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パークシティパークシティパークシティパークシティパークシティパークシティパークシティパークシティ
柏の葉キャンパス柏の葉キャンパス柏の葉キャンパス柏の葉キャンパス柏の葉キャンパス柏の葉キャンパス柏の葉キャンパス柏の葉キャンパス

一番街一番街一番街一番街一番街一番街一番街一番街

柏の葉キャンパス駅柏の葉キャンパス駅柏の葉キャンパス駅柏の葉キャンパス駅柏の葉キャンパス駅柏の葉キャンパス駅柏の葉キャンパス駅柏の葉キャンパス駅 つくばエクスプレスつくばエクスプレスつくばエクスプレスつくばエクスプレスつくばエクスプレスつくばエクスプレスつくばエクスプレスつくばエクスプレス

１４８街区１４８街区１４８街区１４８街区１４８街区１４８街区１４８街区１４８街区

千葉大学千葉大学千葉大学千葉大学千葉大学千葉大学千葉大学千葉大学
環境健康フィールド科学センター環境健康フィールド科学センター環境健康フィールド科学センター環境健康フィールド科学センター環境健康フィールド科学センター環境健康フィールド科学センター環境健康フィールド科学センター環境健康フィールド科学センター

県立柏の葉公園県立柏の葉公園県立柏の葉公園県立柏の葉公園県立柏の葉公園県立柏の葉公園県立柏の葉公園県立柏の葉公園
東京大学東京大学東京大学東京大学東京大学東京大学東京大学東京大学

柏キャンパス柏キャンパス柏キャンパス柏キャンパス柏キャンパス柏キャンパス柏キャンパス柏キャンパス

国立がんセンター国立がんセンター国立がんセンター国立がんセンター国立がんセンター国立がんセンター国立がんセンター国立がんセンター
東病院東病院東病院東病院東病院東病院東病院東病院

１４７街区１４７街区１４７街区１４７街区１４７街区１４７街区１４７街区１４７街区

ららぽーと柏の葉ららぽーと柏の葉ららぽーと柏の葉ららぽーと柏の葉ららぽーと柏の葉ららぽーと柏の葉ららぽーと柏の葉ららぽーと柏の葉

柏の葉キャンパスシティの街づくり柏の葉キャンパスシティの街づくり柏の葉キャンパスシティの街づくり柏の葉キャンパスシティの街づくり柏の葉キャンパスシティの街づくり柏の葉キャンパスシティの街づくり柏の葉キャンパスシティの街づくり柏の葉キャンパスシティの街づくり

三井不動産株式会社三井不動産株式会社三井不動産株式会社三井不動産株式会社三井不動産株式会社三井不動産株式会社三井不動産株式会社三井不動産株式会社

● 都心から２５ｋｍ圏。

● つくばと秋葉原の中間地点。

柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉キャンパスシティの立地キャンパスシティの立地キャンパスシティの立地キャンパスシティの立地キャンパスシティの立地キャンパスシティの立地キャンパスシティの立地キャンパスシティの立地 1111

● ２００５年８月、つくばエクスプレス開業
● 秋葉原から約３０分

柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉キャンパスシティの立地キャンパスシティの立地キャンパスシティの立地キャンパスシティの立地キャンパスシティの立地キャンパスシティの立地キャンパスシティの立地キャンパスシティの立地 ～つくばエクスプレス～つくばエクスプレス～つくばエクスプレス～つくばエクスプレス～つくばエクスプレス～つくばエクスプレス～つくばエクスプレス～つくばエクスプレス 2222

「発展が期待される路線」
に選ばれる。

●安全かつ正確な運行 ⇒ 完全立体交差、全駅可動式ホーム柵
自動列車制御装置（ＡＴＣ）

●先進のサービス ⇒ 列車内無線LAN環境

柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉キャンパスシティの立地キャンパスシティの立地キャンパスシティの立地キャンパスシティの立地キャンパスシティの立地キャンパスシティの立地キャンパスシティの立地キャンパスシティの立地 ～つくばエクスプレス～つくばエクスプレス～つくばエクスプレス～つくばエクスプレス～つくばエクスプレス～つくばエクスプレス～つくばエクスプレス～つくばエクスプレス 4444

全線58.3kmがトンネル、高架、橋梁等で、
踏切事故の要因となる平面交差は一切なし

全20駅に可動式ホーム柵を設置し、
ホームからの転落事故を防止

(09.12.9日経新聞）

利用者ニーズをくみ取り、列車内での
無線LAN環境を国内初めて整備。

８時台の秋葉原発ダイヤ
運行本数 １９本
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柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉キャンパスシティの立地キャンパスシティの立地キャンパスシティの立地キャンパスシティの立地キャンパスシティの立地キャンパスシティの立地キャンパスシティの立地キャンパスシティの立地 ～つくばエクスプレス～つくばエクスプレス～つくばエクスプレス～つくばエクスプレス～つくばエクスプレス～つくばエクスプレス～つくばエクスプレス～つくばエクスプレス

10.6.8産経新聞

● 乗客数は、開業時より１.８倍に増加。

● 東京駅延伸の条件「１日乗車数２７万人」を突破
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開通済み
計画中

柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉キャンパスシティの立地キャンパスシティの立地キャンパスシティの立地キャンパスシティの立地キャンパスシティの立地キャンパスシティの立地キャンパスシティの立地キャンパスシティの立地 ～道路網～道路網～道路網～道路網～道路網～道路網～道路網～道路網 6666

● 常磐自動車道「柏ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ」はキャンパス駅から２km。

● 圏央道、外環道の整備進捗によりアクセス改善

国道16号
国道464号

圏央道

成田空港

柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉
ｷｬﾝﾊﾟｽｼﾃｨｷｬﾝﾊﾟｽｼﾃｨｷｬﾝﾊﾟｽｼﾃｨｷｬﾝﾊﾟｽｼﾃｨ

開通目標開通目標開通目標開通目標
2012201220122012年度年度年度年度

開通目標開通目標開通目標開通目標
2015201520152015年度年度年度年度

● 鉄道と都市を一体整備する宅鉄法（※）に基づく土地区画整理事業

● 沿線全体で開発面積3270ha、計画人口25万人

柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉キャンパスシティの立地キャンパスシティの立地キャンパスシティの立地キャンパスシティの立地キャンパスシティの立地キャンパスシティの立地キャンパスシティの立地キャンパスシティの立地 ～沿線開発～沿線開発～沿線開発～沿線開発～沿線開発～沿線開発～沿線開発～沿線開発 7777

沿線７市：八潮､三郷､流山､柏、守谷､つくばみらい､つくば
沿線３県：埼玉、千葉、茨城 （住民基本台帳より）

※大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法（平成元年施行）
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ＴＸ沿線(７市）

ＴＸ沿線(３県）

全国

つくばエクスプレスつくばエクスプレスつくばエクスプレスつくばエクスプレス（（（（05050505年年年年8888月開業月開業月開業月開業））））

柏の葉ｷｬﾝﾊﾟｽ柏の葉ｷｬﾝﾊﾟｽ柏の葉ｷｬﾝﾊﾟｽ柏の葉ｷｬﾝﾊﾟｽ

つくばエクスプレス

柏の葉キャンパスシティの立地柏の葉キャンパスシティの立地柏の葉キャンパスシティの立地柏の葉キャンパスシティの立地柏の葉キャンパスシティの立地柏の葉キャンパスシティの立地柏の葉キャンパスシティの立地柏の葉キャンパスシティの立地 ～沿線開発～沿線開発～沿線開発～沿線開発～沿線開発～沿線開発～沿線開発～沿線開発 8888

●柏北部中央地区土地区画整理事業

・施行区域 柏の葉キャンパス駅周辺

・施行者 千葉県

・施行面積 273ha

●柏北部東地区土地区画整理事業

・施行区域 柏たなか駅周辺

・施行者 都市機構

・施行面積 170ha

千葉県内のＴＸ沿線の区画整理事業
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①日本を代表する学術機関が立地①日本を代表する学術機関が立地①日本を代表する学術機関が立地①日本を代表する学術機関が立地

～～～～2km2km2km2km圏に、東大、千葉大、がんセンター圏に、東大、千葉大、がんセンター圏に、東大、千葉大、がんセンター圏に、東大、千葉大、がんセンター

①日本を代表する学術機関が立地①日本を代表する学術機関が立地①日本を代表する学術機関が立地①日本を代表する学術機関が立地

～～～～2km2km2km2km圏に、東大、千葉大、がんセンター圏に、東大、千葉大、がんセンター圏に、東大、千葉大、がんセンター圏に、東大、千葉大、がんセンター

柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉キャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティの特徴特徴特徴特徴特徴特徴特徴特徴

③公民学の連携した街づくり③公民学の連携した街づくり③公民学の連携した街づくり③公民学の連携した街づくり

～東大、千葉大、柏市、千葉県、当社～東大、千葉大、柏市、千葉県、当社～東大、千葉大、柏市、千葉県、当社～東大、千葉大、柏市、千葉県、当社

③公民学の連携した街づくり③公民学の連携した街づくり③公民学の連携した街づくり③公民学の連携した街づくり

～東大、千葉大、柏市、千葉県、当社～東大、千葉大、柏市、千葉県、当社～東大、千葉大、柏市、千葉県、当社～東大、千葉大、柏市、千葉県、当社

9999

②「都市」と「田園」の魅力が共存②「都市」と「田園」の魅力が共存②「都市」と「田園」の魅力が共存②「都市」と「田園」の魅力が共存

～生活利便性と豊かな自然を併せ持つ地域～生活利便性と豊かな自然を併せ持つ地域～生活利便性と豊かな自然を併せ持つ地域～生活利便性と豊かな自然を併せ持つ地域

②「都市」と「田園」の魅力が共存②「都市」と「田園」の魅力が共存②「都市」と「田園」の魅力が共存②「都市」と「田園」の魅力が共存

～生活利便性と豊かな自然を併せ持つ地域～生活利便性と豊かな自然を併せ持つ地域～生活利便性と豊かな自然を併せ持つ地域～生活利便性と豊かな自然を併せ持つ地域

国立がん研究センター
東病院

東京大学柏キャンパス

千葉県
東葛テクノプラザ

柏の葉キャンパス駅

警察庁
科学警察研究所

財務省関税中央分析所 財務省税関研修所

千葉大学
環境健康フィー
ルド科学センター

国土交通省
国土交通大学校
柏研修センター

柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉キャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティの特徴特徴特徴特徴特徴特徴特徴特徴 ～～～～～～～～①①①①①①①①学術機関の立地学術機関の立地学術機関の立地学術機関の立地学術機関の立地学術機関の立地学術機関の立地学術機関の立地 10101010

●大学、病院、公的研究機関等が、２ｋｍ圏に多数立地

数物連携宇宙研究機構

・ノーベル賞、フィールズ賞受賞者含む

国内外から一級の研究者200名

・文科省 5つの「世界ﾄｯﾌﾟﾚﾍﾞﾙ研究拠点

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」の一つ

◇柏の葉の位置づけ

・本郷、駒場と並ぶ「三極構造」の一角

・「柏国際キャンパス」と位置づけ

・新たな学問領域を対象とした「学融合」を志向

【進出済みの機関】
・宇宙線研究所 （00年）
・物性研究所 （00年）
・人工物工学研究センター （05年）
・大学院新領域創成科学研究科（02～06年）
・数物連携宇宙研究機構 （07年）
・高齢社会総合研究機構 （09年）
・大気・海洋研究所 （10年） など

◇最近の動向

・研究者の生活支援施設を整備

～保育園（08年）、研究者･留学生滞在施設(10年）

・駅前街区で「東大フューチャーセンター」を計画中

（面積33ha、教職員・学生数3000名、2000年稼働）

●東京大学柏キャンパス

柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉キャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティの特徴特徴特徴特徴特徴特徴特徴特徴 ～①学術機関の立地～①学術機関の立地～①学術機関の立地～①学術機関の立地～①学術機関の立地～①学術機関の立地～①学術機関の立地～①学術機関の立地

数物連携宇宙研究機構長
村山斉教授

11111111

研究者･留学生向け滞在施設
（インターナショナルロッジ）

柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉キャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティの特徴特徴特徴特徴特徴特徴特徴特徴 ～①学術機関の立地～①学術機関の立地～①学術機関の立地～①学術機関の立地～①学術機関の立地～①学術機関の立地～①学術機関の立地～①学術機関の立地

●国立がん研究センター東病院

●千葉大学 柏の葉キャンパス

（キャンパス面積17ha、教職員・学生数120名）

・2003年、環境健康フィールド科学センターが開設。

・センターの研究領域は、「環境」、「健康」、「園芸」、「東洋医学」。

・社会還元を目的に、地域に開かれた取り組みを推進。

～柏の葉診療所（04年）

～柏の葉予防医学センター(07年）

～カレッジリンクプログラム（09年）

・国立がん研究センター病院は全国２か所。

・全国６ヵ所の陽子線治療施設を持つ。

・病院機能のほか、研究（臨床開発ｾﾝﾀｰ）、研修機能。

～緩和ケア「がん患者・家族総合支援センター」設置（08年）

～先端医療開発特区「がん医薬品･医療機器早期臨床開発プロジェクト」（08年～）

（ベッド数425床、患者数1日600名）

千葉大学

・９学部、学生1.1万人を擁す

国立大学有数の総合大学。

⇒学生数は、国立大学で８番目

・国立唯一の園芸学部、国立初の

看護学部など、特色ある学部を持つ

13131313

陽子線治療照射室
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◆都市としての魅力◆都市としての魅力◆都市としての魅力◆都市としての魅力
・都心まで・都心まで・都心まで・都心まで30303030分、駅前に大型商業施設、医療分、駅前に大型商業施設、医療分、駅前に大型商業施設、医療分、駅前に大型商業施設、医療

機関が整った快適性、利便性機関が整った快適性、利便性機関が整った快適性、利便性機関が整った快適性、利便性

柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉キャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティの特徴特徴特徴特徴特徴特徴特徴特徴 ～②「都市」と「田園」の魅力の共存～②「都市」と「田園」の魅力の共存～②「都市」と「田園」の魅力の共存～②「都市」と「田園」の魅力の共存～②「都市」と「田園」の魅力の共存～②「都市」と「田園」の魅力の共存～②「都市」と「田園」の魅力の共存～②「都市」と「田園」の魅力の共存

◆田園としての魅力◆田園としての魅力◆田園としての魅力◆田園としての魅力
・豊かな自然や広大な公園に恵まれ、近郊農業も盛ん。・豊かな自然や広大な公園に恵まれ、近郊農業も盛ん。・豊かな自然や広大な公園に恵まれ、近郊農業も盛ん。・豊かな自然や広大な公園に恵まれ、近郊農業も盛ん。

利根川河川敷

こんぶくろ池

14141414

つくばエクスプレス
ららぽーと 辻仲病院

【県立柏の葉公園】
・面積 45ｈａ
・野球場、スタジアム､テニスコート､
体育館、ボートハウス、芝生広場、
日本庭園、バーベキュー場など

・野球場は、公式戦対応。

柏たなか体験農園

【柏の農業】
・カブは市町村別の生産高

全国１位
・ネギ、ほうれん草も10位内
・隣接の野田は枝豆が１位

●「柏の葉国際キャンパスタウン構想」 （08年3月公表）

理念 「公民学連携による国際学術都市・次世代環境都市」「公民学連携による国際学術都市・次世代環境都市」「公民学連携による国際学術都市・次世代環境都市」「公民学連携による国際学術都市・次世代環境都市」

～環境、健康、創造、交流がテーマ～環境、健康、創造、交流がテーマ～環境、健康、創造、交流がテーマ～環境、健康、創造、交流がテーマ

キャンパスから生まれる知と産業、文化 環境と健康、交流、創造のキャンパス

「柏の葉国際キャンパスタウン構想」より

～策定主体： 千葉県、柏市、千葉大学、東京大学

柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉キャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティの特徴特徴特徴特徴特徴特徴特徴特徴 ～～～～～～～～③③③③③③③③公民学公民学公民学公民学公民学公民学公民学公民学連携した街づくり連携した街づくり連携した街づくり連携した街づくり連携した街づくり連携した街づくり連携した街づくり連携した街づくり 16161616

・多様な目標を掲げ、街づくりを推進（環境、産業、教育、交通、生活ｽﾀｲﾙ、都市空間・・・）

12121212柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉キャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティの特徴特徴特徴特徴特徴特徴特徴特徴 ～～～～～～～～③③③③③③③③公民学公民学公民学公民学公民学公民学公民学公民学連携した街づくり連携した街づくり連携した街づくり連携した街づくり連携した街づくり連携した街づくり連携した街づくり連携した街づくり

●「柏の葉国際キャンパスタウン構想」

17171717

柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉キャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティの特徴特徴特徴特徴特徴特徴特徴特徴 ～～～～～～～～③③③③③③③③公民学公民学公民学公民学公民学公民学公民学公民学連携した街づくり連携した街づくり連携した街づくり連携した街づくり連携した街づくり連携した街づくり連携した街づくり連携した街づくり

東京大学 小宮山前総長

～世界の知が、社会の参加を得て、キャンパスと街で実験を行いつつ、

２１世紀の社会モデルを創造する

～世界の知が、社会の参加を得て、キャンパスと街で実験を行いつつ、

２１世紀の社会モデルを創造する

＜柏の葉国際キャンパスタウン＞＜柏の葉国際キャンパスタウン＞＜柏の葉国際キャンパスタウン＞＜柏の葉国際キャンパスタウン＞＜柏の葉国際キャンパスタウン＞＜柏の葉国際キャンパスタウン＞＜柏の葉国際キャンパスタウン＞＜柏の葉国際キャンパスタウン＞

（2008.2.7国際学術研究都市づくりシンポジウムの資料より）

19191919
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柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉キャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティの特徴特徴特徴特徴特徴特徴特徴特徴 ～～～～～～～～③③③③③③③③公民学公民学公民学公民学公民学公民学公民学公民学連携した街づくり連携した街づくり連携した街づくり連携した街づくり連携した街づくり連携した街づくり連携した街づくり連携した街づくり

千葉大学 古在前学長

・「柏の葉」は、生涯学習、地域の交流の場として、21世紀の
大学キャンパス。

・学生、教員が一緒に生活し、学び合う街を目指す。

20202020

（2008.2.7国際学術研究都市づくりシンポジウムの資料より）

柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉キャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティの特徴特徴特徴特徴特徴特徴特徴特徴 ～～～～～～～～③③③③③③③③公民学公民学公民学公民学公民学公民学公民学公民学連携した街づくり連携した街づくり連携した街づくり連携した街づくり連携した街づくり連携した街づくり連携した街づくり連携した街づくり

●柏の葉アーバンデザインセンター（ＵＤＣＫ）

東京大学
千葉大学

柏市
柏商工会議所
田中地域ふるさと協議会

市民
三井不動産
首都圏新都市鉄道

公共× 間×大学

◆２００６年１１月設立
◆公民学連携の街づくりの推進組織
◆センター長：大和 裕幸（東大 新領域創成科学研究科長・教授）

21212121

研究 社会実験

教育 交流

スマートサイクル

マルシェ・コロールまちづくりスクール

都市環境ﾃﾞｻﾞｲﾝｽﾀｼﾞｵ

都市環境デザインスタジオ
・東大、千葉大、東京理科大、筑波大の

大学院の合同演習
・大学の単位が

認定される
正規プログラム

22222222

●●●●UDCKUDCKUDCKUDCKの利用状況の利用状況の利用状況の利用状況

柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉キャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティの特徴特徴特徴特徴特徴特徴特徴特徴 ～～～～～～～～③③③③③③③③公民学公民学公民学公民学公民学公民学公民学公民学連携した街づくり連携した街づくり連携した街づくり連携した街づくり連携した街づくり連携した街づくり連携した街づくり連携した街づくり

主な活動内容 09年度の実施回数

まちづくりに関する会議 237回

大学の講義・演習 83回

フォーラム/イベント 54回

国内外からの視察 40回

ワークショップ 35回

市民活動 22回

合計 471回

海外からの視察
・スウェーデン、スペイン、中国等の

環境都市の自治体、企業など

10.4.22 スウェーデンからの視察

フォーラム 市民活動

22222222

柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉柏の葉キャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティのキャンパスシティの特徴特徴特徴特徴特徴特徴特徴特徴 ～～～～～～～～③③③③③③③③公民学公民学公民学公民学公民学公民学公民学公民学連携した街づくり連携した街づくり連携した街づくり連携した街づくり連携した街づくり連携した街づくり連携した街づくり連携した街づくり 24242424
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34

37

57

0
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40

50

60 主要新聞での掲載数

07下 08上 08下 09上 09下

※朝日、毎日、読売、産経、
東京、日経、日経産業の７紙

日本テレビ「ウェークアップ！プラス」
（11月28日）

日本テレビ 「おもいッきりDON！」
（10月12日）

TBS「ひるおび！」 （12月10日）

BSフジ 「PRIME NEWS」 （5月19日） NHK 「Bizスポ・ワイド」（5月21日）

TBS「ごごネタ！」 （5月22日）

◆◆◆◆◆◆◆◆情報発信について情報発信について情報発信について情報発信について情報発信について情報発信について情報発信について情報発信について
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十余二

１１１１

２２２２

３３３３

４４４４

12121212

５５５５

柏の葉キャンパス駅

つくば
エクスプレス

地域の歴史地域の歴史地域の歴史地域の歴史地域の歴史地域の歴史地域の歴史地域の歴史（（（（（（（（江戸～明治時代江戸～明治時代江戸～明治時代江戸～明治時代江戸～明治時代江戸～明治時代江戸～明治時代江戸～明治時代））））））））

◆江戸時代

◆明治時代

1 初富 （はつとみ） 鎌ヶ谷市

2 二和 （ふたわ） 船橋市

3 三咲 （みさき） 船橋市

4 豊四季（とよしき） 柏市

5 五香 （ごこう） 松戸市

6 六実 （むつみ） 松戸市

7 七栄 （ななえ） 富里市

8 八街（やちまた） 八街市

9 九美上（くみあげ） 佐原市

10 十倉 （とくら） 富里市

11 十余一（とよいち） 白井市

12 十余二（とよふた） 柏市

13 十余三（とよみ） 成田市

● 窮民対策の｢開墾地（ﾌﾛﾝﾃｨｱ）｣

～明治2年、政府は開墾会社を設立。
～地名は開墾地の入植順に数字を冠す。

●徳川幕府の軍馬を管理する「小金牧」の一部

～千葉県北西部(船橋～成田)に広がる100km２の広大な放牧場

25252525

「小金牧」

「開墾地」

野馬土手
・現在も点在する放牧場の囲い跡

柏の葉キャンパス駅

東大東大東大東大
キャンパスキャンパスキャンパスキャンパス

千葉大千葉大千葉大千葉大
キャンパスキャンパスキャンパスキャンパス

がんがんがんがん
センターセンターセンターセンター

アメリカ空軍 柏通信所
（188ha)

らららららららら
ぽーとぽーとぽーとぽーと

柏ゴルフ場
（60ha）

地域の歴史地域の歴史地域の歴史地域の歴史地域の歴史地域の歴史地域の歴史地域の歴史（（（（（（（（昭和昭和昭和昭和昭和昭和昭和昭和））））））））

◆柏ゴルフ倶楽部
・昭和３６年 オープン
・平成１３年 閉鎖

26262626

◆アメリカ空軍通信基地
・昭和13年 日本陸軍飛行場開設
・昭和30年 アメリカ空軍 通信基地
・昭和54年 アメリカ空軍から返還

⇒区画整理事業により整備

地域の歴史地域の歴史地域の歴史地域の歴史地域の歴史地域の歴史地域の歴史地域の歴史（（（（（（（（20002000200020002000200020002000年以降年以降年以降年以降年以降年以降年以降年以降））））））））

地域の歴史地域の歴史地域の歴史地域の歴史 当社当社当社当社グループグループグループグループ

００年度 東大 柏キャンパス稼働

０１年度 県、土地区画整理事業着手 ゴルフ場閉鎖

０２年度 ゴルフ場土地一部、県に売却

０３年度 千葉大 環境健康ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学ｾﾝﾀｰ開設

０４年度

０５年度 つくばエクスプレス開業 ららぽーと着工

０６年度 ＵＤＣＫオープン
１４７･１４８街区用地取得
ららぽーとオープン
柏の葉キャンパス推進部設置

０７年度

０８年度 国際キャンパスタウン構想公表
パークシティ一番街入居開始
現地事務所開設

０９年度
ﾌｭｰﾁｬｰﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰ、
ＴＸｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ設立

１０年度 ＵＤＣＫ移転 パークシティ二番街入居開始

27272727

柏の葉キャンパスシティが目指す姿柏の葉キャンパスシティが目指す姿柏の葉キャンパスシティが目指す姿柏の葉キャンパスシティが目指す姿柏の葉キャンパスシティが目指す姿柏の葉キャンパスシティが目指す姿柏の葉キャンパスシティが目指す姿柏の葉キャンパスシティが目指す姿

住民、大学、企業の参画により、街を舞台にした社会実証を行い、
環境、健康、高齢化等の課題解決モデル都市となる。

大学

知の提供知の提供知の提供知の提供 事業化の事業化の事業化の事業化の
検討検討検討検討

街への参加街への参加街への参加街への参加

住民

住む人、訪れる人、働く人、参加する企業が、

まさにキャンパスに暮らすよう、学びあい、研究し、成長を続ける。

●街とともに、互いに成長を続ける共創モデル

新産業・生活文化の創造

ⅠⅠⅠⅠ．．．．グローバル水準のキャンパスシティになることグローバル水準のキャンパスシティになることグローバル水準のキャンパスシティになることグローバル水準のキャンパスシティになること

ⅡⅡⅡⅡ．．．．「柏の葉モデル」の実現「柏の葉モデル」の実現「柏の葉モデル」の実現「柏の葉モデル」の実現

街をフィールドにした実証実験街をフィールドにした実証実験街をフィールドにした実証実験街をフィールドにした実証実験
⇒⇒⇒⇒世界の解決モデル都市へ世界の解決モデル都市へ世界の解決モデル都市へ世界の解決モデル都市へ

住民 ⇒ 暮らしの質の向上
大学 ⇒ 新しい知の獲得
企業 ⇒ 新規事業分野への進出

①（都市×田園） ②ホスピタリティ ③多様な価値観

ハーバード イエール

28282828

企業
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住人にとっての街の価値

●未来の住まい方を体感できること

・様々な教育・交流・実証プログラム
・街づくりに主体的参加による自己実現

●住まいの基盤が整備されていること
・都市と田園の双方の魅力を楽しめるエリア
・学校、公園、病院等の充実の生活サポート

学生・研究者・働く人にとっての街の価値

●企業と大学の連携による新たな発掘
・社会実験を通じた新規事業展開、知の獲得
・異業種交流による人材育成

●知的生産性を高める仕掛け
・集約された、利便性の高い都市機能
（商業、オフィス、ホテル、住宅、ホール）

来訪者にとって街の価値

●魅力ある都市空間・自然環境
・快適都市生活と田園生活
・多様な滞在サービス

●次世代の環境・健康を体感できる
・メディカルツアー ・健康プログラム
・エコツアー ・エコプログラム

「知」が集積･融合し、人と地球の「健康」を育む街「知」が集積･融合し、人と地球の「健康」を育む街「知」が集積･融合し、人と地球の「健康」を育む街「知」が集積･融合し、人と地球の「健康」を育む街

●当社の開発キーワード

テーマ：「環境」「健康」「交流」「創造」

柏の葉の地域資源柏の葉の地域資源柏の葉の地域資源柏の葉の地域資源
①「最先端の知の集積」 ②「豊かな自然環境」

発見・発掘・育成発見・発掘・育成発見・発掘・育成発見・発掘・育成
③公民学連携による街づくり

●当社が担う役割

●大学街としての活動支援機能
・公園、スポーツ施設、国際対応病院など
・様々な階層を繋げる知的交流プラグラム

●国際的な知の交流
・体験型学びのプログラム
・研修 ・セミナー

～地域資源を繋ぎ、価値を創出～

●次世代環境都市に住んでいること
・水と緑に囲まれ、健康を体感できる街

当社グループが担う役割当社グループが担う役割当社グループが担う役割当社グループが担う役割当社グループが担う役割当社グループが担う役割当社グループが担う役割当社グループが担う役割 29292929

①駅前機能集積ゾーン

・ｷｬﾝﾊﾟｽｼﾃｨの核となる高度機能集積
～大学、商業、オフィス、ホテル、

病院、交流施設など
・街の顔に相応しい優れた景観形成

②水辺のアメニティゾーン

・水辺を活かし、上質で憩いのある
都市生活を支える機能を誘致
～カフェ、レストラン、公益施設、

スポーツ施設

ゾーンゾーンゾーンゾーンゾーンゾーンゾーンゾーン別の別の別の別の別の別の別の別の街づくり方針街づくり方針街づくり方針街づくり方針街づくり方針街づくり方針街づくり方針街づくり方針

③緑と水に調和した住宅ゾーン

・周辺の緑地、水辺空間を活かした、
環境共生型の住宅、教育施設を
整備

⑤教育ゾーン

・特徴ある小・中連携校
を中心に、近隣の公園、
通学路など、安心安全な
教育ゾーンを形成

④歴史伝承ゾーン

・香取神社、野馬土手、民家などの
資源を活かし、歴史を感じられる
落着きと風格ある街並みを形成

教育・研究・教育・研究・教育・研究・教育・研究・
公園ゾーン公園ゾーン公園ゾーン公園ゾーン

①①①①

②②②②
③③③③

④④④④

⑤⑤⑤⑤

③③③③

30303030

<#><#><#><#>街の将来像街の将来像街の将来像街の将来像街の将来像街の将来像街の将来像街の将来像 31313131

柏の葉キャンパス駅

千葉大学

東京大学

こんぶくろ池
公園

柏の葉公園

当社グループの推進当社グループの推進当社グループの推進当社グループの推進当社グループの推進当社グループの推進当社グループの推進当社グループの推進事業事業事業事業事業事業事業事業 ～１５０街区～１５０街区～１５０街区～１５０街区～１５０街区～１５０街区～１５０街区～１５０街区、、、、、、、、１５１街区１５１街区１５１街区１５１街区１５１街区１５１街区１５１街区１５１街区

◇ ららぽーと柏の葉

・店舗面積 ： 12,700坪

・店 舗 数 ： 185店

・開 業 ： 2006年11月

・来場者数 ： 1200万人

◇ パークシティ柏の葉キャンパス一番街

・規 模 ： 35階建他 5棟

・総戸数 ： 977戸

・入居 ： 2008年３月～

34343434
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当社グループの推進事業当社グループの推進事業当社グループの推進事業当社グループの推進事業当社グループの推進事業当社グループの推進事業当社グループの推進事業当社グループの推進事業 ～～～～～～～～147147147147147147147147街区街区街区街区街区街区街区街区
◆パークシティ柏の葉キャンパス 二番街

35353535

・規 模 ： 25階建他 ６棟

・総戸数 ： 880戸

・入居 ： 2010年8月～

32323232

緑のメインストリート
「グリーンアクシス」

雑木林を再生する「センターグリーン」

グリーンアクシス沿いの共用施設

ＣＯ２削減見える化パネル

屋上緑化、家庭菜園（イメージ）

太陽光発電(イメージ)

住民の活動・交流の場「ワークショップ」

当社グループの推進事業当社グループの推進事業当社グループの推進事業当社グループの推進事業当社グループの推進事業当社グループの推進事業当社グループの推進事業当社グループの推進事業 ～～～～～～～～147147147147147147147147街区街区街区街区街区街区街区街区 36363636

●キャンパスシティに必要な多彩な機能を配置

●東大フューチャーセンターと一体的に整備

分譲住宅

ホテル
賃住住宅

ホール

東京大学
フューチャーセンター

商業施設
オフィス

【施設構成】
・分譲住宅 700戸
・賃貸住宅
・ホテル
・ホール等 800㎡
・商業施設 2400坪
・オフィス 2300坪

当社グループの推進事業当社グループの推進事業当社グループの推進事業当社グループの推進事業当社グループの推進事業当社グループの推進事業当社グループの推進事業当社グループの推進事業 ～～～～～～～～148148148148148148148148街区街区街区街区街区街区街区街区 37373737

20132013年春年春
全体全体竣工竣工

320室

ららぽーと

●商業施設 （1～3階）
・大型テナントを誘致し、既存店舗と相乗効果を図る
・既存施設とはデッキで直結

●オフィス （4～6階）
・ゆとりある郊外型ガーデンオフィス
・大学と共同研究する企業、ベンチャー企業、

環境先進企業など誘致

当社グループの推進事業当社グループの推進事業当社グループの推進事業当社グループの推進事業当社グループの推進事業当社グループの推進事業当社グループの推進事業当社グループの推進事業 ～～～～～～～～148148148148148148148148街区街区街区街区街区街区街区街区 38383838

◆商業・オフィス棟

ルーフバルコニーデッキテラス 駅前プラザ
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●ホテル・賃貸住宅 （計320室）

・研究者・がんセンター関係者など、
１週間～１年程度の中期滞在にも対応

・可変フロアを設け、街の成熟に応じて、
賃貸住宅からホテルへの用途変更可能

●ホール・会議室 （計800㎡）
・大学関係者、テナントの活動をサポート
・東大棟と連続し、連携を高める

1～３階
ロビー・ホール・温泉など

３～６階
ホテルフロア

９～１４階
賃貸住宅
フロア

７～８階
可変フロア

【断面図】

当社グループの推進事業当社グループの推進事業当社グループの推進事業当社グループの推進事業当社グループの推進事業当社グループの推進事業当社グループの推進事業当社グループの推進事業 ～～～～～～～～148148148148148148148148街区街区街区街区街区街区街区街区

◆アコモデーション棟

ホール（イメージ）

39393939

◆◆◆◆環境対応環境対応環境対応環境対応

・・・・2010201020102010年年年年6666月月月月 国交省国交省国交省国交省 住宅建築物省住宅建築物省住宅建築物省住宅建築物省CO2CO2CO2CO2先導事業先導事業先導事業先導事業にににに採択採択採択採択
⇒⇒⇒⇒地球温暖化ガス（地球温暖化ガス（地球温暖化ガス（地球温暖化ガス（CO2）排出量）排出量）排出量）排出量40%削減を目指す削減を目指す削減を目指す削減を目指す

【主な環境対策】
（１）（１）（１）（１） 環境基盤（ランドスケープ）の形成環境基盤（ランドスケープ）の形成環境基盤（ランドスケープ）の形成環境基盤（ランドスケープ）の形成

生態系保全・生物多様性の創出をはかる緑の道・風の道

（２）日本の伝統的環境調整手法を活用した負荷抑制（２）日本の伝統的環境調整手法を活用した負荷抑制（２）日本の伝統的環境調整手法を活用した負荷抑制（２）日本の伝統的環境調整手法を活用した負荷抑制
日射の遮蔽、自然通風など

（３）自然エネルギー、再生可能・未利用エネルギーの（３）自然エネルギー、再生可能・未利用エネルギーの（３）自然エネルギー、再生可能・未利用エネルギーの（３）自然エネルギー、再生可能・未利用エネルギーの
徹底利用（温泉・井戸水など）徹底利用（温泉・井戸水など）徹底利用（温泉・井戸水など）徹底利用（温泉・井戸水など）
太陽光パネル、コジェネレーションなど

（４）利用者とともに低炭素化に取り組む仕組み（４）利用者とともに低炭素化に取り組む仕組み（４）利用者とともに低炭素化に取り組む仕組み（４）利用者とともに低炭素化に取り組む仕組み
エネルギー使用量の見える化

（５）地域とともに取り組む仕組み（５）地域とともに取り組む仕組み（５）地域とともに取り組む仕組み（５）地域とともに取り組む仕組み
エリアエネルギーマネジメントシステムの構築
⇒スマートシティ実証の起点とする

（６）ライフサイクルカーボンマネジメント（６）ライフサイクルカーボンマネジメント（６）ライフサイクルカーボンマネジメント（６）ライフサイクルカーボンマネジメント
運営段階で更なる低炭素化をはかる
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40.2%削減

太陽光発電太陽光発電太陽光発電太陽光発電

当社グループの推進事業当社グループの推進事業当社グループの推進事業当社グループの推進事業当社グループの推進事業当社グループの推進事業当社グループの推進事業当社グループの推進事業 ～～～～～～～～148148148148148148148148街区街区街区街区街区街区街区街区 40404040

基準基準基準基準CO2CO2CO2CO2
排出量排出量排出量排出量 長期的長期的長期的長期的な削減な削減な削減な削減

計画計画計画計画CO2CO2CO2CO2
排出量排出量排出量排出量

運用運用運用運用

４０％４０％４０％４０％

技術技術技術技術
革新革新革新革新

ＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡ

【区画整理事業】 【キャンパスタウン構想】

・目標１：環境と共生する田園都市
・目標２：創造的な産業空間と文化空間の醸成
・目標３：国際的な学術空間と教育空間の形成
・目標４：サスティナブルな交通システム
・目標７：質の高い都市空間デザイン

●キャンパスタウン構想に相応しいインフラづくり

基盤整備への取り組み基盤整備への取り組み基盤整備への取り組み基盤整備への取り組み基盤整備への取り組み基盤整備への取り組み基盤整備への取り組み基盤整備への取り組み ～～～～～～～～ 土地区画整理の見直し土地区画整理の見直し土地区画整理の見直し土地区画整理の見直し土地区画整理の見直し土地区画整理の見直し土地区画整理の見直し土地区画整理の見直し基盤整備への取り組み基盤整備への取り組み基盤整備への取り組み基盤整備への取り組み基盤整備への取り組み基盤整備への取り組み基盤整備への取り組み基盤整備への取り組み ～～～～～～～～ 土地区画整理の見直し土地区画整理の見直し土地区画整理の見直し土地区画整理の見直し土地区画整理の見直し土地区画整理の見直し土地区画整理の見直し土地区画整理の見直し

・施行者 ：千葉県
・事業認可 ：2000年8月
・土地利用 ：住宅中心のベットタウン
・整備水準 ：公共事業の標準仕様

41414141

○拡大図

１号公園

147街区

148街区

一番街ららぽーと

２号調整池

野馬土手

１号
調整池

２号公園

千葉大
柏の葉公園

② ２号調整池の親水化・散策路設置

① 1号調整池･公園の親水ﾈｯﾄﾜｰｸ

③ 野馬土手の保全

正連寺
東地区公園北

地区

⑤ 戸建地区の高質化

④ 道路構成の見直し(自転車レーン、ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ、植栽増加）

②

③

①
⑤ ⑤

⑥

④

２号調整池（現況）

参考ｲﾒｰｼﾞ：柏の葉公園前道路

基盤整備への取り組み基盤整備への取り組み基盤整備への取り組み基盤整備への取り組み基盤整備への取り組み基盤整備への取り組み基盤整備への取り組み基盤整備への取り組み ～～～～～～～～ 土地区画整理の見直し土地区画整理の見直し土地区画整理の見直し土地区画整理の見直し土地区画整理の見直し土地区画整理の見直し土地区画整理の見直し土地区画整理の見直し

親水調整池を一周する散策路

香取神社前の野間土手(現況)

1号調整池（現況）

官民協力により緑溢れる戸建住宅地

街の玄関口に相応しい駅前空間

環境･健康都市を具現化する
ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞロード、自転車ﾚｰﾝ

水辺空間と一体となった景観

42424242

⑥ 駅前の高質化
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<教育方針>
・科学教育・科学教育・科学教育・科学教育 ・こどもの探究心を育てる専門的な科学教育

・環境配慮型の校舎、施設

・外国語教育・外国語教育・外国語教育・外国語教育 ・充実した外国語教育

・国際的視野を育む

・小中連携教育・小中連携教育・小中連携教育・小中連携教育 ・高学年より教科担任制を導入

・小中合同による行事や集会

・リトルティーチャー制度

◆特色ある小中連携校

小学校

中学校

50505050基盤整備への取り組み基盤整備への取り組み基盤整備への取り組み基盤整備への取り組み基盤整備への取り組み基盤整備への取り組み基盤整備への取り組み基盤整備への取り組み ～～～～～～～～ 新設小学校新設小学校新設小学校新設小学校新設小学校新設小学校新設小学校新設小学校

・魅力ある学校づくりのため、ＵＤＣＫと教育委員会が連携。

・小学校開校 ：2012年４月

メディアサイエンスセンター

エコガーデン

地域交流室

連絡ブリッジ

<設備の特徴>

・小中連携 ～両校の敷地をブリッジで一体化
・地域連携 ～地域活動の拠点として、地域ルームを設置

・環境配慮 ～太陽光パネル等で、ＣＯ２を44％削減
・緑化対応 ～敷地内の緑化率25％。隣接公園との一体性配慮

◆環境目標
07年 柏市は京都市に次いで、全国2番目に地球温暖化防止条例を制定

⇒柏の葉エリアを「低炭素まちづくりアクションエリア」指定

環境への取り組み環境への取り組み環境への取り組み環境への取り組み環境への取り組み環境への取り組み環境への取り組み環境への取り組み ①①①①①①①①

08年 キャンパスタウン構想 ：CO2削減目標 35％ (達成時期2030年。2010年比)

51515151

◆低炭素都市実現のための
５つの環境対策

◆ＣＯ２削減見える化プログラム

・住民、大学協働による、街ぐるみのＣＯ2削減活動

・「街エコ推進協議会」を発足

環境への取り組み環境への取り組み環境への取り組み環境への取り組み環境への取り組み環境への取り組み環境への取り組み環境への取り組み ②②②②②②②②

09/9/15 NEWS ﾘｱﾙﾀｲﾑ（日本ﾃﾚﾋﾞ）

09/9/24 NEWS FINE（テレビ東京）

09/10/15日刊工業新聞

52525252

◆08年度は環境省エコアクションポイント事業の採択を受けて実施
◆街エコ推進協議会の会員：当社グループ、辻仲病院、京葉銀行、京葉ガス、東京電力、柏市

◆ＣＯ２削減見える化プログラム

環境への取り組み環境への取り組み環境への取り組み環境への取り組み環境への取り組み環境への取り組み環境への取り組み環境への取り組み ②②②②②②②②

ＣＯ2削減ナビ（愛称エコリンコ）
パソコン画面

【パークシティ一番街】
・電気、ガス、水道の使用量を計測する「ＣＯ2削減ナビシステム」を開発
・住民モニターによる実証実験を実施

53535353

【パークシティ二番街】
・ホームセキュリティ機器に組み込み、

標準装備とする

「ＣＯ2見える化」の効果を確認
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環境への取り組み環境への取り組み環境への取り組み環境への取り組み環境への取り組み環境への取り組み環境への取り組み環境への取り組み ③③③③③③③③

◆サスティナブル交通
・自動車依存型から、自転車・公共交通を中心とした交通体系への移行を目指す。

◇ベロタクシー
・07年、条例改正により

公道での走行が可能に

◇オンデマンドバス
・乗客の要請に合わせて運行

する次世代バスサービス
・東大により実証実験中

◇セグウエイ
・電動立ち乗り二輪車
・08年11月、全国で初めて

公道を使った走行実験

◇スマートサイクル
・自転車シェアリングシステム
・09年、総務省ﾓﾃﾞﾙ事業
・10年より、柏市が実証実験

54545454

環境への取り組み環境への取り組み環境への取り組み環境への取り組み環境への取り組み環境への取り組み環境への取り組み環境への取り組み ④④④④④④④④

◆ＩＴＳ実証実験モデル都市

・09年、内閣府より 全国で４番目（豊田市、横浜市、青森市、柏市）に選定

・10年、行政、大学、企業の５１団体で構成する「柏ITS推進協議会」設立
(柏市、東大ＩＴＳｾﾝﾀｰ、日立、東京電力、三菱電機、当社など）

※ITS・・・高度道路交通システム
Intelligent Transport Systems

55555555

ワイヤレス充電の小型ＥＶの開発

次世代ＤＳＲＣによる交通情報サービス

健康への取り組み環境への取り組み環境への取り組み環境への取り組み環境への取り組み環境への取り組み環境への取り組み環境への取り組み環境への取り組み ⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤

◆柏の葉フューチャービレッジ

・環境、健康を見える化した「街のコンセプト･ハウス」

～まちのｸﾗﾌﾞﾊｳｽ、ｷｯﾁﾝ会議室、がん患者・家族支援ｾﾝﾀｰ、当社事務所で構成

計画 実績実績実績実績

ＣＯ２削減ＣＯ２削減ＣＯ２削減ＣＯ２削減 52％ 48484848％％％％

エネルギー自給率エネルギー自給率エネルギー自給率エネルギー自給率 42％ 30303030％％％％

※08年9月から1年間の計測値

56565656

まちのクラブハウス

健康への取り組み環境への取り組み環境への取り組み環境への取り組み環境への取り組み環境への取り組み環境への取り組み環境への取り組み環境への取り組み ⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥

◆柏版ＣＡＳBEEの作成

38

・柏独自の評価を加えた建物の環境評価指標
～「地球環境に配慮した暮らし」、「魅力的な環境での暮らし」、「安心・安全な暮らし」

09年３月 ＵＤＣＫ環境フォーラムより

57575757
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健康への取り組み

・大学、企業が連携して、シックハウス症候群が発生しない
家づくりを実証研究

・千葉大キャンパス内に４棟の実験棟を建設し計測

健康への取り組み健康への取り組み健康への取り組み健康への取り組み健康への取り組み健康への取り組み健康への取り組み健康への取り組み ①①①①①①①①

◆ケミレスタウンプロジェクト

09/10/27 日刊建設工業新聞

09/10/27 おはよう日本（ＮＨＫ）

参加企業
㈱無添加住宅
㈱NRAハウジング
積水ハウス㈱

㈱高千穂
㈱東急ホームズ
東スリーエス㈱ 他

58585858

◆予防医学への取り組み

日経新聞 （08/7/16）

健康への取り組み健康への取り組み健康への取り組み健康への取り組み健康への取り組み健康への取り組み健康への取り組み健康への取り組み ②②②②②②②② 59595959

※TOP・・・「Town of Public health」
（Public Health:公衆衛生学）

・07年 千葉大予防医学センターが柏の葉キャンパスに開設
・08年 「健康サポートネットワーク」による健康サービス事業開始

・健康ｻﾎﾟｰﾄﾈｯﾄﾜｰｸは、千葉大教員が設立した会社
・経済産業省の委託事業 (全国4か所)

⇒現在、「ＴＯＰ構想」のもと、予防医学モデル都市を目指している。

健康への取り組み健康への取り組み健康への取り組み健康への取り組み健康への取り組み健康への取り組み健康への取り組み健康への取り組み健康への取り組み ④④④④④④④④

◆東京大学 高齢社会総合研究機構

・09年、ｼﾞｪﾛﾝﾄﾛｼﾞｰ学推進のため「高齢社会総合研究機構」設立
・柏市と福井県をモデル都市に選定。
・産学コンソーシアムに、企業３９社が参加。

（富士フイルム、パナソニック、日立、日産自動車、花王、当社など）

・11年、柏キャンパスに、研究拠点棟が完成予定。

※ジェロントロジー：老年学

10年5月 調印する
鎌田東大機構長、
秋山柏市長

10/5/25 朝日新聞

61616161

2010年東大ジェロントロジーコンソーシアム分科会Ａグループ資料より

健康への取り組み

・運営母体 ：国立がんセンター、柏市医師会
・主な機能 ：情報サロン、地域の相談窓口

がん患者・家族のサポート
・運営体制 ：看護師２名常駐
・実証期間 ：３年間

・07年 厚労省「緩和ケア普及モデル地域」に柏市選定（全国4地域）
・08年 柏の葉に「がん患者・家族総合支援センター」開設

日経新聞 （07年12月6日）

緩和ケアとは・・・
「がんに伴う痛み、心の悩み、療養場所や医療費のことなど
患者さんやご家族が直面するさまざまな問題を解決する医療のこと」

健康への取り組み健康への取り組み健康への取り組み健康への取り組み健康への取り組み健康への取り組み健康への取り組み健康への取り組み ⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤

◆がん患者・家族総合支援センター

※当社現地事務所に隣接

62626262

隔週で開催されている
「柏の葉料理教室」
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◆千葉大学カレッジリンク・プログラム

・千葉大学主催の環境・健康・農業・食をテーマに、

地域住民を対象にした社会人講座

・幅広い年齢層の受講者（32歳から75歳）

・座学のみでなく、実習も取り入れた実践プログラム

・10年度より、大学の教養課程の履修科目となる。

１６交流の取り組み交流の取り組み交流の取り組み交流の取り組み交流の取り組み交流の取り組み交流の取り組み交流の取り組み ①①①①①①①① 64646464

交流の取り組み交流の取り組み交流の取り組み交流の取り組み交流の取り組み交流の取り組み交流の取り組み交流の取り組み ②②②②②②②②

◆まちのクラブ活動

65656565

・新旧住民の交流を目的に、08年より開始。
・現在、20のクラブが活動。会員数は850名。

はちみつクラブ

土いじりクラブ

バンビクラブ

We Love Todai Pips

・東大名誉教授 小林寛道氏監修の健康体操

・スポーツ医学に基づき、体の内部の筋肉を鍛え

ることで、脳を活性化する。

交流の取り組み交流の取り組み交流の取り組み交流の取り組み交流の取り組み交流の取り組み交流の取り組み交流の取り組み ③③③③③③③③

◆はっぱっぱ体操

小林寛道名誉教授

66666666

地域運動会で準備体操で採用

地元「若柴だんご会」中心に活動の輪が広がる

◆ピノキオ
・進出企業の協力による、就労体験プログラム

辻仲病院 千葉銀行

京葉銀行 ピノキオ

交流の取り組み交流の取り組み交流の取り組み交流の取り組み交流の取り組み交流の取り組み交流の取り組み交流の取り組み ④④④④④④④④ 67676767

◆マルシェ・コロール
・地産地消を目指す産地直売市場

・駅前ロータリーで月一回、定期開催

・本年度より、フリーマーケットも同時開催

・来場者は約5000名
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ピノキオ達による植栽設置

交流の取り組み交流の取り組み交流の取り組み交流の取り組み交流の取り組み交流の取り組み交流の取り組み交流の取り組み ⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤

◆かしはなプロジェクト

68686868

・駅前の景観づくりを、タウンマネジメントの観点から

地域主導での植栽管理を実施。

創造への取り組み創造への取り組み創造への取り組み創造への取り組み創造への取り組み創造への取り組み創造への取り組み創造への取り組み ①①①①①①①①

・街の至る所で電気利用を可能とし、安心・快適・便利な街を目指す。・街の至る所で電気利用を可能とし、安心・快適・便利な街を目指す。・街の至る所で電気利用を可能とし、安心・快適・便利な街を目指す。・街の至る所で電気利用を可能とし、安心・快適・便利な街を目指す。

・・・・09090909年年年年3333月より、月より、月より、月より、UDCKUDCKUDCKUDCK、、、、柏の葉公園、ららぽーとで実験開始柏の葉公園、ららぽーとで実験開始柏の葉公園、ららぽーとで実験開始柏の葉公園、ららぽーとで実験開始

×

●「公衆電源●「公衆電源●「公衆電源●「公衆電源 ｅｓｐｏｔ」プロジェクトｅｓｐｏｔ」プロジェクトｅｓｐｏｔ」プロジェクトｅｓｐｏｔ」プロジェクト

70707070

×××

・千葉大発のベンチャー企業と連携
・安心・安全な無農薬野菜を生産、販売
・09年、ららぽーとに小ｽﾍﾟｰｽ型「みらい畑」 を設置

創造への創造への創造への創造への創造への創造への創造への創造への取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み ②②②②②②②②

◆植物工場

71717171

千葉大「植物工場研究ｾﾝﾀｰ」
・10年6月、農水省の事業に採択
・柏の葉ｷｬﾝﾊﾟｽ内に「植物工場研究ｾﾝﾀｰ」設立し、

１万㎡の大規模施設の建設を予定

大規模施設
設置予定地

ららぽーとで実施した
植物工場野菜の試食会

◆公的補助◆公的補助◆公的補助◆公的補助を獲得しながら、実証実験、地域活動を推進を獲得しながら、実証実験、地域活動を推進を獲得しながら、実証実験、地域活動を推進を獲得しながら、実証実験、地域活動を推進

・環境・環境・環境・環境、交通、ユビキタス、コミュニティ、交通、ユビキタス、コミュニティ、交通、ユビキタス、コミュニティ、交通、ユビキタス、コミュニティ など採択分野は多様など採択分野は多様など採択分野は多様など採択分野は多様。。。。

・・・・09090909年度は、採択件数年度は、採択件数年度は、採択件数年度は、採択件数16161616件、補助額は４億円超。件、補助額は４億円超。件、補助額は４億円超。件、補助額は４億円超。

国、県の公的補助等を取得した取り組み（09年度採択分）

77777777創造へ創造へ創造へ創造へ創造へ創造へ創造へ創造へのののののののの取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み取り組み 72727272
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創造への取り組み創造への取り組み創造への取り組み創造への取り組み創造への取り組み創造への取り組み創造への取り組み創造への取り組み ③③③③③③③③ 73737373

・小宮山東大前総長の提唱のもと、・小宮山東大前総長の提唱のもと、・小宮山東大前総長の提唱のもと、・小宮山東大前総長の提唱のもと、
０９年７月設立。０９年７月設立。０９年７月設立。０９年７月設立。

・人類共通課題の「・人類共通課題の「・人類共通課題の「・人類共通課題の「解決モデル解決モデル解決モデル解決モデル」を」を」を」を示す示す示す示す
実践型シンクタンク。実践型シンクタンク。実践型シンクタンク。実践型シンクタンク。

●フューチャーデザインセンター（FDC）

【FDCのコンセプト】
未来の「ありたい姿」を描き、それを実現する「先進モデル」を実証・未来の「ありたい姿」を描き、それを実現する「先進モデル」を実証・未来の「ありたい姿」を描き、それを実現する「先進モデル」を実証・未来の「ありたい姿」を描き、それを実現する「先進モデル」を実証・発信発信発信発信

●我が国は、●我が国は、●我が国は、●我が国は、環境・資源問題、食糧問題、医療問題、教育問題などの国家的課題環境・資源問題、食糧問題、医療問題、教育問題などの国家的課題環境・資源問題、食糧問題、医療問題、教育問題などの国家的課題環境・資源問題、食糧問題、医療問題、教育問題などの国家的課題にににに直面。直面。直面。直面。
●●●● これらは世界中が共通に抱える課題で、課題を解決は必須。これらは世界中が共通に抱える課題で、課題を解決は必須。これらは世界中が共通に抱える課題で、課題を解決は必須。これらは世界中が共通に抱える課題で、課題を解決は必須。
●我が国の知力・技術力を生かし、課題解決の「先進モデル」を世界に示す●我が国の知力・技術力を生かし、課題解決の「先進モデル」を世界に示す●我が国の知力・技術力を生かし、課題解決の「先進モデル」を世界に示す●我が国の知力・技術力を生かし、課題解決の「先進モデル」を世界に示す必要あり。必要あり。必要あり。必要あり。

●我が国は、●我が国は、●我が国は、●我が国は、環境・資源問題、食糧問題、医療問題、教育問題などの国家的課題環境・資源問題、食糧問題、医療問題、教育問題などの国家的課題環境・資源問題、食糧問題、医療問題、教育問題などの国家的課題環境・資源問題、食糧問題、医療問題、教育問題などの国家的課題にににに直面。直面。直面。直面。
●●●● これらは世界中が共通に抱える課題で、課題を解決は必須。これらは世界中が共通に抱える課題で、課題を解決は必須。これらは世界中が共通に抱える課題で、課題を解決は必須。これらは世界中が共通に抱える課題で、課題を解決は必須。
●我が国の知力・技術力を生かし、課題解決の「先進モデル」を世界に示す●我が国の知力・技術力を生かし、課題解決の「先進モデル」を世界に示す●我が国の知力・技術力を生かし、課題解決の「先進モデル」を世界に示す●我が国の知力・技術力を生かし、課題解決の「先進モデル」を世界に示す必要あり。必要あり。必要あり。必要あり。

「課題先進国」日本から「課題解決先進国」日本へ

最高顧問（提唱者）：小宮山最高顧問（提唱者）：小宮山最高顧問（提唱者）：小宮山最高顧問（提唱者）：小宮山宏宏宏宏

センター長：山田センター長：山田センター長：山田センター長：山田興一興一興一興一
（前東大理事。現在（前東大理事。現在（前東大理事。現在（前東大理事。現在,,,,東大総長室顧問）東大総長室顧問）東大総長室顧問）東大総長室顧問）

：佐々木経世（：佐々木経世（：佐々木経世（：佐々木経世（eeee----solutionssolutionssolutionssolutions））））

監事：北畑隆生（元経産省事務次官監事：北畑隆生（元経産省事務次官監事：北畑隆生（元経産省事務次官監事：北畑隆生（元経産省事務次官））））

最高顧問（提唱者）：小宮山最高顧問（提唱者）：小宮山最高顧問（提唱者）：小宮山最高顧問（提唱者）：小宮山宏宏宏宏

センター長：山田センター長：山田センター長：山田センター長：山田興一興一興一興一
（前東大理事。現在（前東大理事。現在（前東大理事。現在（前東大理事。現在,,,,東大総長室顧問）東大総長室顧問）東大総長室顧問）東大総長室顧問）

：佐々木経世（：佐々木経世（：佐々木経世（：佐々木経世（eeee----solutionssolutionssolutionssolutions））））

監事：北畑隆生（元経産省事務次官監事：北畑隆生（元経産省事務次官監事：北畑隆生（元経産省事務次官監事：北畑隆生（元経産省事務次官））））

※※※※当社赤坂部長は代表理事当社赤坂部長は代表理事当社赤坂部長は代表理事当社赤坂部長は代表理事

<<<<検討テーマ検討テーマ検討テーマ検討テーマ>>>>

・スマートグリッド（推進中）・スマートグリッド（推進中）・スマートグリッド（推進中）・スマートグリッド（推進中）
・終末医療・終末医療・終末医療・終末医療
・教育、農業、観光・・・・。・教育、農業、観光・・・・。・教育、農業、観光・・・・。・教育、農業、観光・・・・。

フューチャーデザインセンター（FDC）
「国家的課題の解決」を目的に

09年7月に設立
東大FCと連携協定を結ぶ

環境モデル都市のアクションプラン公表：北九州市、
京都市、堺市、横浜市、飯田市、帯広市、富山市、
豊田市、下川町、水俣市、宮古市、梼原町、千代田区

文部科学省：
低炭素社会づくり戦略推進委員会委員長

MRIの提案：プラチナ社会

プラチナ・ファンド

県民債

自立国債
(償還確実債）

(エコ・バリアフリー・ひとづくり・雇用で快適なまちづくり）

大樹町：大樹グリーン・ソサエティ
最高顧問予定

青森県：「青い森セントラルパーク低
炭素モデルタウン構想」

グリッド、野菜工場、新築・既築
キックオフ９．２９ ：特別顧問

柏市・流山市：「柏国際学術都市構想」
産自学連携２００５より

千葉県香取市山田区域
（旧山田町）検討中

東京都臨海副都心：「レイン
ボータウンのエコタウン化」

検討中

川崎市：「イノベーションタウン（仮）」
ナノ・マイクロ、4大学コンソーシアム

横浜市：「ヨコハマ・エコ・ス
クール（YES)」 名誉顧問

静岡県：折衝中

豊田市： 「アクションプラン」
小宮山エコハウスにて市議会

特別委員会１０．２９

直島：エコタウン：
計画中

熊本県：折衝中

北九州市：「環境首都・アジア低炭素化
センター(仮称）・センター長」

福井県：「豊かな高齢社会協定」
(東大高齢社会機構と）

氷見市：「既存商店街を高齢者向け
のコンパクトシティに」 検討中

富山市：「ライトレールを中心とした
コンパクトシティ」 検討中

長野県信濃町 検討中
茨城県（北茨城）：

「エコ＋農業＋林業」交渉予定

山武市：バイオマスタウン
構想 折衝中

プラチナ構想ネットワーク

2009年12月1日現在 文責 小宮山 宏
09/12/18 記者会見
小宮山先生資料より

74747474

柏の葉を拠点としたネットワーク構築

東京大学
フューチャーセンター

課題解決に向けた未来構想をつくる
知の拠点

FDC（フューチャーデザインセンター）

未来構想を社会における実践へ展開し
課題解決に繋げていく
日本の課題解決のハブ拠点となる

プラチナ構想ネットワークのハブ

「柏の葉キャンパス」を拠点に全国へ、世界へ

連携

09/12/18 記者会見
小宮山先生資料より

75757575

◆フューチャーデザインセンター（ＦＤＣ◆フューチャーデザインセンター（ＦＤＣ◆フューチャーデザインセンター（ＦＤＣ◆フューチャーデザインセンター（ＦＤＣ）））） ～スマートグリッドへの取り組み～スマートグリッドへの取り組み～スマートグリッドへの取り組み～スマートグリッドへの取り組み
12

09/12/18記者会見を行う参加企業

創造への取り組み創造への取り組み創造への取り組み創造への取り組み創造への取り組み創造への取り組み創造への取り組み創造への取り組み ③③③③③③③③ 76767676

最先端技術を駆使した「スマートシティプロジェクト」

東京電力

日立製作所

三井不動産 清水建設

日建設計 山武

日本HP SHARP

SHARP

SHARP日立製作所

伊藤忠商事

SHARP

日本HP SAP

日立製作所

日立製作所

日立製作所

一般社団法人
フューチャーデザイン
センター（ＦＤＣ）設立

『スマートシティプロジェクト』スタート
●参加メンバー： 合計7社
・HP ・SAP
・SHARP ・日建設計
・三井不動産 ・ｲｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ
・東京電力（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ）

2009年7月 2009年11月

2010年4月～

スマートシティ企画㈱に
新たに4社加入

・伊藤忠商事 ・清水建設
・日立製作所 ・山武

スマートシティを
柏の葉で
実現すべく取組中
柏の葉モデルとして
世界に発信
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4創造への取り組み創造への取り組み創造への取り組み創造への取り組み創造への取り組み創造への取り組み創造への取り組み創造への取り組み ④④④④④④④④

●知が集積するＴＸ沿線で、地域主導による
ベンチャー企業の育成、支援を目指す。

●09年11月設立。現在、会員数は142者。

STAGE 1
課題やニーズの
把握・個別相談

アントレプレナーの成長支援フロー

STAGE ２
エンジェル例会での
プレゼンテーション

STAGE ３
エンジェル例会後の

フォローアップ

●代表主催ランチ
アントレﾌﾟﾚﾅｰ会員と
役員、世話人による意
見交換会
(月１回開催)

●エンジェル例会
アントレﾌﾟﾚﾅｰ会員の
事業オーディション
(毎月１回２社開催)

●個別フォロー
出資を含め経営参画
を行う。
エンジェル税制を活用
した投資実績あり。

↓

Ｎ
Ｈ
Ｋ
番
組
放
送

77777777

◆◆◆◆◆◆◆◆TXTXTXTXTXTXTXTXｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ（ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ（ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ（ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ（ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ（ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ（ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ（ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ（TEPTEPTEPTEPTEPTEPTEPTEP）））））））） ＴＸアントレプレナーズベルト

柏の葉拠点
AGORA（アゴーラ）

秋葉原拠点
（2010.5オープン）

4 （参考）新産業創成に向けた動き創造への取り組み創造への取り組み創造への取り組み創造への取り組み創造への取り組み創造への取り組み創造への取り組み創造への取り組み ④④④④④④④④ 78787878

北城 恪太郎 氏＜エンジェル会員＞
(経済同友会 前代表幹事 ／日本IBM最高顧問)

村井 勝 代表
（コンパック日本初代社長、WEOY初代査委員長）

故 石橋 博良氏＜エンジェル会員＞
(㈱ウェザーニューズ設立／代表取締役会長)

企業家は社会の夢企業家は社会の夢企業家は社会の夢企業家は社会の夢をををを
実現実現実現実現するアーティストだ。するアーティストだ。するアーティストだ。するアーティストだ。

イノベーションに挑戦イノベーションに挑戦イノベーションに挑戦イノベーションに挑戦する企業する企業する企業する企業
家家家家がががが、次、次、次、次の時代の産業をの時代の産業をの時代の産業をの時代の産業を作る。作る。作る。作る。

起業とか起業とか起業とか起業とかビジネスはビジネスはビジネスはビジネスは
“How  much”“How  much”“How  much”“How  much”ではではではではなくなくなくなく
””””How  Wonderful”How  Wonderful”How  Wonderful”How  Wonderful”をををを
目指してチャレンジすべき目指してチャレンジすべき目指してチャレンジすべき目指してチャレンジすべきもの。もの。もの。もの。

◆◆◆◆TXTXTXTXアントレプレナーパートナーズアントレプレナーパートナーズアントレプレナーパートナーズアントレプレナーパートナーズ(TEP)(TEP)(TEP)(TEP)◆◆◆◆TXTXTXTXアントレプレナーパートナーズアントレプレナーパートナーズアントレプレナーパートナーズアントレプレナーパートナーズ(TEP)(TEP)(TEP)(TEP)

●アントレプレナー●アントレプレナー●アントレプレナー●アントレプレナー会員会員会員会員

◆アクセルスペース
・08年設立の東大発のベンチャー企業

～航空宇宙学科の中須賀研究室ＯＢが母体
～中須賀教授は、内閣府「最先端研究開発支援

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」に採択（5年、41億交付）
・事業領域は、小型衛星の設計・開発・製造・運用
・本社は、東葛テクノプラザ。

◆アミンファーマ研究所
・07年設立の千葉大発のベンチャー。

～五十嵐代表は元千葉大薬学部教授
・05年NEDO「大学発事業創出実用化研究

開発事業」からスタート。
・事業領域は、脳梗塞のリスク評価

50kgの超小型衛星バス「弥生」

中村社長は31歳。
07年博士課程修了

◆アルベド
・06年設立。
・明室で使用可能な

スクリーンの開発・販売
・本社は、東葛テクノプラザ。

●エンジェル会員●エンジェル会員●エンジェル会員●エンジェル会員

コラボレーションから、より多くコラボレーションから、より多くコラボレーションから、より多くコラボレーションから、より多く
の可能性が生まれる。起業家の可能性が生まれる。起業家の可能性が生まれる。起業家の可能性が生まれる。起業家
との連携に期待。との連携に期待。との連携に期待。との連携に期待。

重田 龍男 氏＜エンジェル会員＞
(柏商工会議所 副会頭／シンクラボラトリ代表)

血液分析による評価結果

Fin


