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UDCK ５周年記念シンポジウム

第２回アーバンデザインセンター会議
日時

2011 年 11 月 25 日（金）15:00 ～ 18:20

場所

柏の葉アーバンデザインセンター［ＵＤＣＫ］

主催

柏の葉アーバンデザインセンター

協力

田村地域デザインセンター

［ＵＤＣＴ］

横浜アーバンデザイン研究機構 ［ＵＤＣＹ］
郡山アーバンデザインセンター ［ＵＤＣＫｏ］

報告書

第２回アーバンデザインセンター会議｜ＵＤＣＫ５周年記念シンポジウム

アーバンデザインセンターの課題と
はじめに
柏の葉アーバンデザインセンター（UDCK）は、2006 年 11 月の設立から 5 周年を迎え
ました。他に例のない、活発で開かれたまちづくりの「センター」によって、様々な人や
活動がつながり、新たな動きが生み出されてきました。一方で、これからの地域の動向を
見据えながら、活動が多面的に広がってきた UDCK が担うべき活動テーマや、その役割
を再考し、次の展開に向かうための議論も始まっております。
神奈川県横浜市、福島県田村市、郡山市と各地に設立された UDC シリーズも、設立か
ら 3 年を経て、活動の新たな展開を模索しています。他方、「センター」方式のまちづく
りの方法論について、各地から多くの関心が寄せられており、新たにセンター設立を検討
する地域も現れています。
本冊子は、「アーバンデザインセンター」によるまちづくりとその仕組みの効用を自ら
検証し、今後の展望について語り合うために、UDCK の 5 周年に合わせて UDCK・UDCY・
UDCT・UDCKo のメンバーが集った会議（2011 年 11 月 25 日開催）の概要を報告するも
のです。
UDCK では、2008 年度から東京大学 GCOE プログラム「都市空間の持続再生学の展開」
と共同で「アーバンデザインセンター」の研究を進めており、2009 年秋には「アーバン
デザインセンター（UDC）会議」を開催しました。まちづくりに係る地域の主体が連携し、
専門家が携わる「アーバンデザインセンター」や類似の拠点について、国内外の事例を研
究してきた成果が現在まとまりつつあります。
本会議は、各地のセンターのネットワークを強化し、広げていく継続的な活動の節目と
して、「第２回アーバンデザインセンター会議」と位置付けて開催しました。「アーバンデ
ザインセンター」によるまちづくりとは何か、今後どのような方針に基づき実践的活動を
展開していくべきか、などの課題について、各地で実務に関わる方々との意見交換を行い
ました。その成果としてまとめられた “UDC AGENDA 2011” も、巻末に収録しております。
会議の内容を皆さまにお伝えすることにより、「アーバンデザインセンター」の議論と
実践が今後、益々広がることを期待いたします。
2011 年 12 月
柏の葉アーバンデザインセンター（UDCK）
センター長

UDCK ｜柏の葉アーバンデザインセンター

UDCY ｜横浜アーバンデザイン研究機構

設立年月：2006 年 10 月組織設立／ 11 月施設開設

設立年月：2008 年 4 月

柏市、柏商工会議所、田中地域ふるさと協議会、三井不動産、

大学、自治体、企業、NPO から多様な専門性を持つ人が集

TX、東京大学、千葉大学という「公・民・学」の構成団体

まり連携して、環境と空間を構想する、ネットワーク型シン

と協力団体が連携して、新たな時代のまちづくりの構想・実

クタンクとしてスタート。

践に取り組む。
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出口敦

と将来展望
プログラム
15:00

開会挨拶
出口敦（UDCK センター長 / 東京大学大学院新領域創成科学研究科 教授）

第Ⅰ部
15:10

基調講演「アーバンデザインセンター：開かれたまちづくりの場」
前田英寿氏（芝浦工業大学デザイン工学部 教授）

15:30

報告「センターの成果と課題」
UDCK		

三牧浩也

UDCT / UDCKo

田中大朗氏

UDCY		

鈴木伸治氏（横浜市立大学 准教授）

		
16:10

信時正人氏（横浜市温暖化対策統括本部長）

ディスカッション 1「UDC シリーズの成果と課題・展望」
コーディネイト：清家剛（東京大学大学院新領域創成科学研究科 准教授）
公民学の連携とは／地域密着型のまちづくり専門機関の役割／持続に向けた課題 等
小休憩

第Ⅱ部
17:00

ディスカッション 2「UDCK の今後 5 年」
コーディネイト：出口敦
① UDCK 関係者コメント「これまでのＵＤＣＫとこれからへの期待」
② UDCK の今後 5 年の活動方針の提案

17:40

まとめ 「UDC AGENDA 2011」
コーディネイト：出口敦

18:00

閉会

UDCT ｜田村地域デザインセンター

UDCKo ｜郡山アーバンデザインセンター

設立年月：2008 年 8 月

設立年月：2008 年 11 月

まちづくりを研究・実践する地域密着のシンクタンクとして、

福島県郡山地域を対象に、都市デザイン・まちづくりを共同

田村市、田村市行政区長連合会、東京大学が共同設立。市内

で研究・実践するために、地元企業・町会・東京大学が共同

5 つの地域ごとに調査、計画提案、実践、継続に取り組んで

で設立した NPO 法人。

いる。
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開会挨拶
出口敦（UDCK センター長、東京大学大学院新領域創成科学研究科教授）
2006 年 11 月、 故・ 北 沢 猛

ター長である前田英寿先生（芝浦工業大学教授）に、基調講演と

先生（元東京大学教授）を中

して UDC に関する研究成果をご報告いただく。その基調講演内

心に「公・民・学の連携」と

容に基づき、各 UDC シリーズから成果報告をいただき、UDCK

い う コ ン セ プ ト の 下、UDCK

センター長代理である清家剛先生（東京大学准教授）のコーディ

が発足した。大変活発な活動

ネートで意見交換をしたいと思う。

を UDCK は続けており、この

更に、第 2 部前半では、UDCK の 5 周年にあたり、これまで

間に柏の葉地域も様変わりを

UDCK の活動に関わってこられた方々にコメントをいただき、こ

してきている。建物やインフ

れまでの 5 年を振り返りながら、次の 5 年を考えていきたいと

ラが新たに整備されただけで

思う。UDCK の専任スタッフと相談しながら、UDCK のこれから

なく、その中で暮らしている

の 5 カ年の活動方針案を準備しているので、ご紹介し、意見を

人々の生活を生き生きとさせるための地元の活動支援を担ってき

いただきながら、適宜この場で修正し、ご承認いただけたら、そ

た 5 年間の歴史が、UDCK にはある。本日は、その UDCK の 5 年

れを今後 5 年間の活動方針としていきたいと考えている。また、

の歴史を振り返るとともに、神奈川県横浜市、福島県田村市、郡

この UDC シリーズは北沢先生の提唱された「公・民・学の連携」

山市に設立された各 UDC シリーズで中心的な役割を担っている

をはじめとするコンセプトに基づいて設立されているが、未だそ

方々に現況や課題を報告していただく。

れは明文化されてこなかった。そこで、第 2 部後半では、改め

出口敦氏

本日の「UDC 会議」は第 2 回目であり、第 1 回目は 2009 年 9

て明文化して広く共有していきたいと思う。同様の課題を抱えた

月に開催している。第 1 回目では、国内外から関連した活動をし

地域は全国に多数あり、そういった地域で、この UDC の考え方

ているキーパーソンの方々にそれぞれの活動報告をしていただい

に基づく拠点をつくっていただきたいと思っている。その考え方

た。その成果は、「まちづくりの場を考える」という冊子にまと

を「UDC AGENDA 2011」という形で、素案をまとめているので、

められている。当時は、UDCK 設立後 3 年を経ているが、そうし

会場の方々からのご意見を頂戴し、この AGENDA を本会議の成

た活動もまだ目新しい時期であった。それから 2 年が経ち、社会

果にしたいと考えている。最後に、ご賛同いただける方には、本

的情勢も変わり、東日本大震災を経験し、日本での UDC の役割

会議参加の証として AGENDA にサインをお願いしたい。UDC の

も変わっていかなければならない。

国内外における更なる展開に向け、皆様と今後も力を合わせて進

そうした背景を踏まえ、まず第 1 部では、UDCK の前・副セン

んで行きたいと思うので、是非ご協力いただきたい。

基調講演「アーバンデザインセンター：開かれたまちづくりの場」
前田英寿（芝浦工業大学デザイン工学部教授）

前田英寿氏
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私は 2010 年 3 月まで UDCK

ご存命中は北沢先生が、今は西村幸夫先生（東京大学教授）が座

副 セ ン タ ー 長 を 務 め て い た。

長を務めている。2008 年度から 3 年計画で始めた研究プロジェ

現在は芝浦工業大学のデザイ

クトで、研究の柱としては、UDCK や UDCT のようなセンターを

ン工学部建築・空間デザイン

実際に運営してみる実証実験と、国内外の事例研究と、2 本立て

領域で教授として建築・アー

で考えていた。研究計画としては 3 年目に研究成果を書籍にま

バンデザインを教えているが、

とめることを考えていたが、出版社を探すこともなかなか進まず、

UDCK での実務を通じて学ん

そもそも「これとこれを有していればアーバンデザインセンター

だことを次の世代に伝えるの

である」という定義が無く、模索していた部分もあった。今年度

が私の役目と思っている。

初めに興味を持つ出版社が現れ、ようやく出版に向けた執筆が進

本日は、「開かれたまちづく

んでいる最中である。ここに至るまでに、2009 年度にはアメリ

りの場」をテーマに、基調講演というよりはむしろ話題提供とし

カや国内の事例調査を、2010 年度にはヨーロッパのイタリア・

て、アーバンデザインセンター研究会で行ってきた成果を報告し

スペイン・フランス・イギリス・オランダの事例調査を実施して

たいと思う。

いる。

アーバンデザインセンター研究会は北沢先生の呼び掛けで始

東大 GCOE プログラムで研究費を獲るために北沢先生が書い

まったが、元々は東京大学の GCOE プログラム「都市空間の持

た研究企画書の骨子を改めて見ると、研究の目的は「都市の空間

続再生学の展開」の一環として始まったもので、その S3 部会で

計画を進める場を考える」としている。期待される研究成果とし

「アーバンデザインセンターの展開戦略」という研究題目のもと、

ては、①市民組織や企業、行政が共有できる空間計画とその策定

アーバンデザインセンターの課題と将来展望

東大 GCOE プログラムにおける研究展開（発表スライド抜粋）

UDCK における大学の貢献（発表スライド抜粋）

プロセス、②専門家（その集団やネットワーク）の役割とその展望、

スタッフがいるが、そういった専任スタッフと、それから UDCK

③計画やその長期的実現に必要な組織や拠点施設のあり方、の以

の構成団体・協力団体である行政・企業等の担当者、専門性のあ

上 3 点を挙げている。この期待される研究成果の視点に則して、

る方々が UDCK に集まってきていることにある。そこを核にし

本日は報告したいと思う。

て、大学院生や住民の方々も参加している、といったネットワー

まず、期待される成果①「市民組織や企業、行政が共有できる

ク構造ができている。「専門家」という側面で言えば、大学の貢

空間計画やその策定プロセス」について。やはり UDCK の一番

献も大きな意義があり、UDCK で開講されている「都市環境デザ

の成果は、地域の住民や団体・組織、行政、キャンパスを持つ大

インスタジオ」のように、この場で学生が演習プログラムとして

学、開発事業者、そして専門家集団（UDCK では「協力団体」と

作業・発表を行い、場合によっては実証実験に展開する、といっ

称し、実際には東京に事務所を構えている企業も含まれる）が協

たことがある。海外の事例を見ると、欧米、特にアメリカでは専

力した公・民・学の体制を作ったことにある。そうした協力体制

門家の給料がしっかり保証されていることが特徴としてある。例

のなかで、千葉県・柏市・千葉大・東大の 4 者で「柏の葉国際キャ

えば NewYork に近い Rochester というところでは、歴史的な建

ンパスタウン構想」を策定し、それに基づいて実践していること

造物を守りながらまちづくりをやっているが、そこの「Regional

も UDCK の成果である。

Design Center」では、NPO という形でプランナーが雇われてい

他の事例を見ると、「まちづくりセンター」という名の付く施

る。あるいは、デザインマネジメントやデザインレビューという、

設は各地にあるが、そこでは市民レベルの活動を地域のまちづく

専門家集団が設計審査を行う仕組みが日本でも一部行われてい

りや都市計画につなげるようなシステム・場が出来たりしてい

たりするが、イギリスでは CABE という仕組みが制度化されてい

る。「公社型まちづくりセンター」としては練馬まちづくりセン

る。CABE では、専門家に対する報酬もしっかり確保されており、

ターや、「支所型まちづくりセンター」として札幌市内の各中学

また地域の様々な主体が参加できるような場もできている。一方

校区に置かれたまちづくりセンターがその例として挙げられる。

で、大学の貢献には大きく 2 種類あるだろうと、研究会の中では

また、エリアマネジメントと広く言われ、企業・商工業者が行政

議論している。1 つは、地域に貢献、お手伝いをしながら研究を

に代わって地区の自主運営と価値向上に取り組む事例としては、

行う、いわゆる日本の研究室タイプである。もう 1 つは、UDCK

「タウンセンター・マネジメント TCM」のタイプとして福岡市の

はまさしく後者のタイプだと思うが、大学がうまく行政と企業の

WeLove 天神協議会や、「TMO」の例としては長浜の黒壁などが

間を取り持ったり、住民が専門性の高い分野に関与するときの触

挙げられる。海外の事例を見ると、例えばアメリカの Saint Paul

媒的な機能をしているだろう。あと、行政職員の能力開発をした

市の事例では、行政だけで対応できない専門的なことを、弁護

ほうが良いのではないか、という仮説をもってヨーロッパに調

士、会計士、建築家や都市計画家といった地域の各種専門家が集

査に行ったが、本当にそういう事例が見られた。例えば「Urban

団的に行政を支援する仕組みがあったりする。あるいは、庁内

design London」では、東京で言うところの 23 区の区役所がお

に専門部署・専門家集団が位置づけられるパタンとして、イギ

金を出し合い、London 市がコーディネートする特別区職員のた

リスの London 市では「Design for London」というアーバンデ

めの学校（教育課程）を作っている。また、アメリカでは、
「Mayors’

ザインのチームが市長直轄の部署として市役所の中に置かれて

Institute on City design」と言い、実際に都市づくりを行う市長

いる。London のアーバンデザインに非常に大きな影響力を持つ

の集まりとして、2 年に 1 回など大会を開き、議論・意見交換を

Richard Rogers という建築家がいるが、彼の元部下など現在 26

している。そういった場を定期的に設けて、アーバンデザインの

人の建築家やランドスケープ等の専門家チームが、市長の庁内コ

質を上げていこうとしている。

ンサルタントのような形で行政を支えている。
続けて、期待される成果②「専門家（その集団やネットワーク）

最後に、期待される成果③「計画やその長期的実現に必要な組
織や拠点施設のあり方」について。UDCK の強みは、便利な立地

の役割とその展望」について。UDCK の成果としては、私が副

に専用の施設・小屋を持っていること。これに尽きるだろう。そ

センター長だった頃には 3 人の、現在の UDCK には 4 人の専任

して、その小屋を通じて「見える化」、あるいは「見せよう化」
5
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文化拠点の海外事例（発表スライド抜粋）

交流拠点の海外事例（発表スライド抜粋）

とも言える、見せていこう、意見を集めていこう、といった取り

Hamburg の Hafen-city では都市再開発の情報を発信する場所が

組みが UDCK の成果と言えよう。

ある。横浜の「BankART」は、みなとみらい地区と関内地区の間

その視点で海外事例を見ていくと、日本と最も異なる点として、

の古い倉庫をアートセンター化し、そこからアクティビティを起

建築や都市が文化として捉えられている状況があり、国立の施設

こしている。BankART は都市計画やまちづくりを専門にやって

として建築博物館なり都市博物館があり、アーカイブが充実して

いるわけではないが、動きを起こす、プロモートしていくことで、

いる。図面が集められ、そこには各種セミナーが行えるような場

都市再生を狙っている。

所もある。日本では日本建築学会の「建築会館」がそれに相当す

以上が調査成果の簡単な報告だが、成果の書籍化に向けた結論

るのかもしれないが、見せ方の質では歴然とした差がある。一方

としては、まだ仮説ではあるが「アーバンデザインセンターの定

で、都市の動向を研究し発信するための都市交流拠点がある。そ

義・資質」を次のように考えている。

んなに大きい施設ではないが、模型や図面、企画の展示が行わ

まず、場とは「組織×人材×施設」である。その場が閉じた形

れ、この都市がどう動いているかを市民に示す、市民が意見を言

だと、従来の行政の都市計画部署、あるいは大学の研究室、企業

いたい時はここに来てしゃべる、といった交流拠点だ。必ずそこ

の都市開発部門と同じことの繰り返しとなってしまい、必ず開く

には家守と言えるような立場のスタッフがおり、例えば Paris の

必要がある。空間としても組織としても開くことが重要である。

「Pavilion de l’Arsenal」では、元々は LOUIS VUITTON の建築設計

そして何よりも、都市空間が良くなることを目指す、都市空間を

部門で働いていた建築家が、Paris の都市開発公社に雇われて、

良くするためにこういう取り組みをするんだ、あるいは今進めて

センターのコーディネーターを務めている。Amsterdam にも

いる取り組みがいつか良い空間づくりにつながる、という視点で

「ARCAM」という施設がある。他にも、普通の大都市、中都市以
上にはまず間違いなくこういった施設がある。また、調査を進め

進めることが重要である。
資質には次の 3 つを挙げている。１つ目は組織の資質として、

て分かったのは、その場所自体が都市再生の起爆剤、前線になる

連携による空間の計画と運用。2 つ目は人材の資質として、専門

ような場所がある、ということである。そういう文脈で言えば、

家による牽引と運営。3 つ目は施設の資質として、開かれた拠点

UDCK は都市開発が行われている最前線に置かれており、展示施

と見える化である。

設という意味と、それ自体が都市づくりを先導していく意味と、

研究成果を取りまとめた書籍では、第一部で日本におけるアー

両方あるだろう。台北市が URS（Urban Regeneration Station）

バンデザインセンターの源流について説明し、第二～四部でこ

と称して積極的にやっているものとしては、古くなった建物や、

の 3 つの資質について、1 つ 1 つ事例を引きながら説明する予

あるいはちょっと貧民窟みたいなエリアにアーティストを送り込

定である。第五部でアーバンデザインセンターの実践として、

んで活動をさせ、それをまちづくりの起爆剤にしている例がある。

UDCK、UDCT、UDCKo について解説をする予定である。

報告「センターの成果と課題① UDCK」
三牧浩也（UDCK 副センター長）
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前田先生から研究成果としてキーワードやコンセプトが示され

まず、創設時に北沢先生がどういうことを考えていたか、改め

たが、そういったキーワードやコンセプトがどういった形で表れ

て見てみたい。UDCK は 2006 年 4 月に先生が提言して 11 月に

ているのか、UDCK の視点から報告をしたいと思う。一方で、様々

創設されたが、東京大学大学院新領域創成科学研究科空間計画研

な課題や悩みを抱えている部分もあり、その辺も含めて話したい

究室で 2010 年度に修士論文を書いた小島良輝君がその研究の中

と思う。

で資料を発掘し、実は 2000 年の時点で既に北沢先生が柏市に対

アーバンデザインセンターの課題と将来展望

UDCK の近年の取り組み（発表スライド抜粋）

UDCK の課題と方向（発表スライド抜粋）

して産官学、市民の連携によ

も徐々に関係を築きながら、様々な事業を展開してきたのがこの

る社会実験の場所が必要だと

時期かと思う。

提言していたことが分かった。

そして 2010 年度からは私が携わっている年だが、この時期は、

2005 年に「つくばエクスプレ

仕掛けてきた社会実験やプログラムを “ 一発 ” で終わらせない、

ス TX」が開業して、柏の葉キャ

少しでも市民と一緒になりながら継続する方法の模索に注力して

ンパス駅周辺の開発が本格化

きたように思う。開発の進捗に伴って 2010 年 9 月に駅前の西口

し て く る 中 で「 公・ 民・ 学 」

から東口に UDCK 施設を移転し、それに合わせて公式ホームペー

と少し表現を変え、アーバン

ジもリニューアルしている。さらには、市民向けに我々が情報発

デザインセンターという形で

信するだけではなく、市民発意の企画も行われるようになって

実現してきた、という経緯が

いる。例えば、今日もこのシンポジウムを Ustream 中継をして

あるようだ。当時北沢先生が挙げていたキーワードを見ると、や

いただいている「柏の葉コミュニティホウソウ局 K-Stream」が

はり主力は広い意味でのアーバンデザイン、都市空間に主軸を置

今年 6 月に活動を開始している。市民にも参加いただきながら、

くということ。一方で、新しい街であることもあり、プロモーショ

この街を良くしていくために一緒に考えるフォーラムやワーク

ンの拠点という役目も重要だということ。まずは地域全体の構想

ショップなども行われてきた。

三牧浩也氏

を研究するということ。そしてもう一つ、施設の役割として都市

この 5 年間、濃密に様々な活動を進めてきた UDCK だが、改

づくりやまちづくりのミュージアムになるということが挙げられ

めてこの UDCK の特徴を 3 つ挙げたいと思う。1 つ目は「持ち寄

ている。そこに来れば街の歴史が分かるし、未来を考える機会が

り型の協働」である。「公・民・学の連携」というコンセプトの

提供されるような場所を目指す、ということが言われている。

なかで、UDCK は単なる会議体ではなく、各構成団体がお金・人・

UDCK の歴史を大きく 3 段階に分けて整理すると、まず当初の

モノ・場所を出し合って、運営していることが特徴である。だか

2 年、2006 ～ 2007 年度は『柏の葉国際キャンパスタウン構想』

らこそ、連帯意識の中で UDCK を動かしている、という極めて

をつくることに主軸が置かれている。また、プロモーションとい

独特な UDCK への各組織の関わり方が生まれていると思う。一

うキーワードも先程挙げたように、住民もいない中で街をつくっ

方で、ふとすると無責任体制になりかねない、「誰かがやってく

ていく「未来観測」というアートイベントをやったりしていた。

れる」というようなことに陥るかもしれない状況もあるにはある。

現在も継続している学習プログラムの「まちづくりスクール」や

UDCK そのものとしては何の権限も有していないため、いざとい

東京大学を中心とする「都市環境デザインスタジオ」が始まった

う時に、物事を動かす受け皿が “ いつかなくなるかもしれない ”

のもこの時期である。まず当初 2 年は、活動や体制の模索が続け

という危険性は常に秘めている。

られていたと思う。

2 つ目の特徴としては、中立的な専門スタッフである。「持ち

『柏の葉国際キャンパスタウン構想』が出来た後の 2 年、2008

寄り型」で運営されてはいるが、それぞれが行政・民間・大学の

～ 2009 年度は、多様な社会実験や、市民が係るプログラムや情

代表で来ているのではなく、それぞれが専門性を持ちながら、良

報発信が展開されるようになっている。「マルシェ・コロール」

い意味で “ 曖昧 ” な立場でここに関われているという、幸せなこ

や「まちのクラブ活動」など地域のコミュニティ形成について非

とが実現している。相談窓口になるだけではなく、UDCK という

常に重要なプログラムが開始されたのもこの時期である。また、

連携のプラットフォームを牽引する発言力を持ちながら個別課題

『柏の葉国際キャンパスタウン構想』の実現に向けた取り組みと

にすぐに対応できている。一方で繰り返しになるが、何かを起こ

して、交通に関する「モビリティフォーラム」を開催したり、
「モ

す時に UDCK として物事を決定して実行するということが “ 実は

ビリティラボ」というセグウェイを使ったイベントも始まってい

できない ” という側面もある。

る。あるいは、UDCK が協力している「千葉大学柏の葉カレッジ

最後 3 点目が「場所」の話で、駅前にシンボリックで開かれ

リンク・プログラム」もこの時期に始まっている。地域の方々と

たな施設を持っている、ということだ。アイコンとしての分かり
7
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易さと、使い勝手の良さがある。この場所で何かやりたい、何か

2 つ目として、これは非常に大きな課題だが、現在は大規模な

面白そうだ、なんとなく興味を喚起したり、実際入ってみると愛

開発が行われている中で、UDCK の運営については三井不動産に

着が湧いてくるような、そういう場所であるということが非常に

頼っている部分が実際に大きい部分がある。開発が終わった後の

恵まれていると思う。2010 年度は年間 722 件の予約利用で賑わっ

UDCK の運営資金源がどうなるのか、その時に現在の連帯意識と

た。一日平均で約 2 件、必ず何かが行われているほど、UDCK が

いうのは保てるのか、というところが難しい問題である。

定着してきている。ただ一方で、それでも市民の方からは「敷居

3 つ目としては、これも実は大きな課題だが、UDCK は非常に

が高い」と言われることも多い。その原因が何なのか非常に難し

楽しく夢のある事業やプロジェクトも仕掛けているが、やはり地

いところだが、今までにない施設であるが故の分かりにくさはま

道なまちづくり、“ 土着のまちづくり ” を本気で UDCK はやって

だ若干拭えないのかなと我々は思っているところだ。

いくのかどうか、である。いわゆる「まちづくりセンター」では

今後に向けた課題は、当初北沢先生が言われたプロモーション
の時期はもう越えて、地域に根付いた専門機関にどうなっていく
かという視点で 3 つあると思っている。

そういう部分も取り組んでいると思うが、UDCK ではどこまでや
るのか見極め、腹のくくり方が要ると思っている。
今 考 え て い る と こ ろ と し て は、1 つ 目 の 課 題 に 対 し て は、

1 つ目は現在の、責任と役割の “ 曖昧さ ” である。それが非常

UDCK は任意組織だけではなく、法人格も持った方が良いので

に良い側面でもあるのだが、「UDCK ってやっぱりよくわからな

はないかということ。2 つ目の課題に対しては、地域の中での

い」という声は聞かれる。UDCK と名乗る便利さがあると同時に、

UDCK、大学の中での UDCK、行政の中での UDCK というものを、

その分かりにくさはやはりある。現状で言うと、不文律の中で

改めて明確化していく事が必要ではないかということ。そして 3

UDCK が “ 何となく ” 責任や権限を持っているが、やはりそこに

つ目の課題に対しては、地域の住民の理解や、NPO あるいは行

制度的な位置づけは無い。それが故に、検討した事項の実効性が

政との連携の中で “ 地べた ” のまちづくりをどう役割分担してい

曖昧であったり、UDCK に情報が入らないまま物事が進んでいく

くのかをしっかり整理していかなければならないということであ

事も当然まだある。UDCK は自ら実行者になれない、ということ

る。

である。

報告「センターの成果と課題② UDCT、UDCKo」
田中大朗（UDCT 副センター長、UDCKo 副センター長）
東京大学の特任研究員とい
う 立 場 で UDCT と UDCKo の
副 セ ン タ ー 長 を 務 め て い る。
UDCT と UDCKo について、順
に報告させていただく。
ま ず UDCT（ 田 村 地 域 デ ザ
インセンター）について。福
島県の中通りのほぼ中央に郡
山市が位置しているが、その
田中大朗氏

東方、電車で 30 分ぐらいの位

置に田村市がある。福島第一原発から 20km 圏内に市域の一部が
かかっている位置である。田村市は、5 つの町村が 2005 年に合
併して新しくできた市で、人口は 4 万人程度である。山あいにで
きていて、自然に囲まれたまちである。市の中心部に商店街があ
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田村市・郡山市の位置

るが、合併したまちの中心市街地を今後どうしていくのか、それ

位として取り組む流れに 2 年目からシフトしている。それぞれ

を市と東京大学で一緒に考えていこうという共同研究（2007 年

の地区で、1 年目に調査・研究をして「まちづくり基本方針」を

度～）から始まったものである。UDCT は 2008 年 8 月に設立さ

つくり、その方針に基づいた社会実験を 2 年目に行う。3 年目に

れたが、北沢先生が中心となり、田村市と田村市行政区長連合会、

はその社会実験を受けて、そういった動きを地元で継承していく。

東京大学という 3 者で運営をしている。UDC シリーズの中では

このサイクルを 1 年ずつズラしながら進めてきている。ただし、

地方小都市版のアーバンデザインセンターという位置づけで運営

昨年度調査を行った都路地区は、これまでのサイクルで言えば今

している。駅前商店街の中にあり、空き店舗を学生と共同作業で

年は社会実験の段階なのだが、3.11 の震災の影響もあり、社会

改装して作った。

実験は保留状態になっている。

UDCT の取り組み内容としては、最初は中心市街地のまちづく

UDCT の運営体制としては、年 1 回、先ほど言った三者で運営

りを考えるという事で始まった動きだったが、5 つの旧町村を単

委員会を開催している。実務に当たる体制としては、私が現地に

アーバンデザインセンターの課題と将来展望

UDCT の概要（発表スライド抜粋）

週半分ほど居て、あとは田村市役所の中に各課を横断した若手を

UDCKo フォーラムの概要（発表スライド抜粋）

続いて UDCKo（郡山アーバンデザインセンター）について。

中心としたプロジェクトチームを組織し、それと UDCT の専任

郡山市は、東北新幹線と東北道、磐越道の交わる所にあり、福島

スタッフで週 1 回のミーティングをしながら作業にあたってい

県の中でも経済拠点となっている。郡山の UDCKo は、地方中核

る。また一方で、東大柏キャンパスで大学教員と非常勤研究員、

都市における UDC シリーズの展開という位置づけで、東京大学

大学院生が作業をしていて、私も交えてだいたい週 1 回ぐらい

と地元企業と町内会の 3 者が関わり、2008 年に NPO 法人として

打合せをしている。この柏側のチームは月 1 回、現地調査やワー

設立している。NPO 法人なので、理事長（兼センター長）とし

クショップ、社会実験をするために現地入りする、という形で進

て清家先生、副理事長（兼副センター長）が私、理事には町内会

めている。センター長は清家先生、副センター長として私と、市

長と、地元企業から 3 名、また当初設立から深く関わっていただ

の建設部長。その他アドバイザーとして、東大の先生方や、これ

いている前田先生も理事に入っている。

まで UDCT の運営に関わった前田先生や三牧氏らが入っている。
先ほどいったサイクルは、市内の船引地区、滝根地区、大越地区、

郡山と言っても、中心街から 2km ぐらい離れた並木地区とい
う、郊外ロードサイドの住宅地を対象として活動を始めている。

都路地区と順に進めてきており、今年度は常葉地区の調査をして

都市再生を主眼に中心市街地を対象とする方法論もあるだろう

いる。昨年度調査を行った都路地区は、原発事故の影響で避難警

が、そうではない郊外のどこにでもあるような市街地を元気にし

戒区域に当たっており、船引地区に避難している方が多い。現在

ていくことで都市全体が良くなる、という戦略もあるのではない

は、その避難されている方々が警戒区域の解除された後にいかに

かという考え方で始めている。並木地区は、昭和 50 年に区画整

都路地区に戻っていくのか、その支援をしている。

備が完了したエリアで、並木町会と言っても 1800 世帯からなる

最後に UDCT の課題を挙げるが、1 つ目は、旧町村を単位に各
地区で色々と考えてはきたが、田村市全域でどういったまちづく

大きなエリアである。中心に幹線道路があり、エリア内には一部
農地もあるような場所となっている。

りを進めていくのかということが今後の課題としてある。2 つ目

UDCKo としての活動は、まずはコンペを開催している。これ

は地元主導の組織にしていくということである。遠方にある東大

は外部からアイデアをもらい、その中で優秀なものを実際にこの

が福島まで行って関わり続けるのは現実的ではないので、当初か

エリアで実践していこうという考えで実施したものである。テー

ら UDCT は期限を切って地元に引き継いでいこうとスタートし

マを「郊外の可能性」とし、ソフト面・ハード面を含めたデザイ

ている。今年度いっぱいでその期限となるのだが、地元主体の組

ンの提案を募集した。提案の総数は 178 点あり、地元住民も含

織にどう移行していくか、今ちょうど詰めているところである。

めた審査委員会を開いてそのうち 10 点を選び、公開の最終プレ

現場と大学が離れている場合の協働の仕方について今考えている

ゼンテーションを実施している。最優秀賞となったのは、慶応大

ところである。3 つ目は、各地区でつくっている「まちづくり基

学の妹島研究室の提案であった。郊外のよくある駐車場の上に金

本方針」が、市役所の内部や市民にとっても少し曖昧な位置づけ

網の箱を設置し、それを緑化するという提案である。この箱の下

にあるように感じており、具体的な事業に展開できればと考えて

で住民が活動を行ったりし、それを各通り沿いに増やしていこう

いる。4 つ目が、UDCT の仕掛けてきた一連の取り組みのなかで、

という提案である。翌年にはその具体化に向けて模型を作成して

それぞれの地区で独自に住民が中心となった活動が出てきてはい

検討したり、地域住民と一緒に考えるワークショップをしたり、

るが、そういった活動をサポートする資金源、助成制度を確立し

合わせて妹島先生（慶応大学教授）の講演会を開催するようなこ

ていくことが必要だろうということである。最後 5 つ目は、各地

とも行ってきた。その後、実現に向けた検討を進めている中で 3.11

区で「まちづくり基本方針」をつくりながら住民とまちづくりを

の震災があり、一旦その検討は止まっている状況である。

考えてきてはいるが、その集中的に我々が仕掛けるサイクルの２

震災後には、UDCKo 内に「復興支援室」を立ち上げて、被災

年間の後に「自分達でやりたい」と新しく参画してくる方々もお

者や避難者に直接的な支援を行ってきている。直に避難所への支

り、そういった住民も新しく提案できるような体制、その拠点に

援物資、食料の運搬をしたり、少し時間が経った後は仮設住宅に

UDCT がなっていく必要があると考えていることである。

入っている方に少しでも上質な空間と、料理でおもてなしをする
9
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という取り組みもしてきている。

ていくのか、というところが一番大きなポイントだと思っている。

また一方で、いくつかまとまった土地を持っている方から、

2 つ目は、実際に動く実動部隊の人数の少なさがあると思ってお

UDCKo の取り組みに興味を持たれて、これまでの開発とは異なっ

り、大学の学生が入ってきて一緒に取り組んだり、大学の研究室

て、これまでに無い開発の仕方、土地利用の仕方がないものか、

のプロジェクトにしていくこともありえるのかと考えている。3

というような相談を受けている。並木地区だけでなく堂前、小原

つ目は、もともと、機動力のある民間発意でなかなか公共だけで

寺、多田野、稲田（以上郡山市）、裏磐梯（北塩原村）、仙台市若

はできない部分をやっていこうと始まった活動ではあるものの、

林といったような方々がいくつか相談に来られて実際に動き出し

やはりアーバンデザインをやっていく上では、自治体との連携を

ているものもある。

強化していく必要があるのではないかと思っている。4 つ目は、

UDCKo の課題としては、1 つ目は活動資金の面である。初年

外部の専門家にもっとどんどん入ってきてもらい、協働する体制

度のコンペ開催は国土交通省の助成を受けて進めたが、その後継

を整えて、幅広いネットワークを構築していきたいと考えている

続的な活動資金を確保するのを苦労している状況が正直あり、今

ことである。

いくつかプロジェクトの話が出てきてはいるが、それをどう回し

報告「センターの成果と課題③ UDCY」
鈴木伸治（横浜市立大学国際総合科学部准教授） 信時正人（横浜市温暖化対策統括本部長）

鈴木伸治氏

信時正人氏

鈴木：私自身は、1997 年に東

クトベースで様々な連携した取り組みが行われていたという歴史

京大学に北沢先生が赴任され

がある。1992 年に国際会議として「第 1 回都市デザインフォー

たときに研究室で助手を務め

ラム」が開催されたが、その時に横浜市の都市デザイン室が出し

ていたことがきっかけで、そ

た文章を見ると、それは実際には北沢先生が書かれた文章なのだ

の後横浜でのプロジェクトに

が「アーバンデザインは単なる空間デザインだけではなくて運動

ずっと北沢先生とご一緒させ

論でもある」と。市民や企業を巻き込んだ運動論としてのアーバ

ていただいていた。本日は信

ンデザインを提唱されているのである。1998 年に第 2 回目の「都

時さんと一緒に話をさせてい

市デザインフォーラム」が開催されたが、その時に地域会議とい

ただく。

うものも行われており、その中では旧くからの都心部・関内と郊

信時：私は 2006 年当時、東京

外と、地域のまちづくりを市民と一緒に考えるという試みが行わ

大学大学院新領域創成科学研

れている。その後そこから誕生したのが「横濱まちづくり倶楽部」

究科で特任教授を務めており、

という組織である。北沢先生の考え方としてはおそらく、それま

UDCK の立ち上げに関わらせ

でプロジェクトベースでつながっていた公・民・学の連携を、地

て い た だ い た。 当 初 の UDCK

域の組織に落とし込んでいくような流れがあったと思う。この「ま

で私は「事務局総長」という

ちづくり倶楽部」は実は私も会員で、現在も活動を続けているが、

立場で、
「何ですか、その “ 総 ”

例えばマルシェを開催したり、ピクニッククラブをつくったり、

は？」と北沢先生に質問した

柏の葉でやられている活動と似たような活動も行われている。北

ことも思い出される。その後

沢先生ご自身は、当初関わった後に途中でスーッと抜けていき、

私は横浜市役所に移り、当時

よくあるパタンで「あとはよろしく」という部分もなきにしもあ

北沢先生は横浜市の参与をさ

らずだったが、ただそういった北沢先生の理念に共感した民間企

れており、UDCK の横浜版をやろうということで、最初は「UDSY」

業、大学、まちづくりのプランナーなど、そういった方々がまだ

という枠組みで始まっていたが、そこから鈴木先生とご一緒して

活動を継続している、という例である。

きている。

究会 UDSY」というものが実施されている。これには信時さんも

た他地域のアーバンデザインセンターと異なって、残念ながら固

中心的なメンバーとして参加されていたが、私も参加しながら「ま

定した場所を持っていない。開かれた話し合いの場はいくつも

ちづくり倶楽部とは違うな」という印象を持った。企業やフリー

持っているが、固定した場と人、専任のスタッフを持っておらず、

ランスの専門家の方々など、今までのいわゆる “ まちかた ” と言

多少状況が異なる。

われていた地場の商店街と違う専門家の人が、UDSY にはずいぶ

それにはいくつかの背景があり、横浜市の都市デザインの歴史
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そういった中で 2007 年に「Urban Design Study Tokohama 研

鈴木：まず横浜のアーバンデザインセンターは、今回報告のあっ

ん参加していた。

とも関連する部分がある。横浜市では 1980 年代から様々な形で

信時：UDSY を始めるに当たって、北沢先生からは「お前は産業

市民参加のプロジェクトが行われており、公園づくりのワーク

界から人を集めてくれ」と言われ、20 人くらいの組織になるだ

ショップや、河川の環境整備などで、大学と市民グループ、行政

ろうと思ったのだが、声を掛ければ掛けるほどだんだん参加者が

が非常に近い、インフォーマルな関係ではあるものの、プロジェ

増えていった。新しい試みにも関わらず、色々な方が関心もって

アーバンデザインセンターの課題と将来展望

『未来社会の設計』と UDSY の開催風景（発表スライド抜粋）

くれ、だんだん参加人数が減っていくのが世の常だが、UDSY で
は最終的に 80 人くらいまで増えていった活動だった。

Future Cafe の概要（発表スライド抜粋）

た。
UDSY の活動と『未来社会の設計』、その後の「Future Cafe」

鈴木：UDSY では、信時さんが中心となって環境関連の企業が色々

での討議の中から、既にいくつか横浜市の施策として取り上げら

集められており、それまでの “ まちかた ” の方々とは違った人た

れているものもある。また、結果的に UDCY と別組織でやるこ

ちが一気に参加してきたという経緯がある。『未来社会の設計』

とにはなったが、
「大学まちづくりコンソーシアム」で『インナー

という書籍に UDSY の成果がまとめられたが、これをきっかけと

ハーバー構想』という提言も 2009 年にしている。「Future Cafe」

して 2008 年 4 月 5 日に UDCY（横浜アーバンデザイン研究機構）

でもインナーハーバー構想をテーマに開催したこともあったが、

が設立されることとなった。他の UDC シリーズとは違って、場

「大学まちづくりコンソーシアム」では東京大学・横浜国立大学・

所を持たないネットワーク型のシンクタンクとしてスタートして

神奈川大学・関東学院大学・横浜市立大学が集まって提案をつく

いる。

り、その是非を市民に問うということをやった。

当初に目標としていたのは、大学を主体として、企業や NPO

そういう仕掛けをしながら、実際の都市に対して常に提案をし

から多様な専門性を持つ人が集まり、連携して、環境と空間を構

ていき、何らかの形で実現していくような活動をやっていた。必

想するということ。これは一番象徴的な言葉だが、「横浜を考え

ずしも UDCY の枠組みで行われなかった部分もあるが、UDCY が

ることは世界を考えることである」と北沢先生に提示いただいた。

できたこともきっかけとして、こういった流れができたかと思う。

例えば環境問題を考えるにしても、横浜に閉じた中でだけ考える

信時：UDCY では都心、郊外、緑地、交通、エコ戦略の 5 チーム

のではなく、横浜で考えることは世界に通じるのである、という

に分かれて、毎回 19 時から 21 時が定時だが、終電の 23 時過ぎ

考え方である。オープニングの時には北沢先生も基調講演をされ

まで BankartNYK で議論を行っていた。私はエコ戦略チームに参

ていたが、他にも横浜市から信時さんだけでなく、当時の中田市

加していたが、そこで色々なアイデアが出ている。

長、今は長野県知事をされている阿部副市長にも挨拶いただいた

例えば「横浜電力構想」という、東京には作れない電力会社を

が、当時北沢先生が横浜市参与として活躍されていたこともあり、

考えよう、と。プロデューサーでありコンシューマーのような人、

市の強いバックアップもありながらスタートを切っている。

つまり “ プロシューマー ” を横浜から育てていこうと考え、少し

特に重視したのは市民との対話で、「Future Cafe」という企画
を tvk と合同で実施していた。2009 年から 2010 年にかけて全部

内容は変わったが「横浜グリーンパワー事業」という横浜市温暖
化対策統括本部の事業になっている。

で 15 回ほど、毎回ゲストを呼びながら公開形式で議論を行った。

また、「環境市民大学」を作ろうというアイデアも出たが、「横

講演だけではなく、その後に参加者でグループトークをしたり、

浜エコスクール」という ES 事業を横浜市温暖化対策統括本部で

自由に都市の未来について語り合う場が設定された。

今やっている。これは個人・NPO・企業・大学も含め、去年 1 年

信時：いまスクリーンに映している写真は公共交通を考えるモビ

間で協働パートナーが約 100 者、参加者トータル 33,000 人くら

リティデザインの回だが、北沢先生、私、日産自動車の方、中村

いの事業になっている。

先生（横浜国立大学教授）、羽藤先生（東京大学准教授）が壇上

あるいは、企業と同じように都市もそれぞれの特徴あるところ

で話したものである。「Future Cafe」では毎回、数十～百人くら

が連携すべきだというアイデアもあって、横浜市とその水源地の

いが参加し、登壇する講師の数だけテーブルを用意し、壇上での

道志村でこの 3 年間連携してカーボン・オフセットや、バイオマ

話が終わった後に各先生がテーブルに入ってディスカッション

ス関係の研究をしている。最近は北海道下川町と市内の戸塚区川

し、テーブル毎にその結果を発表するというスタイルで進めてい

上連合町内会との連携も始まっている。

た。

このように、当時夜中まで議論していたことが、実際には少し

鈴木：当初 UDCY として考えていた活動は、開港 200 年に向け

形は変えつつも施策として実現してきているものもある。

た構想提案と「イノベーションカフェ」、これは後で「Future

鈴木：文化・芸術の面でも、都心に集積したクリエイターと企業

Cafe」に名前が変わるが、この 2 本柱でやっていこうと考えてい

をマッチングするプロジェクトはできないかと考えていたこと
11
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が、実際に補助金としてそのような施策もできている。
また現在、障害者の地域作業所とアーティスト、クリエイター

いうブランドで売るという動きも出てきている。
これらも「Future Cafe」の議論の中からでてきたものである。

をマッチングして商品を開発して、それを「スローレーベル」と

ディスカション１「UDC シリーズの成果と課題・展望」
コーディネイト：清家剛（東京大学大学院新領域創成科学研究科准教授）

清家剛氏
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清 家： 各 UDC シ リ ー ズ か ら

大手デベロッパーなど企業がやる都市開発との間のギャップがあ

報告いただいたが、まちの状

まりにも大きいことだろう。お金の動き方、関わる人、実際にで

況が違うので、北沢先生が仕

きる空間の規模・質に、あまりにも大きなギャップがある。皆さ

掛けられた同じ UDC シリーズ

まお気づきになっていないかもしれないが、UDCK は極めて珍し

の中でも、現状のあり方その

いケースで、おそらくこれは大学も参画していることによると思

ものがだいぶ異なることが見

うが、中央の大資本企業と住民レベルの様々な活動がうまく連続

てとれたと思う。北沢先生が

している。横浜では、研究会をやるとベンチャー企業の方や、横

最初に提言した頃と実践内容

浜という土地柄もあるが相当な大企業の方が参加している。日本

として変わってきていると思

の現状をみると、そういった人達が連携型のまちづくりに参加す

うが、まずは、前田先生から

る、協働するような仕組みができたら良いと思う。例えば、建築

UDCK も含めてコメントをいただきたい。

の設計料は大きくても建築費 10％程度だが、そのうち 10％くら

前田：UDCK についてだが、近年「ハコモノ行政」は非難される

いは “ まちづくり費 ” としてまちづくりに使ったら良いのではと

ものだが、逆にその “ ハコからまちづくり ” と言うか、まずは事

私は思っているが、そういう仕組みや、あるいはコンセンサスが

実をつくって、それで活動を積み重ねて現在に至っている部分が

世の中に出来れば良いなと。今後は企業も、容積率を消化するよ

あるだろう。そして現在は、先ほど三牧副センター長も触れてい

うな開発も難しくなってきており、むしろ早めに青田買い的に住

たが、組織的にもしっかりさせないといけないし、お金の調達に

民と連携するケースも増えてくるだろうし、私自身たまたま東京

ついても継続させるような仕組みをつくらなければならない、と

の都心を拠点にしているので、企業やベンチャーの参加するまち

いう段階に改めて来たのだと思う。

づくりをやってみたいと思った。

UDCT は、私も当初手伝わせていただいたが、最初は「3 年で

清家：前田先生から “ ハコ ” があってスタートした UDCK の特徴

何とかしよう」と始まったものが、やはり活動を進めていくうち

が挙げられたが、逆に UDCY は “ ハコ ” がない状態で進んでいる

に、あれだけ広域を対象としていると全部は見きれないことが分

のが面白くもある。ただしそれができるのは「横浜だから」と

かって来た、と。それで 1 つ 1 つ丁寧に付き合い始めると、と

いう部分もあろう。一方で UDCY としての悩みもあると思うが、

てもじゃないが 3 年ではできない。組織面では、もともと田村市

いかがだろうか。

から調査費という形で大学に委託があったので、お金の出所も使

鈴木：“ 場 ” が無いというのは非常に悩んでいるところだ。物理

い方もはっきりしている。要は、市役所のシンクタンクとして機

的な問題よりむしろ、情報のやり取りだとか、司令塔となるマネ

能させよう、ということがはっきりしていた。小さいながらも組

ジメントスタッフをもってないのが悩みだ。その部分は克服して

織がしっかりしていたが、活動の対象エリアは物理的に最も大き

いかなければならないと強く思っており、まだ詳細は申し上げら

く、これは田中副センター長の挙げていた課題にも指摘されてい

れないが、来年度以降、少し UDCY の活動を再構築することの

た事項だと思う。

準備はしている。ただ一方で、“ 場 ” があるということは逆にそ

次に UDCKo についてだが、もし UDCKo が成功すると、アー

こに来る人の層が固定されてしまうケースもあり得て、そこに来

バンデザインセンターのシステムは汎用性があることが証明され

ない人が何を考えているのかを慮る必要がある。都市づくりの

ると思う。地場の企業が、「自分達がいる街を何とかしたい」と

“ 公平性 ” ではないが、今の時代、広く社会に開かれる必要があ

町内会に声をかけ、そして専門家として大学を連れてきた。まず

るという点では、固定したメンバーで議論するということは避け

地元が声を上げたのである。全国各地で地域主体でまちづくりが

なければならない。開かれた場をどう作るか、逆に “ 場 ” がない

行われているが、そこに専門家をどう結びつけるのか、あるいは

から各々テーマに応じて様々な人が乗れる可能性を有していると

専門家を通してお金を獲ってきて走り出すのか、それをシステマ

も言える。その点もうまく活用していきたいと考えている。

チックに成果を上げるところまではなかなか至っていないと思

信時：UDCK の立ち上げ期に関わっていたこともあり、横浜にも

う。UDCKo タイプには、アーバンデザインセンターの一つのあ

UDCK みたいな場が欲しいと思っていたが、いま鈴木先生が言わ

り方として期待している。

れたように、固定的なメンバーにならないようにすることが今後

UDCY については、鈴木先生・信時さんのお話を聞いて大きな

の課題だと思う。そういう意味では、コーディネーターが必要だ

ヒントをいただいたと思う。やはり日本の従来型のまちづくりや

ろう。公・民・学の様々な人がいつ来ても楽しく関われる、色々

都市開発の一番の弱点は、地元密着型の手作りのまちづくりと、

なコミュニケーションが出来る場、ハードの意味での “ 場 ” を設

アーバンデザインセンターの課題と将来展望

定できる人である。「あそこに行けば何かある」と思わせる演出

これまで蓄積されたアーバンデザイン技術を実践するためには、

ができる、行って話がしたいという人がいつもいる、ということ

例えば首都圏にある大学とうまく連携することも必要だと思う。

が大事かと思っている。

外からたまに来て他者としてアドバイスするのではなく、私のよ

清家：“ 場 ” がないことが悩みでもある一方で、逆に強みもある

うに現地に一定期間入り込んで関わるところに UDCT や UDCKo

という UDCY の立場のコメントに対して、ここに “ 場 ” がある

の新しさ、重要なポイントがあると私自身やりながら感じている。

UDCK としてコメントもいただきたい。

ただ一方で、すぐそばでなくとも県内には大学もあり、そうした

三牧：UDCK は非常に恵まれた “ 場 ” をもっているが、前田先生

大学を取り込んで、もっと地元の専門家にも参画してもらうこと

の基調講演ではアーバンデザインセンターを「組織×人材×施設」

も次は必要だろうと考えているところだ。

と整理していた。まさに信時さんのコメントと同義だと思う。人

宗 像 剛（UDCKo 理 事 ）： 北 沢

と場所はセットで、人が居るためには場所が要るといった側面が

先 生 と ご 縁 が あ り、 郡 山 に

少なからずある。UDCK にも専任スタッフが 4 人いるが、ここに

UDCKo を 立 ち 上 げ る こ と に

居ると色々な人が訪ねてくる。UDCK に日中居ると仕事ができな

な っ た が、 当 初 は 住 民 4,300

い、というほど色々な情報が入って来たり、色々な人がやってき

人 2,100 世 帯 の エ リ ア で 何 か

て相談を受けたりする。「こういうことをやりたいが誰につなげ

できるのかというところから

ば良いか」など日常的なコネクションをしていくためには、やは

スタートし、国土交通省の助

り “ 場 ” は非常に重要で、人が居るための “ 場 ” という意味で重

成金を基にしてコンペを開催

要だと思う。UDCK の特長としては、大学と一緒になったまちづ

した。最優秀賞を慶応大学妹

くり自体を目的にしている部分もある。学生がここを拠点に色々

宗像剛氏

な活動を展開しており、これも重要なことだと思う。もっと市民

中に落とし込む作業から始めようと、私たち民間の立場でどう立

にも来館して欲しいと思っているが、この UDCK の性格上、活

ち上げて行くか、その可能性を模索しているうちに 1 年が過ぎ、

動を制約しなければならない部分もある。市民サークルで使いた

3 月 11 日の震災が来たという状況だ。震災後の真っ直中に私た

い、発表会に使いたい等の声もある。全てを受け入れきれない心

ちは今飛び込んでいて、その中だからこそ街のあり方を考えてい

苦しさはありつつ、まちづくりやコミュニティ育成につながるも

ける状況にあるのかなと思う。3 月の震災を経て、清家先生らと

のは極力受入れながら、街のことを知ったり、街のことを考える

今後どうしていくか話し合っているが、我々としては、色々な形

きっかけに少しでもなってきているのではないかと思う。

で福島県を元気にしていかなければならない、その “ 思い ” を発

清家：北沢先生が横浜市にもともと基盤があって仕掛けられた

信しながら、そこに様々な方が関わる受け皿になっていきたいと

UDCY と、東大の柏キャンパスに赴任して仕掛けられた UDCK は、

考えている。たまたま我々の町会のすぐ近くに仮設住宅ができ、

それぞれ色濃く公・民・学のメンバーが揃って関わっているが、

年明けに地域に帰れる状況の人もいるだろうが、もっと長く２年

一方で福島県内の UDCT と UDCKo は、公・民・学の関わり方が

３年と住み続けらなければならない人もいるだろう。我々として

若干異なっている。それは、豊富に人材やモノが有る首都圏とは

何ができるかと考え、「復興支援室」を設け、自分達の小さな力

異なり、地方都市の悩みとして、足りない資源に対して公・民・

であるが支援活動を続けてきている。今我々が多くの方々とどん

学をつなげていった側面がある、と私自身 UDCT と UDCKo で感

なコミュニケーションが取れるかと考え、被災された方々とラン

じている。一方で前田先生から UDCKo がうまくいくと全国展開

チミーティングしたりとか、子供を集めて須賀川市稲田地区の宿

できる色々なタイプが増えるというコメントがあったが、これは

泊施設「米屋」でランチサービスを行う等の活動を行ってきてい

「公・民・学」のどんな組み合わせがあり得るのか、増えるのか、

る。次の動きとしては、その「米屋」を中心とした一帯 35,000

島研究室が取り、それを街の

という視点だと思う。

坪でどのようなまちづくりができるのか、UDCKo コンペの第 2

田中：地方都市はどこでも似たような状況だと思うが、すぐそば

弾を開催しようと準備を進めている。

に大学が立地していないことも多いだろう。そういった状況でも、

大きく分けると、郡山市並木地区にいろんな情報が集まって、
そこに学生や専門家が来て考えて並木地区を元気にしていくとい
う活動と、UDCKo に相談に来られる他地域の方に対して力になっ
ていく活動を進めているところである。
清家：震災が起きる前までは、並木地区というエリアをどうして
いくか考えるのが中心だったが、震災後は、郡山市という枠も外
れていろんな縁で相談を受ける状況になり、それを繋ぐことで解
決策を提案しようという流れになっている。去年の段階でこの
シンポジウムを開催していたら少し違う話をされたのだろうが、
UDCKo の今年の状況を考えると、UDCY とも少し異なるやり方
だが、“ ハコ ” をちゃんと持ってエリアに根ざしたセンターとは
少し違う形もありえるのかなとも思っている。アーバンデザイン
センターと称してエリアの名前が付いているけど、そのエリアに
どこまで縛られるべきだろうか、というテーマである。UDCK や
13
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UDCT は明確に対象とするエリアがある。一方で、もう少し対象

専門家の方たちも巻き込みながら、全国に広げていくことが大事

エリアを広げたやり方というのもありえるし、広域的視点から考

だと思う。

えるケースになると、エリア限定の活動とは限らないのが本来の

前田：私は今アドバイザーという形で関わっているが、「なんと

あり方なのかもしれないと、UDCY と UDCKo の話を聞いていて

か新しいアーバンデザインセンターを作りたい」という関わって

思ったところである。

いる方々の思いがあって、地域によって様々なタイプがあり得る

一方で、田中さんから示された点として、公・民・学連携の中

ということが、このセッションの結論になったと思う。センター

で、どう大学と連携するのか。地縁のネットワークがあれば良い

をつくりたいという話も幾つかの地域とは話をしている最中でも

が地縁以外のネットワークをどうするのか。あるいは地場の人を

ある。また、先ほどご紹介した書籍をなんとか仕上げたいという

どう育成するのかという課題がある。北沢先生が関わられた都市

思いを強くしたところでもある。

のなかで、大学が関わりを強くもたなくなった代表的な事例に福

田中：私は、2 つの UDC に関わっていて日々作業に追われてい

島県喜多方市があるが、そこでは北沢先生が目指していたある種

て、今日は客観的に色々考える機会になって良かったと思ってい

理想の形が今起きているのではないかと思う。公・民・学の “ 学 ”

る。また、先ほど前田先生が言われたように、今私が関わってい

が少し離れていき、地元が自立することが喜多方ではなんとか回

る UDCT や UDCKo は、他の地域でも汎用できるタイプだと思っ

り始めていると思うが、いかがだろうか。

ており、是非この経験を他の場所でも生かせるようにできたらと

岡 本 祐 輝（UDCK デ ィ レ ク

思う。

ター）：喜多方のまちづくりに

鈴木：この後のディスカッションにつなげるために 3 点指摘し

関わったことがある立場で話

たい。1 つ目は、誰が都市の未来の戦略を考えるのかということ。

す が、 喜 多 方 市 に は UDC シ

行政は体制的に縮小することが予想されていて、夢のある未来を

リーズは名乗らなかったが「喜

描くことがなかなかできない。その縮小するガバナンスを考えた

多方まちづくりセンター」が

場合、都市の戦略は絶対に必要となってくるが、その時には民間

立ち上がって、今年度で 3 年

企業の力をうまく使っていく必要があるだろう。ところが、行政

目になる。もともと地域にま

が絵を書こうとすると「それは誰の意志ですか？」という話になっ

ちづくり NPO があったが、そ

てしまう。横浜市でインナーハーバー構想をまとめている中に、

れを発展させるような形で構

私も偉い人に呼ばれて 3 時間ほど会議室で缶詰になって、あれ

想していった経緯がある。大学の関わり方としては、2001 年度

これ丁寧に説明して最終的にようやく納得していただいたことも

から 2007 年度まで継続的に北沢先生を中心に東京大学都市デザ

あった。やはり企業にとってもメリットがあり、市民にとっても

イン研究室が関わっていた。学生チームが調査に行って、提案を

メリットがある、そういう絵を「誰が書いているのか」という時

して、社会実験を行って、という大きな流れのサイクルは 2007

代に来ていると思う。そういう時に UDC に何らかの役割がある

年度で一旦終わり、そこから先は同研究室のスタッフが年に数回

のではないか。

岡本祐輝氏
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行ってアドバイスをする、という関わり方にシフトした。今は

2 つ目は、先ほど信時さんの話を聞いて思ったことだが、様々

地元の方々が中心となってセンターを運営しているが、それは

な環境施策やそのアイデアは、必ずしも大企業の方々から出てき

2001 年から 2007 年まで大学が関わっていた中で、地元の方も

たものではなく、志ある個人や小さな企業、そういった人達の新

徐々にやり方を覚えていったのではないかと考えている。

しいアイデアを拾い上げているのである。「開かれる」といった

清家：大学が 7 年関わった後に、
「後はがんばれ」と全くノータッ

場合に、大きい企業に開かれると同時に、小さな単位、志ある市

チになった訳ではないが、地元の組織が中心に動いているという、

民にも開かれる必要があるだろう。それが等価で扱われ、その中

できそうでできない事例なので敢えて紹介させていただいた。そ

から戦略が出てくるというのが UDC においては大事ではないか。

れも地域のあり方の一つかなと思っており、公・民・学のバラン

3 つ目は、ネットワークである。先々週台湾に講演で招かれ話

スや関係というのは、地域の特性によってずいぶん変わってくる

をしてきたが、2009 年のアーバンデザインセンター会議で発表

のではないかと考えている。さらに深く掘り下げたいところだが、

されていた林さんが頑張っていて、「Urban Regeneration Station

時間も迫っており、最後に一言ずつ UDC シリーズの今後につい

（USR）」というものを市内で 8 つくらいスタートさせている。ギャ

てコメントいただきたいと思う。

ラリスペースやアートセンターになっているものもあるが、そ

三牧：各 UDC の話を聞きながら、さらにはそこに関わっている

の中の幾つかは極めて UDCK に近い活動をしている。明らかに

人の名前を見ながら、やはり当時北沢先生がまわりにいる人をみ

UDCK や BankART を意識していて、従兄弟のような施設が出来

んな巻き込んで、UDC シリーズを仕掛けてきたことが改めてよ

上がってきている。そういったところと連携する必要があるので

く分かった。なかなかそこから広がっていないという思いもある

はないか、連携する可能性を求めて行ってはどうか。

が、とは言え、一方でこういう UDC の仕組みについて様々な地

信時：僕は北沢先生と UDC シリーズの全国展開について当初か

域から視察に来ている状況もある。どうやって輪を広げていくか

ら話をしていた。国が決めて、自治体が決めて、民間が従って、

ということと、輪を広げていった時のネットワークの意味がどこ

市民がそれに合わせて、という時代では最早ない。公・民・学の

にあるのか。UDC という冠をつけることの意味合いを改めて考

連携という中では、肩書きなど関係なく、能力や経験がそれぞれ

える必要があるのだろうと思う。やはりそれは人のつながりだろ

違う人が集まって話をする場ができなければならない。そういう

うとは思っているので、UDC シリーズに気負いせず、どんどん

意味では “ 場 ” を持っている UDCK は非常に羨ましく、是非そう

アーバンデザインセンターの課題と将来展望

いうことを全国に広げていく起爆剤になっていただきたいなと思

対して愛情を持った人たちを育ててもらいたいと思う。

う。「K サロン」という企画は、UDCK で当初私が立ち上げたも

清家：ここでは表立った場としてディスカッションする話題を提

のだが、とにかく無目的でも集まって語り合いましょう、と。何

供しているが、実際裏では色々悩みも抱えており、そういう情報

の義務もなく、責任も無く集まるような場があっても良いのでは

交換も、後半のディスカッションやその後の懇親会も含めて、続

ないか、そこで新しいネットワークができていくことを期待して

けたいと思う。それでは第一部はこれにて締めたい。どうもあり

いた。ノーサイドで集まって皆で能力を活かし合う UDC シリー

がとうございました。

ズが、まちづくりの核として、全国・全世界に展開して、まちに

ディスカション２「UDCK の今後５年」
コーディネイト：出口敦（UDCK センター長、東京大学大学院新領域創成科学研究科教授）
① UDCK 関係者コメント「これまでの UDCK とこれからへの期待」
出口：第Ⅱ部の前半は、「UDCK の今後 5 年」というテーマ設定

で引き継いだ時点で痛切に感じた所である。色んな立場の方を増

の下、過去 5 年を振り返りながら、反省すべき点は反省し、今後

やしたいという思いで、時間はかかっているが徐々にここに集ま

の 5 年を皆さんと一緒に考える場にしたい。「これからの UDCK

る、常にいるメンバーが増えて、それで少し回るようになっきた

2011」という活動方針案も準備しているが、本日頂いた意見を

かなと思う。割とよく居るスタッフが増えてきているのがすごく

基にこの場で修正し、ご賛同いただいたら UDCK が今後 5 年を

助かっているところだ。今後やるべきこととしても、コアメンバー

歩んでいく指針にしていきたい。

が増え過ぎて 30 人、50 人になったらまた同じ事が起こると思う

清家：北沢先生が亡くなられてから「UDCK をどうするか」と

が、あくまで中心にいる人達がだいたいの状況を把握できて、困っ

いうことで、まずは東大のメンバーが関わらなければどうしよ

ている部分に手を差し伸べられる、困っているプロジェクトに目

うもないということになり、私がセンター長代理という立場で

がいくように、UDCK の中心スタッフが機能していれば良いので

走ってきた。配布資料の中に「UDCK 5 年の歩み」という年表を

はないかと思う。

入れいているが、UDCK の活動が立ち上げ期からバーッと多様に

出口：私もセンター長を拝命してから半年以上経つが、全容は未

広がってくる 2008 年・2009 年に私はセンター長代理になった。

だ把握しきれていない程に活動量が膨大である。スタッフに整理

しかも初期に立ち上げた専任スタッフの前田先生・丹羽さん（元

をお願いしても、整理しきれない。状況が常に変わるので、全体

UDCK ディレクター・現東京理科大学助教）が替わっていなくな

の把握に精力を注ぐよりは、むしろうまくいってない活動に注視

るタイミングで、新たに着任した三牧副センター長と２人で「ど

したほうが良いと思う。UDCK では様々な部会が動いているが、

うする？」という状況に置かれたのが正直なところだった。正直

三牧副センター長より簡単に解説いただきたい。

驚いたのが、何となく知ってはいたが改めて「全部の活動を確認

三牧：やや複雑な構造になるが、『柏の葉国際キャンパスタウン

しなければ」と思って把握しようと試みたが、3 ヶ月ぐらい経っ

構想』を推進するなかで UDCK が事務局となり、その構想のフォ

てもまだ全部の活動が結局把握しきれなかった。それで、これは

ローアップ部会をテーマ毎に立ち上げている。今年度は 7 つの部

「わからない」ということにしておこう、と。センター長代理と

会が動いている。概略を言うと、まず「空間デザイン部会」。来

いう立場もあり、最初は細かいところまで把握しようと思ったが、

年小学校がこのエリアに新設されるが、小学校と地域がどう連携

とても無理だった。それよりも、何がうまく回っていて、何が

していくのかを考える「地域教育部会」。以前からインターナショ

回ってないか、大きな流れを見つめなければならないということ

ナルスクールを作っていこうという話もあるが、国際化を推進す

を強く感じたものであった。それほどに活動が多様に広がってい

る上で海外から来た人たちが快適に暮らせる環境づくりを考える

たのだが、多くの人の目を引くのは上手く回っている部分であっ

「国際教育部会」。空間デザインとも関係する話題ではあるが、持

たりしたが、実は、本来やるべきところで上手く回っていない、

続可能な交通システムをを検討する「モビリティ部会」。設立当

コミュニケーションがとれてない、実行力を発揮できていないと

初の UDCK は 2 年限定の組織で、地域のエリアマネジメント組

いう部分があった。特にまちづくりの “ ハード ” の部分であるが、

織をつくって引き継ぐという北沢先生の構想もあったのだが、こ

なかなか苦労している。他のセンターでも同じ状況があると思う

の地域でエリアマネジメント体制をしっかり作っていくことを

が、上手くいくところ、いかないところが、活動が広がれば広が

テーマとした「エリアマネジメント部会」。UDCK に近い柏の葉

るほど分かりにくくなるものであり、それを把握することがセン

キャンパス駅だけではなく、隣の柏たなか駅も『柏の葉国際キャ

ター長代理の仕事だと考えたのである。あともう 1 つは、色々な

ンパスタウン構想』の対象区域としているが、以前は「田園都市

人が関わってはいるけれど、もっとしっかり組織体として連携を

部会」と呼んでいた部会で、今は地域の農と食を一体的に進める

とっていくべきだろうと感じた部分もあった。つまり、1 人とか

「農と食部会」。最後に、UDCK 自体の今後の在り方を考える「UDCK

2 ～ 3 人にすごく負担が集中してた状況が見られたので、その仲

将来部会」という部会がある。

間を増やさなければならない、というのが私と三牧副センター長

出口：『柏の葉国際キャンパスタウン構想』を実現するために 7
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部会を立ち上げて検討を進めており、その事務局を UDCK が担っ

きているが、「学」がなかなか変わってこなかった実情がある。

ている。清家先生が触れたように、その中でも「空間デザイン部会」

UDCK の活動が 1 つのカンフル剤となり、東京大学の関係者の意

が比較的難しい状況にあるが、これは UDCK 設立前から当地区

識も変わってきている。東京大学もオンデマンドバスやマルチモ

の区画整理事業が既に進行しており、区画整理事業自体は法に定

ビリティシェアリング等の社会実験を他機関と共同で実施してお

められた制度と計画で実施されているため、途中から計画変更す

り、東大の先生の提案に基づき、UDCK が調整役となり実施して

るのは難しい側面があるためである。ただ、ここにきて、当地区

いるものもある。社会実験のフィールドとして、大学と地域をつ

も自転車の需要が非常に増えてきた。自転車のための空間をどう

なぐことも UDCK の役割の一つである。今後もその役割はます

創り出すか。区画整理事業を計画した時点ではその当時の基準で

ます重要になっていくが、大学も単に実験フィールドとして地域

道路の断面構成を考えたが、最近、道路構造令も改正され、自転

を見るだけでなく、その社会実験の成果をこの地域に普及させる

車専用路を車道側に取るように基準が一部変わってきている。し

ような、先を見据えた実験をしていかなければならないと思う。

かし、区画整理事業の中では、基準変更に柔軟に対応しきれない

小泉総理の時代に「都市再生」が盛んに言われ、「都市再生モデ

難しさがある。そうした状況の中、UDCK がその調整役を買って

ル調査」が、多くの地方都市で実践され、大学と地域の連携活

出ようとしているが、区画整理地区における新基準や状況の変化

動が非常に活性化していった。更にその一、二歩先の姿を UDCK

への対応が一つの課題と思う。ただ、うまくいかない要因は、制

が担っていると思うが、地方でも「学」がもう少し変われば、追

度自身にもあり、国なりに制度そのものを改善していく働きかけ

随してくるところも出てくるだろう。

も必要だろう。あるいは空間が出来上がった後、利用・管理して

前田：「学」について言うならば、やはり UDCK はすごく恵まれ

いく中で、交通管理者や道路管理者と調整し、自転車対応に空間

ている。アーバンデザインや住民参加、まちづくりをトータルに

デザインを変えていく戦略も必要だろう。

1 カ所で学べる場所はなかなか無い。アーバンデザインはトータ

上野武（千葉大学教授）：2 年

ルなものだと私は授業で教えているが、「では、どこで勉強する

前から副センター長を務めて

のですか？」と聞かれることも多い。やはりこういう場だと思う。

いるが、実は開設当初から関

例えば、UDCK で学生がポスドク、あるいは修士課程のときにイ

わ っ て は い て、2006 ～ 2007

ンターンで来る形はどうだろうか。工学院大学の遠藤新准教授が

年は『柏の葉国際キャンパス

詳しいが、アメリカの大学ではデザインセンターを街中に作って、

タウン構想』を作るという大

そこに出口先生・上野先生・清家先生のように先生がいて、学生

きな目標があり、そのために

が送り込まれて、演習授業をやったり、インターンシップで入っ

千葉県・柏市・東京大学・千

てそれで単位を取得したり、そうして実技を学んでくようなこと

葉大学・三井不動産など、様々

が行われている。あるいは行政職員も例えば 2 年ぐらいは UDCK

な方がここに毎週水曜日に集

に常駐して、総合的な視点から空間に落とし込んでいくことやっ

まって議論していた。本当にフラットな会議で皆が言いたい事を

ていただくのが良いかなとも思う。「学」の中には教育、社会教

言い、まとめていったことが懐かしく思い出される。

育という意味を是非期待したい。

上野武氏

そういった中で私が思うのは、「公・民・学の連携」とは、言
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また、先ほどの UDCY の紹介の中であったことだが、UDCK で

うのは易しだが、実際には難しい。「学」が入っているから良い、

議論されたことが柏市や東葛地域の政策に結びつけられれば良い

とは言っても私自身も含めて大学人、あるいは大学という組織が

なと思う。柏市の中には、沼南・中央・北部地域があるが、役割

「一緒にやる」という意識を持って変わっていかないと駄目だろ

分担を市役所の中ではされていて、この柏の葉にどういうことを

う。日本全国の様々な大学の様々な研究室が、街に出て何かをや

期待するか。あるいは、柏市に周辺市を含めると、よく言われる

るという取り組みは非常に多いが、それをもう少し大きなパワー

政令市の議論になるが、TX のつくばと東京の中間で東葛エリア

にするには、やはり意識を変えなければならない。千葉大学の場

がどう役割分担し、連携していくのか。そのつなぎ役のような部

合は、柏の葉キャンパス駅直近に「環境健康フィールド科学セン

分を期待したいし、私もお手伝いできることは是非したいと思う。

ター」があるが、そこに属する研究者も、活動を色々紹介したり、

出口：確かに、教育の場としての役割はこれから益々増すだろう。

まちの人と一緒に活動を行う中で、その組織自体が変わってきた

キャンパスの中だけで学生を育てられるとは私も思っていない。

のではないかと思っている。東大も変わったと思う。最初は、北

UDCK のような場で学生が住民を前に発表し、ご批判いただきな

沢先生の高い目標、北沢先生の研究室の活動が少し発展した形で

がら、洗練されたアイデアが生まれ、クリエイティブな人材が育っ

あったのだと思う。それが今や、数年後に開設される東京大学の

ていく。そういう教育の場として、この “ ハコ ” という強みはある。

駅前キャンパス棟の中に UDCK を入れて、東大の看板にしても

TX 沿線や柏市全域に対して、UDCK の活動をどう発展させてい

良いのでは、という議論もみられるようになってきている。いま

くかは、今後 5 年の課題だろう。

地方都市は様々な問題を抱えているが、それを解決する一番の道

河合淳也（三井不動産柏の葉キャンパスシティプロジェクト推進

はやはり「公・民・学の連携」だと思う。首都圏から東大が郡山

部長）：UDCK は創設 5 年だが、実は三井不動産の柏の葉キャン

に行く、というやり方ももちろんあるが、近くの大学と一緒にや

パスシティプロジェクト推進部はまだ出来て 3 年半の部署であ

る仕組みを構築するネットワークが UDCK をきっかけに出来た

る。我々が現地に張り付いて様々な取り組みをし始めたは UDCK

ら良いのではないかと思う。

の後となる。ただ、三井不動産グループとしては、かつての「柏

出口：「公・民・学」の内、「公」と「民」はそれぞれ変わって

ゴルフ場」の運営もさることながら、その前の明治の開墾の時

アーバンデザインセンターの課題と将来展望

代からこの地域にはお世話に

が提唱されている。今までの郊外、特に首都圏の都心から 30km

なっている経緯もある。

圏は、ほとんどがベッドタウンばかりであったが、この地域は自

アーバンデザインセンター

立的な街を目指している。ハードルの高い話であるが、UDCK 以

を設立するにあたっては、社

外にも「TX アントレプレナーパートナーズ（TEP）」という組織

内でも色々議論があった。三

も設立され、新たな起業家を支援する取り組みも進められている。

井不動産は都市開発事業を業

TEP は、UDCK とは異なる役割として、まちづくりの拠点的な活

務として担っているが、どう

動を進めており、UDCK の空間を創る役割と、TEP の事業活動す

この地域に取り組んでいくべ

る人材を育てていくこととをまちづくりの両輪として機能させた

きか、という議論である。今

いと思う。異なるタイプのまちづくり組織と連携しながら、自立

までの郊外はベッドタウンば

した地域を創り出していくことも今後 5 年の目標になると思う。

かりであったが、大学を中心に地域創成の新たな動きができるの

斉藤威（千葉県つくばエクス

ではないか、その視点から様々な取り組みをしてきている。特に

プレス沿線整備室）：当初、駅

三井不動産としては、日本橋のまちづくりにおいては「残すもの」、

西口の区画整理事業区域の

河合淳也氏

「蘇らせるもの」、「新たに作り出すもの」という視点でそれらを

147 街 区・148 街 区 を 分 譲 す

如何につなぐか、という取り組みをやってきたが、それではこの

る時に、まちづくりの指針を

柏の葉ではどういうことができるだろうかという議論をした。例

分譲条件にしていた。このと

えば、この駅前周辺で一挙に 3000 世帯、4000 世帯という新住

きの分譲条件は「アーバンデ

民が来るので、その方々をどうつないでいったら良いかを考え

ザイン方針」と呼んでいたが、

た。そこで「まちのクラブ活動」という取り組みが始まっている。
UDCK の取り組みは、公・民・学連携のまちづくりや、この街で

それを北沢先生にお願いして
斉藤威氏

作っていただいた。その中に

の暮らしについて興味ある方が自由に入って来られるような敷居

「アーバンデザインセンターをつくる」というガイドラインを設

の低いオープンな場であるべきだと、特に民間企業の立場でも感

けていた。落札したのが三井不動産であったが、早速その取り組

じている。色んな市民活動の取り組みを、UDCK につなげるよう

みを実践していただけた。開発が始まった中でアーバンデザイン

なことをしていけたらと思う。上野先生の話にもあったが、様々

センターが作られたのではなく、開発の現場が動き始める前に

な方々と一緒に『柏の葉国際キャンパスタウン構想』を組み上げ

設立されることになった。今やっと 147 街区の集合住宅が建ち、

たことが、この 5 年間での大きな思い出である。構想では「この

駅側の 148 街区の開発も始まろうとしているが、その前に UDCK

街で実証実験をやっていくんだ」ということを共同宣言している

ができ、コミュニティづくりが進められたことは非常に感謝して

ので、この実験をどんどんこの地域に植え込んでいくことも、つ

いる。一方で県にはもう一つ役目があり、この『柏の葉国際キャ

なぎ役としての UDCK の役目かなと思う。

ンパスタウン構想』を作ってきたという経緯である。東大総長、

我々も今、この街で自分達がどういう位置にいるかということ

千葉大学長、県知事、流山市長、柏市長で会談・セミナーをやっ

は、正直分かってはいない。知らないところで様々な取り組みが

ていた中で、地域の目指す目指す姿をまとめる必要があるという

出てきており、むしろそれが良いことだとも思う。私も北沢先生

ことで、『柏・流山国際学術都市構想』という TX 沿線のまちづ

に 5 年前に「3 ヶ月以内にこのセンターを立ち上げるので協力し

くりの考え方がまとめられた。その後、この柏の葉エリアでは『柏

ろ」と言われたが、その時に非常に印象的だったのが「マスコラ

の葉国際キャンパスタウン構想』を大学や地域の方々と一緒に作

ボレーション」という言葉であった。今までは 1 対 1 の関係し

ることとなった。

かなかったが、皆が N 対 N の関係を作りたい、公・民・学の連

構想を作った後、県の財政状況も良かった頃は、モデル事業に

携だ、と。私も最近 5 年目にしてやっと実感できるようになっ

対する支援や、担い手を育てる事業の支援もさせていただいた。

てきた。昨日内閣府で環境未来都市のプレゼンテーションで、秋

今は『柏の葉国際キャンパスタウン構想』を生んだ “ 親 ” が皆様

山市長も「産官学ではない。あくまでも地域の方が主体で、地域

に推進をお願いしている部分があり、大変心苦しい所もあるが、

で活動している協議会や NPO が主体で、その方々も含めて公・

この構想がフォローアップされていく姿を見るのは皆喜んでいる

民・学である。個人から企業関係者まで全て、フラットにつなが

ところである。また今は、区画整理事業を進めていく中で「空間

るのがここの仕組みである」と言われていた。ここで会議をすれ

デザイン部会」に係る部分で、インフラをどう良いものにしてい

ばするほど、どんどん閉じた世界になっていくとも思うので、で

くか、基盤整備の中で関わらせていただいている。デザインその

きるだけ外側から口出ししていく役目も必要ではないか、そうい

もののアドバイスもあるが、そのデザインを市民に伝える部分で

う役目も担っていきたいなとは思っている。やはり各地域で特徴

も UDCK にはご支援いただいている。我々もこういうセンター

を出しながら、公・民・学連携というスタイルが広まっていけば

に足繁く通う中で、考え方も少し変わってきたし、動き方も少し

良いと思う。社内でも当初は「アーバンデザインセンター」とい

迅速になったかと思う。我々もここで勉強させていただいてい

う言葉は全く認知されていなかったが、やっとこの頃認知される

る、教育を受けているという感覚はある。今後もこういう組織と

ようになってきた。UDCK がある、UDC シリーズがある街といっ

運営が続いていくなかで積極的に参加していきたいし、できるこ

た形でこの街が認知されていけば良いと思っている。

となら我々も何か物申して、世の中の仕組みを変えていくために

出口：公・民・学の連携とは別の言葉で「マスコラボレーション」

も UDCK を利用させていただきたいと思う。
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出口：元々は千葉県が主体になり、最初の卵を産み落としていた

こんぶくろ池の審議会からス

だいたが、私の印象では最近は “ 守り ” に回ってしまわれたよう

タートしており、あるいは桜

な…是非、“ 攻め ” の姿勢で積極的にご参加いただきたい。

並木計画で安藤先生や上野先

奥山勤也（柏市北部整備課長）
：

生とご一緒させていただいた

4 月からこの街の区画整理事業

り、 地 域 の 中 で の 都 市 景 観、

の担当課長になったこともあ

自然環境からスタートしてい

り、これからの期待を中心に

る市民の一人である。いま総

お話ししたいと思う。これま

合計画の中では、北部・中央・

で UDCK のまちづくりは、日

奥山勤也氏

南部と市内 3 つのエリアがあ

本をリードする大学の先生や、

綱野敬司氏

企業が先導する形でまちづく

く地域の協議会が成立するエリアだと思っている。総合計画審議

り提案などが進められたと思

会を通じて感じているのは、前に進むということが少ないエリア

う。当初は先端性や、あるい

ではないかと思う。「前に進む」というのは色々な意味で、ダメ

は実験・研究のためのフィールドといったように捉われたケース

でもいいから前に進むこと、その「プラットフォームとなる」と

もあったかと思う。我々行政が付いていけない、制度的にもつい

いうことは UDCK のキーワードになると思う。UDCK に来れば

ていけない部分もあり、色々なギャップや悩んでいるところも正

様々なことが分かるし、教えてもらえるし、情報発信もしてい

直ある。現在でも、どうやってこの街を管理、メンテナンスして

る。そういった点で言えば、アーカイブについて、今は大学の講

いくのかといったご意見もあると思う。そういったなか、特に今

義でもインターネットを使った配信もあり、外に対して発信する

年のエポック的なことは「柏の葉キャンパス駅前まちづくり協議

ことを UDCK の役割としてもっていただきたい。また、一番切

会」が設立されたことだと思う。これまでも「ふるさと協議会」

に願いたいのは、これは問題提起でもあるが、柏在住の勤め人が

の方々も参画されているが、まちづくり協議会には企業だけでな

どこまで柏の街を良くしようと思っているのかと言うと、ほと

く、地域に住んでいる方も関わり、今後は大学の方々も加わって

んどいないのではないかと思われる。まちづくりスクールの第 2

いくと思う。それが実際にはソーシャルキャピタルが根付く事に

回目で私が新住民と旧住民の融合をどう図るべきかプレゼンした

もなり、街づくりが進むことに対して、市民の視点で評価がされ、

ときに、北沢先生からもそういった方向でやっていきたいとおっ

更に改善されていくというスパイラルアップが期待できるかと思

しゃっていた。柏に住んでいる “ 都民 ” に対して UDCK がマグネッ

う。そういった基盤が出来た上で期待しているのがエリアマネジ

トになって、もう一度柏の良さを伝えて欲しいと思っており、そ

メントである。代表的なところは汐留、大丸有、商店街の活性化

ういった情報発信をぜひ一緒になってやっていきたいと思ってい

の取り組みで、これらは商業ベースで売り上げという形でペイさ

る。

れて成立している方法論だと思う。一方で、柏の葉のエリアマネ

出口：ラットフォームとしての機能を強化する上で、アーカイブ

ジメントは、生活環境や暮らしをデザインするといった取り組み

として記録をきちんと取り、それを情報発信していくべきとのご

ではないかと思う。生活の質を高めるという話は個々にはあるが、

意見をいただいた。出来上がった成果だけでなく、活動プロセス

まちの環境を誰がどう使って、経費をどう賄うのかという部分が

も記録を取り、発信した方が、他の地域にとっても参考になると

非常に課題だと思う。そういう意味では、我々のような公的セク

思う。かなりマンパワーの要ることだが、是非、皆さんに色々お

ターの支援がどうできるか、我々が頑張らなければならないかと

手伝いいただきながら実行できればと思う。

思う。そういう意味で、UDCK は “ 新しい公共 ” を生み出してい

小 山 田 裕 彦（UDCK デ ィ レ ク

く基盤、装置だと思う。これは鳩山政権が言った「新しい公共」

タ ー）：UDCK の 活 動 の 中 で、

ではなく、こういった皆が参加する場という意味での “ 新しい公

ちょっと系統が異なるのが

共 ” と、もうひとつは、公共空間をどう使っていくかということ

アートプロジェクトだと思う。

を実験する場だと思っている。道路も、ただ自動車が走るのか、

5 年前に言われたのが「上質な

それとも自転車が走るのか、あるいは移動のための空間だけでは

コミュニケーションを生み出

ない使い方があるのではないか、というように。調整池も、ただ

す」ことが我々のミッション

雨水を溜めるものだけではなくて、地域の新たな資産、財産とし

である、と。最初に「未来観

て使えるのではないか、と。そういったものも考えられる場所で

18

るが、更に言えばかなり細か

測」という、未来を五感で感

はないかと思う。そういった中で、BID のようなお金が調達でき

小山田裕彦氏

る仕組みや、みんなが参加できて統括できるような仕組みだとか、

の後はピクニックイベントをやったり、「ピノキオプロジェクト」

我々も一緒になって考えていきたいと思う。

を開発したり、「マルシェ・コロール」を開発したり、「はっぱっ

出口：公共空間のマネジメントを強調していただいたが、後ほど

ぱ体操」を開発したりと、前半 3 年間はアートの分野でできる

触れる今後の活動方針案の中にご指摘の内容は含まれているので

ことをまず見てもらうことを進めた。2009 ～ 2010 年の 2 年間

後ほどご紹介したい。

は、感じてもらった事を地域の方々と一緒にやるということを目

綱野敬司（柏市民）：私自身、市の総合計画の審議委員を 2 回務

指し、アーティストを隣人として迎え入れるプロジェクトをし

めさせていただいており、またこの地域への思い入れとしては、

た。2011 年以降は、今度は住民の力で自立してやっていけるよ

じるプロジェクトを行い、そ

アーバンデザインセンターの課題と将来展望

う、仕組みを考えている。我々のアートプロジェクトの方針・テー

ニケーションがとれることを体感してもらう、というプロジェク

マは「まず自分でやる」ということにある。アートというのは、

トを展開している。自由で美しく、それぞれのプロジェクトに関

非常に開放的でなければならない。この地域のまちづくり、もし

わった人に色んな事に気づいてもらう。気づきに満ちた街であっ

くは UDC シリーズには「外に開かれた」というコンセプトがあ

て欲しい。この 3 つをテーマにプロジェクトを展開している。5

るが、それと同じくしてアートも開放的でなければならない。も

年間で様々なプロジェクトが起こっているが、来春には新設小学

うひとつ重要なのは、美しくなければならない。まちづくりもそ

校ができるということで、アートプロジェクトのチームは大変期

うかもしれないが、色々やり始めると、ごちゃごちゃに様々な要

待をしている。「五感の学校ワークショップ」を 5 年前からこの

素が付いてくる。我々は「アーティスト」と「デザイナー」とい

街の子供達と一緒にやってきており、UDC シリーズの感覚を体

う 2 種類の役を使い分けている。「アーティスト」は凡人には気

で感じた子ども達が育っている。「公・民・学連携」の「学」の

づかないことを発見してくれる役目として、プロジェクトに入っ

部分は非常に大事だし、「ピノキオプロジェクト」も「子どもを

てもらう。「デザイナー」は削ぎ落とすのが上手な人で、要らな

街で育てよう」をテーマに実施してきている。この社会がちゃん

いものを見つけて綺麗にシェイプアップして、仕上げていくこと

と学びの場を理解して、学びの場を作る。大人も子どもの為に支

期待してプロジェクトに入ってもらっている。アートプロジェク

援するまちづくりであって欲しいと切に思う。

トの中で、住民と一緒にやることによって、住民に気づいてもら

出口：UDCK の強みの一つは、アートの分野を含めてマスコラボ

う。どういうことがセンスの良いことか気づいてもらう、コミュ

レーションしていることだと思う。

② UDCK の今後５年の活動方針の提案
出口：本来なら、十分な時間を取り、ゼロから会場のご意見を整
理し方針を作成したいところだが、時間も限られているので、関
係者と事前に議論し、UDCK の今後 5 年間の活動方針案をまとめ
ている。第一部でご指摘いただいた意見を含めて先ほど修正した
が、お気付きの点があればご指摘いただきたい。
UDCK が設立後 5 年間の活動を続け、既に課題も見えてきてい
る。その課題を乗り越えるために、UDCK が今後どのような活動
をしていくかについて、まず基本的考え方を整理した。UDCK に
は当初、「シンクタンク機能」、「プラットフォーム機能」、「情報
発信機能」の 3 つの機能を担うとされた。ただ一方で、最近、個々
の住民グループの活動が非常に活発になってきており、UDCK の
スタッフも活動マネジメントにかなりの時間を割かれ、シンクタ
ンク機能や情報発信機能が若干疎かになってきている部分もあ
る。そういう部分を改めて強化していきたいが、そのために、大

今後都市開発が進んだ際には、自動車に依存した地域の利便性は

きく 5 つの方針を立てている。

どうなってしまうのか。駅前でありながら、大量の駐車場が建設

1 つ目が「テーマ別戦略の立案と推進」である。これまで東大・

され続けることで良いのだろうか。自動車に過度に依存しない地

千葉大が中心になり、色々な社会実験が行われてきたが、その社

域を創るべきであり、都市構造をうまく活かした交通戦略を策定

会実験が果たして地域の発展に対してどういう意味があるのか、

し、その下で効果的な社会実験等を実践していくべきである。ま

やや分かりにくくなってしまったとの反省もある。今後は、個々

た、千葉大学には、植物工場に関わる最先端の専門の先生方がお

の社会実験の意義やまちづくりの中での位置づけを明確化して実

り、食と健康をテーマにした様々な実験が行われている。柏の葉

施する必要がある。また、交通等の社会実験を多く実践してきた

と周辺の農地、農家をつなぐことで豊かに暮らせる仕組みを戦略

が、全体として取り組みが地域社会をどういう方向に向かわせよ

として考えていく必要がある。

うとしている実験なのか、改めて問われ始めている。改めて「柏

2 つ目は「大学の社会連携・社会実験の支援強化」である。こ

の葉国際キャンパスタウン構想」という上位目標と、社会実験等

れから益々社会実験が増えていくと思われるが、戦略を立てた上

の実践活動との間をつなぎあわせる戦略が必要である。そこで、

で、その戦略の中に実験を位置づけながら、更にレベル高い実験

エネルギー、交通、食・健康といったテーマ別の戦略を策定して

を実施するような環境づくりをしたい。前田先生からも、大学の

いきたい。エネルギー分野についても、三井不動産を中心に「ス

教育活動の役割をもっと強化・重視していくべきとのご指摘が

マートシティ構想」に取り組まれているが、柏の葉ならではのエ

あったが、大学の教育活動を含む知的活動の支援と場の提供にな

ネルギー戦略を専門家も含めながら策定し、共有していく必要が

るという方針である。

ある。交通分野にしても、ITS 協議会が活発に活動され、様々な

3 つ目は「エリアマネジメントの推進」である。柏の葉キャン

実験や調査がされているが、一方で別に動いている交通社会実験

パス駅前では、まちづくり協議会が既に設立されたが、UDCK も

もある。全体を鳥瞰して、柏の葉ならではの交通戦略を立て、共

積極的に関わり、地域社会の実情に合ったエリアマネジメントの

有する必要がある。既に国道 16 号線はパンク状態であり、更に

仕組みと方法を研究し、駅を中心とした街のエリアマネジメント
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のモデルづくりを進める牽引役になるという方針である。

また、現在 UDCK は任意団体として活動してきたが、活動方

4 つ目が一番大きな課題かもしれないが、「空間デザインマネ

針に則して様々な事業を実施できる体制を整えるため、一般社団

ジメントの実践」である。区画整理事業が進行する中、公共空間

法人を新設したいと考えている。現在、関係者と調整中で、準備

をどうデザインし、緑化し、使いこなしていくのかという課題が

を進めているが、年内には一般社団法人を設立し、事業を受託、

ある。公共空間の高質化ということは、北沢先生も盛んにご発言

実施できる体制を創りたい。ただし、任意団体としての UDCK

されてきたが、高質化に向けて UDCK は専門性を発揮し、様々

の良さもあるので、現在の任意団体を残しながら、別途、法人

な事業に関わっていくとの方針である。

格を持つ UDCK を新設することにしたい。是非、皆様のご理解、

5 つ目は「国際化の推進」である。海外からの視察も増えてき

ご協力をいただきたい。以上の方針案にご賛同いただけますで

たが、UDCK のホームページも基本的に日本語のみであり、国際

しょうか。

対応していきた。前田先生をはじめ海外のアーバンデザインセン

（一同拍手）

ターの調査を通じたネットワークを活かしながら、「柏の葉国際

出口：ありがとうございます。会場の皆様からご賛同いただいた

キャンパスタウン構想」の名前に恥じないよう、UDC を国際展

ということで、更に具体的な活動計画は、今後スタッフと相談し

開させるためにも、海外への情報発信を強化していきたい。以上

て策定するが、この方針に基づき、これからの 5 年の活動を進め

が、これまでの 5 年間の活動を踏まえた、これからの 5 年間の

ていきたい。

活動方針案である。

まとめ「UDC AGENDA 2011」
コーディネイト：出口敦（UDCK センター長、東京大学大学院新領域創成科学研究科教授）
出口：最後は、「UDC AGENDA 2011」の案について説明させて
いただき、意見を頂戴しながら、この UDCK5 周年記念の第 2 回
アーバンデザインセンター会議の成果として AGENDA をまとめ
たい。この AGENDA の素案は、スタッフと協議しながら作成し、
パネルディスカッションで登壇いただいた方々にもメールで事前
確認をいただいている。
これまで、地域主体のアーバンデザイン推進拠点が兼備すべき
基本的考え方が明文化されていなかったので、創設者の北沢先生
のお言葉やこれまでの UDC の活動の基本的な考え方を基に素案
を作成したので、本日皆様にご確認いただきたい。また、全国か
ら多くの方が UDCK に視察にお越しになり、非常に良い仕組み
なので是非我々の街にも創りたいという問合せが増えている。一
方、北沢先生も UDC をビジネス化していきたいと言われていた
が、そのためには、専門家を育て、UDC を増やしていかなけれ

UDCK は、「柏の葉国際キャンパスタウン構想」の中に目標を明

様々な考え方のセンターがあるので、我々独自の考え方に基づく

確に謳っており、緩やかなネットワーク組織を創っている。明確

センターの定義を提示する必要がある。AGENDA のもう 1 つの

な目標と目標実現に向けた戦略をきちんと持つことが必要であ

目的として、UDC の定義と条件を明示し、この条件に賛同した

る。達成度を検証しながら、着実に目標の実現を推進していくこ

地域の新たな拠点や既存の拠点に「UDC」の名称を冠したセン

とである。

ターになっていただき、仲間を増やして、ネットワーク化してい
き、UDC を全国展開していく意図もある。

3 つ目は「常に具体のフィールドで活動する」である。地域の
発意による生き生きとした活動を大切にする。これも北沢先生の

大きくは 8 点項目を挙げている。

言葉で「まず活動からだ」と。活動を集めていくのが UDCK だ

1 つ目は「公・民・学の連携の拠点となる」である。「公」に

との発想だが、地域の中に活動の場を持ち、現場のフィールドの

は新しい意味があり、行政だけでなく NPO も含んでいる。「民」

中に課題を見つけ出して、具体的な目標と目的を設定し、地域に

にも、住民と企業といった意味がある。「学」についても、次従

密着した実践的な活動を進めることで、多くの活動を効果的に連

来の「産官学」の「学」は学識者や研究機関として捉えられてき

動させていく。地域に密着した活動を基本とすることである。

たが、UDCK では学生達も各種実行委員に入り、主体的に活動に
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2 つ目は「明確な目標と戦略を打ち立て実行する」である。

ばならない。全国に「まちづくりセンター」という施設は多く、

4 つ目が「都市空間のデザインを担う専門家が主導する」であ

参画してきており、そういった新しい意味の「学」を考えている。

る。質の高い都市空間を創り出す事がアーバンデザインの基本で

それらが連携したネットワークを基本とする拠点になるというこ

あり、そのためには専門家が必要で、UDCK には三牧・副センター

とである。

長をはじめ専門家がスタッフとして常駐している。アーバンデザ

アーバンデザインセンターの課題と将来展望

インに関わる専門家が主導的立場でリーダシップを発揮し、市民・

く。UDC の「見える化」あるいは「見せる化」ということの基

行政・関係者と共にプロジェクトを企画・立案・調整しながら高

本的な考え方である。オープンな組織と拠点であり続けるという

質な都市空間のデザインを推進する。

ことである。

5 つ目が「新しいアイデアに挑戦し続ける」である。先ほど鈴

最後に 8 つ目は「UDC ネットワークを全国へ、そして世界へ」

木伸治先生が言われていたが、志のある地域の方々の発想が大事

である。本日、来場の皆様の協力を最も必要とする部分でもある

である。社会がシュリンクして、行政がなかなか夢を語れない、

が、タイプの異なる 4 つの UDC が既にあることは大変な強みで

アイデアを出せない時代になってきてしまった。地域の志のある

ある。各タイプのいずれかに類似した課題を持つ地域が全国には

人の夢やアイデアを育て、それを磨く事によって、洗練された地

沢山あるが、各タイプに対応した UDC のノウハウを伝授して、

域を創り出していく。そういう拠点になっていくということであ

この基本的な考え方に則した UDC を各地につくって頂き、輪を

る。

広げていきたい。出来れば、UDC をビジネスモデル化して、専

6 つ目は「一人一人が活動をエンジョイする」である。やは
り楽しみながら活動しないといけない。苦しみながらやるのは
UDC ではない。同時に「人」が何よりも地域の財産だというこ

門コンサルティングの開拓につなげていければとの意図もある。
以上が素案であるが、ご賛同いただけるでしょうか。
（満場の拍手）

とである。個人から見ると、楽しみながら参加して、活動を通じ

出口：ありがとうございます。この素案が本会議の AGENDA と

てネットワークを広げることであり、地域から見ると、それは同

して採択された証として、ご賛同いただいた個々の参加者に後

時にまちづくりの担い手を育成していくことになるという考え方

ほどご署名いただくことにしたい。署名も含めた AGENDA は、

である。

UDCK の 5 周年記念の成果品として飾らせていただくこととす

7 つ目は「最新の情報を広く公開し、共有する」である。活動
成果は、皆で共有しなければ意味がない。また、最終成果だけで
なく、活動の過程や活動を通じて得られた知見を情報発信してい

る。ご登壇の方々、皆様に厚く御礼申し上げたい。ありがとうご
ざいました。
（了）
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これからの UDCK 2011

―今後 5 年間の活動方針―

UDCK は 2006 年の設立以来、5 年間にわたり、公・民・学連携の要として、アーバンデザインに関わる多
くの地域活動をつなぎ、新しい活動の芽を育ててきました。これまでの 5 年間の実績と蓄積を活かし、「柏
の葉国際キャンパスタウン構想」に基づきながら、UDCK に課せられた 3 つの役割を一層担うべく、以下の
方針に基づき、これからの 5 年間に向けた活動を推進していきます。

【UDCK の 3 つの役割】
Ⅰ．知の連環により新たな都市像を研究・提案するシンクタンクとなること
Ⅱ．多様な主体を結び付けてアーバンデザインの実現を図るプラットフォームとなること
Ⅲ．取り組みや成果を市民・全国・世界に向けて情報発信すること

１．テーマ別戦略の立案と推進
構想に掲げた目標の実現に向け、エネルギー、交通、食・健康等の自律都市モデル実現に必要なテーマ別
の「戦略」を、大学や専門家の力を活かしながら関係機関と協力して策定し、公・民・学の連携により実
行していきます。更に、UDCK は構想の推進を担うディレクターとしての立場を明確にし、戦略の立案過
程を通じて、地域密着型シンクタンクとしての調査・分析機能を強化していきます。

２．大学の社会連携・社会実験の支援強化
大学が進める最先端の地域連携事業や社会実験等を実施する上で必要な環境整備や大学と地域社会の間の
調整を担い、大学が有する最先端の知識・技術の応用・実践や普及活動と地域の生活をつなぐ UDCK の
機能を強化していきます。更に、柏の葉をフィールドとする様々な分野における大学の教育活動を含む知
的活動を支援していきます。

３．エリアマネジメントの推進
これまでの 5 年間の実践から生まれてきた地域の主体的活動や公・民・学のネットワークを活かし、地域
が主体となり、地域の価値を創造・維持・発展させる自律的なエリアマネジメントの仕組みを構築してい
きます。そのために、柏の葉の実情に合ったエリアマネジメントの形態や仕組みの研究を進め、実践を主
導すると共に、地域の持続的な活動を支援していきます。

４．空間デザインマネジメントの実践
良質な都市空間形成に向け、柏市の景観行政における UDCK の役割を明確にすると共に、柏北部地域に
おける都市空間デザインに係る検討や助言、一般の建築活動に係る相談や協議、市民や地権者の間の合意
形成の支援、学習プログラムや啓発事業など、優れた空間デザインに係る事業を総合的に担っていきます。

５．国際化の推進
情報提供や各種サービスの国際対応などについて、関係機関と連携しながら、柏の葉の国際化を推進しま
す。柏の葉の先駆的取り組みに関する海外への情報発信を強化し、世界各地のアーバンデザインセンター
との情報交換や意見交換を積極的に進めていきます。

以上の活動方針の下、様々な事業を実施できる体制を整えるために、社団法人格を有する事業部門を新設し、
公・民・学連携を更に活発に推進していきます。
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UDC AGENDA 2011
UDCK 設立 5 周年の節目を迎え、私たちは “UDC” が今後も兼ね備えるべき基本的考え方をここに記し、
新たな時代における地域主体のアーバンデザイン推進拠点の発展に協力して取り組んでいきます。
１．公・民・学連携の拠点となる
行政、NPO 等を新しい「公」に位置づけ、地域の社会・経済活動の推進力と中心的担い
手となる住民、企業等が「民」として参画し、専門家や学生を含めた創造のエンジンとな
る大学等の教育研究組織が「学」として協働する公・民・学の連携ネットワークを基本と
する組織の拠点となり、アーバンデザインに関わる活動を推進していきます。

２．明確な目標と戦略を打ち立て実行する
アーバンデザインには目標と戦略が必要です。拠点としての活動を進めるに当たり、主体
となる関係者が共同で明確な目標と戦略を策定し、活動の拠り所として共有し、その達成
度を検証しながら着実に目標の実現を推進していきます。

３．常に具体のフィールドで活動する
地域の発意による生き生きとした活動を大切にしていきます。地域のフィールドの中に活
動の場を持ち、フィールドの中に課題を見つけ出し、具体的な目標と目的を設定して、地
域に密着した実践的な活動を進め、多くの活動を効果的に連動させていきます。

４．都市空間のデザインを担う専門家が主導する
質の高い都市空間を創ることがアーバンデザインの基本です。常に優れた都市空間像の実
現を目指し、アーバンデザインに関わる専門家が主導的立場でリーダーシップを発揮し、
市民、行政、関係者と共にプロジェクトを企画、立案、調整しながら、高質な都市空間の
デザインを推進していきます。

５．新しいアイデアに挑戦し続ける
地域はアイデアの宝庫です。大学の専門家や学生はもとより、地域の志ある人々の発想に
よる課題解決のための斬新かつ実現可能なアイデアの実施に挑戦し、皆で夢のあるアイデ
アを磨いていくことを通じて、知的で洗練された地域を創り出していきます。

６．一人一人が活動をエンジョイする
人は何よりの地域の財産です。子どもから大人まで、また市民から実務者・行政職員まで、
地域に関わる様々な立場の人々の交流を進め、共に学び合い、一人一人が活動を楽しみな
がら参画し、楽しい活動を通じてネットワークの輪を広げ、担い手を育成していきます。

７．最新の情報を広く公開し、共有する
活動の成果は皆で共有しないと意味がありません。活動の過程や成果、活動を通じて得ら
れた最新の情報を収集し、分かりやすく整理した上で、速やかに一般に公開することで、
常にオープンな組織と拠点であり続けます。

８．UDC ネットワークを全国へ、そして世界へ
UDC の考え方や活動の成果は、様々な地域にも応用していくことができます。私たちの
中だけに留めておくのではなく、全国へ、そして世界へと拠点の輪を広げ、UDC のネッ
トワークを拡充していきます。
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