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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

2017 年度の主なトピック
１．柏北部東地区 土地区画整理事業完了
2001 年 3 月からＵＲ都市機構が施行者として進めてきた柏北部東
地区一体型特定土地区画整理事業が、2017 年 6 月 30 日に換地処
分の公告がなされ完了となった。
千葉県内の TX 沿線土地区画整理事業としては，初めての事業完了
であり、10 月 23 日には UR 都市機構と柏市の共催で感謝状の贈呈
式が開催された。
事業完了後も、地区内では建物建設が活発に進められており、柏市
による公園整備や川端調整池の修景整備なども引き続き行われてい
る。
▲柏北部東地区の航空写真（2017/4）

２．
１４８街区竣工・グリーンアクシス開通
2018 年 2 月の柏の葉キャンパスシティ・ザ・ゲートタワー西棟（賃
貸棟）の完成をもって、柏の葉キャンパスエリアのアーバンデザイ
ンの端緒でもある、駅前 148 街区の事業が完了した。
2005 年に行われた千葉県企業庁による事業者選定以降、
「アーバン
デザイン委員会」によって、長期にわたってアーバンデザイン調整
が行われ、駅前のシンボリックで整った街並みが実現している。駅
からこんぶくろ池公園までをつなぐ「グリーンアクシス」も全線が
開通し、人々の生活空間として賑わいが生まれている。

▲完成したゲートタワー西棟とグリーンアクシス

３．ＡＩ・ＩｏＴ活用のまちづくりの胎動
東京大学の柏Ⅱキャンパスでは、次年度に開所予定の産業技術総
合研究所の AI 研究拠点の工事が進められており、この AI 拠点と連
携した産業創造やまちづくりに係る動きが本年度より活発化して
いる。
産総研で先行して進められつつある実証研究をベースに、より広
い連携型研究や産業創出につないでいくことを視野に、東大×産
総研のシンポジウム、経産省関東局の AI 新産業ネットワーク形成、
千葉県主催の AI・IoT グローバルビジネス交流会、IoT ハッカソン
等が開催された。
▲千葉県 AI・IoT グローバルビジネス交流会（2018/2/1）

４．環境未来都市構想推進国際フォーラム開催
10 月 4 日、柏の葉カンファレンスセンターにて、内閣府主催の第
7 回環境未来都市構想推進国際フォーラムが開催され、満員の盛況
を得た。
テーマは「地方創生に向けた SDGs の取組〜環境未来都市の５年間
の取組総括と国際化も視野に含めた今後の展開〜」。セッション２
では、秋山市長も登壇し、柏市を事例としながら、自治体 SDGs に
おけるパートナーシップの推進について議論が行われた。

▲環境未来都市構想推進国際フォーラム（2017/10/4）

2017 年度の主な受賞
・The MIPIM Awards BEST FUTURA MEGA PROJECT（不動産プロフェッショナル国際マーケット会議）「Kashiwa-no-ha smart city」
・第６回まちづくり法人 国土交通大臣表彰（国土交通省）「一般社団法人柏の葉アーバンデザインセンター」
・アジア都市景観賞（国連ハビタット福岡本部、アジアハビタット協会ほか）「柏の葉国際キャンパスタウン・プロジェクト」
・ULI Global Award for Excellence（Urban Land Institute）「Kashiwa-no-ha smart city」
フォローアップ調査 2017
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環境と共生する田園都市づくり

目標

2. CO2 見える化プログラムや関連事業の終了

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

パークシティ柏の葉キャンパス二番街（880 戸）における、CO2

切りに、省エネポイント導入など、生活レベルでの省エネを推進し

見える化装置（エコリンコ）の標準装備をきっかけに、コンテスト

てきた。駅周辺街区ではエリアエネルギーマネジメント（AEMS）

の開催や地域ポイントの付与などによって、家庭レベルでの省エネ

が 2014 年から本格運用されている。昨年度は、柏の葉キャンパス

活動の推進に取り組んできた。当初からマンション販売側が負担し

駅前から北側一帯エリアを対象に LEED-ND のプラチナ認証を取得

ていたシステム運用経費を、マンション管理組合負担に切り替える

し、これを実行に移すべく、環境共生部会において、一般地権者に

べく過年度より協議を進めてきたものの、高額な経費負担を住民自

とってもわかりやすい形で「個別開発に際しての環境配慮ガイドラ

ら担い続けることへの理解が得られず、2017 年 11 月末をもって、

イン」をまとめた。

見える化システム全体としてのマネジメントは終了することとなっ

今年度は特に大きな動きはなかったが、新設の柏の葉中学校では、

た。設置済み世帯では、引き続き個々の世帯単位でのサービスは継

構想に示す 35％削減を上回る環境共生型建築が実現している。

続されている。

一方、二番街を中心に運用してきた CO2 見える化システムの運用

結果的には、省エネサービスに特化した独自のシステムを地域単位

が終了し、これに伴って柏市のカーボンオフセット制度も終了、ま

で運営することの難しさが明らかになったといえるが、個々の世帯

ちエコ推進協議会も解散するなど、「環境共生型まちづくり」の目

における省エネ行動を促進・定着させていくことは、今後も重要で

玉の一つとなってきた事業が完了し、取り組みの転換点を迎えつつ

あることから、今までの実績や課題を改めて分析・整理するととも

ある。

に、今後のプロジェクトに活かしていくことが必要である。

3. 柏の葉中学校

1. 駅前ゲートスクエアにおける AEMS の運用

平成 30 年 4 月の開校に向け、今年度工事が進められた柏の葉中学

AEMS の本格運用から三年目となるが、ゲートスクエアとららぽー

校では、外壁／屋根の高断熱、複層ガラス、日射庇、LED の採用、

と本館における電力融通については、実績が 7 月の 3 回となった。

全熱交換機の採用、教室南面の外壁ルーバーの採用、節水型器具の

太陽光や蓄電池の活用により、今夏 7 月には、ゲートスクエアに

採用等の [ 建築物対策 ]、100kw 太陽光発電の導入による [ 新エネ

おいて 23.6%％、ららぽーとにおいて 24.3％のピークカットに成

対策 ]、壁面・駐車場・外構緑化、雨水利用システムの採用等によ

功している。

る [ 面的対策 ] によって、CO2 排出量としては 44.9% の削減を実現

また、2014 年度〜 2016 年度にかけての CO2 の削減効果並びに経

している。

済的効果を算出した。2016 年度の排出量は全体で 3,082t（基準値

CO2 排出量としては、キャンパスタウン構想で示す 35％削減を達

に対する削減量は 2,450t-CO2）であり、CO2 削減率としては 2016

成しているが、一方で敷地の緑化率については 15.2％にとどまり、

年度は 15 年度から横ばいで 44.3％となっている。15 年度同様に、

25％という目標値は達成していない。

賃貸住宅は排出量が基準値を上回っているものの、オフィス・商業・
ホテルで大きく削減効果をあげており、全体としては計画値である
40％削減を上回っている。

▲街区間電力融通のイメージ
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▲ゲートスクエアにおける CO2 削減の実績値と削減率の推移
（※ 1 基準値は平成 17 年度東京都調査用途別原単位からの算出値）
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▲柏の葉中学校における環境配慮技術の導入（太陽光発電／外構・壁面緑化）

4. こんぶくろ池公園・アクアテラスの自然環境保全
■こんぶくろ池公園
貴重な動植物が多く生息するこんぶくろ池公園（18.5ha）は、整
備を進めながら順次一般開放されており、2017 年 4 月には駅に近
い一号近隣公園 3.5ha が全面的にオープンした。公園整備や管理は
「NPO 法人こんぶくろ池自然の森」が中心となっており、園路や柵
の整備をはじめ、自然と触れ合うイベントを開催している。今年度
は、10 〜 11 月に池をめぐるスタンプラリーを実施したほか、12
月にはパレット柏にて展示会も開催した。公園の自然環境に係る調
査・研究や保護活動は、当 NPO と東大、千葉大の研究室が連携し
て取り組んでいる。6 月には新たに開放された一号近隣公園内のト
ンボ池において、両大学の協力のもとバリカンカッター付きのロ
ボットボートによってスイレンの駆除作業を実施し、マスコミの注
目も集めた。

▲アクアテラス水生生物調査結果 (2018.1.31)

今後の課題と展望

▲こんぶくろ池公園トンボ池でのロボットボードでのスイレン除去

■アクアテラス（二号調整池）
2016 年 11 月に再整備が完了し、開放を開始した二号調整池（ア
クアテラス）では、昆虫類、魚類、鳥類など様々な生物がみられる
ようになっているが、春先から初秋にかけてアオミドロが発生する
など、水辺の自然環境管理が課題となった。専門家である寺田浩之
氏に協力を仰ぎ、夏に簡易調査を、冬には工事に伴う水抜きにあわ
せて生物調査を行い、現状を把握するとともに、水質改善や生態系
保全に向けた今後の方針を検討した。
アクアテラスの環境については、隣接する T-SITE で子ども向けの
スクールを運営する VIVITA でも調査・提案活動を行っており、連
携しながら取り組みを進めた。

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。次の重点エリアであるイノベーション
キャンパス地区において、昨年度ガイドラインの作成までは行っ
たが、まだ具体的な運用成果は出ていない。イノベーションキャ
ンパス地区に限らず、大規模建築については、個々の機会を捉え
ながら実効性のある協議を行い、環境配慮型の建築を増やしてい
くこと、その中でも発信力を持つようなモデル的プロジェクトを
実現していくことが重要である。
面的対策としては、駅前で取り組んできているエリアエネルギー
マネジメントの効果検証を継続しつつ、149 街区への展開やその
効果的運用なども見据えつつ、有効な面的対策のあり方の議論も
必要である。
家庭レベルでの CO2 見える化プロジェクトは今年度で終了した
ものの、その経験や蓄積されたデータは貴重なものである。省エ
ネ・省 CO2 型ライフスタイルの定着や周辺エリアへの展開、さ
らにはより広い意味での持続可能な暮らし方に係る市民レベルで
の活動のすそ野の拡大に向けて、今までの取り組みの実績や課題
を改めて分析・整理し、方針を見定めていく必要がある。
次年度以降の重点課題
▶イノベーションキャンパス地区等における環境共生型開発の具
体化、協議体制の構築
▶省エネ・省 CO2 型ライフスタイルの推進や定着に向けた次な

▲アクアテラスでの水生生物調査の様子

るアプローチの検討と実践
フォローアップ調査 2017
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目標

創造的な産業空間の醸成
2. エリア連携による新産業創造

新産業創造に関しては、
KOIL（柏の葉オープンイノベーションラボ）

今年度は、TEP と TEP の各アドバイザリーボードの個別連携事業が

における、31VENTURES のビジネス支援メニューが提供されてい

多く行われた。大学の特定研究に関するビジネスプラン策定支援、

る。また KOIL を拠点とし、TEP（TX アントレプレナーパートナー

独自のアクセラレーションプログラムのメンタリング支援、アント

ズ）を中心とした技術系ベンチャー企業へのハンズオン支援が継続

レプレナー教育の授業提供、ライフサイエンス交流会等のイベント

されており、特に今年度はこれまでに築いたネットワークをベース

連携開催などがあげられる。

に、TX 沿線の技術系ベンチャー企業の支援に力が入れられている。

TEP では、昨年度の産総研との覚書に続き、今年度は筑波大学 EMP

TEP を通じたエリア連携も活発化してきており、ベンチャー企業向

と起業家教育に関する覚書を締結し、連携をさらに深めている。

けのイベントや取り組みも継続して行われている。

また、TEP のアドバイザリーボードのネットワークを活用して、

昨年度、東大柏Ⅱキャンパスに産総研 AI 研究拠点や東大の産学官

11/15 〜 1/22 には過去最大規模の「柏の葉 IoT ハッカソン」を開

連携施設の整備が決定しており、今年度はさらに、大型サーバーの

催した。ハッカソンでは、柏の葉におけるまちづくりの課題をテー

移転も決まった。また、国立がん研究センター東病院には、新たな

マとして、参加者に LoRaWAN を活用した IoT による解決策を提案

研究施設 NEXT 棟も完成。AI や IoT、ライフサイエンス関係を軸に、

頂いた。2/17 には一般公開でアイディアの発表会と表彰式が行わ

まちをあげた産業創造や企業・研究機関誘致に向けた取り組みが活

れた。

発化している。

1. 31VENTURES/TEP におけるベンチャー企業支援
KOIL では 31VENTURES によるベンチャー企業支援が提供されてお
り、インキュベーションマネージャー（IM）によるメンタリング
や 31VENTURES のビジネス支援パートナー（TEP を含む各種専門
家）への紹介、相談なども随時受け付けている。TEP は、技術系ベ
ンチャー企業にフォーカスを絞り、メンタリングや専門的支援、プ
レゼン会などの機会を提供している。
今年度は、日々のメンタリングのほか、毎月定例のプレゼン会や、

▲柏の葉ＩｏＴハッカソン表彰式の様子

KOIL にて全 4 日間をかけて毎年開催されているビジネスプラン作
成セミナーも開催し（11/11,12,25,12/9）、沿線大学の学生らも参加

3. AEA2016 と海外ネットワークの拡張

した。

第 6 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

今年度より、KOIL 主催で隔月 1 回の頻度で「ランチセミナー」を

ジア・アントレプレナーシップ・アワード（AEA）」を、本年度も

開催しており、主に TEP サポート会員を講師に招いている。ベン

以下の要領で開催した。

チャー企業や起業家が気軽に専門知識を習得し、専門家と知り合え

＜開催概要＞

る場となっており、多くの具体的支援も生まれている。

日程：2017 年 10 月 25 日（水）〜 27 日（金）
開催地：KOIL、KCC（柏の葉）
本年は共催に新たに日本ベンチャー学会が加わり、太陽光発電ユ
ニットにより灌漑地域の農業を支えるインドの Claro Energy 社が
優勝した。

▲ 31VENTURES KOIL コワーキングスペース（KOIL パーク）

▲ TEP ランチセミナー
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▲ AEA2017 の様子（2017/10/27）

4. ＡＩ・ＩｏＴ分野の創業環境の充実化

5. 新たな企業立地用地の位置づけ

産総研 AI 研究拠点を中核とする AI、IoT 分野の研究促進や企業集

柏の葉における研究拠点機能の充実や、企業立地に係る各種支援制

積を目指した動きが、今年度、多方面で活発化している。

度・体制の強化を受け、多分野にわたる研究施設や企業の立地環境

■国家戦略特区の導入検討

をさらに充実させていくべく、土地利用条件の検討を行った。

企業誘引策として国家戦略特区に着目し、産総研、東京大学、千葉

従来、イノベーションキャンパス地区を「複合用途型」の産業創出

大学、国立がん研究センター東病院といった関係機関へのヒアリン

地区と位置付けているが、今年度、中核地区戦略部会において、大

グを行い、規制緩和事業の可能性を探った。しかし、事業主体の不

学やがんセンター等の研究エリアに近い元・小学校予定地の大街区

在、事業化に向けた技術的な課題のクリアに時間を要する等の理由

（403 街区）及びその周辺地区に着目し、この敷地一帯をより多様

から、2017 年度中の特区申請は見送ることとなった。

な分野・規模の研究所や企業立地にも対応可能な「研究開発型」産

■産総研ＡＩ拠点を核とした実証研究環境の検討

業創出地区として、キャンパスタウン構想の土地利用方針に新たに

UDCK、産総研、三井不動産で、AI 拠点立地に伴う実証フィールド

位置づけた。

の提供に関するディスカッションを定期的に開催している。先行し
て柏の葉キャンパス駅と東大柏キャンパスを結ぶ約 2.5km 区間に
おいて、産総研による、AI 搭載の歩行補助車（シニアカー）の公
道走行実証実験が 2018 年度に予定されており、これに向けて公道
の三次元モデルの製作が行なわれた。
■経産省関東局 AI 新産業ネットワーク
経産省関東局の主催で、AI を活用したオープンイノベーションと
しての地域経済活性化に向け、多様なアイディアの創出とその具体
化を推進する「AI 新産業ネットワーク」の構築が推進されている。
イノベーションの社会実装と新ビジネスの創出を両輪で検討できる
高度なネットワークを目指している。
同事業では、
3/12 に AI ビジネスセミナー（於 KCC、約 300 名が参加）、
3/14 に AI ワークショップ
（於 KOIL、
約 40 名が参加）も開催している。
■地域未来投資促進法に基づく産業振興の動き
AI、医工連携、地域資源を活用した産業・観光の発展を目指し、千
葉県、柏市により地域未来投資促進法に基づく産業振興計画が作成
され、全国初となる国の認定を受けた。これにより 2/8 には東葛テ

▲こんぶくろ池公園近接の大街区

クノプラザを会場に、行政、大学、金融機関などによる、情報共有
の場として、未来投資連携会議が立ち上げられた。
■千葉県 AI・IoT グローバルビジネス交流会
千葉県、日本貿易振興機構（JETRO）等の主催により、千葉県 AI・

今後の課題と展望

IoT グローバルビジネス交流会が 2/1 に KOIL において開催された。

過年度より取り組んでいる国立がん研究センター東病院を核にし

交流会のテーマは、「AI・IoT を活用した次世代介護・医療システ

たライフサイエンス（バイオ・メディカル）分野での連携に加

ム構築に向けて」とし、同分野で有力なアメリカ、カナダ等のベン

え、産総研の AI 拠点を中核にした、AI・IoT 分野での連携が一気

チャー企業を招聘するとともに、多くの国内企業が参加するなど、

に加速している。また、
TX 沿線でのエリア連携も活発化しており、

盛況な交流会となった。

柏の葉を拠点とした産業創造環境が整いつつある。
この好機を生かし、既存の機能集積や新たな研究機関立地動向も
視野に入れながら、新産業を生み出す地域環境をさらに充実化さ
せ、企業誘致活動を進めていくことが次年度以降も大きなテーマ
となる。今年度土地利用方針の見直しを行ったこんぶくろ池公園
周辺地区において、用途変更や地区計画策定を進めることも次年
度の課題である。
立地促進に向けた公共、企業、大学の連携体制をさらに強化し、
イノベーションキャンパス地区、こんぶくろ池公園周辺地区を主
対象に、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
▶ AI・IoT 並びにライフサイエンス分野での地域連携のさらなる
促進

▲千葉県 AI・IoT グローバルビジネス交流会（2018/2/1）
AI ビジネスセミナー（2018/3/14） 案内リーフレット

▶個別の企業誘致活動の展開

フォローアップ調査 2017
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3

目標

国際的な学術・教育・文化空間の形成
2. こどもを対象とした学びのプログラム

外国人が暮らしやすい地域環境形成に向けて、「地域環境国際化戦

■未来こどもがっこう

略」に基づき取り組みを順次進めている。

地域からの「やりたい声」の吸い上げと大学との連携を重視してカ

ピノキオプロジェクトや未来こどもがっこうは地域への定着を図り

リキュラムを構成。恒例の小学校連携企画は、今年は田中北小で実

ながら開催。今年度は柏の葉 T-SITE の VIVITA や柏の葉小との連携

施。柏市と関係の深い福島県只見町のオリジナルツアーを企画する

プログラムも行われ、こども対象のプログラムは多様化している。

という 4 日間のプログラムを JTB の協力も得て行った。

柏の葉をフィールドとした都市・建築系の演習プログラムとして、
今年度から UCLA と東大による X-LAB サマー・プログラムが開催
された。
街まるごとオープンキャンパスでは、新たに科学警察研究所等も参
加し、プログラムが拡大した。

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、昨年度定めた「柏の葉キャンパス地域環境国
際化戦略」に基づき取組みを推進するとともに、戦略自体の内容を
充実化した。今年度進めた主な取組みとしては、1) 公立小学校の
外国籍者対応検討、2) バス停における案内の英語表記、3) 宗教上
必要となる場の提供、4) 外国人と地域住民の交流機会の提供が挙

▲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
11 回目となる今年は、次代を担う中高生を中心に、過去を振り返
り、未来を見据えた「未来のお仕事」を軸に活動を展開。これまで
11/23（勤労感謝の日）としていた開催日を千葉大センター祭と同
日の 11/3( 文化の日）とし、また柏の葉 T-SITE の協力も得て、活動
エリアが拡大し、街全体での賑わいを創出した。

げられる。特に、4) に関しては、UDCK まちづくりスクール受講生
有志が国際交流カレーパーティーを 11/11 に開催し、100 名近くが
参加した。また、東大の堀田昌英教授を交えた意見交換を行い、戦
略の全体方針を検討したほか、民間事業者等に協力を仰ぐための概
要版ガイドブックの作成を行った。

▲ピノキオプロジェクト 2017（2017/11/3）

■柏の葉小学校連携プログラム
柏の葉小 5 年生の総合学習に UDCK が協力する連携プログラムを
実施。起業家教育を念頭に、地域の緑化（花壇設置）を目標とし、
必要となる資金の調達から、実際に UDCK のデッキに設置した花
壇の管理までを児童が主体的に行うプログラムが実現した。
■ VIVITA 連携プログラム
柏の葉 T-SITE に入居する、子どもたちに本格的な学びと実践を提
供する VIVITA（株）のプログラムに UDCK が協力する形で、アク
▲柏の葉キャンパス地域国際化戦略 2020（抜粋）

アテラスの生態系をテーマとした調査研究や、アドビシステム社と
の共催プログラム「デザインジモト」を実施した。
「デザインジモト」
は地域課題をデザインで解決するイベントであり、UDCK から地域
課題の提示や解説、子どもたちからの提案への評価を行った。

▲国際交流カレーパーティー クイズ大会の様子（2017/11/11）
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▲柏の葉小連携 プランター設置 ／ VIVITA 連携 課題説明

3. 地域まちづくり学習

5.X-LAB サマー・プログラム

■まちづくりスクール

東京大学の隈研吾教授、出口敦教授、UCLA の阿部仁史教授によ

まちづくりの担い手を育てることを目的とした柏市まちづくり公社

り今年度新たに立ち上げられた「X-LAB サマー・プログラム」が、

主催の市民講座である。今年度は、前期、後期ともに、活動の実践

7/30 から KOIL を拠点に開催された（新建築社共催、三井不動産協

につなげることを意識して企画・実施し、地域の国際交流を目的と

賛）。本プログラムはこれからの社会における建築の役割を考える、

したカレーパーティー、住民同士が気軽に街について語り合える

学際的かつ国際的な 2 週間の集中講座で、世界 15 大学から学生 17

バーの開催などにつながった。

名が 2 チームに分かれ、柏の葉と日本橋を対象に検討が行われた。

▼まちづくりスクール 2017 前期コースの概要
あなたの「やりたい」から始まる街を豊かにする場づくりのススメ

8/12 の最終発表会では学生と 14 名の講評者の間で熱い議論が交わ

自分たちで街を豊かにする場をつくること
- 今村ひろゆき 氏 まちづくり会社ドラマチック代表
- 出口敦 氏 UDCK センター長 / 東京大学大学院教授
思考を広げて対話を促すファシリテーション
- 山ノ内凛太郎 氏 Active Learners 共同代表
あなたのアイディアをみんなで実現するクラウドファンディング
- 八木輝義 氏 サーチフィールド FAAVO 事業部マネージャー
想いを企画に落とし込んで実現する方法
- 広石拓司 氏 エンパブリック代表

6/24
7/1
7/8
7/15

された。

▼まちづくりスクール 2017 後期コースの概要
みんなで街に新たな風景をつくろう まちなか活用プロジェクト
ねぶくろシネマ / 自分たちで地元の楽しみをつくる
- 唐品知浩 氏 ねぶくろシネマ実行委員長
- 三牧浩也 氏 UDCK 副センター長
路地裏マルシェ / まちに愛されるマーケットをつくる
- 森脇菜採 氏 （株）ろじまる代表取締役
ドコでもシアター / 空間をつかって、ひとに魅せる " 場 " にする
- 萩野正和 氏 （一社）STUDIO MOC 代表理事
受講生プレゼンテーション・活動助成の審査
- 受講生の皆さん＆スペシャルゲスト

1/27
2/10
2/24
3/10

▲ X-LAB サマー・プログラム

最終講評会／参加者集合写真

6. 街まるごとオープンキャンパス
柏の葉に立地する施設の一般公開イベントをまち全体で情報発信す
る「街まるごとオープンキャンパス」を今年度も実施。新たに、科
学警察研究所やららぽーと柏の葉、柏の葉 T-SITE が参加した。柏

■千葉大学柏の葉カレッジリンク・プログラム

市場まつりが今年度は開催されなかったことや、天候不順の影響を

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

受け、合計来場者数は昨年度と比べて大幅に減少した。

の解決策について、市民と大学が一緒に考える場となっている。今
年度は、10 月〜 11 月にかけて以下の 2 コースを開催し、12/9 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 2017
Ａコース

柏市の歴史、文化、そして産業

Ｂコース

庭木剪定の基礎と健康効果

▲科学警察研究所の一般公開の様子

今後の課題と展望
▲まちづくりスクール

4.

▲カレッジリンク・プログラム

学校・病院・銀行・商業施設など生活を支える施設の英語対応、

都市環境デザインスタジオ

国籍を問わずに参加し楽しめる文化・交流機会の創出など、まち

課題を「住みやすいまちづくりのための『公共』のデザイン」とし、

の国際化に向けて取り組むべきことはなお多い。
「地域環境国際

東京大学と東京理科大学の大学院生が 4 グループに分かれて提案

化戦略」に基づき、関係者を巻き込みながら全方位的に取り組み

を行った。1/27 に最終講評会を開催し、多くの地域関係者が参加し、

を進める必要がある。

意見交換が行われた。

小中学生から高校生・大学生まで、こどもや若者を対象としたプ
ログラムは様々な主体によって多面的に展開されている。効果的
な連携を行いながら、まち全体としての定着化や発信力の強化を
図っていくことが望まれる。
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、小学校対
策、ボランティア育成）
▶こどもを対象としたプログラムの連携・定着化と情報発信

▲都市環境デザインスタジオ公開最終講評会（2018/1/27）
フォローアップ調査 2017
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目標

サスティナブルな移動交通システム
■自動運転バスの導入に向けた検討

先導的な交通システムの実証実験として実施してきた「マルチ交通

西千葉にあった東京大学生産技術研究所の千葉実験所が、2017 年

シェアリング」
「かしわスマートサイクル」は、事業としての自立

4 月より柏キャンパス内に機能移転し、その中で ITS 関連研究に代

化の難しさから昨年度までに終了した。
一方で、イノベーションキャ

表される大規模な屋外実験を行う実験フィールドも新たに整備され

ンパス地区や東京大学柏キャンパス・柏Ⅱキャンパスなど、駅徒歩

た。ここでは、自動運転の実用化に向けた先端的研究が進められて

圏よりも外側のエリアにおける施設整備の進展やまちづくりの本格

おり、千葉実験場のお披露目イベントでは、試乗会も開催された。

化を背景に、エリア内の移動利便性の強化が課題として顕在化しつ

社会的にも自動運転技術が注目され、各地で実証実験が進むなか、

つある。柏市において、地域公共交通網形成計画の策定が進められ

柏の葉エリアにおいても域内交通手段として早期に自動運転バスの

ていることも受け、今年度は主に柏の葉エリア内の循環型公共交通

導入を目指すこととし、東京大学、東武バスイースト、先進モビリ

（バス）の導入に向けた検討を行った。
地域内循環交通の導入に向けては、2017 年 4 月に東大柏キャンパ

ティ、柏市、三井不動産、UDCK からなる検討 WG を立ち上げ、具
体的な協議を開始した。

スに実験場を移転した生産技術研究所と協力し、自動運転バス導入
を軸に据え、協議体制を整え、議論を具体化している。
サイクルシェアリングについても、民間事業者との協議が新たに始
まるなど、次の展開に向けた動きが始まりつつある。

1. 地区内公共交通の利便性向上に向けた検討
■地区内公共交通の利便性向上の方向検討
柏市では、立地適正化計画等と連動したコンパクト + ネットワー
ク型都市構造形成に向け「地域公共交通網形成計画」の策定が進め
られている。ここでは、幹線と支線の分離による運行の効率化を方
向性として示したうえで、柏駅と柏の葉キャンパス駅をつなぐバス

▲千葉実験場で研究が進められる自動運転バス

路線の利便性・速達性の向上や、柏の葉エリアにおける地域内循環

2. 自転車の利用促進

交通の強化が示されている。次年度中に公開される見通しである。

■自転車走行環境の整備
柏市自転車総合計画にモデル路線として示されている柏の葉公園東
側道路（葉山十余二線）における詳細設計（県警協議含む）が完了。
既存の歩道幅員は変更せず，中央ゼブラ帯を撤去した上で車道両側
に自転車専用通行帯を設ける形での整備計画とし、2018 度に工事
を予定している。

▲柏の葉公園東側道路の自転車レーン整備プラン

▲柏市地域公共交通網形成計画（案）に示す実施施策の位置図

■自転車利用の促進に向けた取り組み

一方で、本年度、UDCK と三井不動産による自主的な検討として、

かしわスマートサイクルは、昨年度をもって終了したものの、サイ

柏の葉エリアにおける循環バス路線の検討を行った。柏の葉キャン

クルシェアリングは社会的な潮流ともなっており、自転車利用を積

パス駅を拠点にエリア内の主要施設をつなぐ形で複数の路線案を設

極的に推進する柏の葉のまちづくりにおいて、引き続き検討が必要

定し、需要予測等を実施したものであり、今後の域内循環交通強化

なテーマである。サイクルシェアリングを行う民間事業者からの提

に向けた基礎的検討となることが期待される。

案を受け、その導入可能性や方向性について、協議を行っている。
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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①
「簡

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

易道路劣化診断システム」と②「柏市交通安全プロジェクト」を実

者の声を受け、昨年度、柏市、東武バスイースト、UDCK の三者に

施した。

よるワーキングを設置し、改善ポイントを駅改札正面、西口・東口

①「簡易道路劣化診断システム」については次年度も継続するが、

の総合案内、各バスシェルターの 3 点に定め、改善整備案を検討

②「柏市交通安全プロジェクト」については本度末をもって終了と

した。本年度は、緊急性・実現性が比較的高い西口において、総合

なる。運転手の意識改善には大きく役立ったものの、事故件数が思

案内サインの改善並びに、
バスシェルターへのサイン設置を行った。

うように減らない中で，継続的に費用を負担していくことが困難な

海外からの来訪者や外国籍の学生・研究者の増加も受け、英語対応

状況であることがその要因である。

の強化をあわせて実施した。バスシェルターは柏市の管理物だが、

柏の葉では既述の自動運転バスの導入が大きなテーマとなっている

切り文字による案内サインは東武バスの負担で設置しており、公民

が、その他地域の取組みとして，柏駅のタクシー待機列解消の取組

連携の一つの事例ともなっている。

みや、GTFS（標準的なバス情報フォーマット）のデータ整備など
研究・活動を行っているところである。

今後の課題と展望
「地域公共交通網形成計画」に基づき、柏の葉エリア内の循環交通
の実現、並びに柏の葉と柏駅をつなぐバス路線の利便性・速達性向
上に向けた協議を加速することが今後の課題である。特に前者に関
しては、自動運転バスの導入をプロジェクトの軸に据えつつ、将来
的な循環交通体系のあり方についても同時に議論を進める必要があ
る。
自転車については、次年度、柏の葉公園東側でモデル路線の整備が
行われる予定であるが、これをエリア全体の自転車走行空間ネット
ワークに広げるべく、実効性のある計画を策定することが望まれる。
サイクルシェアリングについては民間事業者との協議を進め、自立
性のある事業としての導入を目指す。

▲バスシェルターに新設した主な行先表示

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

4. 柏 ITS 推進協議会

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スの

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

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

会」
（現会長：須田義大東京大学教授）が 2010 年 2 月に設立され、

進することとする。

導入可能性についても、引き続き議論が必要である。

2017 年 4 月時点で幹事会員 21 団体、一般会員 24 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

次年度以降の重点課題

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

▶自動運転バスの導入に向けた協議推進

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

▶自転車利用環境の向上（レーン整備、シェアリングの導入検討等）

の部会において、研究開発・実証実験が継続されている。

▶駅前におけるモビリティ利用情報提供の充実

▼柏 ITS 推進協議会の５つの部会と活動テーマ
部会

活動テーマ

企画部会
（須田東京大学教授）

全体コンセプト検討

交通情報利活用部会
（大口東京大学教授）

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

中心市街地活性化部会
（坂井東京大学准教授）

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

公共交通部会
（坂井東京大学准教授）

利便性向上に向けた公共交通網の再編案の検討と効果検
証

新車両検討部会
（堀東京大学教授）

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

フォローアップ調査 2017
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目標別活動報告

5

目標

健康を育む柏の葉スタイルの創出
2. 高齢者・子育て世代の交流・支援イベント

「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

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

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

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

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・

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、

講座等を通して、参加型健康づくりを推進している。

両親とも参加できるよう週末開催とした。

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

同じくまち協主催のシニア交流会を 12 月に開催。地域で活動して

育て支援、高齢者向けイベントも継続されており、今年度は新たに

いる約 20 団体からの活動紹介のほか、クイズやゲームなどを行っ

シニア交流会を開催した。

た。

昨年度立ち上げた「健康まちづくり部会」では、暮らすだけで健康

毎年好評を博している一番街こもれび喫茶主催の「柏の葉キャンパ

になる街の環境づくりに向けた検討を進め、「ウォーカブルデザイ

ス寄席」が東京大学落語会の協力を得て、今年度も 11 月に開催さ

ンガイドライン」を策定した。

れた。来場者は 100 名を超え、今後も継続を望む声が多数寄せら
れた。

1. まちの健康研究所「あ・し・た」の運営
三井不動産が運営する地域の健康づくり拠点。食・口腔ケア・歩
行・美容・介護予防の各ブースでは最新の健康情報が提供されてお
り、来場者は体組成・筋力・口腔機能・脳年齢や血管年齢等の測定
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、ミニ講座は毎回活況を呈している。新規登録者数も毎
月 20 名程度で推移しており、累計登録者数は 2,400 名を超えた。
定番イベントであるポールウォーキング体験教室、おりがみさろん、
ミニ遠足に加え、今年度はイベント以外でも折り紙を楽しめる「お
りがみの日」を設けたほか、ラジオ体操の動画を流し、来場者がい
つでも運動できるようにした。
健康づくりに関する正しい知識や情報の伝え方を学び、友人や近所

▲赤ちゃん・パパママあつまれ！

の方などに伝える役割を担う「健幸アンバサダー養成講座」をス
マートウェルネスコミュニティ協議会と共催。あ ･ し ･ たの会員等
約 60 名が健幸アンバサダーの認定を受け、活動を開始した。

▲シニア交流会

▲健幸アンバサダー養成講座

▲まちの健康研究所「あ・し・た」
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▲柏の葉キャンパス寄席

3. ウォーカブルデザインガイドラインの策定
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、歩

4. 柏たなか

農あるまちづくり

「農あるまちづくり実行委員会」を中心に、農業体験農園の運営支

行や身体活動を促すまちづくりの基本的考え方を明確化し、関係主

援や朝市等のイベント開催などの活動を行っている。

体で共有するために、
「健康まちづくり部会」（座長：花里正道千葉

■体験農園

大学准教授）を設置し、昨年度よりガイドラインの検討を進めてき

昨年から引き続き、3 園 70 区画で農業体験農園の運営を行ってい

た。

る。空き区画数は 3 区画程度で推移しており、稼働率は高い。

今年度も議論を進め、8 つの基本方針、40 の具体的手法、柏の葉

■イベント・サークル活動

における 10 のケーススタディで構成される「柏の葉ウォーカブル

7 月 8 日（土）にスーパーカスミ前で「朝市」を開催、11 月 25 日

デザインガイドライン」
を策定し、2 月より公開した。2 月 28 日（水）

（土）には環境コンビニ前で「収穫祭」を開催し、それぞれ 400 名

の K サロン（UDCK で開催するまちの交流会）にて、花里准教授よ

程度の来場者で賑わった。

り報告いただいた。

■環境コンビニステーションの移設

当ガイドラインは直接実効性を持つものではないことから、これを

柏たなか駅前では二号近隣公園の整備が行われており、TX 高架下

もとに、今後関係主体と具体施策についての協議・検討を行う必要

にあった農あるまちづくりの拠点「環境コンビニステーション」は、

がある。

公園管理事務所機能も持つ施設として当公園内に移設されることと
なった。3 月末に移設工事が完了し、公園内での運営が開始された。

▲農直市場たなかなか（収穫祭）の様子（2017/11/25）

▲ウォーカブルデザインガイドライン

8 つの基本方針
▲移設された環境コンビニステーション

ガイドラインの策定と並行して、昨年度仮設置した柏の葉公園のラ
ンニングコースサインの本設や、ランニングやウォーキングのおす
すめコースをスマホで案内する専用ウェブサイト構築を、三井不動
産の出資により行った。

今後の課題と展望
「ウォーカブルデザインガイドライン」に基づき、関係者協議を
進め、アクションプロジェクトを具体化していくことが、次年度
以降の重点課題である。
次年度は、高架下飲食店街など、新たな飲食店のオープンが見込
まれることから、連携して健康でおいしい柏の「食」のプロモー
ションを図ることも検討しうる。
「あ・し・た」を中心に、健康づくりに係る既存機能や活動を連
携させながら、まち全体として身体運動を促進し、交流を生み出
し、さらには健康な「食」のプロモーションを進めていくこと、
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
▶ウォーカブルデザインガイドラインの具体化
▶「あ・し・た」の機能強化と継続的な運営体制構築
▶高架下飲食店街とも連携した「食」のプロモーション

▲柏の葉のウォーキング／ランニングコースの案内サイト
フォローアップ調査 2017
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6

目標

公・民・学連携によるエリアマネジメントの実施
3. グリーンマネジメント

柏の葉キャンパス駅西口駅前は、2014 年度より UDCK が主体となっ

■かし＊はな、カレッジリンクネットワーク

て植栽や歩道の管理並びにイベントの企画運営を進めてきたが、今

柏の葉キャンパス駅周辺の花壇を管理する「かし＊はな」は活動

年度これに加えてアクアテラスの管理運営も本格的に開始した。賑

9 年目となる。季節ごとの植え替えイベントのほか、5 月と 2 月に

わいづくりについては、他団体主催のイベントを受け入れる形に

T-SITE で寄せ植え講座を開催した。また、柏の葉キャンパス駅東口

徐々にシフトしており、アクアテラスでは利用規定を作成し一般に

のツバキの古木管理に関しては、2 月 3 日に「有楽つばきを楽しむ

公開している。緑の管理は、市民団体である「かし＊はな」と「花

会」を開催し、まち協・UDCK と共同で説明板を設置した。

山会」が引き続き行っているほか、柏の葉キャンパス駅前まちづく

■花山会

り協議会での清掃活動も継続している。

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

住民の増加とともに市民活動も多様化・活発化しており、
「まちの

会」により、昨年度から TX 高架沿い花壇部分の管理が行われている。

クラブ活動」として全体を管理する形から、よりゆるやかな連携へ

今年度からは、駅前まちづくり協議会の事業としての位置づけも得

とシフトしつつある。UDCK では 4 月に活動の発表の機会として「カ

て、資金面での活動基盤強化を図っている。

シワノハ・トーク」を開催した。

1. 柏の葉キャンパス駅西口の管理活用
柏の葉キャンパス駅西口線を会場としたＵＤＣＫ主催イベントで
は、季節性のあるコンテンツと地域連携により、西口線だけではな
く街全体での賑わいを創出した。クリスマスイルミネーションの点
灯式ではピノキオプロジェクトとコラボレーションし、ピノキオの

▲かしはなの活動の様子／高架沿いの花壇の様子

衣装を纏ったこどもたちが、抽選会のお手伝いや点灯式のカウント
ダウンを行い、冬の始まりに彩りを添えた。
また地元団体による活用が増え、定着化しつつあるイベントなども
あり、活用の幅に広がりを見せている。

4. 柏の葉キャンパス駅前まちづくり協議会
本協議会では、下記の４つのテーマ別活動を継続的に実施した。
■防災に係る活動
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
トを実施。春は一番街、秋は二番街それぞれの祭りにおいて、炊き
出しを行った。その他定期的に会議を行い、メンバー間の連絡体制
の強化や、備蓄倉庫のチェック等を行った。
■環境美化に係る活動

▲イルミネーションと点灯式の様子 (2017/11/3)

2. アクアテラスの管理活用

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 30 名の参加者を得た。今年度から花山会と連携
して高架下花壇の管理に協賛した。

屋外でのイベントが心地よい季節になるとアクアテラスのイベント

■健康福祉に係る活動

利用の相談が入り始め、柏の葉 T-SITE 主催の夏祭り（ねぶくろシ

恒例の「赤ちゃん・パパママあつまれ！｣ を 2 回開催したほか、シ

ネマ、小さな花火大会）にはじまり、バルーンイルミネーションイ

ニア交流会を開催した。また、「柏の葉キャンパス寄席」（主催：一

ベントなど様々なイベントが開催された。同時に「アクアテラス」

番街こもれび喫茶）に協賛した。

イベント・撮影利用規定を作成しＷＥＢ上に公開した。

■交流に係る活動

また一般供用開始から一年が経過し、藻の大量発生や管理用通路凍

地域団体が主体となった交流イベントをまち協が支援する形を基本

結など管理における課題や、天候の影響をうけやすいなど利活用を

スタンスに据え、広報に力を入れる方針を立て、複数の企画に協賛

推進する上での課題も見えてきた。

を行った。

▲アクアテラスイベントの様子

▲まち協活動の様子
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駅前大掃除（2017/12/9）

5. コミュニティ活動の展開

支援

■カシワノハ・トーク
昨 年 度 の UDCK 設 立 10 周 年 を 記 念 し て、4 月 23 日（ 日 ） に 住
民が街のビジョンや未来の暮らし方を考えるワークショップを行
うとともに、住民が主体となって行っている地域活動を紹介する
「Kashiwa-no-ha Talk」を開催した。ワークショップには 42 名が参
加し、
子育て中の社会参画の充実や文化センター等の公共施設整備、
ナイトタイムエコノミーの充実等の意見が挙がった。
▲ KSEL

空き家改修による手作り科学館 Exedra

■まちの交流会Ｋサロン
K サロンは、住民同士の交流や街で話題の動向を広く知ってもらう
ために毎月最終水曜の夜に開催しているまちの交流の場である。今
年度は、柏の葉小学校との連携プログラムの報告やアクアテラス
の環境整備に関する課題提示の場としても活用した。また、2 月か
らは毎月第二水曜の夜には、まちづくりスクール受講生有志による
バーが開催されるようになり、気軽な住民間交流の場となっている。

▲カシワノハトーク

ワークショップの成果発表の様子 (2017/4/23)

■カレッジリンクネットワーク
千葉大学カレッジリンク・プログラムの卒業生が中心となり、市
民主体で自主的な活動をおこなっている。ふれあい歌声サロンや
ハートフルコンサートなど、音楽イベントを複数回開催したほか、
暮らしを楽しむ「アイデア勉強会」も 2 回開催した。

▲アクアテラス環境整備をテーマとした６月 K サロンの様子

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

▲ふれあい歌声サロンの様子（2018/2/10）

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
■まちのクラブ活動

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

NPO 支援センターちばが担ってきたまちのクラブ活動事務局は、

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

昨年度末をもって機能を終えているが、サッカークラブ、アートク

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

ラブ、飛行機パイロットキッズ英会話クラブ、ビーチボールクラブ

のか、さらには、西口駅前やアクアテラスの公共空間のマネジメ

など、個々のクラブ単位では、継続して活動を行っている。

ント体制・利活用体制をどう構築していくのか。多様な側面から

■柏の葉サイエンスエデュケーションラボ

のエリアマネジメントの枠組み検討の議論がまったなしとなって

KSEL

柏駅近くの空きアパートを DIY で改修し「手作り科学館 ”Exedra”」

いる。

として 1 月にオープン、多くのマスコミでも注目を集めた。この
Exedra でのアストロトーク、UDCK でのサイエンスカフェを定期

次年度以降の重点課題

的に開催しているほか、あけぼの山農業公園での理科の修学旅行、

▶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

手賀沼エリアでの奥手賀星空ナイトなど、柏市全域にエリアを広げ、
さらに活動を活発化している。

野に入れたエリア自治枠組みの検討調整
▶西口駅前及びアクアテラスの持続的管理・活用体制の検討

フォローアップ調査 2017
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目標

質の高い都市空間のデザイン
2. アクアテラス追加工事

柏の葉キャンパスエリアでは、空間デザイン部会並びに中核地区戦

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

略部会において、公共空間の高質化協議が進められてきている。今

二号調整池は、2016 年 11 月に高質化整備が完了し、アクアテラ

年度は、緑園の道、一号調整池、七号街区公園等のデザイン協議を

スとして開放されたが、管理運営を行うなかで、安全管理や利用促

行ったほか、民間事業として行う高架下商業施設やアクアテラスの

進にかかわる課題が明らかになったことから、これに対応する追加

追加工事についてもデザイン検討を行い、着工した。

工事について、計画設計時のデザインチームで引き続き検討を行っ

柏たなかエリアでは、
柏北部東地区まちづくり推進協議会において、

た。安全管理面では、法面からの絞り水の対策工や池内のスクリュー

公共空間整備や土地利用等についての協議が進められており、今年

の安全対策等、利用促進面では、張り出しデッキへのパラソル設置

度は川端調整池の修景整備方針の検討を行った。また、歩行者にとっ

や池底部へのベンチの設置等を計画。池底部の管理用通路の滑り止

ての回遊性の向上に向け、昨年度キャンパスエリアで策定した公共

め及び利用向上策として、ショットブラストとグルービングを組み

サイン整備方針を拡大・拡充する形で柏たなかエリアのサイン整備

合わせたデザインを採用することとした。2018 年 1 月より着工し

方針を検討・策定した。

ており、4 月末完了予定である。

昨年度から、UDCK が景観整備機構として、景観重点地区の建築の
事前協議や屋外広告物協議を担っている。1 年間で 10 件を超える
協議を行っており、地域密着型での景観マネジメントが進められて
いる。

1. 高架下商業施設
柏の葉キャンパス駅とイノベーションキャンパス地区をつなぐ高架
沿いの道を、まちの賑わいをつなぐ重要な歩行者動線（リンク）と
位置づけ、昨年度「高架下利用マスタープラン」を策定。これに基
づき、2017 年 5 月に高架下駐輪場を隣接街区に移設したうえで新
たな商業施設の計画が進められてきた（首都圏新都市鉄道が建築す
る商業施設を三井不動産が借り受け運営）。過年度にキャンパス駅
西口で開催した「賑わいプロジェクト」の実績も踏まえながら、店
主との交流のある屋台モチーフの小型飲食店街の計画とし、人々の
動線に配慮した店舗の配置や街並みに配慮した建築物のデザイン等
について協議を行った。2018 年 2 月に着工しており、夏頃のオー
プンを予定している。

▲アクアテラス管理用通路整備案とモックアップでの耐久性検証
最終的に右上図のショットブラスト案を採用

3. ＵＤＣＫによる柏の葉エリアの景観協議
昨年度から、UDCK が景観整備機構として、景観重点地区の建築の
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
12 件の景観協議を行った。種別では、屋外広告物 10 件、建築物計
2 件という内訳である。区域の内訳はキャンパス駅周辺計 5 件、2
号調整池計 7 件、対象外 0 件であった。柏市による柏の葉エリア
の景観協議は計 18 件であり、6 割程度の事前協議を UDCK が受け
たことになる。

4. 公共施設のデザイン協議
■緑園の道

南側区間

北側区間では、道路延長方向に 20 〜 30cm 幅のスリット状の植栽
帯を設け、植栽帯にはヘデラやハナミズキなどを植栽し、交差点部
にはヤマモモを植栽しているが、ヘデラは車道側に伸びることがあ
り、剪定が十分でない箇所があるという維持管理上の課題があるた
め、北・南側区間の今後の整備方針について議論を進めた。空間デ
ザイン部会では、北側については現状維持とし、今後は、南側の歩
道の構成は以下の改善案 ( 図右 ) にてコスト等を合わせて検討する
▲高架下商業施設の完成予想パース
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方針となった。

ることとし、小段通路を通すとともに、各所に休憩スペースとなる
小規模な広場空間やデッキを設ける方針とした。池底部の一部開放
についても、ニーズは想定されるものの、安全管理面等での課題が
あるため、次年度さらに検討・協議を具体化する必要がある。

6. 柏たなかエリアの公共サイン整備方針
昨年度策定した柏の葉エリアの公共サイン整備方針を拡充する形
で、柏たなかエリアの整備方針をまとめた。たなかエリアでは、観
▲緑園の道の現状と南側区間の検討（左：現行案、右：改善案）
変更点（植栽帯：ヘデラ⇒タマリュウ、グレーチングの設置）

光ではなく、住民の方々等が日常として使用するサインであり、ま

■一号調整池展望デッキ

公共案内サインの整備方針として、駅と案内施設を結ぶ道とふるさ

2015 年度の部会にて 1 号調整池の修景施設として 3 カ所の張り出

と散歩道の２点を歩行者ネットワークとして位置付け、
結節点（ノー

しデッキの設置が決定していたが、今年度の空間デザイン部会では、

ド）の設置場所・公共案内サインの設置場所の設定し、たなかで案

デッキのインターロッキングの色味や貼り方の調整を行った。自然

内するべき施設について整理を進めた。今後、現状の柏たなか駅前

の水辺空間ということで 3 カ所とも同色のアースカラーを選定す

のサイン等、情報の更新がし易い体制や地図のつくり方を含めて示

るとともに、デッキの位置に応じて目地のタイプ・方向を選定した。

す必要がある。

た歩行者系のサインを整備し、地域の魅力向上を図る検討を進めた。

3 月には工事が完了している。

▲一号調整池／インターロッキングの色味の確認

■七号街区公園
2018 年 度 に 実 施 設 計 及 び 整 備、19 年 度 に 開 園 予 定 と い う ス ケ
ジュールの中、空間デザイン部会では公園内の野間土手の扱いにつ
いて議論を進めた。野間土手は保存対象とせず、柵などは設けずに
公園の一部として活かす方針となった。今後、遊歩道の整備と合わ

▲柏たなか駅周辺

公共サイン整備方針（部分）

せて引き続き検討を進める。

5. 柏たなか駅周辺のまちづくり

今後の課題と展望

「柏たなか駅周辺地区整備方針」に基づき、検討が進められている。

事業の進捗並びに個々の建築活動にあわせて、次年度以降も引き

今年度は川端調整池の修景整備をメインテーマに据え、地域住民等

続き公共空間の高質化協議や景観協議を行っていく必要がある。

のメンバーからなる推進分科会において、現地見学や意見交換を行

柏の葉キャンパスエリアでは、景観重点地区でもあるイノベー

いながら、基本方針を検討した。ハイウォーターまでは常時開放す

ションキャンパス地区において建築活動が活発化するなか、公民
が連携した街路空間の高質化・魅力化とその運営について、具体
的な協議を進めるタイミングにある。また、過年度策定した「ま
ちづくりビジョン」に基づき、当初理念に沿った開発を面的に誘
導していくことも重要である。
柏たなかエリアでは、川端調整池の修景計画の検討を具体化し、
歩行者・自転車が訪れたくなるネットワーク整備に向けた検討を
進める。土地区画整理事業の終了に伴い、建築活動に際しての事
前協議が難しくなっているため、質の高い景観形成を図るための
新たなアプローチについても検討することが望まれる。
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公共空間高質化検討と
建築協議

▲柏北部東地区

川端調整池の修景検討案

▶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 2017
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イノベーションフィールド都市
2.AI・IoT 分野におけるテストベッド化の促進

柏の葉では、まちづくりの中で先導的あるいは実験的なプロジェク

目標２に記載の柏の葉 IoT ハッカソンでは、柏の葉における実際の

トを進んで受け入れ、イノベーションを生み出すフィールドとなる

まちづくりの課題を提供して課題解決のアイディアを募集したこと

ことを目指している。

から、寄せられたプロジェクトやアイディアについては、まちでの

今年度は昨年度から実施しているセグウェイの公道走行ツアーを継

実証実験や実装に向けたサポートを行っている。

続したほか、実際のまちづくりの課題に IoT 技術で応える IoT ハッ

本件に限らず、今後 AI 拠点の立地計画が進むにつれて、IoT によ

カソンを開催し、今後につながる面白いプロジェクトが集まった。

るデータ収集はますます重要性を帯びるため、柏の葉のまち全体

環境未来都市としての事業は昨年度で 5 年間の取り組みが終了し

が AI・IoT に関する先端的取り組みのテストベッドとして、企業に

たが、2017 年 10 月には柏の葉において「環境未来都市構想推進

対しいち早く開いていくことが企業誘致においても重要となってく

国際フォーラム」が開催され、次なる「SDG ｓ未来都市」への展

る。

開に向け、活発な議論が行われた。

IoT ハッカソンで形成されたコミュニティをさらに発展させて、

公・民・学が連携した新たなまちづくりスキームとしての「UDC」

「（仮）柏の葉 IoT ビジネス共創ラボ＠ KOIL」を発足させるべく準

はネットワーク加盟団体が 16 となっている。ネットワーク事務局

備をしており、これを通じて、IoT に関心の高い企業のコミュニティ

として昨年度設立した一般社団法人 UDC イニシアチブが主催して、

形成とともに、柏の葉のまちへの実装支援を促進させ、まち独自に

10 月には柏中心市街地において第 5 回 UDC 会議が開催された。

保有できるデータベースを構築していくことを目指す。

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、2016 年 7 月からスタートし
た、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」が２年目を迎えた。2017 年度は７
月から 9 月までの３ヶ月間において、参加費 5、000 円／人の有料
ツアーとして継続開催し、６日間で延べ 11 回のツアーを実施、計
37 名が実証実験に参加した。
これにより 2016 年度からの通算では、延べ 12 ヶ月間で 22 日間、
41 回のツアーで合計 190 名が実証実験に参加した。
▲柏の葉 IoT ハッカソン（11/15-1/22）／まちの課題提供プレゼンの様子

3. スマートシティツアー
2014 年からスマートシティツアーを継続開催しており、他施設の
個別視察も含めて、年間 137 件 1396 名の視察者があった（3 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 2 回行い、75 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
▲セグウェイキャンパスツアー in 柏の葉

▲セグウェイキャンパスツアー in 柏の葉 コース図
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シェルジュの育成も継続しており、全 3 回 4 名の学生が活躍した。

▲ツアーの様子

4. 環境未来都市構想推進国際フォーラムの開催

ＳＤＧｓ未来都市へ

10 月 4 日、柏の葉カンファレンスセンターにおいて、内閣府主催
による第 7 回環境未来都市構想推進国際フォーラムが開催され、満
員の盛況を得た。昨年の横浜市に続く開催となり、全国から多く自
治体や企業が参加した。テーマは「地方創生に向けた SDGs の取組
〜環境未来都市の５年間の取組総括と国際化も視野に含めた今後の
展開〜」とし、環境未来都市の次の展開として SDGs 未来都市を示
した。
セッション 2 では、秋山浩保柏市長も登壇し、柏市を事例としな

▲ UDC 全国ネットワーク（2018 年 3 月末現在

16 か所）

がら、自治体 SDGs におけるパートナーシップの推進について議論
が行われた。
国際フォーラム前日の 10 月 3 日には、柏市主催によるエクスカー
ション「柏の葉フィールドツアー」が開催され、国際フォーラム登
壇者を含む 45 名が参加した。
ゲートスクエアの主要施設を見学した後、東京大学生産技術研究所
千葉実験場において、自動走行車両の試乗や各実験施設の見学が行
われ、多くの参加者から好評を得た。

▲第 5 回 UDC 会議＠柏（2017/10/5）

今後の課題と展望
AI・IoT 関連技術はまちづくり分野とも密接に関係するため、AI
拠点の立地をまたとない契機ととらえ、柏の葉のまち全体が AI・
IoT に関する先端的取り組みのテストベッドとなっていくことが
重要である。個々の実証実験を推進すると同時に、データの収集・
▲環境未来都市構想推進国際フォーラム（2017/10/4）

管理・運用の仕組みづくりや、地域企業や関連機関のコミュニティ
形成をさらに進める必要がある。
同時に、世界に発信力のあるまちづくりを目指し、SDGs 未来都
市への応募も視野に、まちづくりの目標値を見定め、プロジェク
トを整えていく必要がある。
次年度以降の重点課題
▶ SDGs 未来都市の検討・推進
▶ AI・IoT 分野での実証フィールドとしての連携支援体制の構築

▲エクスカーション「柏の葉フィールドツアー」

5. ＵＤＣネットワークの拡大

▶ UDC ネットワークの強化と人材育成

／第 5 回ＵＤＣ会議＠柏

2017 年 4 月に設立された「大田クリエイティブタウンセンター：
OCTC」
（東京都大田区）が新たに UDC ネットワークに加盟したこ
とにより、全国の UDC は一つ増えて 16 か所となった。支援組織
として昨年度設立した（一社）UDC イニシアチブには全国よりセ
ンター設立の相談が寄せられており、設立に向けて具体的な準備が
進む地区も複数ある。
第 5 回 UDC 会議を 10 月 5 日に柏市の中心市街地で開催し 120 名
を超える参加者を得た。「街なかにおける UDC の役割」を主題に、
ゲストスピーカーとして保井美樹法政大学教授を招き、エリアマネ
ジメントの最新動向も踏まえながら活発な議論が展開された。
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