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第１ 法人の概況 

１ 主要な経営指標等 

当機構は平成 16年７月１日に設立されています。 

平成 16年度（平成 16年７月１日から平成 17年３月 31日）から令和３年度の主要な経営指標等につ

きましては、下記の通りです。 

（単位：億円） 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

決 算 年 月
平成16年7月
（機構発足時）

平成17年3月
自　平成16.7.1

至　平成17.3.31

平成18年3月 平成19年3月 平成20年3月 平成21年3月 平成22年3月

経 常 収 益 - 9,611 15,504 14,795 15,958 10,707 10,023

経 常 利 益 - 587 801 1,289 1,067 570 593

当 期 純 利 益 - 566 781 955 741 284 433

資 本 金 8,574 8,552 8,843 9,164 9,485 10,006 10,581

純 資 産 額 1,286 1,956 3,105 4,423 5,497 6,361 7,375

総 資 産 額 174,897 175,087 167,214 161,593 155,149 153,251 152,193

自己資本比率 0.74% 1.12% 1.86% 2.74% 3.54% 4.15% 4.85%

決 算 年 月 平成23年3月 平成24年3月 平成25年3月 平成26年3月 平成27年3月 平成28年3月 平成29年3月

経 常 収 益 11,131 9,426 10,561 11,183 11,001 11,305 11,322

経 常 利 益 882 696 838 1,142 919 922 873

当 期 純 利 益 445 447 492 524 416 406 297

資 本 金 10,581 10,581 10,581 10,581 10,611 10,672 10,717

純 資 産 額 7,840 8,315 8,830 9,362 9,826 10,306 10,654

総 資 産 額 149,333 147,068 144,624 141,904 138,111 135,931 132,938

自己資本比率 5.25% 5.65% 6.11% 6.60% 7.11% 7.58% 8.01%

決 算 年 月 平成30年3月 平成31年3月 令和2年3月 令和3年3月 令和４年3月

経 常 収 益 10,781 10,479 9,693 9,184 8,586

経 常 利 益 1,125 1,311 1,095 1,380 1,186

当 期 純 利 益 412 478 393 495 239

資 本 金 10,747 10,757 10,757 10,757 10,757

純 資 産 額 11,108 11,610 11,902 13,070 13,348

総 資 産 額 129,103 126,792 124,634 123,047 120,493

自己資本比率 8.60% 9.16% 9.55% 10.62% 11.08%
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２  沿革 

年  月 

摘                      要 
旧都市基盤整備公団関連 

     旧地域振興整備公団関連 

昭和30． 7 

37.  7 

38. 12 

44. 11 

47. 10 

48． 4 

4 

49.  8 

50． 9 

  52  - 

    54  - 

56．10 

 

    58. 11 

59． 3 

60. 4 

60． 9 

61． 5 

  

 62. 12 

平成元  - 

         6 

     4.  6 

 

7． 3 

9. 6 

10． 3 

 6 

 

 

11．10 

 

 

12. 1 

         7 

15. 6 

16. 7 

17. 6 

 

23. 12 

24.  3 

25. 6 

27.  7 

 日本住宅公団設立 

   産炭地域振興事業団設立 

  多摩ニュータウン事業着手 

  筑波研究学園都市事業着手 

      工業再配置・産炭地域振興公団に改組、発足 

  市街地再開発事業（立花一丁目）着手 

  長期特別分譲住宅制度創設 

     地域振興整備公団に改組、発足(地方都市開発整備事業 開始) 

宅地開発公団設立 

  住宅建設 100万戸達成 

  宅地施行面積３万 ha達成 

 住宅・都市整備公団設立（日本住宅公団と宅地開発公団を統合） 

 （都市機能更新事業、都市公園整備事業、特定公共施設整備を新規事業として実施） 

  都市機能更新事業（みなとみらい 21）着手 

  千葉ニュータウンで公団鉄道開業（小室～千葉ニュータウン中央間） 

  賃貸住宅の住戸内設備改善（ライフアップ）着手 

  民間住宅事業者向け宅地分譲（港北ニュータウン）開始 

  賃貸住宅建替事業（臨港第２団地他）着手 

  新住宅市街地開発地区（多摩ニュータウン他）に特定業務施設導入 

  都市機能更新事業宅地供給（神戸ハーバーランド）開始 

  宅地供給１万 ha達成 

  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（宅鉄法）公布 

地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律公布 

（特定再開発事業 開始） 

  阪神・淡路大震災復興事業着手 

  常磐新線関連地区（八潮南部中央）着手（宅鉄法適用） 

  定期借地権宅地分譲（萱田）開始 

  土地有効利用事業（元麻布三丁目）着手 

   中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の公布 

（中心市街地活性化事業 開始） 

 都市基盤整備公団設立（住宅・都市整備公団の廃止） 

 （分譲住宅から撤退、都市の基盤整備へシフト、市場家賃化） 

  賃貸住宅の改良（リニューアル、高齢者向け優良賃貸住宅）着手 

  防災公園街区整備事業（大洲一丁目）着手 

  公団鉄道全線開業（小室～印旛日本医大駅間） 

独立行政法人都市再生機構法成立・公布 

独立行政法人都市再生機構設立（都市基盤整備公団、地域振興整備公団の廃止） 

独立行政法人都市再生機構法改正 

(公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律) 

独立行政法人都市再生機構法改正(東日本大震災復興特別区域法) 

独立行政法人都市再生機構法改正(福島復興再生特別措置法) 

独立行政法人都市再生機構法改正(大規模災害からの復興に関する法律) 

独立行政法人都市再生機構法改正 
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30.  8 

 

令和 2. 6 

 

 

令和 3. 7 

 

(独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律) 

独立行政法人都市再生機構法改正 

(海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律) 

  独立行政法人都市再生機構法改正 

  (マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に

関する法律の一部を改正する法律) 

独立行政法人都市再生機構法改正 

 （防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律） 

 

３ 事業の内容 

(1) 当機構の目的 

当機構は、機能的な都市活動及び豊かな都市生活を営む基盤の整備が社会経済情勢の変化に   

対応して十分に行われていない大都市及び地域社会の中心となる都市において、市街地の整備改

善及び賃貸住宅の供給の支援に関する業務を行うことにより、社会経済情勢の変化に対応した都

市機能の高度化及び居住環境の向上を通じてこれらの都市の再生を図るとともに、旧都市基盤整

備公団から承継した賃貸住宅等の管理等に関する業務を行うことにより、良好な居住環境を備え

た賃貸住宅の安定的な確保を図り、もって都市の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与するこ

とを目的としています。（機構法第３条） 

 

 (2) 資本金、借入金及び国庫補助金の状況 

① 資本金（出資額）の状況（令和４年３月末現在） 

 

 

 

法人全体
都市再生
勘　　定

宅地造成等
経過勘定

法人全体
都市再生
勘　　定

宅地造成等
経過勘定

法人全体
都市再生
勘　　定

宅地造成等
経過勘定

法人全体
都市再生
勘　　定

宅地造成等
経過勘定

（単位：百万円）

区　　　　　　分
期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

1,073,768 986,078 87,690 1,073,768 986,078 87,690

東京都 560 560 560 560

神奈川県 65 65 65 65

横浜市 44 44 44 44

川崎市 55 55 55 55

大阪府 310 310 310 310

京都府 20 20 20 20

兵庫県 20 20 20 20

大阪市 250 250 250 250

京都市 20 20 20 20

神戸市 20 20 20 20

愛知県 90 90 90 90

名古屋市 90 90 90 90

福岡県 90 90 90 90

福岡市 36 36 36 36

北九州市 54 54 54 54

小計 1,724 1,724 1,724 1,724

東京都 200 200 200 200

神奈川県 60 60 60 60

横浜市 15 15 15 15

小計 275 275 275 275

2,000 2,000 2,000 2,000

1,075,768 988,078 87,690 1,075,768 988,078 87,690

資
本
金

政府出資金

地
方
公
共
団
体
出
資
金

合　　　　　　　計

地方公共団
体

金銭出資

地方公共団
体

現物出資

計
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② 資金調達種別の状況（令和４年３月末残高） 

 

③ 国庫補助金の状況 

 

　財政融資資金 　(5､10､15､30年） 89,935 89.9% 89,935 93.5% 0 0.0%

　簡易生命保険 （30年） 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

　一般会計 （20年） 56 0.1% 39 0.0% 17 0.5%

民間資金借入金 （3、4年） 158 0.2% 0 0.0% 158 4.2%

（5～40年） 9,850 9.8% 6,250 6.5% 3,600 95.3%

（4年） 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

100,001 100% 96,225 100% 3,776 100%

構成比

政府資金借入金

財投機関債・公募債

政府保証債（短期）

合　　　　　　　　　計

資　金　調　達　種　別
R4年3月末

残高
構成比

都市再生
勘　　定

構成比
宅地造成等
経過勘定

令和３年度決算 (単位：百万円）

法人全体
都市再生
勘定

宅地造成等
経過勘定

交付金等 0 0 0
交付金 0 0 0
政府補給金 0 0 0

国庫補助金 25,545 25,545 0
住宅市街地総合整備促進事業費補助 10,892 10,892 0
公営住宅整備費等補助 0 0 0
公的賃貸住宅家賃対策等補助 9,135 9,135 0
市街地再開発事業費補助 61 61 0
都市再生推進事業費補助 2,532 2,532 0
都市公園防災事業費補助 2,831 2,831 0
都市防災推進事業費補助 0 0 0
下水道事業費補助 0 0 0
下水道防災事業費補助 0 0 0
先導的都市環境形成促進事業費補助 0 0 0
住宅市場整備推進等事業費補助金 33 33 0
地域連携推進事業費補助 0 0 0
住宅市街地関連道路環境改善事業費補助 0 0 0
交通連携推進事業費補助 0 0 0
安全市街地整備道路事業費補助 0 0 0
都市再生関連道路交通円滑化事業費補助 0 0 0
流域治水対策事業費補助 0 0 0
河川改修費補助 0 0 0
総合流域防災事業費補助 0 0 0
都市開発海外展開支援事業費補助金 59 59 0
東日本大震災復興事業費 0 0 0
官民連携社会資本整備等推進費補助金 0 0 0
その他の国庫補助金 0 0 0

一般会計

一般会計

東日本大震災
復興特別会計

その他
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令和２年度決算 (単位：百万円）

法人全体
都市再生

勘定
宅地造成等
経過勘定

交付金等 0 0 0
交付金 0 0 0
政府補給金 0 0 0

国庫補助金 25,758 25,758 0
住宅市街地総合整備促進事業費補助 11,341 11,341 0
公営住宅整備費等補助 0 0 0
公的賃貸住宅家賃対策等補助 6,447 6,447 0
市街地再開発事業費補助 16 16 0
都市再生推進事業費補助 5,025 5,025 0
都市公園防災事業費補助 2,867 2,867 0
都市防災推進事業費補助 0 0 0
下水道事業費補助 0 0 0
下水道防災事業費補助 0 0 0
先導的都市環境形成促進事業費補助 0 0 0
住宅市場整備推進等事業費補助金 30 30 0
地域連携推進事業費補助 0 0 0
住宅市街地関連道路環境改善事業費補助 0 0 0
交通連携推進事業費補助 0 0 0
安全市街地整備道路事業費補助 0 0 0
都市再生関連道路交通円滑化事業費補助 0 0 0
流域治水対策事業費補助 0 0 0
河川改修費補助 0 0 0
総合流域防災事業費補助 0 0 0
都市開発海外展開支援事業費補助金 28 28 0
東日本大震災復興事業費 0 0 0
官民連携社会資本整備等推進費補助金 0 0 0
その他の国庫補助金 0 0 0

一般会計

一般会計

東日本大震災
復興特別会計

その他
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(3) 組織図 

 

 

注）① 役員の職務及び権限（通則法第 19条及び機構法第７条） 

・理事長は、当機構を代表し、その業務を総理する。 

・副理事長は、理事長の定めるところにより、当機構を代表し、理事長を補佐して当機構の業務を

掌理する。 

・理事は、理事長の定めるところにより、理事長（副理事長が置かれているときは、理事長及び副

理事長）を補佐して当機構の業務を掌理する。 

・副理事長（副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及

び理事がおかれていないときは監事）は理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が

欠員のときはその職務を行う。 

・監事は、当機構の業務を監査する。この場合において、監事は、独立行政法人都市再生機構に関

する省令（以下「主務省令」という。）で定めるところにより、監査報告を作成しなければなら

ない。 

・監事は、いつでも、役員（監事を除く。）及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は当

機構の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 

・監事は、当機構が次に掲げる書類を国土交通大臣に提出しようとするときは、当該書類を調査し

なければならない。 

一 独立行政法人通則法の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他

の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令（以下「総務省令」とい

う。）で定める書類 

監　　事

理事長

コンプライアンス・法務部

東日本賃貸住宅本部

都市再生部

中 部 支 社副理事長

理事長代理

理事

（本社） （本部・支社）

経営企画部 東北震災復興支援本部

総　務　部 東日本都市再生本部

人　事　部

経理資金部

監査室

住宅経営部

西日本支社

ウェルフェア総合戦略部

九 州 支 社

ストック事業推進部

震災復興支援室

海外展開支援部

災害対応支援室

アセット戦略推進部

技術・コスト管理部
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二 その他主務省令で定める書類 

・監事は、その職務を行うため必要があるときは、当機構の子法人（当機構がその経営を支配して

いる法人として総務省令で定めるものをいう。以下同じ。）に対して事業の報告を求め、又はそ

の子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 

・監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は国土交通大臣に意見を提

出することができる。 

 

② 役員の任命（通則法第 20条） 

・理事長及び監事は、国土交通大臣が任命する。 

・副理事長及び理事は、理事長が任命する。 

・理事長は副理事長及び理事を任命したときは、遅滞なく、国土交通大臣に届け出るとともに、

これを公表しなければならない。 

 

(4) 事業の概要 

① 当機構の主な業務 

ⅰ）都市再生 

当機構は、まちが抱える課題を解決するため、半世紀以上にわたって培ってきた豊富な

事業経験やノウハウと公平性・中立性を生かし、民間事業者や地方公共団体、地域の皆様

と連携して、政策的意義の高い都市再生を推進しています。 

•国際競争力と都市の魅力を高める都市再生の推進 

•地域経済の活性化やコンパクトシティの実現 

•防災性向上による安全・安心なまちづくり 

また、国内での豊富な事業経験と、公的機関としての公平・中立な立場を生かして、国内

の政府機関等と連携を図りながら、日本企業による都市開発事業等での海外展開を支援し

ます。 

    

ⅱ）住環境 

当機構が供給・管理する賃貸住宅（以下「ＵＲ賃貸住宅」という。）を適切に管理し豊

かな生活空間を提供するとともに、高齢者や子育て世代など多様な世代が生き生きと暮ら

し続けられる住まい・まち「ミクストコミュニティ」の実現をめざします。 

•多世代が安心して居住可能な環境整備 

•持続可能で活力ある地域・まちづくりの推進 

•多様化するニーズに対応した賃貸住宅の提供 

 

ⅲ）災害復興 

阪神・淡路大震災以降に培ってきた復旧・復興の経験を生かして、東日本大震災や熊本

地震など、日本各地で発生した大規模災害からの復旧・復興を全力で推進していくととも

に、国や関係機関との連携を図りながら、地方公共団体等への発災時の円滑な対応に関す

る啓発活動などを進めていきます。 

 

② 当機構の業務分野と中期計画における業務内容等の関連 

【都市再生勘定】 
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業務区分 業務分野 主な業務内容 

都市再生 

都市再生 政策的意義の高い都市再生等の推進 

 

都市機能更新事業 

土地有効利用事業 

居住環境整備事業 

防災公園街区整備事業 

都市公園受託事業 

 

・都市政策上の課題解決に資する都市再生の推進 

・災害からの復旧・復興支援 

・都市開発の海外展開支援 

災害復興 

震災復興 東日本大震災からの復興に係る業務の実施 

住環境 賃貸住宅 

多様な世代が生き生きと暮らし続けられる住まい・ま

ち（ミクストコミュニティ）の実現 

 

・多様な世代が安心して住み続けられる環境整備 

・持続可能で活力ある地域・まちづくりの推進 

・ＵＲ賃貸住宅における安全・安心・快適な暮らし

の実現 

【宅地造成等経過勘定】 

市街地整備特別 ニュータウン事業 
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 (5) 事業の実施状況 

① 令和３年度年度計画における業務の実施状況 

独立行政法人通則法（平成 11 年法律第 103 号）に基づき、令和３年度の業務実績及び自己

評価について、業務実績報告書においてまとめております。 

 

令和３年度・年度計画 主な評価指標 令和３年度・業務実績 自己評価 

Ⅰ 国民に対して提供するサービ

スその他の業務の質の向上に関

する目標を達成するためとるべ

き措置 

１ 政策的意義の高い都市再生等

の推進 

（１）都市政策上の課題解決に資

する都市再生の推進 

都市再生の推進に当たっては、

都市の国際競争力と魅力を高める

都市の再生、地域経済の活性化と

コンパクトシティの実現を図る地

方都市等の再生、防災性向上によ

る安全・安心なまちづくりが必要

である。その際多数の関係者間の

意見調整や利害調整の困難性、公

共施設整備と民間の都市開発事業

とのスケジュールのミスマッチ、

初動期の資金確保の困難性、用地

先行取得等に関する民間事業者の

負担能力を超えたリスク、多様な

ニーズに対応するまちづくりに係

る地方公共団体のノウハウ・人材

等が十分でないこと等が都市再生

を推進する上での隘路となってい

る。 

このため、地域の政策課題を踏

まえた広域的な視点や公的機関と

しての中長期的な視点を持って、

機構の公共性、中立性、ノウハウを

活かし、基本構想の立案から事業

計画の策定、関係者間の段階的な

合意形成等のコーディネートの実

施や、民間事業者・地方公共団体等

とのパートナーシップの下、政策

的意義の高い事業を実施すること

により、民間投資を誘発し、都市再

生の推進を図る。 

なお、事業等の実施に当たって

は、環境負荷の低減や自然との共

生、近未来技術の社会実装につい

て十分配慮するとともに、地区の

実情に応じた多様な事業等手法を

＜主な定量的な指標＞ 

 コーディネート及び事業の実施

地区数 

 260 地区 

 将来にわたる民間建築投資誘発

効果、経済波及効果 

 民間建築投資誘発効果 

 １兆 3,000 億円規模 

 経済波及効果 

２兆 6,000 億円規模 

 

＜その他の指標＞ 

・地方都市等における支援地方公

共団体数（人事交流による人的支

援を含む） 

・防災性向上による安全・安心なま

ちづくりにおける支援地方公共団

体数（人事交流による人的支援を

含む） 

 

＜評価の視点＞ 

・機構の公共性、中立性、ノウハウ

を生かした、コーディネートの実

施や、民間事業者・地方公共団体等

とのパートナーシップの下、政策

的意義の高い事業を実施すること

により、民間投資を誘発し、都市再

生の推進を図ったか。 

・都市の国際競争力の強化と都市

の魅力の向上を図るため、大都市

等においては、都市の魅力の向上

に資するプロジェクトに積極的に

関与し、民間事業者等との多様な

連携の下、コーディネート及び都

市再生事業を実施したか。 

・地域経済の活性化とコンパクト

シティの実現を図るため、地方公

共団体とのパートナーシップの

下、観光・産業・子育て・福祉・環

境等地域の特性や資源を活かしな

がら、広域的な視点からまちづく

りを推進したか。 

・都市災害に対する脆弱性の克服、

＜主要な業務実績＞ 

＜主な定量的な指標＞ 

 コーディネート及び事業の実施

地区数 

267地区 

 将来にわたる民間建築投資誘発

効果、経済波及効果 

 民間建築投資誘発効果 

 １兆 3,000 億円規模 

 経済波及効果 

２兆 6,000 億円規模 

 

＜その他の指標＞ 

・地方都市等における支援地方公

共団体数（人事交流による人的支

援を含む） 

 122 地方公共団体 

・防災性向上による安全・安心なま

ちづくりにおける支援地方公共団

体数（人事交流による人的支援を

含む） 

 44 地方公共団体 

 

Ⅰ-１ 

＜評定と根拠＞Ⅰ-１-（１） 

評定：Ｂ 

 

＜評価の概要＞ 

 令和３年度においては、我が

国の都市政策上の重要課題へ

対応するため、公的機関ならで

はの機構の公平中立性、専門

性、事業経験に基づくノウハウ

や人材面での強みを最大限発

揮し、中期目標における重要度

及び難易度「高」の当該目標に

ついて、計画値を上回る 267 地

区でコーディネート及び事業

を実施した。各地区の着実な事

業等の推進により、民間建築投

資誘発効果１兆 3,000 億円規

模、経済波及効果２兆 6,000 億

円規模の実績をあげた。 

 また、地域経済の活性化とコ

ンパクトシティの実現を図る

ため、国や地方公共団体等と緊

密に連携することで関係構築

を進め、全国の地方公共団体に

対応できるように体制等を整

備・強化等し、各地方公共団体

の進めるまちづくりに丁寧か

つ的確に対応した。 

 都市災害対策として防災性

向上や減災対策等を図るため、

密集市街地では地方公共団体

等との適切な連携・役割分担の

もと、整備改善・不燃化促進す

るとともに、南海トラフ地震等

による津波被害を想定した事

前防災まちづくりの推進につ

いても支援した。 

 政策的意義の高い都市再生

等の推進にあたっては、大都市

における競争力を強化する交

通インフラの整備や、地方都市

等における地域の特性や資源
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令和３年度・年度計画 主な評価指標 令和３年度・業務実績 自己評価 

活用する。また、地域の多様な主体

が参画・連携するまちづくりの仕

組み・組織である地域プラットフ

ォームの形成や共同出資による開

発型ＳＰＣの活用等により民間事

業者等との連携を図る。さらに、交

流・滞在空間の創出も視野に、大規

模開発や高度利用によらない個性

や界隈性を活かした長期的なエリ

ア再生、公的不動産の活用や公共

公益施設再編によるまちづくり、

エリアマネジメント等による持続

可能なまちづくりを推進する。 

併せて、持続的に政策的意義の

高い都市再生を推進するに当た

り、機構が負担する土地の長期保

有等の事業リスクに見合った適正

な収益を確保し、収益の安定化を

図る。 

自然災害が発生した場合における

被害の最小化及び都市機能の安定

的な継続性の確保を図るため、地

方公共団体等を支援し、都市の防

災性の向上や減災対策を推進した

か。 

を活かしたまちづくり、安全・

安心なまちづくりに当たって

の都市災害に対する脆弱性の

克服等、複雑で多岐にわたる中

で都市政策上の課題がある。そ

の中で機構は各地区において、

それぞれの地区の課題や背景

に応じて、様々な立ち位置・役

割でまちづくりを実施・支援し

ており、機構が関わることで、

地方公共団体や民間事業者だ

けでは成しえなかった大規模

な整備や新たな価値の創出、投

資の誘発、中長期的な視点を持

ったまちづくりを実現してい

る。 

 

 

 

＜具体的な事例・評価＞ 

① 都市の国際競争力と魅力

を高める都市の再生 

 「特定都市再生緊急整備地

域」全 15地域のうち 13 地域で

コーディネート及び事業を実

施するなど、国家的プロジェク

トに積極的に関与し、未開のマ

ーケット開拓による地域の新

たな魅力創出や、公平中立性を

活かし、輻輳する事業や属性の

異なる権利者等の協議調整を

まとめていくなど、民間事業者

等との多様な連携の下、都市の

国際競争力基盤創出に大きく

貢献した。 

「品川駅周辺エリア（東京都

港区）」においては、リニア開業

等とあわせたスケジュールを

遵守した各種調整・整備が必要

とされている。機構は、鉄道２

者を中心とした関係者間の調

整や関連スケジュールに合わ

せた都市計画手続き等を円滑

に実施し、複数の都市基盤整備

を一体的に推進することで、

「国際交流拠点・品川」の実現

に寄与した。 

 「広島市基町相生通地区（広

島県広島市）」においては、原爆

ドーム周辺の景観の改善、事業

① 都市の国際競争力と魅力を高

める都市の再生 

国際的な都市間競争の激化に対

応し、都市の国際競争力の強化と

都市の魅力の向上を図るため、大

都市等においては、国際都市に向

けた環境整備、競争力を強化する

交通インフラの整備や老朽化した

インフラの対策など、今後の我が

国の経済基盤等の確立に必要不可

欠な国家的プロジェクトや、土地

利用の高度化、都市機能の多様化、

交通結節機能の強化、公共空間の

創出、都市景観の改善、良質な住宅

供給の促進及び緑化の推進等によ

る質の高い生活環境の確保など、

都市の魅力の向上に資するプロジ

ェクトに積極的に関与し、民間事

業者等との多様な連携の下、これ

らの実現に向けた基本構想の立案

から事業計画策定、関係者間の段

階的な合意形成等に係るコーディ

ネート及び都市再生事業を実施す

る。 

また、都市再生事業の実施に当

たっては、市街地再開発事業、土地

区画整理事業等の各種制度を活用

して進める。 

 ① 都市の国際競争力と魅力を高

める都市の再生 

民間事業者等多様な主体との連

携の下、各種制度を活用した事業

を実施した。また、国家的プロジェ

クトや拠点駅周辺等において、長

期的な視点を持って、コーディネ

ート及び事業を実施した。 

 具体事例は以下のとおり。 

 「品川駅周辺エリア（東京都港

区）」においては、土地区画整理事

業の施行者として、駅北周辺地区

と駅街区地区において２つの事業

を進めてきており、令和元年度に

は高輪ゲートウェイ駅が開業し

た。令和３年度は、駅北周辺地区に

おいて民間事業者による施設建築

物の建築工事の着工や地区計画・

特区変更に係る事業計画変更認可

を取得するなど、事業を着実に推

進した。 

 「広島市基町相生通地区（広島県

広島市）」においては、都市機能の

強化だけでなく、世界遺産（原爆ド

ーム）にふさわしい景観形成やイ

ンフラ施設の機能更新が求められ

ている。令和３年度は、これらを実

現する第一種市街地再開発事業に

おいて、機構が代表施行者として

事業に参画し、市・民間事業者間の

合意形成を実現して都市計画決定
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令和３年度・年度計画 主な評価指標 令和３年度・業務実績 自己評価 

に至った。 

 「うめきたエリア（大阪府大阪

市）」においては、国家的プロジェ

クトとして、産官学連携の下、１期

開発事業から多面的・連続的・継続

的にエリアに関与し、事業展開を

行っている。令和３年度は、２期開

発区域において、民間開発事業者

への土地引渡し等により事業を着

実に推進するとともに、地域の団

体や企業と連携して地域価値向上

に資するイベント等を実施した。 

 「東京駅前八重洲地区（東京都千

代田区）」においては、国内最大規

模のバスターミナルの整備を推進

している。令和３年度は、バスター

ミナルの正式名称（「バスターミナ

ル東京八重洲」）とロゴが決定する

など、令和４年度の先行開業に向

けて、事業を着実に推進した。 

 「三宮クロススクエア東地区（兵

庫県神戸市）」においては、各社駅

等をつなぐ公共動線の実現に不可

欠な新駅ビルとその周辺の公共施

設の整備が求められている。令和

３年度は、市・鉄道業者と３者によ

る連携・協力協定を締結してまち

づくりを進めることに合意し、機

構が新駅ビル事業に共同事業者と

して参画することとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

区域内に位置する変電所の機

能中断しない形での更新など、

まちの複数課題を一体的に解

消する事業スキームを提案・構

築し、官民連携による都心再生

のリーディングプロジェクト

として第一種市街地再開発事

業を推進した。これらを通じ

て、市の目指すまちづくりの実

現に寄与している。 

 「うめきたエリア（大阪府大

阪市）」においては、基盤整備

（土地区画整理事業・防災公園

街区整備事業）と民間事業者提

案による公共空間の一体的整

備・施設誘導を図ることで、「み

どり」と「イノベーション」の

融合拠点の形成を着実に推進

するとともに、２期開発区域内

の芝生広場「うめきた外庭ＳＱ

ＵＡＲＥ」においては地域の団

体や企業と連携して地域価値

向上に資するイベント等を実

施している。これらの施策を通

じて、関西圏の広域中枢拠点に

ふさわしいまちづくりと更な

る価値の向上を推進している。 

 「東京駅前八重洲地区（東京

都千代田区）」においては、東地

区・北地区・中地区という３つ

の第一種市街地再開発事業を

支援。機構が参加組合員として

バスターミナル床を順次取得

し一体的に管理・運営するとと

もに、一定期間保有することで

バスターミナル開業後の稼働・

経営の安定を下支えすること

を計画している。これらの施策

により、国際都市東京の玄関口

にふさわしい交通結節機能の

強化の実現に寄与している。 

「三宮クロススクエア東地

区（兵庫県神戸市）」において

は、機構の経験・ノウハウを活

かして市・鉄道業者間の計画調

整を実施し、新駅ビルと公共施

設を一体で整備する計画とな

っている。本整備を通じて、各

社駅をつなぐ公共動線や人と

公共交通優先の道路空間の実

② 地域経済の活性化とコンパク

トシティの実現を図る地方都市等

の再生 

地方公共団体による持続可能な

都市経営を実現するため、地方公

共団体等を支援し、地方都市や大

都市圏の近郊都市においては、地

域経済の活性化及び一定の人口密

度を保ち都市機能を適正に配置し

たコンパクトシティの実現に向け

た都市構造の再構築を推進する。 

その際、地域経済の活性化とコン

パクトシティの実現を図るため、

 ② 地域経済の活性化とコンパク

トシティの実現を図る地方都市等

の再生 

地方公共団体とのパートナーシ

ップの下、地方都市が抱える様々

な課題の解決に向け、コーディネ

ート及び事業による地方公共団体

の支援を積極的に推進し、国土交

通省の「新しいまちづくりのモデ

ル都市」や「ウォーカブル推進都

市」への支援を実施した。 

 具体事例は以下のとおり。 

 「長岡市中心市街地（新潟県長岡
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令和３年度・年度計画 主な評価指標 令和３年度・業務実績 自己評価 

地方公共団体とのパートナーシッ

プの下、観光・産業・子育て・福祉・

環境等地域の特性や資源を活かし

ながら、広域的な視点からまちづ

くりを推進し、まちづくりの構想

の立案、計画づくり、施策の具体

化、関係者間の段階的な合意形成

等に係るコーディネートを実施す

るとともに、集約すべき地域への

都市機能・居住の誘導、遊休不動産

や既存建物の有効活用、機構によ

る土地等の長期保有を含めた低未

利用地の再編や老朽建物の再整備

等を実施する。 

また、事業等の実施に当たって

は、国や地方公共団体の施策との

連携、民間事業者等との連携等を

図りながら、機構が有するノウハ

ウ・人材・ネットワークを活用して

進める。 

市）」においては、機動的な土地取

得・保有等により、市主導のまちづ

くりを支援・補完し、第一種市街地

再開発事業を推進している。令和

３年度は、施行者として第一種市

街地再開発事業を着実に進捗させ

ることで起工式を迎え、建築工事

に着工した。 

 「荒尾市街地地区（熊本県荒尾

市）」においては、市が掲げるウェ

ルネスシティの実現に向け、市の

基本構想策定の検討等に対する各

種支援を行っており、令和３年度

は、ウェルネス拠点施設に係る実

施方針の策定や民間事業者の公募

に至った。 

「美波町（徳島県）」においては、

平成 30 年の協力協定の締結以降、

高台での公園整備等の技術支援を

行ってきた。令和３年度は、地元に

おける技術支援の拠点等として活

用するサテライトオフィスをオー

プンした。 

 

 

 

 

 

 

現に貢献し、市の重要施策であ

る三宮周辺の再整備を推進す

る。 

 

② 地域経済の活性化とコン

パクトシティの実現を図る地

方都市等の再生 

 国や地方公共団体等と緊密

に連携することで関係構築を

深め、コロナ禍でも全国の地方

公共団体に対応できるよう体

制等を整備・強化等したことに

より、機構の認知度が徐々に浸

透し、地方公共団体からの相談

が着実に増加した。また、それ

ら多種多様な相談・課題に対

し、地域の特性や資源を活かす

ことを念頭に置き、広域的な視

点をもって、各地方公共団体の

進めるまちづくりに丁寧かつ

的確に対応した。まちづくり関

連計画の検討、官民連携による

まちづくり組織の立ち上げ等

の支援を通じ、各地方公共団体

が掲げるＫＰＩ（重要業績評価

指標）の実現に寄与し、122 の

地方公共団体の支援を実施す

るに至った。 

 「長岡市中心市街地（新潟県

長岡市）」においては、面的かつ

継続的に事業に関与し、同エリ

アの核となる第一種市街地再

開発事業を推進している。ま

た、地元主導かつ持続可能なま

ちづくりへの転換に寄与する

よう取得土地の活用方策を検

討したり、イノベーション創出

に向けた研究に協力機関とし

て参画するなど、市の目指すま

ちづくりの実現に貢献してい

る。 

 「荒尾市街地地区（熊本県荒

尾市）」においては、機構のノウ

ハウを活かして、市が行うウェ

ルネスタウンの実現に向けた

各種都市機能立地の誘導支援

やスマートシティ推進構想の

実現に向けて協力した。また、

土地区画整理事業の技術支援

を行い、競馬場跡地の大規模な

③ 防災性向上による安全・安心

なまちづくり 

都市災害に対する脆弱性の克

服、自然災害が発生した場合にお

ける被害の最小化及び都市機能の

安定的な継続性の確保を図るた

め、地方公共団体等を支援し、密集

市街地等の防災対策の推進が必要

な区域においては、地方公共団体

等と連携の上、道路・防災公園等の

インフラ整備、老朽化したマンシ

ョン等住宅・建築物の更新などに

よる耐震化、ターミナル駅周辺等

の帰宅困難者対策、備蓄物資等を

確保した災害に強い拠点の整備な

ど、都市の防災性の向上や減災対

策を推進する。 

密集市街地の整備改善に当たっ

ては、協議会や計画策定への支援、

避難路等及びこれと一体的な沿道

市街地の整備、土地取得等を通じ

 ③ 防災性向上による安全・安心

なまちづくり 

 安全・安心なまちづくりを推進

するため、地方公共団体等との適

切な役割分担の下、密集市街地の

整備改善や事前防災まちづくりを

積極的に推進した。 

首都圏では 23区を中心に多数の自

治体の要請を受け、多様な事業メ

ニューを活用した密集市街地改善

を推進した。関西圏においては、他

の政策上の課題や優先順位等の問

題上、東京都と比べ密集市街地改

善が進んでいなかったが、地方公

共団体の意欲等を足掛かりとして

密集市街地改善に着手した。令和

３年度においては全国 19 エリア

（首都圏 17エリア、関西圏２エリ

ア）にて事業中である。 

また、南海トラフ地震対策等の

事前防災まちづくりの推進が求め
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た老朽木造建築物の更新等による

不燃化促進や従前居住者用賃貸住

宅の整備に加え、生活支援機能の

導入等の住環境の向上も含めた総

合的な取組を推進する。 

また、南海トラフ地震等に備え

る地方公共団体等に対して、東日

本大震災における復旧・復興支援

等から得た経験を踏まえた計画策

定や避難施設の配置などに係る支

援を通じて事前防災まちづくりを

促進する。 

マンションの管理者等からの委

託を受けた場合には、老朽化等に

より除却する必要のある分譲マン

ションの再生に向けたコーディネ

ートを実施する。 

られている中で、令和３年度は徳

島県や高知県において各種支援を

実施した。 

 具体事例は以下のとおり。 

 「千葉市蘇我スポーツ公園（千葉

県千葉市）」においては、大規模製

鉄所の移転に伴い発生した跡地の

土地利用転換が長期間にわたって

行われてきた。令和３年度は、全て

の整備が完了し、令和４年度当初

に公園が全面的に供用開始される

予定となっている。 

 「藤枝総合運動公園（静岡県藤枝

市）」においては、過去に機構が整

備した大規模公園施設について、

短期間で改修し供用開始する必要

があり、機構は設計・工事を受注し

ているところ。令和３年度は、一部

箇所の改修工事に着手するなど、

整備を着実に推進している。 

 高知県においては、南海トラフ

地震等による市街地の被害が想定

される中、事前防災まちづくりの

推進が喫緊の課題となっている。

機構は高知県事前復興まちづくり

計画策定指針検討会に委員として

参画し、助言・支援を行ってきた。

令和３年度は、当該委員会で構築

された関係を基に、黒潮町と津波

防災まちづくりの推進に向けた協

定を締結した。 

 

 

 

土地利用転換を推進するなど、

市の目指すまちづくりの実現

に寄与している。 

 「美波町（徳島県）」において

は、安全・安心な暮らしを実現

する防災への取組と、サテライ

トオフィスの誘致をはじめと

する過疎地域振興の取組が推

進されている。機構は、ノウハ

ウを活かした技術支援を行い、

津波防災まちづくりを推進す

るとともに、サテライトオフィ

スの設置により町の目指す過

疎地域活性化への貢献を企図

している。 

 

③ 防災性向上による安全・安

心なまちづくり 

 都市災害対策として防災性

向上や減災対策等を推進する

ため、密集市街地では、地方公

共団体等との適切な連携・役割

分担のもと、老朽木造住宅の密

集による建物倒壊や延焼の危

険性の高さ、狭隘な地区内道路

による住民の避難や緊急車両

の進入の困難さ等の地区の特

性によって異なる課題に寄り

添い、多様な事業メニューを活

用した支援を行うことで、整備

改善・不燃化促進に大きく貢献

した。 

また、東日本大震災における復

興支援等から得た経験を踏ま

え、南海トラフ地震による津波

被害を想定した事前防災まち

づくりの支援も推進した。 

これらの結果、防災性向上によ

る安全・安心なまちづくりに関

し、44の地方公共団体の支援を

実施するに至った。 

 「千葉市蘇我スポーツ公園

（千葉県千葉市）」においては、

土地区画整理事業・街路整備・

防災公園整備等の 20 年間に及

ぶ市街地整備により大規模低

未利用地の土地利用転換を実

施した。民間工場跡地を防災公

園として再生し、市策定「蘇我

特定地区」整備計画で目指す、

これまでの経験や専門知識を活

かしつつ、都市政策上の課題解決

に資する都市再生を推進するた

め、令和３年度中に 260地区におい

てコーディネート及び事業を実施

し、中期目標期間以降も含めて、将

来的に１兆 3,000億円規模（累計で

１兆 6,000億円規模）の民間建築投

資を誘発し、２兆 6,000 億円規模

（累計で３兆 1,000億円規模）の経

済波及効果を見込む。 
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平常時はスポーツ振興、災害時

は広域防災の拠点とする公園

づくりを実現した。 

 「藤枝総合運動公園（静岡県

藤枝市）」においては、機構が過

去に整備した大規模公園施設

の再整備に参画している。機構

がノウハウ・マンパワーを補完

し、防災機能を持つサッカー場

の再整備を限られたスケジュ

ールを遵守して実施すること

で、危機管理体制の強化・サッ

カーを核としたまちづくりの

推進という市の重要施策の実

現に寄与している。 

高知県内においては、高知県と

の関係構築を契機として、県内

の市町に対して、東日本大震災

における復旧・復興支援等の経

験を活かした支援等を行い、事

前防災まちづくりの推進に寄

与した。 

このように、量及び質ともに

年度計画と同等の成果をあげ

た点を考慮し、Ｂ評定とする。 

（２）災害からの復旧・復興支援 

南海トラフ地震や首都直下地

震、豪雨災害等の大規模な自然災

害等が発生するおそれのあるな

か、令和元年７月に災害対策基本

法における指定公共機関に指定さ

れたことを踏まえ、国、関係機関と

の更なる連携の強化を図り、地方

公共団体等に対し機構の事前防災

及び復旧・復興支援に係る啓発活

動を行うとともに、災害発生時に

は地方公共団体に対して、東日本

大震災における復旧・復興支援等

から得た経験を活かした積極的な

支援を行う。 

＜主な定量的な指標＞ 

・機構の働きかけによる啓発活動

の実施回数 10 回 

・復旧・復興に資する機構との関係

構築を行った地方公共団体の数 

 10 団体 

 

＜その他の指標＞ 

・被災地方公共団体への被災建築

物応急危険度判定士、被災宅地危

険度判定士、応急仮設住宅建設支

援要員その他職員派遣数 

・被災地方公共団体との間で締結

した発災後支援に係る協定等の件

数 

・災害発生に伴い被災地方公共団

体から要請を受けた災害復興等の

コーディネート及び事業（災害発

生に伴い被災地方公共団体からの

要請に基づく市街地整備、災害公

営住宅の建設等）の実施地区数等 

・災害発生時の迅速かつ円滑な復

旧・復興支援のための機構職員に

対する訓練、研修等の実施回数 

 

＜主要な業務実績＞ 

＜主な定量的な指標＞ 

・機構の働きかけによる啓発活動

の実施回数 34 回 

・復旧・復興に資する機構との関係

構築を行った地方公共団体等の数

14 団体 

 

＜その他の指標＞ 

・被災地方公共団体への支援職員

の派遣数 30人・日 

・災害発生時の迅速かつ円滑な復

旧・復興支援のための機構職員に

対する訓練、研修等の実施回数 

９回 

＜評定と根拠＞Ⅰ-１-（２） 

評定：Ａ 

 

＜評価の概要＞ 

豪雨や地震の発災前又は直

後から、地方整備局へのリエゾ

ン派遣や国、地方整備局へのメ

ール等による情報収集を迅速

に実施するとともに、大規模災

害時には職員のべ 30 人・日に

よる支援を実施し、被災者の迅

速な生活再建支援に寄与した。

特に被害が甚大であった静岡

県熱海市においては、職員を派

遣して住家の被害認定業務支

援を実施し、熱海市長からお礼

状を受領した。 

長野県佐久地域における災

害復旧工事マネジメント業務

は、当業務の効果と知見を取り

まとめる目的で実施した災害

復旧支援に係る勉強会におけ

る成果をリーフレットとして

とりまとめるとともに、国土交

通省が実施する「市町村におけ

① 災害からの復旧支援 

災害が発生した際には、窓口を

通じた情報収集や支援準備等初動

対応を図る。また、国等からの要

請・依頼に応じて、危険度判定士や

応急仮設住宅建設支援要員の派

遣、住家の被害認定調査等の支援

を迅速に行うとともに、応急借上

げ住宅としてのＵＲ賃貸住宅（機

構が供給し、管理する賃貸住宅を

①災害からの復旧支援 

 静岡県熱海市をはじめとして広

域に甚大な被害をもたらした令和

３年７月１日からの大雨及び令和

３年８月の大雨において、九州地

方整備局へのリエゾン派遣、国・地

方整備局へのメール連絡等、積極

的に情報収集にあたった。具体の

支援としては、令和３年７月１日

からの大雨においては内閣府との
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いう。以下同じ。）の貸与や応急仮

設住宅の建設用地の提供等を行

う。 

 

＜評価の視点＞ 

・災害発生時には、地方公共団体に

対して、東日本大震災における復

旧・復興支援等から得た経験を生

かした積極的な支援を行ったか。 

・国・関係機関との連携の強化を図

り、地方公共団体等に対して事前

防災及び復旧・復興支援に係る啓

発活動を行ったか。 

・これまでの復旧・復興支援の経験

を活かし、地方公共団体等と、関係

部局間における連絡体制の構築等

復旧・復興に資する関係を構築し

たか。 

連携協定に基づき、罹災証明書発

行のために必要となる住家の被害

認定調査に関して、被災した５県

(静岡県、広島県、鹿児島県、鳥取

県、島根県)に対しのべ 18人・日の

支援を実施し、令和３年８月の大

雨においては、被災した４県（福岡

県、長野県、岐阜県、佐賀県）に対

しのべ５人・日の支援を実施した。

また、令和４年福島県沖を震源と

する地震においては、被災した２

県（福島県、宮城県）に対しのべ７

人・日の支援を実施した。上記の災

害を含めて、国や地方整備局に対

する情報収集を 11回行った。 

 

る災害復旧事業の円滑な実施

のためのガイドライン検討会」

に提供し、佐久の事例が好事例

として紹介された。 

激甚化する災害への対応とし

て、「江の川流域治水推進室」

（以下、推進室という。）への技

術的支援においては、推進室へ

の支援、「治水とまちづくり連

携計画」策定への貢献により推

進室から感謝状を受領した。 

豪雨災害が頻発している九州

支社に実員を配置したほか、人

材育成においては６回の研修

にのべ 314 人が参加するなど、

災害時に円滑に対応できる体

制を強化した。 

啓発活動では、令和３年８月

に完成した東日本大震災の復

興事業誌を活用し、東日本大震

災の教訓等についての講演・講

義等を９回実施したほか、住家

の被害認定業務説明会におけ

る講義を 17 回実施し、年度計

画を大きく上回る 34 回（計画

値対比 340％）の啓発活動によ

り地方公共団体等の災害対応

力の向上に寄与した。なお、令

和元年度以降の実績が計 79 回

となり、今中期計画期間の目標

である 50 回を達成した。 

関係構築については、新たに人

員を配置した九州の県、過去の

被災県を中心として 14 団体

（計画値対比 140％）と新規の

関係づくりを進めるとともに、

既に関係を構築している団体

のニーズに対応したセミナー

や講義の実施、共同研究の継続

等によりさらなる連携を強化

し、地方公共団体等の災害対応

力向上に寄与した。 

 

＜具体的な事例・評価＞ 

① 災害からの復旧支援 

豪雨や地震の発災前又は直後

から、地方整備局へのリエゾン

派遣や国、地方整備局へのメー

ル等による情報収集を迅速に

実施したほか、住家の被害認定

② 災害からの復興支援 

これまでの復興支援の経験を活

かし、国等からの要請・依頼があっ

た場合は、復興に係るコーディネ

ート等積極的な支援を行う。 

平成 28 年熊本地震にかかる復

興支援については、被災地方公共

団体の意向を踏まえ、引き続き適

切に実施する。また、令和元年東日

本台風で甚大な被害のあった長野

県における災害復旧工事マネジメ

ント業務を適切に実施するととも

に、効果検証を行う。 

② 災害からの復興支援 

令和元年東日本台風にて、甚大

な被害を受けた長野県佐久地域に

おいて、約 700箇所に及ぶ公共土木

施設をはじめとした災害復旧工事

の円滑な推進・早期完了を目的と

し、多数の発注者間や多種多様な

復旧工事間の横断的な調整を実施

した「災害復旧工事マネジメント

業務」が、令和３年９月に完了し

た。 

令和３年度は学識・専門家等に

よる「佐久地域を例とした災害復

旧支援に係る勉強会」（以下、災害

復旧支援に係る勉強会という。）を

設置し、令和４年３月に本業務の

効果や他地域での活用に向けた留

意点等をとりまとめたリーフレッ

トを作成し記者発表を行った。令

和４年度は本リーフレットを活用

し地方公共団体への災害復旧工事

マネジメント業務の普及・啓発に

取り組んでいく。また、令和３・４

年度に国土交通省が実施する学識

等により構成された「市町村にお

ける災害復旧事業の円滑な実施の

ためのガイドライン検討会」にお

いて、ガイドラインの作成及び災

害復旧に係る制度改善の実現を目

的とした検討が実施されており、

機構も委員として協力、勉強会の

成果を提供し佐久の事例は勉強会

において好事例として紹介され

た。 
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頻発化・激甚化する豪雨災害へ

の対応として、流域治水関連法が

整備され、防集法（防災のための集

団移転促進事業に係る国の財政上

の特別措置に関する法律）と機構

法の改正により、機構は全国の地

方公共団体からの委託に基づき、

防災集団移転促進事業を実施する

ことが可能となった。 

令和３年４月、過去多くの洪水

被害が発生している江の川水系に

おいては、国、島根県、広島県、沿

川市町（江津市、川本町、三郷町、

邑南町、三次市、安芸高田市）によ

り設置された「江の川流域治水推

進室」（以下、推進室という。）と機

構の間で河川整備とまちづくりの

一体的推進を目的とした覚書を締

結し、推進室に対する技術的支援

を開始した。機構は東日本大震災

からの復興やまちづくりにおける

ノウハウを活用して、推進室によ

る沿川市町の方針や地元の意向を

踏まえた共通指針作成を支援し、

推進室は令和４年３月に「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）【第１版】」を

全国に先駆けて策定・公表した。令

和４年度については、整備方針が

固まった地区に対する地区別計画

の策定及び事業推進等の支援を実

施していく。また、その他の地域

（武雄河川事務所、福島県玉川村、

茨城県大洗町）からも防災集団移

転促進事業に関する相談を受け、

相談対応を実施している。 

業務支援においては、令和３年

度より機構が市町村向けの説

明会において概要、留意点、調

査方法等についての講義を実

施した。また、令和３年７月１

日からの大雨においては、静岡

県熱海市の土砂災害被害が甚

大であったことから、現地への

派遣による調査計画の策定支

援をのべ８人・日実施し、熱海

市長よりお礼状を受領するな

ど、被災者の生活再建支援に寄

与した。 

② 災害からの復興支援 

長野県佐久地域において実施

した災害復旧工事マネジメン

ト業務においては、令和３年９

月に業務を完了した。災害復旧

支援に係る勉強会において、主

に「各種会議体の運営による多

様な災害復旧工事関係者間の

協力体制の構築」「多様な災害

復旧工事に係る情報集約と分

析による課題の見える化と共

有」「施工時期の平準化や工事

資源（資材や労務）の最適化調

整による必要資材の安定確保」

の３点で災害復旧工事マネジ

メント業務による効果を発揮

したという評価を確認できた

ため、今後、円滑な災害復旧を

行うために、地方公共団体や事

業者等に対して、災害復旧工事

マネジメント業務の普及・啓発

を目的としてリーフレットを

作成した。 

令和４年度においては、災害

復旧対象施設の数及び種類が

多く発注者が多岐にわたる場

合や、被災エリア全体の早期復

旧が求められる場合等に活用

できるよう地方公共団体への

普及を実施していく。また、国

土交通省の「市町村における災

害復旧事業の円滑な実施のた

めのガイドライン検討会」に機

構も委員として参画し協力、当

勉強会の成果を提供し、佐久の

事例は好事例として紹介され

た。 

③ 発災時の円滑な対応に向けた

活動 

災害の発生に備え、外部の専門

家の知見の活用や内部研修等を通

じて復旧・復興支援に対応できる

人材の育成、ノウハウの蓄積・継承

を図るとともに、災害発生時に復

旧や復興初動期の支援を迅速に実

施できる機構内の体制を確保す

る。 

また、地方公共団体等における

人材の育成、ノウハウの醸成、復

旧・復興への対応能力の向上を図

るため、これまでの復旧・復興支援

③ 発災時の円滑な対応に向けた

活動 

令和３年４月から、近年豪雨災

害が頻発している九州支社に実員

を配置し、体制を整備した。人材育

成や訓練については、全国の本部、

支社、事務所等を対象とした研修

を６回、訓練を３回実施した。具体

な研修としては、住家の被害認定

業務研修（中級）を６月の出水期前

に実施したほか、近畿市町村災害

復旧相互支援機構（関係構築にも

記載）への派遣候補者向け説明会、

復興ノウハウ継承を目的とした東
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の経験を活かし、地方公共団体等

に対し、事前防災、復旧支援及びコ

ンストラクション・マネジメント

方式（ＣＭ方式）を含む復興支援に

係る研修や啓発活動を 10回実施す

ることに加え、10 団体の地方公共

団体等と、関係部局間における連

絡体制の構築等復旧・復興に資す

る関係を構築する。 

日本大震災にかかる復興支援業務

報告会、被災宅地危険度判定広域

支援研修、被災宅地危険度判定士

講習会を実施し延べ 314 名が参加

した。なお、発災に備えた研修以外

にも、地区防災計画に関するパネ

ルディスカッション、災害対応全

般に対する研修など、新規の研修

を企画・実施した。訓練について

は、本社総合災害対応訓練を実施

したほか、近畿地方整備局が主催

する発災時初動対応訓練や、全国

被災建築物応急危険度判定協議会

が主催する被災建築物応急危険度

判定連絡訓練に合わせて機構内部

における発災時の対応訓練を行っ

た。 

事前防災、復旧及び復興支援に

係る啓発活動については、「東日本

大震災の復興経験から得られた教

訓等（復興の計画策定・事前準備、

事業実施段階における留意事項等

に関する教訓）」（以下、東日本大震

災の教訓等という。）についての啓

発活動及び住家の被害認定業務説

明会での講義を強化した。具体に

は、アーバンインフラテクノロジ

ー推進会議（都市インフラ等に関

わる民間企業や地方公共団体で構

成する団体の研究発表の場）にお

いて、東日本大震災の教訓等に関

する論文を発表したほか、ぼうさ

いこくたい 2021 において、実際に

支援を経験した職員と学識経験者

によるパネルディスカッションを

実施するなど、９回の啓発活動に

おいて東日本大震災の教訓等を活

用した。更に、内閣府との協定に基

づき、県等の実施する市町村向け

の住家の被害認定業務説明会にお

いて、地方公共団体職員への住家

の被害認定調査の概要についての

説明を 17 回行った。34回の啓発活

動のうち 25回においてオンライン

を活用し効果的に実施した。 

復旧・復興に資する関係構築に

ついては、今年度新たに人員を配

置した九州の３県、過去の被災県

等を中心に 14団体と新たに関係を

構築し、発災時の連絡体制の構築

江の川流域治水推進室への技

術的支援においては、流域市町

の方針や地元意向を踏まえた

河川整備計画についての検討

支援や「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）」の策定支援について、

推進室から感謝状を受領した。

なお、防災集団移転促進事業に

ついては、江の川流域市町以外

にも相談を受け、地域や集落の

あり方について十分に議論・調

整がされていない状況等の課

題が見られたため、相談対応を

実施している。 

③ 発災時の円滑な対応に向

けた活動 

近年、豪雨災害が頻発してい

る九州支社に実員を配置し体

制を整備したことで、令和３年

度は東北地方整備局に１回、九

州地方整備局に２回リエゾン

を派遣し、迅速に情報収集を行

うことができた。人材育成にお

いては計６回の研修に延べ 314

人が参加するなど、災害時に円

滑に対応できる体制を強化し

た。既存の研修についても、受

講者からの意見や国の動向等

をふまえた改善を行い研修内

容の充実を図ったほか、オンラ

イン対応または録画対応を実

施し、職員の受講機会の創出・

受講者増につなげ、職員の災害

対応に関する知識の向上に寄

与した。 

啓発活動に関しては、東日本

大震災の教訓等についての講

演・講義等を強化し、アーバン

インフラテクノロジー推進会

議等においては、東日本大震災

の教訓等に関する論文を発表

し「事業の各段階に沿って、教

訓として整理した有益な内容」

との評価を受け奨励賞を受賞

したほか、国内最大級の防災イ

ベント「ぼうさいこくたい」に

おいて東日本大震災の教訓等

に関する講演や、教訓を継承し

ていくことについて学識者・機
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や、平時における相互の災害対応

力の向上に関する意見交換を実施

した。東京都からは、東日本大震災

等で実際の復興現場に携わった経

験を背景として都市復興訓練への

協力依頼を受け、訓練のコーディ

ネーターとして機構職員を派遣し

議論のサポートやアドバイスを行

うと共に、東日本大震災での復興

支援の事業手法や教訓等について

講演を実施した。また、地方公共団

体における技術者不足と災害復旧

のノウハウ不足への対応として市

町村が相互支援する目的で設立し

た近畿市町村災害復旧相互支援機

構から、機構の市街地開発事業や

震災復興事業等における経験や技

術力等を背景として依頼を受け、

支援協力することとした。令和３

年度は、災害時の派遣に備えた人

材育成として、派遣候補者向け研

修を計４回（３回は支援機構事務

局等による講義への参加、１回は

機構独自）実施した。 

関係構築済団体に対しても、各

地方整備局が主催する会議体・訓

練への参画、講演の実施等各団体

のニーズに合わせた連携を強化し

た。具体には、関東地方整備局が主

催する関東防災連絡会への参加、

大阪府が主催する市町村向け住家

の被害認定業務説明会における講

義の実施、機構が主催する研修へ

の神奈川県・神奈川県住宅供給公

社等の参加等の連携を行った。上

記の機関以外にも、「国立研究法人

防災科学技術研究所」（以下、防災

科研という。）とは、災害に強い社

会の実現に貢献することを目指し

た取組を継続している。具体には、

災害時の応援受援活動の円滑化を

目的とした共同研究（以下、共同研

究という。）において、令和３年度

は応援側である民間団体（建築士

会、不動産鑑定士協会、行政書士

会、土地家屋調査士会、計 191 団

体）へのアンケート及びヒアリン

グを実施し、官民連携に関する現

状・課題の把握と応援受援体制の

あり方についての検討を実施した

構職員によるパネルディスカ

ッションを実施し、参加者から

「教訓により、事前準備の重要

性を認識できた」等の評価をい

ただいた。また、兵庫県まちづ

くり技術センターが主催した

「まちづくり研修」において

は、東日本大震災の教訓等に関

する講義を実施し、参加者から

「今後の業務の中で生かせる

内容である」等の評価をいただ

いた。 

令和２年度から実施してい

る住家の被害認定業務説明会

においては、今年度から概要、

具体の調査方法等講義の全編

を機構にて担当し、依頼元の要

望に応じた構成で講義を実施

することができ、開催した地方

公共団体から「大変有意義であ

った」との評価をいただいた。 

関係構築においては、東京都が

定める訓練計画において、東日

本大震災等での復旧・復興等に

おける実践的な経験内容を提

供し、参加した市区町村の職員

から「復興事業の具体的事例を

もとにした助言や講義が参考

になった」といった声をいただ

くなど、市区町村職員の防災力

向上に寄与した。 

関係構築済団体に対しては、

各団体のニーズに合わせた連

携を強化した。具体的には、大

阪府との意見交換を通じ、府下

市町村への研修対応が不足し

ていることを把握した上で、住

家の被害認定業務研修の講師

依頼を受け、合計２回実施し、

評価をいただいた。そのほか地

方整備局に対しては、各地方整

備局が主催する情報交換会等

の会議体への参加や訓練への

参画、中部地方整備局と連携し

た災害に強いまちづくりセミ

ナー、四国地方整備局と連携し

た災害に強いまちづくりシン

ポジウムにおける講義の実施、

関東地方整備局との災害対応

の連携に関する覚書締結など、



- 21 - 

令和３年度・年度計画 主な評価指標 令和３年度・業務実績 自己評価 

ほか、防災科研が実施している街

区免震の試設計に対し、機構が実

務的な視点からの情報提供を実施

するなど、互いの強みを活かした

連携を強化している。また、関西大

学との共同研究においては、「ハザ

ードマップ」及び「タイムライン」

に関する施策の実態と有効性など

を検証する目的で、市町村（1,084

団体）を対象にアンケート調査を

実施した。令和４年度においても、

引き続きこれらの共同研究を実施

し、関係構築先と互いの強みを活

かした連携を継続していく。 

連携を強化した。 

防災科研との共同研究にお

いては、内閣府が令和４年度に

実施する民間事業者への調査

と連携しながら、住家の被害認

定調査を主軸とした危険度判

定、罹災証明申請・発行、仮設

住宅等の一連の生活再建等に

関する災害対応についての横

断的な支援（パッケージ支援）

の仕組みづくりへの貢献を目

指していく。 

令和３年度から実施してい

る関西大学との共同研究にお

いては、「ハザードマップ」及び

「タイムライン」に関する効

果・有効性等に関する地方公共

団体向けのセミナーを実施す

るなど、関係構築先と互いのノ

ウハウ・リソースを活用し災害

に強い社会の実現への貢献を

目指していく。 

その他にも、関連会社である

㈱関西都市居住サービスが主

催し、機構と日本総合住生活㈱

が共催、㈱ＵＲリンケージ、関

西文化学術都市研究センター

㈱が協賛（国土交通省近畿地方

整備局、神戸市北神区役所、富

田林市、香芝市、広陵町、和泉

市、西宮市が後援）した災害写

真展「地域で守る、家族で支え

る、日本の災害と復興展」が、

市民の防災意識向上に寄与し

たとして、西宮市長より表彰を

受けた。 

災害の頻発化・激甚化、大規

模地震発生に関するリスク増

加、地方公共団体の災害対応力

の不足という社会課題に対し

て、災害復旧工事マネジメント

業務や住家の被害認定業務支

援等の各種支援、これまでの復

旧・復興やまちづくり、災害対

応支援における知見を活用し

た啓発活動や関係構築により

対応した。 

このように、量及び質ともに

年度計画を大きく上回る成果

をあげた点を考慮し、Ａ評定と
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する。 

 

（３）都市開発の海外展開支援 

 民間投資を喚起し持続可能な成

長を生み出すための我が国の成長

戦略・国際展開戦略の一環として、

海外社会資本事業への我が国事業

者の参入の促進に関する法律（平

成 30 年法律第 40 号）第６条に規

定する業務について、同法第３条

の規定に基づき国土交通大臣が定

める「海外社会資本事業への我が

国事業者の参入の促進を図るため

の基本的な方針」（平成 30年国土交

通省告示第 1066 号）に従い、海外

の都市開発事業への我が国事業者

の参入の促進を図る。具体的には、

民間企業単独での参入が困難な大

規模な都市開発の事業等につい

て、地区開発マスタープランの策

定等の業務を行う。そのほか、我が

国事業者等の連携体制構築支援や

海外展開に当たっての技術支援、

専門家派遣等の人的支援を行う。

また、そのために必要な情報収集

及び人材の確保・育成を図る。 

これらの実施に当たっては、社会

情勢等を踏まえながら、機構がこ

れまで蓄積してきた都市開発のノ

ウハウ等を活用しつつ、関係府省、

我が国事業者及び関係公的機関と

の連携を推進し、効果的に我が国

事業者の参入を促進し、２件の海

外の都市開発事業等の協定・覚書

を締結する。 

さらに、豪州については現地拠

点を設置し都市開発事業の支援を

推進する。 

＜主な定量的な指標＞ 

・海外の都市開発事業等に関して

締結した協定・覚書の件数 ２件 

 

＜その他の指標＞ 

・機構の海外展開支援に関係する

研修・視察の受入れ件数 

 

＜評価の視点＞ 

・海外の都市開発事業への我が国

事業者の参入を促進するため、民

間企業単独での参入が困難な大規

模な都市開発の事業等について、

関係府省、我が国事業者等と相互

に連携を図りながら協力し、地区

開発マスタープラン策定等の業務

を行うとともに、業務に必要な人

材の確保・育成を行ったか。 

＜主要な業務実績＞ 

＜主な定量的な指標＞ 

・海外の都市開発事業等に関して

締結した協定・覚書の件数 ２件 

 

＜その他の指標＞ 

・機構の海外展開支援に関係する

研修・視察の受入れ件数 18 件 

 

海外の都市開発事業への我が国

事業者の参入促進を図るべく、事

業進展の各段階において、相手国

機関や企業との連携をはかりなが

ら、都市開発プロジェクトの計画

策定・事業支援を進めた。 

具体的な事例は以下のとおり。 

インドネシアのジャカルタ首都

圏における国鉄やＭＲＴ（地下鉄）

の鉄道駅周辺における公共交通指

向型開発（ＴＯＤ）分野を担う公営

企業であるジャカルタ首都圏交通

統合公社（以下、ＭＩＴＪという。）

との間で、機構が経験、知見を有す

るＴＯＤに関する意見交換を続け

てきた。令和３年度、ＭＩＴＪが行

うジャカルタにおける新たなＴＯ

Ｄプロジェクトの実現の支援、並

びに日本において機構が長年培っ

てきたＴＯＤの経験及び知見の提

供によるＭＩＴＪ職員の能力向上

を目的とした覚書を交換した（令

和４年１月）。覚書交換後は、ＭＩ

ＴＪとともに、ジャカルタ首都圏

の中心部におけるＴＯＤにおいて

日本企業参画機会の創出を踏まえ

た検討に共同で着手している。 

カンボジアでは、経済財政省と

機構の間で、機構が経験及び知見

を有する公有地の有効活用に関す

る意見交換を続けてきた。令和３

年度、プノンペン都における公有

地の有効活用に必要な意見交換や

情報共有を図ることを目的とした

覚書を交換した（令和４年３月）。

上記覚書交換後、日本企業参画を

念頭にプロジェクト組成について

検討を予定している。 

なお、過年度から継続して支援

＜評定と根拠＞Ⅰ-１-（３） 

評定：Ｂ 

 

＜評価の概要＞ 

海外の都市開発事業等への

我が国事業者等の参入促進を

目的に、都市開発プロジェクト

の計画策定・事業支援への新た

な着手に係る業務を行ってい

るが、コロナ禍により海外渡航

を実質的に停止せざるを得な

い状況が令和３年度も続いて

おり、相手国機関との連携や新

たな関係構築に支障をきたす

状況下ではあったが、ウェブ会

議等を駆使して先方との協議

を重ねて関係構築を進めた。そ

の結果、インドネシアとカンボ

ジアにおいて、公共交通指向型

開発や公有地開発等にかかる

計画策定及び事業支援に関し

て、当初の目標通り２件の覚書

交換が実現でき、日本企業の進

出可能な案件組成に向けた検

討・協議を推進する体制を構築

したこと及びウェブセミナー

等を通して相手国との関係構

築や機構の都市開発実績・知見

を共有できたことが評価でき

る。 

また、大規模都市開発のプロ

ジェクトに係る海外への支援

に係る業務として、オーストラ

リア・西シドニー新空港周辺開

発に関して、技術支援を推進す

るとともに、機構で初となる海

外事務所設置を行った。これに

より、コロナ禍においても継続

的かつ有用な支援を行うこと

ができ、現地での情報取得やニ

ーズの把握等により、新規案件

の発掘や関係構築の強化を行

うことができたため、今後の大

きな成果が期待される。タイに

おいても、タイ国鉄所有地にお

ける大規模都市開発の計画策

定等に係る支援に関して、マス

タープランの実現に向けての
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している国のうち、主要な国にお

いては以下のとおり支援を進めて

いる。 

オーストラリアについては、支

援の強化を目的として、令和３年

４月に現地事務所を開設し、現地

に職員３名が駐在して、ウェスタ

ン・パークランド・シティ公社（以

下、ＷＰＣＡという。）をはじめと

した相手国機関への支援活動や新

規の案件形成に向けた業務を行っ

た。 

令和元年に締結した西シドニー

新空港周辺エリアの開発に関する

まちづくり計画の策定支援につい

て、ＷＰＣＡとの間のアドバイザ

リー契約は令和３年９月に業務が

完了したが、引き続き平成 30年度

に交換したニューサウスウェール

ズ州との覚書に基づき、「在豪日本

大使館主催の第５回日豪インフラ

ネットワーキング会合」や「ＮＳＷ

州・西シドニーにおける「みちび

き」と宇宙データが拓く次世代の

都市開発セミナー」等会議・セミナ

ーにより日本企業参入に向けた情

報発信を実施し、西シドニー新空

港周辺エリアの都市開発に関する

日本企業の進出に向けた支援を推

進した。また、ＮＳＷ州の公共住宅

供給公社であるＬＡＨＣ（Land-

And-Housing-Corporation）と今後

の連携について意見交換を行うな

ど、新たな関係構築を行った。 

タイについては、国交省・タイ運

輸省、タイ国鉄との間で令和２年

度に締結した協力覚書に基づく、

タイ国鉄所有地における大規模都

市開発の計画策定等に係る支援に

ついて、タイ側の幹部や関係機関

が参加するステアリングコミッテ

ィにおいて、開発の方向性や必要

な検討事項についてプレゼンテー

ションを実施。インフラ整備計画

や開発ガイドライン等で一体性を

確保しつつ、段階的に都市開発を

進めることを確認しながら、日本

側の提案したマスタープランの実

現に向けての支援を行っている

他、日系企業向けの都市開発セミ

支援や日系企業の事業参画に

向けた支援により、事業の推進

が期待される。 

 

＜具体的な事例・評価＞ 

覚書を交換した２件につい

ては、いずれも過年度から関係

構築を進めてきた成果であり、

具体的なプロジェクトの検討

に着手するなど、我が国事業者

の参入促進に向け、次のステッ

プに繋がったという点で評価

できる。 

個々の案件に関して、インド

ネシアについては、機構の日本

におけるＴＯＤ開発の経験や

知見について高く評価され、覚

書の交換に至ることができた。

本覚書に基づきジャカルタ首

都圏の主要駅を含む 82 駅のＴ

ＯＤ開発にかかる権限と使命

を持つＭＩＴＪのＴＯＤプロ

ジェクトの組成推進に向けて

連携することは、インドネシア

において、都市交通の課題解決

に向けて非常に高い社会的意

義があり、日本企業の進出が進

んでいない公有地での都市開

発分野における日本企業の事

業機会創出という意味で意義

深い。 

カンボジアについては、機構

の日本における公有地の有効

活用等の実績や知見に関して、

カンボジアの公有資産管理機

関である経済財政省から高く

評価され、覚書の交換に至るこ

とができた。本覚書に基づき、

プノンペン都の公有地の有効

活用推進に向けて連携するこ

とは、カンボジアにおいて、都

市交通、防災等の課題解決に向

けて非常に高い社会的意義が

あり、日本企業の進出が進んで

いない公有地での都市開発分

野における日本企業の事業機

会創出の可能性を探るという

意味で意義深い。 

過年度覚書を交換した国に

おいても、我が国事業者の参入
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ナーにより日系企業の事業参画に

向けた検討促進を支援している。 

このほか、海外への日本企業の

インフラ展開のさらなる推進に資

するべく、公的機関で連携し、開発

途上国における包摂的で住みよい

都市環境整備と本邦企業の海外展

開を推進することを目的として、

独立行政法人国際協力機構（以下、

ＪＩＣＡという。）との間で覚書を

交換した。（令和４年３月）。本覚書

を踏まえ、日本型のＴＯＤの海外

における展開に向けた共同検討や

ＪＩＣＡが行う上流段階でのマス

タープランなどの相手国への計画

策定支援による成果を日本企業が

参画可能な具体的なプロジェクト

にシームレスにつなげることを目

指し、検討に着手している。 

人的支援に関しては、ＪＩＣＡ

長期専門家としての技術職員の派

遣や、ＪＩＣＡ本部、独立行政法人

日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）、

株式会社海外交通・都市開発事業

支援機構（ＪＯＩＮ）等への職員の

派遣により、各機関との連携強化

及び人的支援を推進した。また、人

材育成に関して、復職職員は海外

展開支援部へ原則配置した。さら

に、海外展開支援業務を希望する

職員の社内公募を実施し、３名の

職員を令和４年度の定期異動にあ

わせ海外展開支援部に配置するこ

ととした。 

海外の都市開発事業への日本企

業の参入促進にあっては、コロナ

禍により渡航が困難になったこと

から、対面式での海外からの視察・

研修は、令和２年度に引き続き令

和３年度も実施ができなかった

が、計 18件のウェブセミナーを開

催し、海外にいる政府関係者や民

間企業等に対して機構や日本の知

見を紹介することができた。 

に向け、課題抽出や案件発掘、

具体的検討を適切に実施して

いる。 

オーストラリアでは、現地事

務所の設置により、ＷＰＣＡへ

の支援体制の強化、新規案件の

発掘や関係構築の強化を図る

拠点として様々な情報や相手

方の課題やニーズを迅速かつ

正確に把握することができる

ようになり、新規案件の発掘や

相手国の公的な住宅関係機関

などとの新たな関係構築も始

まっており、今後の展開に期待

ができる。 

タイ国鉄所有地における大

規模都市開発の計画策定では、

ステアリングコミッティにお

いて開発の方向性や必要な検

討事項についてタイ側と共有

できており、また日系企業側へ

の事業参画に向けた検討促進

の支援を行ったことにより、事

業の推進に寄与している。 

ＪＩＣＡとの覚書交換につ

いては、今回の覚書交換によ

り、機構が 60 年以上にわたっ

て培った住宅・都市開発事業の

知見と、ＪＩＣＡのＯＤＡによ

る社会インフラ整備やマスタ

ープラン策定支援等とを組み

合わせることで、都市計画にか

かる上流段階のマスタープラ

ン策定支援を日本企業が参画

する具体的なプロジェクトへ

シームレスにつなげることで、

大きな相乗効果を生み出すこ

とが期待できる。 

人的支援では、ＪＩＣＡ長期

専門家や、各機関への職員を派

遣し、各組織においてＵＲ都市

機構の都市開発等にかかる知

見の共有やノウハウを伝える

ことができた。人材育成面で

は、派遣終了後の復職職員が、

派遣先で得た知識と経験を、職

員間で共有を図ったことによ

り、今後の海外部門の事業展開

や海外展開支援業務に従事す

る職員のモチベーション向上
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への効果があった。 

このように、量及び質ともに

年度計画と同等の成果をあげ

た点を考慮し、Ｂ評定とする。 

２  多様な世代が生き生きと暮

らし続けられる住まい・まち（ミク

ストコミュニティ）の実現 

ＵＲ賃貸住宅については、人口

減少・少子高齢化等の社会構造の

変化に適切に対応するため、住宅

セーフティネットとしての役割の

充実を図るとともに、国民共有の

貴重な地域資源として政策的役割

を果たすため、持続可能な経営基

盤の確立に向け、ストック量の適

正化を進めつつ、多様な世代が安

心して住み続けられる環境整備、

持続可能で活力ある地域・まちづ

くりの推進、ＵＲ賃貸住宅におけ

る安全・安心・快適な暮らしの実現

の３つの視点で、ＵＲ賃貸住宅ス

トックの多様な活用を行い「多様

な世代が生き生きと暮らし続けら

れる住まい・まち（ミクストコミュ

ニティ）」の実現を目指す。 

＜主な定量的な指標＞ 

・ＵＲ賃貸住宅団地（大都市圏のお

おむね 1,000 戸以上の団地約 200

団地が対象）における地域の医療

福祉拠点化団地の形成数 

新たに５団地（累計 117 団地） 

 

＜その他の指標＞ 

・見守りサービス提供数  

・健康寿命サポート住宅等の高齢

者向け住宅の供給戸数 

・子育て世帯を支援する住宅の供

給戸数 

・大学等との間で締結した連携協

定等の件数 

 

＜評価の視点＞ 

・地域と連携しつつ、地域に不足し

ている医療福祉施設の誘致等を推

進することにより、団地やその周

辺地域に居住する高齢者世帯、子

育て世帯等の幅広い世代や多様な

世帯が安心して住み続けられる住

環境の整備を推進しているか。 

＜主要な業務実績＞ 

＜主な定量的な指標＞ 

・ＵＲ賃貸住宅団地（大都市圏のお

おむね 1,000 戸以上の団地約 200

団地が対象）における地域の医療

福祉拠点化団地の形成数 

新たに８団地（累計 120 団地） 

 

＜その他の指標＞ 

・見守りサービス提供数 1,054件 

・健康寿命サポート住宅等の高齢

者向け住宅の供給戸数 22,000 

戸 

・子育て世帯を支援する住宅の供

給戸数 352 戸 

（子育て世帯を対象とした近居割

供給戸数 219 戸） 

・大学等との間で締結した連携協

定等の件数 63 件 

Ⅰ-２ 

＜評定と根拠＞Ⅰ-２-（１） 

評定：Ａ 

 

＜評価の概要＞ 

ＵＲ賃貸住宅の地域医療福

祉拠点化団地の形成数につい

て、年度計画に定めた５団地を

上回る８団地で形成に至った

結果、第４期中期計画期間の累

計目標 120 団地形成を２年前

倒して達成し、また、令和３年

３月に改定された住生活基本

計画の令和 12 年度末（団地の

規模によらず）250団地形成の

目標に対しても、新たに 40 団

地着手、15団地を形成するとい

う成果を上げた。これは、コロ

ナ禍においても、地方公共団体

や地域包括支援センター、事業

者、居住者等の地域関係者との

丁寧な対話を継続し、連携体制

を円滑に構築できたこと、ま

た、地域関係者との信頼関係に

基づくネットワークを活用し、

団地・地域ごとの状況・課題等

に応じた多種多様な拠点化施

策を実施するなど、これまで培

ってきたノウハウを総動員し

たことによるものである。 

また、地域医療福祉拠点化団

地に配置した「生活支援アドバ

イザー」等が、地域関係者等と

連携し、コロナ禍における連携

体制の再構築を図ったことや、

途絶えた地域活動を、オンライ

ン会議・配信を活用するなど工

夫を凝らして一時的に再開す

るなどしたことは、高齢者等多

様な世代の顔の見える関係性

づくりや交流機会創出に対す

る高いニーズに適切に対応し

た成果である。 

連携体制の中での地域関係

者とのネットワークをベース

として、令和３年度拠点化を進

（１）多様な世代が安心して住み

続けられる環境整備 

 ＵＲ賃貸住宅においては、地方

公共団体、医療法人、社会福祉法

人、民間事業者等、地域関係者と連

携しつつ、地域の医療福祉拠点化

や高齢者向け住宅の供給、安心し

て子育てができる住環境の整備に

より、住宅セーフティネットとし

ての役割の充実を図り、高齢者世

帯、子育て世帯等の幅広い世代や

多様な世帯が安心して住み続けら

れる住環境を整備する。また、多様

化するライフスタイルへの対応を

図るため、民間事業者等との連携

による生活支援サービスの提供等

を行う。 

 

 

① 地域の医療福祉拠点化 

機構は、ＵＲ賃貸住宅団地内に

地域に不足している医療福祉施設

の誘致等を推進し、ＵＲ賃貸住宅

の生活環境の向上を図るととも

に、周辺地域にも医療、福祉サービ

ス等が提供されることで、団地や

① 地域の医療福祉拠点化 

超高齢社会への対応として、Ｕ

Ｒ賃貸住宅団地内へ地域に不足し

ている医療福祉施設の誘致等を推

進し、ＵＲ賃貸住宅の生活環境の

向上を図るとともに、周辺地域に

も医療、介護サービス等を提供す
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その周辺地域において、安心して

健やかに住み続けることができる

よう、平成 26 年度からＵＲ賃貸住

宅団地を活用した地域の医療福祉

拠点化（以下「地域医療福祉拠点

化」という。）を進めており、今後

も更なる推進を図る。 

地域医療福祉拠点化に当たって

は、地域と連携しつつ、地域に不足

している医療施設・介護施設・子育

て支援施設等の充実を図るととも

に、高齢者向け住宅や子育て世帯

向け住宅の供給等により幅広い世

代や多様な世帯に対応した居住環

境の整備を進める。また、高齢者世

帯だけでなく若者世帯、子育て世

帯等を含むコミュニティ醸成を推

進することで地域における包括的

な支援やサービスを提供する地域

包括ケアシステム等の体制の構築

に貢献する。さらに、これらの施策

を進めたことによる効果を把握、

分析し、その結果を適切に活用し

て地域医療福祉拠点化を推進する

ものとする。 

地域医療福祉拠点化については、

令和３年度において新たに５団地

（累計で 117 団地）の形成を目指

す。 

る地域の医療福祉拠点の形成に向

け、令和３年度には、新たに全国 40

団地（うち大都市圏のおおむね

1,000 戸以上の団地 10 団地）にお

いて着手するとともに、着手済み

団地のうち 15 団地（うち大都市圏

のおおむね 1,000 戸以上の団地８

団地）において形成した。 

これにより、大都市圏のおおむ

ね 1,000 戸以上の団地における地

域の医療福祉拠点化団地の形成数

が累計 120団地となり、第４期中期

計画期間中の累計目標 120 団地形

成を２年前倒して達成した。 

具体的には、ストック活用・再生

等の推進により生み出された整備

敷地を活用する等、高齢者、子育て

支援施設の誘致を実施した。令和

３年度末現在の高齢者支援施設は

481件、子育て支援施設は 620件と

なっている。 

令和２年度に引き続き、地域医

療福祉拠点化の進捗状況や特徴を

定期的に評価・見える化し、その後

の整備等の方向性を共有化した。 

 

めた団地で実施されている施

策についても、各団地の地域関

係者等から「高齢者を含む近隣

トラブルが解決した」「コロナ

禍ではあるがイベントで良い

思い出ができた」など評価の声

を得ている。 

 

＜具体的な事例・評価＞ 

（①及び②） 

大幸東団地（愛知県名古屋市東

区）では整備改修した集会所や

団地内広場等を活用し、近所と

つながるきっかけづくりを目

指してフリーマーケットや文

化祭の開催を支援することで、

地域住民の方からは「コロナ禍

で外出できない中良い思い出

ができた」など評価や感謝の声

をいただいた。このように団地

を地域の交流拠点として活用

することで、コロナ禍のイベン

ト開催が困難な環境下におい

ても地域コミュニティの醸成

に寄与している。 

立花一丁目団地（東京都墨田

区）では、地域の声を踏まえて

整備したウォーキングコース

で開催されたウォーキングイ

ベントについて、「このような

イベントは運動習慣づくりの

きっかけになる」など団地や近

隣にお住まいの方から好評を

得ている。今後、地域の方々が

中心となるサークルの立ち上

げを目指して継続的に体験教

室を開催する予定があるなど、

地域の連携体制を活用して、さ

まざまな交流機会の創出に貢

献している。 

 

（②及び③） 

高齢者向け住宅や子育て世

帯を支援する住宅供給や見守

りサービスの提供などを進め

た。 

また、生活支援アドバイザー

については、徘徊等を行う認知

症高齢者への対応等を必要な

各地域関係者や専門機関等に

② 豊かなコミュニティ醸成 

ＵＲ賃貸住宅団地を含む地域一

体で、互いに交流し、支え合い、幅

広い世代や多様な世帯が生き生き

と暮らし続けられる住まい・まち

（ミクストコミュニティ）を形成

するため、団地内でのコミュニテ

ィ拠点の整備やイベントの開催

等、交流、支え合いの場の提供を推

進する。 

また、地域のコミュニティを維

持し、活性化させるとともに、健康

寿命の延伸や生きがいの創出に寄

与するため、地域関係者や大学等

との連携を図り、多様な世帯の交

流を促進させるとともに、高齢者

の社会参画機会の創出等を図る。 

② 豊かなコミュニティ醸成 

ＵＲ賃貸住宅団地を含む地域一

体で交流を促進し、ミクストコミ

ュニティの形成を推進するため、

施設等のハード改修と並行してコ

ミュニティ形成に資するイベント

の開催などソフト面の事業を実

施。令和２年度から続くコロナ禍

により、施設整備やイベント開催

が困難な状況となる中、国の指針

等に則った感染予防対策を徹底

し、オンライン配信の活用など創

意工夫しながら事業を推進した。 

具体的には、大幸東団地（愛知県

名古屋市東区）では、地域関係者の

課題意識やニーズのヒアリング等

を丁寧に確認した上で、コロナ禍

でも対面型イベントが実施できる

よう方法を勘案しつつ、集会所や

団地内広場等の整備改修を実施し

た。フリーマーケットや文化祭の
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開催を支援し、団地や地域の新た

なコミュニティの交流機会や場の

創出などを行った。 

立花一丁目団地（東京都墨田区）で

は、「立花・文花地域ケア会議」「立

花児童館地域懇談会」といった会

議体に機構も参加し、行政や地域

包括支援センター、社会福祉協議

会等と連携体制を構築した上、地

域の課題等を共有・検討し、地域の

医療福祉拠点の形成を推進した。

また、地域の連携体制の中で出た

ニーズを踏まえ、ウォーキングコ

ースマップやベンチの設置、路面

のサインによる案内表示等を実施

し、団地自治会や立花児童館の協

力も得て、関連会社である㈱ＵＲ

コミュニティ主催によるウォーキ

ングイベントを開催した。加えて、

改修した集会所デッキテラスを活

用した「地域食堂」の実施や地域関

係者によるまちづくりに係る定型

的 な 意 見 交 換 の 場 で あ る

OneSumidaProject 立上げ支援とい

った更なる施策を実施発展させる

など、地域の連携体制の中での意

見等を踏まえた環境整備・交流機

会の創出を進めた。 

適切に繋ぎ、団地を含む地域の

高齢者等の見守りを連携して

実施するなどしており、地域住

民や地域関係者からは感謝の

声をいただいている実例があ

る。このように居住者の安心感

の醸成に寄与するとともに、地

域関係者との連携を一層深化

させ、団地の住環境の向上に貢

献している。 

 

（③及び⑤） 

豊島五丁目団地（東京都北

区）にて開催された「団地の文

化祭ｉｎ豊島五丁目団地」や、

グリーンヒル寺田団地（東京都

八王子市）にて開催された

「STAY in Green Hill TERADA」

といった若年世帯向けの催し

等を含む地域活性化に資する

活動は、定期的に実施してお

り、安心して子育てができる住

環境や交流機会の整備を通じ

て、豊かなコミュニティの醸成

に寄与している。 

また、北本団地（埼玉県北本

市）においては、団地を中心と

した地域全体における多世代

の新しいつながりを生み出し、

団地における活動にあたって

は、北本市のふるさと納税型ク

ラウドファンディングによる

店鋪の改修費支援や、メディア

等への多くの露出による広告

宣伝等により、参画する民間事

業者の収益向上を図ることが

可能となる事業スキームをと

っており、こうした様々な工夫

のもと、多様なライフスタイル

の実現に貢献している。 

団地施設の活用により、コミ

ュニティ拠点を形成するため、

大島六丁目団地では、機構が集

会所の一部を改修し、令和２年

度から団地自治会を中心とす

る推進委員会がコミュニティ

サロン「カフェ０６」を運営し

ている。令和３年 10 月には、

施設オープンから１周年を記

念し、推進委員会とともにイベ

③ 高齢者向け住宅の供給、見守

りサービスの推進 

高齢者が団地に住み続けられる

住環境を整備するため、既存のＵ

Ｒ賃貸住宅団地を活用し、高齢者

の自立した生活を前提とした地域

優良賃貸住宅制度を活用した住宅

の供給や見守りに関するサービス

の推進等を行うほか、住替え支援

等高齢者の身体状況の変化に応じ

た対応などを推進する。 

併せて、高齢化や健康寿命の延

伸の状況を踏まえ、ＵＲ賃貸住宅

における高齢者向けの住宅供給の

あり方について検証する。 

③ 高齢者向け住宅の供給、見守

りサービスの推進 

 自立高齢者が安心して住み続け

られるよう、移動等に伴う転倒の

防止等に配慮した住宅「健康寿命

サポート住宅」を供給（692 戸）し、

既存の高齢者向け優良賃貸住宅と

合わせ、高齢者向け住宅の 22,000

戸供給を維持した。 

 また、高齢者世帯等が安心して

住み続けられる環境を整備するた

め、民間事業者と連携し、基本的に

全国の居住者が低廉な料金で受け

られる、人感センサーを室内に設

置して本人に異常がないか確認・

連絡を行う「見守りサービス」を引

き続き提供した。（令和３年度申込

件数は 1,054 件） 

加えて、賃貸住宅ストックの多

様な活用として、バリアフリー化

等を施した高齢者向け住宅の供給

や子育て世帯を支援する住宅の供
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給等を適切に実施するとともに、

前述の見守りサービスの提供など

を含め、高齢者世帯、子育て世帯等

の幅広い世代や多様な世帯が安心

して住み続けられる住環境の整備

を実施した。また、団地に常駐し、

高齢者に対する見守りや相談対応

などの居住者サービスを提供する

生活支援アドバイザーも、令和３

年度において累計 153 人を配置し

ており、地域関係者との連携を図

った上で高齢者等を中心とした地

域住民各々のニーズに対応した活

動を進めた。 

ント（屋外におけるテレワーク

の実証実験等）を開催し、一層

の盛り上がり等を見せている。 

袖ヶ浦団地では、ＵＲグループ

で連携し、令和３年度、ＵＲグ

ループ会社がコワーキングス

ペース「Join Spot袖ヶ浦」を

開設した。当該施設は、定期的

にイベントを開催しており、令

和３年 12 月には、団地商店街

も巻きこみ「ウラ庭マルシェ」

を開催し、子供から高齢者まで

多くの方が来場し、多くの交流

が実現した。 

このほか「地方都市と団地等

を繋ぐプロジェクト」として、

洋光台中央・北団地（神奈川県

横浜市磯子区）と光が丘パーク

タウン大通り中央団地（東京都

練馬区）において開催したマル

シェ等を通じ、団地を活用した

地方都市の魅力発信や、団地を

中心とした地域住民と地方都

市の交流の促進に寄与し、新し

いつながりを創出している。 

このように、「新たな日常」へ

の対応を進めつつ、団地だけで

なく地域コミュニティの拠点

となる施設整備や多様な世代・

ライフスタイルへ対応するソ

フト展開を実施するなど、量及

び質ともに年度計画を上回る

顕著な成果をあげた点を考慮

し、Ａ評定とする。 

④ 安心して子育てができる住環

境の整備 

子育て世帯が安心して子育てし

やすい住環境を整備するため、地

域優良賃貸住宅制度を活用した住

宅や子育て世帯に配慮した設備等

を備えた住宅等の子育て世帯向け

住宅の供給、子育て支援施設の誘

致、子育て世帯の相互交流や助け

合いを支援するサービスの提供な

どを促進する。 

④ 安心して子育てができる住環

境の整備 

 子育て世帯及び新婚世帯を応援

するため、地域優良賃貸住宅制度

を活用し、一定の要件を満たした

方に家賃を最大２割減額する「子

育て割」について、引き続き着実に

供給。令和３年度は新たに 352戸の

供給を行った。 

 加えて、令和４年１月から、子育

て世帯とこれを支援する親世帯等

が近居する場合に、UR 賃貸住宅に

新たに入居する子育て世帯に対し

て家賃減額（近居割）を拡充するこ

ととし、令和４年３月末時点で 219

戸で実施するなど、安心して子育

てできる環境整備を図った。 

 また、ストック活用・再生等の推

進により生み出された整備敷地を

活用する等、子育て支援施設等の

誘致を行った。令和３年度末現在

の子育て支援施設は 620 件となっ

ている。（再掲） 

 子育て世帯の相互交流や助け合

いを支援するサービスの提供など

を促進した。 

 具体的には、豊島五丁目団地（東

京都北区）では、地域の活性化を目

指し、機構を含む地域関係者が一

体となって「団地の文化祭 in豊島

五丁目団地」を開催した。団地の屋

外広場や商店街の空間を活用し、

近隣の大学や高校と連携した団地

の写真上映会や事業者による移動

遊び場やワークショップ、キッチ

ンカーの誘致等（出店数５）の若年
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世帯向けの催しを実施した。この

催しには、約 300名が参加し、「子

どもたちがとても喜ぶ」などの評

価の声をいただいた。 

 また、グリーンヒル寺田団地（東

京都八王子市）においては、生活支

援アドバイザーとともに、近隣の

大学の学生や、団地のスーパーマ

ーケットと連携して「 STAY in 

Green Hill TERADA」を開催し、学

生によるクリスマスツリー作りや

子供たちへの読み聞かせが行われ

るなど、子供を対象とした企画を

持ち寄り（出店数６）、イベントを

実施した。このイベントには、２日

間で延べ約 500名が参加し、「子ど

もたちが久しぶりに楽しめていて

よかった。」など評価の声をいただ

いている。 

⑤ 多様なライフスタイルへの対

応 

多様なライフスタイルに対応

し、柔軟な働き方の実現に寄与す

るため、民間事業者、大学等との連

携により、高齢者世帯、子育て世帯

等の生活利便性の向上に資する生

活支援サービスの導入や、テレワ

ークへの対応等を図る。これらの

施策については、コロナ禍を契機

とした生活様式や働き方の変化も

踏まえて実施する。 

民間事業者等との連携に当たっ

ては、民間事業者等の意向や収益

性等、事業上の課題を考慮し、機構

と連携する民間事業者等がともに

収益向上を図ることが可能となる

事業スキームを導入するなど、連

携手法の多様化を図るとともに、

民間等のノウハウを適切に活用す

ることで、サービス水準の向上を

図る。 

⑤ 多様なライフスタイルへの対

応 

 コロナ禍の中、これまで蓄積し

てきたノウハウ・団地の豊かな空

間・豊富な住戸バリエーション等、

団地の強みを活かした「新しい暮

らし」の提案を行い、新たなサービ

スを試行的に実施した。 

具体的には、集会所やモデルル

ームにｗｉ－ｆｉ設備を新設しテ

レワークスペースとして開放し、

キッチンカーや移動販売の誘致、

民間事業者との連携による団地内

の野菜販売を実施した。 

 大学や民間事業者等との連携を

推進し、ライフスタイルの多様化

への対応を図った。令和３年度に

おいても着実に連携先の拡大に努

め、令和４年４月１日現在で有効

な連携協定数は 63 件となってい

る。 

 北本団地（埼玉県北本市）におい

ては、北本市や良品計画等と連携

し、団地在住の若者等が立ち上げ

たまちづくり会社「暮らしの編集

室」を支援することで、団地内の住

宅付き店舗を改装して、コミュニ

ティスペースを備えたジャズ喫茶

「中庭」が開設されたことと合わ

せて、周辺住棟に「ＭＵＪＩ×Ｕ

Ｒ」の住戸を供給するなど、幅広い
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世代の交流と団地の活性化を図っ

た。また、団地施設を活用した、コ

ミュニティサロンの運営等（大島

六丁目団地（東京都江東区）「カフ

ェ０６」）や、コワーキングスペー

スの開設等（袖ヶ浦団地（千葉県習

志野市）「Join Spot 袖ヶ浦」（ＵＲ

グループ会社（日本総合住生活㈱）

が所有し、企画及び運営する施

設））、などでも団地自治会や民間

事業者等と連携したイベントの開

催等を実施し、団地の活性化を図

った。 

 このほか「地方都市と団地等を

繋ぐプロジェクト」として、機構が

事業で関わる地方都市等と団地の

連携を令和３年度から本格的に実

施している。令和３年度は洋光台

中央・北団地（神奈川県横浜市磯子

区）においては新潟県糸魚川市と、

光が丘パークタウン大通り中央団

地（東京都練馬区）においては長野

県上田市と連携し、それぞれの産

地直送の野菜や果物などが並ぶマ

ルシェ等を開催した。 

（２）持続可能で活力ある地域・ま

ちづくりの推進 

団地再生に当たっては、ＵＲ賃

貸住宅団地のみならずその周辺地

域の価値や魅力を高めるため、地

域や団地の特性、住宅需要の動向、

機構の経営環境を踏まえつつ、地

方公共団体や民間事業者等の多様

な主体と連携、協力し、団地の役

割・機能の多様化を図ることによ

り、持続可能で活力ある地域・まち

づくりを推進する。 

＜主な定量的な指標＞ 

・団地再生事業により供給した整

備敷地等のうち、新たな機能の導

入、又は既存の機能の強化を目的

として供給した割合 42% 

 

＜その他の指標＞ 

・ストック削減戸数 

・地方公共団体との間で締結した

連携協定等の件数 

 

＜評価の視点＞ 

・ＵＲ賃貸住宅団地のみならずそ

の周辺地域の価値や魅力を高める

ため、多様な主体と連携し、団地の

役割・機能の多様化を図ることに

より、持続可能で活力ある地域・ま

ちづくりを推進しているか。 

 

＜主要な業務実績＞ 

＜主な定量的な指標＞ 

・団地再生事業により供給した整

備敷地等のうち、新たな機能の導

入、又は既存の機能の強化を目的

として供給した割合 60％ 

 

＜その他の指標＞ 

・ストック削減戸数 6,142 戸 

・地方公共団体との間で締結した

連携協定等の件数 39 件（令和４年

３月末時点で有効なもの） 

＜評定と根拠＞Ⅰ-２-（２） 

評定：Ａ 

 

＜評価の概要＞ 

地域に必要な拠点機能等の

整備のため、団地再生事業によ

り供給した整備敷地等５件の

うち、３件（業務実績欄におい

て前掲）は、地方公共団体と連

携協力のうえ、新たな機能の導

入等を目的に供給した。 

また、供給済みの整備敷地等

にて、地域の魅力を高める先導

的な施設の開設、地域関係者と

のエリアマネジメントを実現

するとともに、３団地の建替え

に併せ、地域資源となる団地の

屋外空間を整備した。 

さらに、団地広場に引退した

鉄道車両（阪神電車「赤胴車」）

を設置し、イベントでの活用な

ど、地域のコミュニティスペー

スとして再活用し、地域活性化

に大きく貢献した。 

ＵＲ賃貸住宅における資産

① 地域の魅力を高める団地への

再生 

地域の魅力を高めるため、幅広

い世代が安心して居住可能な環境

整備を推進するほか、教育、業務、

防災、交流、賑わい、柔軟に働ける

場等の地域の多機能拠点の形成、

安全・安心で快適なオープンスペ

ース等を備えた居住環境の創出、

良好な景観の形成等、団地の役割、

機能を多様化させ、より一層、地域

に開かれた団地に再生する。 

なお、事業の実施に当たっては、

① 地域の魅力を高める団地への

再生 

地域の魅力を高めるため、幅広

い世代が安心して居住可能な環境

整備を推進するほか、団地の役割、

機能を多様化させ、より一層、地域

に開かれた団地への再生を推進し

た。 

事業の実施に当たっては、建替

住宅を 681戸（豊四季台団地 310戸

（千葉県柏市）、浜甲子園団地 226

戸（兵庫県西宮市）、千里高野台団

地 145 戸（大阪府吹田市））供給す
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団地の特性、住宅需要の動向等を

踏まえ、近接地建替えの実施も視

野にエリア単位での団地の統廃

合・再配置等を図り、建替え、集約、

改善等を複合的、選択的に行い、資

産の良質化とストック量の適正化

を図る。 

また、事業を予定する団地にお

いては、個別団地の状況等を踏ま

え、必要に応じて、コミュニティの

活性化、資産の有効活用の観点か

ら、定期借家契約を導入する。 

全面借地方式市街地住宅及び特

別借受賃貸住宅については、土地

所有者等との協議を行い、譲渡、返

還等を着実に進める。 

るとともに、ＵＲ賃貸住宅ストッ

クを 6,142戸削減し、資産の良質化

とストック量の適正化を両輪で推

進した。 

また、草加松原団地（埼玉県草加

市）では、国土交通省等が主催する

「第２回グリーンインフラ大賞」

において、草加市等とともに

『「Green Bind」みどりが束ねる暮

らしとまち』の実施内容をプレゼ

ンテーションし、グリーンインフ

ラ官民連携プラットフォーム会員

による投票の結果、令和４年３月、

国土交通大臣賞（生活空間部門）を

受賞した。 

事業を予定する団地において、

コミュニティの活性化、資産の有

効活用の観点から、定期借家契約

の導入を推進した。（令和３年度契

約件数 34 団地 474件） 

全面借地方式市街地住宅につい

ては、土地所有者等と協議し、19団

地の譲渡、返還等の手続を完了し

た。 

特別借受賃貸住宅については、

期間満了に伴い建物所有者に４団

地を返還した。 

の良質化とストック量の適正

化のため、建替住宅を 681戸供

給するとともに、コロナ禍で

も、居住者説明会等での丁寧な

対応に努め、6,142戸のストッ

クを削減した。 

地方公共団体との連携構築・

強化を図るため、新たに７件の

連携協定等を締結（令和４年３

月末時点で、有効な連携協定等

は 39 件）し、団地を含めたニ

ュータウンの再生など、地方公

共団体とともに、社会課題の解

決に着手した。 

これらにより、地方公共団体

等とともに、団地を貴重な地域

資源とした、持続可能で活力あ

る地域・まちづくりの推進に大

きく貢献した。 

 

＜具体的な事例・評価＞ 

草加松原団地では、団地の建

替えを契機に、草加市等と連携

し、駅西側地域のまちづくりを

推進しており、団地居住者の理

解を得ながら建替えを進め、団

地西側の整備敷地等約 11ha を

創出した。地域では、商業施設

等の主要幹線道路沿道にふさ

わしい土地利用等の実現が課

題となっていた。この課題に対

し、機構は、商業・住宅用地を

一体的に開発できる事業者を

公募し、整備敷地等を供給し

た。その結果、大手企業等から

なる共同企業体により、商業施

設及び環境に配慮した戸建住

宅の整備が見込まれることと

なった。 

また、草加松原団地を含む地

域は、内水氾濫リスクの高い地

域のため、機構が道路や下水道

（大規模雨水貯留施設・雨水幹

線の整備、既存市管理水路の改

修）等の基盤整備を実施し、公

共施設として市に移管した。そ

の結果、整備した道路や下水道

により、地域の防災性・利便性

が向上した。なお、公共施設と

なった大型雨水貯留施設は、西

② 地方公共団体等との連携によ

る地域・まちづくりへの貢献 

持続可能で活力ある地域・まち

づくりに貢献するため、地方公共

団体等との密接な意見交換の実施

等により、地域の課題解決に資す

る連携・協力体制を構築する。ま

た、団地再生に併せて、地域に必要

とされる拠点機能の整備、防災機

能の強化、コンパクトシティの実

現に向けたまちづくり、団地に隣

接する老朽化したマンションの再

生支援や公共公益施設の再編・再

整備等を推進する。 

さらに、団地再生に伴い整備し

た敷地の民間事業者等への譲渡等

を通じて、民間事業者、社会福祉法

人、医療法人等の多様な事業主体

と協働し、医療、福祉、介護、商業、

生活支援施設等、地域に必要な拠

点機能の整備を推進するととも

に、民間事業者の事業機会を創出

する。 

② 地方公共団体等との連携によ

る地域・まちづくりへの貢献 

団地の再生に併せ、地域の課題

解決に資する地方公共団体との連

携・協力体制を構築するため、地方

公共団体との間で新たに７件※の

連携協定等を締結し、有効な連携

協定等は 39件（令和４年３月末時

点）となった。なお、令和３年度内

に１件失効した連携協定等がある

が、これは、令和３年度に同一の地

方公共団体（東京都板橋区）と新た

な連携協定等に発展したことによ

るものである。 

※相手先（主な内容） 

・東京都多摩市（多摩市ニュータウ

ン再生におけるまちづくり推進に

関する包括連携協定） 

・東京都板橋区（高島平地域の連鎖

的都市再生の推進に係る基本合

意） 

・東京都足立区等（竹ノ塚駅周辺の

まちづくりに関する基本協定） 
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・ほか４団体（まちづくりに関する

基本協定等） 

 地域・まちづくりへの貢献につ

いては、武庫川団地（兵庫県西宮

市）の広場に引退した鉄道車両「赤

胴車※」を設置し、イベントでの活

用など、地域のコミュニティスペ

ースとして再活用した。なお、「赤

胴車」は、武庫川団地前駅から乗車

する団地居住者等の通勤・通学、生

活の足として、60 年以上に亘り親

しまれた存在であり、機構から阪

神電気鉄道㈱に、団地での赤胴車

の活用を提案し、再活用が実現し

た。 

※「赤胴車」とは、1958 年及び

1959 年に製造された車両の外装の

色等から、当時人気のマンガキャ

ラクターであった「赤胴鈴之助」に

ちなんで「赤胴車」の愛称がつけら

れた鉄道車両 

側各街区（機構の商業・戸建住

宅用地、市の児童センター用地

等）それぞれの敷地で雨水貯留

施設を分散設置するのではな

く、公園用地の地下１か所に集

約した大規模雨水貯留施設に

より、戸建住宅での施設の設置

免除、施設管理の効率化、良好

な維持管理の担保も実現した。 

平塚高村団地では、団地を含

めた周辺地域は、平塚市内でも

人口減少・少子高齢化が進んで

おり、在宅医療・介護との連携

の深化など高齢者施策の推進

や若年層等の転入促進等が課

題となっていた。地域の要望を

踏まえ、市が定めた「地域医療

福祉拠点整備モデル地区構想」

の実現に向け、市と連携のう

え、医療施設等用地を供給し

た。公募に先立ち、同じ医療圏

内（基準病床数等を定める二次

保健医療圏内）で当地区への事

業参画に興味を示す医療法人

を発掘した。市の構想等を公募

条件に反映した結果、医療街区

にて、多世代に対応する外来診

療機能（内科、リハビリテーシ

ョン科）等を有する病院に加

え、介護老人保健施設及び訪問

看護ステーション等も実現し

た。市は、医療・福祉（令和４

年度引渡しを予定する街区）及

び地域包括支援センター等と

の更なる連携によるケア・コン

パクトシティの実現等に期待

しており、団地自治会等は、医

療・福祉の関係機関と地域との

連携体制の構築により、支援を

必要とする方の受け皿になる

こと等に期待している。 

高森台団地では、団地が所在

する高蔵寺ニュータウンが、中

心部に商業施設が集積する一

方、中心部以外は、最寄品を購

入できる身近な商業施設が少

なく、移動に不安を抱える高齢

者が増加するなか、身近な買い

物環境の整備等が課題となっ

ていた。春日井市が定めた「高

これらの施策を推進することに

より、令和３年度において団地再

生事業により供給する整備敷地等

のうち、新たな機能の導入、又は既

存の機能の強化を目的として供給

する割合について、42％を目指す。 

団地再生事業により供給した整

備敷地等（全５件）のうち、３件※

については、新たな機能の導入、又

は既存の機能の強化を目的として

供給した（全体の約 60％）。 

※主な用途（対象３件：団地名等） 

・利便：２件（①草加松原団地・商

業施設及び住宅、②高森台団地（愛

知県春日井市）ホームセンター及

び健康増進施設（予定）） 

・医療等：１件（平塚高村団地（神

奈川県平塚市）病院及び介護老人

保健施設等） 

（この他、住宅用途：２件（香里

団地Ｄ地区（大阪府枚方市）、鶴舞

団地（奈良県奈良市）） 
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蔵寺リ・ニュータウン計画」の

実現に向け、市と連携し、大規

模な店舗が建設可能な用途地

域に変更（建設可能な店舗の床

面積 500 ㎡以内→10,000㎡以

内）のうえ、利便施設（ホーム

センター及び健康増進施設）用

地を供給した。市は、身近な買

い物環境の整備にあわせ、魅力

的な健康施設等の整備に期待

しており、団地自治会等は、ホ

ームセンターによる利便性向

上に期待している。 

令和元年度以降に供給した

整備敷地等では、令和３年度に

６施設が開設し、地域の拠点機

能が実現した。 

令和元年度に整備敷地等を

供給した日の里団地（福岡県宗

像市）では、事業者が旧ＵＲ住

棟(48号棟)を改修し、令和３年

度にコミュニティ拠点「ひのさ

と 48」が開設した。当該施設は、

地域との対話等により、徐々に

機能を具体化しており、地域の

コミュニティ拠点として発展

中である。事業者は、地域の子

どもたちのアイデアである「団

地クライミングウォール」（団

地でクライミングが可能とな

るよう建物の外壁を改修、令和

３年 11 月開設）や、Co-Doing

スペース（周囲と共に活動する

Co-Doing を目的としたスペー

ス、令和４年３月開設）を実現

し、地域の魅力を高める先導的

な施設へと発展させた。当該施

設は、全国版も含むメディアへ

の掲載、「さとの BEER」受賞（世

界五大ビール審査会の一つで

２部門ブロンズ賞受賞）、来場

者数増加や地域からの感謝の

声等を頂いており、事業者は更

なる展開に意欲的であり、市

は、成長しながら機能導入する

スタイル等に期待している。 

同じく、令和元年度に整備敷

地等を供給した浜見平団地（神

奈川県茅ケ崎市）では、複合商

業施設「ブランチ茅ヶ崎３」が
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開設した。当該施設は、飲食・

フィットネス等に加え、地域の

方が利用できるコミュニティ

ルームや、施設３階等で防災倉

庫が配置され、災害時の一時避

難場所に活用が可能となるな

ど、地域の利便性向上とともに

防災性の強化も実現した。さら

に、令和３年度、機構、市、事

業者、ＮＰＯ法人の４者で「浜

見平地区におけるエリアマネ

ジメントの推進に関する連携

協定」を締結し、地域関係者と

のエリアマネジメントへと展

開した。 

３団地（豊四季台団地、浜甲

子園団地、千里高野台団地（大

阪府吹田市））の建替えでは、地

域資源となる団地の屋外空間

を整備し、地域に開かれた団地

への再生を実現した。 

武庫川団地では、令和元年度

に阪神電気鉄道㈱と阪神沿線

の団地を中心とした地域活性

化に資する包括連携協定を締

結し、その連携施策として、長

年に亘り地域住民の生活の足

として親しまれ、引退する鉄道

車両「赤胴車」を機構に譲渡の

うえ、団地に設置し、地域のコ

ミュニティスペースとして活

用することが決定された。令和

２年度から令和３年度にかけ、

内部利用できるように「赤胴

車」の改造、尼崎車庫から団地

への移設、団地広場の整備（屋

根・照明の設置やウッドデッキ

等の整備）を実施した。令和３

年７月には、オープンイベント

（鉄道車両を活用した運転士

体験や岡山県津山市との連携

による広場でのマルシェなど）

を開催した。団地自治会は、「赤

胴車」を団地のシンボルとし

て、様々な地域活動への利用等

に期待しており、親子カフェイ

ベントへの活用、季節に合わせ

た夜間の照明演出など、「赤胴

車」は、地域の新たなランドマ

ークとして再活用され、地域活
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性化に大きく貢献した。 

 なお、地方公共団体との連携

協定等は、令和元年度に並び最

多となる連携協定等を締結（新

規締結：令和元年年度 7件、令

和２年度 ２件、令和３年度 ７

件）した。団地を含めたニュー

タウンの再生（東京都多摩市と

の包括連携協定）、機構最大団

地となる高島平団地等におけ

る連鎖的都市再生の推進（東京

都板橋区との基本合意）、駅周

辺のまちづくりとの連携（東京

都足立区との基本協定）等、地

方公共団体とともに、社会課題

の解決に着手した。 

以上のとおり、居住者から移

転等に対する理解等を得るこ

とによってはじめて創出でき

る整備敷地等に、地域の価値や

魅力の向上に資する機能を導

入するという、難易度及び重要

度の高い定量目標について、計

画値を大きく上回る実績（計画

値対比 143％）を達成したこと

に加え、団地広場で引退した鉄

道車両を再活用し、コミュニテ

ィ拠点の形成を実現しており、

これらは、持続可能で活力ある

地域・まちづくりの推進に大き

く貢献し、地域関係者も当該機

能に高く期待していることか

ら、Ａ評定とする。 

（３）ＵＲ賃貸住宅における安全・

安心・快適な暮らしの実現 

ＵＲ賃貸住宅における安全・安

心・快適な暮らしを実現するため、

多様化する居住ニーズに対応した

魅力ある賃貸住宅の供給、適時・適

切な修繕・維持管理等の実施等に

より、賃貸住宅ストックの価値向

上を図り、経営基盤を安定化させ、

住宅セーフティネットとしての役

割の充実など政策的役割を持続的

に果たす。なお、新型コロナウイル

ス感染症の流行下においても、感

染拡大防止に最大限配慮しつつ、

これらの施策実現に継続して努め

る。 

＜主な定量的な指標＞ 

・バリアフリー化を図った住宅の

割合 59％以上 

・ＵＲ賃貸住宅ストックの耐震化

率 30棟の耐震改修等を実施 

 

＜その他の指標＞ 

・リノベーション住宅、建替住宅の

供給戸数 

 

＜評価の視点＞ 

・多様化する居住ニーズに対応し

た魅力ある賃貸住宅の供給、適時・

適切な修繕・維持管理、様々な制度

を活用したサービスの提供等の実

施により、住宅セーフティネット

としての役割の充実を図り、ＵＲ

＜主要な業務実績＞ 

＜主な定量的な指標＞ 

・バリアフリー化を図った住宅の

割合 60.8％ 

・ＵＲ賃貸住宅ストックの耐震化

率 33棟の耐震改修等を実施 

＜その他の指標＞ 

・リノベーション住宅の供給戸数 

10,411戸 

・建替住宅の供給戸数 681 戸 

 

＜評定と根拠＞Ⅰ-２-（３） 

評定：Ａ 

 

＜評価の概要＞ 

ＵＲ賃貸住宅における安全・

安心・快適な暮らしを実現する

ため、多様化するニーズに対応

した賃貸住宅の供給を推進し

た他、適時・適切な修繕・維持

管理等を実施した。 

また、世帯属性に左右されな

い入居者の募集を継続すると

ともに、国からの財政支援を活

用した近居促進制度の拡充や

契約手続きのオンライン化を

はじめとする顧客ニーズに対

応したＤＸの推進やセーフテ① 多様化するニーズに対応した ① 多様化するニーズに対応した
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賃貸住宅の供給 

国民の多様化する居住ニーズに

対応するため、既存のＵＲ賃貸住

宅について、建替えやリノベーシ

ョン、バリアフリー化等の改修を

推進し、快適で魅力ある賃貸住宅

を供給する。なお、バリアフリー化

率＊は、令和３年度末時点におい

て 59％以上とする。 

また、地域や団地の特性に応じ

て、費用対効果を踏まえた投資を

行うこととし、民間事業者等と連

携、顧客満足度の向上と収益力の

確保を図る。 

＊ ⅰ）２箇所以上の手すりの設

置、ⅱ）屋内の段差解消、ⅲ）車椅

子で通行可能な広い廊下幅の確保

の全部又は一部がなされた住宅の

割合 

賃貸住宅における安全・安心・快適

な暮らしの実現を推進したか。 

賃貸住宅の供給 

国民の多様化する居住ニーズに

対応するため、既存のＵＲ賃貸住

宅について、建替えによる住宅を

681戸供給し、改修では、リノベー

ション住宅 を 10,411 戸供給する

とともに、空家修繕時等に手すり

等を設置するバリアフリー化を推

進した。これらにより、ＵＲ賃貸住

宅ストック全体でバリアフリー化

を図った住宅の割合は、60.8％と

なった。 

この結果、第４期中期計画に定

める、「バリアフリー化率は、令和

５年度末時点において 60％以上と

する」との目標を前倒しで達成し

た。 

ィネット専用住宅の提供に向

けた地方公共団体への働きか

け、住宅確保要配慮者に対する

新たな支援スキームの構築等

を実施した。 

 

＜具体的な事例・評価＞ 

① 国民の多様化する居住ニ

ーズへの対応として、建替えに

よる住宅やリノベーション住

宅の供給、バリアフリー化等の

改修を実施し、ＵＲ賃貸住宅ス

トック全体に占めるバリアフ

リー化を図った住宅の割合は、

令和３年度末で 60.8％と、年度

計画（約 59％）を達成した。 

 この結果、計画値と比べたそ

の達成率は 103％であるもの

の、中期計画に定める、「バリア

フリー化率は、令和５年度末時

点において 60％以上とする」と

の目標を２年前倒しで達成し、

高齢化等のニーズへ素早く対

応した成果を上げた。 

 

② 適時・適切な修繕・維持管

理等に関しては、特に耐震改修

等について 33 棟で実施し、計

画（30 棟）を上回る実績となっ

た。これは、各工事等の工程管

理を徹底するとともに、居住者

対応等を丁寧に行うことで実

現したものであり、安全で安心

なＵＲ賃貸住宅の提供が一層

進む結果となった。 

 また、子育て世帯への減額率

を拡充（５％→20％）した近居

促進制度の受付を適切に開始

したことで、子育て世帯を支援

する国の政策実現に寄与した。 

 このほか、契約手続きのオン

ライン化等、顧客ニーズに対応

したＤＸ施策を推進し、オンラ

イン契約について、お客様から

「自宅で部屋選びから契約ま

でできて、非常に便利」といっ

た声が寄せられ、顧客満足の向

上に寄与した。 

 さらに、コロナ禍において家

賃等の支払いが困難となった

② 安全で安心なＵＲ賃貸住宅の

提供 

安全で安心なＵＲ賃貸住宅を提

供するため、適時・適切な計画的修

繕、耐震改修等を実施する。令和３

年度においては 30棟の耐震改修等

を実施し、令和４年度以降も計画

的に耐震改修等を行うことによ

り、住宅棟のうち耐震基準（昭和 56

年基準）が求める耐震性を有する

ものの割合を令和５年度末時点に

おいて 95％以上とすることを目指

す。 

高齢者世帯、子育て世帯、障害

者、外国人等といった民間市場で

は入居に制約を受けがちな世帯の

公平な受け皿として、世帯属性に

左右されない入居者の募集を継続

するとともに、ミクストコミュニ

ティ形成の促進や利用者のニーズ

に対応するため、近居促進制度な

ど様々な入居制度を活用しサービ

スの提供を行う。このほか、ＣＳ

（顧客満足）の観点を踏まえつつ、

契約内容説明のオンライン化等、

ＤＸ（デジタル・トランスフォーメ

ーション）の推進を図る。 

また、引き続き、居住者との意思

疎通を図り、信頼関係を強化する。 

② 安全で安心なＵＲ賃貸住宅の

提供 

 安全で安心なＵＲ賃貸住宅を提

供するため、令和３年度 33 棟の耐

震改修等を行い、住宅棟のうち耐

震基準（昭和 56 年基準）が求める

耐震性を有するものの割合は約

95.0％となった。 

 高齢者世帯、子育て世帯、障害

者、外国人等といった民間市場で

は入居に制約を受けがちな世帯の

公平な受け皿としては、世帯属性

に左右されない入居者の募集をこ

れまで同様に実施するとともに、

ミクストコミュニティ形成の促進

や利用者のニーズに対応するた

め、様々な入居制度を積極的に活

用した。 

例えば、高齢者・子育て世帯等と

支援する親族の世帯の双方が、同

一駅圏（概ね半径２㎞）のＵＲ賃貸

住宅に近居する場合（近居割）や、

機構が指定するエリア内のあらゆ

る住宅で近居する場合（近居割ワ

イド）において、新たに入居する世

帯の家賃を５年間５％割引する

「近居割」をこれまでに引き続き

実施（近居割対象 1,195 団地、近居

割ワイド対象 146エリア 580団地）

したことに加え、国の財政支援を

得て、一定の所得以下の子育て世
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帯であれば、減額率を５％から 20%

に拡充（令和４年１月から募集開

始）し、更なる推進を図ることで、

本制度による契約件数についても

6,864件（令和２年度実績6,439件）

と増加した。 

このほか、郵送とオンライン手

続きを組み合わせ、営業拠点に出

向くことなく賃貸借契約が締結で

きるオンライン契約の利用を引き

続き推進（令和３年２月から利用

開始）し、215 件の利用に繋がった

ほか、デジタルデバイスを活用し

た管理サービス事務所での住宅案

内、パソコンやスマートフォンを

使って住戸内を内覧しているかの

ような感覚で閲覧できるバーチャ

ルモデルルームの製作等、ＤＸ化

を推進した。 

さらに、昨年度から継続して、コ

ロナ禍において家賃等の支払いが

困難となった居住者等に対して、

公的給付に関する情報提供及び行

政の福祉窓口の紹介等を行うとと

もに、滞納家賃と通常家賃の合計

額を計画的にお支払いいただく

「分割支払」を実施し、令和３年度

の適用者は、約 1,100 件となった。 

また、居住者との相互理解の深

化及び適切な管理水準の維持に努

めるべく、居住者団体等との懇談

会等を開催した。 

これらに加え、ＵＲ賃貸住宅が

セーフティネット登録住宅（専用

住宅）における家賃低廉化補助の

対象として活用可能となったこと

を踏まえ、国からの通知発出以降、

速やかに地方公共団体と意見交換

を実施し、活用意向が強い地方公

共団体とは、令和４年度上期中の

入居者募集に向けた協議へと繋が

った。  

さらに、地方公共団体との役割

分担の下、社会福祉協議会やＮＰ

Ｏ法人と連携し、住宅確保要配慮

者に対して住宅提供に留まらない

生活支援・就労支援と連動した自

立に向けた総合的な支援スキーム

を提供した。  

提供にあたっては、地方公共団

居住者等に対して、公的給付に

関する情報提供及び行政の福

祉窓口の紹介等を行うととも

に、滞納家賃と通常家賃の合計

額を計画的にお支払いいただ

く「分割支払」を実施し、居住

者等への必要な配慮を行いな

がら丁寧に対応した。 

 これらに加え、セーフティネ

ット登録住宅（専用住宅）とし

てのＵＲ賃貸住宅の活用につ

いては、意見交換を行った地方

公共団体から「ＵＲの活用によ

り、選択肢を充実させたい」、

「民間のセーフティネット住

宅の不足エリアで活用を検討

したい」といった期待の声が聞

かれ、活用意向が強い地方公共

団体とは、令和４年度上期中の

入居者募集に向けた協議へと

繋がるなど、制度の円滑な導入

に一定の成果を上げた。 

さらに、住宅確保要配慮者に

対する、住宅提供に留まらない

総合的な支援スキームの提供

については、機構初のものであ

り、かつ、関係者から「要配慮

者の自立に向けた大きな一歩

となった」、「要配慮者の事情を

汲んだ対応に感謝する」といっ

た高い評価を受けた。 

 

以上、所期の計画を着実に実

施しつつ、一部については中期

計画期間終了時の目標を前倒

しで達成しており、更に住宅セ

ーフティネットの役割の充実

に向けた施策を積極的に推進

し、関係者からも高い評価と期

待を受けていることを踏まえ、

Ａ評価とする。 
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体との協議・調整の実施に加え、比

較的低廉な家賃での住宅提供等、

支援活動の主体となるＮＰＯ法人

や社会福祉協議会の要望に最大限

配慮した対応を行った。 

③ 居住者の居住の安定の確保 

ＵＲ賃貸住宅に居住する低所得

の高齢者世帯等に対して、国から

の財政支援を得つつ、家賃減額措

置を適切に講じ、また、団地再生等

の事業実施に伴い移転が必要とな

る居住者に対しては、これに加え、

移転先住宅の確保、移転料の支払

い等の措置を講ずることにより、

居住者の居住の安定の確保に努め

る。 

③ 居住者の居住の安定の確保 

家賃改定に伴い家賃が上昇する

低所得高齢者世帯等（約 16,900世

帯）について、国から財政支援約

3.6億円を得て、総額約 8.2 億円の

家賃減額を実施した。 

 また、高齢者向け優良賃貸住宅

（高優賃）に入居する低所得高齢

者世帯（約 20,700 世帯*）について

は、国から財政支援約 22 億円を得

て、総額約 55 億円の家賃減額を実

施した。 

 平成 28年度から地域優良賃貸住

宅制度に基づき家賃減額を実施し

た健康寿命サポート住宅に入居す

る低所得高齢者世帯（約 1,900世帯

*）について、国から財政支援約 1.0

億円を得て、総額約 1.9億円の家賃

減額を実施した。 

 子育て世帯を応援するため、地

域優良賃貸住宅制度を活用し、一

定の要件を満たした方に家賃を最

大２割減額する「子育て割」（約

3,100 世帯*）については、国から

財政支援約 2.2億円を得て、総額約

4.4億円の家賃減額を実施した。 

（*減額適用世帯数は管理戸数で

ある。） 

 さらに、団地再生等の事業実施

に伴い移転が必要となる居住者に

対しては、移転先住宅の確保、移転

料の支払い等の措置を講じるとと

もに、ＵＲ賃貸住宅へ移転する者

（約 23,400世帯（うち低所得高齢

者世帯等約 15,700 世帯））につい

て、国から財政支援約 60 億円を得

つつ、総額約 76 億円（うち低所得

高齢者世帯等約 64億円）の家賃減

額を実施した。 

３ 東日本大震災からの復興に係

る業務の実施 

東日本大震災の復興事業につい

ては、津波被災地域での宅地等の

引渡しが完了したものの、土地の

有効活用など復興まちづくりへの

＜主な定量的な指標＞ 

－ 

 

＜その他の指標＞ 

・３町（大熊町、双葉町、浪江町）

から委託を受けた復興拠点整備事

＜主要な業務実績＞ 

東日本大震災の復興支援業務に

ついては、令和３年度から令和７

年度の５か年が「第２期復興・創生

期間」と位置付けられたことから、

引き続き復興支援を機構の最優先

Ⅰ-３ 

＜評定と根拠＞Ⅰ-３-（１）

（２） 

評定：Ａ 

 

＜評価の概要＞ 
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対応が求められている地域もあ

る。また、福島県の原子力災害被災

地域での支援が本格化する中、復

興支援を引き続き機構の最優先業

務として位置づけ、適切に事業執

行管理を行い、スケジュールを遵

守し、施工品質及び安全を確保し

つつ、復興事業の着実な実施に努

める。また、事業進捗に合わせた体

制整備・機動的な組織運営を行う。 

業等３地区約 117haについて、各地

方公共団体が定める事業計画等に

基づき着実に実施 

・岩手県、宮城県、福島県の 12地

方公共団体から委託を受けた復興

市街地整備事業 22 地区約 1,314ha

について、各地方公共団体が定め

る事業計画に基づき着実に実施 

 

＜評価の視点＞ 

・被災地の早期の復興 を実現する

ため、復興事業を遅延することな

く、計画どおり着実に進めている

か。 

業務として位置付け、進捗状況に

あわせた現地復興支援体制を整備

し、事業を着実に実施した。 

福島県の原子力災害被災地域に

おいては、ハード面だけでなく、ソ

フト支援の更なる推進を図るた

め、専業課を設置するなど、町のニ

ーズに応じてハード・ソフト両面

から幅広く復興まちづくりを支援

した。支援体制は、国等と連携しな

がら被災地方公共団体の復興支援

を本格化する中で、強化を行った。

（令和２年度末 68名⇒令和３年度

末 70名） 

津波被災地域における復興市街

地整備事業においては、令和３年

度末に全ての受託業務を完了し

た。また、整備完了後の造成地や移

転元地における土地利活用促進の

ため、復興庁及び被災３県による

会議体に参画し知見を提供するな

ど様々な支援も実施した。支援体

制は、事業完了に向けて適切な規

模に見直しを行った。（岩手・宮城

震災復興支援本部を事務所に縮

小、復興支援事務所を１か所閉所、

現地復興支援体制：令和２年度末：

186名⇒令和３年度末：109 名） 

① 福島県の原子力災害被災地域

における支援 

【大熊町】 

令和２年度で一団地の復興再生

拠点市街地形成施設事業が完了し

た大川原地区で、平成 30 年から町

から受託し実施してきた公的施設

（商業施設、交流・宿泊・温浴施設）

の整備に係る建築物整備事業支援

は令和３年８月に業務が完了し

た。 

その結果、商業施設は令和３年

４月、交流・宿泊温浴施設は令和３

年 10月に全面開所し、町の掲げる

「帰町を選択できる環境づくり」

に向けた各施設の整備が着実に進

んだ。 

一方、令和２年度に受託した JR

常磐線大野駅周辺の下野上地区一

団地の復興再生拠点市街地形成施

設事業について、用地建物補償に

係る調査算定支援、実施設計や関

福島県の原子力災害被災地

域においては、一部地域におい

て立入り規制が続く困難な状

況の中、支援体制を確保しなが

ら、ハード・ソフトの両面から

着実に事業を進め、避難者の帰

町に向けた復興まちづくりの

推進に寄与した。 

津波被災地域における復興

市街地整備事業では、令和３年

度末で全地区において受託完

了させ、被災地における一日も

早い復興まちづくりの推進に

貢献した。また、整備完了後の

造成地や移転元地においても、

アフターフォローとして会議

体に参画し、機構のまちづくり

支援を通じて得られた知見を

提供するなど様々な支援も行

い、被災地域の土地利活用の推

進にも寄与した。 

このように、事業を着実に実

施するとともに、事業進捗にあ

わせて現地復興支援体制を整

備しながら、令和３年度におい

ても、国、県及び被災自治体の

要請に応じて支援を実施した

ことは、被災地の復興まちづく

りの推進に大きく寄与したと

いえる。 

 

＜具体的な事例・評価＞ 

① 福島県の原子力災害被災

地域における支援 

福島の原子力災害被災地域

における復興拠点等整備に向

けた支援については、３町（大

熊町、双葉町、浪江町）から受

託した６地区の復興拠点整備

事業を着実に推進した。また、

建築物整備事業支援や地域再

生の支援などハード・ソフト両

面から支援を実施し、避難者が

帰町できる環境づくり、関係人

口の創出に寄与した。 

令和３年度までに大川原地

区一団地事業及び役場庁舎、医

療・福祉施設、交流ゾーン等の

各種施設建築に係る建築物整

備事業支援業務が完了した大

（１）福島県の原子力災害被災地

域における復興支援 

被災地方公共団体からの委託を

受けた復興拠点整備事業等（３地

区約 115ha。）を着実に実施すると

ともに、被災地方公共団体からの

復興拠点整備事業や復興まちづく

りに係るコーディネート等の技術

支援の要請に応じ、引き続き、国と

連携しながら、復興まちづくり支

援を更に進める。 

（２）津波被災地域における復興

市街地整備事業の推進 

被災地方公共団体から委託を受

けた津波被災地における復興市街

地整備事業（22 地区約 1,314ha。）

等について、事業計画に基づき着

実に実施し、令和２年度までに宅

地等引渡しを完了した。 

国、県及び被災地方公共団体の

要請に応じ、復興まちづくりに係

る復興事業間調整やコーディネー

ト等の技術支援を進める。 
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係機関との協議等が進捗した結

果、令和４年３月に本格的に着工

した。 

さらに、地区内に整備予定の産

業交流施設の整備に係る建築物整

備事業支援業務を令和元年度から

受託し、まちづくりコンセプトの

再検討及び基本計画の策定にあた

って令和３年３月に事業検討協力

者との協定を締結し、８月に「（仮

称）大熊町大野駅西地区整備基本

計画書」を策定した。 

また、大熊町の重点施策「働く場

の確保」のため、事業化に向けた支

援を進めてきた大熊西工業団地に

ついては、令和３年５月に事業受

託し、12 月から着工した。 

平成 31年４月及び令和２年３月

に町内の一部区域の避難指示が解

除されたが、町の掲げる「帰町を選

択できる環境づくり」を実現して

いくため、ソフト面の支援の一つ

として大熊町の地域再生支援を引

き続き進めた。 

平成 30年度から支援を続けてい

る交通まちづくりビジョンの具現

化支援の一環で、令和３年 11月と

令和４年１月に共助型移動支援サ

ービスの実証実験を行った。２月

にはマイクロモビリティの試乗会

を開催するなど、町内における移

動手段の確保に向けての検討支援

を引き続き実施した。 

また、町の福祉施策である「福祉

の里構想」具現化支援を実施して

きたことから、町からの要請を受

け、町の高齢・障害・児童に渡る総

合的な福祉の計画である「地域福

祉計画」の策定検討部会にオブザ

ーバーとして参加し、計画策定に

あたっての助言を行った。 

さらに、地域活動の担い手不足

や地域コミュニティの希薄化とい

ったハード整備だけでは解決でき

ない課題解決に向けて、交流人口・

関係人口の創出・拡大に向けた実

証実験等を実施するため、町・地域

関係者と連携しながら、令和４年

２月に地域活動拠点「KUMA・PRE」

を下野上地区内に機構自ら設置

熊町からは、機構に対して「大

川原地区の面整備や各種施設

建築の技術的支援を行い新た

なまちづくりの進捗に大きく

寄与されました」（大熊町感謝

状より抜粋）との感謝状をいた

だき、機構への感謝の言葉を頂

戴している。 

原子力災害被災地域におい

ては、未だ多くの住民が避難中

であり、一部事業地区について

は立入りの規制が継続してい

るなど、事業実施に当たってよ

り困難な側面がある中、避難者

が帰町できる環境づくりや関

係人口の創出等に向けた復興

拠点整備事業等を、遅延するこ

となく、計画どおり確実に進

め、被災地の早期の復興に貢献

した。 

 

② 津波被災地域における復

興市街地整備事業の推進 

 復興市街地整備事業につい

ては、22 地区 1,314ha の面整

備を機構が実施する中、高台移

転、市街地の嵩上げ等広域で大

規模な造成工事を伴う難易度

が高い事業を完了させ、安心・

安全な復興まちづくりに寄与

した。 

令和２年度に受託完了した

女川中心部地区では、令和３年

６月に完了した「復興まちづく

りデザイン会議」において、女

川町長から機構に対して「東日

本大震災からの本町復興にあ

たり、幾多の課題に立ち向かい

驚異的な速さで誠実に確実に

再建して下さいました。我が郷

土の恩人として、ここに心から

感謝の意を表す」（女川町感謝

状より抜粋）との感謝状をいた

だき、また令和３年度受託業務

が完了した陸前高田市長から

は機構に対して「東日本大震災

からの本市の復旧・復興にあた

り高田地区及び今泉地区の復

興整備事業並びに災害公営住

宅の建設において多大なる貢
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し、同時にホームページなど情報

発信コンテンツの制作を行った。 

【双葉町】 

平成 29年度に町から受託した中

野地区一団地の復興再生拠点市街

地形成施設事業については、用地

取得に合意を得られない方々の土

地を除いて工事を着実に進め、令

和３年度中に４ha（累計 37ha）の

町への引渡しを完了した。地区内

の企業等の立地については累計 20

件、24社、18ha（特定業務施設全体

の 53％）の立地が決定し、うち 11

件については操業を開始するな

ど、事業が着実に進捗している。 

帰還困難区域内の双葉駅西側地

区一団地の復興再生拠点市街地形

成施設事業については、先行する

第一地区を平成 30年度に町から受

託して工事を進めているが、第二

地区も令和２年 11月に事業認可さ

れたことを受けて、令和３年６月

に受託した。 

また、ソフト面の支援として、町

と連携した双葉駅周辺などにおけ

る花植え活動や、双葉駅東口の既

存建築物での活動拠点形成に向け

た事業スキームや利活用プランの

検討及び関係者調整等を行った。 

【浪江町】 

令和元年度から基盤整備事業の

発注者支援業務を受託した南産業

団地整備事業については、令和２

年２月に工事着手したのち、工事

に係る監督や関係事業者間調整等

を着実に進めた。 

中心市街地については、浪江駅

周辺の拠点形成に向けた検討を支

援した結果、先導的に都市基盤と

施設を整備すべきとした約８ha に

ついて一団地の復興再生拠点市街

地形成施設として令和３年 12月に

都市計画決定され、令和４年２月

に事業認可された。 

また、浪江駅周辺地区も地域コ

ミュニティの再生が喫緊の課題で

あり、中心市街地における賑わい

創出支援のため、町・地域関係者と

連携しながら、地域交流スペース

「なみいえ」を設置した。 

献をされました。ここに深く感

謝の意を表す」（陸前高田市感

謝状より抜粋）との感謝状をい

ただくなど、各首長から機構へ

の評価と感謝の言葉を頂戴し

ている。 

なお、機構が復興支援した地

区において、その復興まちづく

りが評価され、令和３年度にお

いては、全建賞（鹿折地区及び

南気仙沼地区における事業連

携による早期復興の実現、志津

川地区における復興市街地整

備事業と災害復旧事業等との

連携、ＣＭ方式の活用と公民連

携による女川町震災復興事業

の推進）といった賞を受賞して

いる。 

被災地の土地利活用促進支

援については、令和３年度から

開始した復興庁と被災３県主

催の「土地利活用推進に関する

実務担当者会議」での知見提供

や陸前高田市が開催する土地

利活用促進会議に委員とし出

席する他、岩手県山田町におけ

る、まち全体の活性化方針の策

定において、地方都市でのまち

づくり支援などから得たノウ

ハウ・知見などを専門家の立場

として助言等を行い、被災地の

土地利活用推進に寄与した。 

また、復興市街地整備事業の

実績及びそこで得た知見や教

訓等を纏めた「東日本大震災復

興市街地整備事業事業史」は、

国や地方公共団体、有識者等に

広く配布し、多数の称賛を受け

た。東京都や埼玉県等が主催す

る将来の大規模災害に備えた

研修にて、知見や教訓等の発表

を依頼されるなど、事前復興支

援にも寄与した。さらに、ＵＩ

Ｔ（アーバンインフラテクノロ

ジー推進会議）の技術研究発表

会で、知見や教訓等を纏めた論

文が賞を受賞し、有益な内容と

して評価された。 

 

③ ＣＭ方式の展開等 
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地域交流スペースと併せて機構

職員のサテライトオフィスとして

の機能を持たせ、浪江町内で活動

する民間企業や地域再生活動の担

い手となりうる団体との意見交換

等を実施した。 

 

② 津波被災地域における復興市

街地整備事業の推進 

 16 自治体から委託を受け、26地

区で事業計画等の策定・検討を行

った。 

策定された事業計画等を踏ま

え、12自治体から委託を受けて 22

地区 1,314haで事業を実施し、令和

２年度中にすべての土地の整備及

び引渡しが完了した。 

 令和３年度は、陸前高田市今泉

地区及び高田地区において換地処

分公告を実施し、受託業務が完了

した。これにより、津波被災地域全

地区の受託事業が完了となった。 

あわせて、造成地や移転元地の

土地利活用の推進を支援するた

め、復興庁・被災３県による「土地

利活用推進に関する実務担当者会

議」へ参画（岩手：令和３年９月、

令和４年２月、宮城：令和３年７

月、令和４年２月、福島：令和３年

７月、令和４年２月）し、機構の支

援事例等の知見を提供した。また、

岩手県山田町からの要請により、

町主催の地元商業者や商工会、専

門家等を交えた「まちなか活性化

検討会」に専門家の一員として参

加し、造成地の土地利活用方策や

まち全体の活性化方策等に係る助

言を実施した。 

【整備事例】 

令和３年度

に事業完了

した地区 

今泉地区（岩手

県陸前高田市）

高田地区（岩手

県陸前高田市） 

宮城県からの要請により、令和

２年度から気仙沼市及び石巻市の

復興事業間調整に係る技術支援を

開始し、令和３年度も引き続き支

援を実施した。石巻市においては、

離半島部 17地区の漁業集落での輻

輳する県や市の河川・道路・防潮堤

工期短縮等に大きな効果が

あったＣＭ方式の活用により、

令和３年度に津波被災地域に

おける全ての復興市街地整備

事業が完了し、被災地の早期再

建に大きく寄与した。このノウ

ハウの展開は、令和元年東日本

台風（台風第 19 号）により甚

大な被害を受けた長野県佐久

地域で実施した災害復旧工事

マネジメント業務においても

活かされ、各発注機関の災害復

旧工事の効率的な執行や、総括

的な調整等に寄与した。 

また、外部からの問合せの多

さを見ても、災害時ばかりでな

く、通常プロジェクトにおいて

も、初期のコーディネートから

施工に至る各段階における各

種事業の総合調整に有効な方

法としての認知度向上に加え、

機構のプレゼンス向上や事業

組成に向けた契機づくり、「公

共工事の品質確保の促進に関

する法律」で規定される多様な

入札契約方式の浸透等に貢献

している。 

このほか、これまでの東日本

大震災の実績が評価され、令和

２年３月に宮城県からさらな

る追加支援の要請があり、令和

２年度から気仙沼市及び石巻

市の復興事業間調整に係る技

術支援を開始した。令和３年度

で石巻市の技術支援した地区

で工事が概ね完了したことか

ら石巻市への支援を完了する。

気仙沼市については、令和４年

度も継続した支援を要請され

た。 

 

このように、機構の最優先業

務を着実に実施したことを踏

まえ、Ａ評定とする。 
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工事間の調整や各地区のスケジュ

ール・課題等の整理等の技術支援

を行ってきた結果、令和３年度内

で県や市の工事は概ね完了した。 

また、各震災復興支援本部にお

いてメディア向け事業説明会を開

催するとともに、若年層向けの新

規メディア媒体を活用し被災地の

「今」を伝え、交流・関係人口創出

のきっかけづくりにつながるよう

な情報発信を強化した。 

さらに「東日本大震災復興市街

地整備事業事業史」の発刊、各種講

演会等に積極的に登壇し、復興支

援を通じて機構が得た教訓の幅広

い層への普及展開に努めた。 

 

③ ＣＭ方式の展開等 

工期短縮等に大きな効果があっ

たＣＭ方式のノウハウを応用し、

令和元年東日本台風（台風第 19号）

により甚大な被害を受けた長野県

佐久地域において、事前の長野県

との調整も含め、令和元年 12月か

ら着手し、多数の災害復旧工事を

総括的に調整して工事を円滑に進

め、令和３年９月末に完了した。 

また、地方公共団体等から多数寄

せられるＣＭ方式に関する問合せ

に対し、仕組みや導入方法、効果等

の詳細説明や、他事業への展開の

可能性に関する意見交換等を行う

とともに、機構ホームページでの

効果分析報告書公表やシンポジウ

ムにおける講演等で、近年頻発す

る災害対応時のマンパワー不足等

に対する有用性等の情報発信、広

報活動を行っている。 

Ⅱ 業務運営の効率化に関する目

標を達成するためとるべき措置 

１ 効率的な運営が行われる組織

体制の整備 

（１）機動的・効率的な組織運営 

政策目的の実現並びに独立の経

営体としての採算性の確保、経営

効率の向上を図るため、業務運営

の効率化とともに最大限の成果を

上げるべく組織の整備を行い、都

市機能の高度化及び居住環境の向

上を通じた都市の再生、良好な居

＜主な定量的な指標＞ 

－ 

 

＜その他の指標＞ 

－ 

 

＜評価の視点＞ 

・継続的に事務・事業や組織の点検

を行い、機動的に見直しを実施し、

各事業の成果を最大化するために

必要な、メリハリの効いた組織体

制の整備が図られているか。 

＜主要な業務実績＞ 

中期計画及び年度計画における

所期の目標達成に向けて最大限の

成果を上げられる組織を目指すと

ともに、脱炭素化や子育て支援等

の新たな政策課題への対応や、情

報セキュリティ対策の強化・ＤＸ

の推進に資する体制を確保するこ

と等を基本方針として、組織の見

直しを行った。具体的には、震災復

興支援業務の収束に伴う戻り分

を、新規施策の推進、情報セキュリ

＜評定と根拠＞Ⅱ-１-（１）

（２）、２ 

評定：Ｂ 

組織体制の整備に当たって

は、業務運営の効率化とともに

最大限の成果を上げるべく、事

務・事業や組織の点検を行っ

た。結果として、震災復興支援

業務の収束に伴う体制の縮小

を行うなどの見直しを実施し

ており、その一方で、脱炭素化

に向けた新規施策の推進、情報
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住環境を備えた賃貸住宅の安定的

な確保、災害からの復旧・復興支

援、都市開発の海外展開支援等の

業務の実施において、社会経済情

勢の変化に対し、ＳＤＧｓやＥＳ

Ｇ、ＤＸといった視点を踏まえ的

確に対応するとともに、継続的に

事務・事業や組織の点検を行い、機

動的に見直しを行う。 

ティの強化、都市再生に係る新規

地区の事業推進、ＵＲ賃貸住宅の

団地再生の推進等の重点業務へ適

切に配置するなどした。 

セキュリティの強化、都市再生

に係る新規地区の事業組成の

推進、ＵＲ賃貸住宅のストック

量の適正化に向けた団地再生

の推進等といった業務に重点

的に配置するなど、メリハリの

効いた組織体制の整備が図ら

れている。 

 

管理会計の活用により、引き

続き経営管理の精度向上を図

るとともに、部門別の財務情報

等を適切に作成し、公表した。 

 

 

 

 

 

 

理事長自らのリーダーシッ

プの下で推進していくために

ＤＸ推進方針を策定し、こうし

た機構におけるＤＸ推進の姿

勢を国民の皆様にも分かりや

すく理解して頂けるようホー

ムページに掲載し、積極的かつ

効果的な情報発信を行った。今

後方針に基づく全職員のリテ

ラシー向上及びデジタル人材

の育成にも着手し、更なるＤＸ

推進によりお客様の満足度向

上や社会課題の解決に貢献し

ていく。 

ＲＰＡの活用拡大に向けた

社内環境整備により、職員の意

識が向上し、ＲＰＡに関する相

談・提案が増え、今後の活用拡

大が見込まれる。 

社内ネットワークシステム

は、長期の運用により多くのカ

スタマイズを実施してきたこ

とから設計思想が老朽化して

おり、ユーザの利便性、社内の

情報共有、ＢＣＰ対策等の点の

課題があった。刷新において、

ユーザが活用できるデータ容

量の増加、ビジネスチャットや

データの複数者同時編集等の

新機能、東日本及び西日本の双

方に稼働拠点を設けるＢＣＰ

（２）管理会計の活用による経営

管理の向上 

経営情報を適時適切に把握する

等、機構の経営管理・活動管理に、

管理会計を引き続き活用する。 

 管理会計を活用し、部門別及び

圏域・地区別の経営情報を適時適

切に把握することにより、引き続

き経営管理の徹底に努めるととも

に、経営管理・活動管理の状況につ

いて、部門別の財務情報等を作成・

公表した。 

また、研修の実施等により、経営

管理に対する意識の更なる強化を

図った。 

２ 業務の電子化 

情報セキュリティ対策の強化や

ＩＴ技術の高度化にも対応しつ

つ、各業務システム・情報開示のあ

り方の見直し・改善を行い、顧客ニ

ーズの多様化へ対応した利便性の

向上を図るため、必要なＩＴ基盤

の整備を計画的に進める。 

社会環境の変化を踏まえ、職員

のワーク・ライフ・バランスの更な

る推進、意思決定手続の迅速化な

ど業務の効率化・生産性の向上、テ

レワーク等の勤務形態の実現に資

する新たなシステムの導入やＲＰ

Ａ（ロボティック・プロセス・オー

トメーション）の活用拡大に向け

た整備を図る。 

ＢＩＭの活用を前提とした設計

図書の作成等を試行的に実施し、

効果的な活用方法等の検証を進め

る。 

世の中におけるデジタル技術の

急速な進化や社会経済情勢の変化

等に的確に対応し、政府が定めた

重点計画や整備方針も踏まえ、Ｄ

Ｘを通じて業務の効率化や業務プ

ロセス等を改革することにより、

お客様の満足度向上や社会の課題

解決に貢献していくため、令和３

年度にＤＸを推進する組織・体制

を構築した上で、ＤＸ推進方針を

策定した。 

業務の電子化に係る取組とし

て、以下のとおりシステム導入を

図った。 

・ＲＰＡの活用拡大に向けて、開発

ルール（開発標準）の整理・作成、

導入事例紹介や問合せ窓口設置等

の社内環境整備を行った。 

・平成９年度から約 25年間利用し

た社内ネットワークシステムのグ

ループウェアを刷新した（令和４

年３月）。 

・顧客ニーズの多様化へ対応した

利便性向上のため、令和２年度に

公表したウェブアクセシビリティ

方針に基づく取組みとして、機構

ホームページ全ページ検査によっ

て検出された約30万箇所の要改修

箇所の対応を完了済（令和３年 11

月）。また、ホームページ担当者向

けのウェブアクセシビリティ研修
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の開催（令和３年７月）により、職

員対応力の向上を図った。 

 

 業務の電子化に加え、職員のワ

ーク・ライフ・バランスの更なる推

進、業務の効率化・生産性の向上、

テレワーク等の勤務形態の実現の

取組みとして、以下のとおりシス

テム導入を図った。 

・情報セキュリティ対策の強化の

ために必要な仮想環境（ＶＤＩ：

Virtual Desktop Infrastructure）

を構築し、端末側にデータが保存

されない仕様としたシンクライア

ントパソコンを全役職員に対して

配布した（令和３年 12 月）。 

・これまでは会社支給のタブレッ

トにおいて利用していたウェブ会

議について、社内ネットワークシ

ステムの環境下でも利用できる機

能を導入した（令和４年１月）。 

 

新築分野において、諏訪団地設

計ＢＩＭ試行実施を行い、それに

加え、集合住宅の設計ＢＩＭガイ

ドライン策定に着手した。保全分

野において、既存住棟の外壁修繕

工事に係る保全ＢＩＭガイドライ

ンを策定のうえ、西上尾第二団地

で試行実施を行い、効果検証を行

った。 

対策を実施した結果、システム

の利便性が向上したことによ

り、業務システムのあり方の見

直し・改善を適切に実施した。 

 また、機構ホームページにつ

いて、令和２年度公表したウェ

ブアクセシビリティ方針に沿

って、誰もが支障なく利用でき

るようにするため、ホームペー

ジを改善し、ウェブアクセシビ

リティの基本的対応を完了し

た。 

 さらに、職員の働き方の選択

肢拡大、各自が有する事情の中

でも最大限効率を図り活躍で

きる環境を実現のため、情報セ

キュリティ対策を講じたシン

クライアントパソコンによる

在宅勤務等のテレワークを可

能とするにより、職員のワー

ク・ライフ・バランス推進、業

務の効率化・生産性の向上、テ

レワーク等の勤務形態を実現

した。 

加えて、刷新した社内ネット

ワークシステムを活用するこ

とで、ウェブ会議時における資

料共有が可能となり、コミュニ

ケーションの更なる円滑化を

可能とすることによる業務の

効率化・生産性の向上を実現し

た。 

 ＢＩＭに係る試行実施及び

ガイドライン策定は、発注者メ

リットの発掘及びＢＩＭでの

発注のための条件整備に効果

があり、今後のＢＩＭ導入・普

及に向けた課題の整理に寄与

した。 

 

これらを踏まえ、Ｂ評価とす

る。 

３ 適切な事業リスクの管理等 

（１）事業リスクの管理 

地方公共団体や民間事業者のみ

では実施困難な都市再生事業等を

推進する際には、事業リスクの的

確な把握・管理を行うことが必要

であり、採算性を考慮した上で、以

下の通り事業着手の判断及び執行

＜主な定量的な指標＞ 

－ 

 

＜その他の指標＞ 

－ 

 

＜評価の視点＞ 

・事業リスクの把握・管理、及びそ

＜主要な業務実績＞ 

① 新規事業着手段階の 12地区す

べてについて、リスクの抽出とそ

の軽減・分担方策を検討するとと

もに、事業リスクを踏まえた経営

計画等を策定して、事業着手の可

否の判断を行った。 

② 事業実施段階のすべての地区

＜評定と根拠＞Ⅱ-３-（１）

（２）、Ⅱ-４ 

評定：Ｂ 

 

新規事業着手段階の 12 地区

すべてについて、事業リスク管

理手法に基づき、リスクの抽

出・分析を行った上で、関係者
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令和３年度・年度計画 主な評価指標 令和３年度・業務実績 自己評価 

管理等を行う。 

① 新規事業着手に当たって

は、機構が負うこととなる工事費、

金利の変動等の事業リスクを十分

踏まえて経営計画を策定し、事業

着手の可否を判断する。 

② 事業着手後においても、定期

的に、又は土地取得・工事着工等の

重要な節目において、事業リスク

の管理及び採算性の把握等を行

い、必要に応じて事業の見直しを

行う。また、その精度向上を図るた

め、適宜、事業リスクの管理手法の

見直しを行う。 

の精度向上を図るとともに、必要

に応じて、事業の見直しを行って

いるか。 

・事業の効率性及びその実施過程

の透明性の確保を図るため、適切

に事業評価を実施しているか。 

（令和３年４月１日時点：177 地

区）について、事業リスクの定期的

管理を行い、これを踏まえ、30 地

区について事業の見直しを行っ

た。事業リスク管理手法について

は、特段の問題はなく、適切に運用

されていることから、見直しは行

っていない。 

 

事業評価実施規程等に基づき、

新規採択時評価５件、再評価５件、

事後評価２件を実施した。 

再評価及び事後評価について

は、学識経験者等の第三者から構

成される事業評価監視委員会の審

議結果を踏まえ、機構の対応方針

を決定した。 

 事業評価結果については、情報

公開窓口、ホームページ掲載等に

より公表した。 

との役割分担等のリスク軽減・

分担方策を検討するとともに、

事業リスクを踏まえた経営計

画等を策定し、事業着手の可否

についての判断を適切に実施

した。 

また、事業実施段階の 177地

区すべてについて、事業リスク

管理手法に基づき、事業の進捗

状況等を踏まえ、採算見通しや

リスクの把握・分析を行った上

で、定期的に事業の見直しの必

要性を判断し、30地区で見直し

を実施した。 

事業評価実施規程等に基づ

き、新規採択時評価５件、再評

価５件、事後評価２件を実施し

た。 

うち、再評価及び事後評価に

ついては、事業評価監視委員会

の審議を経て対応方針を決定

した。 

事業評価結果については、情

報公開窓口、ホームページ掲載

等により公表した。 

 

 

 

 

一般管理費については、施設

の整備等の一時的に増加する

経費を除き、平成 30 年度同水

準以下となるよう、中期計画に

掲げた目標の達成に向けた効

率化に努めた。 

 

また、事業費については、厳

しい調達環境が継続する中、働

き方改革を念頭に調達・コスト

の最適化を推進するため、市場

調査や入札契約方式の見直し

等による調達・コスト環境の整

備、発注見通し情報の提供や発

注平準化等の施策展開による

調達方法の最適化、意思決定の

迅速化や発注事務手続の簡略

化による発注効率化等を実施

し、調達・コスト構造を着実に

改善した。 

これらを踏まえ、Ｂ評定とす

（２）事業評価の実施 

個別事業の効率性及びその実施

過程の透明性の一層の向上を図る

ため、機構独自の事業評価規程等

に基づき、新規、事業中及び事後の

各段階に応じて、評価対象となる

事業毎に、事業の必要性、費用対効

果、進捗の見込み等について評価

を行う。 

また、再評価及び事後評価に当

たっては、事業評価監視委員会の

意見を踏まえ、必要に応じた事業

の見直し、継続が適当でない場合

の事業中止等の対応方針を定め

る。 

４ 一般管理費、事業費の効率化 

一般管理費（人件費、公租公課及

び基幹系システム再構築に係る経

費を除く。）については、中期計画

に掲げた目標の達成に向けた効率

化に努める。 

また、事業費については、引き続

き、事業の効率的な執行に努める

とともに、市場や調達環境の分析

を行い、入札契約方式の見直しや、

新たな制度の導入、調達方法の最

適化、発注の効率化等を推進し、コ

スト縮減を図るなど、コスト構造

の改善をより一層推進する。なお、

都市再生事業及び賃貸住宅事業に

おいて、多様な民間連携手法を活

用し、事業特性やリスクに応じた

適正な収益を確保することを前提

に、政策的意義が高い事業や機構

の収益改善効果が高い事業に重点

的に配分する。 

＜評価の視点＞ 

・一般管理費・事業費の効率化につ

いて、適切な経費削減及びコスト

縮減等を行っているか。 

一般管理費については、施設の

整備等の一時的に増加する経費を

除き、平成 30 年度同水準とした。 

また、事業費については、政策的

意義が高い事業や機構の収益改善

効果が高い事業に重点的に配分す

るとともに、調達・コスト最適化を

目指し、コスト構造の改善をより

一層推進するため、下記の施策を

実施し、令和３年度 4,576億円分の

工事調達を行った。 

① 市場や調達環境の分析 

市場動向調査による適正コスト

の把握や、約実績の分析による調

達の現状把握を行い、調達・コスト

最適化に係る施策評価及び次年度

計画へのフィードバックを実施し

た。 

② 入札契約方式の見直し・新た

な制度の導入・調達方法の最適化 

入札不調・不落を回避し、適正な
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コストでの工事等調達を行うた

め、難度の高い工事への技術提案・

交渉方式の試行導入促進、総合評

価方式（建築・設備部門）における

地元企業の競争参加を促す地方都

市再生事業版や競争参加者の事務

負担を軽減し、参入障壁の低減を

図る提案採用型を新たに導入し

た。 

また、建設事業者による柔軟な

工期設定を可能とし、応札意欲を

喚起する余裕期間制度（フレック

ス工期３方式）を導入した。 

③ 発注の効率化等 

調達・コスト最適化に係るノウ

ハウや課題等を随時共有し、発注

効率化への知識や意識の定着を図

るため、機構職員向けの説明会や

アンケートを実施した。 

また、機構職員及び応札者双方の

事務手続を軽減するため、工事発

注の大括り化や総合評価方式にお

いて施工計画の提案を求めない施

工能力評価型の適用拡大等を実施

した。 

る。 

５ 入札及び契約の適正化の推進 

入札及び契約手続における透明

性の確保、公正な競争の確保、不正

行為排除の徹底及び調達の合理化

等を推進し、公共事業を実施する

者としての信頼性が確保されるよ

う、入札談合等関与行為を確実に

防止する観点から、引き続き研修

等を行うとともに、必要に応じ更

なるコンプライアンスの推進や入

札及び契約手続の見直し等を実施

する。また、働き方改革を推進する

観点から入札及び契約手続の改善

を進める。これらについては、「独

立行政法人における調達等合理化

の取組の推進について」（平成 27年

５月 25 日総務大臣決定）に基づい

た「調達等合理化計画」において適

切に反映し、当該計画の策定及び

公表を行う。更に、当該計画の取組

状況について、年度終了後に自己

評価を行い、併せてその結果につ

いての公表を行う。 

また、入札・契約の適正な実施に

ついて、監事の監査によるチェッ

＜主な定量的な指標＞ 

－ 

 

＜その他の指標＞ 

－ 

 

＜評価の視点＞ 

・「調達等合理化計画」を着実に実

施するとともに、法令順守及び契

約の適正性を確保するための取組

を実施しているか。 

＜主要な業務実績＞ 

１ 入札談合等関与行為を確実に

防止するための活動 

・公正取引委員会から講師を招聘

した談合防止研修を実施した。 

・各種研修やｅラーニングを活用

し「発注者綱紀保持規程」等の周知

徹底を行った。 

２ 「調達等合理化計画」の着実な

実施 

「独立行政法人における調達等

合理化の取組の推進について」（平

成 27 年５月 25 日総務大臣決定）

に基づき、「令和３年度調達等合理

化計画」を策定、公表の上、計画に

定めた発注の効率化に係る施策、

調達コストの削減及び競争性の確

保等に係る施策、契約業務研修の

実施、「発注者綱紀保持規程」等を

周知徹底させる施策を着実に実施

した。特に、働き方改革を推進する

観点から令和２年度に策定した

「コロナ時代の働き方改革と適切

な発注・契約を両立させる業務改

善プラン」に掲げた発注・契約関係

＜評定と根拠＞Ⅱ-５ 

評定：Ｂ 

 

談合防止研修の継続実施及

び「発注者綱紀保持規程」等の

周知徹底を行い、入札談合等関

与行為の確実な防止を図った。 

「令和３年度調達等合理化

計画」については、本計画で定

めた、発注の効率化に係る施

策、調達コストの削減及び競争

性の確保等に係る施策、契約業

務研修の実施、「発注者綱紀保

持規程」等を周知徹底させる施

策を着実に実施した。特に、働

き方改革を推進する観点から

令和２年度に策定した「コロナ

時代の働き方改革と適切な発

注・契約を両立させる業務改善

プラン」に掲げた発注・契約関

係書類の押印省略等の施策を

推進し、機構及び事業者双方の

事務負担の軽減と手続期間の

短縮を図った。 

また、本計画の策定及び自己
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クを受けるものとする。 書類の押印省略等の施策を推進

し、機構及び事業者双方の事務負

担の軽減と手続期間の短縮を図っ

た。 

また、本計画の実施状況につい

ては、年度終了後に自己評価にあ

たっては監事及び外部有識者によ

って構成される契約監視委員会に

おいて自己評価の点検を実施し、

併せてその結果について公表を行

った。 

３ 入札及び契約の適正な実施 

監事の監査によるチェックを受け

た。 

評価にあたっては監事及び外

部有識者によって構成される

契約監視委員会において点検

を実施した。 

  

入札及び契約の適正な実施

について監事の監査によるチ

ェックを受けた。 

 

 これらを踏まえ、Ｂ評定とす

る。 

 

Ⅲ 予算（人件費の見積りを含

む。）、収支計画及び資金計画 

１ 財務体質の強化 

将来の金利上昇等の経営環境の

変化に対応するため、以下の方策

を着実に実行する。 

賃貸住宅事業における家賃収入

や都市再生事業における譲渡収入

の最大化及び全社的なコスト削減

により、キャッシュフローの最大

化を図る。 

稼得したキャッシュフローによ

り、令和３年度末有利子負債残高

を令和２年度末比で 1,215 億円削

減するとともに、都市再生事業に

おける新規地区の立ち上げ促進

や、賃貸住宅事業におけるストッ

クの活用・再生による資産の良質

化の加速など、戦略的な投資を行

い、持続的な経営基盤の確立を図

る。 

資金調達に当たっては、金融情

勢を踏まえ、超長期資金を中心と

した借入や債券発行を行うことに

より将来の金利リスク軽減を図り

つつ、調達コストの抑制に努める。 

また、一層のＩＲ活動とステー

クホルダーとの建設的な「目的を

持った対話」（エンゲージメント）

により機構のソーシャル・ファイ

ナンスに対する広い賛同の獲得と

投資家層の拡大を図る。 

＜主な定量的な指標＞ 

・令和５年度末有利子負債残高を

平成 25 年度末比で２兆円削減 

・年度計画 

1,215 億円を削減 

 

＜その他の指標＞ 

－ 

 

＜評価の視点＞ 

・財務体質の強化に当たって、将来

の金利上昇等の経営環境の変化

に対応するため、有利子負債残

高の削減や戦略的な投資を行っ

ているか。 

＜主要な業務実績＞ 

＜主な定量的な指標＞ 

・年度計画 

2,731 億円を削減 

 

令和３年度においては、不動産

市況について、新型コロナウイル

ス感染症の影響による先行き不透

明感がある中、各事業部門の営業

努力の結果、家賃収入、敷地譲渡収

入等のキャッシュフローを着実に

確保し、業務活動等による収入は

9,857 億円と、年度計画の 8,841億

円に対して 1,016 億円増加した。 

これにより有利子負債は、年度

計画（1,215億円）を上回る 2,731

億円（達成 225％）を削減した。令

和３年度末の有利子負債残高は 9

兆 9,944億円となり、平成 25年度

末からは約 2.4兆円を削減、機構設

立時からは約 6.3兆円を削減した。 

また、有利子負債の削減を前提

としつつ、持続的な経営基盤の確

立を図るため、都市再生事業にお

ける新規地区の立ち上げや、賃貸

住宅事業におけるストックの活

用・再生による資産の良質化を推

進した。 

その結果、都市再生事業におい

て、令和３年度に新規の投資計画

を決定した地区は、「新宿区新宿駅

西口地区」（東京都新宿区）など７

地区となっている。賃貸住宅事業

においては、令和３年度中に 6,142

戸のストックを削減するととも

に、建替住宅 681 戸、リノベーショ

＜評定と根拠＞Ⅲ-１、２、３、

４ 

評定：Ａ 

 

有利子負債については、各事

業部門における営業努力によ

る業務収入等の増、効率的な資

金繰り及び資金調達により、年

度計画（1,215 億円）を上回る

2,731 億円（達成 225％）の削

減を達成した。 

令和３年度末の有利子負債

残高は 9兆 9,944 億円となり、

平成 25 年度末からは約 2.4 兆

円を削減、機構設立時からは約

6.3兆円を削減した。 

なお、純利益についても年度

計 173億円を上回る 239億円を

確保した。 

資金調達においては、本邦初

のソーシャル・ボンド 50 年債

を発行したほか、40年債におい

て最小のスプレッド（国債利回

りとの差。発行時点）を達成し

たこと等により、将来の金利上

昇リスクの回避を図りつつ、調

達コストを抑制した。 

また、ＩＲ活動やステークホ

ルダーとのエンゲージメント

により、ソーシャル・ファイナ

ンスに対する広い賛同の獲得

及び投資家層の拡大を図った。 

 

以上のことから、令和３年度

における所期の目標を達成し

ており、経営の最重要課題とし

２ 予算 

別表１のとおり。 

３ 収支計画 

別表２のとおり。 
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４ 資金計画 

別表３のとおり。 

ン住宅 10,411 戸を供給するなど、

資産の良質化を積極的に推進し

た。 

なお、純利益についても年度計

画 173 億円を上回る 239 億円を確

保した。 

引き続き、効率的な資金繰りを

行うとともに、金融情勢を踏まえ、

財政融資資金・債券での超長期資

金による資金調達を行い、将来の

金利上昇リスクの回避を図りつ

つ、調達コストの抑制に努めた。 

さらにＩＲ活動やステークホル

ダーとのエンゲージメントを積極

的に実施したことにより、ソーシ

ャル・ボンドへの投資表明を新た

に 81件獲得した。これにより令和

３年度末時点累計では、ソーシャ

ル・ボンドへの投資表明が 137 件、

ソーシャル・ローンへの融資表明

が 19件となり、社会課題の解決に

資する事業のための資金調達であ

るソーシャル・ファイナンスを通

じた機構事業への賛同を得るとと

もに投資家層の拡大を図ることが

できた。 

て位置付けられている財務内

容の改善が大きく前進するこ

ととなったことを踏まえ、Ａ評

定とする。 

Ⅳ 短期借入金の限度額 

短期借入金の限度額：3,800億円 

想定される理由：予見しがたい

事由による一時的な資金の不足に

対応する。 

＜主な定量的な指標＞ 

－ 

 

＜その他の指標＞ 

－ 

＜主要な業務実績＞ 

 令和３年度における短期借入金

の実績は無い。 

＜評定と根拠＞ 

評定：－ 

Ⅴ 重要な財産を譲渡し、又は担

保に供しようとするときは、その

計画 

該当なし。 

 

＜主な定量的な指標＞ 

－ 

 

＜その他の指標＞ 

－ 

＜主要な業務実績＞ 

 － 

＜評定と根拠＞ 

評定：－ 

 

 

Ⅵ 剰余金の使途 

決算において剰余金が発生した

ときは、業務の充実、広報活動の充

実、職員の研修機会の充実等に充

てる。 

＜主な定量的な指標＞ 

－ 

 

＜その他の指標＞ 

－ 

＜主要な業務実績＞ 

 － 

＜評定と根拠＞ 

評定：－ 

Ⅶ その他業務運営に関する重要

な事項 

１ 施設及び設備に関する計画 

該当なし。 

＜主な定量的な指標＞ 

－ 

 

＜その他の指標＞ 

－  

＜主要な業務実績＞ 

該当なし。 

＜評定と根拠＞ 

評定：－ 

 

２ 中期目標の期間を超える債務

負担 

中期目標期間中の事業を効率的

に実施するために、次期中期目標
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令和３年度・年度計画 主な評価指標 令和３年度・業務実績 自己評価 

期間にわたって契約を行うことが

ある。 

３ 独立行政法人都市再生機構法

（平成 15年法律第 100号）第 33条

第２項（附則第 12 条第７項の規定

により読み替えて適用する場合を

含む。）に規定する積立金の使途 

独立行政法人都市再生機構法

（平成 15年法律第 100号）第 33条

第２項の規定に基づき主務大臣の

承認を受けた積立金は、同法第 11

条に規定する業務に係る借入金の

金利変動リスクへの対応に充てる

ものとする。 

令和元年６月 30日付けで主務大

臣の承認を受けた「前中期目標期

間繰越積立金」については、令和３

年度は取り崩しの実績なし。 

 

４ 内部統制の適切な運用 

「独立行政法人の業務の適正を

確保するための体制等の整備」（平

成 26年 11月 28日付総務省行政管

理局長通知）を踏まえ、業務方法書

に定めた事項を確実に実施すると

ともに、理事長のリーダーシップ

のもと、内部統制を推進する業務

運営等について実態の検証・確認、

必要な見直し等を行い、内部統制

の仕組みが有効に機能することを

確保する。 

また、業務実施の障害となる要

因として識別したリスクに適切に

対応するため、機構内におけるリ

スクコミュニケーションの活性化

等により、リスク管理の実効性向

上を図る。 

コンプライアンスに関する研修

の実施、内部監査に従事する職員

の資質及び能力の更なる向上等に

より、内部統制の一層の充実・強化

を図る。 

＜主な定量的な指標＞ 

－ 

 

＜その他の指標＞ 

－ 

 

＜評価の視点＞ 

・内部統制の仕組みが有効に機能

するよう、内部統制を推進する業

務運営等について実態の検証・確

認、必要な見直し等を行ったか。 

・国民が利用しやすい 形での情報

提供、適切な情報セキュリティ対

策の推進、個人情報保護に関する

適切な管理の徹底等により、業務

運営に関する透明性の確保等が図

られているか。 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

・業務方法書の規定に基づき整備

した内部統制の推進に関する規程

等に基づき、以下のとおり実施し

た。 

・機構の重要な意思決定について

は、全役員で構成される理事会で

審議を行った。 

・理事会とは別に、役員間で一元的

に内部統制に関する議論を行うた

めの「内部統制会議」を新たに整備

した。 

・業務の適正確保を目的としたモ

ニタリングを実施した。 

・「内部統制の推進に関する実施方

針」に基づき、職員の意識向上、普

及啓発等を実施した。 

・理事長を委員長とするコンプラ

イアンス委員会において、コンプ

ライアンス実践状況の確認等を実

施した。 

・コンプライアンス研修について、

職員が３年に１度は受講する方針

に基づき、受講履歴を管理し、引き

続き録画方式により実施した。 

・コンプライアンス講演会につい

て、リスク管理や問題発生時の対

応等に知見を有する弁護士を講師

に招き開催した。 

・イントラネットを活用した研修

を継続して実施した。 

・令和３年６月 18 日付で、独立行

政法人として初めて、消費者庁が

所管する「内部通報制度認証（自己

適合宣言登録制度）」の登録事業者

となった。 

＜評定と根拠＞Ⅶ-４、５-（１）

（２）（３）、６-（１）（２） 

評定：Ｂ 

 

 業務方法書に定めた事項を

確実に実施するとともに、モニ

タリングを通しての実態の検

証・確認、必要な見直し等を行

うことにより、内部統制の仕組

みが有効に機能することを確

保した。 

コンプライアンス研修等を

実施することにより、コンプラ

イアンスに係る役職員の意識

向上、周知徹底等を図った。 
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５ 業務運営の透明性の確保等 

（１）業務運営の透明性の確保 

業務運営に関する透明性の確保

を図り、機構業務の説明責任を果

たすため、財務情報、業務の実施状

況等について、ホームページに掲

載するとともに、事業報告書等の

各種報告書の内容を充実させるな

ど、より国民が利用しやすい形で

情報提供する。 

５ 業務運営の透明性の確保等 

（１）業務運営の透明性の確保  

財務情報や業務の実施状況につ

いて、透明性の向上を図るため、最

新の情報を利用者が利用しやすい

形でホームページに掲載したほ

か、本社及び本部等に据え置いて

一般の閲覧に供した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

財務情報や業務の実施状況

について、透明性の向上を図る

ため、事業報告書等により最新

の情報を利用者が利用しやす

い形でホームページに掲載し

たほか、本社及び本部等に据え

置いて一般の閲覧に供した。 

ホームページにおいて、新型

コロナウイルス感染拡大に伴

う機構の対策状況の公表、新し

い生活様式実現のためのサー

ビス等の提案及びトップペー

ジの冒頭部の改修など国民が

タイムリーかつ利用しやすい

形での情報提供に努めた。 

 

テレワーク等の推進に伴い

必要となる情報セキュリティ

上の対策を実施しつつ、外部か

らの不正アクセスに対して外

部専門機関の脆弱性検査やペ

ネトレーションテストを実施

することによる適切なセキュ

リティ対策を継続して推進し

た。加えて、役職員等に対する

情報セキュリティリテラシー

の維持・向上を図るため、階層

別研修、標的型攻撃メール訓

練、情報セキュリティ自己点検

等を適切に実施した。 

また、情報セキュリティポリ

シの改正により、政府統一基準

への適合を適切に実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人情報の保護について、法

（２）情報セキュリティの確保 

「サイバーセキュリティ戦略」

（平成 30 年７月 27 日閣議決定）

等の政府方針を踏まえ、適切な情

報セキュリティ対策を推進する。 

また、「政府機関等の情報セキュ

リティ対策のための統一基準」に

基づき、規程やマニュアルの見直

し等を引き続き行うとともに、国、

関係機関等と脅威情報を共有しつ

つ、増加が予想される外部からの

不正アクセス等に対して、ソフト・

ハードウェア両面での対策を継続

して実施する。 

さらに、役職員に対する研修を

実施し、情報セキュリティリテラ

シーの更なる維持・向上を図る。 

テレワーク等の推進により、全

役職員に対して社外に持ち出し可

能なシンクライアントパソコンの

配布に当たり、情報セキュリティ

確保のための技術的対策として、

端末側にデータが保存されない仕

組み、ログイン時の顔認証を含む

２要素認証を導入した（令和３年

12 月）。 

内閣サイバーセキュリティセン

ターによるサイバーセキュリティ

協議会との連携により国及び関係

機関との脅威情報の共有を進める

とともに、外部からの不正アクセ

スに対するセキュリティ対策とし

て、外部専門機関による脆弱性検

査やペネトレーションテストを継

続して適切に推進した。 

 役職員等に対する情報セキュリ

ティリテラシーの維持・向上につ

いては、階層別研修及び中途採用

職員研修、標的型攻撃メール訓練

や情報セキュリティ自己点検等を

実施するとともに、シンクライア

ントパソコン利用上の注意事項に

ついて周知徹底を図った。 

また、「政府機関等の情報セキュ

リティ対策のための統一基準（令

和３年度版）」（令和３年７月７日

サイバーセキュリティ戦略本部決

定）（以下「政府統一基準」という。）

を踏まえ、情報セキュリティポリ

シの改正を行った。 

（３）個人情報の保護 個人情報の保護について、法令
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個人情報の保護に関しては、独

立行政法人等の保有する個人情報

の保護に関する法律（平成 15年法

律第 59 号）に基づき適切な対応を

行うとともに職員に対する研修を

実施し、適切な管理の徹底を図る。 

に基づき適切な対応を行うととも

に、イントラネットを活用した職

員向けの研修を実施するなど、適

切な管理の徹底を図った。 

令に基づく適切な対応や各種

研修を実施し、適切な管理の徹

底を図った。 

 

 

 

人員数については、業務上、

経営上の目標の達成のために

必要な人員を適正な規模で配

置し、業務運営の効率化に寄与

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人材育成については、コロナ

禍にあってもオンライン化を

積極的に進めること等により

職員の感染予防に留意しつつ、

管理職層のマネジメント力強

化の研修等必要な研修を実施

することにより、質、量ともに

コロナ禍前の水準の維持に努

めた。 

自己啓発支援については、社

外での学びも積極的に推進す

ることで、職員の自己啓発への

意識を高めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 人事に関する計画 

（１）方針 

人員については、都市開発の海

外展開支援、団地再生等の各事業

における政策上の重要性の増大を

勘案し、業務上、経営上の目標の達

成のために必要な人員を適正な規

模で配置しつつ、ニュータウン事

業の収束、東日本大震災の復興支

援の進捗状況及び各事業における

必要性等を踏まえ、規模の縮減に

努める。また、災害発生時等の緊急

時には、社会から期待される役割

を果たすため、重点的な人員配置

を行う。 

 

（２）人材育成 

社会情勢の変化を踏まえ、事業

全体をマネジメントする能力など

機構の業務に求められる能力・専

門性を向上させるため、OJT（職場

内研修）・OffJT（職場外研修）及び

自己啓発支援を実施するととも

に、配置任用計画との適切な連携

により、これまで都市再生、賃貸住

宅に係る業務や東日本大震災から

の復興に係る業務等を通じて培っ

てきた機構のノウハウ、技術力を

承継する。さらに、新たな政策課題

等に対応するため、人材の確保・育

成に関する方針に基づき、高度な

専門性を有する人材の育成及び

国、地方公共団体、他の独立行政法

人等外部組織との人材交流、外部

機関主催の研修への派遣等による

人材育成を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

・業務の的確な推進に必要な人員

を確保し、人員の適正な配置によ

り業務運営の効率化を図っている

か。 

・社会情勢の変化を踏まえ、事業全

体をマネジメントする能力など機

構の業務に求められる能力・専門

性を向上させるため、業務等を通

じて培ってきた機構のノウハウ、

技術力の承継を行っているか。 

・給与水準について、事務・事業の

特性等を踏まえた水準とするとと

もに、職員の士気や業績の向上に

資するような業績を反映した給与

のあり方について検討を行ってい

るか。 

・多様化する社会ニーズに対応し、

女性の積極的な採用や女性が活躍

しやすい環境整備、障害者も含む

多様な人材の就業継続支援、職員

の理解向上を図るとともに、多様

で柔軟な働き方がしやすく、職員

の生産性の向上や創造力の発揮に

資する職場環境を整備したか。 

 

人員数については、ニュータウ

ン事業の収束、東日本大震災の復

興支援業務の進捗状況及び各事業

における必要性を踏まえ、業務上、

経営上の目標達成のために必要な

人員を適正な規模で配置した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機構の中期計画等で定める人材

育成の方針を踏まえ、事業全体を

マネジメントする能力など機構の

業務に求められる能力・専門性の

向上を目的として、令和３年度に

おいて、187 件、延べ 7,615 人に研

修を実施した。これらの研修の約

８割は、新型コロナウイルス感染

症の感染予防の観点から、オンラ

イン形式や録画配信形式、ＴＶ会

議システム等を交えて実施した。 

管理職を対象に、部下職員をマ

ネジメントする能力を向上させる

ことを目的として、令和２年度に

引き続き部下職員マネジメント研

修及びテレワーク時におけるマネ

ジメント研修を実施した。また、外

部研修機関が提供している公開型

研修プログラムから、職員が希望

する講座（数時間～１日）を受講で

きる仕組みを引き続き活用すると

ともに、管理職層向けの自己啓発

メニューの一部を若手職員も対象

とするなどの拡充を図った。 

技術力の承継に関しては、技術

系職員に対して「研修シラバス」に

基づき、これまで蓄積してきた技

術力を着実に承継できるよう、ま

た、総合力と専門力 の知識をバラ
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（３）人件費管理の適正化 

独立行政法人改革等に関する基

本的な方針及び独立行政法人通則

法第 50 条の 10 の規定の趣旨を踏

まえ、給与について、その水準が事

務・事業の特性等を踏まえたもの

となるよう留意しつつ、引き続き

個人業績の反映強化を行うととも

に、令和元年度に導入した業績連

動型賞与制度を適切に活用するこ

とで、優れた人材を継続的に確保

し定着させるとともに、その士気

の向上を図る。 

 

（４） ダイバーシティの推進 

多様化する社会ニーズに対応

し、働き方改革を推進するため、女

性の積極的な採用や女性が活躍し

やすい環境整備、障害者も含む多

様な人材の就業継続支援、職員の

理解向上を図るとともに、時間と

場所に捉われない多様で柔軟な働

き方がしやすく、職員の生産性の

向上や創造力の発揮に資する電子

機器等の導入・活用及び職場環境

の整備を進める。 

ンスよく、体系的に習得できるよ

う努めた。 

さらには、政策課題を的確に捉

え、課題解決に必要な情報や知見

を得ることができるよう、国、地方

公共団体、他の独立行政法人等外

部組織への出向・派遣を積極的に

実施した。 

 

特別手当について、法人の業務

実績が一定の要件を満たす場合に

当該実績を手当に反映させること

ができる仕組みを適切に活用した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性の活躍推進については、平

成 31 年に策定した「育児・介護と

仕事の両立及び女性活躍推進に関

する行動計画」（平成 31年４月１日

～令和６年３月 31 日）における

目標（女性の管理職等の人数（平成 

30 年度末 39 人）を期間内に倍増

させる）達成に向け、令和３年度末

時点で女性管理職等の人数を 59人

とするとともに、引き続き女性の

採用拡大に努めた。 

また、働き方改革の一環として

進めている、働く時間と場所の柔

軟化については、全職員にモバイ

ルパソコンを配布したほか、円滑

なコミュニケーションに資するツ

ールの導入を行った。 

障がい者雇用についても、積極

的な採用と定着を図った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人件費管理の適正化につい

ては、法人の業績を特別手当に

反映させる仕組みを適切に活

用することにより、職員の意欲

向上とともに優秀な人材の確

保と定着に寄与した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性の活躍推進については、

「育児・介護と仕事の両立及び

女性活躍推進に関する行動計

画」における女性管理職等の人

数目標達成に向け、令和３年度

末時点で女性管理職等の人数

を更に増加させるとともに、新

規採用職員に占める女性職員

割合の目標（40％）を達成した。 

また、働く時間と場所の柔軟

化については、左記の措置を講

じることによりワーク・ライ

フ・バランスの推進に寄与する

とともに、コロナ禍における職

員の感染予防と業務継続との

両立に寄与した。 

障がい者雇用についても、積

極的な採用と定着を図った結

果、 2.95％（令和３年６月１

日時点）の雇用率となり、法定

雇用率を達成した。 

 

これらを踏まえ、Ｂ評価とす

る。 

７ 保有資産の適切な管理・運用 

機構が賃貸に供している敷地そ

の他の機構が保有する資産につい

＜主な定量的な指標＞ 

－ 

 

＜主要な業務実績＞ 

 市街地整備特別業務に係る

「賃貸宅地資産の管理・運用方針」

＜評定と根拠＞Ⅶ-７、８-（１）

（２） 

（３）（４）（５）、９-（１）（２） 
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令和３年度・年度計画 主な評価指標 令和３年度・業務実績 自己評価 

ては、地域づくり・まちづくりにお

ける課題への対応、経営管理等の

観点を踏まえ、適切に管理・運用を

行う。 

＜その他の指標＞ 

－ 

 

＜評価の視点＞ 

・地域づくり・まちづくりにおける

課題への対応、経営管理等の観点

を踏まえ、機構が保有する資産の

適切な管理・運用を行ったか。 

・環境への負荷の低減に配慮しつ

つ、都市の自然環境の適切な保全

や良好な都市景観の形成を図り、

美しく、環境負荷が低減された安

全で快適なまちづくりを推進して

いるか。 

・集合住宅ストックの維持・更新・

再生、災害への対応、地域活性化、

環境負荷低減等に係る研究開発を

行い、得られた成果を積極的に社

会へ還元しているか。 

（令和元年８月策定）に基づき、地

域づくり・まちづくりにおける課

題への対応及び経営管理等の観点

を踏まえ、金利上昇や地価下落に

伴うリスクに備え資産圧縮を行う

など、適切に管理・運用を行った。 

評定：Ｂ 

 

機構が保有する資産につい

ては、適切に管理・運用を行っ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地球温暖化対策を着実に推

進するため、各本部支社のオフ

ィスで実施した環境配慮の活

動を相互に共有し省エネ意識

の向上を図るとともに、ＵＲ賃

貸住宅の共用部では省エネ性

能の高い照明器具へ改修した

こと等により、二酸化炭素排出

量を、平成 25 年度を基準とし

て 31,600 トンの削減を実現し

た。 

また、省エネルギー性能の向

上および再生可能エネルギー

の創出に係る施策として、ＵＲ

賃貸住宅について、建替えやサ

ッシの改修に合わせて複層ガ

ラスを標準仕様とする方針を

策定及び公表し、並びにＵＲ賃

貸住宅の屋上等を活用したオ

フサイトＰＰＡモデルを検討

した。 

なお、2021年度版環境報告書

については、ホームページへの

掲載方法の見直しを行い、閲覧

しやすさについて改善を図っ

たほか、自治体、投資家等のス

テークホルダーに対し、環境報

告書の配布拡大を行う等、環境

配慮に係る情報発信を強化し

た。 

建設副産物のリサイクルは

設定した目標を達成した。 

 

 

８ 環境及び都市景観への配慮 

事業実施に当たっては、地球温

暖化対策の推進、建設工事等によ

り発生する建設副産物等のリサイ

クルや環境物品の調達を積極的に

推進するとともに、都市の自然環

境の適切な保全や良好な都市景観

の形成を図り、美しく、環境負荷が

低減された安全で快適なまちづく

りを推進する。 

  

（１） 地球温暖化対策の推進 

「地球温暖化対策計画」（平成 28

年５月 13日閣議決定）、政府の温室

効果ガス総排出量の削減目標を踏

まえ、機構業務のあらゆる分野に

おいて、地球温暖化対策実行計画

（UR-eco Plan 2019）に基づき、二

酸化炭素排出量の削減を推進す

る。 

 

地球温暖化対策を着実に推進す

るため、各本部支社のオフィスで

実施した環境配慮の活動を相互に

共有し省エネ意識の向上を図ると

ともに、ＵＲ賃貸住宅の共用部で

は省エネ性能の高い照明器具へ改

修したこと等により、令和３年度

における二酸化炭素排出量を、平

成 25 年度を基準として 31,600 ト

ン削減した。 

また、省エネルギー性能の向上

および再生可能エネルギーの創出

に係る施策として、ＵＲ賃貸住宅

について、建替えやサッシの改修

に合わせて複層ガラスを標準仕様

とする方針を策定及び公表し、並

びにＵＲ賃貸住宅の屋上等を活用

したオフサイトＰＰＡモデルを検

討した。 

なお、2021 年度版環境報告書にお

いては、東日本大震災復興支援に

おける環境への配慮事例を特集

し、「環境にやさしいひとづくり」、

「自然と調和するまちづくり」の

視点から被災地域における 10年間

の環境配慮に係る歩みを掲載し

た。 

（２） 建設副産物のリサイクルの

推進 

循環型社会の形成に向けて、国

の「建設リサイクル推進計画 2020」

（令和２年９月 30日国土交通省公

表）に準拠して設定した建設副産

物の再資源化率等の目標値の達成

機構事業の建設工事において、

工事の設計初期段階から建設副産

物の発生抑制・減量化・再資源化等

を検討、工事発注時に建設副産物

の分別処理の実施について発注図

書に記載、工事着手前に工事受注

者が建設副産物の再生資源利用促
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を目指して、建設工事等により発

生する建設副産物について、その

発生を抑制し、リサイクルを図る。

なお、国の建設リサイクル推進計

画が改定された場合は、その計画

を踏まえてリサイクルを推進す

る。 

さらに、ＵＲ賃貸住宅の建替え

等においては、建物内装材の分別

解体・再資源化等を推進し、建設混

合廃棄物の削減を図る。 

進計画書を作成、建物内装材の分

別解体等による建設混合廃棄物の

削減等を実施することにより、令

和３年度の建設副産物の再資源

化・縮減率等は、下表のとおり、国

の「建設リサイクル推進計画 2020」

に準拠して設定した目標値を達成

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境物品等の調達は設定し

た目標を達成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既存樹木の活用を３地区で

実施し、地下水涵養を図る透水

性舗装等を８地区で実施する

などグリーンインフラを活用

した都市の自然環境の保全・創

出についても着実に推進した。 

また、国土交通省等が主催する

「第２回グリーンインフラ大

賞」にて、「コンフォール松原」

（埼玉県草加市）が国土交通大

臣賞（生活空間部門）、「としま

みどりの防災公園（愛称：IKE・

SUNPARK）」（東京都豊島区）が優

秀賞（防災・減災部門および都

市空間部門）を受賞した。 

 

 

 

 

良好な都市景観の形成に係

る施策として、整備敷地の譲渡

等を行った草加松原団地（埼玉

県草加市）、香里団地（大阪府枚

（３）環境物品等の調達 

環境物品等の調達については、

国等による環境物品等の調達の推

進等に関する法律（平成 12 年法律

第 100 号）に基づき行うこととし、

令和３年度における特定調達品目

等の調達の目標は、同法第６条の

規定に基づき、国が定めた「環境物

品等の調達の推進に関する基本方

針」（令和３年２月 19 日閣議決定）

の基準を満たしたものを、公共工

事において調達する場合を除き、

100％とする。 

また、特定調達品目等のうち、公共

工事については、同基本方針に基

づき、的確な調達を図る。 

環境物品等の調達については、

国が定めた「環境物品等の調達の

推進に関する基本方針」の基準を

満たした特定調達品目等のうち、

公共工事を除く調達については

100％（機能・性能上の理由から調

達できなかったものを除く）調達

し、また、公共工事では数値目標を

設定した 15 品目について 100％目

標達成した。 

 

 

 

（４） 都市の自然環境の保全・創

出 

環境負荷の低減や居心地のよい

空間形成を図るために、既存樹木

の保存・移植等による緑地の保全

や、既成市街地における屋上等建

築物の緑化、周辺環境と連携した

生物多様性の配慮、雨水浸透工法

による地下水涵養等、グリーンイ

ンフラを活用したまちづくりを推

進し、都市の自然環境の保全・創出

を図る。 

都市の自然環境の創出実績とし

て、鶴見一丁目地区における防災

公園街区整備事業により、「鶴見花

月園公園」（神奈川県横浜市）を整

備した。災害に強いまちづくりを

行うとともに、公園が少ない地域

に、地域の方々の声も取り入れた、

多世代が楽しめる憩いの場を創出

した。 

また、豊四季台団地（千葉県柏

市）、千里高野台団地（大阪府吹田

市）、鶴見一丁目地区において、既

存樹木の保存、利活用により自然

環境の創出を図った。 

そのほか地下水涵養を図る透水

性舗装等を浜見平団地（神奈川県

茅ケ崎市）他７地区で実施し、グリ

ーンインフラを活用したまちづく

りを推進した。 

（５）良好な都市景観の形成 

にぎわいの形成を図る等地域の

価値向上や住民の都市や団地に対

する愛着や誇りを醸成させるため

令和３年度における、良好な都

市景観の形成に資する実績とし

て、整備敷地の譲渡等を行った草

加松原団地（埼玉県草加市）、香里
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に、地域の自然、生活、歴史、文化

等の特性や、機構が継承してきた

建物や樹木等の環境資源を積極的

に活用し、新たな価値を加える建

物のリノベーション・コンバージ

ョン、居心地のよい団地の屋外空

間や公的空間への再生、ランドマ

ークの創造や良質な街並みの形成

等を推進し、質の高い景観形成を

図る。 

団地（大阪府枚方市）及び赤羽台団

地（東京都北区）において、良好な

街並み及び景観形成・居住環境の

向上を図るために策定した景観ガ

イドラインを公募条件として示し

た。また、事業地区において、従前

の地域特性を継承しながら新たな

景観を創出した点などが評価さ

れ、都市住宅学会賞、グッドデザイ

ン賞、全建賞等の賞を 22 件受賞し

た。 

 また、居心地のよい公共空間の

実現に向けては、有識者等と整理

したプレイスメイキングの方法論

を公開し、社内外の講演会、社会実

験、ワークショップ等の実践や支

援を行った。 

方市）及び赤羽台団地（東京都

北区）において機構のノウハウ

を活用した景観ガイドライン

遵守を公募条件とした。また、

事業地区において都市住宅学

会賞等の賞を 22 件受賞した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究開発については、国の施

策等への対応、機構事業の持続

的な推進及び新たなサービス

等の展開を見据え、機構事業の

フィールドを活用し、集合住宅

ストックの維持・更新・再生、

災害への対応、地域活性化、環

境負荷低減等に係る研究開発

を 74 件、急速なＡＩ・ＩｏＴ

等技術革新や建設分野におけ

るＢＩＭ・ＣＩＭ導入の推進、

コスト縮減、商品性・生産性の

向上、施工上の安全性向上及び

効率化等に資する技術に関す

る研究開発を 16 件実施した。

そのうちＡＩ・ＩｏＴを活用し

たまちや住まいづくりに係る

共同研究では、令和元年に立ち

上げた Open Smart UR研究会の

部会等で検討を推進し、実施状

況の情報発信を行うことによ

り、民間企業１社が退会したも

のの５社が新たに参加した（令

和３年 12 月時点計 67社）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 国の施策等に対応した研究開

発の実施及び成果の社会還元 

ＤＸの推進を始めとする国の施

策等への対応、機構事業の持続的

な推進及び新たなサービス等の展

開を見据え、技術的検討や社会実

装に向けた実証実験等の研究開発

を機構事業のフィールドで行うと

ともに、得られた成果については

積極的に社会還元する。 

国の施策等への対応、機構事業

の持続的な推進及び新たなサービ

ス等の展開を見据え、技術的検討

や社会実装に向けた実証実験等を

機構事業のフィールドで行った。 

蓄積した研究成果等の社会還元の

場として日本建築学会での発表や

コロナ禍における対応としてウェ

ブ配信による「ＵＲひと・まち・く

らしシンポジウム」等を実施し対

外的な情報発信を行った。 

（１）研究開発の実施 

集合住宅ストックの維持・更新・

再生、災害への対応、地域活性化、

環境負荷低減等に係る研究開発を

重点的に行う。 

なお、ＡＩ・ＩｏＴ、自動運転、

ＭａａＳ等の急速な技術革新やＢ

ＩＭ・ＣＩＭ及びスマートシティ

推進への対応、コスト縮減、商品

性・生産性の向上、施工上の安全性

向上・効率化等に資する技術につ

いて、国の研究機関、学識者、民間

事業者等との共同研究や実証実験

等、関係者と連携した研究開発を

積極的に推進する。 

重点テーマとして掲げた、集合

住宅ストックの維持・更新・再生、

災害への対応、地域活性化、環境負

荷低減等に係る研究開発を 74件実

施した。（継続案件含む） 

急速なＡＩ・ＩｏＴ等技術革新

や建設分野におけるＢＩＭ・ＣＩ

Ｍ導入の推進、コスト縮減、商品

性・生産性の向上、施工上の安全性

向上及び効率化等に資する技術に

関する研究開発を 16 件実施した。

（継続案件含む） 

このうちＡＩ・ＩｏＴを活用し

たまちや住まいづくりに係る、Ｉ

ＮＩＡＤ（東洋大学情報連携学部）

との共同研究では、様々な生活関

連サービスを提供する 2030年の近

未来の暮らしを提案し、令和元年

に機構・ＩＮＩＡＤ・民間企業が連

携する「Open Smart UR 研究会」を

発足した。本研究会の部会等で検

討を推進し、実施状況の情報発信
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令和３年度・年度計画 主な評価指標 令和３年度・業務実績 自己評価 

を行うことにより、民間企業１社

が退会したものの新たに５社が参

加した（令和３年 12 月時点計 67

社）。 

また、スマート技術活用に資す

る取組として、金沢シーサイドタ

ウン並木一丁目第二団地（神奈川

県横浜市金沢区）において、自動運

転・遠隔操作ロボットの配送実証

実験を実施した。居住者７名に参

加いただき、ロボットの受容性（ニ

ーズ面、機能面、安全面等）を確認

した。また、メディア８社の取材を

受け、テレビ番組や新聞に取り上

げられるなど、機構のスマート技

術活用の取組を広くＰＲした。 

 

 

 

 

また、スマート技術活用に資

する取組として、金沢シーサイ

ドタウン並木一丁目第二団地

（神奈川県横浜市金沢区）にお

いて、自動運転・遠隔操作ロボ

ットの配送実証実験を実施し、

居住者７名が参加した。メディ

ア８社の取材を受け、テレビ番

組や新聞に取り上げられた。 

 

 

 

蓄積した研究成果等の社会

還元の場として「ＵＲひと・ま

ち・くらしシンポジウム」の実

施やイベントへの出展等をと

おして、ＵＲ賃貸住宅の長寿命

化に係る研究開発等の成果の

発表を、日本建築学会大会にお

いて、「ＵＲ賃貸住宅ストック

活用・再生ビジョン」を実現す

るための技術的事項 27 編の発

表を行った。 

研究成果の中から、「浴室排

水口の改修方法および更生用

パイプ材」の技術開発につい

て、特許出願１件を行った。当

該技術は、浴室排水口の経年劣

化による下階への漏水事故を

未然に防止するため専門工事

業者によらない改修工法とし

て確立した。 

旧赤羽台団地の保存住棟に

ついては、一般社団法人日本建

築学会（以下、「日本建築学会」

という。）内に設置された「Ｕ

Ｒ集合住宅団地・保存活用小委

員会」における保存住棟の活用

方策の検討や保存住棟の修繕

方針の検証などを実施し、その

活動内容を日本建築学会大会

等で発表するなど、機構の文化

的活動の発信を行った。 

さらに、令和３年４月から 10

月にかけ、「ＵＲまちの暮らし

コンペティション（共催：一般

（２）成果の社会還元 

蓄積した研究開発の成果は、機

構事業への実装を図るとともに、

広く社会へ還元するため、研究報

告会の開催、学会への発表、地方公

共団体の研修への協力、民間事業

者への周知活動、団地初の登録有

形文化財となった保存住棟等の活

用、情報発信施設整備の推進等に

より情報発信を着実に実施し、普

及を図る。 

 蓄積した研究成果等の社会還元

の場として「ＵＲひと・まち・くら

しシンポジウム」の実施や「住生活

月間中央イベント」への出展等を

とおして、ＵＲ賃貸住宅の長寿命

化に係る研究開発等の成果を発表

した。また、日本建築学会大会にお

いて、「ＵＲ賃貸住宅ストック活

用・再生ビジョン」を実現するため

の技術的事項 27 編の発表を行っ

た。 

これらの研究成果の中から、「浴

室排水口の改修方法および更生用

パイプ材」の技術開発について、特

許出願１件を行った。当該技術は、

浴室排水口の経年劣化による下階

への漏水事故を未然に防止するた

め専門工事業者によらない改修工

法として確立したものである。 

また、団地初の登録有形文化財

となった旧赤羽台団地の保存住棟

については、一般社団法人日本建

築学会（以下、「日本建築学会」と

いう。）内に設置された「ＵＲ集合

住宅団地・保存活用小委員会」にお

いて、保存住棟の活用方策の検討

や保存住棟の修繕方針の検証など

を実施し、その活動内容を日本建

築学会大会等で発表するなど、機

構の文化的活動の発信を行った。 

さらに、令和３年４月から 10月

にかけ、「ＵＲまちの暮らしコンペ

ティション（共催：日本建築学会、

後援：東京都北区）」を開催した。
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令和３年度・年度計画 主な評価指標 令和３年度・業務実績 自己評価 

「スターハウスの未来（さき）にあ

る暮らし」をテーマに新しいアイ

デアや提案を募った結果、国内外

から計 306点の応募があり、審査員

による審査等を経て最優秀賞ほか

各賞を決定。日本建築学会監修の

もと、最優秀受賞作品のデザイン・

アイデアの当該保存住棟内（スタ

ーハウス）への実現化検討に着手

した。 

そのほか、集合住宅歴史館は、東

京都の博物館等休業要請を受け、

４月 26 日から５月 31 日まで臨時

休館したが、要請緩和を受け、感染

症防止対策を講じた上で６月１日

から一般公開を再開した。密接回

避の人数制限を設けているため、

来館者数はコロナ禍以前と比べ減

少したが､延べ 946名が来館し、地

方公共団体や企業等の研修（21

件）、大学等の授業（15件）に活用

され、各種取材を７件受けるなど、

集合住宅の歴史や技術の普及に貢

献した。 

社団法人日本建築学会、後援：

東京都北区）」を開催した。「ス

ターハウスの未来（さき）にあ

る暮らし」をテーマに新しいア

イデアや提案を募った結果、国

内外から計 306 点の応募があ

り、審査員による審査等を経て

最優秀賞ほか各賞を決定。日本

建築学会監修のもと、最優秀受

賞作品のデザイン・アイデアの

当該保存住棟内（スターハウ

ス）への実現化検討に着手し

た。 

そのほか、集合住宅歴史館

は、東京都の博物館等休業要請

を受け４月 26日から５月 31日

まで臨時休館したが、要請緩和

を受け、感染症防止対策を講じ

た上で６月１日から一般公開

を再開した。密接回避の人数制

限を設けているため、来館者数

はコロナ禍以前と比べ減少し

たが､延べ 946 名が来館し、研

修や大学等の授業に活用され、

各種取材を受けるなど、集合住

宅の歴史や技術の普及に貢献

した。以上のＰＲに資する広報

活動を積極的に実施するなど

対外的な情報発信に努めた。 

 

これらを踏まえ、Ｂ評定とす

る。 
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【参考】評定について 

評語 評価基準 

Ｓ 
所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果 

（定量的指標においては、120％以上で、かつ質的に顕著な成果） 

Ａ 
所期の目標を上回る成果 

（定量的指標においては、120％以上の成果） 

Ｂ 
所期の目標を達成していると認められる⇒標準 

（定量的指標においては、100％以上 120％未満） 

Ｃ 
所期の目標を下回っており、改善を要する 

（定量的指標においては、80％以上 100％未満） 

Ｄ 
所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的改善を要する 

（定量的指標においては、80％未満） 
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４  関係法人の状況 

令和４年３月末時点の特定関連会社及び関連会社並びに関連公益法人の状況は以下のとおり

です。 

 

（1）特定関連会社

機構に係る

売上高
(百万円)

100 100.00 志村　一德

15,608 266 15,377

30,000 83.04 石渡　廣一

146,636 3,858 127,003

1,300 50.00 村井　一元

467 170 5

日本総合住生活(株)
･管理業務の委託等
･住宅等の維持･改善業
務の委託等
･利便施設の建設･経営
等

那覇新都心(株)

･那覇新都心地区の利
便施設の建設、経営、
管理等

　那覇新都心及びその周辺
地域における居住者等の利
便に供する施設の建設、経

営その他の管理

　UR賃貸住宅の管理業務の
受託、住宅等の維持・改善
業務の受注並びに団地居住
者の利便に供する施設の建

設、経営等 東京都千代田区
神田錦町1-9

沖縄県那覇市
おもろまち1-3-31

(株)ＵＲコミュニティ

名　　称

・機構賃貸住宅の管
理、運営等

 UR賃貸住宅団地の管理運
営等

東京都千代田区
神田神保町2-5

代表者の氏名

持株比率
（関係会社

持株比率）

（％）

売上高
（百万円）

経常利益
（百万円）

資本金
(百万円)

事業内容

機　構　と　の　関　係
所在地

事業上の関係
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（2）関連会社

機構に係る

売上高
（百万円）

4,644
39.63
（0.20）

安達　勝

18,858 1,949 113

2,250 （100.00） 中瀬　弘実

6,358 685 30

750 （100.00） 前田　正人

1,108 304 -

2,400 （100.00） 関口　律

6,374 1,140 5

茨城県つくば市竹
園3-18-2

100 （100.00） 石原　孝

2,712 239 -

1,200 （100.00） 稲垣　満宏

2,205 439 52

850 （100.00） 森本　剛

29,323 435 9

600 （100.00） 内山　省吾

2,779 597 0

100 （85.84） 西村 志郎

20,373 279 12,367

50 （100.00） 中鳥　博雄

2,760 281 2,288

　港北ﾆｭｰﾀｳﾝ、みなとみらい21中央地区
及びその周辺地域における居住者等の利
便に供する施設の建設、経営その他の管

理

　関西文化学術研究地区及びその周辺地
域における居住者の利便に供する施設の

建設、経営その他の管理

　千葉ﾆｭｰﾀｳﾝ及びその周辺地域における
居住者の利便に供する施設の建設、経営

その他の管理

　機構業務等を支援・補完するための調
査、計画、設計・積算、工事監理等の業

務の受託及び請負等

　機構業務等を支援・補完するための情
報処理業務の受託及び請負等

･研究学園地区、竜ケ崎ﾆｭｰﾀ
ｳﾝ地区の利便施設の建設、
経営、管理等

･関西文化学術研究地区の利
便施設の建設、経営、管理
等

売上高
（百万円）

(株)関西都市居住サービス

事業上の関係

名　　称

持株比率
（関係会社

持株比率）

（％）

(株)新都市ライフホールディングス
･機構都市整備地区等におけ
る利便施設の建設、経営、
管理等
･機構再開発地区の施設の経
営、 管理等

資本金
(百万円)

　研究学園都市、龍ヶ崎市、牛久市及び
その周辺地域における居住者の利便に供

する施設の建設、経営その他の管理

新都市センター開発(株)

(株)千葉ニュータウンセンター

･機構再開発地区の施設の経
営、管理等

代表者の氏名

関西文化学術研究都市センター(株)

･機構都市整備地区の利便施
設の建設、経営、管理等
･機構再開発地区の施設の経
営、管理等

･千葉ﾆｭｰﾀｳﾝ地区の利便施設
の建設、経営、管理等

(株)横浜都市みらい

･港北ﾆｭｰﾀｳﾝ地区、みなとみ
らい21中央地区の利便施設
の建設、経営、管理等

(株)中部新都市サービス

経常利益
（百万円）

　首都圏における機構の都市再開発事業
により整備される施設等の賃貸、経営そ
の他の管理及び居住者の利便に供する施

設の建設、経営その他の管理等

　関西圏における機構の都市再開発事業
等により整備される施設等の賃貸、経営
その他の管理及び居住者の利便に供する

施設の建設、経営その他の管理

　中部圏における機構の都市再開発事業
等により整備される施設等の賃貸、経営
その他の管理及び居住者の利便に供する

施設の建設、経営その他の管理

　多摩ﾆｭｰﾀｳﾝ及びその周辺地域における
居住者の利便に供する施設の建設、経営

その他の管理

･多摩ﾆｭｰﾀｳﾝ地区の利便施設
の建設、経営、管理等

筑波都市整備(株)

(株)ＵＲリンケージ

･権利調整業務の委託等
･工事監理業務の委託等
･計画業務の委託等

(株)ＵＲシステムズ

・情報ｼｽﾃﾑの管理、運営業
務、ｼｽﾃﾑ開発の委託

所在地

東京都新宿区
西新宿6-8-1

大阪府大阪市
中央区本町

2-1-6

愛知県名古屋市
千種区覚王山通

8-70-1

東京都多摩市
鶴牧1-24-1

奈良県奈良市
右京1-2

神奈川県横浜市
都筑区荏田東4-

10-4

千葉県印西市大塚
1-9

東京都江東区東陽
2-4-24

東京都江東区
東陽2-2-20

機　構　と　の　関　係

事業内容
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）関連公益法人

代表者の氏名

機構に係る
事業収入　　(百万

円)

堀場 厚

-

松田　紀子

-

西村 慎司

-

谷口　実

-

(一財) 都市農地活用支援センター

所在地
事業収入
（百万円）

京都府相楽郡
精華町光台

1-7
29

東京都千代田区
岩本町3-9-13

事業の内容名　　　称

神奈川県横浜市
中区本町
6-50-1

120

(公財)関西文化学術研究都市推進機構

　関西文化学術研究都市における創
造的な文化、学術、研究の拠点の形
成に関する調査研究、交流施設等の

建設・維持管理等

　都市農地の計画的な利用による良
好な住環境を有する住宅地の形成、
優良な賃貸住宅建設等を促進するた

めの調査研究等

(一財) 都市再生共済会

(一財) 首都圏ケーブルメディア

　機構が首都圏域で施行する市街地
開発事業等の区域及びその周辺にお
けるテレビ放送難視聴を解消するた
め有線テレビ放送施設の設置及び維

持管理業務等

機構退職者及び遺族等に対する生活
の支援、機構職員の福利厚生の充実

等

19

東京都新宿区
片町4-3

408
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５ 職員の状況（職員数） 

 

平成 16 年 

７月１日 
（当機構設立時） 

平成 17 年 

４月１日 

平成 18 年 

４月１日 

平成 19 年 

４月１日 

平成 20 年 

４月１日 

平成 21 年 

４月１日 

平成 22 年 

４月１日 

4,655 名 4,459 名 4,308 名 4,157 名 4,072 名 4,014 名 3,932 名 

 

平成 23 年 

４月１日 

平成 24 年 

４月１日 

平成 25 年 

４月１日 

平成 26 年 

４月１日 

平成 27 年 

４月１日 

平成 28 年 

４月１日 

平成 29 年 

４月１日 

3,847 名 3,556 名 3,381 名 3,233 名 3,201 名 3,196 名 3,199 名 

 

平成 30 年 

４月１日 

平成 31 年 

４月１日 

令和２年 

４月１日 

令和３年 

４月１日 

令和４年 

４月１日 

3,187 名 3,202 人 3,213 人 3,192 人 3,192 人 

 

 

 


