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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

2019 年度の主なトピック
１．スマートシティ先行モデルプロジェクト始動
国土交通省が推進するスマートシティモデル事業の公募を受け、柏
市、三井不動産、UDCK が中心となり、計 19 団体で構成される柏
の葉スマートシティコンソーシアムを設立。企画提案を行い 2019
年 5 月に全国 15 地区の「先行モデルプロジェクト」の一つとして
選定された。今年度、モビリティ、エネルギー、パブリックスペー
ス、ウェルネスの 4 つの課題に対して、先端技術やデータプラッ
トフォームを活かした取り組みを推進するとともに、実行計画を策
定した。

▲柏の葉スマートシティのダイアグラム

２．柏の葉イノベーションフェス初開催
多様な分野での連携が活発化してきた近隣地域の大学・研究機関の
魅力を発信する場として、「柏の葉イノベーションフェス」を初開
催した。時期は、例年開催している「アジア・アントレプレナーシッ
プ・アワード（AEA）」を中心とする 10/26-11/4 の期間とし、「日
本の未来が見つかる 10 日間」をテーマに、最先端で活躍する知識
人の講演や最新テクノロジーを身近に感じ、未来の生活を体験でき
るコンテンツをまち全体で展開した。

▲初開催された柏の葉イノベーションフェス

プログラムの様子

３． ウォーカブルなまちづくりの推進
国土交通省において、
「居心地が良く歩きたくなるまちなか」形
成が打ち出され、募集や各種施策の充実が図られるなか、柏市も
「ウォーカブル推進都市」に名前を連ねるなど、歩きたくなるまち
づくりに向けた動きは加速している。
健康まちづくり部会では、「ウォーカブルデザインガイドライン」
の普及啓発と実装に向け、ウォーキングイベントの開催、歩行誘導
サイン計画を進めるとともに、1 月 18 日には健康まちづくりフォー
ラムを大々的に開催した。

▲ウォーキングイベントの一コマ

４．ラグビー W 杯

歩いた道の感想・印象を地図に書き込む

オールブラックス来柏

ラグビー W 杯にあわせ、ニュージーランド代表オールブラックス
が柏の葉で事前キャンプを実施。事前キャンプを控え、
柏の葉では、
駅前フラッグやゲートスクエアプラザのバナーフラッグの掲示など
を行い、まち全体で歓迎ムードを高めてきた。そして 2019 年 9 月、
オールブラックスが柏へ到着。お出迎えの際には多くの人が駅前の
ガーデンホテル前に集まり、あたりは歓声に包まれた。そこで披露
された柏ラグビー協会の子ども達による「柏ハカ」はメディアに大
きく取り上げられ、柏×オールブラックスの印象を国内外に印象付
けた。
▲オールブラックス来柏

WELCOME イベント

2019 年度の主な受賞
・
「柏北部東地区農あるまちづくり実行委員会」 千葉県都市協会まちづくり功労者表彰
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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

する。現行の気象データと過去実績に基づく需要予測から、イベン
柏の葉では、2009 年頃から駅周辺街区において、CO2 見える化シ

ト予定や設備稼働データなどより粒度の細かいデータも取り込むこ

ステムのマンションへの装備や省エネポイント導入など、生活レベ

とが出来るようにすることを検討している。

ルでの省エネ促進プロジェクトに取り組み、2014 年度からは、駅
周辺街区におけるエリアエネルギーマネジメント（AEMS）が稼働

2. 太陽光発電設備の保守管理 IoT プラットフォームの導入

している。システム維持費負担の問題等から分譲住宅における省エ

現在「柏の葉ゲートスクエア」および「ららぽーと柏の葉」には、

ネ関連システムの運用は昨年度をもって終了しており、生活レベル

太陽光発電設備のパネルを合計で 2,800 枚設置している。その太陽

での省エネや環境配慮について、新たな仕組みの構築が求められて

光発電設備の保守管理の効率化を目的として、ヒラソル・エナジー

いる。今年度本格的に始動したスマートシティプロジェクトの一環

社の IoT プラットフォーム「PPLC™-PV」の試験導入を行うべく、

として、AEMS を基盤としたシステムの高度化や、IoT を活用した

計画検討を進めた。

太陽光発電設備の保守管理に係る検討を具体化している。

具体的には、各パネルに１個ずつセンサーを取り付け、パネルごと

イノベーション・キャンパス地区一帯では、2016 年度にまちづく

の汚れや劣化状況の自動検知を行って、太陽光発電設備の性能を管

り計画が LEED-ND のプラチナ認証を取得し、
「環境配慮方針」をま

理し、発電効率の維持改善、最適保守を行うものである。

とめており、個々の開発に際して、引き続き環境配慮に係る協議を

また、従来までの「低炭素化」の取組を進化させ、
「脱炭素化」の

行っている。

まちづくりを目指すことで、環境志向の高いグローバル企業等の誘

生態環境に関しては、こんぶくろ池自然博物公園において自然観察

致促進も想定しながら、総合的な視点から検討を進めている。

体験などを継続。アクアテラスでは、VIVITA による生態系調査が
完了し、報告会が行われた。

1. AEMS の運用と高度化検討
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、
実績が 7 〜 8 月で計 11 回となった。太陽光や蓄電池の活用によ
り、今夏、ゲートスクエアにおいて 14.1％、ららぽーとにおいて
20.8％のピークカットに成功している。
2018 年度の CO2 の排出量は全体で 3,157t（基準値に対する削減量
は 2,374t-CO2）であり、CO2 削減率としては 2018 年度は 17 年度

▲太陽光発電設備の保守管理 IoT プラットフォーム全体図

から若干減ったものの 42.9％となっている。過年度同様に、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

3. 地域新電力事業の検討

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

柏市内における再生可能エネルギーの利用促進に向け、昨年度か

40％削減を上回っている。

ら「地域新電力事業」の可能性について、継続的に関係機関を交

AEMS については、現在設備更新が計画されており、機能改善等に

えた検討を進めている。

より多くのデータが活用可能となる。スマートシティプロジェクト

今年度は、台風 15 号、19 号をはじめとした自然災害が多発し、市

の一環として、AEMS を基盤としたエリアエネルギーマネジメント

民生活における電力・エネルギーの安定供給が大きな社会問題に

をより高度化し、脱炭素化に向け、様々な取り組みを行うべく、今

なり、行政運営及び地域活動等での電力・エネルギーの重要性が

年度、システム改修の検討を進めた。AEMS 自体はシステム構成を

再認識されたこともあり、これまで検討してきた、単なる「電力

変更し、外部からの利活用可能性の高いデータをクラウド上に保存

需給・供給の手段」だけではない、持続可能なまちづくりを支え

することで、利活用を推進できるようにするほか、Web 表示機能

る「地域新電力事業」の可能性について、改めて検討している。

をクラウドへ展開することによりデータ公開も可能となる。電力融

特に、柏市は、再生可能エネルギーの資源が太陽光等、限定的で

通の最適化に向け、より精度の高い需要予測システムの導入も検討

あるため、エネルギーの自立化も含めた低炭素化・脱炭素化に向
けたまちづくりを検討しつつ、安全で安心できるまちづくりを支
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える、電力・エネルギーとしての「地域新電力事業」のあり方を、
関係機関とともに検討を進めている。
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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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▲地域新電力事業のイメージ

4. 建築物の環境配慮に係る協議
LEED-ND のもととなっているイノベーション・キャンパス地区の
まちづくりビジョンや環境配慮方針に基づき、地区内の開発におい
て、環境配慮型の施設整備に取り組まれている。133 街区に整備中
の商業施設では、駐車場において雨水浸透施設と緑化帯を一体化し
たバイオスウェイルが整備されている。

▲アクアテラスでの水生生物調査

今後の課題と展望
「エネルギー」は柏の葉スマートシティの一つの柱となっており、
今年度の検討に基づき、AEMS のシステム構成の変更（一部ク
ラウド化）と需要予測の精度向上に向けて、次年度システム構
築を行う予定である。また、太陽光発電設備の保守管理 IoT プ
ラットフォームの導入についても、2020 年 4 月から、800 枚の
パネルに 1 個ずつセンサーを取り付け、システム稼働を予定し
ている。これらにあわせて、持続的な省 CO2 活動を実施するた
め、各建物およびエリア全体の実施状況、推進状況を共有する
場として関係者による推進体制を構築する予定である。
LEED-ND 認証を受けているイノベーション・キャンパス地区で
▲雨水が流れ込むように設置された植栽帯（バイオスウェイル）

は、環境にも配慮したオフィスが次年度竣工予定である。引き

5. 生態系の調査や観察会

続き個々の開発に際して、環境配慮方針に基づいて協議を行い、

■アクアテラスの生物調査（VIVITA）

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

二号調整池（アクアテラス）では、昆虫類、魚類、鳥類など様々

る。

な生物がみられるようになっている。昨年度に引き続き、隣接す

省エネ・省 CO2 型・省資源型ライフスタイルの定着や周辺エリ

る T-SITE で子ども向けのスクールを運営する VIVITA による子ど

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

もたち向けのプログラム「VIVITA アクアテラスラボ」として、生

係る市民レベルでの活動の広がりを生み出すべく、今年度、フー

態系の調査が行われている。
（協力：ココペリプラス寺田浩之氏）
。

ドロスや廃棄物削減をテーマとした活動について、大学や柏市

2018 年 10 月から季節ごとに行われており、2019 年 6 月の K サロ

含めた検討を開始し、2020 年 3 月の食のイベント（グルメフェ

ンでも、活動について報告と意見交換が行われた。2020 年 2/9（日）

ス）でキックオフを行う予定であった。イベント自体が中止と

には、アクアテラス内にて報告会が開催されたが、強風のため縮小

なりスタートは次年度中に持ち越されたが、環境共生都市とし

開催となったころから、4 月に再度開催される予定である。

ての柏の葉を支えるのは、市民一人ひとりの暮らしであるとい

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

う認識に立ち、引き続き取り組みを進める必要がある。
■こんぶくろ池自然博物公園
T-SITE との連携によって夜の昆虫観察会 (8/3) が催されたほか、

次年度以降の重点課題

NPO 法人こんぶくろ池自然の森の主催で定期的な自然観察会、池

▶ AEMS のシステム強化と主要施設が連携した省 CO2 推進体制

めぐりスタンプラリー＆ワークショップ (11/24) が開催され、市内
外から多くの人々が訪れた。市民主体による調査活動や、東京大学、
千葉大学の教授・学生による植生や昆虫などの調査・研究活動が行

の構築
▶フードロスや廃プラスチック削減等、社会的関心の高いテー
マでの参加型の活動の開始・拡大

われている。
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目標

創造的な産業空間の醸成
ド（AEA）
」をその一環として開催した。

KOIL を 拠 点 と し て、 地 域 の ベ ン チ ャ ー・ 中 小 企 業 等 へ は

＜柏の葉イノベーションフェス・開催概要＞

31VENTURES のビジネス支援メニューが提供されており、TX アン

日程：2019/10/26-11/4

トレプレナーパートナーズ（TEP）を中心とした技術系ベンチャー

開催地：KOIL、KCC（柏の葉）
、ららぽーと柏の葉など

企業への重点的なハンズオン支援も継続されている。

柏の葉イノベーションフェスでは、
「日本の未来が見つかる 10 日間」

また、柏の葉 IoT ビジネス共創ラボ、及び、イノベーションフィー

をテーマに、最先端で活躍する知識人の講演や最新テクノロジーを

ルド柏の葉を通じて、TEP ベンチャー企業、AEA ベンチャー企業の

身近に感じ、未来の生活を体験できるコンテンツを、東大、千葉大、

ほか、市外の大手企業・中小企業等の柏の葉とのマッチングも活発

国立がん研究センター東病院、産総研、柏の葉 T-SITE などとの連

化してきている。

携を通じて、街中の施設を使って開催した。

2019 年春には東京大学柏Ⅱキャンパスにて産総研柏センターが本
格稼働し、秋には隣接地に東大の産学官民連携棟とあわせて共同竣
工式が行われた。また、国立がん研究センター東病院の隣接施設
（
（仮
称）三井リンクラボ柏の葉）に関する開発計画も発表されるなど、
研究拠点の集積に期待が寄せられる年であった。

▲柏の葉イノベーションフェスのプログラム（抜粋）

＜ AEA2019・開催概要＞
▲東京大学柏Ⅱキャンパスに竣工・稼働した産総研柏センターと東大産学官民
連携棟

日程：2019/10/30-11/1
開催地：KOIL、KCC（柏の葉）

1.31VENTURES/TEP におけるベンチャー支援
KOIL では、31VENTURES による中小・ベンチャー企業支援として
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
どが行われている。
一方、技術系ベンチャー企業にフォーカスする TEP は、日常的な
メンタリングや専門的支援、毎月のプレゼン会、年 1 回の「ビジ
ネスプラン作成セミナー」（11/9,10,24,12/8 開催／受講生は柏市で
の法人設立費半額）、沿線の行政・研究機関との「支援者連絡会議」
のほか、沿線の大学・研究機関からのアントレプレナー育成プログ
ラム・ベンチャー支援プログラム等の運営・支援に関する業務委託
を受けて、広域的な新産業創造の活動を強化している。
また TEP は、沿線の新産業創造をさらに促進していくことを目的
として、2020 年 2 月 27 日に設立されたつくば・スタートアップ・
エコシステム・コンソーシアムに、沿線の大学・研究機関らと共に
参画することとなった。

▲ AEA2019 の様子

本年も AI/IoT またはライフサイエンス / メディカルの技術系ベン
チャーを対象としてアジア 15 か国から 27 社の企業が集結した。
本年は JETRO との連携を強化したことで、国外からの一般公募枠
への応募が大幅に増加した。結果としては、シンガポールの血液に
よる新たな敗血症検査を行う Accumen Research Labs が優勝し、1

2. 柏の葉イノベーションフェスと AEA2019
本年初の試みとして、連携が活発化してきた地域の大学・研究機関
の魅力を発信する場として、
「柏の葉イノベーションフェス」を企
画し、毎年開催している「アジア・アントレプレナーシップ・アワー
6
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位〜 3 位全社に対して柏の葉の実証実験支援に向けた協議が開始し
ている。本年は、例年の約 3 倍の協賛企業が参画し、開催中は延べ
約 350 名の参加者があったことも、本イベントが例年に増して盛
況であったことが分かる。

3. ＡＩ・ＩｏＴ分野のプロジェクト

5. 企業誘致活動

昨年発足した柏の葉 IoT ビジネス共創ラボでは、本年は勉強会等か

イノベーション・キャンパス地区、こんぶくろ池公園近隣地区など、

ら発展し、ワーキンググループ（物流 WG、環境 WG、ヘルスケア

昨年度までに企業誘致のための大規模敷地について土地利用条件が

WG）毎に具体プロジェクトの推進を軸として活動した。

整えられてきた。三井不動産が現在 141 街区に建設中のクリエイ

物流 WG では、柏市公設市場の魚市場内にて温湿度計測を行い、

ティブオフィス、国立がん研究センター東病院の隣接地のライフサ

HACCP（食品等事業者が、原材料入荷から製品出荷に至る全工程

イエンス拠点（
（仮称）三井リンクラボ柏の葉）開発計画など、動

で製品の安全性を確保する衛生管理手法）を見据えたソリューショ

きは活発化している。企業誘致に向けて、まち全体で、柏の葉独自

ンの一環で市場内の温度の遠隔監視を開始した。

の創業環境としての魅力を打ち出すとともに、千葉県、柏市、三井

環境 WG では、柏の葉エリア一帯に屋外温湿度計測を行うセンサー

不動産等が連携して引き続き取り組んでいる。

を 28 箇所一定間隔で取り付け、LoRaWAN を活用したデータ収集
を行い、ヒートマップ作成や猛暑時の注意喚起に活かす。
ヘルスケア WG では、国立がん研究センター東病院（NCCE）をフィー
ルドとし、患者の待ち時間軽減に向けた課題の見える化を目的と
して、BLE タグと LoRaWAN を活用した患者の人流計測を行った。
この結果、待ち時間が発生している課題が明確化し。患者のスト
レス軽減や病院の効率運営に向けた対策のアイディアとして、遠
隔チェックインシステムの構築が推進中であり、国交省スマート
シティのプロジェクトとしても実施される予定である。

▲（仮称）三井リンクラボ柏の葉の完成予想パース

今後の課題と展望
ライフサイエンス・メディカル分野、AI・IoT 分野ともに新産業
▲柏の葉 IoT ビジネス共創ラボ・ヘルスケア WG

4. ライフサイエンス / メディカル分野のプロジェクト
本年も、NCCE、中小企業基盤整備機構関東本部、TEP の共催で、
第 3 回メディカルデバイスイノベーション in 柏の葉を開催した。
内閣官房、経済産業省、厚生労働省に籍を置き日本の医療システム
に知見のある江崎禎英氏のほか、ジョンソンエンドジョンソンの
楠淳氏らをゲスト講演に迎え、医療機器関連ベンチャー企業のピッ
チを行い、東病院のドクターや製販企業、VC 等とのマッチングを
行った。

おり、柏の葉を拠点とした産業創造環境が整いつつある。IoT ビ
ジネス共創ラボやイノベーションフィールド柏の葉のプラット
フォームを活かした実証実験も増加し、柏の葉スマートシティ
コンソーシアムを核に、新たなプロジェクトも着実に進められ
つつある。
2020 年秋には 141 街区に建設中の三井不動産のオフィスも竣工
予定であり、業務エリアが拡大する。
イノベーション・キャンパス地区、こんぶくろ池自然博物公園
周辺地区の大街区の立地環境の優位性を PR しながら、公共、企
業、大学が強力にタッグを組み、引き続き企業誘致活動を進め

＜開催概要＞
日時：2019/9/19

創造に向けた連携が加速。TX 沿線でのエリア連携も活発化して

開催地：KOIL スタジオ

ていくことが次年度以降も大きなテーマとなる。
次年度以降の重点課題
▶ AI・IoT 分野 / ライフサイエンス・メディカル分野での実証実
験の支援と関連企業の呼び込み
▶個別の企業誘致活動の展開

▲第 3 回メディカルデバイスイノベーション in 柏の葉（2019/9/19）
フォローアップ調査 2019
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目標

国際的な学術・教育・文化空間の形成

「地域環境国際化戦略」に基づき、外国人が暮らしやすいまちの環
境形成に向けた取り組みを引き続き進めている。
今年度は、ラグビー W 杯 2019 におけるニュージーランド代表
（オー
ルブラックス）の事前キャンプが柏の葉で開催され、訪問前の準備
段階から、まち全体で応援や交流に係るイベントが行われた。
未来こどもがっこうでも、ニュージーランドをテーマにしたプログ
ラムを実施した。ピノキオプロジェクトや柏の葉 T-SITE における

▲未来こどもがっこう

プログラムなども含め、こども対象のプログラムは多様化している

■ピノキオプロジェクト

が、各プログラムの効果を高めるべく、情報連携を図っている。

様々なプログラムの様子

「防災」をテーマに準備を進めていた「ピノキオプロジェクト」は、

柏の葉をフィールドとして最先端の専門的人材を育てる教育プログ

10 月の台風 19 号により甚大な被害が発生したため中止となった。

ラムとしては、都市環境デザインスタジオのほかに、東京大学、千

まちに、子ども目線での気づきや刺激を提供することで、人々の暮

葉大学による国際的なプログラムが複数継続されている。

らしに役立ちたいという、ピノキオプロジェクトで育った子どもた
ちの意思を実現させるために、翌２月に、従来のお仕事体験形式で

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」に基づき、地域国際化部会でフォローアッ

はなく、未就学児の子どもから大人まで参加することができる小さ
なワークショップ形式で、様々な防災の知恵を楽しく学べる体感型
プログラムとして開催した。

プを進めた。
■情報提供：「柏の葉キャンパスタウンマップ」の改定。
■小学校への出張授業：十余二小学校の生徒を対象に、東大新領域
の留学生が交流プログラムとして自国の文化、簡単な言語を紹介。
（9 月に 3 回、12 月に 2 回、2 月に 1 回）
■県立高校へのサポート：県立柏高校に東大新領域の留学生が赴き、
高校生が実験に関するプレゼンを英語で行う際のアドバイスなどを
実施。
（5 月、6 月、2 月に各 1 回）
■文化交流：run & cafe bunny burrow で市民有志グループによる
International Night を開始（週に一度開催）。UDCK では東大新領
域国際交流室の協力により、9 月に K サロン International Special
を開催。ラオス 、イラン、ドイツからの留学生による自国の紹介、
交流会を実施した。

▲ピノキオプロジェクト 2019（2/24）

■ヤングパワームーブメント
さわやか千葉県民プラザが主催する「若者のまちづくりへの取り組
みを通じた社会参画」
を目的とした取り組み。今年度のテーマは
「子
育てにやさしいまちづくり」。市内の高校生 5 名が参加し、企画の
設計や地域への落とし込み方を学んだ。11/30 に成果発表として、
「親子で落ち葉と木の実の工作遊び〜楽しみながらこんぶくろ池の
自然を学ぶ〜」を開催。約 40 名の方々が参加した。

3. 地域まちづくり学習
■まちづくりスクール
柏市まちづくり公社が主催するまちづくりの担い手を育てること
を目的とした市民講座である。今年度は「アーバンデザインは健康
▲ K サロン International Special（2019/9/18）

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
大学や地域の研究機関等の協力により、ゲノムからサケまで、幅広
い学びのプログラムを提供したほか、産総研デザインスクールと一
緒に、子どもから大人まで参加できるプログラムも実施した。昨年
から引き続き、柏の葉小学校の子どもたちが作る作品「星の箱」を
通じて、ニュージーランド代表選手団を応援するとともに、ニュー
ジーランドの自然と文化、そして人とのつながりを拡げていくこ
とを目指した『柏の葉の子どもたちからの光のメッセージ TO ALL
BLACKS』を実施。子どもたちが手掛けた作品には千葉県産の間伐
材を使用した。
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寿命を伸ばすことができるのか？〜体を動かしたくなるまちづく
り "Active Design の最新事情を学び、実践を考える〜」をテーマに
開催し、柏市内外からの受講生 20 名が参加した。
▼まちづくりスクール 2019 の概要
アーバンデザインは健康寿命を伸ばすことができるのか？
第 1 回 歩きたくなる街を目指す柏の葉ウォーカブルデザインと海外・国内のケースス
9/14 タディ
（土） - 花里真道 氏 千葉大学予防医学センター准教授
第２回
10/6
（日）
第３回
10/20
（日）
第４回
10/27
（日）

- 出口敦 UDCK センター長、東京大学教授
自分の状態を記録し、認識し、継続する。
「個」を動かすデザイン
- 小林吉之 氏 国立研究開発法人産業技術総合研究所
プロスポーツクラブが都市に活力を与え市民を健康にする〜スポーツコミュニ
ティの形成と持続〜
-TACHIKAWA DICE.EXE (3 × 3 プロバスケットチーム ) 副本部長 岩下光明 氏
柏の葉ウォーカブルデザインガイドラインへのフィードバック
- 柏の葉アーバンデザインセンター UDCK 副センター長 三牧浩也
- 同ディレクター 青木公隆（建築都市）
、八崎篤（地域連携）

6. 街まるごとオープンキャンパス
柏の葉エリアに立地する施設の一
般公開イベント、その他企業や市
民団体の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」を今年度も実施した。
今年度はビジュアル面を一新し、
統一した MAP、ポスター、西口線
▲まちづくりスクール

■千葉大学柏の葉カレッジリンク・プログラム
千葉大学が 2009 年から展開してきた公開講座「カレッジリンク・
プログラム」は、今年度から形を変え、千葉大学環境健康フィール
ド科学センターが実施する新たな履修証明プログラム「多様な農福
連携に貢献できる人材育成プログラム」となった。
「障害者支援」
×「高齢者支援」×「都市農業」×「QOL 向上」をテーマに多様
な農福連携プログラムを企画・運営するための知識・実践能力を持
つ人材を育成することを目的として、1 月〜 3 月に開講された。

4. 都市環境デザインスタジオ
14 年目となる都市環境デザインスタジオはテーマを「郊外での新
しいくらし方を考える」とし、国道 16 号北側のエリアを対象地と
した。東京大学・千葉大学・東京理科大学の大学院生 30 名が 6 グ
ループに分かれて提案を行った。1/25 に開催した最終講評会には、
多くの地域関係者が参加し、活発な意見交換が行われた。

のバナーフラッグを用いて柏の葉
のエリアプロモーションを行なっ
た。また、まちのイベント情報サ
イト「柏の葉ナビ」とも連動し、
印刷物に掲載できない企画も紹介
した（計 28）
。

▲一新した「街まるごとオープン
キャンパス」のキービジュアル

7. ラグビー W 杯

NZ 代表事前キャンプ

2019 年 9 月 10 日〜 14 日の事前キャンプでは、宿泊施設・練習グ
ランドなどを提供し、ホスト市として柏市内の運送・グラウンド整
備会社の協力を得て、事前キャンプのサポートを実施。そのほかシ
ティドレッシングやオールブラックスの出場する試合のパブリック
ビューイング、オフィシャルグッズショップの展開や TVCM、都内
交通広告（電車・タクシー等）
、応援イベントの実施など様々な応
援プログラムを実施した。
9 月 14 日 に は、「KASHIWA
RUGBY DAY 2019 in KASHIWANO-HA」として、市民歓迎イベ
ントを行い、NZ 代表選手 5 名
とのサイン会、写真撮影、ボー
ルリレー対決などを通じて多く
の柏市民が選手と交流した。

▲都市環境デザインスタジオ公開講評会（2020/1/25）

5. 国際的教育プログラム

▲ KASHIWA RUGBY DAY 2019
in KASHIWA-NO-HA

今後の課題と展望
2019 年度はラグビー W 杯の影響もあり、
国際交流の気運が高まっ

■ X-LAB サマー・プログラム

たが、日常の生活環境として、各種施設やサービスの英語対応、

未来環境構築のための建築や都市デザインの戦略を研究すべく、実

国籍を問わずに参加し楽しめる文化・交流の場づくりなど、取り

施されている「X-LAB サマー・プログラム」（新建築社共催、三井

組むべきことはなお多い。日本を代表するスマートシティとして

不動産協賛）
。３か年の最終年次となる 2019 年は「レジリエンス」

海外からの注目も高まり、
外国人来訪者も増えている。引き続き、

をテーマに 7/26 〜 8/9 にスタジオを開講。世界の 15 大学から学
生 19 名が参加。東京臨海部を対象に提案を行った。
■極東ロシアの未来農業に貢献できる領域横断型人材育成プログラム (FARM)
千葉大学環境健康フィールド科学センターでは、2017 年度から文

「地域環境国際化戦略」に基づく、外国人が訪れやすく暮らしや
すい環境づくりを継続して進める必要がある。サポート役となる
地域コミュニティの育成・連携を図っていくためにも、2020 年度、
「国際化」をテーマとしたフォーラム実施も検討している。

科省「大学の世界展開力強化事業〜ロシア、インド等との大学間交

まちの成長とともに、小学生だけでなく、高校生・大学生が参加

流形成支援〜」の採択を受け、極東ロシアの大学と連携し、多様な

ないしは実行主体となるプログラムも増えつつある。一方、プロ

植物工場の計画、生産から販売までのマネジメントに関わるプロ

グラムによっては運営費の継続的確保が困難になっている。まち

フェッショナルな人材育成プログラムを実施している。

全体を学びのフィールドとしていくという視点にたち、プログラ

■ GPSS-GLI

ムを再編し、より持続的で効果的なものとしていく必要がある。

グローバルフィールド演習 - 柏の葉

東京大学 GPSS-GLI（サスティナビリティ学グローバルリーダー養
成大学院プログラム）による留学生を対象とした演習プログラム。

次年度以降の重点課題

柏の葉スマートシティを対象に、都市のサスティナビリティを考え

▶地域の外国人サポートコミュニティの育成・支援

るもので、今年度は「SDGs」をテーマとして実施し、留学生から

▶まち全体を学びと体験のフィールドとして、持続的に活動を続

はさらなる市民参加の強化の必要性などが提案された。

けていくためのプログラムの再編
フォローアップ調査 2019
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目標

サスティナブルな移動交通システム
2. 交通可視化

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

ITS 推進協議会の交通情報利活用部会で運用中の「柏市域交通状況

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

モニタリングツール」の最大限活用を前提に、ETC2.0 プローブデー

化のむずかしさから終了するなど、交通系の取り組みは収束気味で

タ等の交通系情報基盤により、駅周辺の交通状況を可視化・モニタ

あったが、今年度スマートシティプロジェクトにおいて「モビリ

リングするツールを開発するプロジェクトがスタートした。これに

ティ」が柱の一つに位置づけられるなど、次世代型の交通サービス

より地域内を走行する車両の移動を把握し、柏の葉エリアにおいて

導入の動きが改めて活発化している。

は、都市機能の集積により高まる移動需要に対応可能な、新たな移

今年度は、MaaS(Mobility as a Service) の導入に向けた検討を開始

動サービスへの展開に活用することを視野にいれている。

し、その中でシェア系のサービスを位置づけ、また新規に導入して

本プロジェクトは、柏の葉スマートシティプロジェクトの一環とし

いく方向となっている。こうした動きの一環として、電動キックボー

て実施されており、表示範囲、表示データ、加工内容等の具体的な

ドの導入についても検討が始められた。

アウトプット要件をコンソーシアム内でヒアリングにて把握し、設

駅徒歩圏外エリアにおけるまちづくりが本格化していることを背景

計に反映することとしている。

に、地域内循環交通の強化策の一つとして準備を進めてきた自動運
転バスが、2019 年 11 月より営業運行の実証実験を開始しており、
今年度の大きなトピックとなった。
沿線全体の発展の中でラッシュ時における TX の混雑が激化してお
り、今年 8 両化が発表された。柏市では 2019 年 2 月に「地域公共
交通網形成計画」を策定し、今年度からは二か年かけて「第二次総
合交通計画」の策定が進められている。

1. 自動運転バスの実証実験
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みつつあ
る。自動運転の実用化に向けた先端的研究が行われている東京大学
生産技術研究所が、2017 年 4 月に柏キャンパス内に機能移転され
たことを受け、柏の葉エリアにおいても域内交通手段として早期に
自動運転バスの導入を目指すこととし、2017 年度から、東京大学、
東武バスイースト、先進モビリティ等の関係主体からなる検討 WG
を立ち上げた。
今年度、車両の確保、運行体制等の協議が整い、2019 年 11 月 1
日〜 2020 年 3 月 31 日の長期にわたり、柏の葉キャンパス駅から
東大を結ぶ約 2.9km の区間をつなぐ、営業運行の実証実験を開始
した。既存の東大シャトルバスの運行頻度が低い昼の時間帯におい
て一日 4 便運行し、レベル 2 相当での自動運行ながら、最高速度
40㎞で長期の営業運行を行っている。
バスの営業運行としての運用可能性や社会受容性の検証がメインで
あり、2020 年 2 月には自動走行可能区間の延長に向け、走行区間
の一部に磁気マーカを設置した。最終的には無人でのレベル 4 運
行を行うことを視野に、2020 年度の継続も決定している。

▲交通可視化イメージ

3. MaaS の導入に向けた検討
域内の交通機関に関する経路検索、予約、決済機能を包括的に提供
する MaaS（Mobility as a Service）に社会的な注目が集まる中、生
活者の利便性向上の観点から MaaS 導入に向けた検討を開始した。
三井不動産では、フィンランドで世界初の MaaS 社会実装（サブス
クリプションプランの提供）を実現した MaaS Global 社と連携し、
柏の葉エリアでの MaaS アプリ「Whim」による複数の交通機関の
接続を目指し、各交通事業者との協議を具体化している。MaaS 導
入検討と並行し、生活者ごとの最適な交通手段の組合せを検討すべ
く、スマートドライブ社（東京大学発ベンチャー）と、マイカー移
動データの可視化を目的とした実証実験を実施中である。
（2020 年
2 月〜 8 月予定）

▲自動運転車両のシステム概要
10
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▲ MaaS(Whim) のイメージ

出典：whim ウェブサイト

4. 電動キックボードの導入可能性の検討・試乗会開催

いた歩行者交通量調査、公共交通部会における MaaS の検討も、ス

ラストワンマイルの交通手段として、海外で急速に成長している電

マートシティプロジェクトと関係の深いテーマであり、今後連携し

動キックボードのシェアリングサービスは、日本国内では法整備が

て推進する可能性がある。

進んでいないこともあり、普及が進んでいない。

新車両検討部会では、日常用途として用いる超小型モビリティの成

電動キックボードを安全に運用するための制度作りや地域での実装
を目指す活動をしているマイクロモビリティ推進協議会との共催
で、柏の葉イノベーションフェスにて、民地内（ゲートスクエア）

立条件として、
「NNC コンセプト」がまとめられ（英語の「Narrow」、
「Near」
、
「Current」の頭文字を採ったもの）、今後具体的な車両の
開発検討に入る予定である。

での電動キックボード試乗体験会を実施した。
協議会とは、試乗体験会の振り返りを通じて、今後法改正等の動向
を注視しながら、柏の葉での展開に向けた協議、情報交換等の連携

今後の課題と展望

をしていくことを確認した。

自動運転バスはレベル 4 に向けて、システムの高度化を進める
とともに、将来的には循環型の地域内交通としていくことも視
野に持続的な通常営業を目指す。
2020 年度からは、「Whim」を活用した MaaS の実験も開始され
る予定であり、これに既存のモードから新規モードまで様々な
移動サービスを紐づけていくべく、関係交通機関やサービス事
業者との協議を継続する。
柏の葉エリア全体としては、2013 年度に策定した「柏の葉交通
戦略」があるが、こうした新たな動きが生まれつつあるなか、
エリア内の各道路の位置づけ（断面構成やデザイン）や利用者
が混乱しないためにも、柏の葉全体における交通ネットワーク
やサービス連携も含めた考え方を改めて整理する必要がある。
柏市では、次年度「第二次総合交通計画」が策定される予定で

▲電動キックボード試乗会の様子

あることから、これらとも歩調を合わせながら、新たな交通戦
略を検討・策定することとする。

5. 柏 ITS 推進協議会

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

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

を推進することとする。

会」
（現会長：須田義大東京大学教授）が 2010 年 2 月に設立され、
2020 年 3 月時点で幹事会員 22 団体、一般会員 30 団体が参画して

次年度以降の重点課題

いる。「超高齢社会に対応した柏市のモビリティデザイン」の構築

▶自動運転バスの継続運行と技術高度化

を全体のテーマとして、5 つの部会において、研究開発・実証実験

▶ MaaS の実証開始と交通モード連携の推進

が継続されている。

▶「柏の葉交通戦略」の改訂

▼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
（鹿野島東京大学准教授）

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
（鹿野島東京大学准教授）

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

企 画 部 会 の 自 動 運 転 バ ス の 実 証 運 行、 交 通 情 報 利 活 用 部 会 の
ETC2.0 プローブデータ活用、中心市街地活性化部会の ICT 利活用
による道路の簡易劣化診断は、スマートシティプロジェクトとも連
携しており、本協議会の活動が柏の葉のまちづくりのなかで実証・
実装が進んでいる。中心市街地活性化部会で行われたカメラを用
フォローアップ調査 2019
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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「あるく・しゃべる（社会参加）
・

援イベント「赤ちゃん・パパママあつまれ！」を柏市の協力を得て

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

9/27 に開催。18 ヶ月までの乳幼児とその保護者 20 組が参加した。

て、参加型健康づくりを推進している。今年度からスタートしてい

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

る柏の葉スマートシティプロジェクトにでは、
「ウェルネス」を一

ス寄席」が東京大学落語会の協力を得て、11/9（土）に開催された。

つの柱としており、個人の健康データを活かした新たなサービスの

来場者は 100 名を超えた。

導入について、検討が本格化している。
「健康まちづくり部会」では、
「ウォーカブルデザインガイドライン」
の普及啓発と実装に向け、ウォーキングイベントの開催、歩行誘
導サイン計画を進め、1 月には健康まちづくりフォーラムを大々的
に開催した。柏の葉公園では、世界的なプロジェクトである「Park
Run」も始まっている。国土交通省が今年度から推進する「ウォー
カブル推進都市」に柏市も名前を連ねるなど、歩きやすい・歩きた
くなるまちづくりの動きは加速している。
職住近接型の新たなライフスタイルの発信・プロモーションとして、
今年度より「柏の葉スマートシティ求人サイト」を開設し、主に主
婦層をターゲットにジョブマッチングを行っている。

1. まちの健康研究所「あ・し・た」の運営

▲赤ちゃん・パパママあつまれ！

3. ウォーカブルなまちづくりの推進
■ウェルネスウォーキング

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・

「ウォーカブルデザインガイドライン」の普及と実装を目的に、昨

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、

年度「柏の葉ウェルネスウォーキング」を初開催したが、今年度も

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

5/25 に第 2 回
（48 名参加）、
11/16 に 第 3 回
（66 名参加）を開催した。

きる。運動・食・美容の専門家や理学療法士のアドバイスも受けら

できるだけ多様な世代、多様なレベルを対象にしたイベントとすべ

れる。2 月末現在の会員登録者は約 3,100 名。会員は、測定時に直

く、コースの設定などプログラムの工夫を重ねている。

近 6 回分の測定結果を受け取り、筋肉量等の現状や推移を確認で

■ウォーカブルサイン

きるほか、ホームページで過去のデータの閲覧も可能である。ポー

昨年度より調整を重ねていた TX 駅舎内の階段利用推進サイン「柏

ルウォーキング体験教室、おりがみさろん、ミニ遠足も継続的に開

の葉の達人クイズ」は、9/25 に設置が完了した。

催し、定番イベントとなっている。

か け だ し 横 丁 横 の 歩 専 道 に お い て、 ウ ォ ー キ ン グ 啓 発 サ イ ン

今年度、オープンから 5 周年にあたることを記念して、健康 Week
（9/30 〜 10/4）と健康 Day（10/5）を開催した。健康 Week では、

（「ウォークキャンバス プロジェクト（仮称）
」
）の設置に向けて、
内容・デザイン調整を進めている。

子育て世代を対象としたメイク教室や、内臓脂肪測定会、料理教室、
ヘアケア・ヘアスタイリング講座などを実施。健康 Day には、柏
の葉カンファレンスセンターにて口腔ケア・認知症・ウォーキング
等をテーマとした講演会と測定会を開催し、約 120 名の参加があっ
た。
昨年度に続き、あ・し・たの会員を被験者とする東京大学久恒研
究室の「食生活と脳機能の調査」に協力。今年度は方式の異なる 2
度の調査が行われ、延べ 200 名の会員が参加した。後日結果がフィー
ドバックされるため、被験者にとっても有益な調査となっている。
▲ウェルネスウォーキング

▲ TX 駅舎内階段「柏の葉の達人クイズ」

■健康まちづくりシンポジウム
柏市が、今年度国土交通省が推進する「ウォーカブル推進都市」と
なったことも受け、1 月 18 日に「柏の葉健康まちづくりシンポジ
ウム ウォーカブルなまちのデザイン」を開催した。千葉大学近藤
克則教授の基調講演ののち、パネルディスカッションでは、国交
省官民連携推進室の三浦良平室長にも登壇いただき、活発な議論を
行った。医療・健康分野からと都市デザイン分野の双方から、まち
の空間と人の健康がエビデンスベースでつながりつつある状況を共
▲まちの健康研究所「あ・し・た」 活動の様子
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有・発信する機会となった。

▲健康まちづくりシンポジウムの様子（2020/1/18）

▲農あるまちづくりイベント ( 子ども収穫体験 ) の様子（2019/10/26）

4. 柏の葉パスポート ( 仮称）の検討

7. ワーク＆ライフハーモニーの実現に向けて

2019 年度より柏の葉スマートシティプロジェクトの一環として、

暮らしながら働ける新たなライフスタイルの提案と、これを支える

個人レベルで取得した健康に関するデータを集約、ダッシュボー

仕組みづくりに向けたプロジェクトを、昨年度からスタート。当エ

ド機能で可視化、ストレージに蓄積するとともに、様々な健康医

リアに多い主婦層をターゲットとした「柏の葉スマートシティ求人

療サービスの提供につなげる「柏の葉パスポート（仮称）
」の構築

サイト」を、今年度新たに立ち上げた。柏の葉キャンパス駅から概

に向けた検討を開始した。次年度以降、以下の様なサービス導入

ね半径 3㎞圏内の求人情報を掲載し、安価な価格設定により、ベン

を進める予定である。

チャー企業の求人ニーズも支援するものとなっている。 7 月 2 日

・歩数を軸にした健康一般情報収集・活用サービスの導入
・食事情報を管理しダイエットを支援するサービスの導入
・処方箋の電子化を軸にしたお薬手帳サービスの導入
・健康診断の電子化と見える化・分析を行うサービスの導入

には、
サイト開設を記念して、
「柏の葉おしごとフェスタ」をカンファ

5. かけだし横丁
2018 年 9 月に 10 店舗でオープンしたかけだし横丁も 2019 年 11

レンスセンターにて開催。子育て世代、主婦層を主に 130 名が来
場し、高い関心が寄せられた。
一定のニーズがあることは確認されていることから、今後さらに主
婦層に特化した求人案件を増やすとともに、ボランティア情報も掲
載するなど、コンテンツを増やす必要がある。

月に全 20 店舗揃っての営業となり、
地域住民の新たなコミュニティ
形成の場となってきている。2019 年度は「第３回かけだしマルシェ」
や「柏の葉イノベーションフェスティバル」との連動イベント等、
地域の賑わいづくりにも貢献することができた。

6. 柏たなか

今後の課題と展望
「ウォーカブルなまちづくり」は全国的な動きとなっており、い
ち早く取り組みを進めている柏の葉は注目度も高い。引き続き健

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

康まちづくり部会を中心として、既存の空間の評価・改善並びに
新たな開発や公共空間整備に際して、最新の知見を取り入れてい

援や朝市等のイベント開催などの活動を行っている。

くことが重要である。スマートシティプロジェクトとして推進さ

■体験農園

れる「パブリックスペース」
（空間のセンシングデータ）と「ウェ

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

ルネス」
（個人の健康データ）に係る取り組みや関連データを連

る。空き区画数は 10 区画程度で推移しており、稼働率は高い。

携させることで、エビデンスに基づいた健康まちづくりを先導的

■イベント・サークル活動

に進めることが期待される。

昨年度から柏たなか駅前公園内（セナリオハウスパーク柏たなか）

「あ・し・た」は、柏の葉における健康づくりの拠点として多く

に拠点「環境コンビニステーション」を移し、様々なイベントや

の会員を獲得している。柏の葉における健康関連のプロジェクト

サークル活動を実施している。近隣住民の増加を受け、ファミリー

が新たな展開を見せるなかで、中長期的な展望を描き、機能を再

世帯を中心にいずれも増加傾向にあるが、今年度は悪天候により

編・強化していく必要がある。

朝市は中止，収穫祭は縮小開催となった。

企画を進めた食のイベントは新型コロナウイルスの影響で延期と

・7/6（土）朝市＠セナリオハウスパーク 雨天のため中止
・7/20（土）夕涼み会＠環境コンビニ ファミリー層を中心に 1,061 名が
来場
・10/26（土）子ども収穫体験＠セナリオハウスパーク 34 家族 111 名
が参加
・11/23（土）収穫祭＠セナリオハウスパーク 雨天により縮小開催となり、
約 100 名が来場

なったが、
健康テーマとも関連付けながら、
柏の「食」のプロモー

その他（実行委員会協力イベント）
・5/11( 土 ) 柏たなかファミリーフェスタ＠セナリオハウスパーク、ネー
ミングライツによる広島建設主催のイベントであり、約 2,800 名が来場
・10/14( 月・祝日 ) 柏たなかファミリーフェスタ＠セナリオハウスパーク、
ネーミングライツによる 2 回目のイベントであり、約 1,700 名が来場
・8/24( 土 ) ＴＸサマーフェスタ in 柏たなか＠セナリオハウスパーク、Ｔ
Ｘ開業記念イベントとして実施し、約 2,450 名が来場

ションを行っていく予定である。千葉大学の知見を活かし、柏た
なかで継続して取り組まれている「農あるまちづくり」とも連携
し、
改めて「農・食・健康」をつなぐプロジェクトを推進していく。
次年度以降の重点課題
▶スマートシティプロジェクトに係る各種データとも連携した
ウォーカブルデザインの具体化
▶「あ・し・た」の機能強化
▶「農・食・健康」をつなぐプロジェクトの推進
フォローアップ調査 2019

13

目標別活動報告

6

目標

公・民・学連携によるエリアマネジメントの実施
2. グリーンマネジメント

民間負担によって高質化された二つの公共空間「柏の葉キャンパ

ここ数年、柏の葉キャンパス駅周辺において夏場の夜間、ムクドリ

ス駅西口」と「柏の葉アクアテラス」の管理運営を UDCK が行っ

の集団飛来が問題化している。今年度は、ねぐらとなっているケヤ

ているが、2019 年度からは、昨年度に設立した「一般社団法人

キの剪定に加えて、まちづくり協議会で追い払いボランティアを募

UDCK タウンマネジメント」が柏市と協定を結び、実際の管理主体

集して対応を図った。

となっている。駅西口では、市民団体「かし＊はな」と「花山会」

地域団体の「かし＊はな」と「花山会」による、キャンパス駅周辺

が引き続き緑の維持管理を行っているほか、柏の葉キャンパス駅前

の花壇活動や、
「一般社団法人柏の葉カレッジリンクネットワーク」

まちづくり協議会での清掃活動も継続している。アクアテラスでは、

によるキャンパス駅東口のツバキの古木管理は、継続して活動が行

恒例となりつつある夏まつりに加えて、フラワーカーペットやラン

われている。

タンフェスなどの新たなイベントが開催された。
地元住民や市民団体との参画・連携は引き続き重要なテーマである。

3. センシングによる公共空間マネジメント検討

UDCK でのプロジェクト連携会議や K サロン等の機会を通じて、情

公共空間の安全安心の強化や一層の賑わい形成、持続的な維持管理

報共有や交流を行っている。今年度は K サロンを契機として、7 月

等といった課題に、新技術を生かして取り組むべく、今年度、柏の

に市民有志によるストリートピアノのプロジェクトも実施された。

葉 IoT ビジネス共創ラボのプロジェクトとして、柏の葉キャンパス

エリアの人口増を受け、広域的な自治組織である「田中地域ふるさ

エリア全体の温度・湿度計測がスタートしている。

と協議会」のエリア区分の見直しが柏市により進められ、新たなふ

さらに、スマートシティプロ

るさと協議会の設立に向けた協議も具体化している。柏の葉キャン

ジェクトの一環として、柏の

パス駅前まちづくり協議会の今後のあり方も含めて、持続的な自治

葉エリアに AI カメラや Wiﬁ セ

組織づくりも重要な局面を迎えている。

ンサーを設置し、
「安心・安全」
「不審者検知」
「見守りサービ

1.

ス」、
「都市空間運営」に活か

柏の葉キャンパス駅西口・アクアテラスの管理活用

■柏の葉キャンパス駅西口
まちのイベントとして定着しつつある、柏の葉夏祭りの企画とし
て「柏の葉 Healthy Summer Fes」を開催。歩道と民間敷地内を活
用したフリーマーケットや体験プログラムを実施し、まちに賑わい

す検討が進められている。

▲カメラ・センサー等設置場所イメージ

4. 駅前まちづくり協議会と新たな「ふるさと協議会」
新たなマンションを会員に加え、4 つの部会で活動を継続した。
【防災に係る活動】

が拡がった。11 月からは 62 本の樹木にシャンパンゴールドの LED

春は一番街、秋は二番街の祭りで、恒例の炊き出しを行った。防災

、ららぽーと柏の葉連絡通路橋には雪が舞い降りる様を表現したス

安全部会は定期的に会議を行い、連絡体制の強化や、備蓄倉庫の

ノーフォールのイルミネーションがまちを華やかに彩った。

チェック等を実施。昨年度に引き続き、9/7（土）に駅周辺の防災

■アクアテラス

施設見学ツアーを実施した。60 名の定員を超える申し込みがあり、

5/25-27 に、地域の企業協賛のもと、アクアテラスを中心にフラワー
カーペットのイベントを行った。ラグビー NZ 代表事前キャンプも

関心の高さがうかがわれた。
【環境美化に係る活動】

含めて、柏のスポーツを盛り上げることをコンセプトとしたデザイ

第一・第三木曜日と役員会開催日（土曜日）の駅前清掃を継続して

ンとし、準備には 100 名を超えるボランティアが参加した。

いる。12 月には年末の大掃除を行い、約 30 名の参加者を得た。駅

7/20-21 を中心に行われた T-SITE 夏祭りにあわせ、昨年にひきつづ

前の花壇管理について、
「花山会」に加えて「かしはな」の活動に

き隣接道路の通行止めを行い、フードカーや屋台が連続した賑わい
をつくり出した。アクアテラスでは 20 日に屋外映画上映（ねぶく
ろシネマ）、21 日に花火大会が行われた。
11/4 には「Kashiwa-no-ha Innovation Fes.」に合わせて、
「ランタ
ンナイト」が開催された。秋の夜空に漂う約 300 ものランタンの

ついても、花苗代等をまち協で負担することとなった。
【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、
「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】

灯りがアクアテラスの湖面に映しだされ、中央の親水ステージでの

地域団体が主体となった交流イベントに対する協賛金の拠出を継続

クリスタルボウルの演奏とともに幻想的な雰囲気を演出した。

している。

▲左：フラワーカーペット（2019/5/25）/ 右：ランタンナイト（2019/11/4）

▲まち協活動
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防災施設見学ツアー（2019/9/7）

■ふるさと協議会の設立に向けた協議

■まちの交流会Ｋサロン

北部開発の進展、人口増加に伴う、
「田中地域コミュニティエリア

K サロンは住民同士の交流やまちの話題を広く知ってもらうため

（ふる協）」の再編について、昨年度方針が定められており、今年度、

に、毎月最終水曜日の夜に開催しているまちの交流の場である。食

比較的新しいコミュニティである駅周辺と柏の葉一〜三丁目で新

事を楽しみながらその時々のテーマに沿ったプロジェクト紹介や活

たに、
「柏の葉コミュニティエリア」が設定された。今年度は、
「柏

動報告の後、交流の時間を設けて親睦を深めている。

の葉ふるさと協議会（仮称）」の設立に向けて、関係町会の役員に

また毎月第 2 水曜日の夜に開催されているまちづくりスクール受

よる検討会が毎月のようにもたれ、活動方針、規約、会費などに

講生有志による「柏の場（BAR）
」もまもなく 3 年目を迎え、より

ついての議論が進められた。来年 7 月 1 日の発足を予定している。

気軽な住民間交流の場がつくられている。

5. コミュニティ活動の連携・柏の葉ナビの改修
■柏の葉カレッジリンク・ネットワーク
千葉大学カレッジシンク・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行なっている。ふれあい歌声サロン（7/7）
、
ハートフルコンサート（9/1）などの音楽イベントを開催。東口ロー
タリーの有楽椿の調査 (8/11) などを実施した。
■まちのクラブ活動
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機
能を終えているが、サッカークラブ、アートクラブ、飛行機パイロッ
トキッズ英会話クラブ、はちみつクラブなど、個々のクラブ単位
で活発な活動を行なっている。
■柏の葉サイエンスエデュケーションラボ｜ＫＳＥＬ
柏駅近くの活動拠点「手作り科学館 "Exedra"」での活動の他、市
内外への出張講座を含めて広く活動を展開している。柏の葉キャ
ンパスでは連続企画「研究者に会いにいこう！」のうち「氷が語
る地球の今昔 (4/20)」「見えない粒を魅せる装置 (5/25)」
「イルカの
カタチの調べ方 (8/10)」など 11 講座が UDCK で、KOIL、ららぽー
と柏の葉などで計 10 講座が開催された。

▲柏の場（BAR）

■柏の葉ナビ・メールニュース等の強化
2019 年 3 月にスマホ対応、ユーザーによる情報更新が容易なシス
テムを導入したまちのイベント等の情報発信サイト「柏の葉ナビ」
の運用を行なった。年間約 160 のイベントが登録され、約 76 万ペー
ジビューを記録した。
月に 2 回定期配信している UDCK メールニュースの HTML 化によ
り内容を強化。写真や動画を用いたコンテンツ配信を可能にした。
また、新しいツールとして LINE 公式アカウントを採用し、幅広い
世代へ向けた情報発信を行なっている。

今後の課題と展望
今年度から、公共空間の管理運営を「一社 UDCK タウンマネジ
メント」が担っているが、キャンパス駅西口は一部施設の補修や
更新も必要となっており、引き続き適切な維持管理と、より積極
的な利活用を図っていく必要がある。スマートシティプロジェク
▲ＫＳＥＬ 研究者に会いに行こう！

トの中でも、パブリックスペースが一つのテーマとして位置づけ

■柏の葉ストリートピアノプロジェクト

られており、人流カメラや各種センサーなどの先端技術を活かし

住民有志らによる実行委員会が企画し、ゲートスクエアプラザに

た取り組みの推進が期待される。

誰でも演奏できるストリートピアノを設置。UDCK は企画・広報等

柏の葉では、今まで積み重ねてきた様々なイベントや市民活動、

のサポートを行なった。7 月 20・21 日の 2 日間のべ 222 名が演奏、

これらのネットワークがあるが、一方では人口増を背景に大きく

総来場者数は約 1500 名。多くの方々が音楽による交流を楽しんだ。

なるコミュニティに対して、これを受け止め支援する仕組みが追
い付いていない現状もある。次年度は、新たに「柏の葉ふるさと
協議会（仮称）
」が生まれる。これも一つの契機にしながら、キャ
ンパス駅前まちづくり協議会のあり方も含め、将来にわたって持
続可能な、
地域
（住民）
自治の枠組みを創り上げていく必要がある。
次年度以降の重点課題
▶（一社）UDCK-TM による公共施設管理の強化
▶公共空間のセンシングとデータ利活用の推進
▶ふるさと協議会の新設、まちづくり協議会の再編を視野に入れ

▲柏の葉ストリートピアノプロジェクト

たエリア自治枠組みの検討調整
フォローアップ調査 2019
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質の高い都市空間のデザイン

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
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。昨
年度まで協議をしてきた七号街区公園は、今年度供用を開始し、野
間土手の形状を活かした空間はこどもたちの遊び場となっている。
今年度は、国道 16 号北側エリアの「せせらぎの小径」と「正連寺
の並木道」の設計が柏市によって進められ、部会において助言等を
行った。また、公共サインも着実に充実が図られており、新たに設
置する中拠点サインのデザイン調整を行った。
昨年度コンペを実施した、都市軸道路と国道 16 号の交差点部分の
シンボルサインについては、実施設計までが今年度完了している。
また、キャンパス駅西側エリアにおいて研究機関等の立地が進むな

▲アクアテラスの TX 高架緑化は施工され順調に生育

かで、柏の葉国際キャンパスタウン構想における骨格軸の一つであ
る「学園の道」
（千葉大学・東京大学柏Ⅱキャンパス区間）について、

たが、この計画が見直されたことを受けたものである。最終的には

まちの回遊動線として強化していくための検討が、今年度本格的に

連続する水路としてではなく、スポット的に手動式のポンプを設け、

スタートしている。

こどもたちの遊び場とする形となった。水景施設の形状や植栽につ

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、

いては、なお調整が必要とされている。

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

■正連寺の並木道

度は川端調整池の実施設計が行われた。

野間土手の断面形状が残る正連寺集落内の道路について、主に旧野

UDCK は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

間土手部分の保全方法を中心とする設計検討を行った。道路拡幅に

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

より多くの既存樹を伐採せざるを得ないものの、現在の断面形状を

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。

ベースに、できるだけ多くの樹木を残す方針を確認し、あわせて将
来「並木道」を再生する方向で、次年度以降、具体的な植栽計画を

1. ＵＤＣＫによる柏の葉エリアの景観協議

検討することとした。
■公共サインの追加

2016 年度から、UDCK が景観整備機構として、景観重点地区の建

過年度に作成した「公共サイン整備方針」に従い、必要性の高いと

築の事前協議や屋外広告物協議を担っているが、今年度は UDCK

ころから公共サインの整備が進められている。今年度は、柏の葉キャ

として計 18 件の景観協議を行った。種別では、屋外広告物 10 件、

ンパス、柏たなかそれぞれに 2 か所にマップ付きの小拠点サイン

建築物計 8 件という内訳である。区域の内訳はキャンパス駅周辺

を設置することとなり、標準品をベースとしながらも従来の考え方

計 13 件、2 号調整池計 5 件、対象外 0 件であった。柏市による柏

を踏襲したサインデザインを行った。

の葉エリアの景観協議は計 14 件であり、全体の 6 割程度の事前協
議を UDCK が受けたことになる。。

2. 公共施設のデザイン協議
■せせらぎの小径
一号調整池と二号近隣公園をつなぐ緑地帯「せせらぎの小径」の実
施設計が行われた。もともとは、地下水をポンプアップし、区画整
理以前にあったせせらぎをモチーフとした水路を設ける計画であっ

▲せせらぎの小径
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▲新設する小拠点サインの表示デザイン

3. イノベーションキャンパス地区シンボルサイン
都市軸道路と国道 16 号の交差点に設置するまちのシンボルサイン

5. 柏たなか駅周辺のまちづくり
「柏たなか駅周辺地区整備方針」に基づき、柏北部東地区まちづく

について、昨年度コンペを実施し、ZGF の案を特定した。これに基

り検討協議会において、各種協議が進められている。

づき、基本設計・実施設計が進められている。コスト面での調整や

昨年度デザイン検討を行った「川端調整池」は実施設計が進められ、

安全性の確保に係る調整に時間を要し、今年度、ようやく設計が固

次年度着工される予定である。また、
新たに整備される川端調整池、

められた。最終調整を行い、次年度着工予定である。

公園、その他地域資源を顕在化し誘導すると共に、魅力的な景観形
成に寄与する施設として「公共サイン」の整備を進めている。

▲川端調整池集計整備イメージ
▲シンボルサインのデザイン修正案

4. 学園の道の検討
柏の葉国際キャンパスタウン構想では、柏の葉キャンパス駅から千
葉大学や柏の葉公園を経由して東京大学柏キャンパスにいたる「学
園の道」を、まちの骨格軸として位置付けている。今までも桜並木
の整備など、シンボルとしての空間整備に取り組まれてきたところ
であるが、駅周辺における人口増
や、
「学園の道」沿いにおける施設
▲柏たなか駅前広場公共サイン整備状況

立地の進展を受け、エリア全体の
回遊性向上が求められている。
本年度、千葉大学及び東京大学柏

今後の課題と展望

Ⅱキャンパスを貫く区間を、人を
中心とする通行動線として強化す

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

べく、千葉大学・東京大学・柏市

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。

を含む協議を本格化した。

▲学園の道を含む回遊ループの
イメージ

柏の葉キャンパスエリアでは、今年度検討を本格化した「学園の
道」計画について、柏の葉にふさわしいシンボル軸となるよう、
関係機関と協議を重ねていくことが重要な課題である。今年度設
計協議を行った、
「せせらぎの小径」
「正連寺の並木道」は、まち
の歴史の面影を感じさせる数少ない資源として、整備段階を通じ
て丁寧にデザインを行っていく必要がある。
イノベーション・キャ
ンパス地区においては建築活動が活発化しているが、個々の開発
における景観協議とあわせ、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も協議を進めていく必要がある。
柏たなかエリアでは、川端調整池が着工されるが、地域に愛され
る空間としていくためにも、参加型の取り組みなどを検討するこ
とが望ましい。歩行者・自転車が訪れたくなるネットワーク整備
に向けた検討も引き続き行う必要がある。

▲柏の葉高校のソメイヨシノと大学敷地内に植樹された八重桜が連なる
千葉大学柏の葉キャンパス内の通路現況

次年度以降の重点課題
▶「学園の道」の計画推進
▶「せせらぎの小径・正連寺の並木道」のデザイン協議
▶柏北部東地区歩行者・自転車ネットワーク整備の推進
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目標

イノベーションフィールド都市
今年度も UDCK では、受講生に対する柏の葉のまちづくりのレク

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

チャーや定期的なメンターとしての参加を行ったり、未来こども

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

がっこうのプログラムとのコラボレーションなどで連携した。

ことを目指している。
昨年度、柏市、三井不動産、UDCK をコアメンバーとして新産業創
造部会を設置し、民間企業等の新たな製品・サービスの社会実装段
階における実証プロジェクトを受け入れるためのプラットフォーム
として、「イノベーションフィールド柏の葉」を開設したが、今年
度は問い合わせも増え、複数のプロジェクトが生まれた。
本年 4 月からは、産業技術総合研究所「柏センター」が本格稼働
しており、社会実装学をテーマにした人材育成プログラム「産総研
デザインスクール」も昨年度に引き続き開校している。
2019 年 5 月には、国土交通省のスマートシティのモデル事業に「柏
の葉スマートシティコンソーシアム」の提案が選ばれた。モビリ
ティ、エネルギー、パブリックスペース、ウェルネスの 4 つの分
野でプロジェクトが推進され、あわせて実行計画の作成を行った。
公・民・学が連携によるまちづくり機関「UDC」はネットワーク

▲未来妄想ワークショップ（産総研デザインスクール・UDCK 共同開催）

加盟団体が 21 となっている。9 月にはさいたま市において第 7 回

3. 国土交通省スマートシティ

UDC 会議が開催された。

柏市、三井不動産、UDCK が中心となり、計 19 団体で構成される
柏の葉スマートシティコンソーシアムを設立し、国土交通省スマー

1. イノベーションフィールド柏の葉

トシティモデル事業に応募した。
人・モノ・情報が集まりやすい駅中心の圏域の特性を活かして、民

「イノベーションフィールド柏の葉」は、本年、数多くの企業から

間データ・公共データが連携したデータプラットフォームと新技術

関心が寄せられた。実証プロジェクトを希望する案件のうち、趣旨

の導入による「駅を中心とするスマート・コンパクトシティ」の形

に合致する 10 件は実際に実施まで至っており、スマートロッカー、

成を目指す企画提案書を提出し、
2019 年 5 月に先行モデルプロジェ

がんの発症リスク遺伝子判定、屋外温湿度計測、アクアテラスの水

クトに選定された。

位・水質測定、植物の電位計測など、このうち 5 件は現在も継続
中である。
なお、2019 年度の新産業創造部会が 3/11、個別プロジェクトの進
捗郷友会が 3/17 に予定されていたが、新型コロナウイルスの影響
により 4 月以降に延期された。

▲分野間横断による新たなサービス検討のワークショップの様子

▲イノベーションフィールド柏の葉

ウェブサイト

2. 産業技術総合研究所との連携
■産総研デザインスクール
産総研柏センターによる、社会実装学をテーマにした人材育成プロ
グラム「産総研デザインスクール」は、8 月から 3 月までの半年間
のプログラムとして本年第 2 期を開校した。
18

柏の葉国際キャンパスタウン構想

▲スマートシティ実行計画で目指すまちの将来ビジョン

コンソーシアム全ての参加企業・団体が集まる全体会議のほか、5
つのワーキンググループ（モビリティ、エネルギー、パブリックス
ペース、ウェルネス、データプラットフォーム）を作り、各分野に
おける計画を策定するとともに、分野間を横断する技術・データの
利活用による新たなサービスを検討するワークショップ等を開催し
た。
後に参加した 2 団体を含む計 21 団体で検討、
議論した内容をスマー
トシティ実行計画として取りまとめ、「Try The Future −進化し続
けるまち−」をコンセプトに、将来ビジョン「駅を中心とするスマー
ト・コンパクトシティ」の実現に向けて推進を図る。

4.SDGs 研究部会
柏の葉国際キャンパスタウン構想の改訂に際し、柏の葉のまちづく
りにおける SDGs の考え方を整理し、発信するために、今年度「SDGs
研究部会」（座長

▲ UDC 全国ネットワーク

味埜俊東京大学教授）を設置し、柏市・三井不

動産をはじめとする主要メンバーで議論を重ねた。全国諸都市の事
例研究も踏まえ、施策と SDGs のゴール（またはターゲット）を対
応させて終わりということではなく、複雑に絡み合った「持続可能
性」に係る問題への理解を促し、発想を広げるツールとして SDGs
を活用するという視点や、広く認知された共通言語（アイコン）を
もとに多様な人との対話や参画を促すツールとして SDGs を使うと
いう視点が提示された。
今年度の議論をもとに、次年度、柏の葉における SDGs への向き合
い方や活用法を発信する成果物を取りまとめる予定である。
▲第 7 回 UDC 会議＠さいたま（9/28-29）

5. スマートシティツアー
2014 年から実施しているスマートシティツアーは近年は特に海外

今後の課題と展望

からの視察者が増加している。11 月からは、自動運転バスの試乗

スマートシティ先行モデルプロジェクトへの選定は、柏の葉にお

もツアーのオプションとして組み込み、多数の参加者があった。

ける先端的な取り組みを加速する大きな契機となる。今年度策定

東大の新入生向けのガイダンスツアーを 4 月に行った。

した実行計画に基づき、着実に個々のプロジェクトを推進すると
ともに、
次年度開設・稼働する予定の
「柏の葉リビングラボ（仮称）」

6. ＵＤＣネットワークの拡大

第 7 回ＵＤＣ会議＠さいたま

並びに「データプットフォーム」を活用して、新たなプロジェク
トを積極的に創出・支援していくことが重要である。その際、今
まで以上に市民参加や地域の企業関連機関の参画に取り組み、個

県が中心となって設立した初の広域型 UDC である UDC 信州（長

別のプロジェクトやこれらを生み出す仕組みを、まちぐるみで持

野県 2019/8 設立加盟）、公・民・学が連携して既に都市再生推進

続可能なものとしていく必要がある。

法人として様々な活動をしている ( 一社 ) 草薙カルテッド（静岡市

同時に、世界に発信力のあるまちづくりを目指し、SDGs の視点

2019/9 加盟）の 2 つの組織がネットワークに加盟したことにより、

も取り入れながらまちづくりの目標値を見定め、プロジェクトを

全国の UDC は 21 か所となった。

整えていく必要がある。

UDC ディレクターの発掘・育成を目的とする「アーバニスト養成
プログラム」の第二回を 8/31 〜 9/1 にわたって柏の葉で開催し、

次年度以降の重点課題

20 名の実務者が参加した。

▶スマートシティ実行計画に基づく 4 分野でのプロジェクト推

全国の UDC 関係者が集う第 7 回 UDC 会議は、UDCO と UDCMi が

進

ホストとなり、9/28 〜 29 にさいたま市で開催。100 名弱の関係者

▶リビングラボとデータプラットフォームの開設

が集まり、「UDC と公共セクター」をテーマに、活発な議論と交流

▶ UDC ネットワークの強化と人材育成

が行われた。
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