PRESS RELEASE
2013 年 4 月 1 日
柏の葉ポイント
ポイントプログラム運営委員会

街づくりの参加を
を促す「ためて・使える」地域共通 IC カード

柏の葉ポイントプログラム
ポイントプログラム ４月１日よりスタート
よりスタート
スマートシティとしての街づくりが
づくりが進む、つくばエクスプレス 柏の葉
葉キャンパス地域
千葉県柏市・柏の葉キャンパス地域
地域の街づくりを進める一般社団法人柏の葉アーバンデザインセンター
アーバンデザインセンター、財団
法人柏市都市振興公社、特定非営利活動法人
特定非営利活動法人 NPO 支援センターちば、特定非営利活動法人柏
特定非営利活動法人柏の葉キャンパス
IT コンソーシアム、柏の葉キャンパス駅前
駅前まちづくり協議会、三井不動産株式会社、三井不動産
三井不動産レジデンシャル株
式会社の 7 者は柏の葉ポイントプログラム
ポイントプログラム運営委員会を組成し、スマートシティの街づくり
づくり活動や実証実験に共通
の認証で参加できる地域共通 IC カード「柏の葉キャンパスカード」を使った「柏の葉ポイント
カード
ポイントプログラム」を、2013 年
4 月 1 日から運用開始します。
「柏の葉キャンパスカード」は、多様
多様な街づくり活動への市民参加を促すと同時に、共通認証
共通認証による利便性の向
上を図る目的で誕生しました。今後は
は、カード使用可能な活動や連携主体、サービスメニュー
サービスメニューを拡大し、地域に楽
しみながら参加するシステム作りを進めます
めます。
同時に、当カードを使って、街全体
街全体を活性化させる独自の地域ポイント「柏の葉ポイント
ポイント（以下、ポイント：単位
［P］）」の運用が始まります。ポイントは
ポイントは街づくりに関わるイベントやボランティア活動などに参加
参加する際に、キャンパス
カードを提示することで付与されます。
。たまったポイントは、地元産品との交換や、地域サービスや
サービスやイベントの割引利
用、街づくり活動への寄付などのプログラムで
プログラムで使用することができます。（ポイントの入手先/使用先
使用先の詳細は添付資料をご
覧下さい。）

「柏の葉ポイントプログラム」
ポイントプログラム」の狙い
柏の葉キャンパス地域は、2008 年に千葉県、柏市、東京大学、千葉大学が共同策定
年
共同策定した街づくり方針「柏の葉
国際キャンパスタウン構想」に基づき、
、行政、民間企業、大学、NPO、市民といった“公民学
公民学”が連携しながら街づく
りを進めています。また、2011 年 12 月には内閣府より「環境未来都市」の指定を受け、
、“環境共生都市”、“健康
長寿都市”、“新産業創造都市”からなる
からなる「柏の葉スマートシティ」の実現を目指した街づくりが
づくりが進んでいます。
柏の葉スマートシティは、技術や環境的側面
環境的側面を中心とした構想段階の実験都市ではなく
ではなく、多様な主体が連携す
る活発なコミュニティ活動を通じて新しいライフスタイルを
しいライフスタイルを構築しています。今回、ポイントの
ポイントの入手・利用可能なプロ
グラムは、「環境を育てる」 「健康を育
育てる」 「創造を育てる」 「交流を育てる」 といったスマートシティの実現に繋
といったスマートシティの
がる活動で構成されています。利用者
利用者はポイントを通じて、これまでの活動を継続するモチベーションや
するモチベーションや新しい活動
に参加するきっかけ、各活動の活性化
活性化を通じた街の活力向上にも繋がります。

＜ プログラムの全体像
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「柏の葉ポイントプログラム」
ポイントプログラム」概要
［ 名

称

］ 柏の葉ポイントプログラム

［プログラム開始］ 2013 年 4 月 1 日（月）
［登録受付場所］ 柏の葉アーバンデザインセンターにて
［ 登 録 料 ］ 無料
［ 対

象

］ 中学生以上
※中学生の方は受付時に保護者の方による同意書への記入が必要です。

［ポイント有効期限］ 1 年間（ポイント入手日から 1 年後の同月末に失効）
［ 運 営 者 ］ 柏の葉ポイントプログラム運営委員会
（一般社団法人柏の葉アーバンデザインセンター、財団法人柏市まちづくり公社、特定非営利
活動法人 NPO 支援センターちば、特定非営利活動法人柏の葉キャンパス IT コンソーシアム、
柏の葉キャンパス駅前まちづくり協議会、三井不動産株式会社、三井不動産レジデンシャル株
式会社）
［公 式

H P ］ http://www.kashiwanoha-navi.jp/k-point.html

［ 問 い 合 わ せ ］ 柏の葉ポイントプログラム運営委員会（UDCK 内）
電話：04-7140-9686（10:00～19:00）

Mail：info@udck.jp

「柏の葉ポイントプログラム」
ポイントプログラム」一覧
■ポイントがたまるプログラム
環境

かしはなプロジェクト
まちの定期清掃活動

創造

■ポイントが使えるプログラム

環境

いろんな乗り物“街乗り！”シェアリング
まちのクラブ活動

健康

マチノ先生プロジェクト
交流

マルシェコロール

創造

ピノキオプロジェクト
プロジェクトハウス
柏の葉コミュニティホウソウ局（K-stream）

交流

かしはなプロジェクト
柏の葉スマートサイクル
こんぶくろ池自然博物公園
柏の葉はちみつクラブ
千葉大学柏の葉カレッジリンク・プログラム
はっぱっぱ体操
いろんな乗り物“街乗り！”シェアリング
柏の葉セグウェイクラブ
プロジェクトハウス
マルシェコロール
市民向けイベント
街の活動を支える寄付

※ポイントの入手先/使用先の詳細は添付資料をご覧下さい。
※ポイントの入手先/使用先は変更となる場合があります。

【環境未来都市について】
「環境未来都市」は、2010 年 6 月に政府が掲げた新成長戦略に基づき創設された制度です。環境・超高齢化
対応に向けて世界に誇る先進的な都市をつくるために、指定地域に対して国が集中的に財政支援や規制の特例
措置などを実施します。2012 年 12 月には、「環境未来都市」として柏市を含む全国 11 地域が指定されました。
※当プロジェクトは、内閣府より選定を受けた「環境未来都市」の一環として実施するものです。環境未来都市の選定に
ついて詳しくは以下を参照ください。
http://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2011/1222_02/index.html

【報道関係の方のお問い合わせ先】
柏の葉アーバンデザインセンター 広報担当（プラップジャパン所属）：丸浜、蛭川
TEL：03-4580-9104 MAIL：k-maruhama@prap.co.jp

添付：
添付：「柏の葉ポイント」
ポイント」プログラム 入手先／
入手先／使用先詳細（
使用先詳細（2013 年 4 月 1 日時点）
日時点）

＜環境プログラム
環境プログラム＞
プログラム＞
■かしはなプロジェクト 【たまる・使える】
柏の葉キャンパス駅から千葉大学を結ぶロータリーや歩道を使って、市民が
花などの緑を植えて自然豊かな環境を創出する植栽活動。定期活動に加
えて、様々なイベントを開催しています。

たまる

使える

●ポイントがたまるプログラム
定期活動への参加 【100P、夏季（7 月～9 月）：150P】
かしはな主催のイベント（植え替え等）への参加 【100P】
●ポイントが使えるプログラム
有料ワークショップへの割引参加 【100P（100 円）単位】

■まちの定期清掃活動 【たまる】
柏の葉キャンパス駅前のマンション住民・立地機関で構成される「柏の葉キ
ャンパス駅前まちづくり協議会」が実施している駅前の定期的な環境美化活
動。協議会ではこの他にも、防犯・防災活動や健康福祉、街の交流活動も
積極的に行っています。

たまる

●ポイントがたまるプログラム
週 1 回の駅前清掃への参加 【50P】

■かしわスマートサイクル 【使える】

使える

地域で自転車を共同利用するコミュニティサイクル（有料）。利用者は“スマー
トサイクルポイント”を専用のカードにチャージし利用します。低炭素型の新しい
交通システムとして 900 名以上の会員に利用されています。
●ポイントが使えるプログラム
スマートサイクルポイントへの交換 【100P 単位で 100 ポイント交換】

■こんぶくろ池自然博物公園 【使える】
柏の葉キャンパス駅から徒歩 30 分の里山公園。公園の保全・管理を行う
NPO 法人こんぶくろ池自然の森は、定期的に自然とふれあう環境教育など
のイベントを主催しています。

使える

●ポイントが使えるプログラム
手作りグッズとの交換／竹とんぼとの交換 【50P】

■柏の葉はちみつクラブ 【使える】
市民による養蜂活動サークル。収穫したはちみつは定期的な販売に加えて、
地元カフェのケーキにも使われています。
●ポイントが使えるプログラム
柏の葉で採蜜されたハチミツとの交換 【800P】

使える

＜健康プログラム
健康プログラム＞
プログラム＞
■養生訓カルタ（千葉大学 カレッジリンク・プログラム） 【使える】
使える
千葉大学環境健康フィールド科学センターの一般市民向け学習講座「カレッ
ジリンク・プログラム」の修了生が、学びを街づくりに還元するべく作成した“健康
と食”をテーマとしたカルタです。
●ポイントが使えるプログラム
養生訓カルタとの交換 【1000P】

■はっぱっぱ体操 【使える】
柏の葉のオリジナル体操。体と脳を楽しく鍛える目的で、最先端の運動科学と
体操、アートを融合して開発されました。

使える

●ポイントが使えるプログラム
はっぱっぱ体操の DVD との交換 【500P】

＜創造＞
創造＞
■いろんな乗り物"街乗り!"シェアリング 【たまる・使える】
電気自動車、電動バイク、電動アシスト自転車、自転車など複数の乗り物を
用途に合わせて乗り分けできるマルチ交通シェアリングサービスです。4 月 1
日からは電気自動車「リーフ」が導入され、ポートも４ヶ所に増設されます。

たまる

使える

●ポイントがたまるプログラム
利用金額の 3% （※キャンペーン期間時に付与）
●ポイントが使えるプログラム
モビリティポイントへの交換 【100P（100 円）での交換】

■柏の葉セグウェイクラブ 【使える】
使える
住民が主体となって電動立ち乗り二輪車「セグウェイ」の普及を目指す団体で
す。定期的に試乗会も開催し、“セグウェイのある街”を目指しています。
●ポイントが使えるプログラム
セグウェイツアーへの割引参加 【500P 単位】 ※年齢制限あり

＜交流・
交流・活力＞
活力＞
■マルシェコロール【たまる・使える】

たまる

使える

柏の葉キャンパス駅前で毎月行われている定期市。地産地消の野菜や食
材の販売のほか、フリーマーケットやワークショップ等も行われます。
●ポイントがたまるプログラム
マルシェコロールの運営手伝い 【100P】
●ポイントが使えるプログラム
500 円分のお買い物クーポン 【500P】

■マチノ先生プロジェクト 【たまる】
住民や地元店主が自ら先生となり、自分の趣味や特技を教える習い事教
室プロジェクト。ダンスや料理、英会話など、街の中で強みを活かすことで
新たな生きがいや出会いが生まれます。

たまる

●ポイントがたまるプログラム
マチノ先生シリーズでの先生（教え役） 【300P】

■K-stream 【たまる】
たまる
住民が制作・出演するインターネットを使ったコミュニティ放送局です。
「エンタメ班」、「柏ヒトモノ班」、「子育て班」にわかれて番組の制作を行っ
ています。
●ポイントがたまるプログラム
運営のサポート 【１回につき 50P】

■プロジェクトハウス 【使える】

使える

イベントや会議、打ち合わせなど市民活動で活用できるクリエイティブス
ペース（有料）です。木目調のオシャレでクリエイティブな空間で、新しい
アイデアやデザインが生まれていきます。
●ポイントが使えるプログラム
プロジェクトハウス利用料割引 【100P（100 円）での交換】

■まちのクラブ活動
柏の葉独自の様々なテーマをもとにした住民サークル。約 20 のサークルに
1,100 人以上が参加しています。
●ポイントがたまるプログラム
各種クラブ活動の運営、事務局サポート 【１回につき１００P 単位）

使える

■市民向けイベント 【使える】

使える

柏の葉キャンパス地域の情報発信拠点である UDCK が不定期に開催して
いる市民向けイベント。開催時にはホームページでお知らせします。
●ポイントが使えるプログラム
有料イベントへの割引参加 【100P（100 円）での交換】

■まちの活動を支える寄付 【使える】
UDCK が行う各種街づくり活動を、寄付を通じてサポートすることができます。
●ポイントが使えるプログラム
UDCK が行う地域活動への寄付 【100P での交換】

以上

