URからのお知らせ

山梨県と
「リニア中央新幹線
新駅周辺整備の基本方針策定に
関する協定」
を締結
2013年7月16日、山梨県庁にて、山

バイスなどを通じて、県に協力することを

梨県とUR都市機構は、
リニア中央新幹

定めています。UR都市機構はこれまでの

線新駅周辺整備の基本方針策定に関

駅周辺の都市整備の実績に基づき、ア

する協定を締結しました。

協定を締結した横内正明山梨県知事
（右）
と、
内田要UR都市機構副理事長

ドバイスしていく予定です。

本協定は、山梨県の新たな玄関口と
なるリニア中央新幹線新駅周辺につい

2027
（平成39）
年に東京・名古屋間
で開 業 予 定のリニア中 央 新 幹 線は、

て土地利用や基盤整備等の指針となる

2015（平成27）年の工事着手に向け

基本方針を県が策定するにあたり、UR

た手続きが進んでおり、
リニア新駅設置

都市機構が検討委員会への参画やアド

の計画も検討が進められています。

実験線を走行中のリニアモーターカー
（写真提供：山梨県）

平成25年版 環境報告書「まち・住まいと環境」が完成
UR都市機構は、2013年度の事業

り組み「URパワー」、震災復興における

活動における環境配慮の取り組みにつ

環境配慮の取り組みなどについて紹介

いてまとめた、
平成25年版 環境報告書

しています。
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「まち･住まいと環境」
（本編・ダイジェス
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を作成しました。
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平成25年版環境報告書では、UR都

ホームページ上のみで公開）
。本報告書

市機構の環境配慮方針に基づいた年

をご一読いただき、皆さまから広くご意見

次報告とともに、UR賃貸住宅の屋上を

をお伺いすることでより一層、環境に

活用した太陽光発電普及促進への取

配慮してまいります。
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なお、本報告書
（本編・ダイジェスト）
は、以下のURLからご覧いただけます。
UR都市機構の環境配慮の取り組み
構
境 慮
組 を
分かりやすくまとめた一冊になっている

www.ur-net.go.jp/e-report/

「UR PRESS」Web版もお楽しみください！
内容充実の「UR PRESS」Webサイト。特集
の巻頭インタビューや記事のオリジナル動画な
ども掲載しています。ぜひサイトもご覧ください。

編 集 後 記
団地の中に水田？
！ まち中でヨット？
！
驚いていただけましたか？ 本号は、エ
コをテーマに編集しました。少々硬く感
じられるテーマですが、皆さまにサプラ

UR PRESS

検索

http://www.ur-net.go.jp/publication/web-urpress/
URのツイッター
UR都市機構のツイッターでは、
イベント、
キャンペーン、
募集情報な
どをタイムリーに発信しています。ぜひアクセスしてみてください。

http://twitter.com/UR_TOSHIKIKOU

イズとともにお届けできるよう、UR都市
機構の取り組みの中でもユニークなも
のを中心に取材しました。UR都市機構
がつくった団地やまちにはたくさんの自
然があります。
自然に親しみ、楽しみなが
ら環境やエコについて考えていただける
きっかけになれば幸いです。

2012年度 役職員の報酬・給与等
UR都市機構の役員の報酬及び職員の給与の水準等について、
総務省の定めるガイ
ドラインに基づき、
UR都市機構のホームページで掲載しています。

http://www.ur-net.go.jp/jkoukai/hoshusuijun.html
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