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「環境エネルギーまちづくり」を通じた地域社会イノベーション
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発表概要：1.柏の葉での取組みとＵＤＣＫ／ 2.福島県田村市での取組みとＵＤＣＴ／ 3.新地町での取組み

地球・社会・人間システムに関わる課題についてサステイナビリティ
やレジリエンスの観点から教育研究し、幅広い視野で問題解決できる
グローバルリーダーを育成します。

国際協力

制度設計 環境・資源

途上国における
開発・貧困問題

国際政策協議
グローバルガバナンス

越境的環境問題
資源管理問題

東京大学 大学院新領域創成科学研究科 １９９８年～ 《創立20周年》

基盤科学研究系

生命科学研究系

環境学研究系



柏の葉

柏中心市街地

柏市
面積：約114.9k㎡
人口：414,054人
(2015年国勢調査)

国道16号線
route16

JR常磐線

つくばエクスプレス（2005年～）

1985年7月：運輸政策審議会において常磐新線の整備を答申

1999年3月：土地区画整理事業都市計画決定

1999年 ：東京大学柏キャンパス稼働

（物性研究所および宇宙線研究所 移転）

2000年 ：土地区画整理事業開始

2005年8月：つくばエクスプレス（TX）開通

2006年4月：東京大学大学院新領域創成科学研究科

環境学系柏キャンパスへ移転

11月：柏の葉キャンパス駅前にＵＤＣＫ施設開設

2008年3月：柏の葉国際キャンパスタウン構想策定

千葉県柏市「柏の葉地区」における都市開発と東京大学柏キャンパスの整備

柏の葉のまちづくりの背景

2005年のつくばエクスクレス（ＴＸ）開通を契機に、柏市北部の柏の葉キャンパス駅と柏たなか駅を中心とした
新しい都市（２駅周辺で合計約４００㌶ 計画人口４万人）を計画。２０００年より土地区画整理事業が進む。

つくばエクスプレス

柏の葉公園

⾄秋葉原

柏ＩＣ

柏の葉キャンパス駅

⾄つくば

柏たなか駅

東京⼤学
柏キャンパス

千葉⼤学
柏の葉キャンパス
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公・民・学連携まちづくり拠点としてのＵＤＣＫ（柏の葉アーバンデザインセンター）



ＵＤＣＫ（柏の葉アーバンデザインセンター）の基本的機能

Social Experiment of 
Malti-mobility sharing

Goal: Sustainable Development & City’s Brand Fostering New Community

Promoting Collaboration Projects

企画・構想機能

連携・推進機能

情報発信機能

Design Review

◆「センター」
の初源的意義

1)情報が集まる

2)人が集まる

3)活動が集まる

4)課題が集まる

↓

◇センターで調整・解決

①プラットフォーム機能

②シンクタンク機能

③プロモーション機能

・多主体のネットワークを活かした施策の
実施体制の構築、連携誘導等

・関係者間の情報共有、交流促進
・インキュベーション、イノベーション

・構想の立案、施策の検討・提案
・空間デザインの提案
・コミュニティデザインの仕掛けづくり
・まちづくりに関する各種研究

・フォーラムやイベントの開催、展示、
出版、プレスリリース等による
地域プロモーション

◆機能を支える
センターのリソース
１）支援体制
２）集まりやすい拠点施設
３）専門家の常駐
４）専用メディア

UDCKo

UDCMi

UDCIC
UDCQ

UDCT

UDC2

UDCTak

UDCK

UDCY
UDCSEA

UDCC

UDCN

UDCM

UDCBK

田村地域デザインセンター

アーバンデザインセンターみその

柏の葉アーバンデザインセンター

柏アーバンデザインセンター

アーバンデザインセンター
高島平

アーバンデザインセンター横浜

横浜市立大学　並木ラボ

アーバンデザインセンター
茅ヶ崎

ヨコハマ海洋環境
みらい都市研究会

松山アーバンデザインセンター

アイランドシティ・
アーバンデザインセンター

アーバンデザイン会議九大

アーバンデザインセンター
びわこ・くさつ

郡山アーバンデザインセンター

ＵＤＣＫから始まった「アーバンデザインセンター」方式のまちづくりは、全国に広がり、2018年5月現在で17か所のＵＤＣが設立。

まちのデザイン・マネジメントのプラットフォームとして、課題解決型から未来創造型まで、「公・民・学」連携、専門家が主導する、
拠点をフィールドにおいて活動をする、といった基本理念を共有し、地域ごとの課題への取り組みが進む。

UDCO
アーバンデザインセンター大宮

OCTC おおたクリエイティブタウンセンター

UDCS
アーバンデザインセンター坂井

「公・民・学」連携によるＵＤＣ（アーバンデザインセンター）方式の各地への展開



福島県⽥村市における公・⺠・学連携による地域再⽣
−復興計画から拠点デザインへ−

都路町古道地区 都路町岩井沢地区

・阿武隈高原の中央に位置
・2005年3月田村郡旧５町村合併
・中心部まで郡山市から約30km 

面積：458.3k㎡
人口：38,683人 (H28年4月1日県現住人口調査) 

各地区の人口(H22年国勢調査)

船引 21,819人
常葉 5,820人
大越 5,011人
滝根 4,944人
都路 2,828人

高齢化率：28.4%
(H22年国勢調査時点)

⽥村市の概要



設立目的：
旧5町村の特色を活かした、地域主
体のまちづくり活動を促進してい
くため、公・民・学が連携するま
ちづくり組織を設立

地区（旧５町村）ごとの取組み
基本方針策定

まちづくり実証実験実施

地区ごとのまちづくり協議会設立

船引 滝根 大越 都路 常葉



■委員構成

「田村市震災等復興ビジョン」に基づき、中
山間地集落の再生モデルを目指し、都路町に
おける持続的で創造的な暮らしを実現するた
めの目標、計画、および地域、自治体関係機
関等での取組みについて、市長に提言。

○地域代表
住民（区長）、避難者、子育て世代（PTA）
商工会、農林業、医療・福祉
○学識者 ○行政 事務局：UDCT、田村市

■検討経緯
○協議会（2013.10～2015.03）

○作業部会（住宅、商業、農業）

○ヒアリング、住民アンケート

○意見募集（パブリックコメント）

都路町住生活基本構想協議会（2013～2015年） ー田村市での取組み

■都路町住生活基本構想

◇再び都路へ

◇暮らし続けられる都路へ

◇活き活きとした都路へ

◇魅力あふれる都路へ

■27の取組み

都路町住生活基本構想 ー田村市での取組み

豊かな自然に囲まれ、
家族が一緒に安心し
て地域と共に暮らせ
る生活環境づくり

■基本的な考え方

■４つの方針

家族を起点に住まい
づくりから地域づく
りへ展開



都路町住生活基本構想 ー田村市での取組み

古道地区の拠点形成：都路型コンパクトタウンへ ー田村市での取組み



◆公的賃貸住宅（12戸、集会所）

①望ましい建設敷地の選定

②都路らしい暮らし方の作法

古民家の実測調査、ヒアリング

③都路らしい住宅形式
住戸形式（長屋・戸建て）、配置計画、
住宅形式、住戸面積、間取り、など

古道地区における拠点形成の核施設（公的賃貸住宅）の構想 ー田村市での取組み

◆公・民・学連携による検討

・帰還する高齢者等の安心して暮らす
ことのできる住まいづくり

・中心部で、地域住民が交流しながら
互いに支え合う暮らしの実現

・取組み22「中心部の集住モデルの整
備」への対応

④建設後の地域の関わり

公・民・学連携による古道地区公的賃貸住宅の計画づくり
模型を使った意見交換 ワークショップ形式での意見交換

復興住宅の事例見学会 仮設住宅でのヒアリング



古道地区公的賃貸住宅の配置計画の検討 ー田村市での取組み

模型を使った複数案の比較検討

古道地区公的賃貸住宅の基本計画 ー田村市での取組み

◆概要
住宅 約50㎡（8戸、二戸一棟）

約70㎡（4戸、戸建て）

集会所 約100㎡

○木造平屋

○バリアフリーの徹底

○各住戸の独立性の確保

○将来的な居住者住替えへの対応

○高齢世帯、ファミリー世帯を含

む多様な世帯への対応

○フレキシビリティのある間取り

○地域との交流を促進する集会所、

広場の配置



公的賃貸住宅の建設（古道地区） ー田村市での取組み

新地町の概要

人 口 8,264人（H29.6.1現在）

世帯数 2,793戸（ 同上 ）

面 積 46.69k㎡

新地町

北と西は宮城県に、東は太平洋に接
し、福島県浜通りの最北端に位置し、
阿武隈山系から延びる丘陵の間に形
成された平地に、市街地や田畑、果
樹園が広がり、海は遠浅で砂浜が続く。



新地町の概要

◆環境未来都市構想 ◆地産地消型エネルギー利⽤
（スマートコミュニティ事業）

◆新地駅周辺復興まちづくり

スマートハイブリッドタウン構築事業とし
て、くらしアシストシステムを整備。約
80世帯のエネルギーの使用データを
収集、解析。

相馬LNG基地の天然ガスを活用して、
エネルギーセンターで熱と電気を生
産し、新地駅周辺施設へ供給。

被災した新地駅周辺において、土地
区画整理事業と公共施設の集約整
備で、新たな中心拠点を形成する。

農業⽣産施設

スポーツ施設

エネルギーセンター

ホテル・温浴施設

交流センター

複合商業施設

観海堂公園

JR新地駅

電⼒供給（ ⾃営線）
温熱（ 温⽔）供給
（ 暖房・ 給湯利⽤）

冷熱（ 冷⽔）供給
（ 冷房利⽤）

CO2供給
（ 農業利⽤）

地域導管（地域内のエネルギー供給）

出典：国立環境研究所資料（2018）より

新地駅

出典：「新地駅周辺まちづくりニュース」より 出典：「新地駅周辺まちづくりニュース」より

①エネルギーまちづくりのデザイン

●エネルギーまちづくりガイドライン作成

①エネルギーが見える施設デザイン
機械室の見える化、路面へのルート表示、マンホール活用サイン

②PR、情報発信
地区模型、駅前拠点設置、地区ﾛｺﾞ・ｻｲﾝ

③エネルギーまちづくりツアー
ツアールート検討、ICT活用プログラム

④環境共生まちづくりの実践

国立環境研究所との協働による新地町での取組み

②新地駅周辺のデザインマネジメント

●施設のデザイン方針検討

●公共施設の賑わいある運営計画検討

・新地駅前にぎわい創出検討委員会の立ち上げ・運

営支援

・新地駅周辺における取組みの全体指針

エネルギーセンター

地域導管

導管ルートの明⽰

サイン計画 機械室・地中導管の⾒える化 ICT活⽤による⾒学

新地駅

地域導管ルートを活か
した地区の魅⼒づくり

・施設の配置計画
・⼀体的な動線計画

・新地駅前におけるにぎわいのア
イディア

・にぎわい創出のk本方針
・公共施設の維持管理の基本方針



ドイツの地域エネルギー
先進都市ザーベックとの
連携交流事業を通じて

国際人材教育

③住民参加のデザイン

●UDC新地の実現化検討

④町域のまちづくり方針の検討

国立環境研究所との協働による新地町での取組み

●ニュース発行や高校生ワークショップ実施

●先進地（ドイツ・ザーベック）との交流

●復興事業を活かした持続可能なまちづくり構想の検討

出典：国立環境研究所
資料（2018）より

「新地町」「国⽴環境研究所」「東京⼤学⼤学院新領域創成科学研究科」連携・協⼒に関する三者協定の締結

本協定は、これまでも実施してきた新地駅周辺をはじめとする環境・エネルギー・まちづくり等に関する相互の協力を深め、
新地町における復興と環境、経済が調和した持続可能な環境都市の暮らしと産業の実現に資することを目的とする。

１．互いの情報、資源、研究成果等の活用に関すること
２．環境、まちづくり、地域エネルギー分野等における人材育成に

関すること
３．研究成果等の地域への還元及び啓発に関すること
４．その他、目的達成のために必要な事項

■連携・協力内容

■今後の取組み

・新地駅、エネルギー拠点を中心とする環境に配慮した復興まち
づくりを支援する調査研究
・新地スマートエナジー株式会社と連携したエネルギーに関する調
査研究
・地域資源を活かしたさらなる地域環境創生に関する調査研究
・新地町におけるフィールドワーク等を通じた研究教育活動の実施 協定締結式（H30.6.3）



福島イノベーション・コースト構想促進事業 in 新地町

大学が持つ「知」の活用と「高度国際大学院教育」の現地展
開のための活動拠点として「アーバンデザインセンター」を
設置し、町（公）、住民・民間企業（民）、大学・研究機関
（学）の「公・民・学」連携による「環境エネルギーまちづ
くり」に関わる教育研究活動を継続的に実施することにより、
福島イノベーション・コースト構想の促進に資することを目
的とする。

「環境エネルギーまちづくり」
を通じた地域社会イノベーション

Ⅰ．現場の活動拠点「アーバンデザインセンター新地」
の設置・運営と駅周辺整備の支援・効果の評価

Ⅱ．エネルギー・モニタリングデータ分析に基づく
エネルギービジョン構築とまちづくりの担い手育成

Ⅲ．「サステイナビリティ学」に関する大学院プロジェクト
演習を通した社会動態分析とニーズ把握に基づく定住環
境の形成支援

福島イノベーション・コースト構想促進事業 in 新地町
Ⅰ．現場の活動拠点「アーバンデザインセンター新地」の設置・運営と駅周辺整備の支援・効果の評価

●公・民・学連携の研究教育および活動拠点の設置

●大学・地域間連携のプラットフォーム機能構築

●大学院生等と地域住民等との交流事業実施

●復興まちづくりの支援およびデータ分析等による効果分析

UDC方式による復興まちづくりにおける
中間支援組織の体制・役割



福島イノベーション・コースト構想促進事業 in 新地町
Ⅱ．エネルギー・モニタリングデータ分析に基づくエネルギービジョン構築とまちづくりの担い手育成

●地域エネルギーモニタリング・ビックデータ解析による見える化、需要予測モデルの開発

●エネルギー需給シミュレーションの実施

●再生可能エネルギー等の利用による地産地消エネルギーシステムの調査研究

●需要因子調査・データ解析による大学院生のエネルギー教育

エネルギー・モニタリングデータ分析のまちづくりへの活用
地域エネルギーの将来ビジョンに向けての社会イノベーション誘導モデル

福島イノベーション・コースト構想促進事業 in 新地町
Ⅲ．「サステイナビリティ学」に関する大学院プロジェクト演習を通した社会動態分析とニーズ把握

に基づく定住環境の形成支援

●震災後の地区別・属性別の人口動態の詳細分析

●原発事故被災地からの移住者や地元居住者へのヒアリング

●日本人学生・外国人学生のプロジェクト型・フィールド学習

大学院プロジェクト演習を通した将来まちづくり構想・社会動態
分析とニーズ把握に基づく定住環境の形成に関する方法論構築

出典：『第５次新地町総合計画後期基本計画』


