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

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

■構想の理念
公・民・学連携による国際学術研究都市・次世代環境都市
“ 大学とまちの融和 ”、すなわち、まち全体が大学のキャン
パスのように緑豊かで質の高い空間となり、また、知的交流
の場となることが、本構想の目指す都市の姿である。
その実現のために、地域社会に必要な公的サービスを担う

構想の対象範囲

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

■フォローアップの調査の位置づけと経過

８つの目標

本構想は、千葉県、柏市、東京大学、千葉大学の共同調査
で作成したものであり、新たな地域ビジョンに基づく新しい
政策テーマを先取りしていることから、現在の法制度や政策
を超えた提案も含まれている。そのため、「公・民・学」が共
同で設立・運営する柏の葉アーバンデザインセンター [UDCK]
を事務局として、継続的にフォローアップのための委員会並
びにテーマ別の部会を設置し、各団体の協力・連携のもと、
実現に向けた更なる検討や関係機関との調整を行い、制度の
改善や上位計画へのフィードバックを行いながら、本構想を
推進することとしている。
柏の葉エリアをモデルに先行的・実験的施策を実施し、そ

目標１ 環境と共生する田園都市づくり

豊かな自然と都市のみどりにふれあいなが
ら、環境にやさしい暮らしを楽しめるまち

目標２ 創造的な産業空間の醸成

創造的な交流にあふれ、職住が一体となっ
た自立したまち

一生「学び」を楽しむことのできる、知的
目標３ 国際的な学術・教育・文化空間の
好奇心を刺激するまち
形成
環境負荷が少なく、自由で楽しい移動交通
目標４ サスティナブルな移動交通システ
が、暮らしの質を高め活力を育むまち
ム

目標５ 健康を育む柏の葉スタイルの創出

支えあいによって地域の暮らしと活力を持
目標６ 公・民・学連携によるエリアマネ
続・向上させる自律的なまち
ジメントの実施

目標７ 質の高い都市空間のデザイン

大学キャンパスのように豊かな緑のなかに
賑わいが映える快適なまち

目標８ イノベーション・フィールド都市

常に最先端の取り組みにふれあいながら、
変化しつづけるまち

の成果・知見を柏市や千葉県全域、全国、全世界に展開して
いく。
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若者から高齢者まで地域の中で一生健康で
暮らすことのできるまち

2016 年度の主なトピック
１．UDCK 開設 10 周年
UDCK は、2016 年 11 月に開設 10 周年を迎えた。10 周年事業とし
て、
世界のアーバンデザインの潮流を学び、
柏の葉のこれからのアー
バンデザインを語る国際フォーラムを 11 月 22 日に柏の葉カンファ
レンスホールにて開催した。米国から UCLA 教授兼建築設計事務所
モルフォーシスのイーサン・イー氏、デンマークからゲールアーキ
テクツのデイビッド・シム氏を招いての基調講演ののち、後半では
出口敦センター長コーディネイトのもと、ULI ジャパンのマイケル・
オーウェン氏とアメリカの建築設計事務所 ZGF のチャールズ・ケ
リー氏も加えたパネルディスカッションを行った。300 名近い来場
者を得、大盛況のなか、柏の葉のまちづくりの大きな可能性を世界
規模で確認する機会となった。

２．アクアテラス

▲ UDCK10 周年記念国際シンポジウムの様子（2016/11/22）

柏の葉 T-SITE オープン

柏の葉キャンパス駅の北側地区を「イノベーション・キャンパス」
と名付け、2014 年度からまちづくりの第二ステージと位置付け、
重点的にまちづくりの準備を進めてきた。本年度は、この地区の「ま
ちづくりビジョン」を定めるとともに、地区の中央に位置する調
整池を高質化した「アクアテラス」が 16 年 11 月に完成し、UDCK
管理による供用が開始。これに隣接した商業施設「柏の葉 T-SITE」
も 17 年 3 月に開業し、柏の葉のまちづくりも駅前から外側へと広
がり、人の流れも変わりつつある。
▲アクアテラスオープニング式典（2016/11/22）

３．グリーンアクシスプレ開通
駅前 148 街区内に建設される最後の超高層マンション二棟のうち
一棟（36 階 347 戸）が竣工し、17 年 2 月より入居を開始した。こ
れに伴い、まちの骨格軸として位置づけ長年にわたって整備を進め
てきたグリーンアクシスが、駅からこんぶくろ池公園までプレ開通
した。
広大なこんぶくろ池公園のうち最も駅に近い南端の一号近隣公園の
整備も今年度すすめられ、17 年 3 月に完了。4 月より貴重な自然
生態が保全された緑地空間が開放されることになる。

４．LEED-ND の国内初プラチナ認証
ゲートスクエアからイノベーション・キャンパス地区までを含む

▲半分の幅員で開通したグリーンアクシス

42ha の範囲では、新たなまちづくりに向け、ＵＤＣＫと三井不動
産が中心となって国際的な環境認証 LEED-ND の申請準備を昨年度
から進めてきたが、2016 年 9 月、正式に我が国初の最高位プラチ
ナ認証（計画認証）を取得した。
10 月には米国で開催されたグリーンビルディングの国際会議にも
出席し、環境と共生する柏の葉のまちづくりを世界に発信した。柏
の葉のまちづくりは世界レベルでも評価されつつある。

▲ゲートスクエア入口に設置された LEED-ND の認証プレート

2016 年度の主な受賞
・グッドデザイン賞 2016（公益財団法人日本デザイン振興会）「未来こども学校」
・Wellness AWARD of the Year2016 自治体部門（Forbes JAPAN/FiNC）「柏の葉アーバンデザインセンター」
・平成 28 年度柏市都市景観賞（柏市）「柏の葉キャンパス駅前公共空間」
・平成 28 年度千葉県都市協会まちづくり功労者表彰 「柏の葉アーバンデザインセンター」
フォローアップ調査 2015
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目標別活動報告

1

環境と共生する田園都市づくり

目標

2. CO

2

見える化と暮らしの省エネ化

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

年間省 CO2 と電力ピークカットの寄与度合いに応じて柏の葉ポイ

りに、省エネポイント導入（柏市版カーボンオフセット

ントを付与する「ダイナミックインセティブ」の 2016 年度実績は、

2013 年

度〜）など、生活レベルでの省エネを推進してきた。駅周辺街区で

賃貸住宅において 24 回（36 世帯）であり、昨年度実績 22 回（41

はエリアエネルギーマネジメント（AEMS）が 2014 年から本格運

世帯）とほぼ同様の水準であった。

用されている。駅周辺から始まった環境共生型まちづくりを外側に

柏市が実施しているカーボンオフセット制度（CO2 削減量に応じた

も展開すべく、昨年度から国際的な環境認証である LEED-ND の認

エコポイントを付与する一方、削減分を証書化することで需要家と

証取得に向けた検討を開始した。

の取引を行うもの）の実績は、2016 年度上半期は総参加戸数 508

今期は、LEED-ND の認証取得が実現し、世界に向けた広報を行った。

戸のうち 144 戸が削減に成功し、削減量は 31.546t-CO2。下半期は

これを背景に、次期開発地区における具体的な環境共生型まちづく

総参加戸数 486 戸のうち 144 戸が削減に成功し、削減量 44.256t-

り方針の明確化と誘導体制の構築を課題に据え、環境共生部会にお

CO2 であった。
2014 年度

いて協議を進めた。その中で、ゲートスクエアを中心とする既存の
取り組み評価も実施した。

4-9 月

4-9 月

2016 年度

10-3 月

4-9 月

10-3 月

総参加戸数（戸）

559

601

661

546

508

486

削減成功戸数（戸）

157

249

193

209

144

144

29.635

67.442

39.746

62.511

31.546

44.256

CO2 削減量（t-CO2)

1. 駅前ゲートスクエアにおける AEMS の運用

2015 年度

10-3 月

▲柏市カーボンオフセット事業実績

AEMS の本格運用二年目となる本年度であるが、ゲートスクエアと
ららぽーと本館における電力融通については、運用を手動から自動
に切り替えた結果、
実績が 8 月の 1 回にとどまった（昨年度は 14 回）
。
より効果的な運用に課題は残るが、太陽光や蓄電池の活用により、
今夏 8 月には、ゲートスクエアにおいて 22.9％、ららぽーにおい
て 22.3％のピークカットに成功している。
また、ゲートスクエア全体での CO2 排出量についての検証を実施
した。基準値から 40％の CO2 削減という計画値に対して、2015 年
4 月〜 2016 年 3 月の実績値は 42％であり、目標値を達成している。
商業床のうち飲食店比率が計画よりも少なくなったことも影響し、
商業系での排出量は計画値を大きく下回った。一方で住宅での排出
量は計画よりも多かった。住宅がセントラル方式であることなどが
一因と考えられる。

3. LEED-ND

プラチナ認証の取得

■ LEED-ND の申請と取得
駅前地区で取り組んできた環境共生型まちづくりをさらに高め、外
側のエリアに展開していく足がかりとして、そして北側に広がる次
期開発地区「イノベーション・キャンパス地区」において世界を視
野にいれた企業誘致を展開していくうえでの新たな付加価値とし
て、世界的に訴求力のある環境認証である LEED-ND の取得に昨年
度より取り組んできた。中核地区戦略部会において、ポートランド
ZGF 社の協力を得て申請書を作成し、2016 年 3 月に所管機関であ
る米国グリーンビルディング協会（USGBC）に申請を行ったとこ
ろであるが、今年度は USGBC と質疑を繰り返しながら、認証取得
に向けた調整を行った。9 月 29 日付で正式に最高位であるプラチ
ナ認証を日本で初めて取得した。
最終的には、歩きやすく、街路に活気を生み出すアーバンデザイン
や、自動車依存しない立地や交通関連の取り組み、AEMS やエネル
ギーの見える化などの先進的な取り組み、そしてこんぶくろ池公園
に代表される豊かな自然環境保全などが高く評価された。面積 42
ヘクタールは登録されている中で世界最大規模である。

▲街区間電力融通のイメージ
基準値：5,585 t-CO2(115.8 kg-CO2/㎡)

→基準値に対し40％の削減

計画値
住宅

オフィス
8%

20%

672t-CO2
(56.5kg-CO2/㎡)

28% 累計 3,347t
(69.4kg/㎡)

932t-CO2
(81.9kg-CO2/㎡)

42ha

18%

19%

630t-CO2
(53.1kg-CO2/㎡)

累計 3,289t

商業
44%

オフィス

598t-CO2
(52.3kg-CO2/㎡)

1,475t-CO2
(109.0kg-CO2/㎡)

ホテル

26%
828t-CO2
(72.7kg-CO2/㎡)

※飲食店比率＝11.3％
注１） 基準値、計画値ともに計画時からの用途面積変更を補正した値
注２） 実績値はオフィス入居率100％を想定し補正

▲ゲートスクエアにおける CO2 削減の実績値
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→基準値に対し42％の削減

住宅

268t-CO2
(23.4kg-CO2/㎡)

ホテル

実績値

柏の葉国際キャンパスタウン構想

(67.2kg/㎡)
37%

商業
1,183t-CO2
(87.4kg-CO2/㎡)

※飲食店比率＝2.6％

LEED は、
米国のグリーンビルディング協会（USGBC）
が運営する環境性能認証制度で、環境配慮型の建物
と敷地利用の牽引を意味する「Leadership in Energy
and Environmental Design」の頭文字をとって名付
けられている。同制度は環境配慮型の建物や敷地利
用が評価対象で、
「サーティファイド（標準認証）」
「シ
ルバー」「ゴールド」「プラチナ」の 4 ランクで格付
けしている。米国では、これまでに 26,000 件以上の
案件が認証を取得しており、その流れは世界へと拡
がり、現在 160 ヵ国以上で登録が行われている。

▲ LEED-ND の認証区域（42ha）とエンブレム

The LEED ® certiﬁcation trademark is owned by the U.S. Green Building Council and is used with permission

■ USGBC 国際会議 in LA
LEED-ND の取得は国際的にも注目を浴び、2016 年 10 月にロサン
ゼルスで開催された USGBC の国際会議において、柏の葉のセッショ
ンを開催。出口センター長から柏の葉プロジェクトの報告を行った
ほか、ZGF 等のメンバーと参加型のワークショップを実施した。
■ GBJ シンポジウム in 柏の葉
一般社団法人グリーンビルディングジャパン（GBJ）が環境省 21
世紀金融行動計画と共催するシンポジウムを 3 月 23 日、柏の葉カ
ンファレンスホールで開催した。グリーンビルディング、環境建築、
持続性配慮型都市開発等の分野で研究や実践を行う研究者や専門家
が柏の葉に集結。柏の葉における環境共生都市に向けた取り組みに
ついても報告を行った。

▲イノベーションエリアにおける環境共生型まちづくりの考え方
▲ USGBC 国際会議 in LA

▲ GBJ シンポジウム in 柏の葉 2017.3.

4. 環境配慮ガイドラインの作成
柏の葉における LEED-ND のプラチナ認証は「計画認証」であり、
今後いかにそれを具現化していくかが重要となる。昨年度設置した
環境共生部会（座長 / 上野武 千葉大学教授）において、イノベー
ション・キャンパス地区で今後具体的に進める環境共生型まちづく
りの基本方針並びに、個別開発に際しての環境配慮ガイドラインを
定めた。欧州先進都市の視察を実施し、そこでの知見を踏まえなが
ら、基本方針では、パッシブ技術に積極的に取り組み建設時におい
て ZEB・ZEH を目指した省エネルギー性能の高い設計を誘導するこ
と、そして面的なエネルギーマネジメントの推進等によって、運用
時において 2010 年比で CO2 削減率 35％を 2030 年までに実現する
ことを明示した。
ガイドラインにおいては、LEED-ND 申請時の配慮項目をベースに
リストを精査し、冊子にとりまとめた。
今後、これらにのっとって環境配慮型開発を順次具体化していく
フェーズに入る。

今後の課題と展望
LEED-ND の取得もあり、環境共生都市としての柏の葉への注目
はさらに高まっている。今年度、ガイドラインの作成までは行っ
たが、その具体的な運用やモデルプロジェクトの実施はこれか
らである。本年度検討した方針やガイドラインをもとに、具現
化に向けた道筋をつけることが最も重要である。
また、個別開発単位での取り組みもさることながら、駅前で取
り組んできたエリアエネルギーマネジメントをいかに周辺に拡
大・展開していくかといった検討や、市民と連携した省エネ関
連プログラムの展開など、市民生活と一体となったすそ野の拡
大に継続的に取り組むことも必要である。
こうした新たな取り組みを推進しながら、既存地区も含めた取
り組みの効果を継続的に評価することで、より持続的で効果的
な環境共生都市のモデルを構築していくことが求められる。
次年度以降の重点課題
▶イノベーション・キャンパス地区における環境共生型開発の
具体化、協議体制の構築

▲イノベーション・キャンパス地区まちづくりビジョン

環境に関わる方針

▶周辺エリアを含む面的なエネルギー管理の具体的方策の検討

フォローアップ調査 2016
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目標

創造的な産業空間の醸成
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

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）

ベンチャー企業の支援組織 TEP は、KOIL に本拠点を置き、KOIL 入

を中心としたベンチャーのハンズオン支援を継続しており、特に今

居企業やその他ベンチャー企業に対しメンタリングやピッチ会など

年度はこれまでのネットワークをベースに、TX 沿線の技術系ベン

の支援を継続している。

チャーの支援に力を入れている。

2016 年度は、毎月定例のピッチ会のほか、毎年 KOIL にて開催して

ベンチャー支援拠点 KOIL（柏の葉オープンイノベーションラボ）

いるビジネスプラン作成セミナー（10/29 〜 11/26）を実施した。

の会員数も着実に増えている。今期も継続して入居企業間の連携を

また、税務、補助金、商標、知財、PR、資金調達、ビジネスモデ

進め、柏の葉のまちをフィールドに活躍する企業も現れている。

ル、など多岐にわたるテーマで講師を招き、ベンチャー企業や起

駅北側に広がる次期開発エリア「イノベーション・キャンパス地区」

業家が知りたい知識を広く広めながら、KOIL を核とした柏の葉の

では、調整池の高質化事業も完了し企業誘致環境も整った。東京大

ベンチャーコミュニティを醸成する目的で、
「TEP ランチセミナー」

学柏Ⅱキャンパスに産総研の研究施設の立地が決まるなど、まちを

を 新 た に 企 画 し、 毎 月 1 回 KOIL に て 開 催 し た。 ま た、「J-TECH

あげた企業・研究機関誘致の機運が高まっている。

STARTUP SUMMIT」
を開催し、
日本の技術系ベンチャー企業にフォー
カスして選抜した優良企業を認定する仕組みを構築し、イベントと
して開催した。

1. KOIL の運営と地域ベンチャーコミュニティの活性化

これらのコミュニティ醸成および PR の動きと共に、本年は個別の

2016 年度より KOIL は、三井不動産の他のベンチャーオフィスと運

チャー企業にフォーカスを絞って、つくばエクスプレス沿線のアド

営が一体化され、31VENTURES KOIL と名称を変えて共通の会員制

バイザリーボードや大手企業との個別の連携を強化して、研究所や

度となった。これにより、
これまで KOIL のみを利用していた会員も、

大学の技術の棚卸の支援、アクセラレーションプログラムの運営支

研究・技術シーズに対するより深い支援も推進した。技術系ベン

全施設統一の 31VENTURES クラブ会員として、日本橋や幕張など

援、委員等としての支援・アドバイス、特定の技術分野における大

他エリアのコワーキングスペースも利用が可能となった。

手企業とベンチャー企業のワークショップ企画・運営なども個別に

この運営にあたっては、2016 年 4 月より新たに会員の窓口役とし

委託を受けて手掛けはじめ、これまでの活動を積み重ねて育ててき

て「コミュニティ・マネージャー」を設置し、さらに 2017 年 1 月

た TEP ブランドが大きく展開した１年となった。

からはベンチャー企業支援の専門的な担当として「インキュベー

特に、本年は産業技術総合研究所、筑波大学、
TGI( つくばグローバル・

ション・マネージャー」を設置しており、TEP をはじめとするベン

イノベーション推進機構 ) との連携が強化された。産業技術総合研

チャー支援の専門家であるビジネス支援パートナーとの連携によ

究所とは、連携・協力に関する覚書を締結しており、また新年度に

り、より高度なハンズオン支援が進んでいる。

は筑波大学との覚書締結や新規事業での連携も複数予定している。

KOIL のコワーキングスペースは、利用者が徐々に増え、平日昼
間は全テーブルが使用されているような状況となっている。また
2016 年度は、KOIL パーク内に会員の PR シートを掲示し、会員間
や来訪者とのコラボレーションが図られるような環境構築を試み
た。街の英語マップの作成に KOIL 会員企業が協力したり、
新規オー
プンした T-SITE 関連企業が KOIL を利用するなど、KOIL 会員の街
における活躍が見られるようになってきた。また、会員および地域
との交流の場として、毎月第二・第四金曜日は「31FRIDAY」とし、
誰もが気軽に KOIL に立ち寄れるような交流会を開始している。
11 月 11 日には、東大柏ベンチャープラザ（中小企業基盤整備機構
関東本部）
、TEP、三井不動産による共催で、毎年恒例の「ライフ
サイエンス交流会 in 柏の葉」が開催され、大変な盛り上がりを見
せた。東大柏ベンチャープラザ、東京大学、国立がん研究センター、
TEP などからライフサイエンス関連のベンチャー企業や研究者が
40 名強 KOIL に集い、柏の葉にまた新たなコミュニティが形成され
つつあることが実感された。

▲ TEP ランチセミナー

▲ライフサイエンス交流会（2016/11/11@KOIL）

▲ J-TECH STARTUP SUMMIT の認定者
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3. AEA2016 と海外ネットワークの拡張

4. 産総研 AI 拠点の立地決定とこれを受けた動き

第 5 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

経済産業省が平成 28 年度第二次補正予算に、人工知能（AI）に関

ジア・アントレプレナーシップ・アワード（AEA）
」を、本年度も

するグローバル研究拠点整備事業を盛り込み、東京大学柏Ⅱキャン

以下の要領で開催した。

パス内に産業技術総合研究所（以下、産総研）が立地することとなっ

＜開催概要＞
日程：2016 年 6 月 5 日（日）〜 7 日（火）
開催地：Clip ニホンバシ（東京・日本橋）
、
KOIL（柏の葉）
、
経団連会館（東京・大手町）
公用語：英語

た。これを契機に、東京大学柏Ⅱキャンパスの整備計画が加速する
こととなった。
産総研の柏の葉への立地発表を受け、柏市、三井不動産、UDCK

AEA は、アジアの若い起業家が一堂に会することで、今後のアジ

合同により、つくば市に立地している産総研施設の視察を実施した。

ア経済を支える人材育成、起業家ネットワークの基盤となることを

一方、AI 技術を活用した事業の推進を目的に、経済産業省から国

目的として開催している。本年は、これまでの三井不動産、東京大

家戦略特区の取得を視野に入れた事業展開を検討の提案があり、こ

学産学協創推進本部、TEP に加えて、日本経済団体連合会が共催者

れを受けて、経済産業省、千葉県、柏市、産総研、三井不動産、

として加わった。2016 年は、マレーシアのスタートアップで空港

UDCK 等による事務レベルでの関係者打ち合わせをスタートした。

の新たな入国審査システムを開発・提供する borderpass 社が優勝
した。
2016 年度は、この AEA のネットワークを活かして日常的なベン
チャー企業の国際的相互支援を可能とする「グローバルパートナー
プログラム」（現在 24 都市・29 名）も活発となった。KOIL 入居の
TEP 会員企業がこのプログラムを通じて中国・上海に滞在して中国
展開に係るビジネス支援を受けたり、2016 年の AEA に参加したシ
ンガポール企業が、１週間柏の葉に滞在して KOIL を拠点としなが
ら、日本でのマーケットリサーチを行ったりし、各都市における支
援を活用した。
また、AEA の過去 5 年間の参加企業全社およびパートナーを対象
としたクローズドの Facebook ページも作成した。これにより、

▲東大柏Ⅱキャンパスの敷地

AEA 開催後でも各国のパートナーが個別に面会したり支援したり
している様子が見える化され、AEA Alumni ネットワークとして各
国のコミュニケーションが活発化してきている。

今後の課題と展望
TEP ならびに KOIL の活動は軌道にのり、柏の葉エリアや TX 沿
線全体で地域のシーズを地域の支援者や企業が育成するエコシ
ステムが本格的に広がりを見せている。AEA を通じて築いてき
た海外ネットワークを通じたコミュニケーションも活発化してお
り、今後の大きな飛躍が期待できる状況になりつつある。
既存の機能集積や新産業創出の基盤を生かし、また新たな研究機
関立地動向も視野に入れながら、企業誘致活動が次年度以降も大
きなテーマとなる。昨年度から、国立がん研究センター東病院を
核にしたライフサイエンス分野での連携促進を図ってきている
が、産総研の AI 拠点の立地決定を受け、AI 分野も含めたより総
合的な誘致戦略を検討する必要がある。今年度末からスタートし
ている国家戦略特区の指定を視野に入れた検討の中で、議論の具

▲ AEA2016 の様子

体化を図っていく。
すでに枠組みを設けている立地促進連絡会議をベースに、イノ
ベーション・キャンパス地区はもとより、周辺敷地も含めて、公
共、企業、大学が強力にタッグを組み、立地環境を整え、企業誘
致に取り組んでいくことが求められる。
次年度以降の重点課題
▶国家戦略特区の指定に向けた検討・協議
▶個別の企業誘致活動の展開

▲ KOIL 企業＠上海

▲シンガポール企業＠ KOIL

フォローアップ調査 2016
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3

目標

国際的な学術・教育・文化空間の形成
■柏の葉キャンパスタウンマップの作製

国際学術研究都市として、外国人が暮らしやすいまちの環境整備や

柏の葉に短期滞在や来街する日本語を母語としない外国籍者が近

サポートの充実が長年の課題となっている。総合的・戦略的に取り

年急増している。彼らへの情報提供として、
「柏

組むべく、
昨年度設置した「地域国際化部会」において検討を重ね、

の葉キャンパスタウンマップ」を作製・配布し

具体的な施策群を役割分担やスケジュールとともに整理をした。並

た。当初は UDCK やホテルフロント、ららぽー

行して、留学生を交えたワークショップや外国語対応のマップづく

と等へのマップ設置を予定していたが、各大学

りなど個別の取り組みも進められた。未来こどもがっこうは 2 年

や柏の葉公園、国立がん研究センター等からの

目となり、昨年の実績をベースに、より深い内容のプログラムを展

設置要望があり、想定以上のニーズが明らかと

開。ピノキオプロジェクトは 10 年の節目を迎えた。街まるごとオー

なった。なお、今後どのように印刷費を確保す

プンキャンパスでは、新たに千葉県警第三機動隊も参加し、プログ

るかが課題となっている。

ラムが拡大した。

1. 地域環境国際化戦略とアクションプロジェクト
■地域環境国際化戦略
地域国際化部会では、昨年度に引き続き、外国籍者が滞在しやすい
まちづくりの推進に向けた取り組み項目、主体、スケジュールを定
める「柏の葉キャンパス地域環境国際化戦略」の検討を進め、17
年 3 月に策定した。検討にあたっては外国人研究者や留学生対象
のアンケート調査や事例視察も実施し、外国籍者の抱える様々な具
体的課題を把握した。
１）施設の整備

①外国籍者が利用できる家具付き賃貸住宅の整備
②既存の幼稚園、小中高校の外国籍者の受け入れ環境の充実
③外国籍者向けの幼稚園、小中高校の整備
２）サインや案内の強化
④駅や駅周辺街区の施設案内や地図の英語案内の強化
⑤バス案内表示や各バス停の英語案内の強化
⑥自転車や自動車の利用に関わる英語案内の強化
⑦銀行や行政窓口などの生活基盤施設での英語案内の強化
⑧イベント情報を発信する既存 WEB ページの英語案内の強化
３）情報提供
⑨柏の葉エリアのガイドマップの作製・配布
⑩宗教上必要となる生活情報の収集・提供
⑪近隣の病院の診療科情報の収集・提供
⑫ SNS 上での生活情報の提供・質疑応答
⑬冊子による日常的な生活情報の提供
４）交流機会や
⑭外国籍者と地域の日本人の交流機会の提供
アクティビティの提供 ⑮英語による市民活動・クラブ活動機会の提供
５）ボランティアによる生活支援 ⑯生活支援の通訳ボランティアの体制構築・運用

▲「柏の葉キャンパス地域環境国際化戦略」の活動項目（抜粋）

▲英語にも対応したマップの作製

2. こどもを対象とした学びのプログラム
■未来こどもがっこう
昨年度の実績をもとに、グッドデザイン賞 2016 を受賞した。今年
度は、柏市内全 42 校の小学校 5・6 年生を対象にしたアイデアコ
ンテスト「私たちの考える宇宙利用」の入賞者が、ノーベル物理学
賞受賞の梶田先生へのプレゼンテーションを行う未来フェスタや、
自然体験を通じて感性や知的好奇心を育むプログラム「親子ワクワ
ク・未来こどもがっこうキャンプ」など、大学や近隣施設と地域を
つなぐ多岐にわたるカリキュラムを提供した。
運営面では、ホームページ上で講師、運営、物品など様々な形で協

■「国際的街づくり」ワークショップ

力いただける方を募集する申込フォームを設置し、カリキュラムを

2016 年 11/16 に KOIL6 階にて、留学生や近隣住民から外国籍者の

サポートするサポーター説明会も開催。自立的運営を目指した体制

生活上の課題について聞き取るイベントを東京大学が主催した。イ

について検討を進めた。

ベントでは、留学生から公共交通や行政窓口、銀行や礼拝所、病院
において課題に感じていることを発表していただき、地域全体でそ
の課題認識を共有することができた。

▲東京大学が主催した「国際的な街づくり」ワークショップ（11/6）
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▲未来こどもがっこう

様々なプログラムの様子

■ピノキオプロジェクト

4. 都市環境デザインスタジオ

今年で 10 回目となるピノキオプロジェクトでは、これまでの 10

11 年目に入った都市環境デザインスタジオはテーマを「学生が住

年を振り返り、この先の未来への希望を広げるためテーマを「未

みたい街のデザイン」とし、東京大学と東京理科大学の大学院生が

来」と設定しコンテンツを展開した。柏市立中央図書館の協力のも

5 グループに分かれて提案を行った。1/28 に開催した最終講評会

と、
ボランティアスタッフをはじめ関係者が小学生の頃好きだった、

には、多くの地域関係者が参加し、活発な意見交換が行われた。

小学生のみなさんにおすすめしたい本を集め、図書館スタッフとお
客様がコミュニケーションをとりながら本を一緒に選ぶ「コミュ二
ティ図書館」など、参加者と主催者の両方が、これからの街にそし
て子どもたちに必要な機能・施設を考える機会を創出した。

▲公開で行われる最終講評会（1/28）
▲ 10 周年を迎えたピノキオプロジェクト 2016

3. 地域まちづくり学習

5. 街まるごとオープンキャンパス
今 年 度 の 街 ま る ご と オ ー プ ン キ ャ ン パ ス 2016(10/2( 日 )-

■まちづくりスクール

11/13( 日 )) は、リーフレットを前年度より 1,000 部増刷する等、プ

柏市まちづくり公社が主催し、まちづくりの担い手を育てることを

ロモーションに注力した。また、今年度初めて第三機動隊にてイベ

目的とした市民講座である。今年度は、
「市民が主体的に街に関わ

ント「見て！知って！機動隊！！」が開催され、また、さわやかち

ること」をテーマに、前期と後期の全２コースを開催した。

ば県民プラザが開所 10 周年記念でイベントを増やしたことにより、

▼まちづくりスクール 2016 前期コースの概要
みんなでつくるコモンスペース〜市民による街の屋外空間の活用方法〜
6/25
7/2
7/9
7/16
7/23

大いに街が賑わった。総入場者数は約 10 万人となり、前年度より
も 5,000 人増となった。連携イベント数も全 11 イベントとなった。

「街の使いこなしとシビックプライド」
伊藤香織氏（東京理科大学教授）／出口敦氏
「公園の活用事例から学ぶ街の使いこなしの考え方と方法」 岡部祥司氏
「居心地のいい街の屋外空間と座り場のつくり方」 渡和由氏
「視点を変え、街を DIY する方法」 笠置秀紀氏／宮口明子氏
「ふるまってつくるマイパブリック」 田中元子氏／大西正紀氏

▼まちづくりスクール 2016 後期コースの概要
街を知る・街を測る・街の未来に関わる〜あなたにとって「住み続けたい街」とは〜
1/28
2/11
2/25
3/18

「オープンシティ

街を見つめて地域の魅力をみがく」 野原卓氏／出口敦氏

「センシュアス・シティ [ 官能都市 ] 街を測る新たな指標」島原万丈氏
「視点を変えて街と日常を見直すフィールドワーク」 加藤文俊氏
「街の人々を観察してつくるパブリックスペース」 鈴木俊治氏

■千葉大学柏の葉カレッジリンク・プログラム

▲今年初開催の「見て！知って！機動隊！！」

千葉大学が 2009 年から展開している公開講座で、現代の社会問題
を解決するために、市民と大学が一緒になって考える場となって
いる。今年度は、10/1-11/26 の期間に以下の 2 コースを開催し、
12/10 に合同発表会を行った。
▼千葉大学柏の葉カレッジリンク・プログラム 2016

今後の課題と展望
今年度策定した「柏の葉地域環境国際化戦略」に基づき、取り組
みを本格化させることが次年度の大きなテーマである。未来こど

Ａコース

街で植物を上手に育てるための基礎講座

もがっこう、ピノキオプロジェクトは柏の葉を代表するプログラ

Ｂコース

柏の葉公園

ムとなっているが、継続に向けて協力者・協力機関の拡大を図る

樹木守になろう

必要がある。まちの担い手の発掘・育成は柏の葉の大きな課題で
あり、まちづくりスクールやカレッジリンクなどの既存のプログ
ラムを有効に活用していくことが求められる。
次年度以降の重点課題
▶地域環境国際化に向けた個別方策の推進（情報提供、サービス
▲まちづくりスクール

▲カレッジリンク・プログラム

強化、ボランティア育成）
フォローアップ調査 2016
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目標

サスティナブルな移動交通システム

柏の葉で取り組んできた先進的なモビリティシェアリング事業のう
ち、
「マルチ交通シェアリング」は昨年度終了し、残る「かしわスマー
トサイクル」の民営化に向け、今年度柏市が中心となって検討が進
められたが、継続の目途が立たず、2017 年 3 月をもって事業は終
了することとなった。自転車利用の促進については、面としての走
行環境向上を軸に新たに計画検討を始めている。
バスに関しては今年度大きな進展はなかったが、柏の葉キャンパス
駅前におけるバス案内の強化について、行政やバス事業者を含む座
組を設置し、具体的な対応策の議論が開始された。

▲かしわスマートサイクル

駅前のポート

▲かしわスマートサイクル

2016 年度のポート配置

1. かしわスマートサイクルの運営と実証実験終了
柏市が事業費を負担し、柏市まちづくり公社が運営を担う形で、
2010 年度から継続し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」については、昨年度からポート数を 4 か所に縮小し、
民間ベースでの運営移行に向けた事業費（市負担額）の見極めや運
営体制について検討を進めている。
公社では現在の柏市負担額での運営継続は困難という判断がなされ
ているなかで、駐輪場事業者をはじめとする民間事業者の意向調
査等を実施した。しかし、柏市においてこれ以上の負担増が困難
という判断がなされるなか、運営を担う民間事業者が見つからず、
2016 年度末をもって、スマートサイクルは実証実験として終了す
ることとなった。
無人ポートによるワンウェイ（乗り捨て）型システムであるがゆえ
に、システム運営費やトラブル対応にかかわる人的負担が大きいこ
とが、継続が難しかった最大要因である。一方で駐輪場事業者が運
営する既存のラウンド型のレンタサイクルは、民間収益事業として
成立していることから、柏の葉エリアにおいて持続的に運営可能な
シェアリングシステムのあり方については、今後も継続的に検討を
進める。

2. 自転車走行環境の向上に向けた検討
柏の葉国際キャンパスタウン構想においては、自転車利用の促進が
大きなテーマとなっているが、戦略的な取り組みには至っていない。
そこで、「次世代のモデルとなる〝自転車共生都市〟の実現」を図
ることを改めてテーマに据え、まずは「面」として自転車の走行区
間の整備を推進するための調査・検討を開始した。国のガイドライ
ンも踏まえながら、以下の 5 点を基本方針に据え、整備計画の素
案を検討した。
①自転車レーン中心の通行空間づくり
②モデル路線の整備を核とした面的整備
③統一されたデザイン
④早期実現
⑤良質な都市景観の実現
優先度をある程度定めつつ、役割分担を明確にし、次年度以降順次
整備を進める予定である。
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▲モデル路線（柏市自転車総合計画）

3. 駅周辺バス案内の強化検討

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

柏の葉キャンパス駅前におけるバス案内がわかりにくいという利用

下の２つの取り組みを実施している。

者の声を受け、今年度、柏市、東武バスイースト、UDCK の三者に

① 「柏市交通安全プロジェクト」

よる座組を設置。短期的な改善ポイントを駅改札正面、西口・東口

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

の総合案内、各バスシェルターの 3 点に定め、各改善案と役割分

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

担について協議を進めた。特に外国人にとっての案内のわかりにく

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

さという課題もあることから、地域国際化部会とも連携し、英語案

エンタルコンサルタンツで実施

内の強化についてもあわせて検討している。今年度の検討を踏まえ、

② 「簡易道路劣化診断システム」

次年度以降、改善整備を行う予定である。

スマートフォンを道路パトロール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。
実験により一定の精度が認められたことから、15 年 6 月から本格
導入し市道全体の見える化を推進。柏市と富士通㈱で実施しており、
16 年度国土交通省のインフラメンテナンスにかかわるグッドプラ
クティスに選定された。

▲バスシェルターにおける主な行先表示の提案
▲簡易道路劣化診断の結果（一部抽出）

4. 成田空港アクセスの充実化
今後の課題と展望

成田空港と柏の葉キャンパス駅をつなぐ直通バスが、2015 年 10 月
より、一日 3 便運行を開始しているところであるが、2016 年 4 月
より、ダイヤ改正とともに３便とも圏央道経由になり、最大 30 分
時間が短縮され（95 分→ 65 分）、大幅に利便性が高まった。

5. 柏 ITS 推進協議会

たな検討機会ととらえ、柏の葉を自転車のまちとしていくための
戦略を改めて考え直す必要がある。特に駐輪場や走行環境を面的
に整えていくことを軸に、新たな自転車利用促進計画を策定する

柏市の「ITS 実証実験モデル都市」選定を受けて、「柏 ITS 推進協議
会」
（現会長：須田義大東京大学教授）が 2010 年 2 月に設立され、
現時点で 45 の団体が参画している。東京大学柏の葉キャンパス駅
前サテライトに地域での実装に向けた活動拠点が設けられ、協議会
の新たな活動目標として「超高齢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つの部会において、研究開発・実証実
験が継続されている。

ことが求められる。
バスに関しては、柏駅と柏の葉キャンパス駅をつなぐバス便の増
加に向け目標値を示しながら協議を重ねる必要がある。また柏の
葉の地区内においても、大学シャルトルバスや企業バス、路線バ
スが入り乱れている現況を不健全ととらえ、サービスの統合化の
議論を開始する必要がある。
従来型の交通モードをベースとしつつ、柏 ITS 推進協議会とも適
宜連携し、柏の葉ならではの先進的な交通システムや情報サービ

▼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
（坂井東京大学准教授）
公共交通部会
（坂井東京大学准教授）
新車両検討部会
（堀東京大学教授）

柏の葉を代表する実証実験であったスマートサイクルの終了を新

スの導入可能性についても、引き続き議論が必要である。
活動テーマ

全体コンセプト検討
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
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

次年度、モビリティ部会を本格稼働させ、これらの検討・協議を
推進することとする。
次年度以降の重点課題
▶自転車走行環境の面的向上方策を含む「自転車利用促進計画」
の改定とモデルプロジェクトの実施
▶地区内バス交通の統合化に向けた議論の本格化
▶駅前におけるモビリティ利用情報提供の充実

フォローアップ調査 2016
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目標

健康を育む柏の葉スタイルの創出

「健康長寿都市」づくりに向けた中核施設である、まちの健康研究
所「あ・し・た」は、
引き続き会員拡大を図るとともに「あるく・しゃ
べる
（社会参加）
・たべる」
に関わる情報提供や、さまざまなイベント・
講座等を通して、参加型健康づくりを推進している。また、柏の葉
キャンパス駅前まちづくり協議会等が中心となった子育て支援、高
齢者向けイベントも継続されている。
一方で、より多くの住民が日常生活の中で体を動かす機会をつくる
には、まちの環境から変えていく必要があろうという課題認識にも
とづき、今年度新規に「健康まちづくり部会」を立ち上げ、ウォー

▲おりがみさろん

カビリティを高めるまちづくり（都市環境整備）のガイドライン策
定に着手した。

1. まちの健康研究所「あ・し・た」の運営
2016 年 5 月、
それまでの HIP（一般社団法人ヘルスケアイノベーショ
ンプロジェクトクト）から三井不動産に、
「あ・し・た」の運営主
体が継承された。
食・口腔ケア・歩行・美容・介護予防の各ブースでは、引き続き最
新の健康情報が提供されている。来場者は体組成・筋力・口腔機能

▲ミニコーヒースクール

等の測定ができるほか、運動・食・美容の専門家や理学療法士のア
ドバイスを受けられる。今年度は新たに、脳年齢や血管年齢の測定
が開始された。
ポールウォーキング体験教室とおりがみさろんの定番イベントに加
え、
新たにららぽーと本館のタリーズとのコラボイベント「ミニコー
ヒースクール」や、近隣の工場や農産物直売所を見学するミニ遠足
も実施するなど、会員やリピーターの増加に向け、イベントを拡大
している。
「70 代からをより元気にすてきに過ごす方策を探ろう」ということ
を目的に、
9 月〜 11 月、
（株）花王主導による「70 代元気研究プロジェ

▲ 70 代元気研究プロジェクト

クト」が実施された。本プロジェクトでは、70 代の会員 33 名が運
動・ポールウォーキング・美容 / 折り紙の 3 分野に取り組み、それ
ぞれ有意なデータが得られた。
11 月には、
「あ・し・た」を中心とする健康づくり活動が評価され、
Forbes JAPAN 社等が主催する Wellness Award of the Year 2016 を
受賞した。
2016 年度末の会員数は約 2,150 名となっている。

2. 高齢者・子育て世代の交流・支援イベント
柏の葉キャンパス駅前まちづくり協議会（まち協）主催の子育て支
援イベント「赤ちゃん・パパママあつまれ！」を柏市、読み聞かせ

▲赤ちゃん・パパママあつまれ！

ボランティアグループの協力を得て 2 回実施した。2 回目の 11 月
は、両親そろって参加できるよう試験的に週末開催とし、まち協メ
ンバーの保健師が講演を行った。週末開催は概ね好評であり、次年
度も平日・週末各 1 回開催の予定である。
過去 2 度の開催で好評を博した一番街こもれび喫茶主催の「柏の
葉キャンパス寄席」が今年度も 11 月に開催された。協賛・協力は
まち協。日頃外出の機会が少ない高齢者にとっては、近所で寄席を
楽しめる機会となり、男性ボランティアの活躍が目覚ましいイベン
トとなった。
▲柏の葉キャンパス寄席
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3. 健康まちづくり部会

4. 柏たなか

日常生活の中で、自然と体を動かしたくなるまちづくりに向け、昨

農業体験農園や各サークル等の活動は、継続しつつ自立化に向けて

年度よりランニングコースの検討を始めているが、実際に公共空間

進んでいる。

において歩行や身体活動を促すためのサインや設備を設けること

■体験農園

は、従来の施設整備・管理の範囲を超える部分もあり、簡単ではな

昨年度新規開設した体験農園を加え、現在 3 園 69 区画となってお

い。まずは、まち全体として、歩行や身体活動を促すまちづくりの

り、29 年度に向けた募集においても、退園者と同数の新規応募が

農あるまちづくり

基本的考え方を明確化し、関係主体で共有することが重要であると

あり、ほぼ空きのない状況が続いている
（各園１区画ずつ空き有り）
。

考え、
「健康まちづくり部会」（座長：花里正道千葉大学准教授）を

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

設置し、
「ウォーカブルなまちづくり戦略（仮称）の検討を進めた。

になっている。

ニューヨーク市が定めた「Active Design Guideline」なども参考に

■サークル活動

しながら、柏の葉の特性も読み込んだ項目の整理を行っており、来

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。

年度中の公表を予定している。

▲健康まちづくり部会の当面の検討枠組み

▲蕎麦の会

▲園芸クラブ花壇

■イベント
毎年恒例となっている朝市を 7/9 に、収穫祭も 11/26 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、
Ｈ 28 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。
駅前に整備する 2 号近隣公園へ「農あるまちづくり」の活動拠点「環
境コンビニステーション」を機能移転することが決定しており、各

▲ガイドラインの構成案

種活動並びに施設運営の体制検討が課題である。
ガイドラインの検討と並行して、先導プロジェクトとして柏の葉公
園におけるランニングコースサインの仮設置、並びにアクアテラス
外周歩道におけるウォーキング用の距離表示の設置を行った。その

今後の課題と展望

状況をフォローしながら、次年度以降、効果の高い施設整備等を推

健康まちづくり部会においてウォーカビリティの向上に資するガ

進していく予定である。

イドラインを整理するとともに、具現化するためのアクションプ
ロジェクトを打ち出し、順次推進を図っていくことが、次年度以
降の重点課題である。
「あ・し・た」やすこやかリンクス、住民のウォーキングクラブ
などをはじめ、既存の機能や活動と連携しながら、まちづくり全
体として身体運動を促進する環境を整えること、そのなかで個人
の健康情報管理のシステムも集約的に構築していくことで、健康
長寿都市の具現化を目指す。
次年度以降の重点課題
▶健康まちづくりにかかわるガイドラインの策定・公表
▶「あ・し・た」を拠点とした個人健康情報の集約化と有効活用

▲アクアテラス外周道路

▲柏の葉公園

距離表示の試験設置
フォローアップ調査 2016
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目標

公・民・学連携によるエリアマネジメントの実施
2. 賑わいプロジェクト

屋台実証実験

柏の葉キャンパス駅西口一帯では、UDCK が中心となって賑わいづ

昨年度から、東京大学出口研究室、三井不動産、UDCK の 3 者で実

くりの企画・実施を進めてきたが、他団体による利活用も始まるな

施しているテンポラリーな街の賑わい形成実証実験として、今年

ど、徐々にではあるが活用の幅が広がりを見せている。これらの賑

度は 2 回、屋台イベントを実施。7 月の実施にあたっては、公道上

わいづくりの実績も含めて、キャンパス駅西口が柏市景観賞を受賞

での屋台営業も実現した。オリジナルデザインの屋台は大学やカン

した。駅前ではムクドリ対策に苦慮した一年でもあったが、まちづ

ファレンスセンターのイベントのほか、他都市でのイベントなどへ

くり協議会とも連携した清掃活動並びに、鷹匠やパルス音による追

の貸し出しも行っている。この知見は、高架下の賑わい形成検討に

い払いを行い、成果を見た。

もいかされている。

住民や KOIL 会員有志によるカシワノハフェスが初開催されるなど、
自発的なコミュニティ活動は活発化しつつある。

1. 柏の葉キャンパス駅西口の管理活用
柏の葉エリアの活性化と独自の価値の維持・向上のため、柏の葉キャ
ンパス駅西口線を会場とした UDCK 主催イベントを 7 月と 11 月に
開催した。昨年に引き続き季節性のあるコンテンツや未来こども
がっこうなどの活動と連携することにより賑わい創出に寄与した。
また今年は大学や近隣団体による UDCK 非主催事業も増え、ゲー

▲西口駅前線で開催した屋台イベント（2016/7）

トスクエア開業後、徐々にオープンスペースとしての認知度が高
まってきている。

3. グリーンマネジメント

冬季のイルミネーションは、西口駅前広場から西口線桜並木まで実

■かし＊はな

施エリアを拡大し、約 28 万球の灯りに彩られた。

柏の葉キャンパス駅周辺の花壇を管理する「かし＊はな」は今年度
のイベントとして、カシニワフェスタ 2016 での「黄色い花いっぱ
いで柏の葉キャンパス駅前を彩ります」、千葉大学センター祭での
「かしはな写真館」、および「有楽つばきを楽しむ会」を開催した。
■花山会
柏市コミュニティ植物医師の会の卒業生が結成したグループ「花山
会」より、TX 高架沿い花壇部分の管理の申し出を受け、UDCK が
区画整理事務所や堆肥場をもつオークビレッジ等の関係機関への取
次を行い、管理が開始されている。
■ムクドリ対策
6 月下旬より柏の葉キャンパス駅西口の街路樹を中心にムクドリが
多数飛来し、駅前広場の歩道でムクドリの糞害が発生した。柏の葉
キャンパス駅前まちづくり協議会の清掃活動並びに NPO 法人ビレ
ジサポートへの委託により、定期的な路面清掃を実施したほか、9
月より鷹を使った追い払い作業を実施した。二日間の追い払い作業
の結果、一定の効果がみられ、さらにパルス音による追い払いを試
験的に実施したところ、駅周辺エリアからのムクドリ追い払いに成

▲西口駅前のイルミネーション

功した。

▲千葉大学センター祭と共同開催したイベント

▲かしはな
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有楽つばきを楽しむ会

▲鷹によるムクドリの追い払い

4. 地域ポイントプログラムの運営

完了に向けて

6. コミュニティ活動の展開

支援

ポイントプログラムは実証実験の最終年度を迎えたが、評価指標と

■まちのクラブ活動

なる会員数 1,000 名を超え、最終会員数は 1,175 名となった。昨年

まちのクラブ活動は、今年度も柏の葉飛行機パイロットキッズ英会

からの課題であった未利用ポイントの利用促進は、交換品目にらら

話クラブ (KCC) など、いくつかのクラブが発足し、20 程度のクラ

ぽーとお買物・お食事券 (500 円分）を追加し、一定の成果を得た。

ブが活動をしている。今年度の「柏の葉でハロウィン！ 2016」
はゲー

実証実験終了後の本プログラムのあり方を検討する中で、地域貢献

トスクエアのプラザや UDCK ラウンジを使用して 10/30（日）に開

活動に関わる地域ポイントの継続的運用について柏の葉キャンパス

催され、街に大きな賑わいをもたらした。

街づくり協議会への移行なども協議したが、2017 年 3 月末ポイン

■ＫＳＥＬ

ト付与終了、6 月末ポイント利用終了が決定した。

柏の葉サイエンスエデュケーションラボ（KSEL）は昨年度同様、

5. 柏の葉キャンパス駅前まちづくり協議会

アストロトークや理科の修学旅行を開催した。また、今年度の活動
の目玉として空き家を改修し科学館の開設整備を行っている。整備

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。

資金獲得のためクラウドファンディングを行うなど精力的に活動し

■防災に係る活動

ており、今後より一層の「日常の中の科学」を学ぶ場を提供するも

防災安全部会が中心となって恒例となった年 2 回の防災交流イベン

のとして期待されている。

トを実施。今年度からは春は一番街、秋は二番街それぞれの祭りに

■カシワノハフェス 2016

おいて炊き出しを行う形とした。また、6 月には健康福祉部会と合

「まちのみんなの活動が発表できる場が欲しい！」と KOIL 関係者

同で、
マンション住民の防災対策をテーマとした講演会を開催した。

を中心とした住民有志が立ち上げた企画であり、12/23（祝）に柏

■環境美化に係る活動

の葉カンファレンスセンターで開催。千葉銀行が所有する映画フィ

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

ルムの上映や柏市国際交流協会による多言語絵本読み聞かせなど、

の大掃除を行い約 40 名の参加者を得た。昨年に引き続き、緑化イ

様々な地域の団体とコラボレーションし、会場は多くの来場者で賑

ベント「まちはな 2016」に協賛した。

わった。

■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、
引き続き「柏の葉キャンパス寄席」
（主催：一番街こもれび喫茶）
に協賛した。
■交流に係る活動
地域団体主体のイベントをまち協が支援する形で地域交流を促すこ
とを基本スタンスに据え、広報に力を入れる方針を立てたものの、
実施にいたっていない。広報と交流は継続的な課題である。

▲柏の葉でハロウィン

▲ＫＳＥＬ

駅前天体観望会

▲カシワノハ・フェス

今後の課題と展望
2018 年春の新設中学校開設は、中学校単位で組織される「ふる

▲駅前の定期清掃

さと協議会」の再編の機会ともなる。キャンパス駅周辺における
自治の基礎的枠組みである既存の駅前まちづくり協議会を、今後
どのように位置づけていくのか、また、個別化・多様化している
個々の市民活動やコミュニティ活動とはいかに連携をとっていく
のか、さらには、西口駅前やアクアテラスを対象とする公共空間
マネジメント体制をどう構築していくのか。多様な側面からのエ
リアマネジメントの枠組みづくりがまったなしとなっている。
次年度以降の重点課題
▶ふるさと協議会の新設（分割）、まちづくり協議会の再編を視
野に入れたエリア自治枠組みの検討調整
▲まち協主催の防災講演会

▲ららぽーと井戸の水汲み

▶西口駅前及びアクアテラスの持続的管理体制の検討

フォローアップ調査 2016
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質の高い都市空間のデザイン

昨年度まで検討してきた二号調整池は 2016 年 5 月から高質化工事
が行われ、11 月、アクアテラスとしてオープンした。駅前から外
側へと柏の葉のまちの拡張に伴い、今年度は人々の回遊をサポート
する公共案内サインの整備方針を策定したほか、駅前からアクアテ
ラス方面へと人々の賑わいをつなぐ TX 高架下のマスタープランを
策定した。既存駐輪場を隣接街区に移設し、高架下は賑わい形成に
資する商業系機能を導入するという方針を示し、事業化に向けて動
いている。
今年度から、景観整備機構である UDCK が窓口となった景観重点
地区における建築の事前協議や屋外広告物協議がスタートし、地域
密着型での景観マネジメントが進められている。

▲空間デザインにかかわる 2016 年度の取り組み位置図

▲アクアテラス

カウンター越しの夕景

▲アクアテラス

南ゲート

1. アクアテラスの整備と運営開始
昨年度までデザイン検討を進めてきた柏北部中央地区二号調整池の
高質化事業が 5 月から開始された。工事と並行して定例会議を重ね
ながら、
サイン計画や細部のデザイン調整を継続した。11 月に竣工、
11 月 22 日に UDCK10 周年事業の一部としてオープン式典を執り
行い、新たな水辺空間「アクアテラス」としての開放が始まった。
運営体制については、当面平成 30 年度までの期間を区切って、柏
市と UDCK が協定を締結し UDCK が管理を担うキャンパス駅西口
と同様の形とした。一方で、池に隣接する地権者で管理費を負担す
る仕組みを構築し、地権者による協議会を立ち上げた。将来的には
本協議会が直接管理を担うことを想定している。

2. 柏の葉エリアの公共サイン整備方針策定
駅前から外側に開発が進む中で、まち全体における歩行者誘導サイ
ンが重要性を増している。今年度、柏市全体の公共サインマニュア
ルが改定されたことを受け、柏の葉エリアとしての公共サイン整備
方針を定めた。検討にあたっては、千葉大学鈴木弘樹研究室の協
力を得て現況評価を実施し、より効果的な誘導のあり方を検討し、
2005 年策定の「北部地域公共サイン設置計画」における配置計画
を見直した。オリジナルピクトの採用、民間施設内の案内サインの
公共利用、商業施設等も含む誘導施設の整理などがポイントとなっ
ている。
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▲公共サイン整備方針

配置計画

3. 高架下マスタープランの作成

5. 千葉大学内通路の安全対策

柏の葉キャンパス駅周辺では開発が進展、2017 年 3 月には北側地

千葉大学柏の葉キャンパス内の東西通路は、平日日中柏の葉高校の

区に T-SITE がオープンし、駅周辺では特に北側に向かう人の回遊

通学路として開放され、住民等の日常の通過動線等としても利用さ

が生まれつつある。TX の高架下は駅開業当初より駐輪場として利

れているが、近年安全管理上問題が発生していることから、昨年度

用されており、高架沿いの歩行者専用道路では違法走行する自転車

より対応策の検討を行ってきた。研究圃場への侵入防止柵や自転車

と歩行者の錯綜もみられるようになっている。北側のイノベーショ

用注意喚起サインの新規設置も検討したが、今年度の協議の中で、

ン・キャンパス地区のまちづくりビジョンにおいて、この TX 高架

こうした対応は当面見送ることとし、正門及び西門の既設サインを

沿いは地区間をつなぐ重要な歩行者動線「リンク」と位置付けられ

整理し、より効果的なものに集約再編するほか、利用者に対する啓

ていることも受け、高架下空間の有効利用方策について、中核地区

発活動を行うことで対応する旨を確認した。

戦略部会にて検討を行い、2016 年 3 月に「高架下利用マスタープ
ラン」を策定した。
本マスタープランでは、駐輪機能は高架下から駅周辺街区への再配
置を進め、高架沿い歩行者専用道から自転車走行を排除、高架下は
街路の賑わいに寄与する商業等の機能導入を進める方向を示した。
これに伴い、駅北側区間の駐輪場の移設並びに高架下の再整備の計
画検討を開始している。

▲既存のサインと集約化案

6. 柏たなか駅周辺のまちづくり
昨年度策定した「柏たなか駅周辺地区整備方針」に基づき、具体的
な検討が進められている。今年度は、地区整備方針に示されている
「ネットワーク」の形成に向けて、地域住民や商業者等による分科
会を設置。地域の声を活かしながら、具体的なテーマとして、川端
調整池の検討、自転車・ジョギング・散歩のネットワークの検討、
公園等の地域での管理運営方策の検討を進めることを確認した。

▲まちづくり推進分科会の様子

今後の課題と展望
次年度、事業化が図られる予定の TX 高架下北側区間におけるデ
ザイン調整並びに隣接歩道部も含めた管理運営方策の検討・協議
が、次年度の重点課題となる。
イノベーション・キャンパス地区では、建築活動も活発化してお
▲高架下利用の基本方針

り、景観重点地区の基準に基づく協議のみならず、公・民・学の
連携によって実現しうる、より踏み込んだ空間像を提示しながら、

4. ＵＤＣＫによる柏の葉エリアの景観協議

次期モデル地区にふさわしい開発誘導を面的に進めていくことも
重要である。

今年度から、UDCK が景観整備機構として、景観重点地区の建築の

柏北部東地区においても、川端調整池をはじめとする空間デザイ

事前協議や屋外広告物協議を担っているが、UDCK では今年度、計

ン検討を進める予定であり、今年度設置した分科会を活用し、地

11 件の景観協議を行った。種別では、屋外広告物 7 件、建築物計

域の参画によって管理運営までを含めた議論を活発化することが

4 件という内訳である。区域の内訳はキャンパス駅周辺計 7 件、2

期待される。

号調整池計 4 件、対象外 1 件であった（重複案件 1 件）。柏市によ
る柏の葉エリアの景観協議は計 15 件であり、半数程度の事前協議

次年度以降の重点課題

を UDCK が受けたことになる。(3 月 3 日現在 )

▶高架下北側区間整備の推進
▶柏北部東地区歩行者・自転車ネットワーク整備の推進
フォローアップ調査 2016
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イノベーションフィールド都市
■モビリティフォーラム

柏の葉では地域プロモーションの視点を持ちながら、多様な先端的

搭乗型移動支援ロボット公道走行実証実験の全国展開を契機に、各

プロジェクトを推進している。今年度はセグウェイの公道走行が実

地で公道走行実証実験に取り組む主体（つくば、二子玉川、トヨタ

現し、市民運営によるツアーを開催。マスコミにも多く取り上げら

自動車）が柏の葉に集まり、パーソナルモビリティをテーマとした

れた。

フォーラムを開催した。前半はつくば市、東京大学井料准教授、ト

2012 年度から取り組んできた地域活性化総合特区と環境未来都市

ヨタ自動車からの講演、後半は東京大学中野准教授がコーディネー

の計画は 5 か年の最終年度となった。多様な先端的事業が、市民

ターを務め、つくば市、二子玉川、柏の葉の各主体がパネリストと

生活にどう影響を与え、どう評価されているのかを把握するための

して登壇。各主体間の連携を視野に入れながら、パーソナルモビリ

アンケートを実施した。総合特区については期間延伸に向けて、新

ティの実用化と今後の活用方法について活発な議論を展開した。

たな計画づくりを行った。
UDC はネットワーク加盟団体が 15 となり、ネットワーク活動を活
性化するため、新たに一般社団法人 UDC イニシアチブを設立した。

1. セグウェイの公道走行実証実験
2015 年に施行された規制緩和を受けて昨年度から千葉県公安委員
会や柏の葉公園管理者等との協議を継続してきたが、協議が整い、
2016 年 7 月から柏の葉セグウェイクラブによるシティガイドツ
アー「セグウェイキャンパスツアー in 柏の葉」として実証実験を
スタートした。参加費 5,000 円／人の有料ツアーとして実施し、3
月末までに計 16 日間で延べ 28 回、147 名が参加した（3/4 現在暫
定値）。また、主要新聞社のほか、ラジオにも取り上げられ、大き
な PR 効果を得た。
本年度は関係機関との調整に時間を要し、7 月からのスタートと
なったため、通年での実証実験を実現すべく、１月以降、実証実験
継続に向けた関係機関との調整に着手している。

▲モビリティフォーラム 2016

2. スマートシティツアー
2014 年から開催しているスマートシティツアーを継続しており、
他の個別施設への視察も含めて、年間 763 件 7,926 名の視察者が
あった。
（2017 年 2 月末現在）地域国際化に伴い対応言語の強化と
して

2016 年 12 月より英語案内ガイドのシフトが追加となった。

現在のところ、英語案内ガイドは必要に応じて対応している。
昨年度に引き続き東大の新入生向けのガイダンスツアーを春と秋の
全 4 回 134 名の学生・教員が参加した。また、海外からのツアー
参加者・視察対応として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継続しており、全 3 回 3 名の学生が活躍した。

▲セグウェイキャンパスツアー in 柏の葉 コース図

▲東大新入生ガイダンスツアー

3. 市民による先進的まちづくりの評価アンケート
2008 年策定の柏の葉国際キャンパスタウン構想や 2012 年度から
の環境未来都市・地域活性化総合特区に基づき、様々なテーマでま
ちづくりを推進してきたが、実際にそれらが地域に暮らす住民にど
のように評価され、どのような影響を与えているかを把握すべく、
▲セグウェイキャンパスツアー in 柏の葉
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構想の中核エリアの住民を対象にアンケートを行った。
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6. UDC ネットワークの拡大と UDC イニシアチブの設立
昨年度末時点で 11 に広がっていた UDC ネットワークに今年度は
新たに、4 つのセンターが設立・加盟した。神奈川県茅ケ崎市の景

街並み・地区環境

観市民活動団体を母体とする NPO 法人アーバンデザインセンター

健康

茅ヶ崎（UDCC）
、滋賀県草津市駅前に開設された関西初の UDC で
学習や教養

あるアーバンデザインセンターびわこ草津（UDCBK）
、高度成長期

社会参加や地域活動

に開発された高島平地域の再生を使命とする板橋区の高島平アー

地球環境

バンデザインセンター（UDCTak）、そして大宮駅周辺の再開発や
新庁舎整備の総合的な推進を担うアーバンデザインセンター大宮

国際交流

（UDCO）である。

働き方やビジネス
田村
地域デザインセンター

影響があった

少し影響があった

影響はなかった

無回答

郡山
アーバンデザインセンター

UDCT
UDCKo

▲柏の葉の取り組みのライフスタイルへの影響（n=595）

4. 総合特区、環境未来都市のフォローアップと今後
地域活性化総合特区、環境未来都市計画とも、2015 年度の事業の
実施状況について、フォローアップを行った。

アーバンデザインセンター
びわこ・くさつ

アイランドシティ・
アーバンデザインセンター
アーバンデザイン会議九大

UDCBK

UDCM

UDCK
UDC2

柏の葉
アーバンデザインセンター
柏
アーバンデザインセンター

アーバンデザインセンター
みその

アーバンデザインセンター
高島平

アーバンデザインセンター
横浜
UDCY
みらい都市研究会
UDCSEA ヨコハマ海洋環境
横浜市立大学
UDCN
並木ラボ
アーバンデザインセンター
茅ヶ崎
UDCC

松山アーバンデザインセンター

としては公・民・学連携による自律した都市経営の実現に向けて着
実に進捗しているとの評価を得た一方、市民参加、ベンチャー支援、

アーバンデザインセンター
大宮

UDCTak

UDCIC
UDCQ

地域活性化総合特区については、内閣府の専門家評価の結果、全体

UDCMi
UDCO

▲ＵＤＣネットワーク（2017.3 末時点）

低炭素、医療サービスなど多種多彩な取組の連携の姿が見えないと

■ UDC 会議と UDC イニシアチブ

いった意見もあった。

第 4 回となる全国 UDC 会議を今年度は UDCT のある福島県田村市

なお、地域活性化総合特区については、2016 年度末をもって計画

で開催し、UDCK も参加した。

期間が終了するものの、規制緩和を受けて事業を行っている訪問リ

全国で活発化する UDC 設立の動きをサポートするとともに、セン

ハビリや口腔ケアの事業者並びにこれらサービスの利用者に配慮

ター間のネットワークをさらに強化して新たな都市デザイン・マ

し、５年間の特区期間の延伸申請を行った。

ネジメントの枠組み構築を目指すために、2016 年 11 月に新たに、

環境未来都市については、スマートメーター設置数等いくつかの指

一般社団法人 UDC イニシアチブを設立（代表理事出口敦）した。

標が伸び悩んだが、その他多くの指標が目標値を達成し、企業、大
学と連携して着実に成果を上げている点が評価された。

5. TX プラザでの広報
柏市の TX 沿線開発エリアへの居住促進や企業等の立地促進を図る
ための PR イベントを、秋葉原の TX プラザにて実施した。柏の葉キャ
ンパス駅、柏たなか駅周辺におけるまちづくりや、新しい中学校の

▲第 4 回 UDC 会議 in 田村

▲ UDC イニシアチブのロゴ

計画などを示した PR パネルを作成するとともに、民間マンション
の広告等も含めた各種パンフレットを設置。2017 年 3 月第一週と
第二週の週末（金〜日）の計 6 日間にわたって実施し、多くの来
場者を得た。

今後の課題と展望
柏の葉において様々な先導的プロジェクトを生み出した環境未来
都市の期間が満了する。おおむね当初の目標は達成しているが、
目標値を達成できなかったものや終了する事業も存在する。継続
できなかった原因も含めて総合的に評価・検証を行う必要がある。
次の 5 年・10 年を見据え、本年度、テーマごとに戦略やビジョ
ンづくりを行っているが、世界に発信力のあるまちづくりを目指
し、SDGs との対応等も視野に、まちづくり全体の指標・目標値
を見定めていく必要がある。
次年度以降の重点課題
▶環境未来都市の総合評価並びに SDGs との対応を視野に入れた
まちづくりの新指標の提示と評価

▲ TX プラザでの展示の様子

▶ UDC ネットワークの強化
フォローアップ調査 2016
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