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パースはイメージであり、今後の設計及び関係
機関との協議により変更となる場合があります。

新橋・虎ノ門エリア

虎ノ門二丁目市街地再開発事業
完成イメージ

虎ノ門一丁目東市街地再開発事業
完成イメージ

三宮



「バスターミナル東京八重洲」（東京都千代田区）

東京駅
京橋駅へ

八重洲地下街

八重洲北口１階改札
へ

八重洲中央口地下改札へ

八重洲南口１階改札へ

外堀通り

鍛冶橋通り

東地区バスターミナル

北地区バスターミナル
（令和４年９月開業予定）

中地区
バスターミナル

東京ミッドタウン
八重洲

スケジュール・主体の異なる複数の再開発事業を跨ぐ一体的なバスターミナルを整備するこ
とで、東京駅周辺の路上等に散在するバス停の集約と鉄道・バス間の円滑な乗換機能の確保
を図り、「国際都市東京」の玄関口である東京駅前に求められる交通結節機能の強化に貢献



01 わかりやすい

02 かえやすい

03 旅立ちたくなる

多様な人々の行動を自然に誘うデザイン

段階的開業に対応し調和のとれたデザイン

デザインコンセプト

「旅立ち」を演出する非日常感のあるデザイン

B1F 案内・チケットカウンター

B２F のりば

B２F 待合ラウンジ

「バスターミナル東京八重洲」（東京都千代田区）



相生通り

平和記念公園

商工会議所

原爆ドーム

基町相生通地区

官民連携のリーディングプロジェクトを推進することで、良質なホテルの整備等による都心
機能の強化に加えて、まちの抱える広域課題の解消（原爆ドーム周辺の景観改善・既存変電
所の機能を中断させない更新等）を図り、市が目指すまちづくりの実現に貢献

基町相生通地区（広島県広島市）



基町相生通地区（広島県広島市）

■現況

■原爆ドーム周辺の景観（現況）

■完成イメージ
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第二期復興・創生期間におけるURの支援（支援地区）

■ 復興支援MAP



第二期復興・創生期間におけるURの支援（町民帰還のための生活拠点）

■ 大熊町大川原地区

▼福祉の里

▲大熊町役場新庁舎

▼公営住宅

▼商業・交流・宿泊温浴施設

▼公営住宅



第二期復興・創生期間におけるURの支援（町民帰還のための生活拠点）

■ 双葉町双葉駅西側地区
（特定復興拠点再生区域）

▲公営住宅プロジェクト（戸建て）

▲公営住宅プロジェクト（タウンハウス）

▲双葉町役場仮庁舎 ▲住宅建設が進む双葉駅周辺



第二期復興・創生期間におけるURの支援（産業・働く拠点づくり）

■浪江町 棚塩地区

▼復興拠点整備（福島イノベーション・コースト構想に基づく産業団地づくり）▼

■双葉町
中野地区

▲福島水素エネルギー研究フィールド

▲双葉町産業交流センター

復興拠点整備
を行った最初
の立地企業が操業開始▲



• 「治水とまちづくり連携計画（江の川中下流域マスタープラン）」策
定・公表

URは江の川流域治水推進室から感謝状を受領。今後は地区別計画の策定や
事業推進等の支援を実施

江の川における流域治水への関与

• 多くの洪水被害が発生している江の川水系において、流域治水推進室と
覚書を締結
河川整備とまちづくりの一体的な推進に向けた支援を実施

普段の江の川の様子 令和２年７月豪雨時の
江の川の様子



発災時の地方公共団体への支援

• 地方公共団体に対する復旧・復興支援を実施

• 災害対策基本法上の指定公共機関に指定（令和元年）

• 内閣府との連携協定を締結（令和２年）

平成28年台風第10号
（2016年）

東日本大震災
（2011年）

令和元年東日本台風
（2019年）

平成30年北海道胆振東部地震
（2018年）

新潟県中越地震
（2004年）

糸魚川市駅北大火
（2016年）

阪神・淡路大震災
（1995年）

平成28年熊本地震
（2016年）

平成30年7月豪雨
（2018年）

令和2年7月豪雨
（2020年）

福島県沖を震源と
する地震（2021年）

令和3年7月1日からの
大雨（2021年）

令和3年8月の大雨
（2021年）

福島県沖を震源と
する地震（2022年）

胆振東部地震

平成30年7月豪雨

内閣府との連携協定



発災時の地方公共団体への支援

• 令和３年度は、11県※に対し内閣府との連携協定に基づいた住家の被害認定支
援を実施

• 県が主催する市町村向け説明会において、調査の概要や留意点等の説明を実施
• 特に大規模な土石流被害が発生した静岡県熱海市に対しては、市役所に職員を
派遣して調査計画の策定支援を実施し、熱海市長よりお礼状を受領

※宮城県、福島県、長野県、静岡県、岐阜県、鳥取県、島根県、
広島県、鹿児島県、福岡県、佐賀県

熱海市での調査計画打合せ 宮城県での現地説明会



発災時の地方公共団体への支援

• 令和元年東日本台風で甚大な被害のあった長野県佐久地域で実施してきた、災
害復旧工事マネジメント業務が、令和３年９月に完了

立科町：芦田川

佐久市：谷川

佐久穂町：抜井川

• 国・有識者等からなる勉強会において、災害復旧工事マネジメント業務の効果
等を検証

• 勉強会の成果を国の勉強会に提供、リーフレットとして公表し地方公共団体等
への普及活動に活用



団地を活用した施策 －整備敷地等の活用－

日の里 （福岡県宗像市/S46管理開始：1,257戸） 地域コミュニティ拠点施設
『ひのさと48』オープン

〇 地域の拠点となる生活利便
に係る施設導入等を条件に
整備敷地等を譲渡

〇 民間事業者の旧住棟改修によ
り、令和３年５月施設開設

多世代が集う地域の魅力を
高める拠点として日々発展



団地の屋外空間を活用した施策

団地の豊かな屋外空間の新たな活用
広場を活用したコミュティの醸成

地域の活性化、団地の価値向上

武庫川（兵庫県西宮市/S54管理開始：5,643戸）

コミュニティ拠点として武庫川線車両の設置

「マルシェ」等のイベント開催



DXの推進
○スマート技術の活用「Open Smart UR」
「Open Smart UR」とは

UR賃貸住宅にスマート技術を活用することで、さまざまな生活関連サービスの可能性を検証

モデル住戸

パネルをタッチ

タッチすると
詳細ページに
切り替え

デジタルサイネージ

環境センサー カメラ
サーモカメラ 電気錠
レーダーセンサー

Ｅ

Ｔ

Ｒ

Ｃ
Ｄ

下：モデル住戸平面図
左：イメージ写真

民間企業等とIoT・AI等のスマート技術に関する技術連携を推進
民間企業が67社参加（R3.12）

東洋大学情報連携学部（INIAD・坂村学部長）と
技術協力した共同研究を実施

保存活用エリア4棟



DXの推進

〇人流データの可視化・分析による事業化検討の精度向上

人流データの取得 人流データの可視化・分析 業務活用
GPS、ビーコン、Wi-Fi等のデジタル
技術により、携帯端末から「移動経
路」情報等を取得

時間帯別、曜日別、年度別などで
人の流れを把握、混雑や滞留の実態を
把握など

・事業化検討の効率化
・事業計画の精度向上
・関係者調整の円滑化

精度・解像度の高いデータ
に基づく事業化検討等が
可能に

人流データを取得し、まちなかや郊外における人の流れの可視化・分析について試行実施
事業化検討の精度向上及び業務の効率化が可能に

Wifi

GPS

基地局

Beacon



環境配慮の取組み

重要な環境課題への
対応

環境配慮方針と
ＵＲ都市機構のアプローチ

貢献する
主なＳＤＧｓ
の目標

地球温暖化対策
（気候変動への対応）

●まちや住まいの省エネルギー化を進めます

・ 省エネ性能の高い設備や機器の導入
・ 環境負荷の少ない技術の採用
・ 環境に配慮した計画の立案

資源循環
（廃棄物の削減）

●資源の有効利用と廃棄物の削減に努めます
●環境負荷の少ない事業執行に努めます

・ 環境負荷の少ない技術の採用
・ 建設副産物のリサイクルの推進

自然環境
（自然破壊への対応）

●都市の自然環境の保全・再生に努めます

・ グリーンインフラを活用した計画・設計

環境マネジメント（重要な環境課題への対応）



地球温暖化対策

• みどりを意識したまちづくりを進め、緑化基
準の1.5倍以上の大規模な緑化空間を整備

CO2の吸収源

ヒートアイランド現象の緩和

コモレ四谷



脱炭素化に向けた施策の推進

■新築住宅におけるＺＥＨ対応

■オフサイトPPAモデルの検討
ＵＲ賃貸住宅の屋上等を活用したオフサイ
トPPAモデルの検討

省エネルギー性能の向上 再生可能エネルギーの創出

【窓の断熱改修（複層ガラス化）のイメージ】
【太陽光発電設備の設置イメージ】

※オフサイトPPA
太陽光発電事業者が発電設備を設置し、発電
した電力を建物所有者等が購入し、発電場所
以外の場所で消費するもの

2050カーボンニュートラルの実現に向け、ＵＲ賃貸住宅の省エネルギー性能の
向上や再生可能エネルギーの創出を図る施策を推進

■既存住宅の改修時における複層ガラス
化の推進

建替えに当たっては、国の方針に基づき、
設計に反映できる団地からZEH相当の仕
様を標準化

■新築住宅における太陽光発電設備の設置



環境配慮の取組み
【第2回グリーンインフラ大賞受賞】

グリーンインフラを活用して都市の自然環境の保全・再生を推進

【生きもの観察会の風景】

【保存樹木を中心とした広場】

【自然な交流が生まれる場の提供】

コンフォール松原（埼玉県草加市） IKE・SUNPARK（東京都豊島区）

【コミュニティガーデン活動】【広場と建物をつなぐデッキ】

【広々とした芝生広場】

国土交通
大臣賞

優秀賞


