
市街地整備課

北海道開発局事業振興部　　　℡.011-709-2311　　　　　東北地方整備局建政部　　　　 ℡.022-225-2171

関東地方整備局建政部　　　　 ℡.048-601-3151　　　　　北陸地方整備局建政部　　　　 ℡.025-280-8880

中部地方整備局建政部　　　　 ℡.052-953-8119　　　　　近畿地方整備局建政部　　　　 ℡.06-6942-1141

中国地方整備局建政部 　　　　℡.082-221-9231　　　　　四国地方整備局建政部　　　　 ℡.087-851-8061

九州地方整備局建政部　　　　 ℡.092-471-6331　　　　　沖縄総合事務局開発建設部 　℡.098-866-0031

問い合わせ先窓口

2009.03

制度問い合わせ窓口

国土交通省　都市・地域整備局　まちづくり推進課

住宅局 市街地建築課　　　　　　　　　　  ℡.03-5253-8111

国　土　交　通　省

暮らし ・

にぎわい

再生事業

 



地方公共団体 民間事業者等国

再生事業計画(案)の作成

国土交通大臣

国土交通大臣

暮らし・にぎわい再生事業計画の作成

再生事業計画の作成
協議

同意

同意

協議

申請

認定
地方公共団体
への相談

中心市街地活性化基本計画の作成

事業の
実施

事業の実施
(民間事業者への補助）

申請

補助

＜中心市街地活性化基本計画の認定＞

＜暮らし・にぎわい再生事業計画の作成、事業の実施＞

暮らし・にぎわい再生事業の実施

内閣総理大臣

申請

補助

1 2

１　暮らし・にぎわい再生事業とは

都市機能まちなか立地支都市機能まちなか立地支援

・中心市街地活性化のため、建物の用途・機能に着目し、公益施設立地を促進する制度です。

・施設の新築、改修や多目的広場の整備を支援します。

・商店街の再生など、小規模なプロジェクトも支援可能です。

・都市計画決定や事業計画認可等の諸手続きが不要です。

暮らし・にぎわい再生事業は、認定を受けた中心市街地活性化基本計画の区域において、中心市街
地に不足している都市機能（公益施設、住宅、商業等）を導入する取組に対して支援を行うことにより、
都市機能の集積を図り中心市街地の活性化を図るための事業です。

目的

制度の特徴

・認定中心市街地活性化基本計画への位置付け

・施設整備にあたっては、公益施設を含むこと(公開空地の場合は不要）

・敷地面積が1,000㎡以上の施設設備であること（緩和措置あり）

都市機能まちなか立地支援や空きビル再生支援や公開空地の整備にあたっては、以下の要件をクリア
することが必要です。

支援に必要な主な条件

地方公共団体、都市再生機構、中心市街地活性化協議会に対しては、国から直接的に支援します。
民間事業者に対しては、地方公共団体を通じて間接的に支援します。

事業主体

＊ 新たに病院を建てたい
＊ 図書館や行政の機能を一部もった複合施設を建てたい
＊ 店舗を併設した集合住宅を整備したい

施設を新築する場合（建替え含む）に、設計費、廊下・階段・EV
等の共同施設整備費、多目的ホール等の整備費、施設内通行
部分・多目的ホール等の施設購入費に対して支援 【補助率１/３　】 ※

暮らし・にぎわい再生事業では、「公益施設を含む建物の新築・建替え」、
「空きビル等のリニューアル」、「多目的広場等の整備」の３つのコア事業と
それに関連した２つの附帯事業をパッケージで支援します。

図

中心市街地
（認定基本計画）

多目的広場

緑化施設

新施設

駐車場

関連空間整備

空きビル

計画コーディネート支援

旧施設

移転

→
暮らし・にぎわい
再生事業計画

※公益施設の整備割合が多い等の一定要件を満たす場合1/15加算

空きビル再生支空きビル再生支援

＊ 大型店舗の撤退後の空きビルを再活用したい
＊ 空きビルをコンバージョンして住宅をつくりたい

【補助率１/３　】 ※

施設を改修（空きビルのリニューアル等）する場合に、設計費、改
修費、多目的ホール等の設備費、施設内通行部分・多目的ホー
ル等の施設購入費に対して支援

】

附帯事業附帯事業

賑わい空間施設整賑わい空間施設整備計画コーディネート支援

【補助率１/３】

コア事業の円滑な立ち上がり・事業実施

のため、まちづくり組織の活動や、土地利

用や建築物整備等の計画立案・調整等

に対して支援

【補助率１/３】

コア事業による都市機能導入と一体とな

って行う、駐車場、緑化施設等の整備、

購入に対して支援

関連空間施設整備＊コア事業で整備する
　施設整備と併せて、　
　周辺の駐車場整備等
　を進めたい

＊コンサルタントを活用
　した調査を行いたい

＊事業実施のため、まち
　づくり組織の活動を進
　めたい

整備イメージ

＊ 中心市街地の空きビルを取り壊して、多目
的広場を整備したい

【補助率１/３】

多目的広場等を整備する場合に、設計費、除却
費、整備費、購入費に対して支援

賑わい空間施設整賑わい空間施設整備
多目的広場等の公開空地の整備に対し補助

【暮らし・にぎわい再生事業の手続きについて】

公益施設を含む施設の整備に対し補助

空きビル等の公益施設・集客施設への改修に対し補助 ＜相談＞
　事業の実施にあたって、民間事業者の方は地方公共団体から
の補助金（国は地方公共団体に対して補助）となりますので、ま
ず、地方公共団体にご相談下さい。また、地方公共団体、都市
再生機構及び中活協議会の場合は、直接補助での実施になり
ますので、本省又は地方整備局等にご相談下さい。

＜年間スケジュール＞
　例年６月から７月にかけて、地方整備局等を通じて本省宛に次
年度分の概算要望をご提出頂いています。その後１２月から翌
年１月にかけて、本要望をご提出頂き、国の予算の成立後、当
該年度分の当初配分内示がなされます。また、当初配分後の
金額変更については、例年１１月になされます。
　なお、暮らし・にぎわい再生事業計画の国土交通大臣の同意
については、事業計画作成後、速やかに手続きをして下さい（通
常は年度末に一括処理）。同意を得た後、年度毎に、当該年度
に実施する事業に係る必要な補助金の交付申請を随時して頂く
ことになります。

スーパーから生涯学習センター

へのコンバージョン
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民間事業者も支援の対象となります。 国は、 地方公共団体が民間事業者に対して補助する額の 1/2 以
内、 かつ、 補助対象事業費の 1/3 以内を補助限度額として、 地方公共団体経由で民間事業者を間接
的に支援 （間接補助） します。 間接補助の場合の負担割合は、 補助対象事業費において、 民間事業
者 ：地方公共団体 ：国＝１ ： １ ： １となります。

商店街再生のためには、 イベント実施などのソフト施策だけではなく、 店舗の建替えやリニューアルが求め
られます。 商店街の場合、 個々の店舗の敷地面積が 1,000 ㎡未満であることが多いため、 通常の対象
施設要件を満たすことは難しいですが、 小規模連鎖型暮らし ・ にぎわい再生事業を活用することが考えら
れます。 小規模連鎖型暮らし ・ にぎわい再生事業は、 対象施設要件として、 個々の建物階数や構造は
問わず、 敷地面積 1,000 ㎡未満の施設については複数の事業区域の敷地面積の合算が可能となること
から、 商店街再生に当たっては、 有効な手段の一つとなります。

通常の対象施設の要件

・敷地面積1,000㎡以上
・3階建て以上
・耐火建築物又は準耐火建築物

小規模連鎖型の対象施設の要件

・敷地面積等の合計が、概ね1,500㎡以上
・延べ面積の合計及び公開空地の敷地面積の
　合計を通算して1,000㎡以上
・公益施設の延べ面積合計が専有部分の延べ
　面積の合計の1/10以上

※淡色部が補助対象、濃色部分が国費

空きビル再生支援の補助対象のイメージ

23%

賑わい交流施設整備費

改修工事費
導入施設
都市機能

都市機能まちなか立地支援の補助対象のイメージ

賑わい交流施設整備費

調査設計計画費

設整備費

土地整備費

立体駐車場

防災関連施

電波障害防除
設備設置費

まちなか立地に伴い追加的に
必要となる施設整備費

ＥＶ等の共用通行部分整備費

調査設計計画費

整備費

防音・防振
工事費

共同施設整備費

暮らし・にぎわい再生事業による施設設備に対する補助の全体像を教えてください。

民間事業者は支援の対象となりますか。

商店街の再生をしたいのですが、支援の対象となりますか。

病院の建替えは、 都市機能まちなか立地支援の対象となります。 市役所の建替えは、 市役所機能に加
えて、 図書館や子育て支援施設などの公益施設を含むような複合施設を整備する場合には、 都市機能
まちなか立地支援の対象となりますが、 市役所単独の建替えや改修は支援の対象となりませんので、 ご
注意下さい。

病院や市役所（役場）の建替えを考えていますが支援の対象となりますか。

暮らし ・ にぎわい再生事業では、 公益施設を含む都市機能導入施設 （公益施設、 住宅又は商業等の
機能を有する施設） の整備に対して支援することが可能です。 施設を新築する場合 ( 建替えを含む ) は
「都市機能まちなか立地支援」 により、 調査設計計画費、 まちなか立地に伴い追加的に必要な施設整
備費、 賑わい交流施設整備費、 事務費が補助対象になります。 なお、 市街地再開発事業等の採択要
件を満たす場合は、 再開発タイプとして供給処理施設、 空地整備地等も補助対象となります。
空きビル等を改修 （コンバージョン） する場合は 「空きビル再生支援」 により、 調査設計計画費、 共同
施設や賑わい交流施設 ( 多目的ホール、 会議室、 展示場、 活動スペース、 図書館等） の整備につい
ては工事費の 100％ （共同施設整備費、 賑わい交流施設整備費）、 都市機能 （公益施設 （賑わい交
流施設を除く）、 住宅、 商業等） の導入に必要な改修については改修工事費の 23％、 事務費が補助対
象となります。

コア事業 （都市機能まちなか立地支援、 空きビル再生支援、 賑わい空間施設整備） と併せて整備する
平面駐車場や駐輪場は支援の対象となりますが、 平面駐車場や駐輪場のみ単独で整備する場合は支援
の対象となりません。

平面駐車場や駐輪場は支援の対象となりますか。

空きビル再生支援を活用して、 図書館や子育て支援センターなどの公益施設を含む都市機能導入施設
として再生してはどうでしょうか。 空きビルを購入する場合には、 購入費のうち施設内通行部分 ・多目的
ホール等に相当する費用が支援の対象となる他、 再生にあたっては、 設計費や施設の改修工事費の一部
が支援の対象となります。 もちろん、 都市機能導入施設は、 公益施設を含んでいれば、 住宅や商業機能
を導入しても構いません。

中心市街地に大型空き店舗があって、 困っています。

暮らし ・ にぎわい再生事業では、 公益施設を、 「社会福祉施設、 地域交流施設、 教育文化施設、 医
療施設その他地域住民等の共同の福祉又は利便のために必要な施設で、 多数の者が出入りし利用する
ことが想定される施設」 と定義しています。 例えば、 人材 ・就業支援センター、 ジョブカフェ、 老人ホー
ム、 デイサービスセンター、 託老所、 子育て相談センター、 観光情報施設、 病院、 クリニック、 薬局、
多目的ホール、 公民館、 保育所、 図書館、 専門学校、 科学館、 大学関連施設、 博物館、 市民サ
ービス施設 （住民票発行窓口等） 等が挙げられます。 あくまで、 施設の用途 ・ 機能に着目するため、
面積や事業費に関する要件や所有形態や公民を問いません。 これら以外のものもご相談に応じます。

公益施設の具体事例を教えてください。 また公益施設の要件等はありますか。

他の交付金や補助事業との合併施行は可能です。 ただし、 補助対象を明確にし二重補助とならないよう
注意することが必要です。

1 つの建築物整備において、 他の交付金や補助事業との合併施行が可能ですか。

実施時期や事業主体など共通して記載すべきことに加え、 暮らし ・ にぎわい再生事業により整備される
「公益施設の用途」 を記述する必要があります。 また、 暮らし ・ にぎわい再生事業による支援は、 中心
市街地活性化基本計画の認定を受けることが前提となります。 このため、 暮らし ・ にぎわい再生事業計
画における記述と中心市街地活性化基本計画における記述に矛盾が出ないよう、 地方公共団体の中心
市街地活性化の担当部局と十分に調整することが望まれます。 なお、 平成 24年度末までは、 認定中
心市街地活性化基本計画に位置付けられることが確実と見込まれるものも採択可能です。

「認定中心市街地活性化基本計画」 への位置づけをする場合の留意事項はありますか。

２　Ｑ＆Ａ
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高齢者の就業活動支援、

技術研修や技能の継承

等及び高齢者が集い交

流できる場を備えたシル

バー人材センターを公益

施設として整備。

○面積：0.3ｈａ

○施行期間：Ｈ19

○施行者：民間事業者

○全体事業費：8億円

○公益施設：

　　シルバー人材センター

都市機能まちなか立地支援

○地区一体で連鎖的に事業を行うことで事業効率と事業効果を上げる

○地元企業が出資したSPCが施行者となり整備後も施設を管理運営

岩見沢市　　４・３地区

都市機能まちなか立地支援＋空きビル再生支援 十和田市　　官庁街通りゾーン（病院）地区

老朽化した市立中央病
院を、診察業務を続けな
がら（新）本館を建設し、
診察部門、病棟部門を移
転した後、空きビルとなる
西棟・西棟新館について
改修し、検診センター及
び精神科外来・病棟とし
て利用する。

○面積：21ha

○施行期間：H17～20

○施行者：十和田市

○全体事業費：160億円

○公益施設：医療施設

都市機能まちなか立地
⇒病院の近接立地による街
　なか居住環境水準の向上

診察部門、病棟部門を（新）本館へ移転

空きビル再生
⇒西棟・西棟新館を改修し
　医療施設の充実を図る

空きビル再生支援

SPCが保有

・住宅、商業施設の区分所有権はＳＰＣが保有し、
公益施設の区分所有権は市に売却。
・SPCは保有する住宅床を賃貸して運営。

市が保有

オリジネーター
街なか居住再生ファンド

地元企業　等

住宅

商業

公益施設

公益施設

・ＳＰＣ（特定目的会社）が土地を

購入し、施設建築物を整備

土地

住宅

事業スキーム

商業

▲施設構成

４F　和歌山大学観光学部関連施設等

６Ｆ　アンチエージング施設

５Ｆ　フィットネス関連施設

３Ｆ　ニット博物館・商業施設

２Ｆ　商業施設

７Ｆ　飲食店

１Ｆ　食料品販売

Ｂ１　温浴施設

▲４Ｆニット博物館完成イメージ

○都市機能まちなか立地支援と空きビル再生支援を併用し、老朽化した病院

を移転を伴わずにリニューアル

和歌山市　　旧丸正百貨店ビル地区

○衰退している中心市街地の核施設を再生

○旧老舗百貨店の空きビルに多様な施設を導入
中心市街地のシンボル的
な商業施設を再生し、ま
ちなか居住促進のために
重要な食品売場、市民
が利用できる文化教室、
温浴施設等都市機能を
備えた中心市街地の核と
なる複合施設を整備。

○面積：0.4ha

○施行期間：H18～19

○施行者：民間事業者

○全体事業費：36億円

○公益施設：

　　　大学関連施設

文化教室
ニット博物館

コ
ア
事
業

都市機能まち
なか立地支援
～新築

中心市街地に不足して
いる都市機能の集積を
推進するため、中心市
街地における都市機能
導入施設　 の整備を支
援する。

ⅰ調査設計計画費（事業計画作成、地盤調査、建築設計・工事監理）

ⅱ土地整備費（建築物除却、整地、仮設店舗等設置、補償等）

ⅲまちなか立地に伴い追加的に必要な施設整備費
　（立体駐車場整備、施設内通行部分整備、防音・防振工事、電波障害防除
　　設備設置、防災関連施設整備）

ⅳ賑わい交流施設整備費（多目的ホール、会議室、展示場、活動スペー
　　ス、公民館、研修施設、屋内公開広場、学習室、情報センター、図書館等）

ⅴ供給処理施設整備費・空地整備費等
ⅵ施設購入費（賑わい交流施設、施設内通行部分等）

vii 事務費

空きビル再生
支援
～既存建物

中心市街地に不足して
いる都市機能の集積を
推進するため、中心市
街地における既存建築
物を都市機能導入施
設　 として改修し再生
する事業を支援する。

ⅰ調査設計計画費（事業計画作成、地盤調査、建築設計・工事監理）

ⅱ改修工事費（公益施設、住宅又は商業等の機能の導入に係る既存建築
　　物の整備費をいう。）（ただし、当該整備費の23％を限度とし、商業等の床面
　　積は1/2倍して計上すること。）

ⅲ共同施設整備費
　ａ空地等（通路、駐車施設、児童遊園、緑地、広場等）

　ｂ供給処理施設（給水施設、排水施設、電気施設、ガス施設、電話施設、
　　ごみ処理施設、情報通信施設、熱供給施設）

　ｃその他（消防施設、避難施設等、電波妨害防除施設、監視装置、避雷設
　　　備、立体的遊歩道・人工地盤等、電気室・機械室、共用通行部分整備、駐
　　　車場、歴史的建築物等再生、（対象施設内部の）公共用通路整備、高齢者
　　　生活支援施設・子育て支援施設、共用搬入施設、防音・防振工事、防災関
　　　連施設、集会所・管理事務所及びサービスフロント）

ⅳ賑わい交流施設整備費（多目的ホール、会議室、展示場、活動スペー
　　ス、公民館、研修施設、屋内公開広場、学習室、情報センター、図書館等）

ⅴ施設購入費(賑わい交流施設、施設内通行部分等）

ⅵ事務費

賑わい空間施
設整備

中心市街地の賑わい空
間の創出を推進するた
め、多目的広場等の整
備を支援する。

ⅰ調査設計計画費（事業計画作成、地盤調査）

ⅱ建築物除却費
ⅲ公開空地整備
ⅳ施設購入費
ⅴ事務費

計画コーディ
ネート支援

計画作成、まちづくり
の初動期を支援する。

ⅰ再生事業計画作成費（住民意向調査等、コンサルタント派遣、暮らし・
　　にぎわい再生事業計画作成）

ⅱコーディネート業務費（まちづくり活動支援、計画立案・調整）

関連空間整備
（コア事業と併せて
行われるものに限
る。）

関連する公開空地等の
整備を支援する。

ⅰ駐車場整備費
ⅱ緑化施設等（植栽・緑化施設、せせらぎ、モニュメント等）

ⅲ施設購入費

*3

*3

直接補助　１／３
（地方公共団体、都市再生機構、
　中心市街地活性化協議会が
　実施）

間接補助　１／３
かつ地方公共団体が補助
する額の１／２
（民間事業者等が実施）

附
帯
事
業

＊１　公益施設、住宅又は商業等の機能を有する施設（建築物）をいう。公益施設とは、社会福祉施設、地域交流施設、教育文化施設、医療施設その他地域住民

　　　　等の共同の福祉又は利便のために必要な施設で多数の者が出入りし利用することが想定される施設をいう。

＊２　市街地再開発事業等の採択要件を満たす場合に限る。

＊３　以下の要件をすべて満たす場合は、１／１５を加算する。（都市機能まちなか立地支援、空きビル再生支援に限る。）

　　①　認定基本計画に位置付けられた公益施設の延べ面積の合計が都市機能導入施設の専有部分の延べ面積の合計の1/10以上であること。
　　②　認定基本計画に位置付けられた公益施設、住宅、商業等の延べ面積の合計が、都市機能導入施設の専有部分の延べ面積の合計の2/3以上であること。
　　　　　この場合において、商業等の延べ面積の合計については、当該面積に1/2を乗じた数値を用いるものとする。

以下に掲げる要件のすべてに該当すること。

(1) 中心市街地活性化法に基づき認定された基本計画区域内

(2) 認定基本計画に位置付けられた都市機能導入施設（公益施設を含むものであること。）又は賑わい空間施設

(3) 地階を除く階数が原則として３階以上（都市機能導入施設を整備する場合に限る。）

(4) 耐火建築物又は準耐火建築物（都市機能導入施設を整備する場合に限る。）

(5) 敷地面積等が1,000㎡以上（複数のコア事業を行う場合又は、三大都市圏及び政令指定都市を除く地域において空ビル再生支援を実施す

　　 る場合は500㎡以上）であること
＊１　コア事業により整備される敷地面積1,000㎡未満の対象施設を含む小規模連鎖型の事業にあっては、次の要件を満たす場合、上記(3)から(5)の要件を適用しない。

　　①複数のコア事業により整備される対象施設の敷地面積等を通算して、おおむね1,500㎡以上であること

　　②複数のコア事業により整備される都市機能導入施設の延べ面積及び公開空地の敷地面積の総合計が1,000㎡以上であること

　　③複数のコア事業により整備される都市機能導入施設について、公益施設の延べ面積合計が専有部分の延べ面積合計の1/10以上であること

＊２　三大都市圏の既成市街地、近郊整備地帯等及び政令指定都市を除く地域においては、上記(3)の要件を適用しない。また当該地域において都市機能まちなか立地支援を実施する

　　　場合は、上記(4)の要件「耐火建築物又は準耐火建築物であること」を「空地の整備、消火施設の増強等により、周辺市街地への延焼を防ぐための代替措置がなされていること」と読み

　　　替える。

事　項 要　旨 補助対象 補助率

補助メニュー 一覧

事業要件

*1

４　補助メニュー 一覧３　事例




