の建築のみならず地区開
発（ＮＤ）の環境評価も可能なシステムである。世界的に最もマー

図 「敷地・建物に関する環境性能ガイドライン」の一部

ケットへの訴求力があり、日本においても導入が広がりつつある。

３．今後の課題と展望
柏の葉キャンパス駅周辺街区で取り組んできた先導的なシス
テムについて、その効果検証を行いながら、なお取り組むべき課
題について対応を図ること、ならびに、イノベーション・キャンパス
地区をはじめ、周辺開発における環境配慮型開発の方針と目標
を明確化するとともに、実効性のある誘導システムを整え、次な
るモデルを作り出していくことがこれからのテーマとなる。
冒頭に記したように、柏の葉では環境・エネルギー問題に対す
る先進モデルをつくるべく、多様な取り組みを行ってきているが、
これらの取り組みを客観的に評価しながら、次の取り組みを戦略
的に進めていくための明確な「場」がなかった。ゲートスクエアが
図 ＬＥＥＤの概要

本格稼働し、次期地区のビジョンを明確化すべき今の時期をとら
え、2016 年 3 月に「環境共生部会」を設置した。次年度、これら

ＬＥＥＤ－ＮＤの中でも、より高ランクの認証取得に向け、中核地
区戦略部会の中にワーキングを設置し、ノウハウを持つポートラン

の課題に対して集中的な検討・協議を行う予定である。
また、イノベーション地区において LEED-ND の申請を行い、

ドＺＧＦ社の協力を得て、一年をかけて当地区において適用可能

2016 年秋の認証取得を目指しているが、これは「計画認証」であ

な取り組みを精査した。

り、いかにその実現を図るかが、次の課題となる。個別開発の環

都市デザインに係る項目ついては、昨年度素案を作成した「イ
ノベーション・キャンパスまちづくりビジョン」をベースに、緑化等に

境配慮を誘導するための有効な枠組みを整えていく必要があ
る。

かかわる方針を強化。個別の開発については、敷地利用、水、エ
ネルギー、材料、室内環境にかかわる詳細な項目を規定する
「敷地・建物に関する環境性能ガイドライン」を新たに定め、エリア
内の地権者に対して説明、同
意取得を進めた。
２０１６年３月には、ＵＳＧＢＣ

１）柏の葉駅周辺街区における既存の取り組
みの客観的評価と公表
① 見える化・ＨＥＭＳなどによる市民レベルの
省エネライフスタイルの誘導
② ＡＥＭＳ・電力融通

③ その他パッシブデザインなどによる効果

２）既存の取組みに係る課題への対応方針の
検討

への申請を完了しており、次年

①-1 見える化・ＨＥＭＳの継続運用

度は内容について評価機関と

①-3 市民主体の省エネ活動の広げ方

の協議を行い、秋ごろまでの認
証取得を目指す。

①-2 ポイント制度の運営
②
③

ＡＥＭＳ・電力融通の効果的運用
その他

３）柏の葉の次のステージにおける方針・
目標の設定
▶
▶
▶

イノベーションキャンパス地区（北街区）
大学キャンパス（東大・千葉大）
柏の葉エリア（北部中央地区）全体

① 基本方針の検討

② 指標と目標値の設定

ーキャンパスタウン構想やあるべき論から
ーLEEDで求める水準などの積み上げから
ー柏市としての目標値から

イノベーション・キャンパス地区
まちづくりビジョンへの位置づけ

③ 具体的方策（先導事業や誘導方策）の検討

図 環境共生部会における検討テーマ

次年度重点テーマ候補

👉👉 次期開発地区における環境共生型のまちづくりのコンセプトの
明確化と誘導体制の構築

図 ＬＥＥＤ－ＮＤの申請範囲

目標２：新産業創造
１．目的と概要
新産業創造に関しては、ＴＥＰ（ＴＸアントレプレナーパートナー
ズ）を中心としてベンチャーのハンズオン支援を継続的に行って

(2) ＴＥＰによるハンズオン支援とベンチャー支援コミュ
ニティの強化
ＴＥＰは昨年度より、本拠点をＫＯＩＬのコワーキングスペース内
に移し、常駐によるインハウス・メンタリングなど、事務局に気軽に
相談できる環境を作り出している。

おり、会員企業の中には世界規模に事業を拡大する企業も現れ

昨年度よりスタートした「コーポレート会員」も１２社の参画を得

ている。ＡＥＡ（アジア・アントレプレナーシップ・アワード）の開催等

ているほか、アドバイザリーボードも１８組織に拡大するなど、ベン

を通じ、海外とのネットワークも拡大。２０１４年４月には、ベンチャ

チャー支援コミュニティの強化が進んでいる。特に TX 沿線のシ

ー支援拠点としてＫＯＩＬ（柏の葉オープンイノベーションラボ）が開

ーズ発掘活動を強化している。（筑波大、千葉大、産総研等）

設した。開設後２年目となる今年度は、会員も着実に増え、多様
なビジネスが街をフィールドに展開しつつある。
東大柏ベンチャープラザにｉＰＳポータル社が入居したことを機
に、柏においてｉＰＳ細胞ビジネス協議会を開催し、ライフサイエン

ＴＥＰによる出資・経営支援実績は１８社（合計投資額 １億８８
０万円）となり、着実に増加。ＴＥＰによる直接支援ではないが、Ｔ
ＥＰの会員の中には、大型の資金調達を実現し、世界規模に事業
を拡大する企業も現れている。

ス拠点としての柏の葉のネットワーク強化を図っている。駅北側に

ＴＥＰの活動としては、定例のピッチ会等のほか、ビジネスプラ

広がる次期開発エリア「イノベーション・キャンパス地区」では、企

ン作成セミナーを今年度も実施。１０月には技術系ベンチャーが

業庁の大規模用地が今年度売却されるなど、空間整備や敷地利

集い意見交換をする「TECH STARTUP SUMMIT」を秋葉原

用に係る条件が整えられつつあり、本格的な企業誘致に取り組ん

にて開催した。また新たに 2016 年 1 月からは、ＫＯＩＬにおいてラ

でいく段階にきている。

ンチセミナーも開始し、毎月１回開催している。

２．取組み内容
(1) ＫＯＩＬの活発な運用
昨年オープンしたＫＯＩＬは、グッドデザイン賞 2015 を受賞。コワ
ーキング会員数が約200（そのほか個室入居者）となり、この 1年
でほぼ 3-4 割増となった。平日の昼間は、コワーキングスペース
内の会議室が満室になる等、賑わいをみせている。
定期的なビジネス・ミーティングにより会員企業同士の共創事
業も生まれている。その中でも、スモールビジネスあるいはソーシ
ャルビジネスとしてまちづくりに積極的にコンテンツ提供する意欲
のある会員の事業がすこしずつ加速しており、今年度「図書館プロ

図 TECH STARTUP SUMMIT（2015/10/28）

ジェクト」「高校生夢マルシェ」等が始まった。
会員のビジネスが順調に伸び、月５プラン→使い放題プラン→
固定席→個室→広い個室に移転、という成長事例が数多く出て
きた。会員企業の成長は地域の雇用も生みだし始めている。
ベンチャー共創事業の加速、およびイノベーション・キャンパス
地区の企業誘致の観点から、より大きな成長ポテンシャルのある
ベンチャーおよび共創意欲のある大企業の利用・入居を一層促
進していくことがこれからのテーマである。
図 TEP ランチセミナー（第二回 2016/2/17）

(３) ＡＥＡ2015 と海外ネットワークの拡張
第４回目の開催となる柏の葉発の国際的ビジネス・コンテスト
「アジア・アントレプレナーシップ・アワード（ＡＥＡ）」を、本年度も以
下の要領で開催した。
＜開催概要＞
日程：２０１５年５月２４日（日）～２６日（火）
開催地：柏の葉カンファレンスセンター（KCC）、KOIL
公用語：英語
図 KOIL ビジネスミーティング

ＡＥＡは、アジアの若い起業家が一堂に会する、日本発の国際

的なビジネス・コンテストである。イノベーションに果敢に挑戦する

２月には千葉県企業庁が所有する１３５街区、１３６街区の各

起業家に着目し、今後のアジア経済を支える人材育成、環境創

一部が複合用途型産業創出用地として売却され、今後更なる企

造の基盤となることを目的として、一般社団法人フューチャーデ

業誘致活動の活発化が期待される。

ザインセンター（ＦＤＣ）が毎年主催している。２０１５年度は、日本
発のスタートアップで人工細胞組織を開発するサイフューズが優
勝した。

図 インベストメントツアー（１/21 開催）

図 AEA2015 入賞者

また、海外ベンチャー企業のＴＥＰ／ＫＯＩＬ利用の促進、並び
に日本のベンチャー企業の海外進出に際して現地ネットワーキン

図 柏市による企業誘致パンフレット

グ等の支援が得られる環境構築を目指し、ＴＥＰに類似する海外
のベンチャー支援コミュニティのキーパーソンにパートナーとなっ
ていただく、「グローバルパトナープログラム」をＴＥＰ/ＫＯＩＬが協力
して昨年度から開始している。２０１６年３月現在で、グローバル
パートナーは２０都市、２８名まで拡大している。

(4)企業誘致にかかわる活動
イノベーション・キャンパス地区のまちづくりに合わせ、千葉県、
柏市、三井不動産、ＵＤＣＫの４者により、企業誘致に関する戦略
検討と情報共有を目的に、中核地区戦略部会の中に立地促進

図 iPS 細胞ビジネス協議会情報交流会 （9/24）

連絡会議を設置した。
海外企業の立地促進を目的に対日投信や千葉県への進出企

３．今後の課題と展望

業の多いオーストラリア、ドイツ、オランダ、シンガポール、アメリカ

研究機関の集積と新産業創造の基盤を生かしながら、企業誘

といった各国大使館の公使や各国のメディア等を招いたインベス

致に本格的に取り組むことが、まちづくり全体の中でも極めて重要

トメントツアーが千葉県主催で開催され、かずさアカデミアパーク

なテーマとなる。

と共にイノベーション・キャンパス地区の視察が行われた。
市内においては、柏市と千葉銀行、京葉銀行、千葉興行銀行、

上述の通り、すでにライフサイエンス分野での連携促進を図っ
ているが、イノベーション・キャンパスエリアのまちづくりに向けては、

銚子商工信用組合において、業務用地拡大ニーズの情報収集

こうした素地を踏まえながら積極的に立地を促すターゲット分野

等を目的とした連携協定が締結され、これを受け、上記金融機関

を絞り込む議論も必要になる。また、企業・研究機関立地にかか

による、イノベーション・キャンパス地区の視察会が開催された。

わる柏の葉の優位性を打ち出すには、何より公共、企業、大学が

これら企業誘致活動のツールとして、柏市経済産業部により企

強力にタッグを組むことが求められる。今年度、立地促進連絡会

業向けＰＲ用パンフレットが作製され、本格的な誘致活動の幕開

議を設置しており、これをベースにしながらしっかり機能させる体

けとなった。

制づくりも必須である。

国内企業では、東大ベンチャープラザ内に（株）ｉＰＳポータル

ＴＥＰならびにＫＯＩＬの活動は徐々に成果が目に見えてきてい

社運営のアイディアラボ柏が開設し、関東初となるｉＰＳ細胞ビジネ

る。成功例を生み出しながら、ＴＸ沿線や海外も含めた新産業創

ス協議会による情報交流会がカンファレンスセンターで行われ、

造コミュニティをさらに強化し、柏の葉の環境を生かしたベンチャ

最先端の再生医療についての講演やプレゼンテーション等、ライ

ー育成の文化を創りあげていく段階にきている。

フサイエンス分野での連携が進められた。しかし、残念ながらアイ
ディアラボ柏は運営会社の事業再構築のため，その後閉鎖とな
った。

次年度重点テーマ候補

👉👉 企業・研究機関の立地促進

目標３：国際学術文化

「未来こどもがっこう」の開始
未来こどもがっこうとは、地域のつながりを活かし、東京大学、
千葉大学をはじめとした街の「知」を集結させ、未来を担う「子ど

１．目的と概要
まちづくりスクール、柏の葉カレッジリンク・プログラムなど、大学
の知を地域に開く市民向けの講座、五感の学校、ピノキオ・プロジ

も」たちに向けて、 地域ぐるみでつくりあげる、地域の学びの場。Ｕ
ＤＣＫに実行委員会を設置し、東京大学、千葉大学、柏市、柏市
教育委員会等の後援を取得。

ェクトやＫＳＥＬなど、アートや科学をテーマにした大学・地域連携

2015 年 7 月より開校、継続してカリキュラムを実施しており、

型の子供教育プログラムを実施してきた。今年度は「未来こども

50 のカリキュラムと夏と秋の大規模イベントを実施し、延べ約

がっこう」を開講し、柏の葉エリアの多様な資源を生かした「学び」

5,500 人が参加した。また柏市立柏の葉小学校、十余二小学校

のカリキュラムを５０実施し、その総合的な発信をはかった。

とは、地域に関わるアーティストや有識者、小学校の教師が協力

国際化という点では、過去にも検討は行っているものの、十分

して共同開発したカリキュラムも実施した。

な環境整備にいたっていないのが現状である。今年度地域国際
化部会を立ち上げ、視察などを通じて重点的に進めるべき施策
について検討を進めた。
秋には東京大学梶田教授のノーベル物理学賞受賞というニュ
ースを受け、まち全体でお祝いムードを盛り上げるとともに、これ
を契機としたまちづくりの加速化について検討を開始した。

２．取組み内容
(1) 地域国際化部会における外国人受け入れ環境の向
上にかかわる検討
地域国際化部会は、柏の葉において外国人との窓口となる各
機関の担当者で構成し、外国人受け入れ環境に係る現況の共有

図 未来こどもがっこうカリキュラムの様子

からはじめ、環境向上に向けた重点テーマの設定と役割分担に
ついて協議を進めた。その中で、先進地である筑波市への視察
を行った。

(4) ピノキオプロジェクト２０１５
今回で９回目の開催となるピノキオプロジェクトでは、小学生時

当面の重点テーマの一つとして、外国人研究者やその家族の

に本プログラムに参加した中高生、そしてその保護者が中心の

生活をサポートするボランティア育成を位置づけ、育成講座の実

「ピノキオリーディングチーム」として毎年のテーマ企画や情報発

施に向けて検討を開始している。また、ウェルカムパーティ、ＫＩＲ

信、当日の運営に携わっている。今年は中高生のアイデアと企画

Ａによる留学生対象のイベント、未来こどもがっこうの国際交流カ

を基に「和」をテーマとした『ちょんまげシティ（街）』を実現。ピノキ

リキュラムなど、柏の葉に暮らす外国人を対象とした新たな国際

オプロジェクトの本質である試行錯誤と実践をプロジェクト化した。

交流プログラムも企画・実施した。

図 ピノキオプロジェクト２０１５
図 柏市国際交流協会による留学生のお茶体験@KIV（7/21）

(5) 柏の葉サイエンスエデュケーションラボ ＫＳＥＬ
(2) 東大留学生によるツアーガイド

東京大学の学生を中心に発足した「柏の葉サイエンスエデュケ

視察者向けに実施しているスマートシティツアーにおいて、特

ーションラボ（KSEL）」。今年度、新たなプロジェクトとして６月より

に海外からの来訪者を、柏の葉で学ぶ留学生がアテンドする仕

「まちなか科学館 Exedra」をスタートした。誰もが日常的に科学

組みをつくるべく、留学生ツアーガイド（コンシェルジュ）の育成を

に触れられる機会づくり目的に、柏の葉のまち全体を科学館に見

行った。現時点で 4 名が留学生ガイドとして登録しており、実際に

立てて、一定期間企画展示を行った。

活動を行っている。

(3) 大学・地域と連携した子ども向けプログラム展開

昨年度より実施している「理科の修学旅行」を、今年度は冬にも
開催し苗場を訪れた。 １１月からは新たな連続企画としてアスト
ロトーク＆天体観測会をＵＤＣＫで毎月開催。若柴の空き家を借り

受けた活動拠点づくりなども進めている。活動の幅を広げるなか

の柏の葉マップ」を開講。短期間で定員オーバーとなり、生涯現

で多様なメディアで活動が紹介され、注目が高まっている。

役のためのまちづくりという視点から、活発な議論が行われた。
また 3 月 6 日には、カレッジリンク・プログラム、柏市民大学、Ｕ
ＤＣＫまちづくりスクールという柏市内の 3 つの市民講座による合
同シンポジウム「市民のチカラが地域をつくる」を開催。壇上のみ
ならず、50 名を超えた参加者も交えて、各プログラムの特徴や連
携の可能性、市民のチカラの活かし方について活発な議論が行
われた。

図 街まるごと科学館 Exedra @PLS

(6) まちづくりスクール
まちづくりの担い手育成を目的とした市民講座として２００７年度
より継続している。「まちの文化創造」を今年度の重点テーマの一
つとしたことを受け、まちづくりスクールにおいても、クリエイティブ
な視点でまちの活動を活性化することをテーマに据え、前期、後
期プログラムを開講し、いずれも定員越えの参加者を得た。また
今年度は、カレッジリンク・プログラムとのスケジュールに配慮し、
後期コースを年明けの１月～２月に開催した。
まちづくりスクール２０１５年度前期コース

都市の活力を支えるソウゾウ ―創造性と想像力―
6/6(土)
「イントロダクション～柏の葉の取り組み～」
出口敦氏、小山田裕彦氏、大須賀芳宏氏
6/20(土)
「創造性が都市を変える～横浜市：創造都市の取り組み～」
秋元康幸氏
7/4(土)
「アートの拠点でまちと文化をつなぐ」 中村政人氏
7/11(土)
「『私』の境界と資源」 長津結一郎氏
7/18 土)
「市民のソウゾウ性を街に還元する」 熊倉純子氏

まちづくりスクール２０１５年度後期コース
地域のストーリーを紡ぐ～地域資源を活かすアートプロジェクト～
1/23(土)
「アートプロジェクトとまちのストーリー」 出口敦氏、芹沢高志氏
1/30(土)
「まちの資源はどこにある？～街のスキマと人探し～」
大澤苑美氏 ／ 佐東範一氏
2/13(土)
「街を使いこなす企画へ」 中脇健児氏
2/20(土）
「プロジェクトの実施に向けて～共有し、巻き込むこと～」 森司氏

図 「市民のチカラが地域をつくる」シンポジウム（2016/3/6）

(8) 街まるごとオープンキャンパス２０１５
東大・千葉大・国立がん研究センター等の柏の葉に立地する機
関の公開イベントが集中する秋の1か月を「街まるごとオープンキ
ャンパス」と位置づけ、連携して柏の葉の
まちのＰＲを行う企画。２０１１年より実施
しており、徐々に機関間の連携も深まっ
てきている。今年は大判のエリアマップと
イベント一覧を作製し、エリア内外に広く
配布した。天候が良かったこともあり、各
イベントの集客数は昨年度よりも増加した
と報告されている。

３．今後の課題と展望
東京大学宇宙線研究所の梶田隆章教授がノーベル賞を受賞
したことを受け、最先端のサイエンスのあるまちとして、柏の葉へ
の注目も高まっている。これを一つの契機として、最先端の研究
機能や研究者のさらなる集積を図るとともに、「まち全体が大学」
という本構想の理念につながる環境をどうつくっていくのか、柏の
葉が次のステージにまちづくりを進めるうえで、改めて取り組みを
加速化する時期に来ている。
地域国際化は、その中でも重要なテーマとなる。留学生の活

図 まちづくりスクール後期プログラム（第３回 2016/2/13）

(7) カレッジリンク・プログラム
市民と大学が共に学び合い、環境や高齢化、食等に関するアク
ションを地域に広げていくことを目的に、2009 年度より開講してい
る。今年度は、10 月 10 日～12 月 5 日の期間、以下の 2 コース
を開講し、12 月 12 日に合同発表会を行った。
Ａコース
Ｂコース

味噌について学ぶ
セグウェイによるまちづくり

また、特別講座として昨年度開講した「子育てママのための柏
の葉マップ」につづき、今年度は新たに「アクティブシニアのため

躍の場づくり、交流プログラムなどを推進するとともに、生活環境
をサポートする地域の体制づくり・環境づくりが急務である。
未来こどもがっこうは、東京大学、千葉大学の多くの教員の協
力を得、また地元小学校の通常授業の一環としてプログラムを実
施するなど、大学と地域をつなぐ大きなきっかけとなった。このつ
ながりを生かして地域への定着を促す必要がある。
柏の葉独自の文化的活動を盛り上げていくことも、引き続き取り
組むべきテーマである。
次年度重点テーマ候補

👉👉 地域国際化と大学地域連携促進

目標４：次世代交通

は一定のニーズが把握できたことから、民間事業者による新たな
シェアリングサービス「カレコ・カーシェアリングクラブ」へと切り替
え、3 月からサービスを開始した。

１．目的と概要
柏の葉では、スマートサイクルとマルチ交通シェアリングという

(2) 柏の葉―柏駅間バスの充実・強化策の検討

シェアリングの実証実験を軸に、環境負荷の少ない自転車や電

上位計画において「公共交通軸」と位置付けられている柏の葉

気自動車の利用促進を図ってきたが、実証実験から継続的な実

キャンパス―柏駅間のバス路線の強化に向けて、ＩＴＳ推進協議

装への展開が課題となっている。運営の効率化・自立化に向けて、

会公共交通部部会（大和裕幸教授）において、バス事業者も入

スマートサイクルは昨年度から規模を縮小し、マルチモビリティに

れた検討を進めた。短期対応として、①若柴循環系統を柏の葉

関しては今年度運営者を変更し、別サービスに移行するなど、モ

キャンパス駅東口まで延伸、②柏駅西口―国立がん研究センタ

デル的事業を継続することの難しさが顕在化しつつある。

ー系統を柏の葉キャンパス駅まで延伸、という二つを具体的に想

バス交通に関しては、成田空港からの直通バスが１０月より運

定。また長期的対応としては、両駅間のシャトル機能を強化すべ

行を開始したほか、柏の葉と柏駅のバス交通の充実についても、Ｉ

く例えば連接バスの導入を想定した。今年度は短期的対応の実

ＴＳ推進協議会の場において交通事業者との協議を進め、わず

現可能性を探るべく、乗降客OD データをベースとする既存路線

かであるが利便性の向上が実現した。

の利用状況と、将来の

ＩＴＳ推進協議会は５つの部会で継続的に活動を継続し、実証実

沿線人口推計から、将

験等を行っている。また、つくばの特区での実証実験を踏まえて

来的なバス需要の予測

セグウェイ（搭乗型移動支援ロボット）の公道走行が全国で可能に

を試みるなどしながら、

なったことを受け、柏の葉でも実証実験の実施に向け準備を進め

協議・検討を進めた。

た。

若柴循環系統の一部
を、柏駅西口―柏の葉

２．取組み内容
(1) シェアリング実証の今後の展開方策検討

キャンパス駅東口系統
に振り替える形で、わず

柏市と柏市まちづくり公社が主体となり、2010 年度から継続し

かながら両駅間をつな

ている自転車共同利用システム「かしわスマートサイクル」につい

ぐバス便の増便が図ら

ては、昨年度、利用率の低いポートを撤去し運営の効率化を図っ

れた。

たが、今年度、通信エラーの多かったオートロックポートから、より

図 両駅間をつなぐ既存路線バスの延伸検討

安定した簡易ポートへの変換を進める中で、さらに2か所のポート
を閉鎖し、ポート数は 4 か所となった。思い切った縮小により運営
自体は安定化している。スマートサイクルについては、2 年後に民

(3) 成田空港―柏の葉間 バスの実現
海外からの柏の葉キャンパスエリアへのアクセス向上を目的に、

間ベースでの運営に移行するという方針を柏市において決定。

協議を重ねてきた成田空港への直通バスが、2015 年10 月1 日

次年度は市負担で公社による実証実験として行い、将来民間運

より運行を開始。柏の葉キャンパス駅と成田空港を結ぶ直通バ

営とする際の公共負担額について検討を行う予定である。

スが一日上下各3本、成田空港交通によって運行されることにな
った。圏央道のつくば JCT－大栄 JCT 間の開通を受け、ルート
は一部便で常磐道と圏央道経由に変更され定時性も高まった。
４月以降、ダイヤ改正とともに３便とも圏央道経由になる予定であ
る。いまだ十分に認知されていないことから、認知度向上に向け
てサイネージ等での広報を行っているほか、パンフレットの製作も
準備を進めている。

図 スマートサイクルのポート位置

2011 年から実証実験を継続してきたマルチ交通シェアリング
については、システムの検証や利用傾向の把握といった実証実
験としての基本的成果は得られたこと、一方で会員数の増加を図
ってきたものの、大きな運用コストに見合う収入は今後も見込め
ないと判断されたことから、2016 年 1 月末をもってそれまでのシ
ステムでの運用を完了した。駅周辺のラウンド型の利用について

図 柏の葉キャンパス駅―成田空港直通バス

(4) 柏ＩＴＳ推進協議会

(5) セグウェイ実証実験に向けた調整

柏市の「ITS 実証実験モデル都市」選定を受けて、「柏 ITS 推

2015 年 7 月に関連法令が改正され、搭乗型移動支援ロボット

進協議会」（会長：須田義大東京大学教授）が 2010 年 2 月に設

の公道走行実証実験の実施ルールが明文化されたことを受け、

立され、2015 年度時点で 47 の団体が参画している。昨年度、東

公・民・学が連携した実証実験推進組織として「かしわ移動支援ロ

京大学柏の葉キャンパス駅前サテライトに地域での実装に向け

ボット実証実験推進会議」を設置した。

た活動拠点が設けられ、協議会の新たな活動目標として「超高齢

まずはＵＤＣＫと千葉大学が所有するセグウェイ８台を活用し、

社会に対応した柏市のモビリティデザイン」を設定。以下の５つの

①公共交通を補完する新たな交通手段、②観光活性・集客ツー

部会において、研究開発・実証実験が継続された。

ル③地域交流の可能性の３点について検証を行うものとして実証

柏 ITS 推進協議会の５つの部会と活動テーマ
部会
企画部会
（須田東京大学教授）
交通情報利活用部会
（大口東京大学教授）
中心市街地活性化部会
（吉田准教授）
公共交通部会
（大和東京大学教授）
新車両検討部会
（堀東京大学教授）

活動テーマ
全体コンセプト検討

実験に向けた関係機関との調整に着手した。
走行ルートはゲートスクエアを起点に、西口線から都市軸道路
を経由し、県立柏の葉公園内のガイドツアーを含む約５km のコ
ースを設定し、交通管理者等の関係機関と継続調整中である。

各種交通情報を収集したITS地域研究センターの地域施
策への活用
ICT 利活用を通した中心市街地の交通問題解決と活性化
対策の検討
公共交通網の再編と効果検証（オンデマンド交通の利用
促進検討等）
地域内の移動手段の選択肢拡大に向けた交通モードの
導入検討

具体的なプロジェクトとしては、昨年度から継続するかたちで、
以下の２つの取り組みを実施している。
① 「柏市交通安全プロジェクト」
柏市公用車にドライブレコーダーを設置し、走行データからドライバー
に対する安全教育を行うとともに、ヒヤリハットマップを作成して道路環
境の改善に向けた基礎情報とする取組で、柏市と㈱オリエンタルコン
サルタンツで実施

図 搭乗型移動支援ロボット公道走行実証実験ルート（案）

② 「簡易道路劣化診断システム」
スマートフォンを自動車に設置して走行するだけで路面情報データを
採取し簡易診断結果を地図上に表示できるシステム「道路パトロール
支援サービス」を利用し、柏市内の道路を測定。別途行った MCI（舗
装の維持管理指数）調査との比較により一定の精度が認められたこと
から、今年度も継続し、市道全体の見える化を推進。柏市と富士通㈱
で実施

３．今後の課題と展望
スマートサイクルの継続に向けて、次年度を実証実験の最終
年度と位置づけている。以降、民間での運営を実現し、これを軌
道に乗せるためには、地域に潜在するニーズの掘り起こしや地域
の施設による運営協力の取り付けなどが重要となる。過去６年間
の事業を改めて評価しつつ、全国の事例も参考にしながら、柏の
葉型のサイクルシェアのあり方について知恵を絞る必要がある。
柏の葉エリアと柏駅とをつなぐ公共交通の強化については、柏
市が進める地域公共交通網形成計画の検討状況も踏まえつつ、
短期的に可能な対応については、これにとらわれずに早期実現
すべく、事業者を含めた協議を継続する。
セグウェイは公道走行の実証実験ツアーを 4 月以降開始する
予定であるが、まちにおけるセグウェイの将来的な位置づけや活

図 簡易路面調査の仕組み

かし方を見据えながら、目的を明確化して実証実験に取り組むこ
とが必要である。「次世代モビリティ都市」にふさわしい新たな交
通関連プロジェクトの仕掛けについても考えていきたい。
次年度重点テーマ候補

👉👉 サイクルシェアリングの継続と次世代モビリティ導入に関わる
戦略

図 市道の見える化の状況（例）
Copyright2015 ZENRIN CO.,LTD.（許諾番号：Z13LD 第748号）

目標５：健康ライフスタイル
１．目的と概要
昨年度、ららぽーと北館３階に健康関連のテナントを集めた「ま
ちのすこやかステーション」がオープンし、一角にまちの健康研究
所「あ・し・た」が開設された。「あ・し・た」は、2014年9月に発表さ
れた「健康未来都市かしわ宣言」の中核施設であり、「歩く・しゃべ
る（社会参加）・食べる」に着目した地域の参加型健康づくり拠点
である。今年度も会員の拡大に向け、地域住民が運営スタッフと
なって日常的な来店者対応から、様々なイベントまで多様な活

図 ポールウォーキング体験教室

動を進めている。

(2) 高齢者・子育て世代支援イベント

恒例となった子育て支援や元気高齢者向けのイベントを継続
する一方で、ハード面からも健康づくりを支援すべく、今年度柏の
葉公園にランニングコースを整備するプロジェクトを開始した。
もともと田中地域にあった「農」や「食」の文化の継承し、新たに
住み始める人たちと、より住みやすいまちづくりを目指している「農
あるまちづくり」は、農業体験農園やサークル活動などを自立運
営化し継続している。

２．取組み内容
(1) まちの健康研究所「あ・し・た」
測定と体験による虚弱化予防
今年度末で「あ・し・た」の会員は約 1.800 名に達する。多様な

柏の葉キャンパス駅前まちづくり協議会（まち協）が、柏市と地
域のボランティアの協力を得て、子育て支援イベント「赤ちゃん・
パパママ集まれ！」を年２回のペースで開催している。保護者の
交流の場として期待されており、身体測定や柏市の保健師の講
義も行っている。
昨年度初めて開催された一番街こもれび喫茶主催の「柏の葉
キャンパス寄席」が好評を博し、まち協の協賛・協力の下、今年
度も開催された。日頃外出する機会が少ない高齢者が多数参加
し、男性ボランティアの活躍の場ともなった。
また今年度初めて、東急柏ビレジと、一番街・二番街有志によ
る交流イベントがＵＤＣＫで開催された。東日本大震災の被災地
である大槌町の海産物を使った料理が提供され、他地域との交

イベント、講座等を開催し、来場者の健康意識を高めるとともに、

流の場となっただけでなく、被災地支援の側面ももつイベントとな

社会参加の機会提供、高齢者の虚弱化予防等に貢献している。

った。

食・口腔ケア・歩行・美容・介護予防の 5 つのブースが参画企
業により運営され、最新の健康情報が提供されている。また、体
組成、口腔機能、握力等の測定と、片足で立ち上がれる台の高さ
により、筋力のチェックなどができる。
来場者は、運動・食の専門家によるアドバイスが受けられるほ
か、それぞれ月２回のミニ講座を開催。さらに、美容部員経験者
を起用し、新たに、美容のワンポイントアドバイスも開始した。
理学療法士による相談室では、医療機関とは異なり、専門家と
じっくり対話ができる場を提供。
スタッフ主導で開催されている「ポールウォーキング体験教
室」と「おりがみさろん」は、あ・し・たの代表的イベントとして定着。
ポールウォーキング体験教室は、月に 2 回、おりがみさろんは年
4 回のペースで、定期的に開催されている。

図 赤ちゃん・パパママ集まれ！

図 おりがみさろん

図 一番街こもれび喫茶主催 柏の葉キャンパス寄席（第二回）

(3) ランニング/ウォーキングコースの環境整備
日常的な運動を促すまちの環境づくりが積年の課題であった
が、現在すでに多くの市民ランナーの拠点ともなっている千葉県
立柏の葉公園を健康づくりのメッカとすべく、環境整備について検

■イベント
毎年恒例となっている朝市を 7/11 に、収穫祭も 11/28 に開催した。収
穫祭は、主催が農あるまちづくり実行委員会から商店会に移行し、Ｈ28
年度は朝市・収穫祭ともに商店会が主催することになった。

討を開始した。検討にあたっては、公園の指定管理者である県ま
ちづくり公社、千葉大学に加え、三井不動産、ＵＤＣＫが入り、また

駅前に整備する 2 号近隣公園へ「農あるまちづくり」の活動拠

ランナー目線として、「日本ランナーズ」の協力を得て、サインデ

点「環境コンビニステーション」を機能移転するＨ26 年度の実行

ザイナーとともに検討を進めている。

委員会の提案については、公園の実施設計に反映された。今後

園内の複数コースと外周コースを設定し、マップ、分岐サイン、

は、更に各活動の自立化及び発展継続が課題である。

距離標識を設置することを基本に、楽しみながら健康づくりを行え
る環境整備のあり方を協議しており、来年度モックアップでの検証
を行いながら、早期の整備を目指している。

図 収穫祭の様子（２０１５/１１/２８）

３．今後の課題と展望
「あ・し・た」の会員は着実に増加しつつある一方で、運営主体
である HIP（一般社団法人ヘルスケア・イノベーション・プロジェク
ト）は解散の方針がもたれており、運営の継続が課題となっている。
一方、柏市では市全域において、新たなフレイル（高齢者の虚弱
図 コースの検討状況

化）予防のため枠組みを整備する方針がもたれており、この仕組
みと連携しつつ、「あ・し・た」としても、多様な世代の利用者にとっ

(4) 柏たなか農あるまちづくり
昨年度から自主運営に向けて進められてきた農業体験農園や
各サークル等の活動は、次のとおり自立化に向けて進んでいる。
■体験農園
新規開設した体験農園は、他の２園と同様に園主を会長とする運営会
を設立し役員が決定した。現在 3 園 69 区画となっており、各農園では
定期的に農園交流会が実施され、参加者間の交流も活発になってい
る。

■サークル活動
園芸、写真、蕎麦、カフェ、料理の５つの活動が、定例で継続してい
る。

て意義のある健康管理システムの構築を進め、リピーターを増や
していくことが課題である。
「健康」に係る様々なサービス提供やイベントの開催に加え、日
常生活の中で、自然にまちを歩き、人と出会い、食にこだわるよう
なまちの環境づくりを進めていくことが、「健康」で居続けるために
重要である。柏の葉ではすでに多様な取り組みや環境はあるもの
の、それぞれが断片的であり、まち全体としての特徴として見えに
くい現状がある。「健康」を柏の葉のまちの売りとして、より多くの市
民に訴求していくためには、総合的なビジョンと戦略をもって推進
することが必要である。今年度検討を始めた柏の葉公園における
ランニング／ウォーキングコースの整備とそのプロモーションを一
つのきっかけと位置付け、より広がりのある活動に展開していくこと
が望ましい。
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👉👉 健康なライフスタイルのための全体戦略づくりと効果的なプロ
モーション

図 「柏たなか 蕎麦の会」そば畑の中耕除草作業（２０１５/８）

目標６：エリアマネジメント

(2) グリーンマネジメント まちはな２０１５
柏の葉キャンパス駅周辺の花壇は、かねてより市民グループ
「かしはな」による管理が行われているが、質の高い緑の環境を

１．目的と概要

持続的に維持するためには、身近な花や緑に対する市民の関わ

高質化整備された柏の葉キャンパス駅西口の管理を、昨年度

りをさらに深めることが必要である。その一環として、２０１５年３月

からＵＤＣＫが担っており、継続して植栽管理やイベント活用を行

～５月にかけて、イベント「まちはな２０１５」を実施。５月のカシニ

った。エリアマネジメントについては、駅前活性化・にぎわい形成

ワフェスタに合わせて街全体を黄色く彩る、というコンセプトのもと、

を目的とするものと、住民の交流や生活環境の維持向上を目的

苗の生産や学生の参加に関して千葉大学環境健康フィールド科

とするものに大きく二分し、前者はＵＤＣＫ、後者はまちづくり協議

学センターの協力も得て、駅周辺の花壇を黄色い花で統一した

会が主体となって持続的な枠組み構築を目指すことを、昨年度

ほか、地域住民対象にマリーゴールドの花を配布し、各家庭で育

の部会で整理した。今年度は、その方向を念頭に、それぞれの

てた花をイベント時に持ち寄り、まちなかに展示した。あわせてア

活動を行った。また、今年度新たに、駅周辺における日常的な賑

ンケート調査を行い、まちの緑に関する高い関心が確認された。

わい形成を目的に、新たに屋台の実証実験を実施した。

２．取組み内容
(1) キャンパス駅西口の管理・活用
柏の葉キャンパス駅を中心としたエリアの交流人口の増加とい
う目的の為、今年度は 5 月、7 月、10 月、11 月の 4 回マルシェ・
コロールを開催。季節催事やエンターテイメント性のあるコンテン
ツの実施、近隣施設や団体が実施する活動との連携を強化する
ことにより、集客数が向上し、賑わい創出に寄与した。
一方で、 “マルシェ・コロール”としては、地域コミュニティの創
出を目的に、街で活躍してもらう場を提供する、という開催当初か
らの性格が変わってきているという声も参加者からあがっており、
イベントの名称や内容についての再考が求められる。
西口駅前広場においては、冬季にイルミネーションを実施。歩
道上の高木を中心に過去最大規模で設置した。

図 かしはな花壇／イベントで制作した「ニワヤン」プランターＢＯＸ

また、２０１５年の夏から秋にかけて、ムクドリの集団ねぐらが西
口ロータリーのケヤキを中心に形成され、騒音や糞害が顕在化。
込み合った枝の剪定や忌避剤の設置など、緊急対策を図った。
次年度以降、早期に駅前全体で対策をとるべく、管理関係者によ
る協議を行った。

(3) 賑わいプロジェクト 屋台の実証実験
今後開発が進む北側エリアへの賑わいの連続を目的にしたプ
ロジェクトを東大出口研と三井不動産、ＵＤＣＫで開始。駅周辺に
おける人の流動調査を経て、１０月の二日間と１１月の四日間、
ゲートスクエア・プラザにて屋台を設置し、賑わい形成の実証実
験を実施。柏市内の飲食店のほか、地域住民による出店、学生
による出店を行い、「公・民・学」連携で柏の葉らしい賑わい創出
を目指した。１１月の開催にあわせて、地元企業（小倉建設）の協
力を得て、各地の屋台の調査結果や柏の葉のニーズ（エレベー
ターでの移動等）を反映したオリジナル屋台を制作した。

図 マルシェ・コロール 7 月開催では流しソーメンを実施（7/19）

実証実験では、用意した飲食がすべて売り切れるほど盛況と
なり、夜の賑わいへのニーズが確認された。これを踏まえイベント
仮設型、常設型の賑わい施設の実装に向け検討を進めている。

図 柏の葉キャンパス駅西口 イルミネーション

また特定非営利活動法人ビレジサポートによる植栽や清掃も
実施され、地域の街づくり活動団体と連携した運営管理体制を構
築することができた。

図 屋台実証実験の様子（2015/10/24）

(4) 地域ポイント・地域カード運営
2013 年よりスタートした柏の葉ポイントプログラムでは、会員数
の目標 1000 人を達成（１６年３月現在で●●人）。一方で、未利用
ポイントの増加、ポイント利用プログラムの偏りなど様々な課題が

との連携企画「パパ・ママ はじめてのテニス教室」を実施。今年
度は、今までの活動をとりまとめた頒布用冊子を作製し、対外的
な広報にも力を入れた。
拠点となってきたクラブハウス（柏の葉フューチャービレッジ）

みえてくる中で、2017 年3 月にて実証実験修了を迎えるにあたり、

が２０１５年３月末をもって閉鎖したことを受け、今年度は二番街

本プログラムの今後の在り方について協議を開始。WEB アンケ

低層部に新たに開設された「レジコミュ」やマンションの共用施設、

ートや本ポイントプログラムの登録者・未登録者によるグループイ

柏の葉小学校など、地域の様々なスペースを柔軟に活用してい

ンタビューなどを実施し来年度以降どのような対応をするのか検

る。「まちのコミュニティホウソウ局 K-stream」はレジコミュの紹介

討を進めた。来年度上期中には方向性を確定する予定である。

番組制作を通じて技術研修を図ったほか、地域の歴史紹介番組

多様な付与プログラムのうち、地域貢献活動に関わる地域ポイ

の制作を進めている。

ントの原資負担や継続的な運用については、まちづくり協議会の
場で住民も巻き込んで議論を継続している。

(5) 柏の葉キャンパス駅前まちづくり協議会
駅周辺の開発の進展に伴い、ホテルや民間マンションなど、協
議会会員が増加した。本協議会では、下記の４つのテーマ別活
動を継続的に実施した。住民等による独自の地域活動・交流活
動の支援（協賛）に力を入れる方向にシフトしている。また、将来

図 ベビママ応援プロジェクト「ウキウキ広場」 ／柏の葉でハロウィン

的に地域の暮らし環境の維持・向上を担っていく母体として、ポイ
ントプログラムのあり方などについても協議を行っている。
■防災に係る活動
「防災安全部会」毎月定例会議を行っている。昨年度「防災活動
連携マニュアル」を見直し、具体的な災害時オペレーション訓練
の実施について協議を行っている。恒例となった年 2 回の防災交
流イベントも継続実施（4 月：炊き出し体験イベント、10 月：防
災施設見学ツアー）
。
■環境美化に係る活動
第一・第三木曜日と最終土曜日の駅前清掃を継続。12 月には年末
の大掃除を行い約 40 名の参加者を得た。また、駅周辺の緑化を地
域主体で進めていくことを視野に、緑化イベント「まちはな 2015」
実行委員会に参加し、花苗の提供や 5 月のイベントに協力した。
■健康福祉に係る活動
恒例の「赤ちゃん・パパママあつまれ！｣を 2 回開催した。また、
昨年度初開催した「柏の葉キャンパス寄席」
（主催：一番街こもれ
び喫茶）に協賛するなど、健康福祉に係る地域活動を支援した。
■交流に係る活動
地域住民等による交流イベント「Welcome to Kashiwa-no-ha Party」
が初開催され（5/16）
、まち協も協賛。柏の葉に住む外国人や新住
民を主な対象に「おにぎり」をテーマにした企画や子供向けワー
クショップを開催。
定員50 名を超える多国籍な参加者で賑わった。

図 まちのサッカークラブ

３．今後の課題と展望
次年度秋に高質化整備が完了する予定の２号調整池も、ＵＤＣ
Ｋが柏市と協定を締結し管理主体となる方向で協議が進められ
ている。２号調整池はキャンパス駅西口と異なり、隣接敷地だけ
でも個人を含む多くの地権者がいるため、高質空間を持続的に
管理していくための資金を獲得するうえで、地元地権者による負
担の枠組みを構築する必要がある。また、ＵＤＣＫが管理を担う
公共空間が拡大するなかで、ＵＤＣＫ側の体制やスキームについ
ても、再構築する必要がある。
まちの賑わいを生み出す観点では、7 月や 10 月・11 月のマル
シェは恒例となりつつあるが、駅周辺の歩道や広場空間の活用を
さらに促し、賑わいの形成や地域コミュニティの活動の場を創出
していくことが課題である。すでにいくつかの利用ニーズがあるな
かで、一般でも使えるような形での公共空間利用のルールや仕

図 駅前清掃（左）／ウェルカム・パーティ（右）

(6) まちのクラブ活動

組みづくりが急がれる。
まちづくり協議会は、住民を巻き込んだ議論は活発化しているも
のの、いまだ各テーマの活動について住民が主体的に動く形には

まちのクラブ活動は、今年度もアートクラブやポールウォーキン

なりえていない。個別の地域活動への支援といった形で、すそ野

グクラブなど、いくつかのクラブが発足し、定常的に２０あまりのク

を広げていくことも視野に、ポイントの議論なども関連付けながら、

ラブが活動をしている。恒例のハロウィンは１０月３１日に昨年同

長期的に取り組んでいく必要がある。

様ゲートスクエアのプラザを中心に開催し、大きな賑わいを見せ
た。マチノ先生プロジェクトでは、新たにアルドール・テニスクラブ
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👉👉 持続的なエリアマネジメント体制の検討・構築

目標７：高質空間デザイン

ショートカットするブリッジも設け、池周辺全体の回遊性を向上。水
の浄化機能を持つ噴水や夜間景観を演出する照明設備も設け、
見るだけでも楽しめる空間デザインを行った。

１．目的と概要

来年度早々から工事に入るべく、３月には県・市・三井・ＵＤＣＫ

昨年度から継続している２号調整池の高質化について、「中核

の４社で工事にかかわる基本協定を締結。あわせて管理の枠組

地区戦略部会」内に新たにアーバンデザイン調整会議を設置し

みについても、柏市、ＵＤＣＫ、周辺地権者の役割分担について

て、詳細なデザイン検討を行った。

枠組みの案をつくり調整を進めている。

今年度の空間デザイン部会では１号調整池の多目的広場に関
わる整備方針と基本設計を進めたほか、千葉大学キャンパス内
から東大に至る学園の道について、継続的に開放するための安
全管理方策について、検討調整を行った。また、今年度、実施設
計が行われた新設中学校についてもデザイン調整を行った。
駅周辺の景観重点地区の区域と景観形成基準が改定された。

図 2 号調整池 親水テラス パース

図 2 号調整池 張り出しデッキ パース

図 2 号調整池 全体鳥瞰 夜景パース

(2)景観重点地区の基準改定・新規エリア指定と普及啓発
図 ２０１５年度の検討対象箇所

２．取組み内容
(1) 2 号調整池の高質化設計と整備管理の役割整理

昨年度まで検討した「イノベーション・キャンパスまちづくりビジョ
ン素案」をベースに、柏市において２号調整池周辺地区を新たに
景観重点地区に指定し基準を定めた。あわせて、既指定のキャ
ンパス駅周辺地区においてもエリアを見直し、一部基準を変更。

２号調整池は、今後企業や研究機関の誘致を進めるイノベー

相談・協議手続きについてＵＤＣＫが一次的な相談窓口になり、

ション・キャンパス地区の中心に位置する水辺空間であり、憩い

地域が主体でデザインマネジメントを行う枠組みの基礎が整えら

や交流の場として地区の魅力をけん引することが期待される。千

れた。こうした変更に伴い、啓発パンフレットを作製した。

葉県による池底工事が先行して進められることが決定し、新たに
ＨＷＬ以下についても整備が可能になったことから、親水性の高
い空間整備という視点も加えて、集中的にデザインの検討調整を
行った。歩道舗装を高質化し、これに連続する形で天然木による
張り出しデッキを整備、ここにベンチやスツールのほか植栽も施
し、池の眺望を望む滞留空間を整備、法面部においても傾斜を
生かして段状にベンチを設置し、水面部には親水ステージも整備
することとした。池への出入り口や階段・スロープ並びに低水部を

図 景観形成基準パンフレット（抜粋）

(3) 学園の道のあり方と安全管理の検討

(5) 新設中学校の設計調整

学園の道の一部に位置づけられる千葉大学柏の葉キャンパス

平成３０年春の開校を目指す新設中学校の実施設計が今年

の東西の通路は、現在平日の日中開放されているが、近年北側

度進められている（次年度 6 月まで予定）。実施設計に際し、市

の研究圃場への部会者の侵入や作物の盗難などの被害が発生

条例に基づく景観アドバイザー会議と空間デザイン部会を共同開

し、また自転車事故などの発生への懸念などから、大学の施設

催し、デザイン協議を行った。

管理上、開放の継続が困難な状況になっている。国際キャンパ

緑園の道からの正面性を意識し、正門付近に音楽室や図書室

スタウン構想においても、大学とまちをつなぐ「学園の道」としての

を設けるなど、景観面や利用面に配慮された計画案であったが、

位置づけを持つことから、開放の継続に向けた安全確保対策とそ

緑園の道に対して、正門位置が少しずれている点や小学校と中

の実施に係る役割分担について、空間デザイン部会において協

学校をつなぐ上空通路の位置やデザイン、道路側の緑化等につ

議を行った。既存の生垣の強化整備並びに、自転車の通行制限

いて協議を行い、計画案に反映された。

ないしは通行マナー・ルールの徹底のためのサイン設置について、
大学のみならず公共も一部負担する形で対策を進める方針を共
有。次年度以降、対策を行う予定である。

(6) 柏たなか駅周辺のまちづくり
昨年度に引き続き、「柏北部東地区まちづくり検討協議会」にお
いて柏たなか駅周辺地区整備方針の検討を進めた。公園や調
整池の計画の詳細化の状況を反映させながら、地区の将来像の
イメージ共有を図るために、パースを作成した。
また、柏たなか駅東口駅前街区では、複数地権者の土地の共
同利用を基本に駅前にふさわしい開発の具体化に向けて、「顔づ
くり分科会」を継続し、事業者アンケート等によって立地ニーズの
調査を進めた。

図 千葉大学 「共同利用・地域交流ゾーン」の現況

(4) 1 号調整池の整備計画検討
北部中央地区内の調整池の中でも最も広い１号調整池は、当
初より多自然空間とする方針が示され、またグラウンド利用を想
定して、通常広場利用が可能な上段部を持つ構造で整備されて
いる。今年度の空間デザイン部会では、この上段部の利用・管理
について検討・調整を進めるとともに、これらを踏まえた調整池全
体の高質化整備について検討を行った。

図 柏北部東地区 川端調整池と利根川堤防付近のイメージ

将来的には利用制限の少ない広場空間として開放していくこと
が望ましいものの、現時点で具体的な利用ニーズが想定されず、

３．今後の課題と展望

利用管理体制を決めきれない中で、当初整備としてはイベント利

公共空間に関わるデザイン調整として大きなものは一段落しつ

用の際の安全確保に係る最低限の整備にとどめ、常時開放は見

つあるが、１号調整池や学園の道については、継続協議となって

合わせることとなった。一方、眺望を楽しめる場として、周囲の歩

いる。また、土地区画整理事業としてはまだ当面時間がかかる予

道沿いに数か所張り出しデッキを整備する方針を示した。

定であり、周辺部の道路や公園等に関しても継続的に調整が必
要になるため、本部会はなお重要な役割を担う。
次年度から運用が始まる柏の葉キャンパス駅周辺並びに２号
調整池周辺の新たな景観重点地区では、景観整備機構である
UDCK が一次的な相談窓口となる。イノベーション・キャンパス
地区を始め、周辺エリアにおいて個別開発が今後進捗していくな

図 １号調整池 上段部の現況

かで、個別地権者等の土地において優れた開発を積極的に誘導
していくデザインマネジメントが今後の重要なテーマとなる。
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図 １号調整池 張り出しデッキ検討箇所からの池の眺望

👉👉個別開発のデザイン誘導の実践およびモデルプロジェクト検討

目標８：イノベーションフィールド
１．目的と概要
先端的なプロジェクトを推進しながら、地域プロモーションに繋
げるべく、多様な実証実験やモデル事業を行い、昨年度からはツ
アープログラムも運営。多くの視察者を受け入れている。
今年度はリクルート社の社内新規事業コンペを柏の葉で受け入
れ、合わせて独自にビジネスアイデアコンテストを行った。
また、まちづくりモデルとしての UDC への注目も高まっており、
各地での設立支援を継続している。

図 コンシェルジュ育成ツアーの様子

２．取組み内容
(1) ビジネスアイデアコンテスト

(3) ＵＤＣシリーズの展開

リクルート社の事業育成機関である「Media Technology Lab.

今年度新たに、柏市中心部に「柏アーバンデザインセンター
ＵＤＣ２」（2015 年 4 月～）が、さいたま市浦和美園地区に「アー

が主体となり、柏の葉を舞台にしたまちづくりのためのオープンイノ

バンデザインセンターみその ＵＤＣＭｉ」（2015 年 10 月～）が開

ベーションプロジェクト「Smart City Innovation Program」を開

設され、また横浜市には「ヨコハマ海洋環境みらい都市研究会

催（三井不動産グループ共催、柏市後援）。具体のまちをフィー
ルドに、まちの課題を解決するための新規事業案の検討および

ＵＤＣ-ＳＥＡ」（2015 年 10 月～）が設立された。これでセンターの
ネットワークは 11 に広がった。

検証を行う新しい取組みである。8/29 にはハッカソンをＫＯＩＬで開
催し、地域の関係者もアドバイザーとして多数参加。今後、選ば
れた事業が実施に移される見通しである。
上記と並行する形で、柏市在住者、同就業者、同就学者を対
象とする一般向け公募企画として「柏の葉ビジネスアイデアコンテ
スト」を開催。①子育て ②ヘルスケア ③教育 ④その他（自由
テーマ）の 4 カテゴリーを設定し、7/22～8/17 の期間公募した結
果、69 件の応募があった。チルドレンズセンターの提案を最優秀
に選定し、8/29 の上記ハッカソンに合わせて表彰式を行った。
図 全国に展開する UDC ネットワーク

図 今年度開設された３つのセンターのロゴ

さらに現在も、複数の都市・地区において、新たなセンターの
設立が検討されており、視察の受け入れや直接的な設立支援を
図 Smart City Innovation Program KOIL でのハッカソン（8/29）

行いながら、ネットワークの拡大を図っている。

(2) ツアーの運営とコンシェルジュ育成

３．今後の課題と展望

昨年度から開催しているスマートシティツアーを継続している。

大学連携型の実証実験を柏の葉のまちとして支援、推進する

他の個別施設への視察も含めて、年間637件9,888名の視察者

体制をさらに強化することが課題である。大学と一体となってモデ

があった。（2016.2 月末現在）

ル事業を位置づけ、推進することも考えられる。

柏の葉キャンパスのまちづくりに対する東大の学生の認知がま

セグウェイの実証実験も次年度から開始予定であるが、柏の葉

だまだ低いという問題意識から、今期初めて、春と秋の東大の入

の独自性・先鋭性を維持し、強化するために、このようなわかりや

学シーズンにあわせて新入生向けのツアーを 11 回開催し、220

すく参加しやすいプロジェクトを仕掛けることも必要と考えられる。

名の学生・教職員が参加した。海外からのツアー参加者に対する
語学サポートを行う留学生対象の学生コンシェルジュの育成も行
い、学生によるツアーサポートも開始している。

多くの視察者があることから、研修プログラムについても実験的
に実施したい。

次年度重点テーマ候補 👉👉ＵＤＣのヘッドクォーターの設置

