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開催実施記録 

平成２５年度柏市景観まちあるき「柏の葉」 
キャンパスタウン・ウォッチング～心地よい景観・まちなみを考える～ 

主催：柏市 

共催：柏の葉アーバンデザインセンター 

１．趣旨 

景観を形づくる具体的なポイントを学び、さらに実際の街並みを感じることにより、景観を見る

意識、読みとく力を養い、地域の景観づくりを推進する目的で、平成２２年度より市主催事業とし

て実施してきている。 

さまざまな年代や立場の方々から出された異なる意見を今後の景観施策に反映させることも、本

企画の目的としている。 

今年度は、柏市北部地域において、市の第２の都市拠点として大規模開発が進行中の「柏の葉エ

リア」を対象に実施した。 

柏の葉エリアは、ＴＸ柏の葉キャンパス駅前街区では高度に集積した都市機能整備が目下急ピッ

チで進むなか、そこから一歩離れた周辺部には既にまとまった良好な街並みや公園等が整備されて

いたり、現在区画整理事業が施行中の区域においても豊かな生態系の残る貴重な緑地の保全や新た

な緑・水辺の創出が目指されている。本エリアに係る地域構想『柏の葉国際キャンパスタウン構想』

には、そうした既存資源や整備予定の環境資源を結ぶ「学園の道」・「緑園の道」が位置づけられて

いるが、その両軸を中心に、日々変わり続ける柏の葉エリアのまちなみの魅力と課題を「心地よさ」

をキーワードに見つけて歩くことを本年の景観まちあるきの主目的とした。 

なお、今年度は対象地が柏の葉エリアということもあって、柏の葉キャンパス駅前に拠点を置く

柏市指定景観整備機構「柏の葉アーバンデザインセンター」と市担当課とで連携しながら本企画を

実施した。 

２．実施総括 

天候にも恵まれ、アットホームな雰囲気でまち歩きを実施することができた。 

柏の葉キャンパス駅前を起点に地域を巡るコースを２回に分けて設定したが、時間の制約上、駅

南側は今回のコースからは外している。駅南側を巡る機会については、都市開発の進捗に応じて実

施を検討したい。 

「景観まちあるき」は、まちづくりの進捗状況を知ってもらうだけでなく、市民・来街者の視点

から景観まちづくり等への意見を収集する機会としても活かしていくべきである。各種調査・検討

などまちづくりの各段階における意見収集と合わせて、適切な意見収集手法の研究が望まれる。 
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３．実施概要 

３-１ 第１日目「学園の道」を歩く 

「学園の道」を歩く 

日時：平成２５年１０月１９日（土）９時３０分～１２時３０分 

参加：一般参加１０名（事前申込１２名、キャンセル２名） 

 

①当日の進行スケジュール： 

09:15 ～ 09:30 参加者受付 

09:30 ～ 

 

～ 

 

 

09:50 

開会あいさつ 

概要説明（趣旨、まちあるき行程） 

ミニレクチャ（柏の葉エリア概況、まちあるきのポイント） 

09:50 ～ 10:00 出発準備（トイレ等） 

10:00 

 

 

～ 

 

 

 

 

 

 

～ 

 

 

 

 

 

 

 

11:30 

ＵＤＣＫ 出発 

（概ねの経由時間） 

10:10 千葉大学柏の葉キャンパス 

10:25 柏の葉１丁目付近 

10:40 柏の葉公園 

11:00 柏の葉公園通り（税関研修所付近） 

11:10 東京大学柏キャンパス（調整池付近） 

東大柏キャンパス環境棟 到着 

   (休憩) 

11:40 

 

12:30 

～ 

 

～ 

12:15 

12:30 

 

グループ別意見交換 

意見交換結果の発表、総評 

アンケート記入、解散 

 

②当日のようす： 

   

 ▲開会あいさつ（柏市都市計画課長） ▲概要説明（ＵＤＣＫ：岡本ディレクター）  
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 ▲柏の葉キャンパス駅：西口駅前広場 ▲千葉大学柏の葉キャンパス 

   

 ▲柏の葉一丁目景観重点地区 ▲県立柏の葉公園 

   

 ▲柏の葉公園通り ▲東京大学柏キャンパス 

   

 ▲グループ別意見交換 ▲意見交換結果の発表  
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③意見交換概要： 

 良い点 悪い点・疑問点など 

駅西口 

駅前広場・駅前線 

◎新しい都市デザインに期待。 

◎車道を狭める事が良い。 

×赤ちょうちん等賑わい要素が足りない！ 

×ららぽーとの壁面が平面的。 

×街全体が夜暗い。夜景づくりが必要。 

×建設中だからか圧迫感がある。 

千葉大学 

柏の葉キャンパス 

◎空の広さと緑が美しい。 

◎オープンな農場があることが良い。 

◎構内を通過できるのは有り難い。知らない

人が多いのでは？ 

×都市軸道路を渡らないと入れる雰囲気を感

じられない。案内が足りないのでは。 

×管理と快適性・利便性とのバランス。土日

に通過できないのは残念。 

×柏の葉高校裏側が敷地内通路に面してい

る。もう少し千葉大側から見た表情を意識

すべきでは。 

柏の葉住宅 

（柏の葉一丁目 

 景観重点地区） 

◎区画道路が安心して歩きやすい。 

◎隅切り部にシンボルツリーがある箇所。 

◎門・生垣が揃っている。道の両側で調和。 

・統一感があるが、住民はどう思っている？ 

・建替が進んで街並みがどう変わるか？ 

柏の葉公園 ◎年月を経て、落ち着きがあって良い。 

◎水と緑のある風景。 

◎10月の爽やかな秋風のなか、公園散策を楽

しめた。 

◎樹木がバラエティに富んでいる。 

◎人も景観構成要素の一部である。色んな人

が集える場所が良い。 

×公園南側道路は木が繁りすぎて暗い。 

×西側調整池周囲の良好な環境があまり知ら

れていないのでは。 

×広すぎて内部構成がわかりにくい。 

×交通の便が悪い。100円バスのような循環バ

スがあればもっと行きやすくなる。 

×公園周りの道路は、東大前で緑が相対的に

少ない。 

・憩いの場所としてもっとＰＲを。 

柏の葉公園通り 

（葉山十余二線） 

◎道幅が広く、歩きやすい。 

◎街路樹と国立がん研究センターの中の植樹

が調和して良い 

◎街路樹が途中で切り替わるのが良い（画一

的でない）。 

×自転車と歩行者の通行帯の明示化が必要で

はないか。 

×ストリートファニチャ（ベンチ等）を活用

しにくいのでは。 

東京大学 

柏キャンパス 

◎柵が無いオープンなつくり。 

◎シンプルで分かりやすい空間構成。 

◎緑と調和した調整池。こんぶくろ池公園と

のつながりをいかしたい。 

×周辺施設との空間的なつながりがない。 

×無機質な空間。 

その他  ×良い環境を楽しむための情報案内が足りな

い。 

×北連絡線（柏の葉公園側）は、街路樹はき

れいだが、沿道は殺風景。 

×バスと鉄道との接続が良くない。 

 

   

 ▲グループ１：意見交換結果 ▲グループ２：意見交換結果  
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３-２ 第２日目「緑園の道」を歩く 

「緑園の道」を歩く 

日時：平成２５年１１月２日（土）９時３０分～１２時３０分 

参加：一般参加１３名（事前申込１７名、当日キャンセル５名、当日参加１名） 

 

①当日の進行スケジュール： 

09:15 ～ 09:30 参加者受付 

09:30 ～ 

 

～ 

 

 

10:00 

開会あいさつ 

概要説明（趣旨、まちあるき行程） 

ミニレクチャ（柏の葉エリア概況、まちあるきのポイント） 

10:00 ～ 10:10 出発準備（トイレ等） 

10:10 

 

 

～ 

 

 

 

 

～ 

 

 

 

 

 

11:20 

ＵＤＣＫ 出発 

（概ねの経由時間） 

10:25 ２号調整池 

10:45 パークシティ柏の葉二番街 

10:55 １号近隣公園 

こんぶくろ池公園管理事務所前 到着 

   (休憩) 

11:40 

 

12:30 

～ 

 

～ 

12:15 

12:30 

 

グループ別意見交換 

意見交換結果の発表、総評 

アンケート記入、解散 

 

②当日のようす： 

   

 ▲開会あいさつ（ＵＤＣＫ：三牧副センター長） ▲概要説明（ＵＤＣＫ：岡本ディレクター）  
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 ▲「緑園の道」入口：西口駅前広場 ▲調整池遊歩道（デッキ部）：２号調整池 

   

 ▲京葉銀行柏の葉キャンパス支店：柏市都市景観賞 ▲Green Axis（ＰＣ柏の葉二番街：柏市都市景観賞） 

   

 ▲１号近隣公園（交差点対面より基本計画の解説） ▲こんぶくろ池公園の管理･整備を担うＮＰＯより概要説明 

   

 ▲グループ別意見交換 ▲意見交換結果の発表  
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③意見交換概要： 

 良い点 悪い点・疑問点など 

柏の葉キャンパス 

駅周辺 

 ・駅前に東口方面の案内図が欲しい。 

・現在暫定利用されている農園（暫定土地利

用）は、149街区が本整備された後も何らか

の形で残していくことはできないか。 

・今後周辺人口が増えるので、TX高架下駐輪

場は２階建にして収容力を増やすべき。 

２号調整池 

＋周辺街区 

◎水/草/鉄道高架が一体になった独特の景観 

◎調整池遊歩道、歩いていて気持ちが良い。 

◎あまり手を加えず自然要素を街の中に残し

調和させていく姿勢・取り組み。 

⇒周囲の理解・努力も必要だろう。 

・駐車場として暫定利用されている市有地と

の調和が気になる。 

×周辺の土地活用が進んでおらず寂しい印象 

⇒土地活用の事前協議の仕組みが構築

される事を期待したい。 

京葉銀行 柏の葉キ

ャンパス支店 

 ×建物自体は良いが、屋上に枯れた草木が見

えたのは残念。屋上緑化は必要ない？ 

・京葉銀行に隣接して建てられる駐車場建物

がむき出しにならないような工夫を。 

パークシティ 

柏の葉二番街 

◎住民が増えて存在感が出てきた。 

◎敷地内通路は、緑をできるだけ取り入れて

いる。人工的な景観でも印象が良い。 

×色合いが寂しい。木の組み合わせがマッチ

していない？ 

・周辺住民が増えた後の敷地内通路通行マナ

ーが心配。（自転車・ゴミ・犬の散歩など） 

１号近隣公園 ◎自然公園に期待。緑が多くて良い。 ・交差点を挟んだつながりを工夫したい。 

公園周辺街区  ×自然林と隣接しているホテルの外観 

⇒自然環境と調和した宿泊施設にすれ

ば良いのでは？ 

・建物の棟方向がバラバラにならない配慮 

こんぶくろ池公園 ◎野馬土手など古くからの遺構が残る。 

◎貴重な自然資源を将来に残していきたい。 

⇒あまり手を加えず残していくことが

重要 

・場所を知らない。案内が必要。 

・自然を保全していく上で、人の手が必要な

部分と、人が入って荒らされてしまう部分

との見極め 

その他 ◎落葉樹：季節によって風景が変わる 

◎広幅員道路には街路樹を植えてある。夏場

に木陰をうむ。 

・１０年後にまた来てみたい 

×街路樹に外来種が多いのでは？ 

・開発を進める上でも木々を残していくべき 

⇒（大規模開発では一部導入されいてる

が）開発の際に木を植えていくような

条件付けを進めるべき 

・来街者にも自然を味わってもらうトレイル

コース等を設定してみては？ 

×人通りが少ないと寂しい 

（運営について） ◎北部地域での先進的な都市づくりを知れ

た。 

◎説明を聞きながら歩くのは楽しい。 

×歩いている最中に現在地をこまめに地図上

で示せば、もっと分かり易いのでは？ 

 

   

 ▲グループ１：意見交換結果 ▲グループ２：意見交換結果 


