
立地適正化計画に係る市町村独自の支援制度（令和４年３月末時点）

＜居住誘導区域＞
NO. 団体コード コード ブロック 都道府県名 市町村名 担当部署 支援制度名 概要 URL

1 012025 01202 81北海道 北海道 函館市 都市建設部住宅課 ヤングファミリー住まいりんぐ支援事業 子育て世帯への家賃補助 https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014020500059/

2 012050 01205 81北海道 北海道 室蘭市 都市政策推進課 室蘭市空家活用促進助成金 空家等の解体・リフォーム工事の費用の一部を助成 http://www.city.muroran.lg.jp/main/org7310/akiya-jyosei.html

3 012050 01205 81北海道 北海道 室蘭市 都市政策推進課 室蘭市結婚・出産新生活応援助成金 結婚・出産に伴う家賃・引越し等の費用の一部を助成 http://www.city.muroran.lg.jp/main/org7310/kekkonsyusanshinseikatu.html

4 012211 01221 81北海道 北海道 名寄市 産業振興課 ずっと住まいる応援事業 居住誘導区域内の住宅改修への補助制度 http://www.city.nayoro.lg.jp/section/eigyou/prkeql000001vfax.html

5 012351 01235 81北海道 北海道 石狩市 建築住宅課 空家宝化プロジェクト事業 市内の不動産事業者が居住誘導区域内の空家を除却又は改修の上、再販する際に、費用の一部を補助 https://www.city.ishikari.hokkaido.jp/soshiki/kenchiku/51249.html

6 016373 01637 81北海道 北海道 芽室町 魅力創造課 定住促進事業 子育て世帯住宅購入補助 https://www.memuro.net/administration/soshiki/miryoku/tochi-jyuutaku/jyutakushoureikin.html

7 022080 02208 82東北 青森県 むつ市 都市整備部
都市計画課

むつ市空き家等利活用推進事業補助金 居住誘導区域内に所在する空き家、空き地の購入等について、最大50万円を補助 http://www.city.mutsu.lg.jp/index.cfm/38,75392,26,198,html

8 032018 03201 82東北 岩手県 盛岡市 市街地整備課 市税の減免制度
再開発を促進され，市街地の活性化やまちなか居住の推進を図るため，優良建築物等整備事業により建築された建築物等に対し，固定資産税
等の減免を行う。

※掲載なし

9 032018 03201 82東北 岩手県 盛岡市 都市計画課 空き家等改修事業補助金 空き家等バンクに登録された物件を購入後，改修し，その空き家に５年以上居住する方を対象に，改修費の一部を補助する。 https://www.city.morioka.iwate.jp/kurashi/sumai/1019574.html

10 032018 03201 82東北 岩手県 盛岡市 景観政策課 大慈寺地区街なみ環境整備事業
盛岡町屋の改修とその他の歴史的建造物等の保存修理を実施する事業者等に対し，修理に係る経費の助成を行い，連続性のある歴史的まち
なみを活用した観光活用や賑わいづくりを促進する。

https://www.city.morioka.iwate.jp/shisei/toshiseibi/toshikeikan/1010230/index.html

11 042153 04215 82東北 宮城県 大崎市 建設部
都市計画課

大崎市宅地かさ上げ等事業費補助金交付要綱 居住誘導区域内で想定浸水深3m以上など一定の条件を満たした宅地に対し，かさ上げに係る費用の一部を補助するもの。 https://www.city.osaki.miyagi.jp/shisei/shiseijoho/kenchiku_jutaku_kaihatsu/6/9688.html

12 052019 05201 82東北 秋田県 秋田市 都市整備部住宅整備課 空き家定住推進事業 居住誘導区域内等の空き家等を購入若しくは賃借し、居住するため又は賃貸するためにリフォーム等を行う市内在住者等に補助するもの https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/sumai/1007487/1007789.html

13 052078 05207 82東北 秋田県 湯沢市 協働事業推進課 湯沢市空き家バンク事業 既存ストックを活用した住宅立地を支援するため、利用可能な空き家情報の提供 kyodo-gr@city.yuzawa.lg.jp

14 052078 05207 82東北 秋田県 湯沢市 協働事業推進課 湯沢市空き家改修事業補助金制度 空き家利用を促進するため、空き家の改修に係る経費の一部を助成。 kyodo-gr@city.yuzawa.lg.jp

15 062022 06202 82東北 山形県 米沢市 建設部建築住宅課 米沢市空き家・空き地利活用支援事業

①家財片付け等支援事業
　空き家を利活用するために行う家財等の片付けや清掃に対し、費用の一部を補助するもの。
②隣接地取得支援事業
　隣接地を取得することで「200平方メートル未満の土地」、「無接道地」、「異形地」である状態を解消する者に対し、空き家を利活用または除却
する費用の一部を補助するもの。
③空き家改修支援事業
　空き家を利活用するために改修する費用の一部を補助するもの。
　※②及び③について、居住誘導区域内の補助額嵩上げあり

https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/4256.html

16 082023 08202 83関東 茨城県 日立市 都市建設部　住政策推進課 ひたち子育て応援マイホーム取得助成事業 子育て世帯への住宅取得費用一部助成(最大61万5千円) https://www.city.hitachi.lg.jp/shimin/013/001/p066699-1.html

17 082023 08202 83関東 茨城県 日立市 都市建設部　住政策推進課 山側住宅団地住み替え促進マイホーム取得助成事業 既成団地における住宅取得費用一部助成(最大111万5千円) https://www.city.hitachi.lg.jp/shimin/013/001/p077385.html

18 082023 08202 83関東 茨城県 日立市 都市建設部　住政策推進課 ひたちBRT・駅周辺宅地創出促進事業 宅地開発を行う事業者へ宅地造成等費用助成(上限額490万円) https://www.city.hitachi.lg.jp/jigyo/002/001/p097443.html

19 082171 08217 83関東 茨城県 取手市 都市計画課 とりで住ま入る支援プラン（取手市住宅取得補助金） 定住を目的とした新築住宅への助成（最大50万円） https://www.city.toride.ibaraki.jp/toshikeikaku/kurashi/sumai/sumai/hojosedo/jutakushutoku.html

20 092011 09201 83関東 栃木県 宇都宮市 住宅政策課 マイホーム取得支援補助金事業 居住誘導区域内での住宅取得者への補助 https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/machi/jutaku/1015795.html

21 092011 09201 83関東 栃木県 宇都宮市 住宅政策課 フレッシュマン・若年夫婦・子育て世帯等家賃補助金 居住誘導区域への転居者に対する家賃補助 https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/machi/jutaku/1015797.html

22 092169 09216 83関東 栃木県 下野市 都市計画課 定住促進住宅新築等補助制度 居住誘導区域内の住宅取得者に補助額を加算 http://www.city.shimotsuke.lg.jp/1423/info-0000006984-0.html

23 092169 09216 83関東 栃木県 下野市 都市計画課 空き家バンク利用促進補助事業 空き家バンクに登録可能な住宅を居住誘導区域含む市街化区域内の物件に限定し、登録奨励金及びリフォーム補助等を交付 http://www.city.shimotsuke.lg.jp/0137/info-0000005223-0.html

24 102032 10203 83関東 群馬県 桐生市 建築住宅課 きりゅう暮らし応援事業（住宅取得応援助成） 住宅取得費用の一部を補助するもの。 https://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/jutaku/1018097/1011339/1001137.html

25 112119 11211 83関東 埼玉県 本庄市 都市計画課 まちなか再生宅地開発補助金
まちなか再生を重点方針とした居住誘導区域内において、マンションや一戸建て住宅で３戸以上の分譲のために宅地開発を行い、開発した道路
を市に寄付する民間事業者に対し、最大2,000万円を交付することにより、民間開発を積極的に後押しするもの。

https://www.city.honjo.lg.jp/soshiki/toshiseibi/toshikeikaku/tantoujouhou/gairo/1527832770142.html

26 113263 11326 83関東 埼玉県 毛呂山町 まちづくり整備課 毛呂山町　中心市街地不燃化促進計画 空き家の除却または建て替え費用の一部補助
https://www.town.moroyama.saitama.jp/soshikikarasagasu/machizukuriseibika/kaihatsu_toshikeikaku/1/27
15.html

27 114081 11408 83関東 埼玉県 寄居町 都市計画課 まちなか住宅取得支援補助事業 中心市街地への移住者に対する住宅取得費用の補助
https://www.town.yorii.saitama.jp/soshiki/16/machi-jutakushutoku.html

28 114081 11408 83関東 埼玉県 寄居町 都市計画課 まちなか住宅団地整備補助事業 中心市街地内での住宅分譲地整備費用の補助
https://www.town.yorii.saitama.jp/soshiki/16/machi-jutakudanchi.html

29 121002 12100 83関東 千葉県 千葉市 － 千葉市立地適正化計画P73に記載のとおり － https://www.city.chiba.jp/toshi/somu/documents/honpen-henkou01-20200701.pdf

30 122173 12217 83関東 千葉県 柏市 住環境再生課 カシニワ制度 空き地・空き家の活用マッチング制度 https://www.city.kashiwa.lg.jp/kashiniwa/index.html

31 152021 15202 84北陸 新潟県 長岡市 都市政策課都市政策班 まちなか居住区域定住促進事業
「まちなか居住区域（又はその一部）」で、市外にお住まいの方が住宅を購入等した後に居住（転入届）された場合は、この住宅に係る固定資産
税を３年間（子育て世帯は５年間）、１／２に免除する。

https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate07/teijyu-sokushin.html

32 152021 15202 84北陸 新潟県 長岡市 都市政策課住宅政策班 長岡市まちなか居住区域空き家移住定住促進事業補助金
空き家に残存する家財等処分費、ハウスクリーニング等清掃費、リフォームに係る費用の一部を補助する。
空き家の購入者で市外からの移住者が対象

https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/life03/vacant-settled.html

33 152081 15208 84北陸 新潟県 小千谷市 建設課建築住宅係 定住促進マイホーム取得補助金 転入者に対する住宅取得費支援 https://www.city.ojiya.niigata.jp/soshiki/kensetsu/teiju-sokusin.html

34 152111 15211 84北陸 新潟県 見附市 建設課 見附市定住促進・健幸住宅取得補助金 転入者、市内転居者の新築住宅取得補助（誘導区域内） https://www.city.mitsuke.niigata.jp/22625.htm

35 152111 15211 84北陸 新潟県 見附市 建設課 見附市住替え促進中古住宅取得補助金 住替え向けの中古住宅取得補助（誘導区域内） https://www.city.mitsuke.niigata.jp/22626.htm

36 152137 15213 84北陸 新潟県 燕市 都市整備部都市計画課 まちなか居住支援事業補助金 市民の居住誘導区域内での住宅新築などへ一部助成 https://www.city.tsubame.niigata.jp/life/6/4/9294.html

37 152137 15213 84北陸 新潟県 燕市 都市整備部都市計画課 移住家族支援事業補助金 移住者の居住誘導区域中心の住宅新築などへ一部助成 https://www.city.tsubame.niigata.jp/life/6/4/9292.html

38 152161 15216 84北陸 新潟県 糸魚川市 都市政策課 開発行為公共施設整備促進事業 居住誘導区域内の開発行為のうち、幅員6ｍ以上の補助対象道路を整備する場合に補助を行う。 HPなし（R4新規事業）

39 152161 15216 84北陸 新潟県 糸魚川市 企画定住課 ＵＩターン促進空き家改修事業 転入者を対象とした空き家のリフォームに対する支援。居住誘導区域内は補助加算あり。 https://www.city.itoigawa.lg.jp/4934.htm

40 152170 15217 84北陸 新潟県 妙高市 地域共生課 住宅取得等支援事業 住宅の取得に対する補助 https://www.city.myoko.niigata.jp/docs/4807.html
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41 152170 15217 84北陸 新潟県 妙高市 建設課 優良宅地造成支援事業 宅地造成に係る道路整備費用や宅地への接続道路整備費用に対する支援 https://www.city.myoko.niigata.jp/docs/241.html

42 152251 15225 84北陸 新潟県 魚沼市 都市整備課
建築住宅係

克雪すまいづくり支援事業 居住誘導区域内の新築及び改築について、補助率を拡充 https://www.city.uonuma.niigata.jp/docs/2018032800046/

43 162019 16201 84北陸 富山県 富山市 居住対策課 まちなか居住推進事業 「まちなか」で一定水準以上の住宅取得や整備する方等を支援するもの
https://www.city.toyama.toyama.jp/katsuryokutoshisouzoubu/kyojutaisakuka/kyujyuu-yuudou/matinaka-
kyojyuu/kyojusuishinjigyo.html

44 162019 16201 84北陸 富山県 富山市 居住対策課 公共交通沿線居住推進事業 「公共交通沿線居住推進補助対象地区」で一定水準以上の住宅取得や整備する方等を支援するもの
https://www.city.toyama.toyama.jp/katsuryokutoshisouzoubu/kyojutaisakuka/kyujyuu-
yuudou/koukyoukoutuu-kyojyuu/kotsuensenjigyo.html

45 162051 16205 84北陸 富山県 氷見市 都市計画課 氷見市定住促進住宅団地造成事業補助金 住宅団地造成者に対し、公共施設等に係る費用に一部を助成するもの https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/soshiki/toshikeikaku/1/1300.html

46 162078 16207 84北陸 富山県 黒部市 都市計画課 黒部市住宅取得支援補助金 住宅取得にかかる費用の一部を支援するもの https://www.city.kurobe.toyama.jp/category/page.aspx?servno=1917

47 172014 17201 84北陸 石川県 金沢市 住宅政策課 まちなか定住促進事業 移住・定住の助成金 https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/jutakuseisakuka/gyomuannai/1/8614.html

48 172049 17204 84北陸 石川県 輪島市 漆器商工課 起業・新規出店支援事業 市内に店舗・事務所等の新たな開設に対し支援 https://www.city.wajima.ishikawa.jp/docs/2014100900021/

49 172049 17204 84北陸 石川県 輪島市 漆器商工課 遊休施設利用促進事業 空き店舗、空き家などを活用した新規開業に対し支援 https://www.city.wajima.ishikawa.jp/docs/2020032300020/

50 172065 17206 84北陸 石川県 加賀市 スマートシティ課 移住住宅取得助成事業 移住・定住の助成金
https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/seisaku_senryaku/seisaku_suishin/jinkogensho_taisaku/6/1160.ht
ml

51 172065 17206 84北陸 石川県 加賀市 スマートシティ課 若年層定住住宅取得助成事業 移住・定住の助成金
https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/seisaku_senryaku/seisaku_suishin/jinkogensho_taisaku/6/1162.ht
ml

52 174611 17461 84北陸 石川県 穴水町 観光交流課 移住定住促進奨励金 定住を目的とした住宅取得に要する経費の一部を助成。 https://www.town.anamizu.lg.jp/kankou/teijyuusokushinnsyoureikinnseido.html

53 182010 18201 86近畿 福井県 福井市 建築指導課 がけ地近接等危険住宅移転事業 崖崩れによる災害の恐れのある危険な場所から安全な場所へ住宅の移転をする場合に移転費用を助成 https://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/jutaku/kentikubutu/gaketi.html

54 182010 18201 86近畿 福井県 福井市 住宅政策課 居住推進支援事業 居住誘導区域及び市独自区域における住宅・空き家の取得・リフォーム等に対する支援 https://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/jutaku/kentikubutu/jutaku_seisaku31.html

55 182028 18202 86近畿 福井県 敦賀市 建設部
住宅政策課

３世代ファミリー定住支援事業 多世帯が同居・近居するための新築住宅の取得（建設・購入）や同居するためのリフォームを支援 https://www.city.tsuruga.lg.jp/about_city/news_from_division/kensetsu_bu/jyuutaku_seisaku/3.html

56 182028 18202 86近畿 福井県 敦賀市 建設部
住宅政策課

新婚・子育て世帯と移住者への住まい支援事業 新婚・子育て世帯と移住者に対して、空き家の購入や空き家のリフォームを支援 https://www.city.tsuruga.lg.jp/smph/about_city/news_from_division/kensetsu_bu/jyuutaku_seisaku/UI.html

57 182095 18209 86近畿 福井県 越前市 建築住宅課 新婚夫婦定住化支援事業 婚姻1年以内の新婚夫婦が民間の賃貸住宅に居住する場合に家賃の一部を補助 http://www.city.echizen.lg.jp/office/070/040/teijyu/kekkonshinseikatsushien.html

58 182095 18209 86近畿 福井県 越前市 建築住宅課 子育て世帯等と移住者への住まい支援事業補助金 子育て世帯、新婚世帯又は移住者が空き家を購入・リフォームする場合に、その費用の一部を補助 https://www.city.echizen.lg.jp/office/070/040/teijyu/uita-n.html

59 184233 18423 86近畿 福井県 越前町 定住促進課 多世帯同居住まい支援事業 住宅の改修、取得に対する補助 https://www.town.echizen.fukui.jp/kurashi/04/07/p006668.html

60 184233 18423 86近畿 福井県 越前町 定住促進課 空き家住まい支援事業 空き家の購入、改修に対する補助 https://www.town.echizen.fukui.jp/kurashi/04/07/p006668.html

61 184811 18481 86近畿 福井県 高浜町 建設整備課 住宅店舗リフォーム支援事業 改修工事の支援　1/5　最大20万円まで https://www.town.takahama.fukui.jp/page/kensetuseibi/ki-11.html

62 192015 19201 83関東 山梨県 甲府市 空き家対策課 空き家改修助成制度 空き家購入者・貸主に対する改修費の助成 https://www.city.kofu.yamanashi.jp/akiyataisaku/akiyazyosei.html

63 192015 19201 83関東 山梨県 甲府市 空き家対策課 子育て世帯等家賃助成制度 子育て世帯・新婚世帯に対する家賃の助成（３６ヶ月を限度） https://www.city.kofu.yamanashi.jp/akiyataisaku/akiyazyosei.html

64 192058 19205 83関東 山梨県 山梨市 建設課 若者定住促進
若者定住促進住宅（三富地域）に居住している者が、旧三富村の区域または、山梨市立地適正化計画に基づき設定される居住誘導区域に持家
を取得した場合に、定住祝い金を交付する。

-

65 202100 20210 83関東 長野県 駒ヶ根市 総務部　企画振興課 駒ヶ根市居住誘導区域定住促進事業補助金
居住誘導区域での定住を促進するため、区域内に転入または転居する方で、新たに家屋を取得する方に対し、固定資産税相当額を補助しま
す。

https://www.city.komagane.nagano.jp/soshikiichiran/kikakushinkoka/kikakuchoseigakari/7/1/2728.html

66 202151 20215 83関東 長野県 塩尻市 建築住宅課 塩尻市移住・定住促進居住環境整備事業補助金 居住誘導区域の旧耐震（S56.5.31以前）の空き家で、対象物件となった場合50万⇒100万に引き上げ https://www.city.shiojiri.lg.jp/soshiki/34/3438.html

67 203629 20362 83関東 長野県 富士見町 建設課都市計画係 富士見町住宅リフォーム支援事業 居住誘導区域内でリフォームする方へ補助金を上乗せ www.town.fujimi.lg.jp

68 203629 20362 83関東 長野県 富士見町 総務課企画統計係 富士見町住宅リフォーム支援事業移住・定住促進対策新築補助金 居住誘導区域内に新築または新築住宅を購入する方へ補助金を上乗せ www.town.fujimi.lg.jp

69 203629 20362 83関東 長野県 富士見町 総務課企画統計係 富士見町空き家改修費補助金 居住誘導区域内にある空き家で居住を目的として空き家の改修をする方に上乗せ www.town.fujimi.lg.jp

70 212016 21201 85中部 岐阜県 岐阜市 まちづくり推進政策課 【岐阜市まちなか居住支援事業】中心市街地新築住宅取得助成事業 中心市街地において、新築住宅を取得するために金融機関と住宅ローンを契約した者に対し、建設費又は購入費の一部を助成する。 https://www.city.gifu.lg.jp/kurashi/sumai/1002451/1002453.html

71 212016 21201 85中部 岐阜県 岐阜市 まちづくり推進政策課 遊休不動産利活用促進事業 中心市街地（柳ケ瀬）の遊休不動産の利活用促進のための啓発、支援、不動産所有者へのアプローチ -

72 212024 21202 85中部 岐阜県 大垣市 住宅課 居住誘導区域内における特定空家等に対する「空家等除却支援事業補助金」
　市内の居住誘導区域内に存する特定空家等として指定を受けた空家の除却に対し、対象工事費の2分の1（上限40万円）を補助する。　※居住
誘導区域外の場合、補助は対象工事費の3分の1（上限30万円）。

※HP掲載なし

73 221007 22100 85中部 静岡県 静岡市 住宅政策課 静岡市空き家改修補助金交付制度
静岡市空き家情報バンクに登録がある居住誘導区域内の空き家を購入し、改修して新たに居住しようとする者に対して、改修に係る費用の一部
を補助する。

https://www.city.shizuoka.lg.jp/412_000031.html

74 221309 22130 85中部 静岡県 浜松市 都市整備部住宅課 浜松市まちなか定住促進補助金
居住誘導区域外から居住誘導区域内に移住するための新築又は増改築にかかる費用を補助する（移住後の世帯員数が２人以上であること）。
多世帯化（小学生以下の子供を含む子世帯と親世帯が同居等）する場合は加算あり。特例として居住誘導区域内で多世帯化する場合も対象と
する。

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/jutaku/matinaka/matinaka.html
令和4年度からの施行であり、R4.4.1にＨＰで公開予定

75 222101 22210 85中部 静岡県 富士市 都市計画課 富士市生活交通地域路線維持費補助金 路線バスの赤字補填 公表していない

76 222101 22210 85中部 静岡県 富士市 都市計画課 富士市地域公共交通活性化対策事業費補助金 循環バスの運行補助、交通結節点における公共空間の整備 公表していない

77 222101 22210 85中部 静岡県 富士市 住宅政策課 富士市危険空家除去促進補助金 危険空家の除去補助 https://www.city.fuji.shizuoka.jp/kurashi/c0309/akiyajyokyakuhojyo.html

78 232017 23201 85中部 愛知県 豊橋市 都市計画課 豊橋市歩いて暮らせるまち区域定住促進事業費補助金 上記区域に転入（転居）し家屋を新たに取得した場合に補助金を交付 https://www.city.toyohashi.lg.jp/37006.htm

79 242021 24202 85中部 三重県 四日市市 都市整備部都市計画課 住み替え支援制度 定住促進に向けた戸建て空き家住宅の取得費の補助等 https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1001000001794/index.html

80 242021 24202 85中部 三重県 四日市市 都市整備部都市計画課 狭小宅地改善支援制度 密集市街地における隣接地の取得費の補助等 https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1001000001842/index.html

81 242101 24210 85中部 三重県 亀山市 都市整備課
住まい推進グループ

亀山市移住促進のための空き家リフォーム支援事業 市外からの移住者に対する空き家リフォーム費補助 https://www.city.kameyama.mie.jp/docs/2018073000016/

82 242101 24210 85中部 三重県 亀山市 都市整備課
住まい推進グループ

住宅取得支援事業 居住誘導区域への転入者に対する住宅取得支援 https://www.city.kameyama.mie.jp/docs/2019032800029/

83 262021 26202 86近畿 京都府 舞鶴市 都市計画課 舞鶴市まちなかエリア定住促進事業 空き家バンクを利用し、購入もしくは賃貸した人のリフォームに対する補助金 https://www.city.maizuru.kyoto.jp/0000000662.html



立地適正化計画に係る市町村独自の支援制度（令和４年３月末時点）

＜居住誘導区域＞
NO. 団体コード コード ブロック 都道府県名 市町村名 担当部署 支援制度名 概要 URL

84 262137 26213 86近畿 京都府 南丹市 地域振興課 地域連携型住宅整備事業 地域団体等が行う、空き家や空き店舗をお試し住宅や、地域の定住促進拠点施設に活用するための整備を支援する。 https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/emig/119/000/000/index_76554.html

85 262137 26213 86近畿 京都府 南丹市 地域振興課 空き家バンク事業 売却・貸与したい空き家を登録し購入・借入したい方へのマッチングを図る。 http://www.nancla.jp/sumai/bank/

86 262137 26213 86近畿 京都府 南丹市 子育て支援課 子育て支援施策 子宝祝金、入学祝金、子育て手当を支給する。
https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/life/109/002/000/index_3351.html
https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/life/109/002/000/index_3353.html
https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/life/109/002/000/index_3352.html

87 281000 28100 86近畿 兵庫県 神戸市 建築住宅局建築指導部安全対策課 老朽空家等解体補助 空き家の解体補助

https://www.city.kobe.lg.jp/a92551/business/todokede/jutakutoshikyoku/building/work/roukyuakiyahojo.ht
ml#:~:text=%E3%81%9D%E3%81%93%E3%81%A7%E3%80%81%E7%A5%9E%E6%88%B8%E5%B8%82%E3%81%A7%E3%
81%AF%E4%BB%8A,%E3%82%92%E5%AE%9F%E6%96%BD%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81
%99%E3%80%82

88 293636 29363 86近畿 奈良県 田原本町 まちづくり建設課 新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度
新婚・子育て世帯の町内定住をより一層増進するため、田原本町内において供給又は建設される民間分譲住宅、中古住宅等を初めて購入する
ために、民間金融機関の融資を受けて新たに取得する新婚世帯又は子育て世帯に融資額の償還元金残高に対して利子補給を行います。

http://www.town.tawaramoto.nara.jp/kurashi/teijyu/teiju/10488.html

89 302040 30204 86近畿 和歌山県 有田市 経営管理部経営企画課 三世代定住等支援事業 子世帯が親世帯と同居・近居するための助成 https://www.city.arida.lg.jp/kurashi/sumai/101031.html

90 322016 32201 87中国 島根県 松江市
歴史まちづくり部　建築指導課
※Ｒ４．４．１から組織改編により歴史まちづくり部　建
築指導課は都市整備部　建築指導課へ名称変更

中古木造住宅改修及び除却支援事業補助金 中古木造住宅取得後の改修、建て替え除却に要する経費の一部助成 http://www1.city.matsue.shimane.jp/sumai/sumai/jutakukanren_shienseido/chukoshutokushien.html

91 322016 32201 87中国 島根県 松江市
歴史まちづくり部　建築指導課
※Ｒ４．４．１から組織改編により歴史まちづくり部　建
築指導課は都市整備部　建築指導課へ名称変更

小規模住宅団地整備事業補助金 小規模の住宅団地を造成する事業者に対し、整備費の一部を助成 未掲載（今後、掲載予定）

92 332054 33205 87中国 岡山県 笠岡市 建設部都市計画課 定住促進施策の拡充 住宅の改築・購入・賃貸等、住居を対象とする各種助成制度において、居住誘導区域に係る要件の追加を検討 http://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/28/34170.html

93 352012 35201 87中国 山口県 下関市 都市計画課 下関市まちなか再生宅地開発推進事業 良好な住環境形成に資する開発に対し補助金を交付 https://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/73/2689.html

94 352012 35201 88中国 山口県 下関市 住宅政策課 下関市空家等跡地活用促進事業 空き家の解体や跡地活用する事業に補助金を交付 https://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/70/2594.html

95 352012 35201 89中国 山口県 下関市 住宅政策課 下関市移住者向け住宅購入支援事業 本市に転入して住宅を建築・購入する場合、補助金を交付する事業であり、居住誘導区域内に転入する場合、補助金を上乗せ。 https://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/70/2598.html

96 352021 35202 87中国 山口県 宇部市
総合戦略局 中心市街地にぎわい創出推進グループ
※R4.4.1以降、組織改正により、 中心市街地建築促進助成金 建築物等の新築・増築に係る固定資産税相当額の助成 https://www.city.ube.yamaguchi.jp/shisei/hojyojyosei/hojyojyosei_kojin/1009181.html

97 352021 35202 87中国 山口県 宇部市
総合戦略局 中心市街地にぎわい創出推進グループ
※R4.4.1以降、組織改正により、 宇部市中心市街地空き家リセット・活用事業補助金 空き家の解体に要する経費の一部を補助 https://www.city.ube.yamaguchi.jp/shisei/hojyojyosei/hojyojyosei_kojin/1010440.html

98 352021 35202 87中国 山口県 宇部市
総合戦略局 中心市街地にぎわい創出推進グループ
※R4.4.1以降、組織改正により、 宇部市中心市街地空き家リフォーム支援事業補助金 空き家のリフォームに要する経費の一部を補助 https://www.city.ube.yamaguchi.jp/shisei/hojyojyosei/hojyojyosei_kojin/1009184.html

99 362042 36204 88四国 徳島県 阿南市 建設部住宅課 阿南市住んでみんでANAN事業補助金
申請者又はその配偶者が49歳以下で、フラット35子育て支援・地域活性化型を利用して、居住誘導区域内に住宅を新築又は購入する方に対し
て、加算助成を行う。

https://www.city.anan.tokushima.jp/docs/2019062400046/

100 382019 38201 88四国 愛媛県 松山市 都市整備部
都市・交通計画課

松山市わが家のリフォーム応援事業 居住誘導区域外から居住誘導区域内へ転居し、新たに建物の所有権を得た人が補助対象工事を行う人に対して補助（10万円）する。 http://www.city.matsuyama.ehime.jp/bosyu/140601201404.html

101 382108 38210 88四国 愛媛県 伊予市 都市住宅課
（R4.4.1から都市整備課）

景観形成推進事業 良好な景観形成に寄与する建築行為への支援

102 382108 38210 88四国 愛媛県 伊予市 未来づくり戦略室
（R4.4.1から地域創生課）

移住者住宅改修支援事業 移住者が行う空家改修への支援 https://www.city.iyo.lg.jp/soumukikaku/ijyu/ijyusyajyuutakukaisyu.html

103 382108 38210 88四国 愛媛県 伊予市 都市住宅課
（R4.4.1から都市整備課）

市民のふれあい広場整備事業 まちなかにおける広場整備への支援



【機密性２】

立地適正化計画に係る市町村独自の支援制度（令和４年３月末時点）

＜都市機能誘導区域＞
NO. 団体コード コード ブロック 都道府県名 市町村名 担当部署 支援制度名 概要 URL

1 012041 01204 81北海道 北海道 旭川市 地域振興部都市計画課 都市機能の誘導に係る固定資産税の不均一課税 対象地区に都市機能施設の新設等を行った場合，５年間に限り建物に係る固定資産税を１／２とする制度 http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/401/ka01/ka002/d065823.html

2 012068 01206 81北海道 北海道 釧路市 都市計画課 釧路市立地適正化推進補助金 都市機能誘導区域に、医療、商業等の誘導施設を維持・確保するための補助制度 https://www.city.kushiro.lg.jp/machi/t_keikaku/toshikeikaku/toshikeikaku/page00021.html

3 052019 05201 82東北 秋田県 秋田市 産業振興部商工貿易振興課 商店街空き店舗対策事業 都市機能誘導区域等の空き店舗等に出店しようとする方に、出店に係る費用の一部を補助するもの https://www.city.akita.lg.jp/jigyosha/shotengai-support/1006995.html

4 052019 05201 82東北 秋田県 秋田市 産業振興部商工貿易振興課 中心市街地商業集積促進補助制度
都市機能誘導区域における中心市街地エリアの空き店舗等に出店しようとする方に、出店に係る費用の一部を補助するも
の

https://www.city.akita.lg.jp/jigyosha/shigaichi-kasseika/1007000.html

5 072044 07204 82東北 福島県 いわき市 都市計画課 都市機能誘導施設等整備促進事業 誘導施設の整備等に対する補助金の交付 http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1583133180260/index.html

6 082121 08212 83関東 茨城県 常陸太田市 商工振興・企業誘致課 常陸太田市新規企業上下水道料金補助金 常陸太田市東部地区に新たに立地する企業に対し、上下水道料金の50％を交付する 無

7 082121 08212 83関東 茨城県 常陸太田市 商工振興・企業誘致課 常陸太田市新規立地企業誘致促進奨励金 常陸太田市東部地区に新たに立地する企業に対し、店舗面積当たり一定額交付する 無

8 092011 09201 83関東 栃木県 宇都宮市 都市計画課　NCC推進室 都市機能誘導施設立地促進補助金 都市機能誘導区域の新設等施設への整備費補助 https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/shisei/machizukuri/1014948/1014162/index.html

9 114081 11408 83関東 埼玉県 寄居町 商工観光課 空き店舗等活用補助事業 中心市街地内の空き店舗を活用する事業者への補助 https://www.town.yorii.saitama.jp/soshiki/13/akitenpo3.html

10 121002 12100 83関東 千葉県 千葉市 － 千葉市立地適正化計画P76,77に記載のとおり － https://www.city.chiba.jp/toshi/somu/documents/honpen-henkou01-20200701.pdf

11 142051 14205 83関東 神奈川県 藤沢市 産業労働課 多目的ホール併設ホテルの立地に対する税制の支援 多目的ホール併設ホテルの立地に対する税制の支援 http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/indus1/shigoto/sangyo/yuchi/shiensochi.html

12 152161 15216 84北陸 新潟県 糸魚川市 商工観光課 創業支援事業 新たに事業を営もうとする方への経費の一部補助。都市機能誘導区域内は補助率増。 https://www.city.itoigawa.lg.jp/5172.htm

13 162019 16201 84北陸 富山県 富山市 都市計画課 富山市都市機能立地促進補助金
誘導施設として位置付けた商業地域が不足する地域において、商業施設を新規出店する事業者へ施設整備に係る費用の
一部を支援するもの。

https://www.city.toyama.toyama.jp/katsuryokutoshisouzoubu/toshikeikakuka/tosikeikaku/toshikinourittisokus
hinjigyouhojo.html

14 172065 17206 84北陸 石川県 加賀市 産業振興部商工振興課 まちなか店舗立地支援事業 店舗立地の助成金 HPなし

15 232297 23229 85中部 愛知県 豊川市 都市計画課 拠点地区都市機能立地促進事業 都市機能誘導区域に立地された誘導施設に対し、固定資産税相当額等を交付 https://www.city.toyokawa.lg.jp/smph/shisei/toshikaihatsu/toshikeikaku/toshikinourittihojo.html

16 232297 23229 85中部 愛知県 豊川市 都市計画課 拠点地区定住促進事業費補助 都市機能誘導区域への市外からの転入者に対し、固定資産税相当額を交付 https://www.city.toyokawa.lg.jp/smph/shisei/toshikaihatsu/toshikeikaku/machinakakyojuhojo.html

17 242021 24202 85中部 三重県 四日市市 都市整備部都市計画課 共同建替等誘導助成制度 都心居住促進に向け主要駅周辺の建築物の共同化を支援 https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1001000001801/index.html

18 242101 24210 85中部 三重県 亀山市
産業振興課
商工業・地域交通グループ

空き店舗等活用支援事業補助金 都市機能誘導区域での空き店舗改装費補助 https://www.city.kameyama.mie.jp/docs/2018050200033/

19 332054 33205 87中国 岡山県 笠岡市 産業部商工観光課 笠岡市中心市街地空き店舗利用促進補助金交付要綱 商店街等の魅力及びにぎわいを取り戻すため，空き店舗を賃借し出店する新規事業者等に補助金を交付する https://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/30/8027.html

20 352021 35202 87中国 山口県 宇部市
総合戦略局 中心市街地にぎわい創出推進グループ
※R4.4.1以降、組織改正により、都市政策部　中心市街地活性
化推進課に変更になります。

宇部市中心市街地建物リノベーション事業補助金 空き物件をリノベーションするための改修費を補助 https://www.city.ube.yamaguchi.jp/shisei/hojyojyosei/hojyojyosei_kojin/1009185.html

21 372021 37202 88四国 香川県 丸亀市 産業観光課 空き店舗・空きｵﾌｨｽ等活用促進補助事業（産業振興支援） 空き店舗等を活用するための改修費に対する補助金 https://www.city.marugame.lg.jp/itwinfo/i26430

22 392049 39204 88四国 高知県 南国市 商工観光課 中心市街地活性化事業 中心市街地の指定区域内で創業・移転する事業に対する補助制度。 https://www.city.nankoku.lg.jp/dl/dtl.php?k=1&i=116



【機密性２】

立地適正化計画に係る市町村独自の支援制度（令和４年３月末時点）

＜その他＞
NO. 団体コード コード ブロック 都道府県名 市町村名 担当部署 支援制度名 概要 URL

1 032069 3206 82東北 岩手県 北上市 都市計画課 北上市人口減少地域地域拠点内住宅取得支援事業補助金 人口流出の抑制及び定住促進を図るため、地域拠点において新築住宅を取得する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/toshikeikakuka/kenchikushidogakari/2/1
6374.html

2 072087 7208 82東北 福島県 喜多方市 都市整備課 老朽危険空き家等解体撤去補助金 市が危険と判断した空き家等の解体撤去費用を補助 https://www.city.kitakata.fukushima.jp/soshiki/toshiseibi/16510.html

3 072087 7208 82東北 福島県 喜多方市 都市整備課 空き家再生推進事業補助金 空き家等の再生又は解体撤去費用を補助 https://www.city.kitakata.fukushima.jp/soshiki/toshiseibi/16510.html

4 102024 10202 83関東 群馬県 高崎市 建築住宅課 高崎市空き家緊急総合対策 空き家を管理、解体、活用する場合にかかる費用の一部を助成するもの。 https://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014060600030/

5 112399 11239 83関東 埼玉県 坂戸市 住宅政策課 多世代同居住宅改修等工事の補助金交付制度 多世代同居を目的とした住宅の新築等に対して費用の一部を補助します。 https://www.city.sakado.lg.jp/soshiki/37/30408.html

6 112399 11239 83関東 埼玉県 坂戸市 住宅政策課 空き家改修工事等の補助金交付制度 空き家の改修工事等に対して、費用の一部を補助します。 https://www.city.sakado.lg.jp/soshiki/37/28402.html

7 121002 12100 83関東 千葉県 千葉市 － 千葉市立地適正化計画P79,82,85に記載のとおり － https://www.city.chiba.jp/toshi/somu/documents/honpen-henkou01-20200701.pdf

8 142069 14206 83関東 神奈川県 小田原市 都市部都市計画課 優良建築物等整備事業 建築計画に応じた市独自の補助 https://www.city.odawara.kanagawa.jp/municipality/c-planning/urbanarea/district/yuuken.html

9 152226 15222 84北陸 新潟県 上越市 都市整備部都市整備課 まちなか居住推進事業補助金（町家のリフォーム支援）
安全・安心で住み心地がよい雁木町家の普及を図るため、耐震・耐火機能の向上を主としたリフォーム費用の一部を補助する。
※上越市が独自に定める「誘導重点区域」を対象とした支援制度

https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/toshiseibi/machinakakyoju.html

10 152226 15222 84北陸 新潟県 上越市 都市整備部都市整備課 まちなか居住推進事業補助金（町家の建替え支援）
町家を建て替える場合の建物解体費や隣家の外壁復旧費の一部を補助する。
※上越市が独自に定める「誘導重点区域」を対象とした支援制度

https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/toshiseibi/machinakakyoju.html

11 152226 15222 84北陸 新潟県 上越市 都市整備部都市整備課 まちなか居住推進事業補助金（雁木通りの街なみ形成支援）
地域の特性に合わせた景観ルールを住民が定め、その景観ルールに基づいて住民が行う修景事業費の一部を補助する。
※上越市が独自に定める「誘導重点区域」を対象とした支援制度

https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/toshiseibi/machinakakyoju.html

12 152226 15222 84北陸 新潟県 上越市 都市整備部都市整備課 まちなか居住推進事業補助金（空き家の片付け支援）
空き家内に残された家財道具を搬出・処分する費用の一部を補助する。
※上越市が独自に定める「誘導重点区域」を対象とした支援制度

https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/toshiseibi/machinakakyoju.html

13 152226 15222 84北陸 新潟県 上越市 都市整備部都市整備課 まちなか居住推進事業補助金（空き家の購入支援）
若者・子育て世帯を対象に、空き家を購入する費用の一部を補助する。
※上越市が独自に定める「誘導重点区域」を対象とした支援制度

https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/toshiseibi/machinakakyoju.html

14 152226 15222 84北陸 新潟県 上越市 都市整備部都市整備課 まちなか居住推進事業補助金（お試し居住家賃支援）
まちなかの暮らしを気軽に体験できるよう、町家等に賃貸で入居するための家賃の一部を補助する。
※上越市が独自に定める「誘導重点区域」を対象とした支援制度

https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/toshiseibi/machinakakyoju.html

15 152226 15222 84北陸 新潟県 上越市 都市整備部都市整備課 まちなか居住推進事業補助金（空き家の賃貸用リフォーム支援）
空き家を賃貸物件として活用するためのリフォーム費用の一部を補助する。
※上越市が独自に定める「誘導重点区域」を対象とした支援制度

https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/toshiseibi/machinakakyoju.html

16 152226 15222 84北陸 新潟県 上越市 産業観光交流部産業政策課 商業・中心市街地活性化推進室 まちなか居住推進事業補助金（空き店舗の利活用支援）
空き家・空き店舗を商業施設や事務所とするためのリフォーム費用の一部を補助する。
※上越市が独自に定める「誘導重点区域」を対象とした支援制度

https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/toshiseibi/machinakakyoju.html

17 192058 19205 83関東 山梨県 山梨市 都市計画課 開発行為許可制度
都市計画法に基づく開発行為の際、審査手数料を徴収している。山梨市立地適正化計画に基づき設定される居住誘導区域への居住及び都
市機能誘導区域への都市機能誘導を図るよう、各誘導区域における開発行為をする際に関係する審査手数料を免除とする。

https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/citizen/docs/ricchitekiseika.html

18 202029 20202 83関東 長野県 松本市 住宅課
（R4.4以降は移住推進課）

松本市空き家バンク 空き家の利活用促進 https://matsumoto-akiyabank.jp/

19 202053 20205 83関東 長野県 飯田市 結いターン移住定住推進課
空き家対策係

空き家対策事業 引っ越し費用、家財搬出費用、改修費用補助等 https://www.city.iida.lg.jp/site/akiyabannkkannrennhojyokinn.html

20 212024 21202 85中部 岐阜県 大垣市 住宅課 子育て世代等住宅取得支援事業 市内に住宅を取得した際の借入金の利子補給を助成 https://www.city.ogaki.lg.jp/0000021947.html

21 212024 21202 85中部 岐阜県 大垣市 住宅課 子育て世代近居支援事業 子育て世代の定住化を促進するため、市内に親世帯が住む子育て世帯が市外から転入（親元近居）する場合に、引越し費用の一部を補助 https://www.city.ogaki.lg.jp/0000025875.html

22 212024 21202 85中部 岐阜県 大垣市 住宅課 子育て世代等中古住宅取得リフォーム支援事業
子育て世代の定住の促進及び空き家の有効活用を図るため、子育て世代等が市内に中古住宅を新たに取得し、取得した中古住宅をリフォー
ムする場合に、リフォーム費用の一部を助成

https://www.city.ogaki.lg.jp/0000030637.html

23 212024 21202 85中部 岐阜県 大垣市 商工観光課 リフレッシュサポート事業補助金
市内商店街（中心市街地活性化基本計画区域）の空き店舗をリフレッシュし小売業などを開店する人を対象として、店舗改装費や店舗賃借料
費を補助

https://www.city.ogaki.lg.jp/0000001483.html

24 212024 21202 85中部 岐阜県 大垣市 商工観光課 個別魅力アップ事業補助金 中心市街地の商店街の活性化のため、商店街の既存店舗を改装する人を対象として、店舗改装費を補助 https://www.city.ogaki.lg.jp/0000001450.html


