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告知 

 
新しい街！ 
西口お披露目イベントが開催されました 

－ 柏の葉キャンパス西口駅前通り － 

報告 

 ４月２６日（土）、ららぽーと柏の葉北館のオープンにあわせて

柏の葉キャンパス西口駅前で「柏の葉マルシェコロール～新しく

なった西口駅前通りで『まち・再発見』」が開催されました。 

 前回まで東口中心に開催されていたマルシェですが、今回は、

西口側で展開。「東葛六市レストランサミット」協力によるお店が

軒を連ね、和・洋・中の一流シェフが腕を競うオリジナリティ溢

れる料理の品々に、みな舌鼓を打ちました。ほかにも、５０以上

のおいしい、たのしい店舗や、ワークショップなど行う子ども向

けの店舗も数多く出店。最初から終了時間いっぱいまで、家族で

楽しめるマルシェとなりました。会場のあちこちで、「人間型ロボ

ット」、「大道芸人」、「ママさんブラスバンド」や「柏おやじダン

サーズ」などたくさんのパフォーマーと出逢うこともでき、新た

に美しく整備された駅前は、さらに華やかに彩られ、賑わいをみ

せていました。 

 4月に移転した UDCK では、柏の葉キャンパス駅前まちづくり協

議会のブースとして、7月にオープンとなる「三井ガーデンホテル

柏の葉」や「KOIL」の紹介、これからのまちづくりについての意

見交換会と新しいまちの紹介ツアーが行われました。参加者から

は、主に現在空き地となっている土地の使われ方について、多く

の関心が寄せられました。UDCKの屋外デッキには、ブースを訪れ

た方に気軽にまちづくりについて考えてもらえるよう、コメント

を貼ることができる項目別掲示板（ご意見お聞かせください）が

設けられました。貼られた付箋には「図書館がほしい」「子どもの

遊び場をつくってほしい」など、身近で切実な問題が掲げられま

した。また、「TX を早く東京駅までつなげてほしい」という意見

もたくさんあり、柏の葉のまちづくりに多くの住民の期待が高ま

っていっていることが、感じられました。（詳細は裏へ） 

 

 

 

平成 25年度 実施活動一覧 
 

○イベント 

日時 活動内容 

4/13 柏の葉キャンパス防災ひろば 

5/12 かしはなカフェ 

5/25 防災部会研修会 

5/17 赤ちゃん・パパママ集まれ！ 

6/ 8 乳幼児救急救命講座（日赤主催事業への協賛） 

6/ 9 １号近隣公園草刈りイベント（1回） 

6/23 １号近隣公園草刈りイベント（2回） 

7/ 7 １号近隣公園草刈りイベント＋七夕（3回） 

7/18 柏市と協議（待機児童問題について） 

8/ 1 柏の葉キャンパス郵便局 開所式参列 

8/25 まち丸ごとキッザニア 

9/ 7 街を歩こう！防災施設見学ツアー 

10/ 4 赤ちゃん・パパママ集まれ！ 

10/27 こんぶくろ池祭り 

11/16 みんなで作る公園プロジェクト～芝張イベント 

12/ 1 みんなで作る公園プロジェクト～広場の顔づくり 

11/24 みんなで作る公園プロジェクト～愛称公募 

12/21 年末クリーン大作戦 

2/ 1 防災部会研修会 

2/15 4号街区公園 意見交換会 

    

○継続活動 

役員会／駅前清掃／まちづくり協議会だより発行 

剰余金（707,771 円）を、次年度の会費受入れ時までの当面の

活動費および主に駅前西口線の維持管理協力の予算として、全

額次年度に繰り越すものとします。 

      平成 25年度 決算報告 

 

  

  

当期 

H25.4.1 

～ 

H26.3.31 

前期 

H24.4.1 

～ 

H25.3.31 

増減 

収入 

  

  

 

前期繰越 379,940 538,562 -158,622 

年会費収入 1,171,000 795,300 375,700 

受取利息 153 99 54 

収入合計 1,551,093 1,333,961 217,132 

費用 

  

  

  

  

  

 

事務局運営費 13,080 6,405 6,675 

広報・交流部会活

動費 
162,000 144,780 17,220 

美化活動費 96,516 14,900 81,616 

防犯・防災活動費 538,438 785,226 -246,788 

健康・福祉活動費 33,288 2,710 30,578 

費用合計 843,322 954,021 -110,699 

剰余金   707,771 379,940 327,831 

 

    

クリーン作戦（駅前清掃活動） 
－ 地域ポイントたまります ー 

まちづくり協議会では、毎月第１・第３木曜日、最終土

曜日の朝 9時から、駅前清掃活動を行っています。  

 前回最終土曜日分は、全国で行われているゴミゼロ運動

に合わせて、5月 25日（日）8時 30分より、キャンパス駅

周辺の一斉清掃を行いました。６月の開催日は以下の通り。  

・日時：6月 5日・ 19日(木)・28日（土） 9時～9時半  

・集合：ららぽーと正面（柏の葉キャンパス駅西口）  

参加いただくと、地域ポイントが貯まります。  

皆さんのご参加をお待ちしています！！  

     

 

 

 

告知 

駅前清掃活動に参加すると、地域

ポイントが 50 ポイントもらえま

す。ポイントはマルシェでのお買

い物券や各種グッズ、サービス利

用料金の割引に使えます。 

登録、詳細はＵＤＣＫへ  

 

4/13柏の葉キャンパス防災広場 6/9草刈りイベント 9/7防災施設見学ツアー 11/16芝張イベント 

mailto:info@udck.jp
http://kashikyo.wordpress.com/


 

 

 
まちの皆さんから 

こんな意見をいただきました 
－ 「ご意見お聞かせください」結果報告 ー   

皆様からいただいたご意見のうち、多かったものを発表します。ここでご紹介しきれないものも含め、

まちづくり協議会の今後の活動に活かしていきます。さて、これからいくつ実現していけるでしょうか。 

■意見ランキング ベスト５ 

１．駅前に図書館が欲しい（20件）…勉強スペース欲しい/貸し借りできる支所があれば 等 

２．子供の遊ぶ場所が欲しい（13件）…安全に遊ばせられる場所/小学生がのびのび遊べる場所 等 

３．柏の葉キャンパスから柏駅行きのバスを増便してほしい（6件） 

４．駅から二番街までグリーンアクシスを早く通してほしい（5件） 

５．混雑緩和のためＴＸの車輛を増やしてほしい（4件）…高齢者や妊婦・幼児用車輛があれば 

５．ＴＸの東京駅延伸の実現（4件） 

 

■その他複数寄せられた意見 

土日も千葉大の中を通りたい /通学路など夜道を明るく安全に /分煙スペースの整備 /TX の快速停車 

/成田空港行バスの実現 /産婦人科が欲しい /保育環境の充実 /高齢者目線のまちづくりも大事 等 

 

「赤ちゃん・パパママあつまれ！」 
－6月 5日（木）赤ちゃんとパパママのためのイベント開催ー   

まちづくり協議会では、毎回好評を得ている「赤

ちゃん・パパママあつまれ！」を開催します。柏の

葉地域でお子さんの成長を見守るパパ・ママが、子

育ての喜びや悩みを語り合い、集まれる場として、

柏市と連携して行います。お誘い合わせの上、お気

軽にご参加ください。 

 

～ 開催概要 ～ 

日 時：6月 5日（木） 

9:00～10:30：9か月までのお子さん 

11:00～12:30：10か月～2歳までのお子さん 

場 所：二番街ワークショップルーム 

対 象：2歳までのお子さんと、その保護者 

申 込：不要 

参加費：無料 

持ち物：母子手帳、バスタオル、筆記用具 

 

～ Ｍｅｎｕ ～ 

・身体測定（希望者のみ） 

・手遊び 

・保健師さんのおはなし 

・みんなでお話ししよう！ 

・ﾌﾘｰﾀｲﾑ（育児相談、など） 

混雑防止の為、お子

さんの月齢により

時間を区分します

が、該当時間帯にご

都合がつかない場

合は、都合のよい時

間帯にご参加くだ

さい。 

告知 

報告 ４年目活動スタート（総会報告） 
－平成２６年度活動方針、予算案等が承認されました－ 

報告 

まちづくり協議会は、設立して 4 年となりました。昨

年は、郵便局の開所、認可保育園の増床・新設計画、一

号近隣公園の早期暫定開放・整備協力などで、まちづく

り協議会による、地域の課題解決に向けた行政や関係者

との協議が、実を結んでいます。 

美化緑化（駅前清掃活動の恒例化、かしはな活動との

連携など）・健康福祉（赤ちゃん・パパママ集まれ！）

のテーマでは交流活動が活発に行われ、防災では、炊出

しイベントや防災施設見学ツアー等、地域防災の意識を

高めるイベントが実施されました。 

また、住民のかたの協力で協議会のＨＰを立ち上げる

ことができ、まちづくり協議会だよりは、地域のかたに

記事執筆に加わっていただくなど、情報発信も新たな展

開をしています。 

本年 4 月には柏の葉キャンパス駅西口が新しく整備さ

れ、まちの顔も刷新しました。引続き、住み良いまちを

目指し、幅広い活動に取り組んでまいります。 

 

 
【平成 26年度の活動方針】 

① 地域の課題解決に向けた行政や関係者との協議 

（中学校早期開校、公共施設整備のあり方、交通整

備など） 

② 駅周辺のエリアマネジメント活動の推進（美化緑

化、賑わいづくり） 

③ 情報発信の強化、効率化 

④ 組織の拡充、効率的な組織運営 

①～④を重点に、地域課題に取り組み、地域活性化、交流促

進を図っていく。 

柏の葉キャンパス駅前まちづくり協議会 役員 
 

役職 組織 氏名 

会長 柏の葉ｷｬﾝﾊﾟｽ一番街町会 近藤 文雄 

副会長 三井不動産 中田 聖志 

理事 柏の葉ｷｬﾝﾊﾟｽ一番街町会 

柏の葉ｷｬﾝﾊﾟｽ一番街町会 

ﾊﾟｰｸｼﾃｨ柏の葉ｷｬﾝﾊﾟｽ 

二番街管理組合 

ﾊﾟｰｸｼﾃｨ柏の葉ｷｬﾝﾊﾟｽ 

二番街管理組合 

辻仲病院柏の葉 

ららぽーと柏の葉 

平塚 晃夫 

田中 耕二  

蛭川 美保 

 

荻野 泰司 

 

鴨志田 道博 

大久保 武揚 

会計 三井不動産ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙ 吉崎 典孝 

書記 柏の葉ｱｰﾊﾞﾝﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰ（UDCK） 加藤 薫 

監事 ﾊﾟｰｸｼﾃｨ柏の葉ｷｬﾝﾊﾟｽ 

二番街管理組合 

京葉銀行 

上村 秀幸 

 

児玉 尚之 

 

  <支出>                  （円） 

事務局運営費 15,000 役員会議費、振込手数料 

交流部会 

活動費 

295,600 協議会だより印刷配布、

交流イベント 

美化活動費 558,000 清掃活動の備品購入等 

防犯・防災 

活動費 

509,120 防災イベント･研修、備品

購入等 

健康・福祉 

活動費 

100,000 健康福祉イベント実施 

予備費・ 

繰越予算 

491,051  

合計 1,968,771  

 

            平成 26年度予算案 

     <収入>                  （円） 

前期繰越 707,771  

年会費（一番街） 390,000  

年会費（二番街） 271,000 35万×（678÷880） 

(H26.3末入居:678世帯) 

年会費（企業等） 600,000 6団体×10万円 

合計 1,968,771  

 

去る 5月 25日（日）、定期総会開催。平成 25年度の

事業報告と決算報告が行われ、平成 26 年度の活動方

針、予算案、役員が承認されました。 

 

 


