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令和３年度は、新型株の影響もありコロナ禍が継続し、

感染拡大防止と経済活動の両立という難しい舵取りが続い

た一年でした。改めて、新型コロナウイルスによりお亡くなり

になられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、様々

な困難に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。

こうした中でも、ＵＲのエッセンシャルワーカー、関係法人

や業務受託者を含めた第一線にいる皆様の頑張りにより、

感染拡大防止と業務継続の両立を続けることができました。

この場を借りて改めて感謝を申し上げ、敬意を表したいと

思います。また、対面コミュニケーションが重要なお客様との

業務や、さらに組織内部の会議、情報共有なども、ＩＴツール

を使いながら大きな影響を受けることなく進めることができ

ました。

昨夏には、またも大雨による災害が、全国の幅広い地域で

発生しました。被災された皆様及び、関係者の皆様には

心よりお見舞い申し上げます。ＵＲは内閣府と大規模災害

時の住家の被害認定業務支援について連携協定を結んで

おり、発災時には、協定に基づき支援を行っています。コロナ

禍の下、オンラインを活用した支援を行い、新たな災害対応

支援の経験・ノウハウを積み重ねました。

東日本大震災からの復興支援では、令和３年度、陸前高田

市の復興市街地整備事業が完了し、津波被災地域において

URが受託した復興支援事業は全て完了となりました。発災

以来１０年余、最優先事業として組織を挙げて推進しやり

遂げたということで、被災地方公共団体を始め国の機関など

各方面から高い評価をいただきました。

また、この経験、記憶は継承されるべきと考え、発災直後

から現在まで、津波被災地域で培った経験や教訓、復興CM

方式等の様々な工夫などを整理し、事業記録をとりまとめ

ました。広く一般の方々への周知、研究者・専門家へのデータ

提供、組織内の経験伝承に役立て、将来の災害に備えていき

たいと思っています。

昨年は、賃貸住宅事業で、居住者の皆様の現状やニーズを

把握するために行っている５年に１度の定期調査の結果を

公表しました。「現在の住宅に住み続けたい」、「住み替えに

際しＵＲ賃貸住宅を希望する」という世帯の割合が6割を

超えたほか、子育て世帯の方々からは、「緑が豊かな環境」、

「公園・遊び場が充実している」といったUR賃貸住宅の屋外

環境に高い評価をいただき、改めて団地の豊かな屋外空間と

いうＵＲの強みを認識するとともに、お声をありがたく受け

止めたところです。

また、ＵＲ賃貸住宅の地域医療福祉拠点化の施策について

も、有識者にご助言いただきながら、その効果把握を初めて

試みました。居住者の方々の満足度の向上や地域への貢献

などを確認できたとともに、有識者から、「まちづくり施策

として大変意義深い」とのコメントもいただきました。短期間

では効果を把握できないものもありますので、今後も効果

把握を継続するとともに、知見や経験を活かし、拠点化施策

の質の充実・向上を図っていきたいと思います。

ＵＲは、まちづくり、住まいづくりを担う国の政策実施機関

として、前身の公団時代から、戦後の高度成長期における

住宅不足への対応、良好な居住環境の整備、都市の魅力や

防災性の向上など、その時代の社会課題に向き合ってき

ました。

現在は、「人が輝く都市を目指し、美しく安全で快適なまち

をプロデュースする」というミッションを掲げ、人口減少・少子

高齢化、経済成長の鈍化、災害の頻発化・激甚化などわが国

が直面する様々な課題に対し、「都市再生」、「賃貸住宅」、

「震災復興支援」の３つの事業分野を中心に業務を展開し、

それらの解決を目指しています。

「URであーる」のCMの効果もあり、URあるいはUR賃貸

住宅の名は世間でも知られるようになってきたようです。

しかし、URが、少子高齢化やコミュニティの希薄化といった

社会課題に対して行っているUR賃貸住宅団地を地域の

医療・福祉等の拠点へとつくり変える施策や、多様な世代が

安心して住み続けられる環境整備などについては、まだまだ

お伝えしきれてはいません。

また、時代に適合しなくなったり、被災によって困難を抱え

たまちなどを、ＵＲが都市再生や震災復興支援により蘇らせ

る事業を行っていることは、関係する専門家や地方公共

団体、民間事業者の方々はご存じでも、多くの国民の皆様

には、なじみが薄く、十分に知られていないようです。

URは、業務で関係する地方公共団体や民間事業者、ＵＲ

賃貸住宅の居住者や地元の関係者の皆様のご理解・ご協力

の下でこそ業務を進められるとともに、政策実施機関として、

広く国民の皆様のご理解・ご支援があってこそ、持続的に

存立できるものと考えています。

昨今は、ＥＳＧやＳＤＧｓなど社会課題に対する組織の

経営方針や責任も問われており、組織自ら積極的にそうした

情報を発信していくことも大切であると思います。

本報告書では、関係する方々をはじめ少しでも多くの皆様

にＵＲを知っていただくことができるよう、業務活動や運営

方針、強みや果たしている政策的役割などを、具体的な事例

も用いながら、分かりやすく紹介したいと思います。

本報告書を通じ、URの価値創造ストーリー、存在意義を

ご理解いただければ誠に幸いです。どうか引き続き、ＵＲへの

ご理解、ご支援をよろしくお願い申し上げます。
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第4期中期計画の折り返しと次期の経営戦略・事業展開の検討

賃貸住宅経営の現場では、課題や具体的な目標を、共有

して、実施して、評価する、というPDCAサイクルを速く回す

意識が定着してきたと感じます。その結果、家賃収入水準

は、管理戸数が減少する中にあっても、安定的に計画を達成

しています。

地域の社会課題の解決に向け、都市再生では、官民と連携

し、まちづくりのプロジェクトを積極的に進めました。コンパ

クトシティの実現、まちなかの回遊性向上に向け拠点整備を

進めている新潟県長岡市の大手通坂之上町地区の市街地

再開発事業で建築工事に着手したほか、神戸市では、市、

ＪＲ西日本、ＵＲの三者で連携協定を締結し、人と公共交通

優先の空間創出など神戸の玄関口としてふさわしいまち

づくりとして、ＪＲ三ノ宮新駅ビル及び三宮周辺地区の再

整備に関わることになりました。

こうした社会課題の解決に向けたＵＲの事業活動は、マー

ケットからも評価いただき、第三者評価を得ながらソーシャル

ボンド、ソーシャルローンとして資金調達もしています。昨年

は、日本初のESG５０年債を発行しました。

このようにコロナ禍の影響を大きく受けることなく順調に

経営を続けることができ、積極的な投資と営業活動による

賃貸住宅の稼働率向上、都市再生や団地再生のプロジェクト

の着実な実施等により、当期の純利益は２３９億円と、年度

計画で掲げた１７３億円を上回ることができました。

有利子負債についても、キャッシュ・フローを着実に確保

し、年度計画を上回る２,７３１億円を削減し、有利子負債

総額は１０兆円を切って９兆９,９４４億円となり、財務体質の

改善を進めることができました。

令和４年度、第４期中期計画は４年目となりました。中期

計画の目標達成に向け、引き続き各事業を着実に進めると

ともに、今後の社会環境の変化や政策課題を想定しながら、

次期の中期計画を視野に入れ、次の経営戦略・事業展開を

具体的に検討していく時期になったと考えています。各事業

についてお話しします。

都市再生は、事業の特性上、その組成から完了まで時間が

かかります。マネジメント上は、既に着手している事業につい

てその執行管理を徹底することと同時に、長期的な目線を

持って次の事業組成に注力することが重要と考えています。

今動いているものと今後動かしていくもの、全体のバランス

をうまく取れるよう、限られた経営資源を最適かつ計画的に

配分し、有効活用していきたいと思います。

また、事業を組み立てる際は、都市機能の強化により、

地域の課題をどう解決していくのかという視点が重要です。

そのため、地方公共団体や地域の関係者の皆様と良好な

パートナーシップを築き、関係者との調整の中で、各々が

抱える課題を同時に解決する方策を検討していきたいと考え

ています。

例えば、広島市の基町相生通地区では、官民連携のリー

ディングプロジェクトとして、市街地再開発事業を進めて

いますが、地域経済のための高規格オフィスやホテルの

整備、駐輪場や変電所といった都心インフラの更新、原爆

ドーム周辺の景観の課題改善、公共空間を活用した賑わい

と交流機能の強化など、このまちづくりにより様々な課題の

同時解決を図っています。

大都市圏では、引き続き新橋・虎ノ門エリアや大阪のうめ

きたエリアなどで、民間事業者や地方公共団体とともに、

都市の国際競争力の強化等に向けて大型プロジェクトを

着実に推進していきます。また、日本橋横山町エリアでは、

今ある建物の利活用や地域のまちづくりを担う人材の発掘、

誘致など、中央区や地元まちづくり会社と連携し、地域資源

を活かしながら段階的にエリアを改善していくまちづくりを

試みていきます。

東日本大震災からの復興支援は、津波被災地域での受託

事業は全て完了しましたが、整備した土地を如何に復興に

役立てるかという観点から、引き続き土地利活用推進の

業務に関わることになりました。

一方、福島県の原子力災害被災地域では、これまで地元

の３町（大熊町、双葉町、浪江町）と関係を構築しながら、

ほとんど全ての面整備事業をURが行ってきましたが、福島

の課題には、単にハード整備だけでなく、企業誘致や人が

戻る仕掛け、交流拠点の運営体制構築などが必要です。

地方都市再生・団地活性化・地域医療福祉拠点化といった

ＵＲが培ってきたノウハウが活きる分野だと思いますので、

国や被災地方公共団体と連携しながら、総合的に支援して

いきたいと思います。

防災・災害対応支援に関しては、昨年の通常国会で流域

治水関連法が改正され、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全国で実施することが可能となり

ました。これまでのまちづくりや、国等と連携した災害復旧・

復興支援の活動等が評価された結果だと思います。島根県

の江の川水系では、すでに技術的支援も始めています。

国、地方公共団体、関係機関との連携に加え、UR内の事業

分野間の連携をしっかり行い、業務を効果的に行っていき

たいと考えています。

昨年６月、URが賃貸住宅の居住者に行ったアンケート

調査では、コロナ禍の下、「家で過ごす時間」が増加した一方、

「外出頻度」や「知人・友人とのコミュニケーション」が減少

し、社会や人と接する機会が著しく減少しているとの結果が

出ました。

この結果も踏まえると、賃貸住宅事業では、「住まい」の

安全・安心を守るとともに、少子高齢化やコミュニティの希薄

化などの社会課題に対応していくことがより重要になって

います。

横浜市の洋光台団地では、建築家の隈研吾さんやクリエイ

ティブディレクターの佐藤可士和さん等のお力を借りて、

団地の良さである「集まって住むパワー」を最大化するとの

コンセプトの下、「団地の未来プロジェクト」を行っています。

新たな発想による「建築」と、地域や居住者と連携した

「活動」を掛け合わせ、団地の未来の住まい方と地域のあり

方を創造するため、ウェルフェア、イベント、建物外観・屋外

空間・共用部分の改修、テナントとの連携、コミュニティ

カフェなど様々な施策を進めています。

個々の施策には、それぞれの社会課題に対応する目的が

ありますが、「団地の活性化を通じて、地域の活性化を図る」

という総合的なプロジェクトのビジョン示すことで、ＵＲ賃貸

住宅のブランディングに寄与するのではないかと期待して

います。

また、UR賃貸住宅は、多くの団地において今後さらに高

経年化が進むことから、建替え・改修等に係るコストなど、

経営に与える影響を踏まえ、適切に対応していかなければ

なりません。この問題は、今後、日本の多くの集合住宅が抱え

ることになる問題でもあります。

空間やコミュニティといった団地の強みを活かしたブラン

ディング、社会環境の変化やこれまでの経験を踏まえた団地

再生への多様なアプローチ、国内でもトップクラスにある

団地の長寿命化に係る技術・ノウハウの更なる活用など、

様々な施策を今後も推進し、フロントランナーとして、ストック

の再生に係る技術や、交流が自然に生まれるコミュニティの

形を発信していくことは、社会課題の解決を担う政策実施

機関としての重要な役割であると考えています。

海外展開支援業務では、昨年４月、シドニーにＵＲ初の海外

拠点となる事務所を設置し、州政府等との協働体制を強化

したほか、本年１月には、インドネシア共和国のジャカルタ

首都圏交通統合公社と鉄道交通を活かした都市開発に向け

て協力覚書を締結するなど、着実に業務のフロンティアを

広げているところです。渡航制限により対面での交渉が難し

い中、昨年１１月には、ＵＲがホストとして、アジアの住宅都市

関係の公的機関とオンライン形式で会議を開催しました。

オンラインであったため、非常に多数の関係者に会議を視聴

いただくことができ、URの存在をPRすることもできました。
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人が輝く都市の実現に向けて

内部統制の推進に向けた円滑なコミュニケーション

昨年、UR内の永年勤続表彰の場で、職員の代表者から

「（URは公団時代から）組織名称は変わったが、人の暮らしに

向き合い、社会に貢献するというＤＮＡは全く変わっていな

い。」という言葉を聞きました。改めて、この気持ちが私たち

ＵＲで働く人間の原動力であると感じたとともに、職員達を

大変頼もしく思いました。

今後どのような事業環境下にあっても、ＵＲのミッションで

多様な人材の育成、健康経営の推進

ESG経営の進展とともに、組織における無形資産の重要性

は年々増していると思います。ＵＲでは、職員一人一人が能力

を最大限に発揮し、効果的・効率的に業務を進めることに

より生産性を高め、併せてコロナ禍等の有事における組織の

レジリエンスも向上できるよう、人的資本への投資を重視

しています。

ＩＴ環境や勤務に関する制度の整備により、時間と場所に

捉われない働き方の環境はずいぶん整いました。業務の効率

化や生産性の向上、さらに新しい発想や創造力の発揮が促進

されるよう、引き続き整備を進めたいと思います。

また、e－ラーニング、外部研修など自己啓発を支援する

制度も引き続き拡充に努めているほか、令和3年度からは、

職員の主体的なキャリア形成を支援するため、従来のジョブ

ローテーションの仕組みに加え、特定の部署への配属希望者

を社内で募集する社内公募制度を導入しました。職員が能力

をより発揮できる機会の提供、チャレンジングな組織風土の

醸成につながっていくことを期待しています。

職員一人一人が幸せを感じながら活き活きと働くことも

大切と考えています。職員の健康の維持・増進に向け、人間

ドックの補助、健康診断の二次検査受診推奨制度の導入、

ストレスチェックなど、「健康経営」を推進しています。

コロナ禍の下、業務の進め方には難しさもありますが、オン

ラインも十分活用しながら、工夫を重ねて、相手国、海外公的

機関、民間企業と協議を進め、技術的支援や情報発信等を

推進し、日本企業の参画機会の創出に向けた橋渡しの役割

を果たしていきたいと思います。

財務活動については、引き続き円滑な資金調達に向けて、

投資家の皆様にＵＲの事業や財務の状況等について、丁寧に

かつ積極的にご説明していくことが大切と考えています。

動画配信を用いた投資家向け情報発信、地方公共団体との

エンゲージメントなど、積極的なＩR活動を通じて投資家層を

拡大し、資金調達の基盤強化を図っていきたいと思います。

有利子負債の削減は、削減計画を上回って着実に進んでい

ますが、中長期にわたり政策課題にコミットしていくための

持続可能な経営基盤を確立していくには、有利子負債の削減

とともに、賃貸住宅事業や都市再生事業で将来にわたって

安定的な収益を確保するため、必要な投資も計画的に行って

いく必要があります。

そのための原資として営業キャッシュ・フローの最大化に

引き続き取り組みつつ、有利子負債の計画的な削減と将来を

見据えた各事業での計画的な投資をバランス良く進めて

いきたいと思います。

今後、事業を進める上で、重要となるのが環境への配慮、

特に脱炭素への対応です。2050年までの脱炭素社会の

実現、2030年度温室効果ガスの2013年度比46％削減目標

に向け、すでに多くの企業や行政機関等が対応を進めてい

ます。またＵＲを含む公的機関の住宅・建築物については、

新築時のより高い省エネ基準への適合、計画的な省エネ改修

の推進等の方針が政府から示されています。

ＵＲではこれまでも、まちづくりや住まいづくりで環境に

配慮すべき視点を「環境配慮方針」として取りまとめ、各事業

分野で省エネ等に取り組んできました。例えばUR賃貸住宅

では、新築住宅は断熱等性能等級４を標準仕様として整備

しているほか、既存住宅での複層ガラス化への改修、高効率

給湯器への切り替えや共用部の照明器具のLED化を順次

実施してきました。

脱炭素への対応は、今後益々重要性が高まるものと思われ

ます。URとしては、政府の方針を踏まえ、コストにも配慮しつ

つ、政策実施機関として求められる脱炭素への貢献をしてい

きたいと考えています。また、効果的な手段や技術を見極め

ていくためにも、民間事業者や地方公共団体の皆様とよく情報

共有や連携をしていくことが大切であると考えています。

そしてもう一つ重要になるのが、ＤＸの推進です。近年、

一人一人の多様なニーズに対応可能なデジタル技術が急速に

進化しています。URにおいても、これらの技術を活用し、より

良いサービスの実現や業務の改善に努めていくことが重要と

考えています。

ＵＲではすでに、お客様の利便性向上や業務の効率化を

目的としたスマート技術の実証実験、賃貸住宅でのお客様

サービス、設計及び維持管理におけるＢＩＭ・ＣＩＭなど、デジ

タル技術の活用や検討を進めています。加えて、職員のデジ

タルリテラシーの向上を図るため、研修や提案事業などの

施策も始めています。

今年２月には、これまでの施策も踏まえ、DXを通じ、お客様

サービス、業務プロセス、さらに組織文化・風土も変革し、

お客様の満足や社会課題の解決に貢献していこうという、

DXに向けたURの考え方、「ＤＸ推進方針」を策定し、公表し

ました。

今後はこの推進方針も踏まえ、ハード・ソフト両面での

環境整備を進め、技術、業務、サービス等の革新が生まれる

組織風土の醸成に努めたいと思います。

URでは、コロナ禍を契機とした新しい生活様式や環境

負荷の低減等の社会課題に対し、ＡＩ・ＩｏＴなどデジタル

先端技術を活用して対応する研究も進めています。

ＮＴＴドコモとの共同研究では、ＵＲ賃貸住宅にお住まい

の方をモニターとして、自動運転・遠隔操作ロボットを活用

した配送実証実験を行ったり、また、スマート技術を活用した

住環境やサービスを研究する「Ｏｐｅｎ Ｓｍａｒｔ ＵＲ」の研究

会では、民間企業６７社に参加いただきながら、現在整備中の

新しいモデル住戸において、体験入居を通じて各種データを

取得・検証する実証実験を計画しています。

持続可能な未来の社会に向け、事業等で得た知見を積極的

に情報発信していくとともに、研究機会の提供を通じ多様な

主体との連携を一層進めていきたいと思います。

コロナ禍もあり、働く時間と場所の柔軟化を進める一方

で、職員からは、職場での会話や相談の減少、指導機会の

不足などの悩みを聞くこともありました。マネジメントを行う

現場の管理職の負担が増しているとも聞きます。

内部統制やコンプライアンスの推進に必要なものは、健全

な職場環境と円滑なコミュニケーションであると思います。

課題を共有し、円滑なコミュニケーションを図りながら協働

して解決を図る職場環境を醸成すること、健全な事業遂行や

法令遵守の確保を図る上で必要不可欠な内部通報制度を

的確に運用することなどが大切です。

このため、新しいグループウェアを活用したマネジメントの

工夫、レイアウト変更等によるコミュニケーションの取りやすい

執務環境への改善を推進するとともに、コンプライアンス

通報・相談窓口に寄せられる情報について、事実をしっかり

把握し、解決に当たっていきたいと思います。

私は、常日頃から役職員に向けて、ＵＲが持続可能な組織

であり続けるために、「自立した健全な経営を持続すること」、

「広範な社会的支持を受け続けること」、「コンプライアンス

違反を起こさないこと」の3つを大事にしてほしいと話して

います。こうした考えが役職員に正しく浸透することも内部

統制の実践であると考え、引き続き、内部統制の活動を重視

していきたいと思います。

ある「人が輝く都市」の実現に向け、役職員が志を高く持ち

ながら社会課題の解決に挑戦し続ける組織であり続けられ

るよう、心してこれからの組織の運営に当たってまいりたい

と思います。

人が輝く都市へ
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価値創造ストーリー

世界の都市間競争の激化、少子高齢化や地域経済の縮小、
災害対策などの社会課題

国際競争力強化、少子高齢化対策や地域経済の活性化、
まちの防災性向上などの国の政策ニーズ
（国土交通大臣が中期目標を策定）

事業活動を支えるガバナンス体制

国や地方公共団体、
民間企業等との
連携・協働

中期計画に基づく政策の実施・貢献インプット

事業・施策の企画から
実行までを担える多様で
専門性の高い人材
＜人的資本＞

60年以上にわたり
政策課題を解決しながら
培ってきたノウハウや

専門的知見
＜知的資本＞

安心・安全で良好な
居住環境を備えた

約71万戸の賃貸住宅を
中心とする多様な資産

＜製造資本＞

公的機関としての
中立・公平性、

国や地方公共団体等との
パートナーシップ
＜社会・関係資本＞

長期・低利の財政融資資金、
ソーシャル・ファイナンス、
安定した家賃収入
＜財務資本＞

都市の良好な自然環境の
保全に貢献してきた
団地の豊かな屋外環境

＜自然資本＞

都市の国際競争力の強化と
地域経済の活性化

災害に強い
まちづくりの推進

多様な世代が生き生きと安心して
暮らし続けられるコミュニティの創出

人々が安全・安心・快適に
暮らせる住まいの整備

環境にやさしく
美しいまちなみの形成

・国際都市に必要なインフラ整備、街区の再編や施設更新
・コンパクトシティ実現に向けた都市構造の再構築
・都市の防災機能の強化や、地方公共団体等の
  防災・減災活動への協力・支援

まちづくり

・団地を核とした地域の医療福祉拠点化の推進
・地域の魅力を高め、課題解決に資する
  団地の役割・機能の多様化
・建物の耐震化や住戸のバリアフリー化、
  住宅セーフティネット機能の充実

住まいづくり

・東日本大震災、熊本地震をはじめとした
  被災地域の復興支援
・被災初動期の速やかな情報収集に基づく被害状況
  調査・復旧等に係る地方公共団体の技術支援

災害からの復旧・復興支援

・建設副産物のリサイクル、環境物品等の調達の推進
・既存樹木の保存・移植等、屋上等建築物の緑化

環境負荷の低減

・有利子負債の削減による持続的な経営基盤の確立

財務体質の強化

アウトプット

新たな社会課題の提起・政策へのフィードバック

更なる社会課題に対応するための資本へ

アウトカム

様々なフィールドで活躍できる人材の育成、
多様な働き方を支えるダイバーシティの推進

人
が
輝
く
都
市
へ

新たな社会課題の提起・政策へのフィードバック

ＵＲは、国の政策実施機関として60年以上にわたり政策課題に向き合ってきた専門性・人材面での強みを活かし、
多様な主体との連携により、様々な価値を創出し、持続可能な社会の実現に貢献していきます。

安全で魅力ある
まちづくり

P15-16

多様な世代が
安心して暮らし
続けられる
住まいづくり

災害からの
復旧・復興支援

P23-28

P36-38

P33-35

P21・29-32

P17-20・22

人が輝く都市へ
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URは、これまでも人口減少、少子高齢化、東京一極集中という経済社会構造上の大きな課題や、巨大地震や気候変動に対応するための防災、

減災、老朽化対策の必要性といった我が国が抱える社会的課題の解決に、まちづくりや住まいづくりを通じて貢献してきました。

これからも、事業活動や業務活動等を通じて、世界共通の目標であるSDGsにも貢献していきます。

以下に、主な内容と実績を紹介しています。

・職種・階層別等研修の実施
・自己啓発支援として取得可能な資格

約 190 件・延べ約 7,600 人受講（R3年度実績）
約 80 種類 （R3年度実績）

・新規採用職員の女性比率
・女性の管理職比率
・障害者実雇用率

47.4%（R3年度入社）

6.0%（R4年4月1日時点）

2.95%（R3年6月1日時点）

・住棟ベースの耐震化率
・住戸のバリアフリー化率

95.0%（R3年度末時点）

60.8%（R3年度末時点）

・コンプライアンス研修の実施
・官製談合防止研修の実施

1,640 人受講 （R3年度実績）
596 人受講 （R3年度実績）

SDGsへの貢献

都市の国際競争力の強化と地域経済の活性化

・都市再生事業中の地区
・地方公共団体等とのまちづくりに関する協定の締結
・防災公園の整備と収容可能人数

84 地区 （R3年度末時点）
15 主体 （R3年度実績）
8.0 ha（R3年度実績）

30,347 人 （R3年度中に整備した防災公園）

・他国との協定・覚書の締結
・海外からの視察・研修等による
  受け入れ

8 件 （R3年度末時点）

134 か国・14,633名 （R3年末時点での累計）

災害に強いまちづくりの推進

・応急仮設住宅用地の提供と
  支援要員等の派遣
・津波・原子力被災地の復興に係る整備
・災害公営住宅の整備

約 8 ha・ 184 人 （R3年度末までの累計）
28 地区・1,513 ha（R3年度末時点）

86 地区・5,932 戸 （R3年度末までの累計）

45 団体 （R1年度からの累計）
79 回 （R1年度からの累計）

・地方公共団体等とURとの関係構築
・地方公共団体等に対する啓発活動

多様な世代が生き生きと安心して
暮らし続けられるコミュニティの創出

人々が安全・安心・快適に暮らせる
住まいの整備

・地域の医療福祉拠点化 120 団地 （R3年度末時点）
※大都市圏のおおむね1,000戸以上の団地約200団地が対象

・団地内の高齢者・子育て支援施設 1,101 件 （R3年度末時点）

環境にやさしく美しいまちなみの形成

・CO2排出量の削減 （H25年度比）
・UR賃貸住宅共用部照明のLED化
・UR賃貸住宅への潜熱回収型給湯器の設置

31,600 トン （R3年度実績）
75,586 台 （R3年度実績）

7,230 戸 （R3年度実績）

・廃棄物の再資源化
・建設発生土の有効利用
・環境物品の調達

98.8%（R3年度実績）

98.7%（R3年度実績）

100%（R3年度実績）

事業活動を支えるガバナンス体制 様々なフィールドで活躍できる人材の育成、
多様な働き方を支えるダイバーシティの推進

・内部統制に係るeラーニングの実施
・内部統制関連研修の実施

全職員対象 44 回（R3年度実績）
延べ 500 人受講 （R3年度実績）

安全かつ強靭なインフラ構築と持続可能なまちづくり

高齢者や子育て世帯等が安心して暮らし続けられる環境の整備

地球温暖化対策の推進

適切な内部統制の推進 社会情勢の変化に対応できる人材の育成

ダイバーシティ＆インクルージョンや働き方改革の推進コンプライアンスの徹底・推進

建設副産物のリサイクルや環境物品等の調達の推進

UR賃貸住宅における安全・安心・快適な暮らしの実現

海外都市開発事業への民間企業の参入支援

東日本大震災からの復旧・復興支援

発災時の迅速・円滑な対応に向けた活動

※機能・性能上の理由から調達できなかったものを除く

人が輝く都市へ

SDGsへの貢献 https://www.ur-net.go.jp/aboutus/action/customersatisfaction/sdg.html11


