
■団地を含めた地域の医療・福祉施設等を充実(地域医療福祉拠点化)させるほか、人々の交流を
育む環境づくりによる豊かなコミュニティのある地域(ミクストコミュニティ)の実現

■団地の役割・機能を多様化させ、地域に開かれた団地へ再生し、地域の魅力を高めるととも
に、人々のふれあいや緑を大切にした、安全・安心・快適なまちづくりの推進

■ 多様化する住まいのニーズに対応し、地域の価値向上にも寄与する魅力ある賃貸住宅を供給
し、世帯属性に左右されず、幅広い世代や多様な世帯が入居しやすい賃貸住宅の提供

■阪神・淡路大震災以降に培ってきた復旧・復興の経験を活かした、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・復興の推進

■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、密集市街地の改善や防災公園の整備によるまちの防災性向上等を通じた安全で魅力
あるまちづくり

■国や関係機関との災害対応に関する連携の強化と、これまで培ってきた災害からの復旧や
復興の経験を活かした、地方公共団体等への技術継承や啓発活動の推進

■ 国内での豊富な事業経験と、公的機関としての公平・中立な立場を活かし、国内・海外の政府
機関等とも連携した、日本企業による都市開発事業の海外展開支援

都市再生事業

賃貸住宅事業

震災復興支援事業

パートナーシップ協定を締結し、町全体の復興支援を行った女川町中心部の現在の様子
（宮城県女川町）

URとは
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「人が輝く都市」の
実現に向けて

2004年に美しく安全で快適なまちづくり
のプロデュースをめざし、都市基盤整備
公団と地域振興整備公団の地方都市開発
整備部門が統合されて、現在の独立行政
法人都市再生機構として新たにスタート
しました。
超高齢社会の到来、地方都市の中心市街地
活性化、頻発する大規模災害など、複雑化する
社会課題の解決に向け、都市再生の推進、
ミクストコミュニティの実現、大規模災害
からの復旧・復興等を推進し、持続可能な
社会の実現に向けて貢献していきます。

1950年代の高度成長期から現代の超高齢社会まで。
60年以上の長きにわたり時代とともに歩みながら、日本のまちづくりを支援してきました。

戦後の住宅不足解消と
いう使命を背負って

戦後の住宅不足を解消するため、1955年
7月に日本住宅公団は設立。1956年には
賃貸住宅・分譲住宅の第1号が、翌年には
公団初の市街地住宅をはじめ、大規模
団地や郊外でのニュータウンの開発プロ
ジェクトがスタート。東京や大阪などの
都市郊外に多数の団地を建設しました。
これにより、「食寝分離」という新しい住宅
様式（DKスタイル）が普及したほか、ステン
レス流し台や洋式トイレの採用など、戦後
の生活スタイルを先導しました。

大規模団地の建設
（赤羽台団地）

DKスタイルの提案
（金岡団地）

複合的なまちづくりによる
生活の安定化を目指して

未来に誇れる
魅力あるまちづくり

うめきた２期地区外庭SQUARE「みどり」の実験場
（大阪市北区）

東日本大震災の復興支援
（女川駅）

高度経済成長期を支えた
住宅・宅地の大量供給
高度経済成長期に都市部へ人口が集中
し、住宅の需要が供給を大きく上回る
問題が深刻化していました。
そこで、良好な住宅や宅地の計画的かつ
大量の供給に加え、それに伴う公共・交通
施設などの整備も含めた大規模な宅地
開発に着手。
郊外では大規模ニュータウンの開発、都市
部ではマンモス団地の建設が進められ
ました。

大規模ニュータウン開発
（多摩ニュータウン）

マンモス団地の建設
（高島平団地）

「量から質」への転換

高度経済成長期を経て、住宅が充足した
ことにより多様化する住まい方に応える質
の高い居住環境の整備など、これまでの
ベッドタウンのみの開発から総合的な居
住環境づくりが求められるようになり、
1981年10月、日本住宅公団と宅地開発公
団が統合し、住宅・都市整備公団が設立
されました。
都市地域における快適な居住環境を備え
た住宅の供給や市街地開発事業の実施に
加え、都市公園の整備といった生活の質
の向上に注力した時代です。

快適な居住環境
（多摩ニュータウンエステート鶴牧）

都市地域における市街地開発
（大川端リバーシティ21）

都市公園の整備
（昭和記念公園）

大都市への一極集中が進む状況を是正
するため、多機能分散型のまちづくりを
推進すべく、これまでの住宅主体の開発
から、都市施設を備えた複合的なまち
づくりへと動き始めたほか、快適な都心
居住を実現するため、工場跡地等の土地
利用転換による、都市地域における市街
地開発を推進した時代です。
また、昭和30年代建設の団地について、
好立地を生かした職住近接の住宅供給、
居住水準の向上等を図る観点から、建替
事業に着手しました。

1995年には、阪神・淡路大震災のための
震災復興事業を開始し、一日も早い復興
に向けて全力で取り組みました。
また、バブル経済の崩壊に伴う未利用地
の散在などの問題も顕在化し、1999年
10月からは都市基盤整備公団として、
これまでの業務を承継しつつ、健康で文化
的な都市生活や機能的な都市活動を実現
するため、土地の有効利用や都市の基盤
整備へと、業務の重点を移行することと
なりました。

宅地開発公団

地域振興整備公団

住宅・都市整備公団
都市基盤
整備公団

独立行政法人
都市再生機構
（UR都市機構）

1974

1981 1999
20041975

建替後の団地
（アーバンラフレ星ヶ丘）

阪神・淡路大震災の復興支援
（神戸震災復興記念公園）

魅力あるまちづくり
（東雲キャナルコートCODAN）

日本住宅公団1955

1955～1964
昭和　 年代30

1965～1974
昭和　 年代40

1975～1984
昭和　 年代50

2004～
平成    年16

1995～20031985～1994
昭和から平成へ 平成   年7 年15～

価値創造の歩み
URとは
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主な役割と中期目標・中期計画（令和元～令和５年度）

コーディネート及び事業の実施地区数　330地区

都市再生事業等に係る
民間建築投資誘発額　１兆8,000億円規模、
経済波及効果　３兆6,000億円規模

●

●

URの働きかけによる啓発活動の実施回数　50回●

復旧・復興に資するURとの関係構築を行った
地方公共団体等の数　50団体

●

海外の都市開発事業等に関して、URが相手国、
海外公的機関及び民間企業等の間で締結した
協定・覚書の件数　10件

●

福島県の原子力災害被災地域における復興拠点
整備事業の着実な実施、宅地等の引き渡しの完了

●

津波被災地域における復興市街地整備事業の
着実な実施、宅地等の引き渡しの完了

●

令和5年度末時点の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　累計120団地程度

●

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　概ね過半

●

令和5年度末時点の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　60％以上

●

令和5年度末時点のUR賃貸住宅ストックの
耐震化率（住棟ベース）　95％以上

●

1

2

3

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

1 東日本大震災からの復興

1

2

3

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

専門性・人材面での強みを　　         最大限に活用し、地方公共団体・民間事業者等との連携を通じて、時代に応じた様々な価値を創出

主な政府方針

政府方針を踏まえ、業務運営の効率化を図りつつ、自主的かつ自立的な経営のもと、ＵＲの専門性・人材面での強みを
活かし、国の政策実施機関としての機能の最大化を図ることが求められています。
独立行政法人制度における中期目標管理法人として、国土交通大臣から指示された中期目標に基づき、
当該中期目標を達成するための中期計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けます。
また、毎事業年度の開始前に、当該事業年度の年度計画を国土交通大臣に届け出ることとされています。

令和3年度計画についてはこちら    P51-52

政府方針とURの役割

・都市の国際競争力の強化のための環境整備

・都市のコンパクト化の推進

・災害に強いまちづくりの推進　等

・密集市街地の火災対策

・津波に強いまちづくりの促進　等

・海外の都市開発事業への我が国事業者の参入促進

・若年世帯・子育て世帯が安心して暮らせる住生活の実現

・高齢者が自立して暮らすことができる住生活の実現

・住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保

・住宅地の魅力の維持・向上　等

都市再生基本方針

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

住生活基本計画

国土強靱化基本計画

都市再生

賃貸住宅

震災復興支援

URとは

中期目標・中期計画等　 https://www.ur-net.go.jp/aboutus/mokuhyo_keikaku.html15 16



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魅力の向上を図るため、国際都市に向けた環境整備や

交通インフラの整備等、今後の日本経済の基盤確立に必要不可欠な国家的プロジェクトや、都市の魅力向上に資するプロ
ジェクトに積極的に関与しています。

防災性向上による安全・安心なまちづくり
災害時に大きな被害が想定される密集市街地において、ステークホルダーとの適切な連携・役割分担のもと、密集市街地

の整備改善のための総合的な支援を実施しています。また、防災公園の整備等により、都市の防災性の向上や減災対策を
推進しています。

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
持続可能な都市経営を実現するため、多様な主体と連携し、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、広域的な視点でのまちづくりを支援しています。

上記の独自の強みを活かし、都市の魅力向上や防災性の向上、海外からの投資を呼び込むための都市の競争力強化、
コンパクトシティの実現による地域経済の活性化など、まちづくりを通じて、政策目的の推進を図るとともに、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。

政策課題の解決に向けた事業を推進するにあたっては、政策的意義が高いものの事業エリアが広範なものや、関係権利者
が多く利害関係の調整が難しいもの、事業期間が長期にわたるものなど、事業の収益性や事業規模の観点から民間事業者
単独では実施することが難しい、また、地方公共団体だけでは事業を進めるための経験や人手が不足しているという
ケースがあります。
このようなケースにおいて、URでは、次の5つの独自の強みを存分に活かし、多様な連携主体との協働により、国の政策
実施機関として都市再生を推進しています。

航空写真

東京の中心に位置する四谷エリアにおいて、これまで無かっ
た高機能・大型オフィスを供給し、地域の新たな魅力の創出を
実現しました。

当プロジェクトでは、東京の中心に位置する四谷エリアに
て、URが市街地再開発事業の施行者として、官公民の合意
形成を図り、令和２年１月に建物竣工に至りました。

■業務機能整備による地域の新たな魅力の創出

敷地全体に基準の1.5倍以上の大規模な緑地空間を整備
し、都心の高層タワーでありながら緑に包まれた空間を創出。
江戸城外堀と連続したみどりの都市景観を形成しています。

■都心部再開発事業において
希少な大規模グリーンインフラの構築

地域の防災拠点としての機能を備える広場を配置しました。

■地域の防災拠点となる広場空間の整備

・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

都市再生
～安全で魅力あるまちづくり～

コモレビの広場
防災機能を備えた、地域の
方々の憩いと賑わいの場を
整備（撮影：泉大吾）

＋PLUS LOBBY
民間事業者が運営する交流
＆イベントスペース。様々なイ
ベントが開催され人々が座っ
て語り合える空間を創出既存建物を改修し、様々な活動の場として活用

当地区では中央区や地元街づくり会社からの要請を受けて、土地・建物の取得・活用やまちづくりを担う多様な人材の誘
致・育成、地区PR用HPの開設などを行っています。
中長期的・連鎖的に事業を実施することによる段階的なエリア価値向上を本格的に目指して、物件を長期的に保有、利活
用。多様な人材を呼び育成する仕組みづくりを行うことで、地域の拠点の形成や持続可能性確保を推進していきます。

■地元住民・プレーヤーと共に段階的なエリア価値向上を実現

政策実施機関としての強み

URの役割

事業を通じた政策課題・社会課題の解決と価値創造

URの強み 多様な連携主体

事 例 紹 介 コモレ四谷（東京都新宿区）

事 例 紹 介 日本橋横山町・馬喰町問屋街地区（東京都中央区）
ばくろちょう

URとは
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公平・中立性

UR

政策実現を
支える

様々な権能
多様な人材

公的機関
としての
信頼感

豊富な経験と
ノウハウ

国 地方
公共団体

地域の
人々

民間
事業者



本市では、広島駅周辺地区と紙屋町・八
丁堀地区を東西の核とする「楕円形の都
心づくり」を進めており、当地区の再開発
事業は、都心活性化のリーディングプロ
ジェクトとして推進しているところです。
ＵＲのコーディネートもあり、令和３年
度には市街地再開発事業等の都市計画
決定を行うことができました。引き続き、
関係者一丸となって本事業を着実に推進
し、国際平和文化都市にふさわしい都市
空間の形成を目指してまいります。

広島市長
松井　一實氏

高規格オフィスや良質なホテルの整備による都市機能の強化に加え、
景観改善やインフラ更新といったまちの課題を解消することで、市が
目指すまちづくりを官民共同で実現します。

当地区が位置する特定都市再生緊急整備地域「広島都心地域」（紙屋町・
八丁堀地区）は、都市機能の充実・強化が求められています。
URは、広島市や地権者と連携・協力して市街地再開発事業を推進し、紙屋
町・八丁堀地区の活性化に向け、賑わいのあるまちの形成を目指していきます。

■都市機能の強化にとどまらない、まちの課題解消を通じた
　市が目指すまちづくりの実現

大和川は過去に何度も洪水をおこしているため、河川沿いは
防災性の向上が求められています。大和川左岸エリアでは、国の
都市再生プロジェクトである高規格堤防整備と阪神高速大和川線
整備が行われてきました。
URは当エリアの整備に初期段階から参画し、土地区画整理
事業の施行や、小規模住宅が密集するまちの防災性向上と生活
再建に取り組んでいます。高規格堤防と一体化した安全・安心まち
づくりを通じて、堺市の減災・防災に寄与します。

■国家的プロジェクトと一体化した安全・安心なまちづくり

当地区では、弥生時代の環濠集落跡を含む遺跡を保存・活用
する史跡事業と一体となって防災公園を整備しました。
災害時における広域避難地としての防災機能だけではなく、
パークセンターや全天候型の子どもの遊び施設などを導入し、
人々が集まる賑わい空間を創出しました。

■史跡事業と一体となった防災公園の整備

時代やニーズに合わせて成長し続ける公園にするため、ハーフ
メイドエリアを設定し、市民とともに育てつづける公園づくりを
実践しています。

■ハーフメイドの公園づくりの実践

広島商工会議所の移転に伴い、世界遺産である原爆ドームの周辺に
ふさわしい景観形成の実現に寄与します。

原爆ドーム周辺の景観の改善

中国電力ネットワーク㈱の既存変電所を、地域の電力供給の基幹施設
としての機能を中断させることなく、事業区域内に直接移転します。
併せて、老朽化した市営駐輪場も更新します。

都心インフラを機能中断することなく更新

道路空間と一体的な利用が可能なオープンスペースを提供し、相生通りの
沿道空間形成の先導的役割を果たすとともに、地域のエリアマネジメント
団体等と連携しながら、多様な地域活動によるにぎわいと交流の機会を
創出します。

公共空間の整備を通じたにぎわいと交流機能の強化

広島商工会議所の移転イメージ完成イメージ（今後、変更となる可能性があります）

機能中断せずに変電所を移転（イメージ図）

全景

来園者で賑わう様子

人工芝の大屋根広場 歴史拠点施設

浸水想定区域図（出展：国河川提供資料）
※大和川左岸・南海高野線より下流で破堤した想定の比較

（高規格堤防は破堤しないと仮定し、その上流及び下流で破堤すると想定）

令和３年12月UR撮影平成19年地理院地図

事 例 紹 介 大和川左岸エリア（大阪府堺市）事 例 紹 介 基町相生通地区（広島県広島市）

事 例 紹 介 安満遺跡公園（大阪府高槻市）

もとまちあいおいどおり さがんやまとがわ

あ ま

原爆ドーム周辺の景観（現況）

Before

約1,030ha

約79,000人

浸水面積

浸水人口

After

約460ha

約17,000人

URとは

都市再生 https://www.ur-net.go.jp/produce/index.html19 20



住家の被害認定業務の調査計画策定に係る
県・市・内閣府打合せ（静岡県熱海市）

■頻発化・激甚化する水害への対応

当会議は、日本（UR）側の発意提案により、平成７年から韓国、香港、シンガポー
ルにおける住宅都市関係の公的機関が持回りにより開催しており、今回、節目の
25回目を迎えました。今回のホストであるURは、新型コロナウイルスの世界的な
感染の影響により、渡航、対面での会議開催が困難な状況を踏まえ、初めてオン
ライン方式により開催しました。
今回は、「誰もが住み続けられるまちづくり」をメインテーマに、コロナ禍の状況
やSDGsを意識した各機関での取組などについて、それぞれ発表を行いまいした。
URからは横浜市の洋光台団地における「団地の未来プロジェクト」とＵＲ賃貸住宅におけるグリーンインフラの取組をご紹
介しました。URが主催する本格的な国際会議を全面的にオンライン方式で実施する初めての試みでしたが、オンライン会議
の特性を活かして各参加機関において出席者以外の者の同時視聴が可能となったことで、参加機関合計で約100名が参加、
聴講する会議となり、参加機関における知見共有や今後の人材育成にも資する情報を提供する機会となりました。

■海外の公的機関との交流・情報発信
　（「第25回アジア住宅都市関係公的機関会議」初めてオンラインで開催：令和3年11月30日）

■令和３年７月１日からの大雨、令和３年８月の大雨及び令和４年福島県沖を震源とする地震における支援

災害対策基本法における指定公共機関であるURは、南海トラフ地震や首都直下地震、
豪雨災害といった自然災害の発生リスク、また発災時に災害対応を担う地方公共団体職員
の減少といった社会的な課題を踏まえ、平時から国や地方公共団体、関係機関と災害から
の速やかな復旧に向けた関係づくりを進めるとともに、東日本大震災における支援経験等
を活かして、事前防災や復旧・復興に係る啓発活動を実施しています。
また、発災時には速やかに情報収集を行い、国等の要請に応じた被災地への職員派遣や
被災された方々へのUR賃貸住宅の提供等、被災地に寄り添った支援を実施しています。

災害からの復旧・復興支援
新興国を中心とする世界の旺盛なインフラ需要を取り込むことは日本の重要な成長戦略の一つであり、海外社会資本事
業への我が国事業者の参入促進を強力に推進するべく、平成30年に「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（海外インフラ展開法）」が施行されました。
同法により国土交通大臣が定める基本的な方針に従って、公的機関としてこれまで蓄積してきた都市開発のノウハウ等を
活かして、国内外の関係府省や政府関係機関、民間事業者との連携を推進し、我が国事業者の円滑な参入に資する調査、調
整及び技術提供を行っていきます。
具体的には、民間企業単独での参入が困難な大規模都市開発事業等について、国内外での関係機関との関係構築・連携を
図りながら、相手国の都市開発プロジェクトの動向把握に努め、調査業務や地区開発マスタープラン策定等の計画策定支援
を行うこと等が挙げられます。また、我が国事業者等の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やその
ために必要な情報収集及び人材の確保・育成を図ることとしています。

都市開発の海外展開支援

「住家の被害認定業務支援に関する連携協定」締結
（右：武田内閣府特命担当大臣（防災）(当時)、
左：中島ＵＲ理事長）　

ＵＲは平成30年11月に州政府と覚書を交換し、令和元年10月に州政府傘下
のウェスタン・パークランド・シティ公社（WPCA：Western Parkland City 
Authority）とアドバイザリー契約を締結。令和８年開業予定の西シドニー新空港
とその周辺地域の大規模都市開発や公共交通指向型都市開発に関する知見を
活かした計画策定に関する技術的助言の提供及び日本企業の参画促進に向けた
橋渡しや情報発信等を支援しています。

■支援の更なる推進・拡大

エアトロポリスコア地区のイメージパース（WPCA　HPより）

4機関代表による記念撮影

URブースで説明を受ける、二之湯内閣府特命担当
大臣（防災）、達増岩手県知事、野田釜石市長ほか

ＵＲの技術的支援に対して江の川流域治水推進室
から感謝状を受領

※当地域における災害復旧工事の効率的・効果的な執行及び早期完了を目的に、１６機関におよぶ発注機関とその機関が発注する同時かつ複合的に実施される災害復旧工事間を横断的に調整
　するため、長野県建設部、公益財団法人長野県建設技術センター及びＵＲが連携して実施

上記の災害において、内閣府の要請に基づき、被災した11県※1における住家の被害
認定調査業務に関する市町村職員向け説明会において概要や留意点の説明等を
行うとともに、２県※2に対して調査計画の策定支援を行いました（職員延べ30人・日）。
特に大規模な土石流災害が発生した静岡県熱海市に対しては、市役所に職員を
派遣して調査計画の策定支援を実施し、熱海市長からお礼状を受領しました。

■ぼうさいこくたい２０２１（令和3年11月6日）
内閣府等が主催する国内最大級の防災イベントにおいて、実際に支援を経験したUR

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しました。地方公共団体職員を
はじめとして100名以上が参加し、参加者からは「具体的な経験に基づく説明が非常に
分かりやすかった」等の声をいただきました。

流域治水関連法が整備され、防集法※２と機構法の改正により、URは地方公共団体
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りました。　
過去に多くの洪水被害が発生している江の川流域において、東日本大震災の復興支援やまちづくりの実績を踏まえ、令和
３年４月に江の川流域治水推進室と覚書を締結し、河川整備とまちづくりの一体的な推進に向けた支援を実施しています。
本支援を通して、江の川中下流域において国、県、流域市町は「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）」
を、全国に先駆けて策定・公表しました。

※1 静岡県、広島県、鹿児島県、鳥取県、島根県、福岡県、長野県、岐阜県、佐賀県、福島県、宮城県　※2 静岡県、佐賀県

※１　中国山地を貫流し、広島・島根の２県をまたぐ中国地方最大の河川
※２　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

事 例 紹 介 西シドニー地区

事 例 紹 介 東日本大震災における復興支援経験を通じて得られた経験・教訓の伝承

事 例 紹 介 江の川※１流域における流域治水への関与

URは東日本大震災における復興支援経験を踏まえ、これらの貴重な教訓を広く伝承
し、将来の災害への備えに資することを目的として、国等が主催する防災イベントや地方
公共団体が参加する会議など、様々な場面で講演等を行っています。

令和元年東日本台風において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
ついて、令和３年度には国や有識者を交えた勉強会を設置し、当業務の効果や留意点を整理しました。
当勉強会の成果を踏まえ、災害復旧支援の効率的・効果的な実施に向けた地方公共団体への啓発に努めてまいります。

URとは

海外展開支援 https://www.ur-net.go.jp/overseas/japanese.html災害からの復旧・復興支援 https://www.ur-net.go.jp/re/index.html21 22

令和3年度は、これまで覚書を交換しているオーストラリア、中国、タイ、インドネシアと、また新たな相手国及び政府機関
に対してウェブ会議等の手段を活用し、引き続き渡航制限があるなかで業務・協議を継続しながら、支援を進めた結果、
インドネシア（ジャカルタ首都圏交通統合公社）、カンボジア（経済財政省）において、新たな覚書を交換することとなり
ました。また、オーストラリアにおいては令和3年4月に、URとしては初となる海外事務所をシドニーに設置し、現地州政府
等との協働体制を強化するとともに、豪州におけるスマートシティプロジェクト等の大規模開発案件にも積極的に関与
していきながら、日本企業の参入促進に向けた環境整備を進めました。



昭和30年に設立された日本住宅公団がその翌年に建設した金岡団地（大阪府堺市）をはじまりとして、大都市圏を中心に
60年以上にわたって時代の要請に対応した賃貸住宅の供給・管理を行ってきました。
現在は、独立行政法人として、約1,500団地・約71万戸のUR賃貸住宅を独自に管理・経営するとともに、住宅セーフティネット
としての役割の充実を図るなど政策的役割を果たすため、URが保有する賃貸住宅等の資源を有効に活用しながら、「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）」の実現を目指して、新しい価値の創造を図っています。

前身の公団時代に、DK（ダイニングキッチン）間取りの供給により食寝分離を国内に広め、現在では「UR賃貸住宅」として
ファミリー向けを中心に多様な間取りを展開し、建替えやリノベーション等により多様化するニーズへの対応と賃貸住宅
ストックの価値向上を図っています。
特に、他社と連携して行うリノベーションでは、これまで展開してきた住戸のほか、共用部や屋外空間など他の領域にも
広げることでUR賃貸住宅の価値をさらに向上させ、多様な世代に新たな生活スタイルを提案しています。

■多様なライフスタイルの提案

蓮根団地のダイニングキッチン
（東京都板橋区）

他社との連携事例：ＭＵＪＩ×ＵＲ団地リノベーションプロジェクト
志徳団地（福岡県北九州市小倉南区）
（https://www.ur-net.go.jp/chintai/muji/）

団地数 戸数

401,112

50,496

199,240

44,749

10,559

706,156

763

113

389

149

45

1459

首都圏（東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城）

中部圏（愛知・静岡・岐阜・三重）

近畿圏（大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良・和歌山）

九州圏（福岡・長崎・熊本・鹿児島）

その他

計

国の政策実施機関としての役割の充実
UR賃貸住宅の管理等を通じて経営基盤を安定化させつつ、住宅セーフティネットとしての役割の充実や団地屋外空間の
活用による団地を含めた地域の活性化など、政策的役割を持続的に果たしていきます。

■住宅セーフティネットとしての機能
UR賃貸住宅は、世帯の属性（高齢者、障がい者、子育て世帯等）により入居を拒むことはなく、入居にあたっては保証人を
不要としています。また、地方公共団体等の地域関係者との連携・協力のもと、団地内だけではなく、地域に必要な医療・
福祉等の施設・サービスの誘致や整備等を行い、団地やその周辺地域で安心して健やかに住み続けられる地域医療福祉
拠点化団地の形成を推進しています。このほか、高齢者・子育て世帯向け住宅を供給する等の施策を通じて、公的賃貸住宅
として、公営住宅等とともに住宅の確保に配慮が必要な方々の居住の安定を図る上で重要な役割の一つを担っています。

約130万人のお客様が暮らす団地の安全・安心・快適を支える管理体制として、グループ
会社（株式会社URコミュニティ）が運営する「住まいセンター」を全国に27か所設置して
います。住まいセンターは、日常の修繕や清掃、設備の法定点検等に必要な体制の構築
や監理、お客様からのお問い合わせへの対応等を担っています。
団地の共用部清掃では、最大週6日の実施体制で清掃員が建物の廊下や階段、エント
ランス、屋外の通路や緑地等の清掃を実施し、また団地内で事故等を発見した場合には
通報等初期対応の役割も担っています。
また、一定規模以上の団地には、お客様からのお問い合わせや各種申請の窓口として

「管理サービス事務所」を設ける等きめ細かな管理体制を構築しています。
さらに、地域医療福祉拠点化団地には、「生活支援アドバイザー」を配置し、高齢者
からの各種ご相談受付や社会参加のきっかけにもなるイベント等を実施しています。
入居をご希望のお客様に対しては、「UR営業センター」、「UR賃貸ショップ」、「UR現地
案内所」を展開し、皆様のお部屋探しをお手伝いしています。UR賃貸住宅はURの自社管理
物件であるため、「UR営業センター」、「UR賃貸ショップ」では、エリアを跨いだ営業体制で
物件の立地にかかわらずお客様の御都合に合わせた店舗でのお部屋探しが可能です。

■ UR賃貸住宅の管理・営業体制

生活支援アドバイザー

UR新宿営業センター

賃貸住宅 賃貸住宅（管理戸数）

※令和４年3月末時点
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戸706,156

全国 27か所

住まいセンター

全国 33か所

UR営業センター

全国 747か所

管理サービス事務所

全国 220か所

生活支援アドバイザー

全国 81か所

UR賃貸ショップ

全国 76か所

UR現地案内所

・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

賃貸住宅
～多様な世代が安心して
　暮らし続けられる住まいづくり～

URの役割

政策実施機関としての強み　

賃貸住宅供給実績の推移 UR賃貸住宅の分布

URとは
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「新しい生活様式」の実現に向けて
　URは、コロナ禍においても、住まいのライフラインを預かる事業体として、お客様と業務従事者の健康・感染拡大防止に
最大限配慮しながら、お客様との窓口である住まいセンター、管理サービス事務所、営業センターの営業継続や安全・安心に
欠かせない修繕等をお客様へ理解・協力を求めながら適切に実施することで、「お客様の日常生活のサポート」及び「新たな
お客様への住宅の提供」を行っています。
　また、コロナ禍における住環境の変化等を適切に把握し、Withコロナ・Afterコロナにおける“新しい生活様式”に対応した
住環境の提供に努めています。

持続可能で活力ある地域・まちづくりの推進
　主に管理開始から４０年を超える団地について、お住まいの方の居住の安定に配慮しながら、地域及び団地ごとの特性に
応じて、団地の再生を進めています。団地の建替えや集約化を行って生まれた整備敷地等には、医療、福祉、防災、交流、賑わ
い等の地域に求められる施設を誘致し、団地だけでなく、地域の魅力や価値を高めています。

団地の屋外空間を活用した
イベントの開催

　URのグループ会社や民間事業者等と連携し、広場や
公園等の豊かな屋外空間を活用した、マルシェやアクティ
ビティなどのイベントを開催し、団地を含めた地域の
活性化及び団地の価値向上に努めています。

　コロナ禍において、様々な制限により外出が抑制され、日常生活の変化により、「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。

「URでPontaアンケート調査」～コロナ禍における住環境の意識・行動変化について～

社会や人とつながるための新たな仕掛けや環境づくりにより、コミュニティの醸成が求められる

※「URでPonta」アンケート調査結果より（令和３年６月11日～６月20日実施。有効回答数15,100人。）

阪神電鉄と連携し、赤胴車を団地の広場に設置
武庫川団地（兵庫県西宮市）

　UR賃貸住宅を建替えるとともに、整備敷地を活用し、病院
などの施設や、分譲住宅の誘致を行うなど、団地を核とした地
域の価値向上を図っています。
　また、緑豊かな広場や緑道の整備をはじめとするウォーカ
ブルなまちづくりを進めることにより、地域にお住まいの方が
生き生きと健康に暮らせる住環境を実現しています。

　整備敷地には、地域にお住まいの方が安心して住み続けられるよう、地域医療の中核となる総合病院や地域包括支援セン
ター、サービス付き高齢者向け住宅を誘致しました。令和3年9月にオープンしたサービス付き高齢者向け住宅では、地域と連携
し、朝の体操、絵画展、認知症カフェなど、入居者だけでなく周辺にお住まいの方も対象とした高齢者向けのイベントなども行う
予定です。これらの医療福祉施設等の誘致によって、団地の周辺地域も含めた、地域の医療福祉機能が強化されました。

帝塚山大学では「実学の帝塚山大学」をスローガンとし、教員と
学生が一緒になって様々な地域連携プロジェクトを進めています。
　令和３年６月、整備敷地を譲り受けられた民間事業者による
供給予定の住宅地の集会施設に関し、学生からコミュニティ活
性化を目的とした集会所の利用やあり方についてプレゼンテー
ションをさせて頂きました。参加者は100名を超え、学生・民間
事業者の間で活発な意見が交わされました。団地周辺に多世代
が集うコミュニティ形成のきっかけになればと思います。また、
若い学生世代が実学としてまちづくりを体験し、豊かな成熟した
まちと共に考え行動することでまちの魅力が高まることを希望
します。
　今後も、子育て、福祉や健康としたテーマでともに連携し協力
した取り組みを共に推進していくことを合わせてお願い申し上
げます。

帝塚山大学現代生活学部　学部長
辻川　ひとみ氏

■地域に安心して暮らし続けられるための施設の誘致

西奈良中央病院 奈良市二名地域包括支援センター

サービス付き高齢者向け住宅
（チャームスイート奈良学園前）

緑豊かな団地内の広場

■地域の多世代コミュニティ形成・活性化
　少子高齢化等の地域課題に対応した地域コミュニ
ティの形成及びその活動の活性化に資するととも
に、教育研究の効果を向上させることを目的として、
帝塚山大学と「帝塚山大学と都市再生機構との包括
連携・協力に関する協定」を締結しています。

学生によるプレゼンテーションの様子

事 例 紹 介 奈良学園前・鶴舞団地（奈良県奈良市）

事業を通じた政策課題・社会課題の解決と価値創造

家で過ごす時間 外出頻度 知人・友人とのコミュニケーション

大きく増えた/やや増えた
40.9

19.0
26.0

30.1

41.9

35.0

43.9

37.2

19.4

1.4 1.0 0.6 1.4 0.5 1.4

78.1％
大きく減った/やや減った

78.9％
大きく減った/やや減った

72.0％

大きく増えた 大きく減ったやや増えた やや減った変わらない
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新たなコミュニティ創出を団地から
　急速に進む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応するため、現在237団地において、「地域医療福祉
拠点化」を進めています。気軽に参加できるイベントの開催や住民活動の支援などを通じ、世代の壁を越えた交流が自然に
生まれる「ミクストコミュニティ」を育むきっかけづくりに力を注いでいます。

　団地の良さである「集まって住むパワー」を最大化するというコンセプト
のもと、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
け合わせるという新しい視点に基づき、団地の未来の住まい方と地域のあ
り方を創造し続けています。

＠洋光台北・中央・西団地（神奈川県横浜市磯子区）

地域関係者の声

磯子区連合町内会長会
会長　三上勇夫さん

（団地の未来プロジェクトが始まり、
広場改修などが行われたことで）自治会
のイベントやいろんな活動が非常にやり
やすくしてもらったと思っています。
芝生広場になったことで子供の遊びが
変わりました。最近は土曜日や休みにな
ると芝生広場の木の台の上から子どもた
ちが手作りの飛行機を飛ばしたり、裸足
で遊んでいる様子をお母さん方が見守っ

ている風景をよく見かけます。これは、芝生だからできるこ
と。子どもを撮影する家族の姿もよく見かけ、画になる風
景がものすごく増えたと感じています。雪が降った時の雪
景色は最たるもので、広場には雪だるまがたくさん並んで
いました。

さらに、居住者以外の方からも芝生広場を使わせてほし
い、子ども遊びなどをやりたい、などの声をよく聞くように
なりました。
ＵＲが団地の空間を誰もが使いやすいよう改修したこと
で、洋光台地域の活性化につながっており、（「団地の未来」
プロジェクトによって）UR団地のパワーが地域に伝わりま
ち全体が活気づいてきていると感じます。例えば、南の旧Ｕ
Ｒ分譲団地の集会所も改修されるなど、新たな形でコミュ
ニティの場づくりが広がりつつあり、団地の未来プロジェク
トの波及効果だと思っています。
こういった流れは、ＵＲが様々な取組みを進めて地域を
盛り上げた結果であり、今後ますますコミュニティづくりが
進むことを期待しています。

「団地の未来」プロジェクト

　洋光台北団地第一集会所に隣接する屋外広場と住棟
ファサードのトータルリニューアルを実施。広場は柵や段
差をなくし芝生を敷くことにより誰もが使いやすいオープ
ンで気持ちの良い屋外空間に生まれ変わりました。

　洋光台駅前にある洋光台中央団地の広場をリニュー
アル。庇を2階の高さに設置し、天井が高く開放的な縁
側空間を作り出しました。また、新設した2階デッキには
エリアマネジメントの担い手として地域の情報収集・発
信拠点の役割を担う「まちまど」が開設されています。さ
らに、広場では、ハロウィンイベント（洋光台まちづくり
協議会主催）やクラフトマルシェ祭（株式会社新都市ラ
イフホールディングス主催）など、様々なイベントが開催
され、団地内外から多くの方が来場されています。

　洋光台北団地第一集会所のリニューアルを実施。コ
ミュニティカフェを併設し団地居住者以外も立ち寄れる
場所として賑わいを見せています。コミュニティカフェに
は「団地のライブラリー」も併設しています。

URとは
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東日本大震災は、津波による被災範囲が広範で多くの市町村にまたがったこと、原子力災害という未曽有の被害が生
じたことから、地元の被災地方公共団体のみでは復興まちづくりを進めることは難しい状況でした。
URは、東日本大震災復興特別区域法等に基づく被災地方公共団体からの委託により、国や被災地方公共団体とのパート
ナーシップによる役割分担のもと、これまでのニュータウン開発や賃貸住宅事業により長年培ってきた「まちづくり」や
「住宅」に係るノウハウと、阪神・淡路大震災や新潟中越沖地震等の復興支援に携わってきた経験を存分に活かすことで、
被災地の復興支援を進めています。

東日本大震災における復旧・復興に係る支援

福島原子力災害被災地域における支援事例　大川原地区（福島県 大熊町）

URは大熊町から、「交通まちづくりビジョン」の具現化支援を受託。町内で
生活する方等が安心して過ごせるように、町の公共交通整備及び共助型交通シス
テムや、シェアモビリティ事業の検討等、新たな交通システムを加えた持続的な
交通まちづくりの支援を行っています。

福島原子力災害被災地域における
復興支援

2

双葉駅前の様子

復興市街地整備

津波被災地域における復興支援1

被災地方公共団体からの
要請により、住まいを失われ
た方々のための公営住宅を
建設しました。

災害公営住宅整備

女川駅前「シーパルピア女川」

山田中央団地（岩手県山田町）

復興庁・国土交通省との連携のもと、避難者の方が
帰町できる環境の実現に向け、大熊町、双葉町、浪江
町の3町において帰還困難区域内も含む復興拠点整
備の事業を着実に推進しています。
さらに、公的施設等の建築物整備事業支援、にぎわ

い形成・産業創出、まちづくりの担い手の確保、福祉
施設の運営体制の構築などの地域再生支援にも取り
組み、ハードとソフトの両面から被災地域を支援してい
ます。

被災地方公共団体からの
委託により、土地区画整理
事業等による被災市街地の
嵩上げや、高台新市街地の
整備を実施しました。令和4年
度以降においても沿岸被災地域の土地活用を推進するた
め、復興庁や県と連携を図りながら、調査、調整及び技術の
提供に関する支援を実施しています。

Ⅰ 復興拠点整備事業支援

Ⅱ 建築物整備事業支援 Ⅲ 地域再生支援

原子力災害被災地域では、3つの支援領域が渾然一体となりながら、
被災地の復興まちづくり支援を推進しています。

支援の特徴URが支援を進める原子力災害被災地域

地区内に、商業・交流・宿泊温浴施設の3施設がグランドオープン（提供：大熊町）

シェアモビリティ事業の検討

■大川原地区の復興まちづくり

「交通まちづくりビジョン」具現化支援（地域再生支援）

大熊町役場庁舎

・東日本大震災からの復興震災復興支援
～災害からの復旧・復興の支援～

URの役割

政策実施機関としての強み

事業を通じた政策課題・社会課題の解決と価値創造

公営住宅2期

教育施設

事業区域

公営住宅1期R3.4 商業施設　開業
R3.10 宿泊施設　開業

R1.5 新庁舎　開庁

R2.4 福祉施設　開業

福島再生
賃貸住宅

原子力災害の被害を受けた大熊町では、平成27年3月に「大熊町第二次復興計画」を策定し、避難指示区域のうち、居住制
限区域であった大川原地区を、帰還後の新たな復興拠点と位置づけ、整備を進めることにしました。
 URは当計画に基づき、大熊町から大川原地区の復興拠点整備を受託。整備が完了した土地を段階的に町へ引き渡し、施
設等の建築工事とも調整を行いながら、早期の住宅・施設の立地を図りました。また、町役場新庁舎整備の建築物整備事業
支援や、公営住宅の基本計画策定、「交通まちづくりビジョン」の具現化支援をはじめとした地域再生支援も実施し、ハードと
ソフトの両面で支援を行いました。
平成31年4月に、当地区を含む居住制限区域と避難指示解除準備区域は解除され、これに合わせて新しい町役場庁舎で、

令和元年5月から業務が開始。その後も公営住宅・福島再生賃貸住宅が整備され、同年6月から入居が始まりました。また、令
和2年4月には福祉関連施設、また、令和3年10月には交流ゾーン（商業・交流・宿泊温浴施設）がグランドオープン。今後、新た
な交流ゾーンは、帰還された方や、新たに移住される方をはじめとした人々の交流を促し、町全域の復興をけん引する拠点と
しての役割が期待されています。

平成23年3月11日に発生した東日本大震災の発災直後から、復旧支援として、UR賃貸住宅延べ970戸や応急仮設住宅用
地約８haを提供するとともに、応急仮設住宅支援要員など延べ184人の技術職員の派遣を行いました。
また、同年4月からは、岩手県、宮城県、福島県下の20の被災公共団体に延べ70人の技術職員を派遣し、復興計画策定など
の技術支援を行いました。
更に、平成24年1月より、26の被災公共団体と協定等を締結し、盛岡・仙台・いわきの３つの都市に震災復興支援本部、
沿岸部には15市町に現地事務所を設置し、最大460人体制で、津波被災地域の復興市街地1,314ha及び福島原子力災害被
災地域の復興拠点199haの整備、災害公営住宅5,932戸の建設等を行い、復興まちづくりを支援しています。

令和4年2月に行ったマイクロモビリティ体験試乗会の様子。
電動キックボード等の試乗会を行い、参加者へアンケートを実施。

URとは
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復興市街地整備において『復興CM方式』をURが先導的
に導入し、大幅な工期短縮を図りました。

● 工事の大括り化による契約手続きの一括化・期間短縮
● 全国から職人・資材・重機を確保
●民間ノウハウ活用による工期短縮

復興市街地整備 全12自治体 1,314ha
災害公営住宅整備 全17自治体 5,932戸

1,314haの整備と5,932戸の建設

中心市街地に賑わいをもたせ、機能を集約したコンパクトな復興まちづくり

Topic1 復興CM方式の導入による事業加速化

point

津波被災地域での支援事例　高田地区・今泉地区（岩手県 陸前高田市）
津波による浸水高さが最大17.6ｍ・浸水面積が13平方kmと、甚大な被害
が生じた陸前高田市において、URは岩手県内で最大級となる298.5haの復
興市街地整備事業を受託しました。受託した市の中心部である高田地区と、
歴史性の高い今泉地区の2地区において、災害に強く、魅力あふれるまちづく
りを支援。地区内の高台には、住宅地のほか２つの小学校、県立病院等の公益
施設用地を整備し、暮らしの安全・安心を確保。また、かさ上げ部には復興祈
念公園から続く公園や商業施設、図書館、BRT駅など公益施設を集約配置し、
コンパクトで人が集まりやすいまちづくりを推進しました。
また、市からは６団地269戸の災害公営住宅整備を受託。整備にあたっては
ハード面だけでなく、住民間のコミュニティ形成のきっかけづくりも行いました。

主な支援

高田地区中心部には、JR陸前高田駅や商業施設、図書館、イベント広場等を配置　
人の交流を生み出し、回遊動線も配慮したまちづくりを実施

「市営住宅今泉団地」外観
住戸（右）と併せ、日本家屋をイメージした集会所（左）を整備

総延長3kmに及ぶベルトコンベアの様子（現在は撤去済み）
導入により約6年以上の工期短縮を実現

URフォトコンテスト『復興の歩み賞』受賞作品『家路』

■ ベルトコンベアを導入し
　 工事期間を大幅に短縮

津波被災地域 すべての受託事業が完了

復興支援地図

各被災自治体からの受託事業完了時期 (復興市街地整備）

URの支援比率  (災害公営住宅） ※UR都市機構調べ

1

災害公営住宅269戸の整備2

　被災者の方にとって“新たな暮らしの場”となる災害公営住宅の建設において、共用部にコミュニケーションのきっかけ
となる空間を配置したり、住戸の完成後、入居前顔合わせ交流イベントやワークショップなどを行ったりするなど、入居者
の方々のコミュニティ形成の視点に立って支援を進めました。

Topic2 災害公営住宅整備でのコミュニティ形成支援

発災直後から復旧・復興支援を行ってきた津波被災地域においては、令和3年度をもってすべての復興支援事業が完了しました。
復興市街地整備にあたっては、一日も早い復興を目指し、復興CM（コンストラクション・マネジメント）方式を導入した
ほか、複数の事業手法を組み合わせながら土地の早期引渡しを推進。災害公営住宅の建設では、沿岸部特有の暮らしに配慮
した設計や、被災された入居者の方々のコミュニティ形成支援も実施。事業の加速化と並行しながら、被災地域に寄り添った
復興支援を進めました。

ＵＲとは、本市の復旧復興を加速させるため「協力協定」を締結
し、土地区画整理事業及び災害公営住宅整備事業を全面的に支援
いただき、令和３年度末で事業完了となりました。
特に、土地区画整理事業においては、全長３ｋｍにわたるベルトコ
ンベアを設置したことで、工事期間の大幅な短縮が図られました。
当時、気仙川を跨ぐ吊り橋部分は、その壮観な姿から、地元中学生に
より「希望のかけはし」と命名され、復興の象徴となったことが思い
出されます。
このようにＵＲが持つ、まちづくりのノウハウと技術、これまで
の復興支援の経験に加え、民間活力を生かしたＣＭ方式などの新
たな手法を取り入れる姿勢が、大震災からの復旧復興工事を推進
する大きな力となったものと感謝しております。

陸前高田市長
戸羽　太氏
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