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2 柏の葉国際キャンパスタウン構想

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

「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。　

■フォローアップの調査の位置づけと経過
　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
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。

構想の対象範囲

公・民・学連携による国際学術研究都市・次世代環境都市

８つの目標

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

目標３ 国際的な学術・教育・文化空間の
形成

一生「学び」を楽しむことのできる、知的
好奇心を刺激するまち

目標４ サスティナブルな移動交通システ
ム

環境負荷が少なく、便利で快適な移動交通
が、暮らしの質を高め活力を育むまち

目標５ 健康を育む柏の葉スタイルの創出 あらゆる世代の健康をサポートし、地域の
中で一生健康で暮らすことのできるまち

目標６ 公・民・学連携によるエリアマネ
ジメントの実施

支えあいによって地域の暮らしと活力を持
続・向上させる自律的なまち

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を受け入れながら、
変化しつづけるまち

区域２：視野に入れる区域　約43㎢

区域１：構想の主対象区域　約13㎢
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2020年度の主なトピック
１．COVID-19 への対応
2020 年 度 は 世 界 的 に 感 染 が 拡 大 し た 新 型 コ ロ ナ ウ ィ ル ス
(COVID-19) に振り回された一年であった。4 月初旬から 5 月末ま
で首都圏にも緊急事態宣言が発令され、この期間中は UDCK も閉
館。特に交流系のイベントは年間を通じて中止や延期を余儀なくさ
れた。一方で在宅勤務や会議のオンライン化が進み、特に秋以降は、
イベントや情報発信もオンラインの良いところを活用して積極的に
実施された。密の回避という観点から公共空間の価値が見直される
中、飲食店を支援するストリートダイニングをかけだし横丁で実施。
UDCK ではコロナ禍を受けたまちの暮らしの変化を把握するためア
ンケート調査も実施した。

２．UDCK のリニューアルオープン
UDCK をより地域に開放し市民の参画を強化すること、またスマー
トシティプロジェクトに関連して始まるサービスのカウンター機能
を新設することを目的に、UDCK のリニューアルを行い、10 月 1
日にオープンした。オフィススペースの一部を KOIL に分散させる
ことで、東大駅前サテライト 1 階スペースのイベント・ラウンジ
スペースを約 1.5 倍に拡大。天井まであった本棚を取り払い、白を
基調とした開放的な空間とした。新型コロナ対応として、受付には
パーテーションを常設し、自動ドアも設置した。UDCK 開設当初か
ら使ってきたアントチェアの色を塗り替え、再利用している。

３． データ連携の仕組み：スマートライフパスと Dot to Dot
昨年度、国土交通省「スマートシティモデル事業」の先行モデルプ
ロジェクトの選定を受け、テーマ別にプロジェクトが進められてい
るが、今年度は、全体を貫くデータ連携プラットフォームである

「Dot to Dot」と、生活者が各種サービスを利用するためのポータ
ル「スマートライフパス柏の葉」が 11 月 26 日に運用を開始。「デー
タの個人主権」「分散型データ管理」を理念とし、パーソナルデー
タが本人の意思に基づき、安心・安全に流通する仕組みである点に
特徴がある。今年度は健康系の 3 つのサービスからスタートして
いるが、今後さらに連携するサービスやデータを追加していく予定
であり、「データ駆動型社会」の第一歩を踏み出した。

４．みんなのまちづくりスタジオ
柏の葉のスマートシティをサイバー空間で支えるのが上記のデータ
連携プラットフォームであるのに対して、市民参画のもと、リアル
な「まち」に必要な新たなプロジェクトを共創していくリビング
ラボ「みんなのまちづくりスタジオ」が、12 月からスタートした。
開始に先立ち、10 月には UDCK のリニューアルガイドツアーでの
体験会、11 月には柏の葉のリビングラボのあり方を議論し、名前
を決めるワークショップも実施。第一期のテーマを「まちの声を集
める仕組み」としてプロジェクトの検討が進められている。

2020 年度の主な受賞実績
・「柏の葉アクアテラス」　日本造園学会賞【設計作品部門】

▲みんなのまちづくりスタジオ

▲リニューアルしたＵＤＣＫ

▲公道を活用した飲食店支援「柏の葉ストリートダイニング」

▲スマートライフパス柏の葉と Dot to Dot の仕組み
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目標別活動報告

環境と共生する田園都市づくり
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
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
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
している。昨年度からスタートしているスマートシティプロジェク
トでは「エネルギー」を柱の一つに位置付け、「暮らしの満足度を
下げずに省 CO2、省エネを実現する」をテーマに、AEMS の高度化
に向けた検討や、IoT を活用した太陽光発電設備の保守管理実証の
準備を進めてきた。
イノベーション・キャンパス地区一帯では、2016 年度に環境配慮
方針を含むまちづくり計画が定められ、LEED-ND のプラチナ認証
を取得。2020 年 12 月に竣工した KOIL TERRACE においても環境配
慮対応が図られている。
今年度は、フードロスや廃プラスチック削減等、社会的関心の高い
テーマでの市民参加型の活動の開始・拡大を進める方針をもってい
たが、新型コロナの影響で当初予定していた食のイベント（グルフェ
ス）も開催できず、継続課題となった。コロナ禍でもできる活動と
して、SDGs の映画上映の定期開催を UDCK で開始した。
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
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
昨年度に引き続き行われ、報告書にまとめられた。

1.AEMS の運用・再構築
｜三井不動産、日立製作所、日建設計総合研究所

2019 年度のゲートスクエア全体のエネルギー使用量 ( 電気・ガス
原油換算 ) は、前年度とほぼ同じであった（1.0% 増加 )。気温条件
は前年度に比べ緩和したが、オフィスの入居率が上がったことや、
夏期にカンファレンスやホテルの稼働率が高かったことによる影響
と考えられる。
ゲートスクエアにおける CO2 の排出量は全体で 3,034t（基準値
5,532t に対する削減量は 2,498t-CO2）であり、CO2 削減率として
は 45.2％となった。目標削減率 40% は継続して達成している。
AEMS のクラウド化・機能強化に向け検討を進め、一層の省 CO2
運用のために検討しうる可視化・分析支援機能の整理を行った。現
在の AEMS をベースに更新することが最適解とは言えないという
考えに至り、今後のエリア全体としての省 CO2 の推進とエリアと
しての BCP 対応の面の両面から、ベストな方法を再度検討するこ
ととなった。
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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 2005 年度東京都調査用途別原単位からの算出値）

11目標

2.IoT を活用した太陽光パネル保守管理
｜ヒラソルエナジー、三井不動産

IoT 技術を用いた太陽光パネル保守管理の効率化を目指すプロジェ
クト。スマートシティ実行計画に基づくエネルギー分野の取り組み
の一つにも位置付けられる。
ゲートスクエア屋上太陽光パネルに IoT センサーを設置し、稼働状
況をモニタリングする。さらに稼働状況を AI 分析することで、パ
ネル不具合、発電量の低下等の有無を検知する。さらにこれらの分
析結果から、発電量を増加する対策や、効率の良い保守計画の策定
などを行う。2021 年 3 月から稼働をはじめ、2023 年 3 月まで実証
を行う予定である。

▲ IoT を活用した太陽光パネルの保守管理イメージ

3. 建築物の環境配慮対応
■ KOIL TERRACE ｜三井不動産
今年度、イノベーションキャンパス地区の 141 街区に竣工したオ
フィスビル KOIL TERRACE では、LEED-NC 申請を前提に、環境配慮
対策を行っている。その中で重点的に取り組んでいるのが「上水利
用削減」である。地下貯留槽で雨水を溜めてトイレ洗浄水として再
利用したり、外構散水として再利用することにより、屋内で使用す
る上水量を 40％抑制。屋外で使用する上水量（外構用灌漑水）に
ついては 100％抑制（一切上水を使用せず、雨水再利用のみで必要
灌漑水量を賄うことに成功）した。外構樹種を郷土種中心に選別す
ることで必要灌漑水量を大きく抑えることも、この屋外での上水使
用 100% 抑制に寄与している。
KOIL TERRACE については、次年度 LEED-NC を申請、認証取得する
予定である。地区全体で LEED-ND プラチナ認証を取得しているイ
ノベーションキャンパス地区を中心に、引き続き建築物の環境配慮

（CO2 排出量及び上水利用の削減）に取り組んでいく必要がある。

KOIL TERRACE における水利用の概略図▲
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今後の課題と展望
柏の葉スマートシティプロジェクトの「エネルギー」分野では、
AEMS のシステム構成の再構築が中心となる。上述の通り、今
年度は検討を進めたものの、今後のエリア全体としての省 CO2
の推進とエリアとしての BCP 対応の面の両面から、ベストな方
法を一から再度検討することとなった。国レベルにおいても、
CO2 排出量の削減、ひいてはゼロカーボンが具体的な目標とし
て示されるなかで、各建物およびエリア全体の実施状況、推進
状況を共有し、改善を図っていくためのシステムと推進体制の
構築が急がれる。
LEED-ND 認証を受けているイノベーションキャンパス地区
では、パイロット的なプロジェクトに位置付けられる KOIL 
TERRACE が今年度竣工したが、引き続き個々の開発に際して、
環境配慮型の建築を増やしていくことが求められる。
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
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広がりを生み出していくことも引き
続き重要なテーマである。今年度開始した、SDGs 映画上映を継
続するほか、イベント等を通じた参加の拡大・発信も考えてい
く必要がある。
自然環境保全に係る活動は、公共空間の管理ともつながる。セ
ンシング技術の活用など、スマートシティプロジェクトと連携
した展開なども期待される。

次年度以降の重点課題
▶データ連携と参加によるまち全体としての省 CO2 の推進の仕

組み構築
▶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
▶公共空間の維持管理を通じた、自然環境保全、グリーンマネ

ジメントの仕組みの構築

4. ＳＤＧｓ映画上映会 K-SCREEN ｜ UDCK
環境に係る市民によるアクションの創出・促進に向けて、あるい
は SDGs の考え方を生活やまちづくりに活かしていくための対話
のきっかけとなることを目的に、SDGs ソーシャルシネマ上映会と
ディスカッションの会を 2021 年 3 月 10 日から開始した。2022 年
度も月一度定期的に開催していく予定である。各回 SDGs17 の目標
のいずれかに関連した作品を参加者アンケートを参考に選定する。
感染症対策のため緊急事態宣言発出中はオンラインでの上映会開
催となる。
日時：2021 年 3 月 10 日（水）実施場所：オンライン
テーマ：貧困、飢餓上映作品：「0 円キッチン〜 waste cooking 〜」
ゲスト：東京大学小貫元治准教授
参加者：15 名

住民と、環境・SDGs に関して対話する場として今年度スタートし
た。今後の課題は集客の安定化、効果測定と運営体制の整備。定
期的な実施とレポートで集客を安定させ、大学や市民団体との協
働を進めて効果測定と運営体制の整備を進めていく。

▲ K-SCREEN#001 フライヤー

5. 自然空間の調査や保全に係る活動
■こんぶくろ池自然博物公園｜ NPO 法人こんぶくろ池自然の森
NPO 法人こんぶくろ池自然の森を
中心に、生態系の調査（調査班）
並びに園路等利用環境の整備（里
山班）が継続的に進められてい
る。10 月のきのこの観察会、3 月
の体験会など、感染予防対策をし
ながら実施された。また、T-KIDS
シェアスクールによる昆虫観察会
など、地域の団体による自然体験・
観察イベントも行われている。

・2020 年 8 月 12 日（水）夜の昆虫観察
会（T-KIDS シェアスクール）

・2020 年 10 月 18 日（日）きのこの観
察会

・2021 年 3 月 7 日、13 日、21 日、27 日
里山の保全活動体験会

■アクアテラスラボ｜ VIVITA
２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。2018 年より隣接する柏の葉
T-SITE 内の子ども向けのスクールを運営する VIVITA が、生物や生
態系について観察・調査をし、アクアテラスをよりよい場所にし
ていくための方法を考え実践するプロジェクト「VIVITA アクアテ

ラスラボ」を実施している。2020 年度は、オンラインでの活動が
中心となったが、アクアテラスで増殖している藻についてレポート

「アクアテラスは陸になるかもしれない。」を発行した。今後も近隣
団体と協力して、藻やヒシ、ヘドロを減らすことにつながる活動や
生物観察を実施予定である。

▲アクアテラスラボ 2020 レポート（資料提供：VIVITA）
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KOIL を 拠 点 と し て、 地 域 の ベ ン チ ャ ー・ 中 小 企 業 等 へ は
31VENTURES のビジネス支援メニューが提供されており、TX ア
ントレプレナーパートナーズ（TEP）を中心とした技術系ベン
チャー企業への重点的なハンズオン支援も継続されている。今年
度はいち早くオンライン中心に以降し、支障なく支援が行われた。
AEA2020、昨年度からスタートした柏の葉イノベーションフェスも
今年度は完全オンライン化し、世界各地と活発な交流が行われた。
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
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
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
化してきている。
企業・研究機関誘致に向け、2021 年 1 月には三井不動産の新たな
オフィスビル KOIL TERRACE が開業。国立がん研究センター東病院
の隣接施設での（仮称）三井リンクラボ柏の葉の建設も進んでおり、
新たに病院と連携したホテル計画も発表されるなど、企業誘致や新
たな研究開発拠点の形成に向けたうごきも本格化している。

1.31VENTURES/TEP におけるベンチャー支援
KOIL では、31VENTURES による企業支援としてインキュベーショ
ンマネージャーによるメンタリングやビジネス支援パートナーへ
の相談、柏市によるよろず相談窓口への案内が積極的に行われた。
KOIL に拠点を置き、技術系スタートアップの支援を推進する TEP
は、大学・研究機関発スタートアップ等に対する独自のメンタリン
グや専門的支援を拡大している。毎月のプレゼン会開催によるス
タートアップと投資家・支援者とのマッチングや、行政・研究機関
との連携を強化する支援者連絡会議のほか、大学・研究機関からの
個別の要請で各種ビジネスプラン・ビジネスモデル構築プログラム
の運営を行い、広域における新事業創造とエコシステム形成を図っ
ている。TEP は、2020 年 2 月設立のつくば・スタートアップ・エ
コシステム・コンソーシアムにも参画し、TX 沿線のエコシステム
構築に向けた連携も強めている。
TEP では「ビジネスプラン作成セミナー」を 2020 年度も開催し

（10/31,11/1,15,29 の 4 日間で開催）、KOIL 会員を含むリピーター
受講生もあって好評であった。本セミナーは、柏市の特定創業支
援事業に認定されており、受講生は申請により柏市での法人設立
費が半額免除される（2020 年度利用実績あり）。その他にも、TEP
が毎年開催している「J-TECH STARTUP SUMMIT」で、本年 J-TECH 
STARTUP 2020 として認定された 10 社には、千葉大学発、産総研発、
筑波大学発、東京大学発のスタートアップなど、TX 沿線エリアか
らも多くの企業が認定され、エコシステムの醸成が感じられる結果
となった。

▲左：第９期ビジネスプラン作成セミナーの様子
　右：J-TECHSTARTUPSUMMIT の様子

創造的な産業空間の醸成22目標

2. アジア・アントレプレナーシップ・アワード AEA2020
＜開催概要＞

・日程：2020/10/30-11/1
・開催地：（配信拠点）柏の葉カンファレンスセンター、（各国スタートアップ・

一般参加）オンライン

2012 年より開催している「アジア・アントレプレナーシップ・アワー
ド（AEA）」は、全面オンラインでの開催となった。AEA2020 では、
今後のニューノーマルの世界で重要になる「ヘルスケア」「コミュ
ニケーション」「働き方改革」「QOL（Quality of Life）」の 4 つのテー
マに関連したソリューションを持つスタートアップ 30 社が集結し
た。初日のメンタリングセッションを通してプレゼンをブラッシュ
アップし、2 日目のセミファイナルセッションを通過した 6 社が、
最終日のファイナルセッションに進出。アワードは事業の革新性、
経済的・社会的影響力、事業の実行力、日本の大企業との連携の可
能性を中心に審査され、タイの食品劣化を防ぐ可食フィルムを開発
する Eden Agritech が優勝した。12 の国と地域を繋いだオンライ
ンでのイベントはスムーズに進行し、イベントハブ等のオンライン
ツールを活用した個別商談・ネットワーキングも活発に行われた。

▲ AEA2020 の様子

3. 柏の葉イノベーションフェス
＜開催概要＞

・日程：2020/10/24-11/1（うち、10/30-11/1 は AEA、10/26 はメディカルデバイス・
イノベーション in 柏の葉、を開催）

・開催地：（配信拠点）柏の葉カンファレンスセンター、（一般参加）オンライン

二年目となる「柏の葉イノベーションフェス」も、完全オンライン
での開催となった。「世界初、スマートシティ発、オープンイノベー
ションフォーラム。」というタイトルのもと、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、未来の生活を想像で
きるコンテンツを盛り込み、東大、千葉大、国立がん研究センター
東病院、産総研などとの連携や、海外からもゲストスピーカーを呼
ぶなどオンラインの特徴も活かして開催された。

▲柏の葉イノベーションフェスの告知サイト
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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
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
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。
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

4. 柏の葉 IoT ビジネス共創ラボ
柏の葉 IoT ビジネス共創ラボでは 3 つのワーキンググループ（物流
WG、環境 WG、ヘルスケア WG）、およびイノベーションフィール
ド柏の葉の枠組みを活用し、様々な実証プロジェクトが行われた。
環境 WG では、京葉ガスとセンスウェイの連携により、商業施設
向け空調 IoT ソリューションを共同開発し、IoT を活用した空調制
御による快適空間の創出について、柏の葉 T-SITE で実証が行われた。
ヘルスケア WG では、IoT 技術を活用したスマートホスピタル・プ
ロジェクトとして、患者の待ち時間を減らし、病院内業務を効率化
するための「遠隔チェックイン」サービスの実証実験が開始された。
本プロジェクトは、国交省スマートシティプロジェクトにおける
実証事業としても選定されている。
また 2021 年 2 月には 4 つめのワーキンググループとなる「スマー
トオフィス WG」が立ち上がり、感染症拡大予防も見据えた安心・
安全なオフィス空間の提供を目指し、KOIL におけるコワーキング
オフィスの換気状況、在席状況、トイレの空き状況の可視化、お
よび体温・マスク着用検知のシステム導入を実施している。

▲「遠隔チェックイン・システム」の概要

5. 第 4 回メディカル・デバイス・イノベーション in 柏の葉
国立がん研究センター東病院、中小企業基盤整備機構関東本部、
TEP の共催で、柏の葉キャンパスにおけるメディカルデバイス（医
療機器）イノベーションのエコシステム構築を目指し「第 4 回メディ
カル・デバイス・イノベーション in 柏の葉」を全面オンラインに
て開催した。より幅広い層の参加をねらい、柏の葉イノベーショ
ンフェスとも連携。富士フイルムホールディングス後藤禎一氏や、
INDEEJapan 津嶋辰郎氏をゲスト講演に迎え、厳選された 10 社の
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、ベンチャーキャピタル等とのマッチングが行われた。
＜開催概要＞

・日時：2020/10/26　15：50 〜 19：30
・開催地：（配信拠点）柏の葉カンファレンスセンター、オンライン
・参加対象：医療機器開発に関わる・または関心の高い医療従事者、ベンチャー

企業、製販企業、VC 等

▲第 4 回メディカル・デバイス・イノベーション in 柏の葉オンライン開催画面

5. 企業・研究機関立地の促進
■ KOIL TERRACE ｜三井不動産
柏の葉アクアテラスを中心とする水・緑の環境を活かした複合用途
型産業創出地区の形成を目指している「イノベーションキャンパス
地区」に、三井不動産による新たなオフィス「KOIL TERRACE」が、
2021 年 1 月 4 日にオープンした。多様な働き方に応えるオフィス
として「Smart ＆ Well-being」をコンセプトとしている。豊富な共
用部を完備するほか、共用部（ミーティングルーム、コワーキング
スペース等）を利用した分だけ課金される “Pay per use（従量課金
制）” の契約形態を導入している。

▲ KOIL TERRACE

■（仮称）三井リンクラボ柏の葉・柏の葉ホテル計画｜三井不動産
国立がん研究センター東病院の隣接地のライフサイエンス拠点（（仮
称）三井リンクラボ柏の葉）の建設が、来年度の竣工を目指して進
められている。12 月には国立がん研究センター東病院敷地内にホ
テルを着工し、22 年夏に開業予定である。当ホテルでは、病院と
の連携による新たなヘルスケアサービスの開発も検討されている。

▲左：（仮称）三井リンクラボ柏の葉完成予想パース
　右：（仮称）柏の葉ホテル計画完成予想イメージ
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国際学術研究都市にふさわしいハード・ソフトの環境を整えるべく、
「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進めている。
ピノキオプロジェクトや柏の葉 T-SITE におけるプログラムなども
含め、子ども対象の体験・教育プログラムは多様化している。対象
も未就学児や小学生だけではなく、中高生を対象にした参加型プロ
グラムも求められるなか、それぞれの効果を高めるべく、情報連携
を図っている。しかし、今年度はコロナ禍により、「未来こどもがっ
こう」や「ピノキオプロジェクト」の開催を見送るなど、予定して
いた取組みも大きな制約を受けた一年であった。
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
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
葉大学による国際的なプログラムが複数継続されており、このコロ
ナ禍においても、オンラインを駆使して開催された。また、新た
に産業技術総合研究所を中心に、地域の学術研究機関、関係機関
が連携した新たなイベント「柏の葉チャレンジフェス ヤッチャレ
2020」が初開催された。

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」に基づき、地域国際化部会でフォローアッ

プを進めている。今年度当初は国際化のさらなる推進を重点テーマ
としてフォーラムの開催も検討していたが、コロナ禍において開催
を見合わせた。サスティナビリティ学実習等を通じた、東京大学の
留学生の活動とも連携して、引き続き留学生の支援コミュニティの
構築や交流の活性化に取り組む。

2. 子どもを対象とした学びのプログラム
■ピノキオプロジェクト：子ども達がまちにおける多様な職業体験
を通して、まちを知る参加型プログラムを実施してきたが、新型コ
ロナウイルス感染症の感染拡大を受け今年度は開催を見送ることに
なった。活動が制限され、人とのつながりが見直されつつある中で、
地域の住民、働く人、周辺団体との協力や連携を図り、コロナ禍で
もまちとつながる、人と触れ合える場を作るピノキオプロジェクト
の実施方法を模索していく。
■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組みを通じた社会参画」を目的とした取
り組み。地域資源を活かしたまちの課題解決をテーマに 9 月から
高校生から大学生の９名が参加して行われた。

▲ヤングパワームーブメント 2020　第一回（2020/9/13）3. 都市環境デザインスタジオ
東京大学・千葉大学・東京理科大学・筑波大学が共同で実施する大

国際的な学術・教育・文化空間の形成33目標

学院生を対象とした都市デザイン演習。2006 年度に初開講して以
来、今年で 15 回目を数える。
昨年度に引き続き、16 号北エリアを対象に「郊外での新しいくら
し方を考える」をテーマとし、「住む・働く・休む」といった一連
の生活行為の境目がなくなってきている現代において、大学や研究
機関の立地が進む柏の葉地区に、今後どのようなくらし方を想定
し、どのような都市環境をデザインすべきか、総合的な提案を求め
た。今年度は完全オンラインでの講義となり、学生間の共同作業も
新たな試みとなったが、2020 年 10 月から 2021 年 1 月まで、4 か
月間にわたって取り組まれ、6 つの提案が生まれた。毎年開催して
いる公開講評会（1 月 23 日（土）13:30 〜 16:00）も今回はオンラ
インとしたが、約 50 名の方が参加され、活発な意見交換が行われた。
また、提案は 2 月下旬、UDCK にてポスター展示を行った。

▲都市環境デザインスタジオ学生提案（抜粋）

4.GPSS-GLI サステイナビリティ学実習
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。
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
るもので、カリキュラムのデザインとしては「デザインシンキング」
の手法を採用。柏の葉の街づくりについて、学生通しの議論から問
題点を抽出、解決方法のアイデア化、プロタイプの作成といった段
取りをオンラインと対面をハイブリッドに取り混ぜて実施した。

・期間：2020 年 10 月〜 2021 年 1 月　2021 年 1 月 13 日講評会

▲オンライン・対面のハイブリッドでの関係者インタビュー

5. 多様な農福連携に貢献できる人材育成プログラム
千葉大学が実施してきたカレッジリンクプログラムは、昨年度か
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今後の課題と展望
昨年度はラグビー W 杯の影響もあり、国際交流の気運が高まっ
たが、今年度は COVID-19 の影響を受け、海外との直接的な交
流は一転してほとんどなくなった。日常の生活環境として、各
種施設やサービスの英語対応、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海外からの注目も高まって
おり、今後オンラインも含めて交流の活性化が望まれる。引き
続き、「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。
今年度は思うように開催できなかったが、小学生だけでなく、
高校生・大学生が参加ないしは実行主体となるプログラムを改
めて立て直すとともに、まち全体を学びのフィールドとしてい
くという視点にたち、大人を対象とするものも含めてプログラ
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。

次年度以降の重点課題
▶地域の外国人サポートコミュニティの育成・支援
▶まち全体を学びと体験のフィールドとして、大学・研究機関

を最大限に生かした市民向けの学び・体験のプログラムの連
携、発信力の強化

ら、大学全体の履修証明プログラムとなり、「多様な農福連携に貢
献できる人材育成プログラム」入門コースと応用コースを設置。「障
害者支援」×「高齢者支援」×「都市農業支援」×「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、千葉大学
環境健康フィールド科学センターが実施する体系的な履修プログ
ラムである。今年度は二期目の入門コースが終了（2020/11/21 〜
2021/2/27）。2021 年 3 月から一期目の応用コースがスタートした

（2021/3/13 〜 2021/7/17）。

▲入門コースの構成

▲入門コースの様子

6. 柏の葉チャレンジフェス ヤッチャレ 2020
柏の葉は、住民の暮らしと大学研究機関の活動が共存する街。住
民の協力を得て、先端的な研究を街の中で試してみるというこの
街の文化を支えるのは、新しい「なにか」を誰よりも早く試して
みようという住民の心意気があってのもの。常識にとらわれず、失
敗を恐れず、楽しみながら、好奇心のなすがまま、自分の限界を
打ち破るようなチャレンジをしてみる、これを ” やっちゃれ精神 ”
を名付け、最先端の科学の世界だけでなく、住民自らのチャレン
ジを後押しするプロジェクトを、2020 年度初開催した。先導チャ
レンジャーの 100 日チャレンジの発信とトークイベントを中心に、
自らもやってみたいという共感チャレンジャーを応援するコンテ
ンツの配信を行った。

・日時：2020 年 11 月 3 日（火祝）オンライントークイベント

▲先導チャレンジャーの紹介動画
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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
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
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
あったが、昨年度策定したスマートシティ実行計画では「行きたい
場所に快適に移動できる」をテーマにモビリティを柱の一つに位置
づけ、次世代型の交通サービス導入に向けた動きを改めて活発化し
ている。その一環として昨年度から、営業運転実証実験として長期
間運行されている自動運転バスは、設備を強化しながら運行を継続
している。昨年度から導入準備が進められてきた MaaS(Mobility as 
a Service) は今年度、柏の葉キャンパス駅前の賃貸マンション居住
者を対象に実証が行われた。
柏市では 2021 年 3 月に「第二次総合交通計画」が策定されたとこ
ろであるが、柏の葉エリアにおいても様々なモビリティ関連のプロ
ジェクトを束ねた交通の将来像を指し示すべく、「柏の葉交通戦略」
の改定に向けた検討が進められている。

1. 自動運転バスの営業運転実証実験｜柏 ITS 推進協議会他
柏の葉キャンパス駅周辺地域における自動運転バス営業運行実証実
験を 2019 年 11 月 1 日より柏の葉キャンパス駅〜柏キャンパス間
の約 2.6㎞で長期実証実験を開始している。本実証実験は乗合バス
事業の営業運行を目指し、運行時の課題把握、対応方法の検証等を
行うものであり、将来的には柏の葉エリアの地域循環バスとしての
実現を目指している。本年度からは磁気マーカーを用い自己位置推
定の精度を上げ、自動運転区間の延長を図っている（自動運転区間
は約 1.8㎞）。また 2021 年 1 月 18 日からは、自動走行機能の性能
向上のため新たな機器を備えた新型の車両を導入し運行中である。
2021 年 3 月 13 日、3 月 20 日には、市民による試乗とワークショッ
プを実施した。
インフラ協調（道路側へのセンサー等の設置）での自動走行実施に
向けた対応策を検討中であるほか、東京大学シャトルバスとしての
運行に限らない、新規ルート等の検討も開始している。

▲自動運転バス新型車両

サスティナブルな移動交通システム44目標

2. 電動キックボードの公道走行実証｜ EXx、三井不動産
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
動キックボードのシェアリングサービスを日本の法整備に照らし合
わせた形で導入検討を進めるために、経済産業省の特例制度を用い
た公道走行実証実験が全国各地で行われることになり、柏の葉でも
この取り組みに参加することになった。
マイクロモビリティ推進協議会の会員でもある EXx 社と連携し、
20 台のキックボードをガーデンホテル車寄せに設置し、2020 年
11 月 19 日から KOIL パーク会員、KOIL テナントなどを対象に、ま
た 2021 年 1 月 17 日からはゲートタワーウェスト棟などを限定に
住民へも対象を広げた。結果、登録 280 人、走行回数 1053 回、総
走行距離 1338㎞（2021 年 2 月末現在）、平均走行距離 1.3㎞とまさ
にラストワンマイルの利用がされた。
2021 年度からはヘルメット着用を義務づけない一歩進んだ実証実
験が行われる予定であり、柏の葉としても今回の実証実験の検証を
踏まえて、柏市や東京大学、周辺施設との連携なども検討し、柏の
葉ならではのラストワンマイルモビリティのあり方を深化させた
い。

▲電動キックボード公道走行の様子

3. 賃貸マンション居住者を対象とした MaaS の実証・実装
複数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 に社会的な注目が集まる中、柏の葉においても、生活者
の利便性向上の観点から MaaS 導入に向けた検討を昨年度より開始
している。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 MaaSGlobal 社
と連携し、今年度駅前の賃貸マンション住民を対象とした利用試験
を実施した。カーシェア、バス、サイクルシェア、タクシーを利用
可能なものであり、実証実験参加者からは、MaaS の利用で「習い
事の選択肢が広がる」「徒歩圏内からシェアサイクル、カーシェア
で遠出するようになった」との声が寄せられている。
＜実施概要＞

・実施期間：2020 年 9 月 12 日〜 2021 年 3 月 31 日
・対象者：パークシティ柏の葉キャンパスザ・ゲートタワーウエスト居住者
・特徴：サービス利用を促進・サポートすることを目的としてコミュニティマネ

ジャーを配置し、トラブル発生時のサポートや、普段は行くことの少ないお出
かけスポットや、実証実験参加者限定のキャンペーンを企画・開催し、当サー
ビスを通じた住民コミュニティ（生活圏）の拡張を促す取り組みを行った。

2021 年 3 月末で一旦休止を予定しているが、今後の事業展開を再
整理したうえで、2021 年夏ごろの再開を目指す予定である。
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今後の課題と展望
自動運転バスはレベル 4 に向けて、インフラ側協調などのシス
テムの高度化をさらに進めるとともに、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。
電動キックボードについては、関係者と連携をとって、利用対
象を拡大しながら、有料化も含めた事業化を検討する。MaaS
ついても、今年度行われた実証実験の結果も踏まえ、持続的な
サービスのあり方を検証する。
こうした個別の動きを束ねて、柏の葉エリア全体の将来的なモ
ビリティ・デザインのあり方を示すべく、「モビリティ部会」に
おいて「柏の葉交通戦略」の改定に向けた検討・協議を次年度
も引き続き行う。
こうしたモビリティ分野の取組みは、柏の葉スマートシティ実
行計画に基づく他分野のプロジェクトとも連携しうるものであ
り、交通戦略の改定にあわせたスマートシティの観点からの情
報発信も検討する。

次年度以降の重点課題
▶自動運転バス、様々なＰＭＶ（自転車、電動キックボード等）

が実装され、柏の葉のライフスタイル、ワークスタイルと連
携した「モビリティ・デザイン」の将来像の提示と発信（交
通戦略改定と発信）

▲サービスの概要

▲実証実験参加者の声

4. 柏 ITS 推進協議会｜柏市、東京大学ほか
柏市が「ITS 実証実験モデル都市」に選定されたことを受けて、「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、2021 年 3 月時点で幹事会員 22 団体、一般会員 32 団
体が参画している。「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・実証実験が継続されている。

▼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） 次世代モビリティの実展開の検討

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のカメラを用いた歩
行者交通量調査、公共交通部会における MaaS の検討も、スマート
シティプロジェクトと関係の深く、今後の連携可能性がある。新
車両検討部会では、昨年度に提案した「NNC コンセプト（「Narrow」、

「Near」、「Current」の頭文字を採ったもの）」の実用化に向けた活
動を進めている。国土交通省関東運輸局が立ち上げた「超小型モ
ビリティ関東連絡会議」に参加しており、2021 年には東京大学（柏
キャンパス）で試乗会を行う予定である。

5. 柏の葉交通戦略の検討｜モビリティ部会
柏の葉の開発の進展、施設の立地の進展に伴い、駅を中心とする
地域内の移動利便性の向上が求められている。また自動運転バス
やパーソナルモビリティの実証実験、マンション住民を対象とし
た MaaS など、新たな実証実験が展開しつつあるなか、これらの取
り組みの位置づけを改めて明確にし、必要に応じたプロジェクト
間の連携など戦略的に推進することが望まれる。2012 年に策定し
た「柏の葉交通戦略」を改定し、柏の葉で目指す将来のモビリティ
のあり方、モビリティを含めた暮らしのビジョンを示すべく、今
年度モビリティ部会を再開し、検討を始めている。
次年度中に戦略の改定を行い、個別プロジェクトへの反映並びに
対外的発信を行う予定である。柏の葉交通戦略 改訂に向けた視点案

背景的状況

④-1 スマートシティの新展開（実行計画）
・自動運転バス等の新モビリティの導入
・ダイナミック／需要対応／サービス複合型の未来志向の総合
交通システム・サービスの可能性

④-2 技術実証系の交通系プロジェクト群（三井）
・自動運転バス
・オンデマンドバス
・MaaS
・ラストワンマイル交通
・ロボットテストフィールド

③駅周辺地域における新たな道路、駐車場の整備計画
・学園の道
・こんぶくろ街区
・集約駐車場

①従前戦略からの積み残し課題・テーマへの対応
・自転車利用環境
・エリア内循環バス
・柏駅との「公共交通軸」
・Ｍ３Ｓ（サービスステーション） 等

戦略改訂の視点

２）「次世代型循環バス」の実現
・高頻度で走る低環境負荷・自動運転技術導入型の循環バスの実現
・東大シャトルバスや周辺立地機関との連携による持続可能な仕組み

４）規制緩和（解除）された交通実証フィールド
・交通に係る様々な実証実験を行うテストフィールドゾーンの設定
・柏の葉の住民や従業者等が実証実験に関与する仕組みの構築

３）各交通モードのネットワーク計画とエリア内道路の断面配分
・新モード（電動スクーターやGSM等）の設定並びに、柏の葉エリア（駅周辺2km圏）にお
ける各モードのネットワーク計画の明示

・未整備路線（学園の道・こんぶくろ街区）における断面計画への反映と既設道路の道路再
配分とレーン整備（高田若柴・船戸若柴線の自転車レーン整備等）

・自家用車抑制ゾーンの明示（IC地区、学園の道）と駐車場・駐輪場の配置計画

１）スマートシティにふさわしい新たな交通戦略
・ダイナミック／需要対応／サービス複合型の未来志向の総合交通システム・サービスの可
能性を見据えた、新しいタイプの交通計画・交通戦略

②開発の周辺への展開に伴う交通需要の変化
・区画整理事業の周辺地域への進展（住宅エリア拡大）
・駅周辺施設の充実に伴う周辺からのアクセスニーズの増加
・大学ゾーンにおける研究施設等の立地 等

５）その他
①柏駅と柏の葉キャンパス駅をつなぐ「公共交通軸」の新たな回答
・明示的なバス路線だけでなく、多モード複合のMaaSで解けないか（最速手段の情報提供
やサブスク的料金体系）

②徒歩圏外のエリアとキャンパス駅の接続
・松葉、花野井、正連寺など周辺エリアとキャンパス駅の接続ニーズへの対応
・将来的な公共交通網の想定（オンデマンド型の可能性検討含む）

▲交通戦略改定の視点
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「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、施設運営において COVID-19 の大きな影響を
受けながらも、引き続き「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。昨年度からスタートしている柏の葉
スマートシティプロジェクトでは、「ウェルネス」を一つの柱とし
ており、「日常生活の中で健康を維持できる」をテーマに、個人の
健康データを活かした新たなサービスも開始された。

「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、昨年度まで、ウォーキングイベントや
フォーラム等を実施してきた。今年度はイベントは実施できなかっ
たものの、昨年度から計画を進めてきた健康への気づきを促す路面
サインを設置し、まちのなかに見える形での展開が図られた。
農や食に係るプロジェクトとしては、コロナ禍ではあったものの、
柏たなかでの「農あるまちづくり」が、感染対策を施した上で多く
の市民が参加して実施され、柏の葉キャンパスにおいてもプラザで
のマーケットの定期開催が始まった。

1. まちの健康研究所あ・し・た｜三井不動産ほか
三井不動産が運営する地域の健康づくり拠点。2021 年 2 月末現在
の会員登録者は約 3,100 名。会員は、測定時に直近 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きる。また、あ・し・
たの HP で過去からのデータの閲覧も可能である。定番イベントで
あるポールウォーキング体験教室は継続しているが、新型コロナ
ウィルスの感染拡大防止のため、おりがみさろん、ミニ遠足等の実
施は現在見合わせている。2019 年 6 月から実施している、シニア
の農業「野菜づくりクラブ」は花野井の遊休畑にて自立的に活動を
実施している。
コロナ禍にあって、HP 上での動画掲載による「巣ごもり生活応援
企画」を実施。11 月からは従来屋内で行っていた「運動ミニ講座」は、
会員限定で屋外で実施し、自宅での運動習慣化の動機づけとすべく、

「あ・し・たの宅トレ」を企画した。これは、参画企業である花王 ( 株 )
の協力を得て、あ・し・た推奨のスクワット等の運動を自宅で 10
回行うごとに同社製品をプレゼントするというもの。産総研と花王
㈱による身体機能の認知機能の関連等の調査「元気よく健やかに歩
こう！応援プロジェクト」、東京大学久恒研究室と雪印による「脳
機能と食生活の調査」にも協力している。

▲感染対策として屋外で実施している運動ミニ講座

健康を育む柏の葉スタイルの創出55目標

2. ウォーカブルサインの整備 ”WALK&HEALTH 柏の葉 ”
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」
の実践の一つとして、かけだし横丁横の歩専道において、ウォーキ
ング啓発サインの設置を企画し、昨年度から内容とデザインの検討
を進めてきた。設置後の管理についての調整、接着方法について
の検討、路面への設置に係る許可申請最終調整を経て、2020 年 12
月に設置を完了した。設置は健康まちづくり部会のメンバーが中心
となって行い、通りがかりの一般の方にも参加していただいた。（監
修：千葉大学予防医学センター、デザイン協力：6D）
全長 130m の区間に 1m 単位で目盛りを表示し、日常生活のなかで
歩幅などの意識づけを中心に、ところどころに柏の葉の形を模した
アイコンと説明サインを表示。学術研究に基づく、日常生活の中で
の健康への気づきを促す内容となっており、二次元バーコードで詳
細な説明ページにリンクする形となっている。2 月 19 日には関係
者（千葉大学花里准教授／６D 木住野氏／ UDCK 馬場ディレクター）
によるオンライントークイベントを実施し、周知を図った。

次年度、本プロジェクトで作成
したアイコンを共有する形で柏
の葉で行われている健康関連プ
ロジェクトの連携・発信を検討
している。また本サインの検証
を行ったうえで、実際の空間と
サイバー空間が連動した新たな
プロジェクトを展開していく予
定である。

▲プロジェクトアイコン

▲設置されたかけだし横丁横の歩道の路面サイン

3. 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

援や朝市等のイベント開催などの活動を行っている。
■体験農園
3 園 78 区画で農業体験農園の運営を行っている。2020 年度は 63
区画の利用者があり、継続希望 53 区画を覗いた 25 区画募集した
ところ、19 区画分の応募があり、2021 年度の空き区画数は 6 区画
となった。引き続き稼働率は高い状況である。
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今後の課題と展望
柏の葉では健康に係る様々な取組みがある一方で、それらが目
に見えにくく、つながっていないという課題がある。今年度サ
インの整備に際して作成したアイコンサインも活かしながらプ
ロジェクトをつなぎ発信する。スマートシティプロジェクトと
して推進される「パブリックスペース」（人流等のセンシングデー
タ）と「ウェルネス」（個人の健康データ）に係る取り組みや関
連データの連携等も含め、エビデンスに基づいたウォーカブル
な都市環境の充実を進める。

「あ・し・た」は、柏の葉における健康づくりの拠点として多く
の会員を獲得している。「スマートライフパス柏の葉」のサービ
ス拠点としての機能強化を図り、サーバーとリアルをつなぐ拠
点として、次年度施設機能を再編する予定である。
食のイベントは新型コロナウイルスの影響で延期となったが、
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
▶「スマートライフパス柏の葉」×「あ・し・た」を軸にした、

柏の葉の健康ライフスタイルサポートの構築・発信
▶ウォーカビリティの効果計測やデザインの拡張
▶「農・食・健康」をつなぐプロジェクトの推進

■イベント・サークル活動
柏たなか駅前公園内（セナリオハウスパーク柏たなか）内の拠点
施設「環境コンビニステーション」にて、様々なイベントやサー
クル活動を実施している。コロナの影響で、2020 年 3 月 3 日〜 5
月 31 日まで休館したが、6 月以降、コロナ対策の上、運用を開始
している。例年 7 月に行っている朝市、夕涼み会は、コロナの影
響を受けて中止となったが、秋以降、以下のイベントを行った。

・10/24（土）子ども収穫体験＠セナリオハウスパーク 45 家族 145 名が参加
・11/28（土）収穫祭＠セナリオハウスパーク 337 名の参加（例年の 1/3 〜 1/2

程度の参加）
・川端調整池種まきイベント 11/21 〜 23 にセナリオハウスパーク来場者にて作

成。11/24 に施工業者にて種植え実施。
（その他協力イベント）
・10 月 3 日（土）柏たなか防災フェス（柏たなか駅前公園（セナリオハウスパー

ク柏たなか）での地震体験車、スポーツ体験会、遊びコーナー等の実施）

▲収穫祭の様子

4. 地元農産物マルシェ「FULL-SATO マーケット柏の葉」
住民が日常的に地元農産物を購入できる機会として、またコロナ禍
における飲食店や生産者の支援となるように柏の葉ゲートスクエ
アプラザで 10 月 25 日より週末のマーケット開催を開始。1 月か
らは平日にもキッチンカーが出店し開催。近隣の企業、団体、施
設との協働の機会も増え、街の公共空間の新しい賑わいとして成
長している。
＜実施概要＞

・開催日：2020 年 10 月 25 日より毎週末開催。2021 年 1 月からは毎週火曜・木
曜・土曜・日曜に拡大して開催している。

・場所：柏の葉ゲートスクエアプラザ
・運営実施：GENOWORTH / 協力：UDCK TM、UDCK

一方で、今年度の段階では、コロナの影響で出店者が揃わず、主
目的である地元農産物の提供という当初の目的は達成できていな
い。引き続き、近隣農家への集荷や委託販売のシステム構築を急
ぐ必要がある。また、千葉大学の農産物直売所「緑楽来（みらく
る）」との連携も検討する。イベントとしての収益性も追求しつつ、
近隣住民のコミュニティの場としとして継続的に実施できるよう
な仕組みを整えていく。

▲ FULL-SATO マーケット柏の葉の様子

5. スマートライフパス柏の葉｜ UDCKTM
柏の葉スマートシティプロジェクトの一環として、昨年度より検討
を進めてきた、個人に最適化された暮らしを豊かにするポータルサ
イト「スマートライフパス柏の葉」が、2021 年 11 月 26 日より登
録を開始した。これにあわせて、ヘルスケアに係る以下の 3 つの
提携サービスの提供を開始した。

・歩数や体重などのデータ管理ができる「d ヘルスケア ®」（サービス提供：NTT
ドコモ）

・AI 管理栄養士が健康アドバイスを提供する「カロママプラス」（サービス提供：
リンクアンドコミュニケーション）

・専門医に直接相談が可能な「メディカルノート」（サービス提供：メディカルノー
ト）

・日時：2021 年 11 月 26 日から登録開始（まずは柏の葉キャンパスエリア住民
が対象徐々に対象者を拡大）

今後、「スマートライフパス柏の葉」を通じて、提携サービス間のデー
タ連携への同意により、本人に最適な健康増進活動の提案や病気の
重症化予防など、個人に最適化されたさまざまなサービスを今後提
供していく予定である。

▲スマートライフパス柏の葉と提携サービス（今後も追加予定）

Comming

Soon

Comming

Soon
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目標別活動報告

エリアマネジメント事業を担う法人として、2019 年 1 月に設立さ
れた「一般社団法人 UDCK タウンマネジメント（UDCKTM）」が柏
市と協定を結び、柏の葉キャンパス駅周辺の歩道・植栽と柏の葉ア
クアテラスの管理運営を担っている。キャンパス駅周辺では、市民
団体「かし＊はな」と「花山会」が緑の維持管理を行っているほか、
柏の葉キャンパス駅前まちづくり協議会での清掃活動も継続してい
る。今年度は新型コロナの影響で、夏祭りをはじめとするイベント
が中止を余儀なくされたが、一方で在宅ワークの進展や密の回避等
の影響もあってか、ジョギングや散歩、憩いや遊びの場として、豊
かな公共空間の日常的な利用が進んだ印象がある。人口が増え、活
動が増えるなかでトラブル対応などの強化も求められるなか、ス
マートシティプロジェクトの一貫として、AI カメラの設置に向け
た準備・協議もほぼ完了し、次年度以降設置を進める予定である。
地元住民や市民団体との参画・連携については、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、情報共有や交流を行っ
ている。
エリアの人口増を受け、柏市の広域自治組織である「ふるさと協議
会」の新設準備が進められきたが、今年度「柏の葉地域ふるさと協
議会」の設立に至った。次年度以降の本格稼働に向けて住民主導で
の協議が進められている。

1. 公共空間の管理運営｜ UDCKTM
■柏の葉キャンパス駅西口
柏の葉地区の夏の行事として定着しつつある柏の葉夏祭り「柏の
葉 SummerFess」は、新型コロナウイルスによる感染拡大防止のた
め開催中止となった。また柏の葉キャンパス駅の西口をシャンパン
ゴールドの光に彩るイルミネーションを、11 月から 3 月まで実施。
当初は例年通り 23 時まで点灯していたが、新型コロナウイルス感
染拡大防止のため、12 月から点灯時間が 20 時までとなった。
■柏の葉アクアテラス
毎年７月に駅前と連携して開催されている柏の葉Ｔ -SITE 主催の夏
祭りは、コロナの影響もあり規模を縮小。雨天の影響もあり、８月
22 日、９月 12 日の二日間の開催となった。また、柏の葉 T-SITE
が主催するイベント「ワン Oneday」の拡大版として、アクアテラ
スを活用した撮影会を開催予定だったが、新型コロナや雨天により
中止となった。
柏の葉キャンパス駅前まちづくり協議会で毎月行っている駅前清掃
を年末大掃除の拡大版として、対象範囲をアクアテラスまで拡大し
て 12 月 12 日に開催した。アクアテラスの三角広場でのスケート
ボードによる騒音、夜間にアクアテラス内に侵入しての花火等に対
する苦情が寄せられ、対応策として注意喚起のサインを設置した。

▲柏の葉キャンパス駅西口イルミネーション

公・民・学連携によるエリアマネジメントの実施66目標

■管理エリアの拡大
2020 年度時点で柏の葉キャンパス駅西口と東口並びにアクアテラ
スが、UDCKTM が市と協定を結んで管理するエリアとなっている。
かけだし横丁脇通路でのストリートダイニングの開催や T-SITE に
よるアクアテラス周辺でのイベント開催など、公道の利活用ニーズ
が大きくなっていることを受け、駅からイノベーションキャンパス
地区まで連続する TX 沿いの歩道を新たに UDCKTM 管理とするた
め、柏市や警察と協議を進め、都市再生整備計画の改定、協定の締
結が行われた。2021 年 4 月より開始する予定である。

2. ＡＩカメラの設置準備｜ UDCKTM
昨年度、柏の葉 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全体の温度・湿度計測がスタートしているが、
今年度は「柏の葉スマートシティ実行計画」に基づき、AI カメラ
の設置に向けた協議・調整が進められた。
駅周辺エリアにおいて（一社）UDCK タウンマネジメントが柏市か
ら道路占用許可を得て、既存の街灯に AI カメラを設置する方針で、
協議が整った。個人情報に係る問題については、映像をリアルタイ
ムでデータ解析し、時間、場所、人数、推定性別・年齢等の非個人
情報に変換し、映像データは保管しないことで、個人情報は取得し
ないこととした。
今年度末までにおおむね協議は整っており、次年度前半にカメラを
設置し、テスト運用を開始する予定である。AI 解析によって、駅
前における異常行動（危険行為やうずくまり等）の検知、アクアテ
ラスにおける閉鎖時の進入検知など、まちの安全性向上に向けた
サービスを開始する予定である。また、これらの人流データを、各
種サービスやまちづくりに活用していく準備も進められている。

▲ AI カメラによるサービス、データ活用の概要

3. 柏の葉地域ふるさと協議会
TX 沿線の人口増に伴う柏の葉エリアの新たな地域自治区分として、
2019 年 4 月に「柏の葉コミュニティエリア」が設定され、その自
治組織となるふるさと協議会の設立に向けた検討が地域住民と柏市
で進められた。2020 年 9 月 26 日に東葛テクノプラザにて「柏市
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今後の課題と展望
コロナ禍を経て、公共空間の価値が再評価されている。キャン
パス駅周辺やアクアテラス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。次年度は AI カメラの実証がスタート
する予定であり、人流データ活用の可能性検討とあわせて、管
理活用の推進に取り組むことが期待される。
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、
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。新設された「柏の葉地域ふる
さと協議会」との連携を強化し、また既存のキャンパス駅前ま
ちづくり協議会や地域活動との連携・支援のあり方について引
き続き協議しながら、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
▶まちのオープンスペース（民地含め）のより使いやすい仕組

みづくり、活用推進の構築・発信
▶公共空間のセンシングとデータ利活用の推進
▶地域コミュニティの育成支援、活動をしやすい環境づくり

（UDCK の役割の再確認）

柏の葉地域ふるさと協議会」の設立総会と記念式典が行われた。柏
の葉一丁目〜三丁目、柏の葉キャンパス駅前の一番街、二番街、ゲー
トタワー東棟で構成する形でのスタートとなっている。毎月理事会
が継続されており、活動場所の確保やホームページの立ち上げ、次
年度以降の事業計画検討が進められている。

▲柏の葉地域ふるさと協議会設立記念式典（2020/9/26）

4. 柏の葉キャンパス駅前まちづくり協議会
コロナの感染拡大を受けて、オンライン会議も併用しながら、毎月
役員会を開催し、部会単位での活動を継続している。
①美化・緑化：駅前清掃は 4 月〜 9 月まで休止し、10 月から再開。
清掃にあわせて、駅前の花壇活動との連携も試みている。12 月 12
日には年末大掃除を開催し、40 名以上の方が参加。二回目の緊急
事態宣言を受け 2021 年１月〜 3 月、再び清掃活動は休止している。
②防災・安全：オンライン会議を中心に、定例会議を開催している。
各マンションのお祭りの中止を受けて恒例の炊き出しは実施せず、
防災施設ツアーも見送った。住民提案を受け、新たに駅周辺 AED
普及啓発プロジェクトの実施を準備している。
③子育て世代・高齢者支援：今年度はイベント実施は見送った。
④交流イベント協賛：交流イベントは実施が困難であったため、今
後に活動に向けて、U ＤＣＫと連携し、住民向けのアンケートを実
施したほか、紙面版「まち協だより」の発行を再開した。

▲花山会・かしはな・まち協での花壇の植替え（2020/11/15）

5. 市民団体・地元事業者による活動支援
毎月最終水曜日に UDCK プロジェクト連携会議を開催し、イベン
ト実施者、施設管理者などとイベント報告と次月度以降の予定を共
有する場を設けているほか、K サロンの開催、柏の葉ナビを始め、
SNS など各種メディアを使った情報発信・連携を行っている。
■ K サロン、柏の場（BAR）
毎月最終水曜日の夜に開催しているまちの交流の場。コロナ禍によ
り 2020 年 5 月よりオンラインに移行し頻度を落としながらも継続
している。また毎月第 2 水曜日の夜に開催されているまちづくり
スクール受講生有志による「柏の場（BAR）」もオンラインへ場を
移して継続している。

■チコル主催ハロウィン企画支援
保育施設「チコル」主催のハロウィン企画に協力。行列などの密を
避けて、自由にキャンディスポットを廻るウォークラリー形式で実
施した（10/29-11/1）。
■ BookSwap 柏の葉 ( 本の交換会 ) 支援
図書を自由に持ち帰り、寄贈ができる「小さな図書館」プロジェクト。
コロナ禍で閉館していた図書館の代わりに調布で始まった市民発信
のプロジェクトを柏の葉でも実施。UDCK は場所の提供、市民から
の本の寄贈を受け付ける窓口として支援している（2020 年 10/31、
11/14、12/12、2021 年 2/6、3/21）。毎回 100 名近くが参加。

▲ BookSwap 柏の葉 ( 本の交換会 ) の様子

■ららぽーと北館「まちのコトカレンダー」移設
ららぽーと柏の葉の本館 3 階から「まちのコトカレンダー」を北館
3 階に移設し「柏の葉キャンパスエリアインフォメーション」とし
てリニューアルした（2020 年 7 月）。B1 サイズポスター 2 枚、A4
サイズチラシを 10 種類設置可能。マップはキャンパス駅周辺の広
域 MAP で 20 の大学・研究施設・公共施設・商業施設を紹介している。
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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。
2018 年度にコンペを実施した、都市軸道路と国道 16 号の交差点
部分のシンボルサインは、今年度躯体の整備が行われた。柏たなか
でも、昨年度までに実施設計まで完了した川端調整池の整備が行わ
れ 2021 年 3 月に竣工した。
柏の葉キャンパスエリアでは、昨年度に引き続き、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」の協議を行った
ほか、千葉大学敷地と都市軸道路の間にある水路敷の取り扱いに係
る整理を行った。柏たなかエリア内では、新設される小学校の設計
が進められた。両地区においては、公共サインの整備が進められて
おり、小拠点サイン（マップ）並びに誘導サイン（矢羽根）のデザ
イン調整が行われ、柏の葉キャンパス駅のかけだし横丁入口付近の
矢羽根サインの設置などが行われた。
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、ま
ちの回遊動線として強化していくための検討・協議が昨年度から始
められており、今年度は、線形や埋設物の対応、交通運用、沿道敷
地も含めたデザイン検討等が進められた。
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
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. 景観協議｜ UDCK、柏市
2016 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、今年度は UDCK
として計 17 件の景観協議を行った。種別では、屋外広告物 4 件、
建築物計 13 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 号調整池計 10 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 14 件であり、全体の 5 割程度の事前協
議を UDCK が受けたことになる。

2. 公共空間高質化に係るデザイン協議｜空間デザイン部会
■せせらぎの小径
昨年度、１号調整池と２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、技術的・コスト的面から、せせらぎをモ
チーフとした水路ではなく、スポット的に手動式のポンプを設けた
遊び場や水景施設を設ける案が取りまとめられた。今年度、整備を
予定していたが、設計方針が当初から大幅に見直されたことに対し
て地元合意が得られず、次年度以降改めて検討することとなった。
■正連寺の並木道
野馬土手の断面形状が残る正連寺集落内の道路は、区画整理に伴う
道路拡幅により多くの既存樹を伐採せざるを得ないものの、現在の
断面形状をベースに、中央緑地帯にできるだけ多くの樹木を残し、
あわせて将来「並木道」を再生する方向で、今年度、実施設計が進
められた。しかし、既存樹の撤去の後、改めて緑地帯に盛土を行い
断面を復元することはコスト面で困難と判断され、最終的には緑地
帯の中にのり面を設け、両側の道路の高低差をつなぐ形で設計が見
直された。歩道を片側に寄せ、植栽計画に自由度を持たせる方向で
設計を調整しており、次年度、整備が行われる予定である。

質の高い都市空間のデザイン77目標

▲正連寺の並木道の現況（右側の土手・既存樹のある緑地帯について設計協議）

3. シンボルサイン ” リボン ” ｜中核地区戦略部会
国道 16 号と都市軸道路の交差部に、柏の葉の玄関口に相応しいシ
ンボルサインを設置すべく、2018 年度にデザインコンペを開催し、
ZGF を最優秀として選定した。デザインコンペ以降、最優秀案が
構造的に成立するかの検証や、近年多い台風被害に備えるために風
洞実験を行なう等を経て、設計が進められ、今年度工事に着手。約
二年の時を経て、2021 年 3 月にシンボルサインが完成した。シン
ボルサインの名称は ZGF がデザイン意図を説明した文書のなかに
記した「公・民・学連携の結束」を意味する『リボン』とした。

・工期：2020 年 8 月〜 2021 年 3 月
・工事：三井ホーム ( 株 )
・全長：54.6m、高さ 8.9m
・基本デザイン、デザイン監修：ZGF アーキテクト
・実施設計：UAO、構造設計：金箱構造設計事務所、外構設計：オオバ

サインの筐体自体は完成したが、その足元まわりのランドスケープ
については次年度引き続き整備が進められる予定である。2021 年
12 月に予定している 133 街区商業施設の開業に合わせて一般開放
する予定である。

▲竣工したシンボルサイン ” リボン ”

4. 公共サインの追加整備｜空間デザイン部会
「公共サイン整備方針」に従い、必要性の

高いところから順次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
ンパス、柏たなかエリアに、合計３か所
の小拠点サイン（マップ付きの板状サイ
ン）と５箇所の誘導サイン（矢羽根サイン）
を設置することとなった。矢羽根サイン
については、「公共サイン整備方針」策定
後、初めての設置となることから、既設
の製品とデザインをベースに、改めてデ
ザインの考え方を整理し、整備を行った。

▲整備された誘導サイン
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今後の課題と展望
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、実現に向けた合意を図ることが重要
な課題である。「せせらぎの小径」「正連寺の並木道」は、地元
合意や費用面から、残念ながらまちの歴史の面影を活かした空
間デザインは難しい状況にあるものの、引き続き議論を継続す
る必要がある。16 号北側エリア全体のアーバンデザインの考え
方を整理することも重要である。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おり、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、川端調整池の完成をもって駅周辺の「水
と緑のネットワーク」はいったんの完成を見る。今後はこれら
の公共空間が地域に愛される場となるよう、活用や維持管理へ
の地域住民や企業の参加をさらに促していくことが望まれる。

次年度以降の重点課題
▶「学園の道」の計画推進・合意
▶せせらぎの小径・正連寺の並木道を含む国道 16 号北エリアの

アーバンデザインの考え方の整理
▶柏たなかエリアの公共施設の積極的な活用、市民や地域企業

の参加促進

5. 学園の道の検討協議｜中核地区戦略部会
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。柏の葉エリア内
の回遊性の向上ならびに、千葉大学及び東京大学柏Ⅱキャンパスの
有効活用を図るためには、ここを貫く通路の動線としての機能を強
化することが望ましい。こうした観点から、昨年度、千葉大学・東
京大学・柏市・UDCK に加え、エリア全体の都市開発や土地利用誘
導を主導している三井不動産も含めた五者会議を設置し、①大学を
貫通する通路の常時開放する、②柏北部エリアの回遊ループの一部
として地域内公共交通の軸とする、③柏の葉のシンボル軸にふさわ
しい緑豊かな歩行者空間を形成する、④立地を活かし各大学におけ
る土地利用を推進するという４つの基本方針のもと、基本線形、道
路幅員、交通規制、役割分担等に係る考え方を整理した。引き続き、
今年度は各種調査やデザイン検討が進められ、以下の３つのコンセ
プトに沿った形で計画案が詰められた。
①駅から大学・公園を貫く柏の葉の「シンボル軸」
②沿道と一体的に「人のため」の空間となり「名所」になるみち
③実証実験フィールドとなるストリート
次年度以降も、「学園の道」実現に向けて関係者の合意を取りなが
ら検討・協議を進めていく予定である。

▲学園の道の整備イメージ模型

6. 川端調整池の整備｜柏北部東地区まちづくり検討協議会
柏たなかエリアでは、「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り検討協議会において、各種協議が進められ
ている。「川端調整池」は昨年度実施設計を終え、今年度工事が進
められ 2021 年 3 月に完成した。施工にあたっては、「柏北部東地
区まちづくり推進分科会」（2017 年 1 月〜 2019 年 2 月、7 回開催）
での提案に基づき、川端調整池内遊歩道と歩道間の法面花壇を「菜
の花」で覆う修景企画を実施。もともと地域の子どもたちが「菜の
花」の種まきを行う修景イベントとして構想したが、イベント自粛
の中、環境コンビニで子どもたちに「菜の花の種ダンゴ」づくりを
してもらう企画に変更した。公園来訪者への声かけ等を中心に実施
し、176 人の参加、1,560 個の種ダンゴを製作し、後日柏市によっ
て公園出入口周辺の花壇への植え付けが行われた。

▲整備が完了した川端調整池

7. 小学校の新設・増築
■柏北部東地区新設小学校｜柏市
柏北部東地区に計画されている新設小学校の実施設計が行われた。
7 月と 11 月に景観会議が開催され、柏市景観アドバイザー会議に、
空間デザイン部会メンバーが出席する形で、合同での協議の場が持
たれた。駅側の交差点に面し小学校の正門が位置する北東角部分の

「みんなの広場」の設えや入口の印象をつくる体育館棟の北東側ファ
サード、校舎全体の色彩、既存樹を活かした「みんなの森」の設え
や運用、全体の植栽計画等について、指摘・協議が行われ、これを
踏まえて実施設計が行われた。今後、2021 年 7 月〜 2023 年 2 月
で建設工事が進められ、2023 年 4 月に開校する予定である。
■柏の葉小学校増築｜柏市
柏の葉キャンパス駅周辺においては、戸建住宅や共同住宅の建設が
進み、児童生徒の増加が著しい状況である。この状況から柏の葉小
学校の校舎の増築が計画され実施設計が行われた。景観協議を行い、
足元での樹木の植栽を検討したが、グラウンドが狭くなってしまう
ため困難との結論を得た。その他、軒や階段室の色彩について、確
認・調整を行った。2021 年度の下期から 2022 年度の下期までに
工事を進める計画である。

▲（左）柏北部東地区新設小学校の完成イメージパース
  　（右）柏の葉小学校増築部の完成イメージパース 
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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
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
ことを目指している。
2018 年度に柏市、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、
問い合わせも増えており、新たなプロジェクトも開始されている。
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、昨年度実行
計画を策定。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ているのに加え、こ
れらをつなぐデータ連携プラットフォームが今年度構築され、運用
を開始している。また、市民との共創のためのプログラムとして柏
の葉リビングラボ「みんなのまちづくりスタジオ」もスタートした。
公・民・学連携によるまちづくり機関「UDC」はネットワーク加盟
団体が 21 となっている。オンラインでの全国会議やディレクター
育成プログラムなど、ネットワークを活かした活動に取り組まれた。

1. イノベーションフィールド柏の葉｜ UDCK
柏の葉のまち全体で実証プロジェクトを受け入れる「イノベーショ
ンフィールド柏の葉」は、本年も多くの企業から関心が寄せられた。
実証プロジェクトを希望する案件のうち、2020 年においては国交
省スマートシティ事業の構想の２案件も含む、以下のプロジェクト
が実施済、あるいは進行中である。

・政府の認可を受けた初の公道での電動キックボード走行（プロジェクトメン
バー：株式会社 EXx）

・IoT を駆使した安心・安全なオフィス空間を実現（プロジェクトメンバー：三
井不動産株式会社、センスウェイ株式会社）

・熟成ホップの「脳の健康」効果に関する実証研究（プロジェクトメンバー：キ
リンホールディングス株式会社、三井不動産株式会社）

・国内初・コワーキングスペースにおける IoT 宅配ボックスのシェアリング実証
（プロジェクトメンバー：株式会社 PacPort、三井不動産株式会社）

・AI/IoT を用いた太陽光発電所の発電量最大化・保守高度化実証（プロジェクト
メンバー：三井不動産株式会社、ヒラソル・エナジー株式会社）

▲ IoT を駆使した安心・安全なオフィス空間実現プロジェクト

2. 柏の葉データプラットフォーム｜ UDCKTM
「柏の葉スマートシティ実行計画」に定める 3 つの戦略の一つであ

り、「データ駆動型」のまちづくりに係る根幹でもあるデータプラッ
トフォームの構築について、三井不動産と日本ユニシスが、パーソ
ナルデータが本人の意思に基づき、安心・安全に流通するプラッ
トフォーム「Dot to Dot」を共同開発し、2020 年 11 月 26 日より、
柏の葉において提供を開始した。一般社団法人 UDCK タウンマネ
ジメントが日本ユニシスと共同で管理・運用を行う。「Dot to Dot」
は、企業やさまざまな分野の研究機関等が相互にデータ連携し、既

イノベーションフィールド都市88目標

存サービスの価値向上、新サービスの開発、研究開発活動等を促進
させることができるプラットフォームである。生活者が所有する
パーソナルデータの活用の意思決定権利は個人にあるという「デー
タの個人主権」と、事業者が責任をもって自社サービスのデータ管
理を行い、必要なときのみ他の事業者とデータを連携する「分散型
データ管理」の 2 つの理念に基づき開発されたプラットフォーム
である点に特徴がある。
今年度は、「スマートライフパス柏の葉」に紐づく 3 つのヘルスケ
アサービスのデータ連携をスタートし、事業者間で共同開発をする
ことにより価値を創出する新しいヘルスケアソリューションの開発
を目指している。今後は企業だけでなく、大学や医療機関、研究機
関、行政施設などとも連携し、「柏の葉スマートシティ」のデジタ
ルインフラの一部として「Dot to Dot」を展開し、より暮らしやす
い柏の葉に向けたサービス提供ならびに、様々なイノベーションが
起きるまちづくりにつなげていく予定である。

▲ Dot to Dot とスマートライフパス柏の葉

▲ Dot to Dot の特徴

3. 柏の葉リビングラボ " みんなのまちづくりスタジオ "
■ UDCK リニューアルガイドツアー｜ UDCK
2020 年 10 月 1 日の UDCK 施設のリニューアルにあわせ、これま
での取組と今後の活動を紹介するとともに、レゴ ® シリアスプレイ
® を用いて「柏の葉リビングラボ（仮称）」の体験ができる企画と
した。参加者の多様性を高め、参加のハードルを下げるために平日
〜土曜日の午前、午後に実施。2020 年 10 月 1 日 -31 日の 1 ヶ月
で計 13 回 77 名が参加した。多様な人との対話を繰り返して未来
を作っていくこと、デザイン思考の要素を使いながらプログラムを
進めていくことを手を動かしながら感じてもらった。ツアー参加者
がリビングラボへ参加するなど、まちづくり活動への市民の参加を
促す一定の効果はあった。

▲リニューアルガイドツアーの様子
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■みんなのまちづくりスタジオ｜ UDCK
地域の課題をもとに、住民と共に新たな
プロジェクトを創造する「リビングラボ」
プログラムを開始。2020 年 11 月 3 日に
名前を考えるワークショップを開催し、6
つの案から投票で「みんなのまちづくり
スタジオ（みんスタ）」に決定した。第 1
期のテーマを「まちの声を集める仕組み」
とし、12 月 12 日より開始。熱心な参加
者が 16 名参加し、4 グループに分けて検
討を進めている。できるだけ対面型での
開催を目指しつつ、適宜オンラインも活
用して検討を重ねている。
第 1 期のプログラムとしては、6 月頃に
完結する想定である。継続して新たなプ
ログラムを実施していく予定である。

▲みんなのまちづくりスタジオの様子（左上：なまえを考える WS）

4. 柏の葉スマートシティオンラインフォーラム
スマートシティ実行計画を推進する「柏の葉スマートシティコン
ソーシアム」では、今年度２回、オンラインでの全体会を開催し、
全体での情報共有やコンソーシアム自体の運営方針・規約改定等に
係る協議を進めた。また、柏の葉スマートシティの広報戦略を検
討し、柏の葉の取り組みを広く内外に発信することを目的に、オ
ンラインフォーラムを二回開催した。開催動画は公開している。

・第１弾 7/17「柏の葉で進む次世代プロジェクト大公開！」
・第２弾 9/5「スマートシティを支えるしくみ」

次年度からはコンソーシアムの参加を有料化し、主体的参画のも
と、プロジェクト間の連携や情報発信を進める予定である。

▲柏の葉スマートシティオンラインフォーラムの広報チラシ

今後の課題と展望
スマートシティプロジェクトは、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、データプットフォームと

「みんスタ」を活用した新規プロジェクトの創出・支援が次年度
の重要なテーマとなる。その際、狭義の「スマートシティ」に
限らず、柏の葉で今まで蓄積してきたプロジェクトや組織連携
の総合力を生かして、新たな価値創造に取組み、またこれを戦
略的に発信していく必要がある。
世界に発信力のあるまちづくりを目指すには、SDGs の視点も欠
くことができない。アフターコロナを見据えた社会の将来像を
描き、関係者で共有していくことも必要である。
UDC は新たな将来像を描き、プロジェクトをデザインする仕組
みとしても注目されており、引き続き普及を図っていく。

次年度以降の重点課題
▶各種実証実験や先導的プロジェクトの情報連携と戦略的プロ

モーション
▶参加型での地域ニーズ、市民ニーズに即した新規プロジェク

ト創出（分野横断）
▶ UDC をオープンなネットワークに、国施策等とも連携し普及

促進

5. 全国ＵＤＣネットワーク｜ UDC イニシアチブ
全国 21 か所の UDC にて継続して活動が行われている。新型コロ
ナ禍での各 UDC での情報交換を行うオンライン会議を 6 月 12 日

（金）に緊急開催したほか、当初神戸での開催予定していた全国会
議も全面オンラインに切り替えて 10 月 3 日（土）に実施した。また、
UDC ディレクターの発掘・育成を目的とする第三回「アーバニス
ト養成プログラム」も今年度はオンライン開催とした。UDC 信州
の協力を得て長野県内をフィールドにした実習型のプログラムに全
国から 45 名の受講生が参加して行われた。
スマートシティインスティテュート・ジャパン主催のウェビナーに
て UDC のシリーズを開催するなど、情報発信にも力を入れている。
新設支援も継続しており、2021 年には新たに、宇治市（京都府）
と墨田区（東京都）に UDC が新設される予定である。各地からの
注目も高まっており引き続きネットワークを活かした活動を進めて
いく予定である。

▲オンライン開催となった第 8 回 UDC 会議 with 神戸の告知

▲アーバニスト養成プログラム（オンライン開催）の様子
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