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「知」の連環を生み出す拠点

設立から 3 年余りを経過し、ＵＤＣＫの活動範囲

備が決定している。先頃、東京大学の「行動シナリオ」

は大きく広がっている。公民学の連携の拠点としてＵ

が策定され、最重要キーワードに、
「国際化の推進」
「タ
、

ＤＣＫが担ってきた基本的な役割は、
「柏の葉国際キャ

フな東大生の輩出」、「大学と社会の知の連環」があげ

ンパスタウン」の実現に向けたまちづくりの推進にあ

られている。これらの 3 つの キーワードを、柏地区

る。そのなかでも、最先端の研究に基づく社会実験の

の 3 キャンパスで象徴的に実現することを構想して

拠点として、従来の「まちづくり」の枠を超えた先進

おり、その中でも駅前キャンパスは、「社会実験など

的・独創的な活動は、他のまちづくりセンターとは一

を通して社会との連携により知識を創出する知の連環

線を画すものともいえるだろう。こうした取り組みの

の拠点」としたいと考えている。大学と社会の連携と

成果は徐々に形になり始めており、柏の葉の今後のま

いう点において従来のＵＤＣＫの果たしてきた役割は

ちづくりにおけるＵＤＣＫの必要性・可能性は、公民

大きく、今後計画を進める駅前キャンパスにおいて、

学それぞれの関係主体に広く共有されるものとなって

ＵＤＣＫの機能も重要なものとして位置付けている。

きた。
第一期施設の暫定利用期限が 2010 年夏に迫り、

柏の葉エリアは開発途上の街であり、交通システム

また 2009 年の末には、ＵＤＣＫの創設者であり、

などの社会実験もしやすい。『ここにくれば社会実験

柏の葉のまちづくりのレールをひかれた北沢先生が急

のことはなんでもできる』、という拠点として育てて

逝されるというショッキングな出来事があったが、今

いきたい。さらに、筑波研究学園都市の研究成果も、

までの活動の評価と、関係者の惜しみない協力によっ

東京の活力も使える柏の葉エリアは、世界が注目する

て、駅東口の第二期施設への移転が決まり、ＵＤＣＫ

最先端の研究拠点となりうる。そして、「大学と社会

は設立当初の想定（当初は 1 年半から 2 年の期限付

の知の連環拠点」となる駅前キャンパスは、知性あふ

きと想定された）を超えて、
継続されることとなった。

れる大学街として柏の葉が発展していく上での一つの

関係されてきた皆様には、深くお礼を申し上げたい。

顔となるだろう。
「柏の葉国際キャンパスタウン」の実現に向けて、第

東京大学にとっては、柏キャンパスが 11 年を経過

二期のＵＤＣＫに期待される役割は大きい。今後も公

し、その広大な面積を活かした最先端の研究施設の整

民学の関係主体の一層の協力をお願いしつつ、連携し

備が着実に進められてきた。この柏キャンパスと「柏

て歩みを進めていきたい。

の葉キャンパス駅」の中間に位置する柏Ⅱキャンパス
では、運動施設とインターナショナル・ロッジが整備
されている。そして、第一期ＵＤＣＫがあった駅前の

東京大学大学院

敷地には、
交通至便な立地を活かした
「柏の葉駅前キャ

新領域創成科学研究科長

UDCK 柏の葉アーバンデザインセンター長

ンパス（東京大学フューチャーセンター（仮））」の整

大和裕幸
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写真｜旧 UDCK（2010.8 休館・移転）

UDCK とは？

公民学の連携組織

柏の葉アーバンデザインセンター（UDCK：Urban

UDCK は日本では初めての公民学連携による都市づ

Design Center Kashiwa-no-ha）は柏市・柏の葉地

くりのセンターです。運営は、行政や住民などの地元

域を中心に、まちづくりを市民、行政、NPO、企業、

組織、まちづくり関連の事業に関わる企業、柏の葉に

大学が共に考え実行する場として 2006 年 11 月に開

キャンパスをもつ大学といった７つの「構成団体」に

設されました。
『環境・健康・創造・交流』を軸に『国

よって行われています。また、趣旨に賛同する「協力

際学術研究都市づくり』を進めるため、
『柏・流山地

団体」や「支援団体」によって活動が広がっています。

域における大学と地域の連携によるまちづくりプロ

構成団体： 柏市、柏商工会議所、田中地域ふるさと協議会、三井不動産、

ジェクト』のアクションプログラム（実行計画）のひ
とつにも位置づけられています。
多くの方々との議論、
研究、作業の中から都市や地域の将来像を描き、実践

首都圏新都市鉄道、東京大学、千葉大学

協力団体（公的組織）
： 柏市都市振興公社、千葉県

協力団体（専門組織）
： スパイラル、都市環境研究所、UG 都市建築、
		

		

していこうとしています。

		

04

NPO 支援センターちば、プラップジャパン

ジャパンライフデザインシステムズ

YRP ユビキタス・ネットワーキング研究所

環境経済の街づくり

社会実験から実践へ

今最近、個性的な街づくりを実践しているふたりの市

地方自治体を取り巻く環境は、人口減少社会が現実に

長に続けて会い、その街づくりについて話を伺う機会を

なり、今後も財政的な制約が見込まれる中で、急激に進

持ちました。ふたりとも名古屋で開催される生物多様性

む高齢化や少子化への対応、長期化している景気の低迷

条約第１０回締約国会議（ＣＯＰ１０）で生物多様性に

や雇用問題への対応、更には地球環境問題への対応な

関わる行政の成果報告をすることになっていました。ひ

ど、多くの課題が山積し、大変厳しい状況にある中で，

とりは兵庫県豊岡市の中貝宗治市長です。１９７１年に

地域主権の担い手として、自治体の役割はますます重要

絶滅した野生のコウノトリを飼育し、コウノトリも住め

になってきています。これらの諸課題への対応としても、

る環境づくりを根気よく続け成果をあげています。目指

「健康、環境、創造、交流」を基本コンセプトとしている、

すはビオトープ水田・冬季湛水水田・中干し延期水田な

つくばエクスプレス沿線のまちづくりは、柏市にとって

どの実現をとおして、コウノトリの餌になる糸ミミズ・

大変重要なプロジェクトであります。

オタマジャクシ・ヤゴの生育環境を定着させることで

このような中で、北沢先生の提唱を契機に設立されたＵ

す。当然、農薬に頼らない農法がすすめられています。

ＤＣＫ：柏の葉アーバンデザインセンターは４年目に入

豊岡市は農薬を使わない農家に補助金をだして支援して

り、東京大学、千葉大学をはじめ多くの団体や市民、企

いるそうです。しかし、ここで注目すべきことは「環境

業などの連携と協力により柏の葉地域のビジョンとして

経済」という言葉でした。今まで生態系を保全する環境

策定された「柏の葉国際キャンパス構想」の実現を目指

政策は常に経済の壁にぶつかって頓挫することが多くみ

して、研究から学習、交流など様々な活動が展開され

られました。しかし、食材に対する、「安心 ･ 安全・美

ています。内容的にも、多くの活動が実証実験から実

味」の追求が重要視されるようになった現代は、環境と

践に向けて充実してきており、市の事業としても、柏

経済が共鳴する時代であると言えるのでしょう。「コウ

版 CASBEE の２０１０年度からの実施に向けた検討や、

ノトリの郷の米」はその話題性も手伝って、
「安全・安心・

新設小学校２０１０年度からの建設に向けた計画の検討

美味な米」として売れているのです。つまり、生き物を

なども積極的に進められました。

育む環境が、生産活動を疎外しないばかりか消費活動を

また、環境に配慮した次世代型環境都市を目指す取り組

促進するという経済サイクルにのっているのです。しか

みの一環として、国の社会還元加速プロジェクト「情報

も、コウノトリを通じての環境教育が豊岡市の子供たち

通信技術を用いた安全で効率的な道路交通システムの実

に「いのちの大切さ」「環境保全の重要さ」を気づかせ、

現」の会議において、青森市、横浜市、豊田市に次ぎ、

「自分たちの故郷への誇り」を持たせるに至っています。

全国４番目の「ITS 実証実験モデル都市」に選ばれまし

もうひとりの市長は柏市の隣、野田市の根本崇市長です。

た。これらの活動はじめ多くのプロジェクトが順調に進

野田市には明治時代に水運目的に造られた利根運河が役

行している中で、2 ００９年はＵＤＣＫにとって大きな

割を終え、環境用水・親水公園としての整備が進み美し

変化の年となってしまいました。

い桜の名所になっています。２００７年には経済産業省

このレポートの中に北沢先生の寄稿がありません。北沢

の近代産業遺産にも認定されました。今年は富山市に続

先生の訃報をお聞ききすることになるとは夢にも思って

いて全国運河サミットも予定されています。同時に豊岡

もおりませんでしたので、只残念の一言です。

市に倣ってコウノトリも飛来するような自然環境の保全

北沢先生のご冥福をお祈り申し上げますとともに、北沢

に勤めています。市役所庁舎を囲む市長ご自慢の自然林

先生が考えておられていたことや UDCK に期待されて

も市民の憩いの場として活用されています。我々は街づ

いたことなどをしっかり引き継いでいきたいと思いま

くりというとなにか新しい建物や道路をイメージしがち

す。今後も UDCK を拠点として、公民学の連携により

です。このふたつのまちの取り組みは環境 ･ 健康をテー

柏の葉国際キャンパスタウン構想の具体化を進めてまい

マにしたＵＤＣＫの街づくりのもうひとつの方向を示唆

りますので、多くの皆様の参加とご協力をお願いいたし

しているように思います。

ます。

千葉大学教授・UDCK 副センター長
栗生

柏市副市長（元柏市役所企画部長）・UDCK 副センター長
石黒

明
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知縁を創るまちづくり拠点＝ＵＤＣＫ

都市に取り組む

「大学教員である私自身にとってのＵＤＣＫでのテー

副センター長に在任中はお世話になりました。４月に芝浦

マは、「まちづくり、地域づくりの一員として大学がど

工業大学に着任して半年がたちました。本務が実務から研究

のような役割を果たせるのか。」そして、
「大学にとって、

教育に変わり、ひとつの現場に密着することは難しくなりま

まちづくりの担い手となることにどのような意味がある

した。逆に関わる数が増え、楽しんでやっています。2009

のか。」この二つを明らかにすることでした。そして今、

年度は 12 月に創設者の北澤猛先生を失う悲しい出来事があ

ＵＤＣＫでの三年を超える活動を通じて、ある一つの確

りました。活動を振り返ると、国際キャンパスタウン構想

信を持つようになりました。それは、個人が興味を持つ

の実行（フォローアップ）が２年目となり、共同自転車の

事象や出来事に対して、他の人と共に考え、意見交換し、

社会実験や農あるまちづくりの環境コンビニステーション

さらにその興味を深め、問題解決の糸口を探るという、

など目に見える成果を上げることができました。９月には

｢知る｣ ｢知りたい｣ を媒介としたコミュニティ「知縁コ

アーバンデザインセンター会議を開催し、アジアの実践者と

ミュニティ」を創ることが、これからのまちづくりにとっ

国内４つの先進事例を招いてシンポジウムを行ないました。

て不可欠だということです。

UDCK の内外で御理解御協力をいただいた方々には改めて

同じ地域 ･ 場所で生活をしているという地縁だけを頼

御礼を申し上げます。大学に移った今夏、欧州の主要都市

りにしていては、まちづくりはなかなかうまくいきませ

を訪れる機会がありました。そこで各都市の空間に投じる

ん。あるときは、よそ者の専門家の参画も必要ですし、

エネルギーに改めて感心しました。日本では地球環境や高

若い学生たちの行動力も重要です。そういう意味で大学

齢化・人口減少から都市に対する消極的な意見がきかれます。

の存在を活用しない手はありません。大学だって地域に

欧州でもグリーンビルディングや LRT など環境政策に注力

そっぽをむいていては、社会貢献という大学の使命がお

していますが、それらは都市の魅力を高めるポジティブな

題目だけになってしまいます。

デバイスとして生活や経済や観光と結びついています。ま

キャンパスタウンという言葉は、ただ大学が近くにあ

た港湾地区などブラウンフィールドの再開発では工場や倉

るからということだけでなく、地域全体が緑あふれる大

庫など工業的要素を残すことにより、活気のある空間をつ

学キャンパスのようにありたいという願いを込めたもの

くっています。技術を楽しく活用し、様々な要素を取り込

です。しかし、ただ物理的な要件を満たしても、｢知｣

むのは UDCK のやり方にも通じます。もうひとつ感心した

というキーワードでそこに生活する人々が結びつくこと

のは、各都市が都市の歴史や動向をわかりやすく情報発信

無しに、真の意味でのキャンパスタウンを実現すること

していることです。再開発事業のサイトの近くには情報セ

はできません。今回のアニュアルレポートに紹介されて

ンターが置かれ、常駐者が模型やパネルで解説してくれま

いる様々な活動の大部分は、人と人が知縁によって結び

す。既成市街地には歴史的建築物や現代建築を使った情報

つき展開されてきたものです。その意味で、ＵＤＣＫは

センターがあります。いずれも小規模ですが、
専任者がいて、

知縁を創るまちづくり拠点だといってよいでしょう。私

自主企画を展開しています。中身と同じくらい見せ方を重視

がＵＤＣＫ創設者の北沢猛先生と巡り会えたのも、柏の

しているのがわかります。訪問した都市では都市計画関係

葉を元気にするためにはどうしたら良いか、という課題

部局や情報センターの責任者にヒアリングしました。
その際、

を通じた知縁によるものでした。

こちらの意図を説明するため UDCK で使っていたパワーポ

2009 年は、その北沢先生が突然他界されるという悲

イントで自己紹介しました。いろいろやってたいへんだろ

しい出来事がありました。先生を失ってあらためて気づ

うという感想とともに、いろいろ集めないとうまくいかな

かされたことは、知縁の中心にいつも先生の姿があった

いよな、という意見もききました。UDCK のスタイルは世

ということです。海外でも注目され始めた柏の葉のまち

界的にも特異のようですが、
それが本道なのかもしれません。

づくり、その実現のために、私たちＵＤＣＫ構成メンバー

北澤先生は「実践の理論化」と何度もいわれました。元副セ

それぞれが、知縁から始まるまちづくりのネットワーク

ンター長の宿題として、
アーバンデザインセンターとは何か、

を広げていくという決意を新たにしたいと思います。

もう少し考えてみようと思います。

千葉大学教授・UDCK 副センター長

芝浦工業大学デザイン工学部・UDCK アドバイザー

元副センター長（2007 年 4 月〜 2010 年 3 月）

上野 武

前田
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英寿

センター長代理となって

包容力のあるハコ

2009 年 12 月 22 日に、UDCK 創設者である北沢猛

2010 年 4 月に前田・前副センター長の後をひきつぎＵ

先生が亡くならた。大変残念なことである。私はその直

ＤＣＫに席を設けてから、あわただしく早半年が過ぎまし

後から、UDCK センター長代理として運営に直接関わ

たが、何よりも実感しているのは、北沢先生が作られたこ

るようになった。これまでは、東京大学の教育プログラ

の不思議なハコが持つ「包容力」の大きさです。ＵＤＣＫ

ムとして建築環境スタジオおよび都市環境スタジオの授

を取り巻く公民学それぞれの主体から、旧来の立場を超え

業や発表の場として、あるいは様々なシンポジウムの会

て出てくる様々な企画や要望をＵＤＣＫが大きく受けと

場として、UDCK という場所を使う側であった。しか

め、スタッフを中心に関係者を巻き込みながら、イベント

しいざ運営の中心を担うようになってみると、その活動

や実証実験、参加型プログラムなど、面白い取り組みが生

が広がりすぎていて、全体像が把握できないというの

まれ、育っていく、このサイクルこそ、ＵＤＣＫに込めら

が第一印象であった。実際に多くの活動があり、それぞ

れた意味なのだろうと感じます。このアニュアルレポート

れにばらばらなようでいて、UDCK という一つの場所

を見てもわかるように、2009 年度までの 3 年あまりで、

と組織だけが、全体をつなぎ止めているように思えた。

ＵＤＣＫの活動はこれだけの広がりを見せてきました。そ

このような状況は、北沢先生の予想以上だったのではな

のベースにあるのは、
「施設」の包容力であり、
「組織」の

いかと想像している。とにかくこの活動を維持しなけれ

包容力であり、
「人」の包容力に違いありません。この大

ばならない、というのが私の思いであった。

きな包容力の中心にいた北沢先生は、もうここには居ませ

しばらく時間をかけて現状把握しみてると、非常に多く

んが、ＵＤＣＫはこれからも、多くの人や活動を惹きつけ、

の人が関わっていることが見えてくると同時に、いくつ

提案や要望を受け止める「ハコ」でありたいと思います。

かの活動どうしはコラボレーションの可能性があると感

ＴＸ開通から 5 年が経過し、住民や来街者も増え、まちは

じた。横のつながりができれば、相乗効果によるおもし

着実に成長しています。そうした中で、ＵＤＣＫが果たす

ろい発展がおきるのではと感じている。すぐに取り組め

べき役割も変化していきます。ＵＤＣＫはまちの実験拠点

るわけではないが、活動どうしの関わり合いの場をもっ

であり、新しい取り組みを仕掛けていくことにその役割が

と積極的に作っていきたい。一方で北沢先生のこだわっ

ありますが、当然ながら、それらはそこにある実際の暮ら

ていた本来の主旨である「デザイン」を担う部分は、ど

しにつながっていかなければ意味はありません。大きな夢

こまで関われているのか不安な面もある。こうした現状

を描き新しいことにチャレンジしていくことはもちろん、

を見つめながら、これからの体制、活動をより発展させ

一方では、それらがまちにもたらす意義について常に検証

ていくことが重要と考えている。

しながら生活の要求に対応していく、そして持続可能なシ
ステムとして定着させていく。そのためのＵＤＣＫの役割

2009 年度をもって、創設時メンバーの前田さん、丹

について、真剣に議論を始める時期に来ています。2009

羽さんが卒業し、スタッフの構成も大きく変わることに

年度に千葉県の助成を受けて行った「コミュニティグリッ

なった。私も含めた新メンバーにとっては不安な面

ド」の研究は、北沢先生に託された大きな研究課題の一つ

もあるが、一方で UDCK は人が変わっても運営できる

であり、これからの柏の葉を考えていく鍵でもあります。

組織として成長していかなければばならない。2010 年

一人ひとりの手に届く小さい単位から「公共」を捉え、そ

度の移転の実施、また、将来の東京大学の柏の葉駅前キ

れらをネットワークしていく、緩やかな「公共」のネット

ャンパスに建設されるヒューチャーセンターへの移転を

ワークが形を変えながら、その時々のまちの要求に柔軟に

視野に入れた将来像を、これまでのコンセプトや実績を

対応していく、そんなまちの中で人々が実感を持って生き

大事にしていきながら、UDCK に関わる多くの人と

生きと暮らす―、そんな社会の姿を、北沢先生はきっと描

ともに考えていきたい。

かれたのではないでしょうか。初動から展開・定着へ、柏
の葉のまちづくりの真価が問われるのはこれからです。

東京大学准教授・UDCK 副センター長

東京大学非常勤講師・UDCK 副センター長

清家 剛

三牧 浩也
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2009 年度をふりかえって

丹羽由佳理

早稲田大学助手／ UDCK アドバイザー（2007-2009 度 UDCK ディレクター）
オープン当初は、「UDCK って何？」「あそこで何をしているの？」という声が多くありましたが、UDCK 開設から
3 年以上経過し、だんだんと地域に浸透してきたように思います。住民の方々や学生が UDCK を自由に利用し、さま
ざまな立場の人が一斉に集うことにより、ここで多くの出会いがあったのではないかと思います。
UDCK はオープン以降、さまざまなプログラムを提案し、実践してきました。「まちづくりスクール」の修了生は
100 人を超え、「ピノキオプロジェクト」では地域児童や学校と連携するなかで世代を超えた交流が生まれています。
また「公衆電源プロジェクト」や「スマートサイクル」など次世代の実証実験を積極的に行ってきました。
これまでの活動を振り返って興味深い点は、住民や学生が、UDCK をきっかけとして自発的にまちづくり活動に関
与し始めているということです。たとえば「UDCK まちづくりスクール」修了生の住民チームは自転車を活かしたエ
コポイントモデルを提案し、まちのクラブ活動でその試みを実践しています。
「都市デザインスタジオ」修了生の学生チー
ムは、住民や企業を巻き込んだ地域交流イベントを催したり、使われていない敷地の活かし方を住民と一緒に考える場
を設定するなどしています。最近では、柏たなかを対象にした移動販売のビジネスモデルを検討しているチームもあり
ます。展示会やワークショップを企画して、地域住民との交流を深めています。こうした活動は、住民や学生が自ら立
ち上げたものであり、これからの地域連携まちづくりモデルのヒントになるのではないか？と期待しています。
一方、とても悲しい出来事として、2009 年 12 月に UDCK センター長／北沢猛氏がお亡くなりになられました。
北沢先生は、とても明るく、優しい人柄で、力強いパワーを感じる素晴らしい先生でした。 東京大学大学院新領域創
成科学研究科・空間計画研究室では、環境に配慮したアーバンデザインのあり方や公民学連携まちづくりについて研究
され、2006 年 11 月柏の葉アーバンデザインセンター UDCK を創設されました。その後、UDCK のモデルを展開す
べく、UDCY( 横浜アーバンデザインセンター )、UDCT( 田村地域デザインセンター )、UDCKo( 郡山デザインセンター )
など、地域の拠点となるデザインセンターを各々開設されました。私は、2007 年 4 月より北沢先生と共に UDCK を
運営し、アーバンデザインのあらゆる作法を教えて頂きました。 これからも北沢先生から教えて頂いた技術や手法、
考え方を継承してアーバンデザインを研究していきたいと思っています。
そして現在、2006 年 11 月から 2010 年 7 月までの第１期が終わり、第２期が始まろうとしています。 第１期で
は新しい街を創り上げるために多くの活動をハイペースに行ってきましたが、第２期では地域に密着した課題に取り組
んでいきたいと考えています。人々が生活するうえで必要な要素、暮らしを豊かにする仕掛けなど、個々の目線から未
来のまちを皆さんと考えていければと思います。これまで同様、果敢に挑戦していきたいと思いますので、ご協力どう
ぞ宜しくお願いいたします。
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柏の葉国際キャンパスタウン構想
2008 フォローアップ調査

全体像
全体像
全体像
全体像

1
構想の目的
１．構想の目的
１．構想の目的
１．構想の目的
１．構想の目的
我が国においては、人口減少や少子高齢化、環境・健康・防犯・防災、経済活力などの様々

2
対象区域
２．
対象区域
２．
２．
対象区域
対象区域
２．対象区域

我が国においては、人口減少や少子高齢化、環境・健康・防犯・防災、経済活力などの様々な
我が国においては、人口減少や少子高齢化、環境・健康・防犯・防災、経済活力などの様々な
我が国においては、人口減少や少子高齢化、環境・健康・防犯・防災、経済活力などの様々な
な問題の顕在化に加え、ライフスタイルの多様化などによる街の居住者・利用者のニー
我が国においては、人口減少や少子高齢化、環境・健康・防犯・防災、経済活力などの様々な
問題の顕在化に加え、ライフスタイルの多様化などによる街の居住者・利用者のニーズの変化に
問題の顕在化に加え、ライフスタイルの多様化などによる街の居住者・利用者のニーズの変化に
問題の顕在化に加え、ライフスタイルの多様化などによる街の居住者・利用者のニーズの変化に
ズの変化に対応した、新たな都市像の確立が求められている。
問題の顕在化に加え、ライフスタイルの多様化などによる街の居住者・利用者のニーズの変化に
対応した、新たな都市像の確立が求められている。
対応した、新たな都市像の確立が求められている。
対応した、新たな都市像の確立が求められている。
▼柏の葉国際キャンパスタウン構想は千葉県、柏市、 柏の葉地域における社会運営のシステムとこれに対応
柏の葉地域は、大学や国等の公的研究機関、多くの企業や住宅等が立地し、都市に関
対応した、新たな都市像の確立が求められている。
柏の葉地域は、大学や国等の公的研究機関、多くの企業や住宅等が立地し、都市に関する諸問
柏の葉地域は、大学や国等の公的研究機関、多くの企業や住宅等が立地し、都市に関する諸問
柏の葉地域は、大学や国等の公的研究機関、多くの企業や住宅等が立地し、都市に関する諸問
区域１
区域１区域１
約１3ｋ㎡
約１3ｋ㎡
約１3ｋ㎡
千葉大学、東京大学が２年間の研究を経て、2008
年
する持続可能な空間計画を研究、成果をフォーラムで
する諸問題への対応はもちろんのこと、公・民・学が連携した先端的な都市づくりが可
柏の葉地域は、大学や国等の公的研究機関、多くの企業や住宅等が立地し、都市に関する諸問
区域１
題への対応はもちろんのこと、公・民・学が連携した先端的な都市づくりが可能な非常に高いポ
題への対応はもちろんのこと、公・民・学が連携した先端的な都市づくりが可能な非常に高いポ
題への対応はもちろんのこと、公・民・学が連携した先端的な都市づくりが可能な非常に高いポ
利根運河

利根運河
利根運河

利根川
利根川

利根運河

3フォロー
フォロ
３．
フォロ
３．
３．
フォロー
３．
フォロ
本調査は
「柏
本調査は

本調査は「柏
本調査は「柏
に着手可能な
本調査は
着手可能な
着手可能なテー
着手可能なテー
7つの専門部会
着手可能な
の専門部会
の専門部会を設
の専門部会を設
初期的事業を
の専門部会
期的事業を
期的事業を進め
期的事業を進め
期的事業を

利根川

利根川

柏たなか駅
柏たなか駅

柏たなか駅

■ 検討体
■
■ 検討体制
検討体制
■ 検討体

約１3ｋ㎡

能な非常に高いポテンシャルを持つことからも、世界水準の都市づくりを先導するモデ
題への対応はもちろんのこと、公・民・学が連携した先端的な都市づくりが可能な非常に高いポ
テンシャルを持つことからも、世界水準の都市づくりを先導するモデルとしての役割を担ってい
テンシャルを持つことからも、世界水準の都市づくりを先導するモデルとしての役割を担ってい
テンシャルを持つことからも、世界水準の都市づくりを先導するモデルとしての役割を担ってい
３月策定された。新たな地域ビジョンに基づく新しい
発信した。②田園都市部会：柏北部東地区において、
テンシャルを持つことからも、世界水準の都市づくりを先導するモデルとしての役割を担ってい
ると言える。本地域ではこれまでも、
「環境
・・
健康
・・
創造
・交流の街」をコンセプトとして、公
・民・
ると言える。本地域ではこれまでも、
ると言える。本地域ではこれまでも、
「環境
「環境
・
・健康
健康
・創造
創造
・交流の街」をコンセプトとして、公
交流の街」をコンセプトとして、公
・
・民・
民・
ルとしての役割を担っていると言える。本地域ではこれまでも、
「環境・健康・創造・
区域２
区域２区域２
約４3ｋ㎡
約４3ｋ㎡
約４3ｋ㎡
ると言える。本地域ではこれまでも、
「環境・健康・創造・交流の街」をコンセプトとして、公
・民・
政策テーマを先取りしたものであり、現在の法制度や
都市と農との共生を図る取組みとして、都市型農業の
学の連携により、まちづくりが進められてきた。これまでの計画や検討結果、まちづくりの成果、
学の連携により、まちづくりが進められてきた。これまでの計画や検討結果、まちづくりの成果、
学の連携により、まちづくりが進められてきた。これまでの計画や検討結果、まちづくりの成果、
交流の街」
をコンセプトとして、公・民・学の連携により、まちづくりが進められてきた。
区域２
約４3ｋ㎡
学の連携により、まちづくりが進められてきた。これまでの計画や検討結果、まちづくりの成果、
また２００６年度の基礎調査を踏まえ、２００８年３月には地域の関係者である千葉県・柏市、
また２００６年度の基礎調査を踏まえ、２００８年３月には地域の関係者である千葉県・柏市、
また２００６年度の基礎調査を踏まえ、２００８年３月には地域の関係者である千葉県・柏市、
これまでの計画や検討結果、まちづくりの成果、また2006年度の基礎調査を踏まえ、
政策を越えた提案も含む構想計画である。
実践支援、まちづくり拠点施設の整備、農ある景観形
また２００６年度の基礎調査を踏まえ、２００８年３月には地域の関係者である千葉県・柏市、
大学、
民間企業、
市民
・NPO
等が連携
・協働し、
先端的な都市づくりを具体的に実践するために「柏
大学、
大学、
民間企業、
民間企業、
市民
市民・
・NPO
NPO
等が連携
等が連携
・
・協働し、
協働し、
先端的な都市づくりを具体的に実践するために「柏
先端的な都市づくりを具体的に実践するために「柏
2008年3月には地域の関係者である千葉県・柏市、大学、民間企業、市民・NPO等が
大学、
民間企業、
市民
・
NPO
等が連携
・
協働し、
先端的な都市づくりを具体的に実践するために「柏
の葉国際キャンパスタウン構想」を策定した。
の葉国際キャンパスタウン構想」を策定した。
の葉国際キャンパスタウン構想」を策定した。
▼ 2008 年 度 か ら は UDCK に 実 行 段 階 に 移 行
し、 成の試みを行った。③地域教育部会：小学校の新設に
連携・協働し、先端的な都市づくりを具体的に実践するために
「柏の葉国際キャンパス
柏たなか駅

柏の葉
柏の葉
キャンパス駅
キャンパス駅

千
千

柏の葉
キャンパス駅

Ｕ
Ｕ

柏の葉
キャンパス駅

の葉国際キャンパスタウン構想」を策定した。
本構想は、千葉県、柏市、千葉大学、東京大学の共同調査で作成しており、新たな地域ビジョ
本構想は、千葉県、柏市、千葉大学、東京大学の共同調査で作成しており、新たな地域ビジョ
本構想は、千葉県、柏市、千葉大学、東京大学の共同調査で作成しており、新たな地域ビジョ
タウン構想」
を策定した。
「フォローアップ調査」として各種の施策や事業を展
伴い、アーバンデザインと地域連携に関して意見交換
本構想は、千葉県、柏市、千葉大学、東京大学の共同調査で作成しており、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た構想であり、現在の法制度や政策を超えた提案も含ま
ンに基づく新しい政策テーマを先取りした構想であり、現在の法制度や政策を超えた提案も含ま
ンに基づく新しい政策テーマを先取りした構想であり、現在の法制度や政策を超えた提案も含ま
本構想は、千葉県、柏市、千葉大学、東京大学の共同調査で作成しており、新たな地
ンに基づく新しい政策テーマを先取りした構想であり、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、本構想の実現にあたっては、各団体内部での更なる検討や関係機関との調
れている。そのため、本構想の実現にあたっては、各団体内部での更なる検討や関係機関との調
れている。そのため、本構想の実現にあたっては、各団体内部での更なる検討や関係機関との調
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柏の葉
柏の葉
柏の

レス
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ば
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開し始めた。2009 年度は 10 の専門部会により具体
し、地域の活動・資源を活用した小学校をめざす。④
域ビジョンに基づく新しい政策テーマを先取りした構想であり、現在の法制度や政策を
れている。そのため、本構想の実現にあたっては、各団体内部での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、フォローアップ、そしてこの構想を検証
整を行い、制度の改善や上位計画へのフィードバック、フォローアップ、そしてこの構想を検証
整を行い、制度の改善や上位計画へのフィードバック、フォローアップ、そしてこの構想を検証
超えた提案も含まれている。そのため、本構想の実現にあたっては、各団体内部での更
的な検討を進め、関係団体と調整を図った。委員会に
ＩＴＳ部会：ITS による移動交通の実験を行い効果を
整を行い、制度の改善や上位計画へのフィードバック、フォローアップ、そしてこの構想を検証
しながら継続的に運用していくことが必要である。
しながら継続的に運用していくことが必要である。
しながら継続的に運用していくことが必要である。
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、フォ
しながら継続的に運用していくことが必要である。
※区域１を主な対象とするが、広域的な考え方が必要なもの
※区域１を主な対象とするが、広域的な考え方が必要なもの
※区域１を主な対象とするが、広域的な考え方が必要なもの
は UR 都市機構と三井不動産が委員として加わった。
検証、ITS 利用の先進事例となることを目指す。
「柏
ローアップ、そしてこの構想を検証しながら継続的に運用していくことが必要である。
は区域２を対象として含める
は区域２を対象として含める
は区域２を対象として含める
※区域１を主な対象とするが、広域的な考え方が必要なもの
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は区域２を対象として含める
４．
理念・目標・方針とフォローアップ
４．
４．
理念・目標・方針とフォローアップ
理念・目標・方針とフォローアップ
①環境都市部会：柏の葉コミュニティグリッドでは、
ITS 推進協議会」を設立した。⑤自転車部会：モビリ
４．理念・目標・方針とフォローアップ
理念・目標・方針とフォローアップ
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理念
理念理念
理念

環境と共生する田園都市づくり
環境と共生する田園都市づくり
環境と共生する田園都市づくり
環境と共生する田園都市づくり
脱炭素社会モデルとなる緑地保全や持続型開発による
『環境空間』
脱炭素社会モデルとなる緑地保全や持続型開発による
『環境空間』
『環境空間』
と
と と
1 1脱炭素社会モデルとなる緑地保全や持続型開発による

目標
目標 目標
目標

学学
学

東京大学
・千葉大学
東京大学
東京大学
・
・
千葉大学
千葉大学
東京大学・千葉大学

新たな産業
新たな産業
新たな産業
・
・ ・
文化の創造
文化の創造
文化の創造
新たな産業
・

公 公 文化の創造民 民
千葉県
・柏市
企業
・市民
千葉県
千葉県
・
・
柏市
柏市
企業
企業
・
・
市民
市民
公
民
千葉県・柏市

企業・市民

キャンパスから生まれる知と産業、
キャンパスから生まれる知と産業、
キャンパスから生まれる知と産業、
文化
文化文化
キャンパスから生まれる知と産業、文化

脱炭素社会モデルとなる緑地保全や持続型開発による
『環境空間』
と
市民や企業の
『環境行動』
を誘発する
市民や企業の
『環境行動』
『環境行動』
を誘発する
を誘発する
1市民や企業の
市民や企業の『環境行動』
を誘発する

創造的な産業空間と文化空間の醸成
創造的な産業空間と文化空間の醸成
創造的な産業空間と文化空間の醸成
創造的な産業空間と文化空間の醸成
目標
TX沿線の知の集合を生かし、
高度な新産業の育成と創造産業の集積
TX沿線の知の集合を生かし、
高度な新産業の育成と創造産業の集積
高度な新産業の育成と創造産業の集積
2 2TX沿線の知の集合を生かし、

目標
目標 目標

TX沿線の知の集合を生かし、
高度な新産業の育成と創造産業の集積
を図る
2を図る
を図る
を図る

国際的な学術空間と教育空間の形成
国際的な学術空間と教育空間の形成
国際的な学術空間と教育空間の形成
国際的な学術空間と教育空間の形成
世界をリー
ドする研究機能と地域に開かれた学術空間が街に展開す
世界をリー
ドする研究機能と地域に開かれた学術空間が街に展開す
ドする研究機能と地域に開かれた学術空間が街に展開す
3世界をリー
3 目標

目標
目標 目標

世界をリー
ドする研究機能と地域に開かれた学術空間が街に展開す
3る新たな国際学術都市のスタイルを確立する
る新たな国際学術都市のスタイルを確立する
る新たな国際学術都市のスタイルを確立する
る新たな国際学術都市のスタイルを確立する

大学
学の
のま
まち
ちへ
への
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展開
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大学
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=
==

目標
目標目標
目標

市民
市民 市民

公共
公共
公共
公共

市民

研究者
研究者
研究者
企業企業
・
・
学生
学生・学生 企業
研究者
企業
・学生
研究・交流
研究
研究
・
・
交流
交流
研究・交流

環境と健康、
交流、
創造のキャンパス
環境と健康、
環境と健康、
交流、
交流、
創造のキャンパス
創造のキャンパス
環境と健康、交流、創造のキャンパス
国際性
国際性
国際性

International
International
International
国際性

○国際水準の環境
医療
Ｉ
Ｔ
・教育・都市デザイン
○国際水準の環境
○国際水準の環境
・
・
医療
医療
・
Ｉ
・
Ｉ
Ｔ
Ｔ
・
・
教育
教育
・
・
都市デザイン
都市デザイン
○地球環境社会に貢献する国際交流
・学術研究
○地球環境社会に貢献する国際交流
○地球環境社会に貢献する国際交流
・
・
学術研究
学術研究
○日本独自の文化
・医療
医療
・
技術
・環境
○日本独自の文化
○日本独自の文化
・
・
医療
医療
・
・
技術
技術
・
・
環境
環境
○国際水準の環境
・
・
Ｉ
Ｔ
・教育
・都市デザイン
○国内外への情報発信
○国内外への情報発信
○国内外への情報発信
○地球環境社会に貢献する国際交流
・学術研究
○新産業創出の拠点
○新産業創出の拠点
○新産業創出の拠点
○日本独自の文化
・医療・技術・環境
○国内外への情報発信
○新産業創出の拠点

キャンパス
キャンパス
キャンパス

タウン
タウン
タウン

○地元住民
・企業・自治体
○地元住民
○地元住民
・
・
企業
企業
・
・
自治体
自治体
○大学、公的研究機関
○大学、
○大学、
公的研究機関
公的研究機関
○ベットタウンでない豊かな暮らしと就業
○ベッ
○ベッ
トタウンでない豊かな暮らしと就業
トタウンでない豊かな暮らしと就業
○公民学交流の起点
○公民学交流の起点
○公民学交流の起点
○美しい住生活
○美しい住生活
○美しい住生活
○産業創出の頭脳
○産業創出の頭脳
○産業創出の頭脳
○地元住民
・企業・自治体
○大学、
公的研究機関
○サスティナブル
・コミュニティ
○サスティナブル
・
・
コミュニティ
コミュニティ
○大学の環境形成力を生かし、
大学○サスティナブル
○大学の環境形成力を生かし、
○大学の環境形成力を生かし、
大学
大学
○ベッ
トタウンでない豊かな暮らしと就業
○公民学交流の起点
○コミュニティビジネスの創出
○コミュニティビジネスの創出
○コミュニティビジネスの創出
と都市が連携するコンパク
と都市が連携するコンパク
と都市が連携するコンパク
トタウン
トタウントタウン
○美しい住生活
○産業創出の頭脳
○良好な環境基盤
（地形
・農地・緑地）
○良好な環境基盤
（地形
（地形
・
・
農地
農地
・
・
緑地）
緑地）
（多核分散キャンパス）
（多核分散キャンパス）
（多核分散キャンパス）
○サスティナブル
・
コミュニティ
○大学の環境形成力を生かし、
大学 ○良好な環境基盤
○優れた交通条件
○優れた交通条件
○優れた交通条件
○大学を核とした地域環境マネジメン
ト
○大学を核とした地域環境マネジメン
○大学を核とした地域環境マネジメン
ト
○コミュニティビジネスの創出
と都市が連携するコンパクト
トタウン
○新産業創出の実証実験空間
・
活動
○新産業創出の実証実験空間
○新産業創出の実証実験空間
・
・
活動
活動
○良好な環境基盤
（地形
・農地・
緑地）
（多核分散キャンパス）
○優れた交通条件
○大学を核とした地域環境マネジメント
○新産業創出の実証実験空間・活動

キャンパス

タウン

town
campustown
campus
campus town

サスティナブルな移動交通システム
サスティナブルな移動交通システム
サスティナブルな移動交通システム
サスティナブルな移動交通システム
目標
自転車や公共交通を中心に地球と人に優しい移動環境を整備する次
自転車や公共交通を中心に地球と人に優しい移動環境を整備する次
4 4自転車や公共交通を中心に地球と人に優しい移動環境を整備する次

目標
目標 目標

自転車や公共交通を中心に地球と人に優しい移動環境を整備する次
4世代交通の総合的な実験成果を展開する
世代交通の総合的な実験成果を展開する
世代交通の総合的な実験成果を展開する
世代交通の総合的な実験成果を展開する

キャンパスリンクによる柏の葉スタイルの創出
キャンパスリンクによる柏の葉スタイルの創出
キャンパスリンクによる柏の葉スタイルの創出
目標
目標 目標
キャンパスリンクによる柏の葉スタイルの創出
目標
環境に優しく健康に暮らす柏の葉スタイル、
また豊かな交流や文化芸
環境に優しく健康に暮らす柏の葉スタイル、
また豊かな交流や文化芸
また豊かな交流や文化芸
5 5環境に優しく健康に暮らす柏の葉スタイル、
環境に優しく健康に暮らす柏の葉スタイル、
また豊かな交流や文化芸
術を創造する
術を創造する
5術を創造する
術を創造する

エリアマネジメン
トの実施
エリアマネジメン
エリアマネジメン
トの実施
トの実施
目標
目標 目標
トの実施
目標 エリアマネジメン
安全で快適な環境と地域の価値を維持し向上させる地域経営組織を
安全で快適な環境と地域の価値を維持し向上させる地域経営組織を
6 6安全で快適な環境と地域の価値を維持し向上させる地域経営組織を
安全で快適な環境と地域の価値を維持し向上させる地域経営組織を
6公民学連携で設立する
公民学連携で設立する
公民学連携で設立する
公民学連携で設立する

質の高い都市空間のデザイン
質の高い都市空間のデザイン
質の高い都市空間のデザイン
目標 質の高い都市空間のデザイン
トにより都市と生活の質
先進の環境空間計画とデザインマネジメン
先進の環境空間計画とデザインマネジメン
トにより都市と生活の質
トにより都市と生活の質
7 7 先進の環境空間計画とデザインマネジメン

目標
目標 目標

先進の環境空間計画とデザインマネジメン
トにより都市と生活の質
を高めるいい街がいい人
いい街がいい人
（研究者、
生活者）
を呼ぶ
を高める
いい街がいい人
（研究者、
（研究者、
生活者）
生活者）
を呼ぶ
を呼ぶ
7を高める
を高める

イノベーション
・フィール
ド都市
イノベーション
イノベーション
・
・フィール
フィール
ド都市
ド都市

目標
目標 目標

イノベーション
・フィールド都市
世界の最先端の技術や文化が展開する都市としてスパイラルアップ
世界の最先端の技術や文化が展開する都市としてスパイラルアップ
8 8世界の最先端の技術や文化が展開する都市としてスパイラルアップ
世界の最先端の技術や文化が展開する都市としてスパイラルアップ
する
する
する
8
目標

する

11
21

柏の葉国際キャンパスタウン構想

いい街がいい人（研究者、生活者）
を呼ぶ

10

トワー
『緑地ネッ
トワーク』
トワーク』
を
を
1『緑地ネッ
1
1『緑地ネッ
持続性の高い開
持続性の高い開発や建
持続性の高い開発や
『緑地ネッ
トワー
2
2
2 1
街区の緑化率
街区の緑化率２
街区の緑化率２
５％
５％
持続性の高い開
2
方針
市民生活を環境共生
街区の緑化率
3 市民生活を環境
3
3 市民生活を環境共生型
3 市民生活を環境
TX沿線の広域連
TX沿線の広域連携に
TX沿線の広域連携に
1『100産業創出
1
1『100産業創出』
『100産業創出』
と
と
『1
『
TX沿線の広域連
1『100産業創出
つくばと秋葉原
つくばと秋葉原の集積
方針
方針 方針
2
2
2 つくばと秋葉原の集積
構築する
構築する
構築する
方針 2 つくばと秋葉原
既存産業の高次
既存産業の高次化、
環
環
3 構築する
3
3 既存産業の高次化、
既存産業の高次
3
世界をリードする
世界をリードする研究
世界をリードする研究
1 世界をリードする
1
1 『10の研究や教育
『10の研究や
『10の研究や教育
1 外国人の研究者
『10の研究や
外国人の研究者や学
方針
方針 方針
2
2
2 外国人の研究者や学生
『1000人の
『1000人の外国人
『1000人の外国人
方針 2 外国人の研究者
『1000人の外
柏の葉から世界の最
3 柏の葉から世界
3
3 柏の葉から世界の最先
地域と大学や研究
地域と大学や研究機関
3
4 柏の葉から世界
4
4 地域と大学や研究機関
地域と大学や研究
4
世界の環境交通モデ
1 世界の環境交通
1
1 世界の環境交通モデル
世界の環境交通
歩行者と自転車
歩行者と自転車の楽し
歩行者と自転車の楽
1
2トワークをつくる
2
2 ネッ
方針
方針 方針
ネットワークをつ
ネッ
トワークをつくる
『
『
歩行者と自転車
2 ネッ
自動車利用を減
自動車利用を減らすた
方針 自動車利用を減らすた
トワークをつ
3
3
3『自動車分担率の１
『自動車分担率の
『自動車分担率の１
０
０
自動車利用を減
3『自動車分担率の
健康で快適な生活空
1 健康で快適な生
1
1 健康で快適な生活空間
定着させる
定着させる
定着させる
健康で快適な生
1
方針
方針 方針 多様な住み方、
定着させる
暮
多様な住み方、
暮らし
暮らし
2 多様な住み方、
2
2 『キャンパスリンク
方針 『キャンパスリンク住
『キャンパスリ
多様な住み方、
暮
2 農や食の文化を
農や食の文化を育む
3 『キャンパスリ
3
3 農や食の文化を育む空
農や食の文化を
3
環境
・健康行動を
環境
健康行動を普及
1・・健康行動を普及
1
1 環境
方針
方針 方針 安全や魅力を生み価値
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「持続可能な社会に向けた健康、
ネッ
トワークをつくる
『自転車分担率の１
０％増加』
ネッ
トワークをつくる
トワークをつくる
『自転車分担率の１
『自転車分担率の１
０％増加』
０％増加』
○
『オンデマン
ドバス』
の拡大再実験
歩行者と自転車の楽しい移動を可能とする
〈エリアマネジメント部会〉
〈エリアマネジメント部会〉
〈エリアマネジメント部会〉
2 ネッ
○お花見ピクニック月間2008
○お花見ピクニック月間2008
○お花見ピクニック月間2008
づくりについての国際ワークショップ」
自動車利用を減らすため総合的な施策を展開する
自動車利用を減らすため総合的な施策を展開する
方針 自動車利用を減らすため総合的な施策を展開する
トワークをつくる『自転車分担率の１０％増加』
3『自動車分担率の１
3
3『自動車分担率の１
○柏たなか地区の農地活用と景観ガイ
ドライン
○柏たなか地区の農地活用と景観ガイ
○柏たなか地区の農地活用と景観ガイ
ドライン
○エコデザインツアー
○エコデザインツアー
○エコデザインツアー
〈エリアマネジメント部会〉 ドライン
０％低下』
『自動車分担率の１
０％低下』
０％低下』
○お花見ピクニック月間2008
自動車利用を減らすため総合的な施策を展開する
3『自動車分担率の１０％低下』
〈田園都市部会〉
〈田園都市部会〉
ドライン
〈田園都市部会〉 〈田園都市部会〉
○柏たなか地区の農地活用と景観ガイ
ドライン
ドライン
〈田園都市部会〉
〈田園都市部会〉
○柏たなか地区の農地活用と景観ガイ
○柏たなか地区の農地活用と景観ガイ
○柏たなか地区の農地活用と景観ガイ
ドライン
○エコデザインツアー
「柏の葉スタイル」
健康で快適な生活空間と環境行動の
「柏の葉スタイル」
「柏の葉スタイル」
を
を を
○環境健康コンビニの設置
〈PLS展開部会〉
○環境健康コンビニの設置
〈PLS展開部会〉
〈田園都市部会〉 〈PLS展開部会〉
○柏たなか地区の農地活用と景観ガイドライン〈田園都市部会〉○環境健康コンビニの設置
1 健康で快適な生活空間と環境行動の
1
1 健康で快適な生活空間と環境行動の
定着させる
定着させる
定着させる
健康で快適な生活空間と環境行動の
「柏の葉スタイル」を ○エコアクションポイン
○エコアクションポイン
ト事業によるCO2の見える化
○エコアクションポイン
ト事業によるCO2の見える化
ト事業によるCO2の見える化
○環境健康コンビニの設置〈PLS展開部会〉
1
○エコアクションポイン
ト事業によるCO2の見える化
○エコアクションポイン
○エコアクションポイン
ト事業によるCO2の見える化
ト事業によるCO2の見える化
方針
方針 方針 多様な住み方、
○まちづくりスクール ト事業によるCO2の見える化
○まちづくりスクール
○まちづくりスクール
多様な住み方、
暮らし方ができる住宅を供給する
暮らし方ができる住宅を供給する
暮らし方ができる住宅を供給する
○エコアクションポイン
2 定着させる
2
2 多様な住み方、
○まちづくりスクール ト事業によるCO2の見える化
○まちづくりスクール
○エコアクションポイン
、
『マルシェコロール』
、
『はっぱっぱ体操』 ○まちづくりスクール
○『まちのクラブ活動』
『まちのクラブ活動』
『まちのクラブ活動』
、
『
、
『マルシェコロール』
マルシェコロール』
、
『
、
『はっぱっぱ体操』
はっぱっぱ体操』
○
○
方針 『キャンパスリンク住宅を10%』
『キャンパスリンク住宅を10%』
『キャンパスリンク住宅を10%』
○まちづくりスクール
多様な住み方、
暮らし方ができる住宅を供給する
○『まちのクラブ活動』
、
『マルシェコロール』
、
『はっぱ
○
○
『まちのクラブ活動』
『まちのクラブ活動』
、
『
、
『マルシェコロール』
マルシェコロール』
、
『
、
『はっぱ
はっぱ
2
○まちづくりスクール
○柏の葉八重桜並木整備協議会の苗木寄贈、
里さくらまつり開催
○柏の葉八重桜並木整備協議会の苗木寄贈、
○柏の葉八重桜並木整備協議会の苗木寄贈、
里さくらまつり開催
里さくらまつり開催
『マルシェコロール』、
『はっぱっぱ体操』
○『まちのクラブ活動』、
農や食の文化を育む空間と生活を充実させる
『キャンパスリンク住宅を10%』
3 農や食の文化を育む空間と生活を充実させる
3
3 農や食の文化を育む空間と生活を充実させる
っぱ体操』
っぱ体操』
っぱ体操』
○『まちのクラブ活動』
、
『マルシェコロール』、
『はっぱ
○柏の葉キャンパスフェスタ
○柏の葉キャンパスフェスタ
○柏の葉キャンパスフェスタ
○柏の葉八重桜並木整備協議会の苗木寄贈、
里さくらまつり開催
農や食の文化を育む空間と生活を充実させる
3
○かしはなプロジェク
ト
（レイズ
ドベッ
ド）、カレッジ
○かしはなプロジェク
○かしはなプロジェク
ト
（レイズ
（レイズ
ドベッ
ドベッ
ド）
ド）
、
、
カレッジ
カレッジ
・
・
リン
リン・リン
環境
・健康行動を普及し質を高めるマネジメン
トを行う
環境
健康行動を普及し質を高めるマネジメン
トを行う
トを行う
○カレッジ
・リンク
○カレッジ
○カレッジ
・
・
リンク
リンク
1・・健康行動を普及し質を高めるマネジメン
っぱ体操』 ト
1
1 環境
○柏の葉キャンパスフェスタ
ク 〈エリアマネジメント部会〉
ク
ク ○かしはなプロジェク
〈エリアマネジメント部会〉
〈エリアマネジメント部会〉
方針
方針 方針 安全や魅力を生み価値を高めるマネジメン
ト
（レイズドベッド）、カレッジ・リン
・健康行動を普及し質を高めるマネジメン
トを行う
安全や魅力を生み価値を高めるマネジメン
トを行う
トを行う
トを行う
○カレッジ・リンク
1
2 環境
2
2 安全や魅力を生み価値を高めるマネジメン
・148街区アーバンデザイン委員会
○147
・
・
148街区アーバンデザイン委員会
148街区アーバンデザイン委員会
○147
○147
ク 〈エリアマネジメント部会〉
方針 公民学の連携で自立したマネジメン
トを行う
公民学の連携で自立したマネジメン
トを行う
トを行う
トを行う
2
○建築等ガイ
ドライン付きで138街区分譲
○建築等ガイ
○建築等ガイ
ドライン付きで138街区分譲
3 安全や魅力を生み価値を高めるマネジメン
3
3 公民学の連携で自立したマネジメン
○147
・148街区アーバンデザイン委員会
○147
○147
・
・
148街区アーバンデザイン委員会
148街区アーバンデザイン委員会
・ドライン付きで138街区分譲
148街区アーバンデザイン委員会
○147
○景観重点地区の拡大
○景観重点地区の拡大
○景観重点地区の拡大
公民学の連携で自立したマネジメントを行う
○建築等ガイドライン付きで138街区分譲
○緑園のまちづくり推進調査
〈空間デザイン部会〉
○緑園のまちづくり推進調査
○緑園のまちづくり推進調査
〈空間デザイン部会〉
〈空間デザイン部会〉
3
○147
・148街区アーバンデザイン委員会
キャンパスのように緑溢れる自由な都市空間をつくる
1 キャンパスのように緑溢れる自由な都市空間をつくる ○○『緑園の道』
1
1 キャンパスのように緑溢れる自由な都市空間をつくる
○
『緑園の道』
の検討
〈空間デザイン部会１〉
『緑園の道』
の検討
の検討
〈空間デザイン部会１〉
〈空間デザイン部会１〉
○景観重点地区の拡大
・緑園の道の基本設計
・
・
緑園の道の基本設計
緑園の道の基本設計
○緑園のまちづくり推進調査
〈空間デザイン部会〉
キャンパスのように緑溢れる自由な都市空間をつくる
○調整池、
北寄り区画整理区域の検討
〈空間デザイン部会２〉
○調整池、
○調整池、
北寄り区画整理区域の検討
北寄り区画整理区域の検討
〈空間デザイン部会２〉
〈空間デザイン部会２〉
1
○『緑園の道』の検討〈空間デザイン部会１〉
（University
Axis）
をつくる
大学が街へ広がる学園の道
（University
（University
Axis）
Axis）
をつくる
をつくる
・緑園の道の基本設計
緑の拠点と新たな緑園の道
・
・
緑の拠点と新たな緑園の道
緑の拠点と新たな緑園の道
2 大学が街へ広がる学園の道
2
2 大学が街へ広がる学園の道
・
○国際キャンパスタウン構想の進行管理
○国際キャンパスタウン構想の進行管理
○国際キャンパスタウン構想の進行管理
○調整池、
北寄り区画整理区域の検討〈空間デザイン部会２〉 ○UDCKの評価と将来検討、
○UDCKの評価と将来検討、
ＵＤＣ会議、
ＵＤＣ研究
○UDCKの評価と将来検討、
ＵＤ
ＵＤＣ会議、
Ｃ会議、
ＵＤ
ＵＤＣ研究
Ｃ研究
（University
Axis）
をつくる
方針
方針 方針
・緑の拠点と新たな緑園の道
緑の中に多様な活動が見える緑園の道
（Green
Axis）
をつくる
緑の中に多様な活動が見える緑園の道
（Green
（Green
Axis）
Axis）
をつくる
をつくる
2
3 大学が街へ広がる学園の道
3
3 緑の中に多様な活動が見える緑園の道
○UDCK将来計画委員会の設置
〈地域大学連携部会〉
○UDCK将来計画委員会の設置
○UDCK将来計画委員会の設置
〈地域大学連携部会〉
〈地域大学連携部会〉
○国際キャンパスタウン構想の進行管理
〈地域大学連携部会〉
〈地域大学連携部会〉
〈地域大学連携部会〉
○UDCKの評価と将来検討、
ＵＤＣ会議、
ＵＤＣ研究
方針 3 緑の中に多様な活動が見える緑園の道（Green Axis）をつくる
ＵＤＣ
Ｋを中心にアーバンデザインを実現する
ＵＤＣ
Ｋを中心にアーバンデザインを実現する
4 Ｋを中心にアーバンデザインを実現する
○UDCK将来計画委員会の設置〈地域大学連携部会〉
4
4ＵＤＣ
〈地域大学連携部会〉
○千葉県主催
『柏
・流山地域国際学術都市づくり展』
○千葉県主催
○千葉県主催
『柏
『柏
・
・
流山地域国際学術都市づくり展』
流山地域国際学術都市づくり展』
と
と と
Ｋを中心にアーバンデザインを実現する
4
5 ＵＤＣ
アーバンデザインを柏市域や沿線地域へ広める
5
5 アーバンデザインを柏市域や沿線地域へ広める
アーバンデザインを柏市域や沿線地域へ広める
ＩＣＴ利活用モデル構築事業
〈地域
ＩＣＴ部会〉
○柏市地域
Ｉ
Ｉ
Ｃ
ＣＴ利活用モデル構築事業
Ｔ利活用モデル構築事業
〈地域
〈地域
Ｉ
Ｉ
ＣＴ部会〉
ＣＴ部会〉
○柏市地域
○柏市地域
『持続可能なまちづくりに関する大学と地域の連携推進交流会』
『持続可能なまちづくりに関する大学と地域の連携推進交流会』
『持続可能なまちづくりに関する大学と地域の連携推進交流会』
○千葉県主催
『柏・流山地域国際学術都市づくり展』
と
・システム開発＋実証実験
・
・
システム開発＋実証実験
システム開発＋実証実験
5 アーバンデザインを柏市域や沿線地域へ広める
ＩＣＴ利活用モデル構築事業〈地域ＩＣＴ部会〉
○柏市地域
○東京大学フューチャーセンターの企画検討
○東京大学フューチャーセンターの企画検討
○東京大学フューチャーセンターの企画検討
『持続可能なまちづくりに関する大学と地域の連携推進交流会』
国際学術研究都市をアピールする
国際学術研究都市をアピールする
国際学術研究都市をアピールする
1
1 1
地域ポータルサイト、
経路探索
・予約システム、
スマートサイクル
・システム開発＋実証実験
地域ポータルサイト、
地域ポータルサイト、
経路探索
経路探索
・
・予約システム、
予約システム、
スマートサイクル
スマートサイクル
・
・
○『フューチャーデザインセンター』
の企画検討
○
○
『フューチャーデザインセンター』
『フューチャーデザインセンター』
の企画検討
の企画検討
・
方針
方針 方針
○東京大学フューチャーセンターの企画検討
Ｄ
Ｃと
ＴＸアン
トレプレナーパー
トナーズの設立
○Ｆ
○ＦＤ
Ｄ○Ｆ
Ｃと
Ｃと
Ｔ
Ｔ
Ｘアン
Ｘアン
トレプレナーパー
トレプレナーパー
トナーズの設立
トナーズの設立
○小さな公共空間PLSの実験
○小さな公共空間PLSの実験
○小さな公共空間PLSの実験
1
実証実験の支援と実現プログラムを提供する
経路探索・予約システム、
スマートサイクル
・地域ポータルサイト、
実証実験の支援と実現プログラムを提供する
2 国際学術研究都市をアピールする
2
2 実証実験の支援と実現プログラムを提供する
○
『フューチャーデザインセンター』の企画検討
方針
○ＦＤＣとＴＸアントレプレナーパートナーズの設立
○小さな公共空間PLSの実験
2 実証実験の支援と実現プログラムを提供する

1
1
2
2
3
3

○柏版CASBEEの導入準備
○柏版CASBEEの導入準備
『緑地ネッ
トワーク』
を保全し強化する
緑被率４
０％を維持○柏版CASBEEの導入準備
『緑地ネッ
『緑地ネッ
トワーク』
トワーク』
を保全し強化する
を保全し強化する
緑被率４
緑被率４
０％を維持
０％を維持
○環境貢献型住宅の研究、
環境フォーラム
〈環境建築部会〉
○環境貢献型住宅の研究、
環境フォーラム
環境フォーラム
〈環境建築部会〉
〈環境建築部会〉
持続性の高い開発や建築の
『柏モデル』
を普及する
○柏版CASBEEの導入準備
持続性の高い開発や建築の
持続性の高い開発や建築の
『柏モデル』
『柏モデル』
を普及する
を普及する
『緑地ネッ
トワーク』を保全し強化する
緑被率４０％を維持○環境貢献型住宅の研究、
○１
４
７
・１４８街区エコまちづくり事業
○１
○１４
４７
７
・
・
１
１
４
８街区エコまちづくり事業
８街区エコまちづくり事業
方針
方針 方針
街区の緑化率２
５％，
ＣＯ２削減３
５％を達成
街区の緑化率２
街区の緑化率２
５％，
５％，
ＣＯ
ＣＯ
２削減３
２削減３
５％を達成
５％を達成
○環境貢献型住宅の研究、
環境フォーラム〈環境建築部会〉
持続性の高い開発や建築の
『柏モデル』
を普及する
○柏の葉フューチャービレッジ
（KFV）
○柏の葉フューチャービレッジ
○柏の葉フューチャービレッジ
（KFV）
（KFV）
完成
完成 完成
○１
４７・１４８街区エコまちづくり事業
方針 市民生活を環境共生型に改める
市民生活を環境共生型に改める
市民生活を環境共生型に改める
街区の緑化率２５％，
ＣＯ２削減３５％を達成
○地球温暖化防止基本計画 （KFV）完成
○地球温暖化防止基本計画
○地球温暖化防止基本計画
○柏の葉フューチャービレッジ
市民生活を環境共生型に改める
TX沿線の広域連携により世界水準の
TX沿線の広域連携により世界水準の
TX沿線の広域連携により世界水準の
○都市環境デザインスタジオ
「新しい田園都市を構想する」
○都市環境デザインスタジオ
○都市環境デザインスタジオ
「新しい田園都市を構想する」
「新しい田園都市を構想する」
○地球温暖化防止基本計画
『100産業創出』
と
『10企業誘致』
を進める
『100産業創出』
『100産業創出』
と
と
『10企業誘致』
『10企業誘致』
を進める
を進める
TX沿線の広域連携により世界水準の
○都市環境デザインスタジオ「新しい田園都市を構想する」
つくばと秋葉原の集積を結ぶ
『TX-ナレッジ
・
ネットワーク』
つくばと秋葉原の集積を結ぶ
『TX-ナレッジ
『TX-ナレッジ
・
・
ネッ
ネッ
トワーク』
トワーク』
を
を を○柏の葉発のビジネス環境構築の検討
○柏の葉発のビジネス環境構築の検討
○柏の葉発のビジネス環境構築の検討
『100産業創出』
と
『10企業誘致』
を進める
方針
方針 方針 つくばと秋葉原の集積を結ぶ
構築する
構築する
構築する
○地元ユニッ
トハウス企業による建築アイデアコンペ
○地元ユニッ
トハウス企業による建築アイデアコンペ
トハウス企業による建築アイデアコンペ
つくばと秋葉原の集積を結ぶ
『TX-ナレッジ・ネットワーク』を○地元ユニッ
○柏の葉発のビジネス環境構築の検討
方針
既存産業の高次化、
環境改善と競争力の強化を図る
既存産業の高次化、
既存産業の高次化、
環境改善と競争力の強化を図る
環境改善と競争力の強化を図る
構築する
○地元ユニットハウス企業による建築アイデアコンペ
○東京大学インターナショナル
・ロッジ着工
○東京大学インターナショナル
○東京大学インターナショナル
・
・
ロッジ着工
ロッジ着工
既存産業の高次化、
環境改善と競争力の強化を図る
世界をリードする研究や教育の機能を強化する
世界をリードする研究や教育の機能を強化する
世界をリードする研究や教育の機能を強化する
○ピノキオプロジェク
ト、五感の学校
○ピノキオプロジェク
○ピノキオプロジェク
ト、
ト、
五感の学校
五感の学校
○東京大学インターナショナル
・ロッジ着工
『10の研究や教育の機関』
を誘致
『10の研究や教育の機関』
『10の研究や教育の機関』
を誘致
を誘致
世界をリードする研究や教育の機能を強化する
○新設市立小学校の提案型コンペ
○新設市立小学校の提案型コンペ
○新設市立小学校の提案型コンペ
○ピノキオプロジェク
ト、五感の学校
『10の研究や教育の機関』を誘致
外国人の研究者や学生が暮らしやすい居住環境を整える
外国人の研究者や学生が暮らしやすい居住環境を整える
○新設小学校計画の検討、
教育フォーラム
〈地域教育部会〉
○新設小学校計画の検討、
○新設小学校計画の検討、
教育フォーラム
教育フォーラム
〈地域教育部会〉
〈地域教育部会〉
方針
方針 方針 外国人の研究者や学生が暮らしやすい居住環境を整える
○新設市立小学校の提案型コンペ
『1000人の外国人研究者
・学生等の活動』
を支援
『1000人の外国人研究者
『1000人の外国人研究者
・
・
学生等の活動』
学生等の活動』
を支援
を支援
○千葉大学のカレッジリンク
・プログラム開始
○千葉大学のカレッジリンク
○千葉大学のカレッジリンク
・
・
プログラム開始
プログラム開始
外国人の研究者や学生が暮らしやすい居住環境を整える
○新設小学校計画の検討、
教育フォーラム
〈地域教育部会〉
方針
○柏の葉スクエア
○柏の葉スクエア
○柏の葉スクエア
『1000人の外国人研究者・学生等の活動』を支援
柏の葉から世界の最先端で活躍する人材を育成する
柏の葉から世界の最先端で活躍する人材を育成する
柏の葉から世界の最先端で活躍する人材を育成する
○千葉大学のカレッジリンク
・プログラム開始
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まちづくりの進捗状況

▼ 2009 年度は柏の葉キャンパス駅周辺から面的に

戸｜三井不動産レジデンシャル）は、徐々にその外観

事業が展開するとともに、市民の活動が大きく展開さ

が明らかになってきた。駅から続く共用スペースには

れた年といえる。

カフェやスタジオ、ビオトープなどの多彩な仕掛けが

▼駅東口の 151 街区に、2009 年 3 月に戸数 977 の

用意される予定であり、活動がつくる風景や様々な

集合住宅が竣工したことによって、まちは多数の新た

アートワークも、アーティストや市民の参加によって

な住民を迎えることとなった。UDCK は特定非営利

着々と準備されつつある。

法人 NPO 支援センターちば等と協力して、地元住民

また、駅前の複合街区として整備される 148 街区も、

と新住民との交流の場を企画提案、活動を支援し、そ

賃貸住宅とホテルに加えて、商業施設やオフィスビル

の活動は大きな広がりを見せている。

などの建設が 2010 年度には始まる予定であり、
「（仮

▼毎月第 1 土曜に開かれるマルシェコロールは市場

称）東京大学フューチャーセンター」も構想から実現

を模した交流プログラムであるが、そのデザイン性の

段階へと計画が進められている。

高さは、地区の風景となっている。また、
「かし＊は

▼柏の葉キャンパス駅から徒歩で１５分ほどに位置す

なプロジェクト」は、公共空間を活用したガーデンプ

る「こんぶくろ池自然博物公園」は、市民による公園

ログラムであるが、街を緑豊かにするとともに、市民

づくり（整備、生態系の調査など）が進められている。

による管理運営、交流機会を創出し、その活動自体も

2009 年度は NPO 法人として組織化され、間伐や散

柏の葉らしい風景となっている。

策路の整備、ベンチづくりなど、適切な管理のもとに

▼ 2008 年８月に着工した 147 街区の集合住宅
（880

森の再生が図られている。

市民によって整備が進むこんぶくろ池自然博物公園

マルシェコロールがつくる駅前の風景

12

かしはなプロジェクト

２号調整池越しにみる駅周辺開発

インターナショナル・ロッジ（東京大学）

整備が進む 147・148 街区

整備が進む駅周辺地区
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2009 年度をふりかえって

鈴木弘樹

UDCK ディレクター / 千葉大学助教
ＵＤＣＫディレクターとして、今年は、主に３つの計画に携わってきた。そのひとつにＵＤＣＫの移転がある。線路を

はさんで反対側の敷地に移転することになったが、そのデザインや配置をどうするか、議論された。デザインは当初は
屋根型のデザインであったが、私はデザインを踏襲した方が良いと提案した。その主な理由は、今までのＵＤＣＫの活
動が、地域の方々に認められつつある中での移動であるため、認知されたファサードを変えることは、地域の方々の記
憶から消え、ＵＤＣＫの活動の継続性としてマイナスになること。特に、ＵＤＣＫは街のデザインを議論する場にあっ
て、決定したデザインを消費するように変えるのはＵＤＣＫの姿勢が問われると判断した。また、利用者にとっても愛
着があり、認識されたファサードの方が混乱を招かないと考えたからである。また、配置も同様に踏襲したが、その理

由は、ＵＤＣＫの建物周辺で活発に活動しているイベントの使い勝手がかわり、イベントに様々な影響がでると考えた。
街には、遺伝子があると思う。街の遺伝子は受け継がれて成長するものである。個人的には、ＵＤＣＫ創設者である北
沢猛先生の意志を受け継ぐ象徴として、ＵＤＣＫのデザインが同じ事は意味があると思う。

その他の活動としては、空間デザイン部会やＰＬＳの移設などがあるが、その内容は本文を参照されたい。

日高

仁

UDCK ディレクター / 東京大学特任助教（国際キャンパス担当）
「柏アーバンプランニングセンター」2006 年 5 月のスケッチブックに、恐らく初めて北沢教授から、後の UDCK の

建物の設計について打診を受けた際に私がメモした言葉がある。当時はもちろん、日本にはそれほど参考になる先例も
なく、北沢教授が話してくれたのは、アメリカで見てきたいくつかの大学の活動であった。大学の研究室が街のデザイ

ンを引き受けてプランニング提案を主体的に行う活動であり、それをとりあえず、「柏アーバンプランニングセンター」
とその当時呼んでいた。

今年、場所を移し、再スタートを切った UDCK のこれまでの活動を振り返って感じるのは、はじめに北沢教授が語っ

てくれたデザイン機能、あるいはプランニングを中心にした活動は、オリジナルの構想にあってまだやり残している大
きな積み残し部分なのではないかということだ。これまで、比較的、ソフト先行で活動してきたことはそれはそれで良

かったと感じるが、なんとなく駅前にあって誰でも気軽に立ち寄れる街の便利なイベントスペースを指向し、殆んどそ
れが主眼のようになり始めている UDCK の姿はなんだろうか？街づくりの依頼を受け、その期待にこたえられるアイ
ディアと技術を持ったプロフェッショナルなデザインオフィスとしての UDCK を今一度、考えてみたい。
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1-1
UDCK の成り立ち
▼ 柏 の 葉 ア ー バ ン デ ザ イ ン セ ン タ ー（UDCK：

▼ 運営の基本方針は次の５点である；(1) 自治体、企

Urban Design Center Kashiwa-no-ha）は平成 18

業、大学、市民団体等（公民学）の連携による人材育

年 11 月 20 日、
「新時代に対応する都市、環境及び

成、会議、ワークショップ、(2) 大学や研究機関の提

生活の在り方を研究し、必要な空間計画を作成実践

案に基づく新規事業創出の拠点、(3) 大学から市民へ

する場及び支援する場」として、つくばエクスプレ

の知の開示と連係、(4) 柏の葉地区ならびにＴＸ沿線

ス柏の葉キャンパス駅前に開設された。運営は東京

の都市デザイン、(5) まちづくりの進捗に応じた柔軟

大学、千葉大学、柏市、三井不動産、柏商工会議所、

な組織運営。

田中地域ふるさと協議会、首都圏新都市鉄道の７者

▼ 設立の契機は、平成 18 年 4 月柏市主催の「大学

共同である（
「構成団体」
）
。千葉県と柏市都市振興公

と地域との連携交流会」において、初代センター長で

社は地元公共団体として、また複数のコンサルタン

ある北沢猛氏（平成 21 年 12 月永眠、当時東京大学

ト会社が専門家集団として、地元企業もプロジェク

教授）がまちづくり拠点の必要性を提唱したことに遡

トに応じて協力している（
「協力団体」
）
。各構成団体

る。同６月には、柏の葉地区で住宅等開発事業を進め

から１名または２名が参加して「運営委員会」を設置、

ていた三井不動産からも同様の提案があり、同９月に

構成団体と協力団体から適宜参加する「運営機構」が

は施設概要、設置目的、活動内容、管理運営体制な

現場を担っている。副センター長１名とディレクター

ど UDCK の骨格が決まり、翌 10 月設立会議を開催、

２名は常勤である。

要綱、運営基本方針、役員人選を承認した。

PLS( 小さな公共空間 )
UDCK の施設模型

UDCK 運営会議

K サロン
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▼ 施設は敷地面積９００m2、建築面積３００m2 の

活動を展開している。８月には福島県田村市で、それ

平屋、駅前開発待機街区の一角を暫定利用している。

まで１年間の調査研究を経て、田村市、行政区、東京

多用途のギャラリー 140m2、学生のプロジェクト

大学で『田村地域デザインセンター（UDCT：Urban

ルーム 30m2、スタッフが作業するオフィス 40m2

Design Center Tamura）』が設立された。東京大学

からなり、屋外の過半を木製のオープンデッキとした。

共同研究員が専任の副センター長に着任、人口 4.3 万

2008 年 3 月には柏の葉イノベーション・デザイン研

の地方小都市で『住み続けられる町』を目標に、地域

究機構（2007 年 6 月設立：東京大学、三協フロンテ

と協力しながらまちづくりに取組んでいる。12 月に

ア、三井不動産、柏商工会議所）が千葉県の地域大学

は福島県郡山市に NPO 法人郡山アーバンデザインセ

連携事業として「小さな公共空間」の実験施設（PLS：

ンター (UDCKo：Urban Design Center Koriyama)

Public Life Space）を３棟設置し、市民利用や芸術

を設立した。都心近傍の並木町を拠点に、町会、地元

家の滞在制作など運用実験を実施している。

企業、東京大学が地方中核都市の可能性を探っている。

▼ 2008 年度には UDCK と連動しながらアーバンデ

▼ 2010 年 9 月、UDCK は西口敷地の開発の本格化

ザインセンターの全国展開を始めた。まず４月には

に伴って駅東口前に移転し、引き続き地域のアーバン

横浜市に『横浜アーバンデザインセンター研究機構

デザイン担うとともに、更なる展開を図っていくこと

（UDCY）
』が設立され、
『横濱フューチャーカフェ』

となった。

など研究者や行政職員を中心に横浜の未来像に向けた

オープンデッキ

ギャラリー

ラウンジ

休憩、飲食の場として自由に使えます。 ウッドデッキ

柏の葉キャンパスエリアの模型を常設。ワークショッ

小規模な企画展、ミーティング、セミナーなどにも対応。

市民イベントの場としても利用できる。

□幅 8.5m× 奥行き 15m（約 140㎡）天井高さ 6m、

現在は、学生のプロジェクトルームおよび、受付案内・

には小さな公共空間の実験棟として PLS が設置され、
□幅 14m× 奥行 25m（約 350㎡）、キッチンカウン
ター、屋外照明

プ、企画展にもフレキシブルに対応できる空間。

スクリーン（幅 m× 奥行 m）へのプロジェクション

システム、音響システム、柏の葉エリアの模型（縮尺
1/1000、幅 3.5m× 奥行 m）
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□幅 9m× 奥行 8m（約 75㎡）天井高さ 6m

実証実験等の登録機能、書籍情報を中心とした情報コー
ナーとなっている。

1-2
利用状況
▼ 2009 年度は、４月から翌３月までの来場者数は、
約 32500 人を数えた。当年は様々な事情から「ふる
さと田中みこし祭り」
の開催が見送られたこともあり、
昨年と比べるとその数は減少している。一方、ＵＤＣ
Ｋの利用回数は延べ 508 回と、昨年度の 382 回と比
べると大幅に増えている。これは、毎日１から２のプ
ログラムがあった計算になる。
利用形態は、会議が最も多く 237 回となっている。
ＵＤＣＫが地域の今後を議論し、実践していく場であ
ることを考えればこの数字は当然のことといえ、カウ
ントされない小規模な打合せが日常的な風景となって
いる。また市民を交えたワークショップも多数実施さ
れるとともに、フォーラム・研究会やマルシェコロー
ルといったイベント系プログラムは計５４回開催し
た。ひと月に３から４の催しを開催したことになる。
▼視察に訪れる方の人数は、2006 年度の 91 人（約
４ヵ月間）
、2007 年度の 515 人、2008 年度の 610
人と増え続けており、2009 年度は 713 人を数えて
いる。
これは持続的にまちづくりを進めていることで、
ＵＤＣＫを中心とした活動が認知されつつあると捉え
ることもできる。その内訳は県外からの視察が多く、
行政や企業が多数を占めており、次いで大学や学生と
なっている。また、開発系のプロジェクトチームの視
察も見受けられ、これからの都市開発のあり方を模索
している様子が伺える。国外からは、韓国や中国、ベ
トナム、オーストラリアといったアジア・オセアニア
地域やスペインやフィンランドなどのヨーロッパ圏か
らの視察も受け入れた。
▼ＵＤＣＫは施設利用を促進すること自体を目的とは
していないが、このように活発な議論が展開する一方
で市民の利用が増えることは、
ＵＤＣＫの活動を共有、
また市民の意見を反映する良い機会となっている。
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利用形態と回数
会

議		

２３７回

講義・研究会等

８３回

ワークショップ

５７回

各種イベント

５４回

準備や検討の作業

３５回

視

４２回

察		

視察
作業
イベント
WS

講義
研究会

会議

1-3
UDCK 開設３周年

▼ 2009 年 11 月 20 日、柏の葉アーバンデザインセ
ンターの活動は３周年を迎えた。３周年記念企画とし
て『柏の葉モビリティフォーラム 2009』（別項）を
開催、１８時からの記念パーティの席でも報告した。
▼３周年記念パーティーには、構成団体や協力団体を
始めとして、地域住民や公益施設、企業など内外から
約 100 名の参加があり、各構成団体からはこれまで
のＵＤＣＫの活動を振り返るとともに、今後の展開に
ついて挨拶があった。また、丹羽ディレクターからは
これまでの活動報告を行なうとともに、直近の企画案
内として、各担当者から進行中のプロジェクトについ
て開催概要や報告、今後の展開などが述べられた。
▼記念パーティの運営は、例年通り、ＵＤＣＫのスタッ
フの他、東京大学北沢研究室の学生、協力団体のスタッ
フなどが務めた。これに加え、マルシェコロールにも
参加、地元農家で普段から協力を頂いている染谷夫妻
や中華料理の東陽が出店し、パーティに彩りを添えた。
▼尚、療養中であった北沢猛センター長からは、後日
お詫びとお礼のメールが関係者に配信され、今後も多
くの仲間たちの強い絆によって運営されていくことへ
の期待が述べられた。
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1-4
フューチャーデザインセンター
http://www.fdc.or.jp/

▼ 2009 年 7 月 1 日、
前東京大学総長の小宮山宏氏（現

（SAP ジャパン株式会社、シャープ株式会社、株式会

株式会社三菱総合研究所理事長）の提唱のもと、近い

社日建設計、日本ヒューレット・パッカード株式会社、

将来必ず世界の課題となるであろう環境・食糧・医療・

三井不動産株式会社、イーソリューションズ株式会社）

教育などの国家的課題を解決するため、柏の葉地域を

とともに、各社のもつ先端技術と各地で実施した実証

フィールドとして「先進モデル」を提示し、実現して

実験データを共有しながら、2010 年 4 月より世界各

いくことを目的に、一般社団法人フューチャーデザイ

地へ提案（設計）することを計画している。オブザー

ンセンター（FDC）が設立された。

バーに東京電力株式会社を迎え、東京大学とも連携を

▼ FDC では、①国家的課題を組立て、②あるべき社

図りながら推進している。

会システムを構想化し、③我が国の優れた知力・技術

▼ 2010 年 2 月 25 日には、FDC および TEP（P21

力を結集させて、④企業戦略とマッチングさせ、⑤事

参照）の活動拠点として、柏の葉キャンパス駅前に「コ

業をプロデュースする、といったプロセスをたどるこ

ミュニケーション・インキュベートカフェ AGORA

とで、
世界に先んじて課題解決の先進モデルを発信し、 （アゴーラ）」が開設された。AGORA では、通常はタ
様々な課題解決モデルの実証・実現を展開していく。

イ料理やアルコールなどの提供されるカフェ空間とし

▼第一弾となる「スマートシティプロジェクト」で

て、地域の方も自由に利用できるようになっている。

は、①再生可能エネルギーの導入と省エネルギー化の
促進による CO2 排出量の削減、
②世界各地の地域ニー
ズへの対応、③ Quality of Life の向上、④日本の環
境産業への貢献（雇用創出へも）を目的に、参加企業
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1-5
TX アントレプレナーパートナーズ
http://www.tepweb.jp/

▼多くの先端技術や先進的研究が集まるつくばエクス
プレス沿線の「TX アントレプレナーズ・ベルト」（左
図）は、国内外の研究者や博士号取得者の数が国内随
一であると同時に、海外居住経験者等、知的欲求が高
い国際的視野をもった方が多く居住するエリアである｡
またアントレプレナースピリットをもつ起業家も多く、
彼らを支えるインキュベーション施設も複数立地､ 国
内有数の起業ポテンシャルを持つエリアである。
▼この特性を活かして、沿線のアントレプレナースピ
リットのさらなる醸成や、研究者・起業家とメンター・
エンジェル等ビジネスパートナーのチーム組成サポー
ト、起業家を支援する環境整備をすることにより、ベ
ンチャー創業や成長を助ける志を持つ人たちの地域
コミュニティを創り、成功モデルとなるようなベン
チャー企業の輩出を目指して、2009 年 11 月 19 日、
TX アントレプレナーパートナーズ［TEP］（村井勝
代表／元コンパック日本法人初代社長）が設立された。
▼設立に併せ、200 名を超える来場者を迎えて「TEP
設立記念シンポジウム」を東葛テクノプラザで開催、北
城恪太郎氏（日本アイ・ビー・エム㈱最高顧問／経済
同友会前代表幹事）
、八尋俊英氏（経済産業省［当時］
）
、
松田修一氏（早稲田大学教授／日本ベンチャー学会前会
長）に加え、千葉県内ベンチャー企業の（株）ウェザー
ニューズの石橋博良会長に講演を頂き、大盛況に終えた。
▼ TEP は「アントレプレナー会員」、
「エンジェル会員」、
「サポート会員」、「スポンサー会員」、および沿線の行政
機関やインキュべーション施設等によるアドバイザリー
ボードから構成され、初年度目標の 40 者をはるかに上
回る 170 者が会員となっている。（2010.10.1 現在）
▼ TEP は今後、①創業チーム組成・強化支援、②ネッ
トワーキングイベント、③ワークショップ、④対外的
認知活動支援の活動を展開しながら、わが国のアント
レプレナー活動の中心的役割を担いながら、国際的
環境に恵まれた当沿線で海外との交流を積極的に行っ
て、地域の活性化を図っていくことを目指す。
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2009 年度をふりかえって

田口博之

UDCK ディレクター / 建築・都市デザイン担当
最初の３年間の活動を初動期とすれば、2009 年度はその３年目にあたる。今は亡き北沢猛センター長が立ち上げた
UDCK は、公的機関や大学、民間企業を含め、この場に集う住民が展開する「新しい公共」の試みとなっているとともに、
柏の葉国際キャンパスタウン構想の策定と実行管理など、都市に関わる様々な取組みについて考察、実践することによっ
て、単なる区画整理事業では成し得ない、都市デザインを仕掛けてきた。
2010 年には体制も変わり、また建物も移転するなど、初動期の活動をベースとしながら今後の UDCK のあり方を検討し、
次の展開を図っていく年となっている。この年報に掲載されているように UDCK を中心とした活動は様々で、どれも関
係者の相当な尽力のもとに実施されたものだが、その一方で現行制度の枠組みや慣習、事業手法のもとでは実現できな
かったことが数多くあったことも事実である。これらを今一度検証し、実施に向けた取組みを図るとともに継続する体
制をつくっていかなければならない。また、UDCK は活動や空間形成に対する立案と調整、管理など、シンクタンクと
しての機能を確立する必要があると考えている。それがなければ、キャンパスタウン構想の具現化のみならず、新しい
公共体の実現など空論で終わってしまうに違いない。

宮奈由貴子

UDCK ディレクター / 市民活動担当
2009 年度は、とにかく試行錯誤しながらも、大小様々なつながりを紡いできた年となりました。マルシェコロールの
一番のつながりは、柏の葉キャンパス一番街町会のお祭りとの共同開催（7 月）と、ふるさと田中みこし祭り（9 月）で
の同時開催です。また、地元の商店同士の共同開発による「柏の葉ドッグ」の誕生は非常にうれしいものでした。
まちのクラブ活動では、実に多種多様なつながりの中で、特に 70 代・80 代の方々との交流が生まれたことは、非常に
大きな一歩でした。また、なかなか参加の機会をつくれずにいた男性陣をターゲットとした企画も確実に広がりを見せ
つつあります。
何より大きな成果は、これらのつながりのほとんどが住民発案によるものだということです。地域が豊かになるためには、
自ら動く「プレーヤー」、それらを支援する「サポーター」、また両者をつなぐ「コーディネイター」が不可欠と言われますが、
今年は、プレーヤーが多く育ち、そのためのサポーターをつなぐことが、コーディネイターとして実現できたのではな
いかと思います。しかし、これからが正念場・・・がんばります。

小林正史

UDCK ディレクター / 広報担当
「前例がない」。従来の枠組みであれば、そんな一言で却下されてしまうケースが多々ありそうな先進的な取り組み、斬
新なアイディアが、当地区のまちづくりでは数多く展開されています。そもそも、都市計画の初期段階から地域の大学
が参画して、研究者と行政、企業、市民が対等な立場で議論・提案を行っていく「UDCK」という存在自体が、前例の
ない国内初の試みでもあります。新たなアイディアを事業につなげていく過程では、確かに多くのハードルがあります。
ただ、ここでは誰もが「どうしたら実現できるか」「もっと良くするためには何が必要か」という前向きな視点で行動し
ています。そして、新しいものに興味を持ち・受け入れ・参加し・意見をいってくれる住民が多いのも、当地区の特徴
のひとつ。開墾地時代に醸成されたフロンティアスピリットが、現在に引き継がれているのでしょうか。
2009 年度は、新しいアイディアを具現化した取り組みが、まずは単発イベントやパイロット展開を経て、定期開催、本
格稼働、年間実施へとつながってきた年であったと思います。マルシェコロール、カレッジリンク、スマートサイクルなど、
そのどれもが先述の「関係者の情熱」と「住民の参加」なくしては実現しえないものです。日本を、世界をリードする
次世代型都市づくりの「前例」（モデルケース）をここで創っていくんだという気概で、今後も取り組んでいきます。
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2-1
柏の葉国際キャンパスタウン構想フォローアップ
空間デザイン部会

緑園の道と緑園のまちづくり
▼柏の葉国際キャンパスタウン構想」では、
「目標７

▼駅北側地区においては「緑園のまちづくり計画」を

質の高い都市空間のデザイン」に「 キャンパスのよ

検討し、正蓮寺地区の歴史と自然を生かした空間形成、

うに緑溢れる自由な都市空間をつくる」
、
「緑の中に多

多自然型調整池の整備など、地域の緑資源を生かした

様な活動が見える緑園の道をつくる」を掲げている。

まちづくりを提案した。緑の拠点づくりや、緑園の道

2008 年度フォローアップでは柏の葉キャンパス駅北

パートⅡ（新たな緑園の道）など、市の緑園都市構想

側の正蓮寺地区や調整池を含む環境共生モデル地区の

に沿って、緑の回廊、緑の拠点、緑の道を「緑園のま

形成が提案され、2009 年度は緑園の道の基本設計が

ちづくり」の骨格として位置づけた。

行われた。

▼正蓮寺地区野馬土手区間の整備案や、道路や近隣公

▼柏の葉キャンパス駅周辺から南方の小学校予定地ま

園と一体的なせせらぎの小径の整備計画案、環境モデ

での「緑園の道」について、
道路の基本設計を行った。

ル拠点（２号調整池外周）の整備案など、実現可能な

「緑園の道」は、街路樹や民地の植裁による緑豊かな

具体的な内容の計画を提案した。

通りとし、道路管理者や交通管理者等との協議を踏ま

▼緑園のまちづくり計画案の実現のためには、地元や

え、道路断面をセミフラットタイプとし、また路肩部

関係機関の調整が必要であり、各関係機関との協議調

分の勾配や舗装材を工夫して、歩行者を優先し自転車

整を継続的に実施し、計画提案を実現したい。

通行に配慮した道路設計とした。
■ 環境都市見せ場プロジェクト S=1:1000（Ａ３）
A-A’断面図

・CT構想ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ調査「環境モデル拠点」の実現化

観察小屋
・キーワード「環境」「健康」

ﾛｰﾌﾟ柵程度

「環境」：人間の干渉から離れた調整池の野鳥観察 → 観察小屋
間伐材の利活用 → ウッドチップ舗装
かしはなPJの活動の場？
○△□
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緑園の道｜基本設計案
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調整池周りの段階的整備計画案

正連寺地区の野馬土手と集落｜現況

近隣公園整備予定地

野間土手を保全活用した道路整備の提案

つくばエクスプレス

せせらぎの路整備計画｜検討案

せせらぎの路整備計画｜全体図
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2-2
柏の葉国際キャンパスタウン構想フォローアップ
田園都市部会

農あるまちづくり
▼つくばエクスプレス柏たなか駅周辺地域では、町会

プロジェクトとし、まちづくり検討協議会を母体に

長、農協、TX、柏市、UR 都市機構に、千葉大学と

UDCK や民間企業が参加して推進している。

東京大学から農学や建築・都市計画の専門家が加わり、

▼農業体験農園では、農家が種・苗・農具・肥料など

公民学連携のもと農あるまちづくりに取組んでいる。

を準備し、入園者は作付けから収穫までをプロの指導

▼柏たなか地区は利根川流域の水と緑、中世以来の農

の下で体験できる。農家は農業のコツを伝授、初心者

村集落、遊水池や生産緑地の田園風景など、豊かな自

も手軽に参加でき、都市住民と農家の間の交流等、双

然環境を享受できる貴重な場所である。緑地の保全や

方にとって有用な仕組みといえる。初回の今年度は農

創出とともに環境共生型の市民生活や、農や食を育む

家２名が開園。平成 22 年 3 月 1 日より、約 40 区画、

生活と空間など、柏の葉キャンパスと柏たなか、両地

区画あたり約 30m2 で運営を開始した。

区を一体で捉えることで次世代型の環境都市づくりを

▼農あるまちづくりは、農業の継続とそれにふさわし

進めている。

い環境や景観が保全されて、地域の魅力となる。地区

▼ 2008 年度は協議会を中心に、農地の活用方法、

がつくってきた風景を、まちづくりの中でどう保全し、

農を介した交流の場づくり、土地区画整理事業が進む

あるいは創出していくかをテーマとして、2008 年度

中での空間デザインの指針を検討した。2009 年度は

は地元との意見交換に注力した。2009 年度はその成

それらを「農業体験農園」
、
「環境コンビニステーショ

果を景観ガイドブックにまとめ、地域独自の風景づく

ン」
、
「景観ガイドブック」といった３本の具体的な

りに向け、情報発信と啓発・学習を図ることとした。

完成した「環境コンビニステーション」
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▼環境コンビニステーションは、農あるまちづくりの
拠点施設として、柏たなか駅の高架下に設置した。
主棟は多目的に使えるスペースに設え、農業体験農園
や農あるまちづくりに関して情報を発信するととも
に、農を通して地域内外の人々が交流する場所として
計画。エントランス前にはデッキの小広場を設け、室
内外一体で、ファーマーズマーケットや地産地消のイ
ベント、野菜づくり講習会も考えている。棟内にはキッ
チン付きスタジオを備え、収穫した野菜を使った料理
教室や食と健康に関する講座、ガーデニング教室など
を開催していく予定である。付属棟はオフィスとして、
施設管理や交流のマネジメント機能とともに、農園入
園者の活動をサポートする。外構には「駅前見本菜園」
を設け、殺風景な鉄道高架下に彩りを添えたい。建物
自体が開放的な造りであり、まちづくりが進行中の地
農業体験農園の実施

域にとってショウケースの役割を担っていくだろう。

歩

道

公園など公共施設
通り沿いを
緑化する

フェンスを隠す

歩行者空間を広げる

景観ガイドブック｜公共施設の作法

景観ガイドブック｜農地による緑化の工夫
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2-3
UDCT 田村地域デザインセンター

福島県田村市のまちづくり
▼船引・滝根に引き続き、３地区目となる大越地区の

演会やワークショップ、提案模型の展示、アンケート

まちづくり基本方針を検討した。現地調査、
文献調査、

の実施等を行った。今年度の成果を活かして、来年度

地元住民とのワークショップや意見交換会を行い、地

は駅周辺の具体的な整備を実施する予定である。

域資源の把握し、住民とともに検討を行った。大越地

▼船引地区では、昨年度策定した基本計画のフォロー

区の基本方針を「大越が持つ資源の価値を共有し、つ

アップを行った。基本計画での実施計画を元に地元住

なげるまちづくり」とし、
「農（風景保全計画）
」
「石（石

民で検討会を組織し、「田村住宅検討会」「田舎貸しま

灰をテーマとしたツアー等）
」
「娯（旧娯楽場の活用）」
、

す事業検討会」の２つの検討会と「ミュージアムスト

「駅（駅の活用）
」
、
「人（既存の取組みのネットワーク）」

リート」として商店街の 60 店舗の店先に展示を行う

の５つの提案を行った。基本方針での提案に基づき、

まちなか文化祭を実施した。また、昨年度実施したま

来年度は社会実験を実施する予定である。

ちづくり実験の継続として、「田村百景」の二次募集

▼昨年度策定した滝根地区まちづくり基本方針に基づ

と百景認定、「タウントレイルマップ」の改訂版の作

き、社会実験（まちづくり実験）を行った。地元７地

成、
「田村味自慢」の継続実施も行った。またアーティ

区の区長・２住民団体とともに、地元まちづくりの拠

スト滞在で提案された「たむらかるた」のフラッグを

点である菅谷駅周辺の活用方法を住民と検討した。講

作成し、まちなかで実施した。
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2-4
UDCKo 郡山アーバンデザインセンター

郊外の可能性 Revision of Suburbia
第１回 郡山アーバンデザインセンター・コンペティション

▼ UDCKo の拠点である郡山市並木地区を通る内環状
線沿いを対象として、アイデアコンペを開催した。優
秀な提案を実施していくことで、まちづくりを進めて
いくこととした。テーマは「郊外の可能性 Revision
of Suburbia」。ハード・ソフト両面の提案を募集した。
審査員は、曽我部昌史（建築家）、知野泰明（日本大
学准教授）、本田勝之助（地域プロデューサー）
、柳沼
愑（並木町会長）、前田英寿（UDCK 副センター長）
、
宗像剛（ラボット・プランナー代表）。
▼９月２３日現地説明会と併せて、公開テーマ座談会
を開催した。審査員（曽我部昌史、本田勝之助、宗像
剛、前田英寿）がテーマ「郊外の可能性」についての
解題として座談会を行った。
▼１１月２０日に１次提案が締切られ、全国各地から
１７８点の応募があった。１１月２７日１次審査会が
開かれ、優秀な提案として１０組が１次審査を通過し
た。
▼１月２３日に二次提案の公開プレゼンテーションが
行われ、同日二次審査会・結果発表も行われた。最優
秀賞に井手口航氏（慶應義塾大学妹島研究室）の「小
さな森の停留所」、優秀賞に津村彰氏（フリー）
「プラ
タナイス計画」、三等賞に塚本由晴氏（東京工業大学
塚本研究室）「INSTANT RAMBLA」が選ばれた。終
了後、表彰式を兼ねた交流会も行われた。入賞した提
案を実施に向けて検討していく予定である。
▼当コンペは平成 21 年度国土交通省「住まいまちづ
くり担い手事業（長期優良住宅等推進環境整備事業）
」
に採択されて実施した。郡山市、日経アーキテクチュ
ア、日本経済新聞社、福島民報社、福島民友新聞社、
NHK 福島放送局に後援をいただいた。
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作山

康

中澤 徹

（株）都市環境研究所

スパイラル /( 株 ) ワコールアートセンター

２００９年度は柏の葉国際キャンパスタウン構想に基づ

箱物行政という言葉を聞きますが、UDCK は「箱」では

した一年ともいえ、マネジメントの必要性を強く感じま

我々はアートプロジェクトを通じて「楽しい活動の種」

いて各プロジェクトが 多角展開し、その展開が急速化

なく「鉢」なんじゃないかと思っています。

した。特に、駅前街区は順調に進んでいますが、公共空

を撒いてきました。広大な敷地を芝生にしてピクニック

間の質の向上や実験的試みにおいて、いくつかの管理上

をしたり、美味しい物に溢れる市場を作ったり、街の体

の壁が存在し、質の高い都市デザインの実現が後手に回

操を作ったり…。いくつかの種は着実に街に根を下ろし、

わり、公共空間の実践の遅れが 大きな課題として浮上

新しい街の新しい活動として定着しつつあります。種が

してきました。先進的な環境空間を目に見える形で実現

育つには土が必要な様に、これらの活動は UDCK という

することは、国際キャンパスタウン構想の最優先事項で

様々な可能性を持った植木鉢（もっと大きいかな？）が

す。デザ インマネジメントを本格的に構築しなければ

あったからこそ実現したのだと思っています。素敵な「鉢

ならない段階となり、一丸となって取り組みたいと思い

物」として、これからも UDCK が持っている無限の可能

ます。

関谷進吾

性に期待しています。

小溝敏央

東京大学大学院博士課程

NPO 支援センターちば

市民の代弁となり、ボトムアップとトップダウンの計

2009 年度を振り返ると、マルシェコロールが月に一度

画調整を重層的にマネジメントしていくこと。それが

の定期開催を始めてから早 1 年が経ちました。おかげさ

UDCK の一つの大きな役割と言えると思います。第二

まで、1 回ごとに出店店舗も増え、月に 1 回駅前に広が

期が軌道に乗り、より多様化する活動を土着的観点とグ

る地域交流の場として、この街と一緒に成長してきてい

ローバルな視点で運営することが求められている中で、

ます。街の備品として今後とも使われていく、お揃いの

学生だから出来ることを考えてきました。まずはまちづ

屋台テーブルとパラソルは、当初の 4 ～ 5 倍の量を必要

くりの最前線に立って、新たな需要を整理して形にして

としています。そのため、ともにつくりあげてくれる、

いくことだと思います。プロではなく、研究者としての

お店の方や学生サポーターの地域力が欠かせません。こ

使命と、無邪気さから巻き込める運動体であること。各

れからもいろんな要素が入り混じった、柏の葉のマルシェ

国のまちづくり組織を研究、調査していく中で、UDCK

コロールをつくりあげていければと思っています。

が手がける活動幅の手広さが世界基準であることを実感
しながら、強かに支えていきたいです。

斉藤智之

神之門はな子

柏市総務部行政課

（株）UG 都市建築

ＵＤＣＫの設立時から運営に加わり，これまで柏の葉国

2009 年度を振り返ると、当時センター長であった北沢

際キャンパスタウン構想の策定や様々な社会実験，教育・

猛先生ご逝去という大変悲しい出来事が思い起こされま

研究等に参加させていただきました。そして，公・民・

す。先生と初めてお会いした UDCK １周年の日からもう

学の連携によるまちづくりの拠点であるＵＤＣＫを中心

すぐ３年が経ちますが、社会人として右も左もわからぬ

として大学や企業，国・県，ＮＰＯなど多くの方々とま

私を協力研究員として迎え入れて下さり温かくご指導下

ちづくりに取り組むという，それ自体が社会実験でもあ

さった先生には大変感謝しております。UDCK が多くの

る活動に数多くかかわらせていただき，ありがとうござ

関係者の連携のもと、まちと共に成長し、住民の参加を

いました。ＵＤＣＫにとって，２００９―１０年は持続

促しながらたくさんの活動が展開されている様子を見る

可能な組織に発展していく上で実に大きな転機の１年で

と、先生が柏の葉に蒔かれた UDCK の種が根付いてきて

あったと思いますが，引き続き，世界に発信していくよ

いることを実感します。今後も、UDCK を中心としなが

うな取組にチャレンジし続けるＵＤＣＫを期待していま

ら新たに誕生した組織や新住民等と共に柏の葉が更なる

す。また，自身これまでのつながりを大切にしていきた

発展を遂げていくことを願っています。

いと思います。
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柏の葉コミュニティグリッド
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ITS 実証実験モデル都市・柏
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アーバンデザインセンター会議

3-4

都市環境デザインスタジオ

3-1
持続可能な空間計画と社会運営のシステム試案

柏の葉コミュニティグリッド
▼現在柏の葉ではハードとソフトの両面からの多様な

レベルでは、制度上の縦割り、コーディネート役やプ

実験的取組みが進められているが、これらを持続的な

ラットフォームの欠如等を背景に、取り組みの重複や

都市づくりにつなげていくことが今後の課題である。

地元の人材不足等の問題が生じていることが把握でき

そこで、
「まちづくりの各分野を地域スケールでつな

た。

ぐ持続可能な空間計画と社会運営のシステム」をコ

▼本年度の研究では、コミュニティグリッドを、「地

ミュニティグリッドと名づけ、システムのあり方及び

域が主体となって自律的・可変的に地域社会を持続さ

その試案についての研究を、
「平成 21 年度千葉県持

せていくシステム」と定義し、以下の２つのコンセプ

続可能な国際都市づくりのための新たな担い手育成支

トからその概念を整理した。

援事業」に採択されて実施した。

①専門分化され、地域の手を離れてきたまちのハード

▼研究にあたっては、東京大学の複数分野にわたる研

とソフトを、「コミュニティ」を軸に再構成する

究者をコアメンバーとし、また柏市の都市計画、公園

②固定的・硬直的な従来の枠組みのなかに、動的でや

緑政、福祉、地域活動関連部局の協力を得ながら、研

わらかいまちづくりの仕組みを重ねる

究会を開催して、コミュニティグリッドという概念や

▼平成 22 年 3 月 23 日には「柏の葉コミュニティ

その具体的な展開について議論を重ねた。

フォーラム」を開催し、研究成果発表のほか、都市と

▼研究の過程では、松葉町地域及び富勢地域のふるさ

環境に係わる研究者を招き、基調講演及びパネルディ

と協議会へのヒアリングを行い、柏市における地域ま

スカッションを行った。来年度以降、関係者の協力に

ちづくりの現状・課題を把握した。また、市役所各部

よる研究・実践体制を整え、本研究の成果をベースと

局や地域まちづくりの現場担当者に対し、市域行政及

しながら、その概念の深度化や実践を図っていくこと

び地域運営の課題についてアンケートを行った。地域

が考えられる。
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3-2
柏の葉国際キャンパスタウン構想フォローアップ
ITS 部会

ITS 実証実験モデル都市・柏
▼柏市は、
平成２１年６月５日、
社会還元加速プロジェ

境に配慮した次世代型環境都市の実現を目指す

クト「情報通信技術を用いた安全で効率的な道路交通

▼平成２２年２月９日、行政機関や大学、民間企業、

システムの実現」の会議において、青森市、横浜市、

NPO 等４８団体により「柏 ITS 推進協議会（以下「協

豊田市に次ぎ、全国４番目の「ITS 実証実験モデル都

議会」という。）」が設立された。UDCK も会員とし

市」に選ばれた。一方、柏の葉地域では、平成２０年

て参加している。今後は、協議会を核に低炭素型交通

３月に策定された
「柏の葉国際キャンパスタウン構想」

都市・次世代型環境都市を実現するための ITS を活

に基づき、次世代環境都市を目指したまちづくりが進

用した研究開発やサービスの事業化を推進していく。

んでいる。ITS 実証実験モデル都市としての活動は、

協議会ではテーマごとに部会を設置し、各部会で検討

同構想に掲げられた８つの目標のうち、環境と共生す

を行う。当面の主要設定テーマは、次のとおり。

る田園都市づくり（目標１）
、サスティナブルな移動

① 次世代 ICT（次世代 DSRC サービス等）の活用

交通システム（目標４）及びイノベーション・フィー

による移動利便性・安全性向上の研究開発・実用化

ルド都市（目標８）を踏まえ、取り組むものである。

② 次世代車両の研究開発・実用化・普及

▼具体的には、柏の葉地域において、ITS 等を活用し、

③ 次世代公共交通システムの研究開発・実用化

自動車交通・公共交通機関・パーソナルモビリティが

④ 次世代モビリティの可能性の検討・検証

相互に連携・補完する “ モーダルミックス ”、CO2 排

⑤ プローブ情報を核とした ITS 基盤情報システムの

出量や消費エネルギーの削減等を目指す “ サスティナ

研究開発

ブルな交通移動 ” を実現するための取組み、“ 次世代

⑥ 魅力あるまちづくり「柏の葉将来都市像」の検討

モビリティ ” の可能性の検討・検証を行うことで、環

〈図「柏の葉
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次世代 ITS 実証実験イメージ」参照〉

次世代型環境都市のモデル
柏の葉地域において、ICT等を活用し、モーダルミックス、サスティナブルな交通
移動を実現するための取り組み、次世代モビリティの可能性の検討・検証を行う
ことで、環境に配慮した次世代型環境都市の実現を目指す。
■実現に向けた取組
【モーダルミックス】
自動車

【サスティナブルな交通移動】

公共交通機関
・オンデマンドバス

・パーク＆レールライド

・駐車場ITS

パーソナルモビリティ
・ベロタクシー

【国内他地域
への情報発信】
（セミナー・シンポ
ジウムの開催）

・サイクルシェア

○次世代モビリティ
・ウィングレット
・セグウェイ

○次世代モビリティ
・エコライド
・LRT

次世代型環境都市の実現
（CO2排出量削減・消費エネルギーの削減）

柏の葉 次世代ITS実証実験イメージ
Ｇ空間社会サービス基盤

柏の葉 次世代ITS実証実験イメージ

高速道

DSRC活用サービス
パーク＆ライド・駐車場ITS

一般道
守谷ＳＡ

P-DRGS（携帯電話、カーナビ）、
駐車場満空情報、鉄道運行情報
携帯電話配信・駐車場予約、
コンビニ・ガソリンスタンド決済等、

DSRC活用サービス
パーク＆ライド・駐車場ITS

柏IC

プローブ、渋滞情報・時間分散案内、
P&R時刻表･到着時間案内、
駐車場予約、安全運転支援 等

スマートIC

『公共交通の活用

常 磐 自 動 車 道

東大柏の葉
キャンパス

次世代自動車の活用
電気自動車、キャパシタ、エコドライブ
高齢者向け自動車、パーソナルロボット

よし、早くてお
得なTXに乗
り換えだ！

この先渋滞
駒形ICまで 90分

サイクルシェア
ＰＭＶ

県立柏の葉公園
自転車道
専用軌道

オンデマンド交通

ベロタクシー
情報配信
地図更新

DSRC活用サービス

給油・充電

公共交通支援システム

バレーパーキング

駐車場ITS

入庫支援

駐車位置記録

P&R
専用
エリア

ＬＲＴ

ユニバーサル交通案内

DSRC活用サービス
車両認識
ゲート通過

観光案内、来訪者案内
高齢者対応、交差点記号化

エコライド

ICカード
EMV決済
履歴確認

柏
の
葉
駅

場内誘導

自動駐車エリア

ら
ら
柏 ぽー
の と
葉

ITS駐車場
場内管制

次世代公共交通

市民参加
TDMの実用化

キス＆ライド
停車スペース

エク

ICカード連携
運賃割引

つく
ば

鉄道運行
情報提供
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道の駅 しょうなん

柏駅

ポイント
付与・還元

DSRC活用サービス
観光情報、交通情報
駐車場情報、店舗情報

ス
プレ
ス

パーク＆ライド
買い物代行
サービス予約
託児サービス

3-3
柏の葉国際キャンパスタウン構想フォローアップ
地域大学連携部会

アーバンデザインセンター会議
▼ 2009 年 9 月 7 日に、第１回アーバンデザインセ

ら韓国と台湾の専門家を招いた。国内は札幌、山形、

ンター会議（以下、UDC 会議）と称して、国内外の

練馬、福岡から主宰者を招いた。それぞれ新しい形の

先進的まちづくり組織の代表者を交え、まちづくり

まちづくりが報告された。2008 年からは、東京大学

の場を考える会議を行なった。関係者を除いて 109

GCOE（Global Center of Excellence）の一環とし

名が参加。地元（県、氏、住民、企業）20、専門家

て『世界のアーバンデザインセンター』を研究してお

34、各地のまちづくり組織 11、大学の研究者と学生

り、実践と研究の知見と成果の一部を共有した。

25、
行政（国、
市外）6、
報道関係 6、
その他が 7 だった。

▼第一部の基調講演は、韓国中央大学建築学科副教授

▼近年、行政による都市計画や市民の自発的な活動

の李政炯先生からソウルにおけるアーバンデザインの

に加え、地域の各主体が連携し、専門家が客観的な

動向、台湾台北市都市更新処長の林崇傑氏から台北市

立場から携わるまちづくりのあり方が見えてきおり、

でのまちづくりの実践について報告された。

UDC 会議では、そのような新しい形の組織や拠点を

▼第二部では「社会連携による地域景観回廊の創出 -

「アーバンデザインセンター（UDC：Urban Design

公益総合研究所のこころみ」を高谷時彦氏（設計計画

Center）
」と呼んで議論した。基調講演にはアジアか

高谷時彦事務所代表／東北公益文科大学大学院教授）、

F

まちづくりの場を考える
を考える
Urban Design Center Forum
アーバンデザインセンター会議報告書

柏の葉アーバンデザインセンター
ー UDCK

平成 21 年度国土交通省「住まい・まちづくり担い手事業」『アーバンデザインセンター会議の実施とまちづくり組織間のネットワーク構築』
とまちづくり組織
り組織間の

LONDON

New London Architecture

BILBAO

Bilbao Metropoli-30

De Zuiderkkerk

AMSTERDAM

Halles Saint-Gery

BRUXELLES

Kasselhaus

東北公益文科大学大学院公益総合研究所

Esposizione Bologna

TORINO

BOLOGNA

TOUHOKU

柏の葉アーバンデザインセンター UDCK
郡山アーバンデザインセンター

HAMBRUG

Urban Center Metropolitano

SAPPORO

札幌市まちづくりセンター

PARIS

Pavillion del̀ Arsenal

田村地域デザインセンター

UDCKo

UDCT

KASHIWA-NO-HA
KORIYAMA

TAMURA

Rochester Regional Community Design Center
Center for Architecture

Cleveland Urban Design Collaboative
Chicago Architecture Foundation

清溪川文化館 SEOUL

NERIMA

練馬区都市整備公社練馬まちづくりセンター

UDRI（Urban Design Research Institute）

MUNBAI

上海都市計画展示館 SHANGHAI

横浜アーバンデザインセンター
天神明治通街づくり協議会

UDCY

ROCHESTER

NEWYORK

WATERFRONToronto TORONTO

CLEVELAND

CHICAGO

UIC City Design Center ILLINOIS

YOKOHAMA

FUKUOKA

台北市社区営造中心
TAIPEI
（台北市まちづくりセンター）

Kansas City Design Center KANSAS
Nashville Civic Design Center NASHVILLE
Charleston Civic Design Center CHARLESTON
SPUR Urban Center

SANFRANCISCO

Design Centre for Sustainability
UDCWA- Urban Design Centre of Western Australia

VANCOUVER

PERTH
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公的機関によるまちづくり支援を杉崎和久氏（練馬区
都市整備公社練馬まちづくりセンター専門研究員／
東京理科大学非常勤講師）
、都心部のエリアマネジメ
ントを後藤太一氏（福岡アーバンラボラトリー LLC
代表社員／天神明治通り街づくり協議会総括マネー
ジャー／ We Love 天神協議会）
、札幌市 87 カ所の
まちづくりセンターを長谷部英司氏（札幌市市民まち
づくり局市民自治推進室長）が報告した。
▼当 UDC 会議は平成 21 年度国土交通省「住まい・
まちづくり担い手事業」において『アーバンデザイン
センター会議の実施とまちづくり組織間のネットワー
ク構築』として採択されて行ない、アーバンデザイン
センターウェブも開設した。
アーバンデザインセンターウェブ

http://web.me.com/shingo.sekiya/Urban_Design_Center_Web/UDC_Network.html

世界のアーバンデザインセンター

地域の関係者が連携し、専門性を備えた「アーバンデザインセンター」は海外にも見られる。
インターネットや現地研究者の情報により、日本 184 件、米国 68 件、欧州 34 件、日本除くアジア 12 件、総計 298 件が集まった。
活動の力点や組織体制によって、いくつかに類型化できる。

１．意識育成・情報発信型
展示、シンポジウム、セミナー

清溪川文化館 （チョンゲチョン・韓国）
上海都市計画展示館（上海・中国）
パリ市都市計画及び建築情報資料展示センター（パリ）

上海都市計画展示館

清溪川文化館

欧米のアーバンデザインセンターは、

SEOUL

歴史的な建物を再利用して作られる

2005 年開館。従業員はソウル市の公務

SHANGHAI

ことが多いですが、上海ではあえて、

員。常時 33 名、非常時 3 名（教育関連）

ロボットのようなデザインの現代的

が働いている。ソウル市の模型がおいて

な建物にアーバンデザインセンター

あり、清溪川（チョンゲチョン）事業か

を設置しています。上海の高層ビル

ら成る市の開発計画が一目で分かる。開

群を、金色のオブジェのように凝縮

2．活動支援型
市民の活動や地域貢献事業の支援

練馬まちづくりセンター
財団法人世田谷トラストまちづくり
台北市社区営造中心（台北市まちづくりセンター）

館当時は、清溪川復元事業関係の展示機

した模型は、今日の上海の急速な発

能が主であったが、現在は地域のアーテ

展を象徴的に表現しているかのよう

ィストによる企画展示、市民教育プログ

です。中心市街地の歴史・文化遺産

ラム、シンポジウム及び文化行事等、セ

や景観等の分布も盛り込んだ、バラ

ンターとしての内容が充実している。

エティあふれる展示となっています。

戸田市政策研究所 ( 埼玉県戸田市 )
さがみはら都市みらい研究所 ( 相模原市 )
UDRI(Urban Design Research Institute：インド、ムンバイ )

4．構想計画型
地域の将来計画の策定と推進

SPUR Urban Center（サンフランシスコ）
トリノ大都市圏アーバンセンター（トリノ）
Bilbao Metropoli-30（ビルバオ）

5．開発事業型
情報共有、デザインマネジメント

WATERFRONToronto( カナダ、トロント州 )
Info Center,（Hafencity, Hamburg）

TAIPEI

PARIS

このセンターは現在、台北市の社
区 の 組 織 が、社 区 営 造 オ フ ィ ス、

本格的な「都市計画情報発信基地」として

会 議 室、展 示 室、交 流 ス ペ ー ス、

は世界で最初のセンターです。１階では、

講堂などの公共空間を低料金で提

パリの幾世紀にもわたる歴史に加え、現在

供しています。主催機関の台北市

の様子、未来の都市像の説明がわかりやす

都市発展局は社区規画師をより自

く展示されています。２階は、イベントス

立できるような意図からセンター

ペースとしてりようされており、センター

が作られました。運営し始めたと

オープンから今日まで４０以上もの企画展

ころですが、台北市の社区営造の

が開催されてきました。周囲にはセーヌ川

新たな一歩であります。

やバスティーユ広場などの観光地もあり、
年間２０万人もの人が訪れます。

ハーフェンシティ・インフ
ォセンター
Kasselhaus

San Francisco Planning and
Urban Research Association
Urban Center

HAMBRUG

SANFRANCISCO

バー等を計画している、欧米最大規模の

Research Association(SPUR) が 2009

商業施設、住宅、文化施設やヨットハー

San Francisco Planning and Urban

都市計画「ハーフェンシティ」に関する

年 6 月に Urban Center を開設。1959 年

多様な情報を発信しています。内部には

から存在する歴史ある組織がよりパブリッ

カフェとして利用されている「水辺のテ

クインボルブメントを可能とさせるため

ラス」があり、訪問者は開発現場を眺め

に、四階建ての新しいヘッドクォーターを

ながらコーヒーを飲むことができます。

設け、研究、政策会議、市民・住民組織と

２００４年にオープ園した展望台「View

6．エリアマネジメント型
公共空間の管理、地域サービス

大丸有協議会
丸亀商店街 ( 香川県高松市 )
ポワン・アンフォ・フラジェ（ブリュッセル）

の会議、ランチタイム、午後のフォーラム、

Point」からは、ハンブルク市と開発現

討論、図書館、情報センター、常設、特別

場が一望でき、早くも人気のスポットと
なっています。

柏の葉アーバンデザインセンター
オハイオ州立ケント大学アーバンデザインセンター（オハイオ）
早稲田大学都市地域研究所
広島大学地域連携センター

情報センターと隣接して、アーバンデザイ
ンセンターがあります。目的は、「デザイン
の重要性への国民の理解を得ること」など。
企画展のほかに小・中学生を対象とした教
育プログラムも開催しています。展示の目
玉は、フロアに広がるロンドン中心部の巨
大な模型で、２０１２年のオリンピック開
催に向けた、３１の新しい開発を分かりや

都市デザイン連盟

用した、市内都市計画や住宅開発の情報セ
ンターです。

アムステルダムで行われている都市計画や
都市開発に関する資料はほとんど全て揃っ

ており、アムステルダム市の紹介ビデオか
ら、複数ある再開発計画の模型、市民の家

探し相談デスクなど、幅広い情報提供がさ
れています。事前に予約すれば都市開発ツ
アーも開催しており、観光客や専門家の訪
問が絶えません。

アル・サン・ジェリー
Halles Saint-Gery

BRUXELLES
ブリュッセルの旧市街地中心部にある、か
つて市場として利用されていた歴史的建造
物を使った、市民の生活環境や文化遺産に
関わる情報提供スペースです。入り口付近
にはカフェがあり、気軽いに立ち寄れる雰
囲気があります。環境管理研究所と都市セ
ンターのブースがあり、住宅修復等への補
助金支援の案内などもしています。他にも、
ブリュッセルの建物の写真等が豊富な楽し

ボローニャ都市情報センター
Esposizione Bologna

柏の葉アーバンデザインセンター

KASHIWA-NO-HA

するこのセンターは、専門家たちが意見・

ンターとして平成 18 年 11 月に設立。県、

アイディアの交換を行う場となっていま

市、住民団体、商工会議所、地元にキャ

す。ケント大学における授業課題を通じ

ンパスのある大学、都市開発関連企業な

た地域計画の作成に焦点をあてており、

ど７つの「構成団体」が運営している。

大学院生徒達はスタッフとしても働い

専任都市デザイナーや各構成団体の職員

て、教育指導、実践的プロジェクトにお

及び研究者、外部の建築家や都市計画家

ける地域のデータ収集と分析、コンセプ

が協力し、まちづくりの構想・実験・計画・

ト作り等も行っています。大学との連携

実施・指導に取組んでいる。それらの広

によって、都市デザインの教育と実践を

報や市民活動の支援など地域の情報セン

つなぐ場になっています。

ターとしても機能している。

UDCK（Urban Design Center
Kahiwa-no-ha）

日本初の公民学連携による都市づくりセ
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AMSTERDAM
１７世紀に建てられた南教会の内部を再利

い無料小冊子がもらえたりもします。

Cleveland Urban Design
Collaboative

アムステルダム市都市計画
情報センター
De Zuiderkkerk

展示、等の機能を伴わせてます。

CLEVELAND

クリーブランド市のダウンタウンに立地

7．大学の地域連携型
まちなか研究室、学内センター

ロンドンでは建築関係の書店や建築資材の

すく紹介しています。

パリ市都市計画及び建築情
報・資料・展示センター
Pavillion del̀ Arsenal

台北市社区営造中心
（台北市まちづくりセンター）

3．調査研究型
政策提言やそのための基礎調査

ニュー・ロンドン・アーキ
テクチャー
N e w
L o n d o n
Architecture
LONDON

BOLOGNA

２００３年にオープンしたばかりで、外観
がとても目に引く、ついつい足を踏み入れ
たくなる建物です。市内の都市計画や、歴
史的建築遺産改修プロジェクトの最新情報
が、図面のほかにも３D アニメーション等
を使ってわかりやすく展示されています。
各プロジェクトの進行状況に合わせて、毎
月情報が更新され、市民が定期的に訪れて
最新情報を得られる場となることを目指し
ています。

3-4
東京大学大学院 環境統合教育プログラム IEDP

都市環境デザインスタジオ
▼都市環境デザインスタジオは、2006 年度から始

▼ 2006、2007 年度の 2 カ年は柏の葉キャンパス駅

まった東京大学大学院のデザイン教育プログラム「環

周辺を対象に、まちの将来像の構想や具体的な空間提

境統合教育プログラムＩＥＤＰ」の一つである。ＩＥ

案を課題とし、
「PLS」や「みちのプロジェクト」など、

ＤＰは新領域創成科学研究科環境学系を中心に 6 つ

提案が具体的な取り組みにつながっている。2008 年

のスタジオが開かれており、フィールドから多様な課

度は対象を柏たなか駅周辺に移し、当エリアの農的な

題に対する「統合的総合的な思考とデザイン」の力を

環境を活かした「新しい田園都市の構想」の提案を求

高めるプログラムである。

め、ライフスタイルやシステムを中心とした方向性、

▼都市環境デザインスタジオでは、開講以来、柏の葉

コンセプトが提案された。2009 年度は同地区を対象

エリアをフィールドとし、空間の構築や再生をベース

にした 2 年目のスタジオと位置づけ、前年度の提案

にしながら、社会的なシステムや制度から、自治体や

をさらに深め、具体化することを期待し、テーマを「新

市民組織による運営までも含めた幅広い領域での提案

たな田園都市をデザインする」とした。

を求めてきた。毎年、その時期のＵＤＣＫにおける主

▼スタジオでは「モビリティ」
「農地」
「環境技術」
「コ

要な検討テーマとリンクした課題が設定され、スタジ

ミュニティ」「教育」という 5 つのテーマを設定し、

オ自体がＵＤＣＫを拠点に、関係主体の参加・協力の

新たなコンセプトと具体的な空間デザインを求めた。

もとで実践的に行われているのが特徴である。また、

地域の農業関係者、古くからの住民である町会の方々、

東京大学に加え、東京理科大、千葉大学、筑波大学と

事業を展開するＵＲ都市機構へのヒアリングを通じ

いうＴＸ沿線の大学院生と教員が参加する共同演習と

て、様々な立場からまちづくりに関わる思いと取り組

なっている。

みを知り、これを提案にフィードバックさせながら、
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柏たなかを飛び出して

柏たなかをめぐる

9

農地

4

ちょっとした空地に、ありきたりな曲がり角に、
そっと「ぷらっと」を作ってみる。

今日はちょっと贅沢にイタリアン。
えっ？都内？違う違う。大室なのよ。
自然を感じながらイタリアンっていいよね。

group A

柏たなかから「たなカー」がやってくる。
日常に新たな光景が生まれる。

柏たなかの外の地域にも「ぷらっと」が増えてい
「たなカー」が巡るようになる。

ぷらっと

いろいろな地域の生活を豊かにし、
いろいろな地域を結ぶ。

それが、「ぷらっと」と「たなカー」のもつ、
未来への可能性

守谷市

野田市

ぷらっとのデザイン
□道路に面し角地である

柏市

柏たなか駅

線

ス

レ

プ

ス

ク

エ

ば

く

つ

9

4

□地面から＋50cm の高さのデッキをもつ

流山おおたかの森駅

平面図

scale 1:200
柏駅

流山市

「食後はビリヤードを楽しみましょ。」
「ビリヤード！？あたし、
よくやったわ〜。
20年ぶり？30年ぶりかしら。」
「学生時代にタイムスリップした気分ね。」

新松戸駅

工業団地に人が休める場所ができ
く、地域を
たり、大学生と住民が一緒に憩う
らは、地域
場所ができたり。そんな新しい光
口になる
景 に「た な カ ー」が 色 付 け す る。 地域同士が
高齢者が多いところには診療所が、 「ぷらっと
子どもが多いところには駄菓子屋
が機能を
が。その地域から新しい「たなカー」 ムが、住民
ができるかもしれない。新しくお
止めて発
店や固定した空間を作るのではな
のない可能

せのる
ありさ
いたっち
みっちゃん
ゆうこ
りょうちん

ぷらっと

ぷらっとあり

ぷらっとなし

たなカー時刻表
火

断面図

農地ぷらっと
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金
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group B

最終的には以下の 5 つの提案がまとめられた。

畑 scape

①小さな共用空間と、生活サービス機能を持つモビリ

mast

e r pla

scale 1:100

断面図

時

既存の地形を活かした畑と

n

新しい住 宅
開拓地を再計画した畑

至つくば

商業施設、オフィ ス
公共施設

ティが一体となって新たな交流やライフスタイルを生

池

先人

つくばエクスプレス

新たな畑

む「ぷらっと」
、②積極的に都市と畑をデザインし、
農による人、場所、時間のつながりを生み出す「畑

たなか

小畑

東京人

大畑

既存畑
２次

商業・住戸・活動施

１次

芝生
大畑

設

大畑

scape」
、③地域に多くみられる竹林に着目、地域の

遊歩 道
池

研究施設
小畑
大畑

環境形成に活かし、そのための管理を通じて人のつな
がりを生む「竹がつむぐまち」
、④沿線全体での柏た

至東 京

なかの固有性創出に向け、体験型の水田を中心とした
group C

新たな駅前空間像を示した「Park & Rice」、⑤様々
な交流機能を有する小空間を地域に散りばめ、ツアー
を通じて国際的な交流を生み出す「Melting pod」

À

吉祥院

竹がつむぐまち

昔から住民の生活の中心となっているお寺

交流カフェ

竹林の中で自然を感じながら読書し、休憩する空間

江戸時代からあったお稲荷さん

▼地域にも開かれた最終講評会では、
各提案に対して、

交流館

蔵は、住民の様々な活動拠点となる

住宅地

既存の公民館を改修し、公共の出会いの場として利用

生活街路を竹道をつくり、
個性がある住まい

公共図書館

住民の方からも積極的な意見・感想があげられ、その

竹林

流しそうめん
竹で作った商店やカフェ

パブリック広場

後、実践に向けて継続的に取り組む学生の動きも出て

地形を活かし、様々なイベントに活用

Public Hall

ふるさとセンター

いる。新たなまちづくりのアイデアを行政・企業・地

ふるさとセンターは竹を用いた建築物に拡大改築

多様が住民層集まり、
人々間つながり、町に対する愛着づくり
竹の中でゆっくり休める
空間づくり

域の方々と創出し、実践するプログラムとして、次年

駐車場

A

体験農
業

Public Screen
竹林

体験農園

度以降も一層有意義な展開を図っていく予定である。

group D
Park&Rice

A
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SLEEPING PO D

清水雅晴

中里耕治

柏市企画部企画調整課

（株）ジャパン ライフ デザイン システムズ

柏の葉キャンパスのまちづくりに関わるようになって約

２００９年度からＵＤＣＫの担当となりました。１年間
携わり，非常に多くの取り組みが，大学，民間企業，地

２年が経った。2009 年度を振り返ってみるとイベント

元住民，行政を含めて展開されていることを肌に感じ，

盛りだくさんで、いろんな動きのある年だった。

ＵＤＣＫがまさに公民学連携によるまちづくりの拠点で

千葉大学カレッジリンクはパイロットコースを経て本格

あることを実感いたしました。常勤スタッフや構成団体，

スタート、春と秋に自転車やセグウェイのツアーや EV

協力団体の皆さんからは常に様々な提案がなされ，意見

展示などのモビリティ・イベントを実施。その他、土の

交換が行われていますが，行政だけではとても出てこな

学校の農業体験やアーバンデザインセンター会議などに

いような発想とスピード感を持って活動が行われている

関わった。これを書いている 2010 年も、まだまだ街は

のを目の当たりにし，圧倒され続けたというのが正直な

動いている。その中で確かに言えることは、柏の葉キャ

感想です。柏の葉地域は柏市のまちづくりの将来を担う

ンパスはいま「第 2 フェイズに入っている」ということ

重要な地域です。今後もこの地域のさらなる発展に向け，
関係する皆さんとともに微力ながら一生懸命頑張ってし

だ。様々な街の取組みや活動をどれだけ地域に根づかせ、

ていきたいと思っています。

持続させていくかが大きな課題となっている。

追川典子

藤崎健吉

独立行政法人 都市再生機構

柏たなか駅周辺の「農あるまちづくり」も、2009 年度

（株）藤崎事務所 千葉大学医学研究院 博士課程

都市の中に農的環境をとり込む新たな試み。とてもスリ

より、農地活用の一例となる農業体験農園やまちづくり

リングで楽しい社会活動を、居住者のみなさん、千葉大

の PR 拠点「環境コンビニステーション」の開設など、

の野田先生、そして UDCK をはじめとした多様な関係

ようやくその具体像が目に見える形になってきました。

者のみなさんとともに進めています。中でも今年いちば

この間、前向きにご協力頂いた農家の皆さんや JA 田中（現

んの収穫は、駅前畑で採れた７種類のジャガイモ。わず

JA いちかわ）を中心とした地元の方々との信頼関係や連

か 11 台のレイズドベッドで、なんと 30 キロ以上も収

携による賜物と強く実感しております。UDCK には、農

穫できました。単に育てるだけでなく、収穫物を一緒に

あるまちづくり実行委員会の一員として、たなか地区固

味わったり、美しく育った花や緑の風情を分かち合う…

有の風景を活かした景観ガイドブックの作成や PR 関係

そんな小さなご褒美が、人と人、人とまち、都市と農業

をはじめ、柏の葉キャンパスタウン構想の実現化に向け、

を結ぶのだと感じています。新しい UDCK 前にできた

キャンパス地区とたなか地区を有機的につなげる触媒的

「かしはな」のムーバブル・ガーデン、来年はさらにバー

機能を担って頂き、今後も両地区がそれぞれの個性を活
かしつつも相乗効果を生むような、そんな新しいまちづ

ジョンアップさせようと、今からみんなで計画を練って

くりやライフスタイル提案の先導を期待しております。

います。興味のある方はぜひ、ご参加ください !

金子

佐々木龍郎

綾

（株）藤崎事務所

株式会社佐々木設計事務所

まちづくりの基本はヒトヂカラということを北沢さん

2009 年よりまちのクラブ活動（土いじりクラブ・柏の

から教わった気がします。彼はいつでも人と人とをつ

葉エコクラブ）やかしはなプロジェクトの運営しながら、

なぎ人が集まる日常をつくろうとしていて、それが

同時に市民の方々と一緒に柏の葉でのイベントを楽しん

柏の葉では UDCK として結実した。サロン、カフェ、

でいます。大学の先生・学生さん・地域の企業の皆さま・

スクールと日常の強度があれば、その上で魅力的な非

地域住民の皆さまと一緒に作り上げていく柏の葉ならで

日常が企てられる。対処療法的に人を招集するのでは

はの活動ができるのも、UDCK を拠点としそれぞれの意

なく体質改善的に人が参集する状況をつくることで、

見やアイディアを実際に形にできる基盤を作ってきたか

主体はあくまで集まる個。その個が、仕組み中心のア

らこそ。関わっている全ての人たちの手で、まちが造り

ンニュアルレポートから余り見えてこないのが気にな

上げられていくを感じます。今後もその一員として柏の

りました。市民や学生や専門家などかかわるさまざま

葉のまちづくりに携わることが出来るのを嬉しく思いま

な個を束ねて持続的な力に変えていくための UDCK

す。

サポーターズアーカイブのような仕組みがあれば登録
したい、と思いました。
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実証実験
4-1

柏の葉モビリティ・ラボ

4-2

柏の葉モビリティ・フォーラム

4-3

小さな公共空間 PLS の活用

4-4

ユビキタスモビリティシステム
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4-1
見つけよう！

新しい環境都市“柏の葉”の魅力

柏の葉モビリティ・ラボ
▼柏の葉国際キャンパスタウン構想の第４目標に「サ

（プロトタイプ）が提供された。天候に恵まれず 5 月

スティナブルな移動交通システム」がある。
「自転車

31 日（日）のみ実施（途中中止）したが、参加者か

や公共交通を活かした環境に優しい移動交通システム

らは「また開催してほしい」と声が寄せられた。

の整備」や「自転車分担率の 10％増加、自動車分担

▼「柏の葉セグウェイ・ツアー」は UDCK →千葉大

率の 10％低下」が具体的な施策である。

学→柏の葉公園→東京大学→ UDCK をまわる約 3 時

▼「柏の葉モビリティ・ラボ」では住民参加型の社会

間のツアー。東大大学院生２名がインストラクター

実験を行った。まずは地域の見所を巡る自転車とセグ

となり、ツアー引率やキャンパス案内で活躍した。

ウェイを使ったツアー。地域の魅力を発見しながら、

UDCK ではサイクル・ツアーと同様、出発時のオリ

走行環境の問題点を把握し、今後の交通システム整備

エンテーションと終了時のヒアリング＆アンケートを

への反映を狙った。もう１つは市内４ヵ所の駐輪場を

実施。新しいモビリティ体験により、セグウェイの可

活用し、期間限定で乗り捨て自由な貸し自転車サービ

能性や移動空間の課題に活発な意見が交わされた。3

ス「レンタサイクル相互利用」である。

日間（31 日は午後のみ）、小雨が降るにも関わらず、

▼「柏の葉サイクル・ツアー」は UDCK →東京大学

参加者からは好評の声を多く頂いた。

→香取神社→旧吉田家住宅→ UDCK の約 13km を巡

▼市内 4 ヶ所の駐輪場（柏駅、北柏駅、柏たなか駅、

るツアー。コースはまちづくりスクール卒業生や千葉

柏の葉キャンパス駅）で行った「レンタサイクル相互

県サイクリング協会の意見を反映し、引率には千葉県

利用」は、ニーズ把握が目的だった。駐輪場４ヶ所で

サイクリング協会の協力を仰いだ。パナソニックサイ

合計 20 台、約 120 回（1 日あたり約 2 台）の利用

クルテック社からは電動アシスト自転車の貸出、三井

があり、柏の葉キャンパスでの利用が最多だった。柏

不動産レジデンシャルから柏の葉オリジナル自転車

市外からの来街者による利用が多く、観光ツールとし
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ての利用や、行動範囲が広がる等のメリットが確認で
きた。また変速ギア付きの高品質な自転車に対する評
価が高いことがわかった。
▼これらのツアー開催初日には開会式を行い、本多前
柏市長や千葉県サイクリング協会を始め、関係機関・
協力団体から応援の言葉を頂いた。また柏市土木部交
通施設課と千葉県柏警察署から、自転車の交通安全レ
クチャーが行われた。当イベントは UDCK 自転車部
会を中心に構成される「2009 年春の自転車社会実験
連絡会」が主催したもので、その後秋に開催された「柏
の葉モビリティ・フォーラム 2009」につながった。
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4-2
柏の葉モビリティ・フォーラム
▼ 2009 年 11 月 20 日 UDCK 設 立 ３ 周 年 の 記 念

間の移動で乗りたい」など近距離・中距離の移動ツー

イ ベ ン ト と し て「 柏 の 葉 モ ビ リ テ ィ・ フ ォ ー ラ ム

ルとして好意的意見が寄せられた。

2009」を開催した。
「人間と環境に優しい移動交通

▼「EV の試乗体験＆展示」は、11 月 19 日に開催さ

システム」について考える記念シンポジウムのほか、

れた「TX アントレプレナーパートナーズ」設立記念

電気自動車（以下 EV）の試乗と展示、セグウェイに

シンポジウムに合わせて実施した。コムス改良車の小

よる地域ツアー、地域ポイントと連動した共同自転車

型 EV（ST プロジェクト）３台と、電動バイク（イーモー

「柏の葉スマートサイクル」の社会実験を実施した。

ビル）2 台を、UDCK デッキや室内で展示し、試乗

▼シンポジウムでは「ちょこちょこ充電で描く未来の

体験を行った。小型 EV はカラフルな色と親しみのあ

クルマ社会」と題し、講師堀洋一氏（東京大学教授）

るスタイリングによりデザインの重要性をアピール。

からキャパシタによる電気自動車や今後の技術動向に

電動バイクは、EV と電動アシスト自転車の中間に位

ついて基調講演をいただいた。パネルディスカッショ

置づけられる乗り物として、ガソリン車より優れた環

ンは
「新しいパーソナル・モビリティを考える」
と題し、

境性能と経済性をアピールした。

川端由美氏（モータージャーナリスト）
、清水克之氏

▼「セグウェイで行こう！ 柏の葉ネイチャーツアー」

（柏市都市計画部 交通政策課 主幹）
、
高知尾昌行氏（㈱

は、（１）電動立ち乗り２輪車セグウェイによる娯楽

ＪＴＢ首都圏 / 首都圏交流事業推進室）が各自の取組

型移動交通の体験と、（２）柏の葉キャンパスの魅力

みを交えて意見交換した。

発見および環境都市の情報発信を目的に行われた。春

▼参加者は約 80 名。
「キャパシタの可能性を感じた」

に行った同イベント開催時より天候に恵まれ、全 8

「楽しく話を聞けた」などの感想を得た。EV には「街

日間・計 16 回のうち 14 回を実施。参加費 3,000 円

中の生活でれば EV ですべて OK」
「通勤や大型施設

にも関わらず、事前予約において 96 名の参加枠は

柏の葉ネイチャーツアー

パーソナルモビリティ
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すぐ埋まり、約 90 名のキャンセル待ちが出る事態と

よる実証実験を行うことを目的とした。自転車ポート

なった。ツアーは UDCK に集合し、千葉大学→柏の

は UDCK と東京大学の２ヶ所に置かれ、UDCK の自

葉公園を巡る約 2 時間半のプログラムである。ツアー

転車ポートは地元の市民ボランティア組織・里山隊の

終了時にはお土産として、柏市サイクリングマップや

協力により、こんぶくろ池の間伐材で作られた。ポー

柏の葉マップ、千葉大学オリジナルジャム、カエルブ

ト設置場所の関係から主なモニターは東大生 28 名が

ランケットを贈呈した。当初セグウェイに乗ることが

登録し、延べ 75 回の利用があった。この社会実験で

主目的の参加者が多かったが、
ツアーをきっかけに「柏

得られたノウハウは ICT 事業の社会実験（スマート

の葉の魅力を知った」
「楽しかった」
「また開催してほ

サイクル）へ引き継がれた。

しい」といった声が多数聞かれた。またお礼のメール

▼「レンタサイクル相互利用」は、春と同様に柏市内

もたくさんいただくなどツアーは成功したと言える。

４ヶ所で返却できる貸し自転車サービスを実施した。

地域に暮らす人々、あるいは地域外からの来街者に、

春の実施時と比べると利用者が約 6 割増加し、200

まちのことを知っていただく上で、地元の魅力を発見

人弱となった。前回同様にキャンパス駅の利用が約半

するツーリズムの視点は欠かせないだろう。

数を占め、北柏駅はポートの変更により利用者が大き

▼「 柏 の 葉 ス マ ー ト サ イ ク ル プ レ 社 会 実 験 」 は

く伸びた。他ポートへの返却は、キャンパス駅⇔柏駅

2010 年 ICT モデル事業の社会実験に先立ち、（１）

間の利用が多かった。他ポートへの返却率は約 2 割

共同自転車の柏の葉モデルを発信すること、（２）柏

にとどまったが、同じ場所への返却でも「自由に返却

の葉モデルの独自性として①街のポイントプログラム

できること」への評価は高かった。前回の結果や他事

との連携、②偏った自転車のトラック等による輸送を

例を踏まえると数ヶ月単位の実施が効果的であり、
「自

極力排除した配車管理の仕組みを構築し、モニターに

転車を活用したまちづくり」に向けた継続が望まれる。

UDCK 3 周年記念

柏の葉
モビリティ
・
フォーラム

2009

20

［金］
〜

次世代モビリティについて 考えよう。

記念シンポジウム
次世代モビリティに関する有識者をお招きして、
人間にも環境にも優しい移動交通システムについて考えていきます。
日時
内 容

2009年11月20日（金）15:00〜17：40（14：30開場）
●第1部／基調講演 「ちょこちょこ充電で描く未来のクルマ社会」
講

師

堀 洋一 氏
［東京大学教授 / 新領域創成科学研究科 先端エネルギー工学専攻］

●第2部／事例報告 「柏の葉キャンパスタウンにおける次世代モビリティと社会実験」
スピーカー

前田 英寿 氏［柏の葉アーバンデザインセンター 副センター長］

●第3部／パネルディスカッション 「新しいパーソナル・モビリティを考える」
パ ネリスト

川端 由美 氏［モータージャーナリスト］
高知尾 昌行 氏［株式会社 JTB 首都圏 / 首都圏交通事業推進室 グループリーダー］
清水 克之 氏［柏市 都市計画部 交通政策課 主幹］
武 氏［建築家・千葉大学教授、柏の葉アーバンデザインセンター 副センター長］

モデレーター 上野

場 所
参加費

柏の葉アーバンデザインセンター［ＵＤＣＫ］

堀 洋一氏

川端 由美氏

シンポジウム無料・申込不要
3周年記念パーティーに参加される方のみ1,000円
※同日シンポジウム開催前に、電気自動車（EV）や電動バイク、セグウェイの展示＆試乗会を開催しています。

11月20日（金）のスケジュール
時

間

内

容

11:00〜

EV（電気自動車）の試乗体験＆展示

15:00〜

第 1 部／基調講演 「ちょこちょこ充電で描く未来のクルマ社会」

15:50〜

第 2 部／事例報告 「柏の葉キャンパスタウンにおける次世代モビリティと社会実験」

16:00〜

休憩

16:10〜

第 3 部／パネルディスカッション 「新しいパーソナル・モビリティを考える」

18:00〜

3 周年記念パーティー（参加費 1,000 円）

柏の葉モビリティフォーラム 2009 ｜ 2009.11.20
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4-3
小さな公共空間 PLS の活用
▼ PLS（Public Life Space）は、
柏の葉イノベーショ
ン・デザイン研究機構（東京大学、三井不動産、三協
フロンテア、柏商工会議所）がユニットハウスで試作
した小さな公共空間。
2007 年度、千葉県の助成を受けて設置した。
2008 年度からは市民利用を進め、柏市民活動フェス
タ参加団体ポスター展（同 2009 実行委員会）や柏
の葉で活動する市民やアーティスト、また大学院生の
研究成果の発表など様々な利用がみられ、自由度の高
い小ぶりな公共空間の可能性を検証できた。
また、PLS は UDCK が展開、協力する各種の実証実

実証実験を展開する場として活用
されたブックハウス（１階部分）

験の場としても活用され、相互補完的な施設利用が有
効であることも実証できた。
UDCK の移設に伴い、PLS も新たな利用を設定し、
引き続き「小さな公共空間」の有効性、課題などにつ
いて検証を行っていく予定である。
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X-ing えこ × もの × わざ交差点

イルカニンゲン展

「物の所有から共有」をテーマに

藍の生葉染め体験ワークショップ

「まちのクラブ活動」に参加する

藍の生葉染めで多彩に染められた

物々交換を実施。

とオブジェの展示を開催。

住人たちが、様々な手作りワーク

生地を配置したパネル展示など、

ショップ開催、マルシェコロール

ワークショップを通じて、7 月 20

などへも出店するなど、独自の活

日の海の日に向けて徐々に作品が

動を展開した。

追加されていった。

桐原文子

柏の葉エコクラブ
2009 年６月

2009 年７月

小さな小さな絵本図書館

スイティー & ホワイティークリスマス

絵本作家を招いたトークショーや

柏でキャンドル教室を学ぶ方々が、
クリスマスをモチーフとしてキャ

読み聞かせワークショップを開催、

ンドルによるライトアップ展示を

地元の紙芝居ボランティアとも協

企画。夜になると美しくライトアッ

働して楽しいイベントとなった。

プされ駅前に表情をつくりだすと
ともに、日中でもキャンドル特有

の美しさが特徴的な展示となった。

絵本のチカラ プロジェクト

キャンドルスタジオ花織工房

2009 年 8 月

2009 年１２月

Flirting with COLOR

新しい田園都市をデザインする

PLS ３棟のすべてを梱包材で包み

東京大学、千葉大学、東京理科大学、筑波大学の大学院生がデザ

た。期間中はプロジェクトハウス

周辺地区の将来像を研究し、提案した。

込み、目と体で体感する展示を行っ

イン演習の成果を展示した。今年度は昨年度に続き、柏たなか駅

に滞在（アーティスト イン レジ
デンス プログラム）、ワークショッ
プやフットペインティングも開催
された。

アーティスト｜波形理世氏

都市環境デザインスタジオ

2009 年 11 月

2010 年 2 - 3 月
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4-4
柏の葉国際キャンパスタウン構想フォローアップ

位置情報基盤を活用した
ユビキタスモビリティシステム
▼地域ＩＣＴ利活用モデル構築事業は地域が抱える課
題を情報通信技術（ＩＣＴ）を使って解決する先進的
なモデルを形成する事業である。総務省から自治体な
ど地域に委託し，システム開発や実証実験を行なう。
平成２１年度柏市はこの一環として「位置情報基盤を
活用したユビキタスモビリティシステム」の実証実験
を実施。つくばエクスプレス沿線でまちづくりが進む
柏の葉地域を対象に『柏の葉地域情報ナビ』を立ち上
げ，３つのサービスを提供することで，住民や外国人
を含む来街者に対して，地域の施設情報・イベント情
報や交通の案内，移動手段などの利便向上を図った。
（１）地域ポータルサイト
パソコンや携帯電話，駅前に設置するキオスク端末な
どを通じ，地域情報を一元的に提供する。地域イベン
ト情報も発信可能とし，また日本語・英語・中国語・
韓国語の４カ国語に対応する。
（２）経路検索・予約システム
ＧＰＳ携帯電話を活用して，利用者の現在地を識別、
柏の葉地域における鉄道，公共バス，オンデマンド交
通（利用者地域限定）
，スマートサイクル，タクシー，
徒歩といった複数の交通手段を組み合わせ，現在地か
ら目的地までの最適な経路を検索表示する。オンデマ
ンド交通やスマートサイクルも予約可能である。
また，
ＩＣタグによる場所特定装置を活用して，利用者の詳
細な現在位置と属性を自動識別。オンデマンド交通予
約の簡便化や利用者の嗜好・場所に応じた最適な地域
情報（ショッピング情報やイベント情報など）の携帯
電話配信を可能とする。
（３）スマートサイクル
複数のポートで貸出返却できるコミュニティサイク
ル。交通系ＩＣカード（スイカ，パスモ）やＩＣ機能
付き携帯電話を読取機にタッチするだけで貸出・返却
が完了。駐輪場を無人化することで，運営負担を軽減
する。地域で使える「街エコポイント」を利用回数に
応じて付与する。
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Ⅴ
育成
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5-1
まちづくりスクール
▼２００９年度のまちづくりスクールは、
「まちを市

2009 年度 春コース

民がデザインする」を年間テーマとして春コース ( 基

6 月 10 日 ( 水 ) ～ 8 月 1 日 ( 土 )

礎講座 ) と秋コース ( 実践講座 ) を開講した。春コー
スは、レクチャーを中心としてさまざまな分野の専門

第1回

6 月 10 日（水）18:30 - 20:00

オープンスペースの使われ方とデザイン

家、実務家を講師に招き、まちづくりにおける住民参

講師：木下勇氏（千葉大学教授）

加、デザイン、恊働による場作りなどについて学ぶ場
とし、秋コースでは、柏の葉キャンパス駅周辺に計画

第3回

7 月８日（水）18:30 - 20:00

ワークショップを通した計画づくり

予定の公園を事例に使って公園づくりのプロセスや考

講師：秋山寛氏（タム地域環境研究所）

え方、維持管理の方法について学ぶものとして、さま

第4回

ざまな分野の専門家、実務家を講師に招き、市民とま

７月２２日（水）18:30 - 20:00

行政と市民の協働

ちづくりの関係、都市のコミュニケーションデザイン

講師：柏市公園緑政課
永井ふみ氏（石塚計画デザイン事務所）

について講座を組立て、レクチャーのほかに現場視察
（宿題）や、体験ワークショップなども含める構成と

第5回

した。

8 月 1 日（土）13:30 - 15:00

公開シンポジウム「参加とコミュニティ」

▼これまで「UDCK まちづくりスクール」は昼間に

講師：卯月盛夫氏（早稲田大学教授）
修了式（市長からの修了証の授与）

開催していたが、18 時半のスタートとして、日中働
いている方でも受講しやすいように変更した。

2009 年度 秋コース
11 月 4 日 ( 水 ) ～ 12 月 23 日 ( 水・祝 )

UDCK まちづくりスクール 春コース ( 基礎講座 )

まちを市民が
デザインする

第1回

30 名の受講生を

11 月 04 日（水）19:00 - 20:30

シビックプライドと都市のコミュニケーションデザイン

募集しています！

講師：伊藤香織氏（東京理科大学准教授）
第2回

- 身近な公園から考える共創の方法 -

11 月 18 日（水）19:00 - 20:30

環境健康都市宣言・柏の葉のまちづくり

「まちを市民がデザインする」を年間テーマとして春コース ( 基礎講座 ) と秋コース ( 実践講座 ) を開講

します。春コースは、レクチャーを中心としてさまざまな分野の専門家、実務家を講師に招き、まちづ
くりにおける住民参加、デザイン、恊働による場作りなどについて学びます。秋コースでは、柏の葉キャ

講師：栗生明氏（千葉大学教授）

ンパス駅周辺に計画予定の公園を事例に使って公園づくりのプロセスや考え方、維持管理の方法につい

て学びます。
ただいま春コースの受講生を募集しています。
基礎講座のほかに見学会や、
体験ワークショッ

プなども含める予定です。デザイン、住民参加、植栽、自然環境、人と人をつなぐネットワーク形成な
どに関心のある方は、ぜひお申し込みください。

スクールのプログラム

01
02
03

04
お申し込み方法

05

6 月 10 日 水曜

第3回

18 時 30 分〜 20 時

講師：北沢猛氏（東京大学教授 /UDCK センター長）

講師：栗原国男氏（ランドスケープアーキテクト）

6 月 24 日 水曜 18 時 30 分〜 20 時

( 仮 ) オープンスペースの使われ方とデザイン
講師：木下勇氏（千葉大学准教授）

第4回

７月 0８日 水曜 18 時 30 分〜 20 時

ワークショップを通した計画づくり

12 月 16 日（水）19:00 - 20:30

デザインワークショップⅡ

講師：秋山寛氏（タム地域環境研究所）

講師：栗原国男氏（ランドスケープアーキテクト）

７月２２日 水曜 18 時 30 分〜 20 時

( 仮 ) 行政と市民の協働
講師：柏市公園緑政課 ＆ 永井○○氏（石塚計画事務所）

6 月 10 日 水曜

公開シンポジウム

18 時 30 分〜 20 時

公開シンポジウム「( 仮 ) 住民参加とまちづくり」

「移動とは何か？まちづくりの視点から考える」

講師：卯月盛夫氏（早稲田大学教授）

■申し込み方法 : 電話 04-7140-9686 メール shool@udck.jp ( お名前、ご住所、所属先をお知らせください )

12 月 23 日（水・祝）13:30 - 15:00
講師：羽藤英二氏（東京大学准教授）
修了式（市長からの修了証の授与）

■受講料 : 3000 円
■問い合わせ先 : 柏の葉アーバンデザインセンター [UDCK]

12 月 02 日（水）19:00 - 20:30

デザインワークショップⅡ

住民参加でまちをデザインする

http://www.udck.jp/

〒277-8518 千葉県柏市若柴字元堂 178-3 柏の葉キャンパス駅前 148 街区 3 画地
TEL：04-7140-9686 FAX：04-7140-9688 ( 担当者：ディレクター 丹羽 )
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5-2
家でも会社でも学校でもない、もうひとつのコミュニティ

まちのクラブ活動
▼週末は市民講座で学び、平日の仕事帰りにはクラブ

▼ 2010 年 3 月時点で 21 のクラブが誕生し、住人

活動に立ち寄る。大学の街 “ キャンパスタウン ” を市

が部長となり各企画・運営を行っている。また、住人

民が楽しんで参加できたらどんなに素敵だろう。まち

や街の商店主を先生に迎える「マチノ先生プロジェク

のクラブ活動はここから始まった。柏の葉のまちづく

ト」では、人々のまちへの貢献を目的に、誰もが自分

りは早晩、生活者の主体となり、持続可能な形で根付

の特技や趣味を活かして講座を開催している。現在 8

いていく。市民活動の醸成が課題となるが、街への参

人が活躍している。

加のハードルを下げるため、あえて “ クラブ活動 ” と

▼街は人によってつくられるものであり、人は街に

いう言葉を使っている。

よってつくられている。同時に、街には目に見える建

▼柏の葉地域は駅前街区を中心に新住民が増加する一

物だけでなく、目に見えないつながりもある。まちの

方、在来の住民も多い。コーディネート役が不可欠で

クラブ活動は、柏の葉に住む人、働く人、遊びに来る

あり、柏市を中心に年来活動している特定非営利活動

人や、周辺にある大学、企業、公共施設、NPO など

法人 NPO 支援センターちばがコーディネイトを担う。

の活動を「見える化」し、豊かな暮らしのためのネッ

また、
部室（拠点）として、
柏の葉フューチャービレッ

トワークをつくっていこうという考えのもとつくら

ジ（KFV）を住民や学生、NPO に開放している。

れ、市民運営を目指している。

柏の葉ピクニッククラブ・We Love Todai Pips
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バンビクラブ

柏の葉ネイチャーキッズクラブ

土いじりクラブ

ペタンククラブ

53

5-3
ピノキオプロジェクト
▼「試行錯誤と実践」をコンセプトに 2007 年から

シンボルのピノキオバルーンを中心に子ども達が自由

継続するアートプログラム「ピノキオプロジェクト」

に遊ぶことができる空間が完成した。リーディング

学校だけでなく、家庭だけでなく、こどもは街の人々

チームは子どもたちのみならず、保護者やボランティ

と触れあって育つ。ピノキオプロジェクトは、地域の

アの主体性を引き出し、ピノキオプロジェクトが将来

職業体験や地域交流を促す場の創出などを通じて、そ

地元住民の手で運営するための足がかりとなった。

の仲立ちをするプログラムである。今年は「ぼくらで

▼昨年から継続しているピノキオマルシェは「マル

つくるピノキオシティ＆マルシェ」をテーマに 子ど

シェコロール」とタイアップすることで、よりネット

もたちが自ら魅力的な街をプランニングし、街を建設

ワークを生かした運営を可能とした。

し、市場を開設し、来街者を迎えた。

▼今後ピノキオプロジェクトは、リーディングチーム

▼今年の特徴に「ピノキオリーディングチーム」の発

を「ピノキオクラブ」としてより活動的な組織とする

足が挙げられる。地域のボランティア ( 小学生から大

とともに、地域の大学や企業と連携をしたプログラム

人まで ) で構成されているピノキオプロジェクトリー

を実践していくことを目指している。

ディングチームを夏から発足し、数回のワークショッ
プを通じてピノキオシティの企画から準備、運営まで
を行った。ピノキオシティはららぽーと柏の葉２F ク
リスタルコートにダンボールを使って組み立てられ、

ピノキオシティ・ピノキオリーディングチーム
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※ピノキオプロジェクト 2009 は、平成 21 年度千葉県持続可能な国際都市
づくりのための新たな担い手育成支援事業の補助金の交付を受けて実施した。

ピノキオシティ・ピノキオマルシェ
2009 年 10 月 11 日、12 日
会

場

【ピノキオマルシェ】 柏の葉アーバンデザインセンター
【ピノキオシティ】 ららぽーと柏の葉クリスタルコート
参加アーティスト
エドアルド・マラジジ、高橋信雅
主 催
ピノキオプロジェクト 2009 実行委員会
後 援
柏市、柏市教育委員会
協 力
三井不動産株式会社 , 三井ショッピングパークららぽーと柏の葉
首都圏新都市鉄道 株式会社 , 柏商工会議所
江戸川大学社会学部ライフデザイン学科惠研究室
株式会社アロマックラボ , 生活協同組合パルシステム千葉
アップルジャパン株式会社 , 辻仲病院柏の葉
京葉銀行 , 千葉銀行 , 日本マクドナルド株式会社柏の葉駅前店
有限会社アートスペース
JOBAN アートラインプロジェクト柏実行委員会
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5-4
かし＊はなプロジェクト
▼かし＊はなプロジェクトは、柏の葉キャンパス駅周
辺を花や緑を植えて、市民が街を美しく彩るプロジェ
クトである。花や野菜、ハーブなどを植えるワーク
ショップや、水やり、栽培管理などを市民を中心とし
た参加者が行っている。水やりに参加した人は、ハー
ブや野菜、イチゴなどを自由に持ち帰ることができた
り、採れた野菜を使ってランチミーティングをしたり
と、参加者を集める、また楽しんで参加してもらう工
夫がなされている。
このプロジェクトは、
「千葉県持続可能な国際都市づ
くりのめための新たな担い手育成支援事業の助成金」
を活用し、2009.10 月よりスタートした。
▼本格始動に先駆け、10 月に開催されたピノキオプ
ロジェクト、マルシェコロールとタイアップし、最初
のワークショップを開催した。午前中はピノキオの子
供たちが花を植え、駅前と UDCK 前のフラワータワー
を完成させた。子供たちのとても真剣な表情が印象に
残る。午後には、TX アヴェニュー沿いにプランター
ファームガーデンの寄せ植えを、まちのクラブ活動の
「エコクラブ」
、
「土いじりクラブ」が中心となって実
施した。12 月は、収穫した野菜でランチミーティン
グや説明会を開催するとともに、千葉大学と共同して
レイズドベッド（年寄りや子供、車いす使用者も利用
可能な設え）を制作するワークショップを開催した。
８基のレイズドベッドが駅前ロータリーに配置され、
その後も制作は継続されている。
▼さらに千葉大学では、
「園芸療法」の研究として、
作業前後に参加者のストレスや疲労を測定し、療法効
果の科学的な検証も行っている。
▼ 2010 年４月以降は助成金を離れ、市民や地域事
業者が中心となって活動を進めていくこととなること
から、参加募集や一定のルールを紹介するパンフレッ
トを作成。パネルディスカッションへの参加など、市
民や地域への認知度を上げる努力や、様々な活動体と
の連携も視野に入れている。
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5-5
駅前出張サイエンスカフェ！
▼サイエンスカフェとは、科学者と市民がコーヒーを
片手に気軽に科学と触れ合う学びの場。大学生を中心
とし、科学の教育普及活動を展開する NPO 法人サイ
エンスステーションの主催、東京大学理学系学生の有
志団体 0to1 の共催で、柏の葉アーバンデザインセン
ターを会場に実施した。
▼実施したカフェは、バラエティ豊かな 4 種類。
①紙コップなど身近なものを使用してスピーカー＆
マイクの工作を行い、その鍵となる “ 圧電体 ” の性質
を学ぶカフェ。②フェロモンと匂いの違いは？など、
知っているようで知らないフェロモンの実態を語るカ
フェ。③コケの観察を通じて、コケの生態や細胞につ
いて学ぶカフェ。④望遠鏡を自作し、木星の観望を行
うカフェ。この中から、興味のある 2 種類を選べる
形式とした。講師は主催メンバーの募集に応募した東
京大学柏キャンパスの学生が担当した。
▼ 50 名を超える参加者があり、友達同士、夫婦、親
子など年齢層も幅広かった。一方的に話を聞くのでは
なく、講師である科学者と会話をしながら学べること
がサイエンスカフェのポイント。実験や工作が多かっ
たこともあり、カフェの最中は質問や歓声で活気に溢
れていた。
▼サイエンスカフェは東京大学柏キャンパスの一般公
開（オープンキャンパス）との連動企画として実施し
た。お互いが告知活動で協力した結果、当日の参加者
の 6 割は東京大学一般公開にも参加していた。
▼カフェの冒頭では、学生自身による東京大学柏キャ
ンパスのプレゼンテーションも行った。研究内容のほ
か、食堂やカフェテリアなど一般の人も利用できる施
設も紹介。普段なかなか知る機会のない大学の話は参
加者の関心も高く、好評だった。
▼学生には活躍の場、市民には教育・交流の場となり、
両者にメリットのある取り組み。参加者のアンケート
でも次回の実施を望む声が多く、今後も継続的な実施
を目指したい。
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5-6
柏の葉カレッジリンク・プログラム
カレッジリンクと地域連携推進委員会（カレッジリンクネットワーク）の設立

▼千葉大学による「柏の葉カレッジリンク・プログラ
ム」は３期目に突入し、年間を通して５コースを実施
した。

2009 年度前期

2009 年度後期

概論コース

6 月 6 日（土）～ 7 月 18 日（土）
コーディネーター 上野 武 千葉大学教授

基礎コース 11 月 7 日 ( 土 ) ～ 12 月 19 日 ( 土 )

第１回
第２回
第３回
第４回

市民が創るサスティナブルデザイン」
農・食とサスティナブルデザイン」
健康とサスティナブルデザイン」
環境とサスティナブルデザイン」

コーディネーター

専門 A コース【サスティナブルデザイン学演習】

5 月 9 日（土）～ 7 月 18 日（土）

コーディネーター

第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回

野田勝二

フィールドを知る
生理的リラックス効果実験
農と健康
五感で楽しむ農
グリーンフィールド構想案の作成
グリーンフィールド構想案の発表

体験学習法の理解へ
コンフォートゾーンから踏み出す
間主体性
育てるという仕事

専門Ａコースメンバーが「グリーンフィールド構
（平成 21 年 9 月 26 日（土）
）
想案」
を UDCK で発表した。
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市民が創るサスティナブルデザイン
健康とサスティナブルデザイン
農・食とサスティナブルデザイン
環境とサスティナブルデザイン
11 月 7 日 ( 土 ) ～ 1 月 23 日 ( 土 )
コーディネーター 野田勝二 千葉大学助教

第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回

5 月 16 日（土）～ 6 月 27 日（土）
コーディネーター 徳山郁夫 千葉大学教授

千葉大学助教

専門コース【健康サスティナブルデザイン】

千葉大学助教

専門 B コース【コミュニケーション演習】

第１回
第２回
第３回
第４回

第１回
第２回
第３回
第４回

鈴木弘樹

全人医療／ 漢方と鍼灸から
未病と予防医学
漢方薬と西洋薬
農作物の機能性
薬膳と健康
健康サスティナブルデザイン発表

▼３期が終了し、今年度は６０名が修了した。
２０代
男性 ２名
女性 ０名
３０代
１３名
８名
４０代
５名
３名
５０代
８名
３名
６０代～
１０名
５名
年齢未公表
０名
３名
合 計
３８名
２２名
▼修了生が学んだ知識を地域に展開・連携するた
めの組織として地域連携推進委員会（カレッジリ
ンクネットワーク（通称カルネット））を設立した。

柏の葉カレッジリンク・プログラム公式ガイド
気づいたからには放っとけない！

「市民のチカラ」の活かし方
2010.3 発行

▼今期は、千葉県の「持続可能な国際都市づくりのた
めの新たな担い手育成支援事業」に採択され、制作が
進んでいた公式ガイドブック「“ 市民のチカラ ” の活
かし方」を発行。約８０ページのムック形式の公式ガ
イドで、プログラムの案内書としてだけではなく、カ
レッジリンク・プログラムが立ち上がった背景や、健
康や食、環境の現状や変化について、千葉大学や東京
大学の先生たちのほか、カレッジリンク・プログラム
の紹介講師の方々が解説する内容とした。その他、カ
レッジリンク・プログラムの舞台となる千葉大学環境
健康フィールド科学センターの魅力や柏の葉キャンパ
スエリアで進められているまちづくりの取り組みも併
せて紹介した。（無償配布）
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5-7
ケミレスタウン・プロジェクトと予防医学
▼ケミレスタウン内での空気中化学物質濃度測定およ

ポジウムを台湾大学と共同開催した。

び体感評価試験などの実証実験を実施した。プレハブ

▼予防医学国際研究拠点形成へ向けて各大学と協議を

実験棟を使用し、室内空気中化学物質濃度測定、体感

実施した。2009 年 1 月、千葉大学予防医学センター

評価試験を行いシックハウス対応型住宅（居室ユニッ

と米国・ミネソタ大学公衆衛生学部との部局間協定締

ト）のプロトタイプ開発を実施した。一般住宅、公共

結し、研究及び教育に関する協議を実施した。2009

空間における室内化学物質濃度測定方法として宅配型

年 5 月、千葉大学と英国ブリストル大学との間に大

簡易ポンプ ( ケミポン ) の開発実験を実施した。化学

学間交流協定を締結し、研究及び公衆衛生大学院構想

物質低減および除去技術・方法を検討した。健康に生

について検討した。2009 年 8 月、千葉大学予防医学

活するための居住空間の評価技術や認証基準を検討し

センターと韓国・仁済大学との部局間協定を締結し研

た。本年までの研究データを元に、シックハウス症候

究会を開催するなど研究交流を進めた。

群対応型学校教室「ケミレス教室」と対応型住宅居間、

▼予防医学セミナー、予防医学人材育成講座、心の健

寝室を「ケミレスリビング」
、
「ケミレス寝室」として

康づくり市民講座、AED 講習会、などの公開講座を

プロトタイプ認証し、市場への展開を図った。

複数回開催した。また、ケミレスタウンのテーマ棟に

▼ 2009 年 10 月 15、16 日千葉大学環境健康フィー

開設された環境医学診療科において化学物質の健康診

ルド科学センターにおいて健康、環境、サステイナビ

断トライアル、血管年齢測定プログラムを実施した。

リティ、まちづくりに関する国際シンポジウムを開催

▼柏の葉 TOP(Towns of Public Health) 構想として、

した。参加大学は千葉大学、国立忠北大学、延世大学、

すでに公衆衛生がある程度いきわたった先進国におい

仁済大学、台湾大学、ミネソタ州立大学、ワシントン

て求められる新しい Public Health について研究を

州立大学、ベルリン医科大学。2010 年 1 月、台湾大

実施した。

学において台湾外務省による室内環境についてのシン
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5-8
柏の葉キャンパス駅前クリーン作戦
▼ UDCK、三井不動産、三井不動産レジデンシャル、

公

UDCK

行政

大学

民
民間

ららぽーと、千葉県、柏市に加え、本年は新たに京葉
銀行、辻仲病院、東京大学が参加して、柏の葉キャン
地域

パス駅周辺の清掃を行った。「足元からきれいに」と
いう趣旨で始まった取り組みも３年目を迎え、本年も
新たな参加者が加わり、活動の輪が広がった。

千葉県

東京大学

三井 Gr

柏市

千葉大学

MIR

▼ 6 月 10 日から 9 月 30 日までの隔週水曜日 17 時

辻中病院

から 1 時間程度、歩行者の集中する西口駅前広場を

学

京葉銀行

中心に、多いときには 20 名程度の参加者が軍手・ビ
ブスを着用し、火バサミ・ゴミ袋・ホウキなどを手に
して、ごみ拾いや雑草刈りを行った。タバコの吸殻の
他、空き缶や食べ物の包み紙類などが目立った。
▼柏の葉キャンパス駅周辺は、平成 17 年に地区計画
の決定、平成 18 年に柏市景観まちづくり条例による
景観重点地区の指定など、良好な駅前空間をつくるた
めの一定のルール化が図られている。一方、足元に目
をやると、駅利用者の増加による賑わいに比例するよ
うに、ポイ捨てごみが目立ち始め、今後の区画整理事
業の進捗による駅利用者の一層の増加を鑑みると、状
況は深刻化するものと推測され、まちのイメージ悪化
も懸念される。
▼清掃活動というシンプルな取り組みをまちの関係者
で展開し、まちを美しい状態に維持していくことは、
地域の価値向上や良好なコミュニティ形成という効果
をもたらす。より多くのまちの関係者に賛同いただき、
活動の輪が広がるような展開と各種イベントとのタイ
アップなどによる効果的なごみのポイ捨て防止の周知
啓蒙が求められる。
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齋藤香代子

松本昌章

NPO 支援センターちば

柏市 都市計画部 北部整備課

2010 年は柏たなか駅周辺の「農あるまちづくり」が最

UDCK の交流部門である、まちのクラブ活動を担当して

から 1 年が経ちます。今、当活動では、リズム体操のク

も進展した年でした。長年議論を重ねアイデアを実践し

ラブやはちみつクラブ、ビーチボールクラブ等様々なク

たのが，農業体験農園の開園や環境コンビニステーショ

ラブを初め、交流目的で教室を開催できるボランティア

ンの開設等であった。このアイデアの具現化については，

プロジェクト「マチノ先生プロジェクト」や、マルシェ

UDCK や JA，地元など様々な機関が協力し連携し合っ

やまちのイベントで、誰もが舞台にたてる「マチビト・

た賜物と考えている。行政主導では中々実現出来なかっ

オン・ステージ」等の活動が活発です。趣味の部分から

た。まさに柏の葉キャンパスタウン構想の理念である公

人々が集い、つながりがつながりを呼んで行く…..。

民学連携のまちづくりである。また，柏の葉キャンパス

それがまちづくりに置いて、大きな力になると考えてい

駅周辺は，既に UDCK を公民学連携のまちづくりが進

ます。新しい街で、まちづくりのベースとなる “ ひと ”

んでおり，柏たなか駅周辺のまちづくりと相乗効果を発

の部分を、担当できるというのは、なかなか無い体験だ
と感じています。ありがたく思っています。

揮して，地域に誇れる「まち」と育みたいと思う。最後

小山田裕彦

石原秀恭

に UDCK の更なるご活躍を期待しております。

㈱シンク・コミュニケーションズ

私は、柏市の住民ではないのですが、街中で声をかけて

（株）ジャパン ライフ デザイン システムズ

今年、さまざまなまちづくり活動の場面で「柏の葉のま

いただく子どもや保護者の方も増え大変うれしく思いま

ちづくりも、いよいよ第２ステップに入っていくから

す。マルシェコロール、はっぱっぱ体操、そしてピノキ

…」という言葉をよく聞いた。新しい体制になり、きれ

オプロジェクトも、地域住民の参加によるかたちが形成

いになった新 UDCK に移転しただけでなく、まちづく

されつつあることは大変喜ばしいことです。この街独自

りに携わる人たちが明らかに成果を意識しながら活動に

の「文化」が少し感じられるようになってきたのではと

取り組んでいるように感じられた。何も分からず、とり

思います。私たちの役目としては、より住民主導でさま

あえずスタートさせた段階から、いかに成長・発展さ

ざまなアートプログラムが展開されることを推進、体制

せ、継続させていくか…という思いが一人ひとりの中に

化することですが、今年も新しいマンション住民がどん

芽生え始めている。それが、2010 年を振り返ったとき

どん増えると思いますので、新 UDCK を拠点によりたく

の印象である。果たして、その思いは具体的な成果とし

さんの人々と新しいチャレンジが継続されることを願い

て、このまちに根付き、独自の成長を遂げていくのか？

ます。

2011 年は、開花の年。いよいよ大きく貯めたチカラ
を解き放つときがやってきた。

石井慶範

首都圏新都市鉄道 株式会社
鉄道会社は特殊な世界で、世間の流れから置いて行か

09 年度、ＴＸは 1 日乗車人員 27 万人を記録し、開業

れがちである。私は、柏の葉というところは新しいこ

当初の目標を 1 年前倒しで達成した。中でも柏の葉キャ

とをやる土地柄で、当社が世間知らずにならないため

ンパス駅は、開業時と比べ乗車人員の増加率が 180％を

のアンテナが立っているのだと思っている

超え、主要駅ではダントツの高さであり、「柏の葉」は
当社の経営上重要な地域となっている。私はこの数字以
上に、もっとこの地域の重要性を感じている点がある。
それは、UDCK のように様々な主体が連携したまちづく
りが行われていて、そのような関係者の方々から当社に
依頼・要望を含めた様々な投掛けが切れ目なく寄せられ
ることである。これらへの対応は大変だが、勉強になる
ことも多い。
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6-1
マルシェコロール
みんなでつくる、みんなのマルシェ

▼「マルシェ＝市場」
「コロール＝カラフルな」の
名前が示すように、様々な食材やアーティストのパ
フォーマンスにあふれる市場を実現している。地元農
家の新鮮野菜や、職人こだわりのお菓子、個性豊かな
アーティストから、
市民出店のフリーマーケットまで、
毎月 1 回の開催で、2009 年は、約 150 店舗が出店
するまでに成長した。
▼マルシェは、物の売り買いを提供するだけでなく、
普段は見えずらいまちづくりの構想や、この街ならで
はの実証実験の PR の場としても機能しており、まち
を知ってもらう良い機会となっている。
▼今後は、街のステークホルダーと連携し、エリアマ
ネージメントにおける、街の賑わい創出や交流事業の
１つとして、柏の葉エリアを代表するものにしていき
たい。
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6-2
はっぱっぱ体操
▼環境・健康・創造・交流のまちづくりを目指す柏の

▼コンテストや練習会やテレビ番組を通じて、体操を

葉キャンパスオリジナルの体操として制作された新し

実践する団体が増え、活動の輪が広がっている。特

い体操である。
「頭と体に効く体操」をコンセプトに、

に若柴町会の有志チームは、11 月に開催されたはっ

東京大学柏Ⅱキャンパスの小林寛道名誉教授が監修。

ぱっぱ体操コンテストでインストラクターに認定され

振り付けはダンサー・振付家の斉藤美音が、
心をリラッ

たことを受け、近隣の町会に体操を普及させる活動を

クスさせる音楽はミュージシャンのジム・オルークが、

行っている。アートプログラムから始まったコンテン

体操のアニメーション映像はグラフィックグループの

ツが地元に根づいてきたことを証明している。今後は

グルーヴィジョンズが制作するなど、アートシーンの

定期的な練習会の開催と、コンテストの開催を継続し、

第一線で活躍するアーティストが参加した。オリジナ

TX 沿線や全国への普及を目指す。

ルウェアやシューズをアパレルメーカーとタイアップ
で全国販売するなど、御当地体操の枠を超えたアート
プロジェクトである。
▼ 2009 年 5 月 3 日第１回はっぱっぱ体操コンテスト
主 催：はっぱっぱ体操普及実行委員会

三井不動産レジデンシャル、
三井ショッピングパーク ららぽーと柏の葉

東京大学柏Ⅱキャンパス生涯スポーツ健康科学研究センター

柏の葉アーバンデザインセンター
NPO 支援センターちば、読売広告社、
スパイラル／ワコールアートセンター

協 力： 生活協同組合パルシステム千葉、

ゆめ半島千葉国体 柏市実行委員会
株式会社日立柏レイソル
首都圏新都市鉄道株式会社
さわやかちば県民プラザ

▼ 2009 年７～８月

はっぱっぱ体操練習会

主 催：ららぽーと柏の葉
▼ 2009 年 11 月 1 日第２回はっぱっぱ体操コンテスト
主 催：三井不動産レジデンシャル株式会社
協 力：はっぱっぱ体操普及実行委員会

三井不動産レジデンシャル、
三井ショッピングパーク ららぽーと柏の葉

東京大学柏Ⅱキャンパス生涯スポーツ健康科学研究センター

柏の葉アーバンデザインセンター
NPO 支援センターちば、読売広告社、
スパイラル／ワコールアートセンター
生活協同組合パルシステム千葉
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6-3
お花見ピクニック月間
2009 年４月５日 ー ５月１７日

▼ 2008 年度より、
「柏の葉キャンパス お花見ピク

里さくらまつり（柏の葉八重桜並木整備協議会）

ニック月間」として５月のゴールデンウィークを

ピクノポリス柏の葉（ピクノポリス柏の葉実行委員）

中心に柏の葉キャンパス地域で行われるイベントを

マルシェコロール（マルシェコロール実行委員会）

UDCK にて取りまとめ、情報発信を行っている。

TX サイクルフェスタ 2009 in 柏の葉

▼ 2009 年度は 12 のプログラム９団体が参加した。
各団体の催事内容を記したイベントマップを３万枚制

（首都圏新都市鉄道株式会社）

はっぱっぱ体操コンテスト（はっぱっぱ体操普及実行委員会）
ピクニック料理ワークショップ

作、各催事会場や駅、商業施設等で配布した。イベン

（柏の葉ピクニッククラブ・We love Todai Pips）

トが集中する同期間を有効活用し、キャンペーンを相

The World of Brass（さわやか千葉県民プラザ）

互に告知することで、柏の葉キャンパス地区全体の活

さくらまつり , こども春まつり ,

性化と各団体の連携を図っている。

スプリングフェスタ 2009 in 柏の葉

今後もこの取り組みを維持し、更なる連携を強めてい

（財団法人まちづくり公社 柏の葉公園管理事務所）

くこととしている。
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6-4
ピクノポリス柏の葉
▼ピクニックエキスポ 2007、ピクニックエキスポ

元、柏の葉ピクニッククラブと東大の留学生グループ

2008 と継続してきたピクニックイベントを 2009 年

が約 30m の長い机でピクニックパーティーを行うな

も継続して開催した。
「共卓」＝食卓を共にする、を

ど、地域住民を巻き込んだ活動も盛り込まれた。

コンセプトに、隣人もステークホルダーも柔らかくつ

▼「ピクニック」をテーマにしたプログラムを始めて

ながる「社交」の育成プログラムとなっている。

３年目となり、住民へ活動が浸透しはじめている。今

▼アーティストグループ「東京ピクニッククラブ」が

後は柏の葉ピクニッククラブなど、地元の有志により

2008 年に英・ニューカッスル／ゲーツヘッドで開催

イベントを継続していくことが望まれる。

したイベント「ピクノポリス」を柏の葉バージョンに
（１）ピクニックコンテスト

して実施した。ららぽーと柏の葉２F クリスタルコー
トに天然の芝生を敷き、
そこに集う人々の料理や社交、

一番格好いいピクニシャン＆ピクニシェンヌを選出す

道具を審査し最も格好良いグループを選ぶ「ピクニッ

るイベント。

ク・オブ・ザ・イヤー」を行ったほか、雲を模した
「クラウドカメラ」
、飛行機型のクッション「ベイビー
プレイン」を会場に設置し数多くの来場者を楽しませ
た。また、柏の葉キャンパス駅前のパークシティ柏の

（審査対象：5 月 4 日開催中のグリーンピクニックパーク、ワールド
ピクニックパーティ会場参加者 11：00 ～ 14：00 コンテスト審査、
15:00 審査発表）

（２）グリーンピクニックコート
ららぽーと柏の葉クリスタルコートに芝生の特設会場

葉キャンパス一番街のエントランスパティオでは、地
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を設営。期間中自由にピクニックが楽しめる。
（ららぽーと柏の葉クリスタルコート 5 月 4 日～ 6 日 10:00-21:00）

（３）ワールドピクニックパーティ
留学生がレシピ開発した国際色豊かなピクニックフー
ドを販売。また最大 100 人が同時利用できるピクニッ
クテーブルも特設し、“ 共卓 ” のコンセプトを表現す
る。（柏の葉キャンパス駅東口

5月4日

11：00 ～ 17：00）

（４）ピクニックシートプレゼント
ららぽーと柏の葉飲食店 、5 月 1 日～ 6 日、先着 3,000
名が対象。テイクアウトメニューなどのピクニック
セットを購入の方に、オリジナルのピクニック用ラグ
マットをプレゼント。ピクニック後にはゴミ袋として
も利用できる優れもの。
ピクノポリス柏の葉
日 程 2007 年 5 月 3 日 ( 日 ) ～ 5 月 6 日 ( 水 )
場 所 柏の葉アーバンデザインセンター
ららぽーと柏の葉他
主 催 ピクノポリス柏の葉実行委員会
三井不動産レジデンシャル株式会社
三井ショッピングパークららぽーと柏の葉
株式会社読売広告社
株式会社ワコールアートセンター
協 力 柏の葉ピクニッククラブ
柏の葉アーバンデザインセンター
三井不動産株式会社
NPO 支援センターちば
柏市国際交流協会
生活協同組合パルシステム千葉
首都圏新都市鉄道株式会社
酒寄造園株式会社
エプソン販売株式会社
アップルジャパン株式会社
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6-5
ＴＸサイクルフェスタ 2009 in 柏の葉
首都圏新都市鉄道

2009 年 5 月 16 日，17 日

▼環境や健康への関心の高まりとともに、人にも街に
も優しい交通手段として、自転車が再認識されてきて
いる。そんな自転車をテーマに TX 沿線の魅力を感じ
てもらうことを目的に、
5 月 16 日 ( 土 ) と 17 日 ( 日 )、
｢TX サイクルフェスタ 2009in 柏の葉｣ を開催した。
TX 沿線のファミリー層を対象にららぽーと柏の葉な
ど TX 柏の葉キャンパス駅周辺で複数の催し物を実施
した。17 日は朝から雨とあいにくの天気にもかかわ
らず、たくさんの方に参加いただいた。
（１）サイクルラリー
緑あふれる柏の葉キャンパスシティにオリジナルのサ
イクリングコースを設定し、3 箇所のチェックポイン
トをまわってもらった。完走者には記念品と飲み物を
プレゼントした。2 日間で 609 人が参加した。
（２）おもしろ自転車広場
一度に何人もが乗れる自転車やまっすぐ前に進まない
自転車など面白い自転車を集め、試乗した。2 日間で
1,075 人の参加があった。
（３）MTB アクロバットショー
プロの MTB( マウンテンバイク ) ライダー飯塚隆太
氏によるアクロバットショーを実施した。ちゃくらメ
ンソールによる軽快なＭＣや観客にもお手伝いとして
参加してもらうなど会場と一体となったショーとなっ
た。2 回のステージで約 800 人の観客があった。
（４）サイクリストトークショー
タレントでサイクルライフアドバイザーの絹代さんと
雑誌「BICYCLE NAVI」の河西編集長をゲストに迎え、
自転車について、ファッション ･ 美容 ･ 健康の観点か
らおしゃべりしていただいた。また、最後に自転車な
どの商品があたる抽選会を実施した。約 600 人の観
客があった。
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6-6
第３回 柏の葉里さくらまつり
柏の葉八重桜並木整備協議会

2009 年 4 月 18 日，19 日

▼「柏の葉里さくらまつり」は４月半ばの週末（18、

高垣教授）に八重桜の苗木 52 種 112 本が寄贈され、

19 日）
、柏の葉八重桜並木整備協議会により開催さ

センター内の圃場に仮植された。現在、元気良く成長

れた。
「関山」と「一葉」を駅前通りに植樹してから

している。

二年、まだまだこれからの並木ではあるが、お花見を

▼ららぽーとでは、八重桜並木と同じく３年目を迎え

楽しみ、街づくりを皆で語り、育てようと、企画した

た柏の葉高校の吹奏楽部がブラスバンド演奏会を行っ

ものである。昨年度に引き続き、
「柏の葉キャンパス

た。それぞれの成長を見守る多くの市民が若々しく力

お花見ピクニック月間」として、サイクルフェスタ等

強い演奏を楽しみ、地域のコミュニケーションを促す

のイベントと連携を行った。

機会になった。

▼主会場の千葉大学柏の葉キャンパスでは地域連携プ

▼ UDCK では緑のまちづくり市民活動の発表や展示

ログラムとして「千葉大学カレッジリンク・プログラ

が行われた。あわせて市民や行政、学識経験者の皆さ

ム」の紹介、
講演会「お花見の歴史」
（元筑波大学教授：

んによる「お花見交流会」も開かれ、夜更けまで環境

岩崎文雄）
、
「ソメイヨシノのあれこれ対談」
（元筑波

やまちづくりについて語り合った。

大学教授：岩崎文雄、千葉大学教授：安藤敏夫）を開

▼今後は、さらに千葉大学柏の葉キャンパス内の八重

催、多くの市民が桜へ興味を深めた。柏の葉八重桜並

桜並木を整備すると共に、カレッジリンク・プログラ

木整備協議会（会長：千葉大学

ムと連携して、都市における新たな景観モデルを創造

安藤教授）から千葉

大学環境健康フィールド科学センター（センター長

していきたい。
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6-7
つくばエクスプレス沿線地域（柏・流山地域）における
まちづくりプロジェクト展
千葉県

2010 年 1 月 29 日～ 3 月 11 日

▼豊かな自然環境や、東京大学柏キャンパス、千葉大
学環境健康フィールド科学センターなどの世界レベル
の学術研究機能の集積を生かし、
『環境・健康・創造・
交流の街』をテーマとした国際的な学術都市形成を目
指している柏・流山地域では、大学と地域が連携した
まちづくりを進めている。
▼地域で展開されている多様なまちづくりプロジェク
トを広く紹介することを目的とし、大学と地域がこれ
まで推進してきた地域の代表的なまちづくりプロジェ
クトのマップ形式による展示会を開催した。
▼プロジェクトは、
①オンデマンドバスプロジェクト、
②高齢者の筋力発揮に注目した起立動作の調査及び起
立支援システムの開発、③ゲノム新領域健康科学構想
の推進、④柏インターナショナルロッジ、⑤ ITS 実
証実験モデル都市、⑥流山グリーンチェーン戦略、⑦
流山新市街地地区における安心・安全まちづくり、⑧
十坪ジム、
⑨柏北部東地区における農あるまちづくり、
⑩がん患者・家族総合支援センター、⑪柏の葉はちみ
つプロジェクト、
⑫柏の葉アーバンデザインセンター、
⑬八重桜並木、⑭ケミレスタウン・プロジェクト、⑮
予防医学プロジェクトを紹介した。
▼加えて、千葉県の『平成 21 年度持続可能な国際都
市づくりのための新たな担い手育成支援』の採択事業
である、⑯ PHS 測位システムを用いたオンデマンド
バス連携カーシェアリングシステム、⑰かし＊はなプ
ロジェクト（柏の葉・花と緑の効用実証事業）
、⑱柏
の葉コミュニティグリッド（持続可能な空間計画と社
会運営のシステム試案）
、⑲柏の葉カレッジリンク・
プログラム（受講生と地域活性活動をつなぐ “ 市民科
学 ” 地域連携実践プロジェクト）
、⑳柏の葉キャンパ
スシティ

ピノキオプロジェクト 2009 の 5 つのプ

ロジェクトを紹介した。
▼展示は UDCK ギャラリー奥の壁面全面を使用し、
地域マップとリンクさせながら各プロジェクトのメイ
ンイメージを大きく配置し、説明を付した。

76

77

6-8
まちのコト Calendar
▼まちづくりを活性するためには、その地域のプレイ

統一したフォーマットを使用したほか、そのイベント

ヤーである住民に参加してもらうことが重要であり、

がどこで行われているのかを示す「コトＭＡＰ」と連

その機会をできる限り広く告知していく情報接点を作

動させ、個々のイベントの案内チラシを設置するなど、

り出していくことが重要だと考えた。これまでもイベ

具体的な行動喚起につなげていく工夫をした。実際に

ント毎に作成・配布される案内チラシをはじめ、まち

は、まちづくりに関係した各種イベントのほか、社会

づくりの活動を発信していくメディアは複数あった。

実験やシンポジウムの案内、まちのクラブ活動の案内、

しかし、それらは形状はもちろん、イベント告知なの

連携する施設や組織のイベント案内など３ヶ月先まで

か活動案内なのかといった情報の質や更新サイクルが

の多種多様なイベント案内として機能している。

まちまちで、的確に住民にリーチをかけるものとは言

▼「まちのコト Calendar」は、あくまでまちづくり

い難かった。そうした状況を踏まえ、住民にも気軽に

を活性化するひとつの仕組みであり、今後はそこにど

参加できる「コト＝イベント情報」に絞込み、誰もが

んなイベント案内（＝ソフトコンテンツ）が行われる

日常的かつ気軽に集まる「場所＝ららぽーと柏の葉」

のかが重要といえる。また、その更新においても住民

で発信することを目的に設置されたのが「まちのコト

参加、たとえば「まちの記者クラブ」の人たちによっ

Calendar」である。

て細かい情報や魅力が紹介されるようになれば、もっ

▼形状は、見た人が親しみを持ち、少しでもまちづく

と住民に注目される掲示板として育っていくものと思

りに興味が持てるデザインやイラストを心がけた。ま

われる。

た、個々のイベント情報の発信についても読みやすく
■ 中フレーム内 出力シート
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UDCK 関連の報道
▼ 柏の葉地域では、まちづくりに関わる各団体が個

▼ 2009 年度からは、地域情報紙「柏の葉スタイル

別に情報発信をするのではなく、UDCK が地域全体

News」を月刊発行し、まちづくり動向を市民に直

の情報を取りまとめて一元的に広報している。効果的

接伝えている。また、広報活動の団体間連携をさら

な情報発信による、エリアブランドの価値向上を目指

に強化し、東京大学オープンキャンパスと連動した

した取り組みである。

UDCK 企画や、春の行楽シーズンにおける地域が一

▼広報活動は大きくは 4 つの仕事を担っている。

体となったイベント企画の検討などを実施してきた。

第一に、地域住民や外部関係者などのステークホル

▼広報活動により、柏の葉地域の動向が報道機関に

ダーと同じ目線を持ち、自分たちの活動に対して理解

よって紹介されるケースが増加している。2009 年は

や賛同が得られるようにメッセージやストーリーを構

年間で 522 件のニュースが新聞やテレビなどを通じ

築し企画内容に反映させる。第二に、これらの企画内

て全国に発信された。報道を通じて柏の葉のまちづく

容を外部に伝えるためにニュースリリースとして資料

りに興味をもつ市民も多く、イベント等への参加者増

作成を行う。第三に、報道機関に対して情報提供や取

にもつながっており、地域活性に寄与している。

材サポートを行う。第四に、柏の葉関連のニュースや
記事をストックし、ライブラリーとして管理すること
である。
Vol.1

はっぱっぱ体操・プロジェクト
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「町会でお年寄りにも教えていきたい」
柏 の 葉 アーバ ン デ ザイン センター
（UDCK）では、はっぱっぱ体操の講習

Vol.1

UDCK ニュースレター

2009 年 5 月号

会開催や教則映像DVDの配布をしてい
ます。
この講習会に参加した若柴町会の皆さ
んは、
「町会のお年寄り会で教えるために
参加した」
とのこと。
皆さん、
体操の前半部

はっぱっぱ体操・プロジェクト

脳が喜ぶオリジナル体操で健康・交流の街をつくる
最近ご当地体操が全国各地でつ
くられ、密かなブームとなっていま

分だけで汗びっしょり。右手・右脚を同時

皆で考えたオリジナルのポーズでフィニッシュ

に出す
『難波歩き』
など難しい動きに対し

束するのに良い」と、地域交流の広がり

若柴町会のように、市民から市民へと

て、
「できない！！」
「スローテンポの曲のは

に期待していました。同じ職場の立花孝

教え伝えていくような動きも加速してい

ずなのに、
やってみると速い」
など大騒ぎ。

太さんは「頭と体を使うので普通の体操

ます。柏商工会議所に所属するチアリー

でも、
1時間みっちり練習してなんとかマス

と比べ難しい。日頃運動不足の人には良

ダーが地域イベントで実演、地元の花野

ター。最後に全員でとるオリジナルのポー

い刺激になります」と話していました。

井小学校ではレクリエーション授業に採

ズがきまると、
達成感に満ちた笑顔に。

す。そんな中、千葉県柏の葉地域で
せない」
という情熱をもった運動科
学者、ダンサー、アーティスト、そし
て地域住民が連携し、街に独自の体
操文化を根付かせる取り組みが進
行中。健康づくりだけを目的とせず、

用、さらに5月3日には、グループ参加で

市民が体操を通じて街づくりに参加

若柴町会からの参加者、平川和江さん

は「一過性のブームとしては終わら

グルーヴィジョンズが制作したCG映像

芸術性や技術力などを競う『はっぱっぱ
体操コンテスト』も開催されます。

は「大勢で集まってやったので賑やかにな

『街づくり』と聞くと、専門家が集まっ

り楽しかった。体のためにも最高です」と

て議論する難しそうなイメージを想像し

市民が体操を通じて街づくりに参加す

話し、
「また来ます」と笑顔で帰宅。

てしまいがち。でも、はっぱっぱ体操に市

る、そんな柏の葉スタイルな生活を皆さ

会場近隣にある京葉銀行が職場の菅野

民が生き生きと取り組み、健康と交流の

んも体験してみては。

友博さんは自主的に参加。
「地域を挙げ

先進都市として街のイメージを作り上げ

て取り組める体操は他にないと思う。結

ることも、立派な『街づくり』。

教則映像DVDやコンテストについての問い合
せは、電話090-1733-0712（五感の学校事
務局）まで。

都市開発が進むこの街の近隣交流・
地域コミュニティづくりまでを狙っ

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

た体操プロジェクトとなっています。

脳が喜ぶ から続けられる
はっぱっぱ体操は、3 分半の体操を通

じて楽しく脳と体を鍛えられるように開
発されたもの。
柏の葉にある東京大学生
涯スポーツ健康科学センターの小林寛
道名誉教授が監修しました。

小林教授によると、普段使用しない体

の深層部の筋肉を動かすことで、脳が活

性化してくるそう。日常生活の運動とは

異なり、
「誰でもできるけれど、簡単には

慣になるものです。体操を習慣として続

けることで、姿勢や反射神経が良くなり、

ンツール。間違えた際は参加者同士が

「間 違ってもいいので 楽しくやるこ

東京大学名誉教授
運動生理学、体力科学、バイオメ
カニクス、発育発達学などを基礎
とし、幼児から高齢者、さらにオリ
ンピック選手までを対象とした、
適切なトレーニング方法を研究。

また、体操に自分のアイディアを取り
振り付けを担当した斉藤美音子さん

たちのオリジナル体操を創りあげてい

斉藤美音子

参加者全員でアレンジパートを創り上

リのある大きな動きをすることで、血行も
「ニコニコしてやって欲しいです」と斉

藤美音子さんも素敵な笑顔でアドバイス
をしてくれました。

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

世界中の舞台やコンサートで
活躍するプロダンサー

音楽

ジム・オルーク

監修
小林寛道

運動科学の第一人者、
東京大学名誉教授

グラミー賞受賞歴のある
現代ミュージシャン

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

て考えながらチャレンジすることで、体だけでは
なく脳も健康になるのです。

この新しい体操も含め、柏の葉地区では東京

て左脚を出す、左手を振って右脚を出す、
『斜体

大学や千葉大学が地域と連携した知性ある街づ

の武術では、右手・右脚、左手・左脚と同じ側

しいことや面白いことをやっている」という期待

側型の動きは、現代生活で失われつつあり、転
倒によるケガも増加しています。

はっぱっぱ体操では、この同側型の動きを多く

取り入れています。あまり馴染みのない動きなの

で、はじめは戸惑うかもしれませんが、頭をつかっ

くりが行われています。
「あそこへ行くといつも新

感のある街のイメージができれば、人が集まり、
住民がより生き生きと楽しく暮らす街になってい
きます。

そのためには、地域の皆さんの参加が必要で

す。100 歳のおばあちゃんもはっぱっぱ体操を
やっているということになれば、全国でも有名な
面白い街になると期待しています。

□編集後記□
では、
つくばエクスプレス
「柏の葉キャンパス」
駅を中心とした柏の葉地区の街づくり動向を、
関係者や参加者の夢や
この
『柏の葉スタイルNews』
情熱を交えて毎月伝えていきます。
住民や研究者、
地元組織、
民間企業が交流しながら街づくりが進む
「全員参加の街」
に、
ひとりでも多くの方が興
味を持ち、
街づくりプレーヤーが増えることを期待しています。
（小林）

振付

きます。

良くなる相乗効果が期待できます。

間違えを楽しむコミュニケーション

小林 寛道

が増すとのこと。

ります。

化、転倒防止、スポーツ上達にもつなが

●

ありました。柔道の受身などにも見られるこの同

ミュニケーションが活発になり、楽しさ

げ、その個性をアピールするためにメリハ

●

の手脚を同時に動かす『同側型』の動きが多く

教え合い、修正を繰り返すことで、コ

歩行や昇降運動（階段の上り下り）の強

●

側型』の神経を使っています。しかし日本古来

み、仲良くなるためのコミュニケーショ

が随 所にあるのも特 徴のひとつ。友達

●

現代人の体の動きは通常、右手を前方に振っ

体操は、あくまでも参加者が皆で楽し

同士などグループで楽しみながら自分

脳が喜ぶ運動は、体が自然と求め、習

●

『住民の健康意識が高く地域交流が活発な街』

秘訣を明かしてくれました。はっぱっぱ

神経が刺激を受ける）
とも。

夫をもって取り組むことで、脳が喜ぶ
（脳

●

の実現に向けて、はっぱっぱ体操を開発しました。

美音子さんが、体操を効果的に続ける

入れてアレンジを利かせられるパート

●

キーパーソン・トーク

と」と、振付を担当したダンサーの斉藤

できない」
ような動きに対して、努力と工

●

美術

● このニュースレターに
関するお問い合せ先

グルーヴィジョンズ

グラフィック、ムービー、
プロダクトなどのデザイン
を行うアーティスト集団

体操の開発には、各分野で活躍するトップランナーの
力が結集
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柏の葉アーバンデザインセンター（UDCK） 広報担当 小林、蛭川
〒277-8518 千葉県柏市若柴字元堂178-3柏の葉キャンパス駅前148街区3画地
TEL 04-7140-9686 FAX 04-7140-9688
E-MAIL ma-kobayashi@udck.jp WEB http：//www.udck.jp

柏の葉まちづくりに関する主な報道
掲載日
2009/4/3
2009/4/6
2009/4/11
2009/4/18
2009/4/24
2009/5/5
2009/5/14
2009/5/22
2009/5/27
2009/5/29
2009/5/29
2009/5/31
2009/6/2
2009/6/6
2009/6/9
2009/6/11
2009/6/21
2009/6/23
2009/6/30
2009/7/8
2009/7/11
2009/7/28
2009/8/6
2009/8/11
2009/8/19
2009/8/21
2009/8/28
2009/9/12
2009/9/14
2009/9/14
2009/9/15
2009/9/22
2009/9/24
2009/9/30
2009/10/5
2009/10/7
2009/10/11
2009/10/12
2009/10/14
2009/10/25
2009/10/27
2009/10/28
2009/10/28
2009/10/28
2009/11/18
2009/11/20
2009/11/20
2009/11/25
2009/11/28
2009/12/2
2009/12/10
2009/12/12
2009/12/18
2009/12/19
2010/1/3
2010/1/6
2010/1/7
2010/1/15
2010/1/19
2010/1/27
2010/1/30

媒体名
毎日新聞
朝日新聞
朝日新聞
毎日新聞
読売新聞
朝日新聞
日本経済新聞
読売新聞
毎日新聞
朝日新聞
日本経済新聞
朝日新聞
日刊工業新聞
朝日新聞
毎日新聞
毎日新聞
読売新聞
東京新聞
読売新聞
Newsweek 日本版
毎日新聞
フジサンケイビジネスアイ
フジテレビ『ラボ・マイスター』
読売新聞
日本経済新聞
毎日新聞
読売新聞
日本テレビ『メレンゲの気持ち』
TBS『はなまるマーケット』
東洋経済
日テレ『NEWS リアルタイム』
フジテレビ『とくダネ！』
テレビ東京『NEWS FINE』
日経産業新聞
毎日新聞
毎日新聞
NHK『おーい、ニッポン』
日テレ『おもいッきりDON！』
日本経済新聞
毎日新聞
NHK『おはよう日本』
読売新聞
産経新聞
時事通信
日本経済新聞
日本経済新聞
読売新聞
毎日新聞
日テレ『ウェークアップ！ぷらす』
日本経済新聞・夕刊
TBS『ひるおび！』
朝日新聞
テレビ東京『ニッポンのミカタ』
日本経済新聞
読売新聞
東京新聞
NHK『クローズアップ現代』
読売新聞
毎日新聞
読売新聞
フジテレビ『スーパーニュース』

内容
脳を刺激し病気を予防する健康体操として「はっぱっぱ体操」を紹介
UDCK環境フォーラムで発表した柏市独自の戸建て住宅向け「CASBEE」を紹介
不用品を“街の家具”にリサイクルする取り組みとして、「コミュニティファーニチャー」を紹介
日本一長い八重桜並木道を目指す「柏の葉八重桜並木整備協議会」の取り組みを紹介
「はっぱっぱ体操」によって住民交流が進む柏の葉地域を紹介
お花見ピクニック月間の一環として実施した「ピクニックコンテスト」の模様を紹介
千葉大学柏の葉キャンパス内で実証実験中の、化学物質を抑えた「ケミレス教室」を紹介
シックハウス対策について学べる千葉大学柏の葉キャンパス内の「ケミレスギャラリー」を紹介
千葉大学が開発したシックハウス症候群のインターネット自己判定テストを紹介
自転車を活用した環境配慮型のまちづくりイベントとして「柏の葉モビリティラボ」を紹介
柏の葉エコクラブがUDCKで実施した物々交換会「X-ing えこものわざ交差点」を紹介
「千葉大学 柏の葉カレッジリンク・プログラム」の2009年度前期コースを紹介
千葉大学が地域住民とともに持続可能なコミュニティづくりを進める活動として、カレッジリンクを紹介
市民と研究者が学び合う柏の葉地域のまちづくりを特集で紹介
柏の葉地域を“自転車の似合う街”として「柏の葉モビリティラボ」の模様を紹介
シックスクール問題の解消に向けた取り組みとして、千葉大学の「ケミレス教室」を紹介
“可能性あふれる新しい街”として、柏の葉地域のまちづくりに関わる人々を特集記事で紹介
自転車利用を促進し地球温暖化防止につなげる取り組みとして、「レンタサイクル相互利用」を紹介
「ITS実証実験モデル都市」に選ばれ、柏の葉地域で新交通の実験展開が予定されていることを紹介
住民が街への愛着を育む柏の葉独自の活動として「まちのクラブ活動」を紹介
柏市が内閣府より全国で4番目の「ITS実証実験モデル都市」に選ばれたことを紹介
シビックプライドを育む住民活動の拠点としてUDCKや「まちのクラブ活動」を紹介
「建築現場で事故が激減!!脳を活性化する!?マル秘体操」として、はっぱっぱ体操を紹介
「柏の葉はちみつクラブ」の取り組みを、“住民交流や豊かな環境づくりに貢献”として紹介
UDCKのPLS企画として実施した「小さな小さな絵本図書館」を紹介
地域挙げて健康増進と住民交流を進める取り組みとして、「はっぱっぱ体操」を特集
絵本で自然環境を楽しく学ぶ取り組みとして、「小さな小さな絵本図書館」を紹介
脳とカラダが元気になる体操として「はっぱっぱ体操」を紹介、スタジオで実演
柏の葉地域の健康体操として「はっぱっぱ体操」を紹介。放送後の反響が大きく、急遽翌日も放映
小宮山宏・東大前総長のインタビュー記事で、プラチナシティの先進事例を柏の葉につくることを紹介
CO2削減見える化の先進事例として、「パークシティ柏の葉一番街」を紹介
ヤフー検索ランキングで9位となった「はっぱっぱ体操」を、体を鍛え脳も活性化する体操として紹介
エコポイントで温室効果ガス削減を進める取り組みとして、「柏の葉エコクラブ」を紹介
公民学が連携した先進的な学術都市づくりとして、柏の葉地域のまちづくりを紹介
環境をキーワードにした地域コミュニティ作りの一環として「柏の葉はちみつクラブ」を紹介
千葉大学予防医学センターが柏の葉地域で実施しているAED講習の取り組みを紹介
「千葉県民の優雅な休日」をテーマに、柏の葉地域での様々な市民活動を紹介
脳を活性化させるウワサの体操として「はっぱっぱ体操」をスタジオ実演とともに紹介
UDCKで開催した「駅前出張サイエンスカフェ」について、東大生が講義する市民向け講座として紹介
ららぽーと柏の葉の植物工場「みらい畑」について、省スペース型の先進的なLED活用タイプとして紹介
千葉大学ケミレスタウンプロジェクトの認証を受けたモデルルームを柏の葉から中継で紹介
科学を学ぶ柏の葉ならではの対話型イベントとして「駅前出張サイエンスカフェ」を紹介
マンション住民の交流活性化施策として、柏の葉地域の「まちのクラブ活動」を紹介
子どものアイディアによる夢のまちづくりイベントとして「ピノキオプロジェクト」を紹介
環境配慮の交通イベントとして「柏の葉モビリティ・フォーラム」を紹介
TX沿線のベンチャー支援組織として柏の葉地域に発足した「TXアントレプレナーパートナーズ」を紹介
鉄道沿線で連携した全国的にも珍しい起業支援組織として「TXアントレプレナーパートナーズ」を紹介
千葉大予防医学センターが柏の葉地域の救命率向上を目指して取り組んでいるAED講習を紹介
地域独自のエコポイント制度の先進事例として、「柏の葉エコクラブ」の活動内容を紹介
環境に優しい移動手段の体験イベントとして「柏の葉セグウェイ ネイチャーツアー」を紹介
LEDの新たな活用事例として、ららぽーと柏の葉の植物工場「みらい畑」を紹介
「柏の葉スマートサイクル」について、エコポイントと連動した新たな自転車共同利用の仕組みとして紹介
頑張りすぎの日本人に対して“頑張らずに身体と脳を活性化する”秘策として、「はっぱっぱ体操」を紹介
フューチャーデザインセンターが柏の葉地域にて実施する「スマートシティプロジェクト」について紹介
健康で快適な暮らしづくりのためのご当地体操として「はっぱっぱ体操」を紹介
先進的な街づくりが着々と進み学術・環境都市に変貌を遂げているとして、柏の葉地域を特集で紹介
ららぽーと柏の葉の「みらい畑」について、“フードロスや地域課題を解決、輸出産業として期待”と紹介
環境にも高齢者にも優しい交通網の実用化に向けて取り組む「柏ITS推進協議会」を紹介
柏の葉地域における次世代交通システムの実現に向けた取り組みを紹介
世代を超えた交流が図れるスポーツサークルとして、「柏の葉ペタンククラブ」の活動を紹介
高齢者が笑顔になる人気のご当地体操として「はっぱっぱ体操」を紹介
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