
伊街第 188号   

平成 25年 10月３日   

 

 各所属長様 

 

建設部長 北山太加視  

 

   伊賀市中心市街地活性化基本計画の延長と平成 26年度実施事業の照会について 

 

 平成 20 年 11 月に内閣総理大臣の認定を受けた伊賀市中心市街地活性化基本計画につい

ては、今年度末までとなっていた計画期間を７ヶ月間延長し、平成 26 年 10 月末までを第

１期計画期間とし、その後については切れ目なく第２期計画に移行できるよう、現在官民

が一体となって協議を進めているところです。 

 この中心市街地活性化基本計画は、内閣総理大臣の認定を受けることにより、国や県に

よる様々な支援措置を受けることができますが、今回の計画期間延長に伴い、平成 26年度

中に実施する事業について、第１期計画期間中に実施するものと、第２期計画において実

施するものを区分し、それぞれ必要な時期に計画の変更手続きや交付金要望等を行う必要

があります。 

 ついては、各所属において該当する事業の有無、実施時期等をご確認いただき、別紙調

査表により当課までご報告いただきたいと存じますので、業務ご多忙のおり大変恐縮です

が、ご協力いただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

１．計画期間 

   （旧） 平成 20年 11月～平成 26年３月（５年５ヶ月） 

   （新） 平成 20年 11月～平成 26年 10月（６年） ※平成 26年３月認定予定 

２．事業の区分 

   平成 26年 10月までに着手するもの ⇒ 第１期計画を変更 

   平成 26年 10月以降に着手するもの ⇒ 第２期計画に掲載 

３．事務処理の時期 

   第１期計画の変更手続き ⇒ 平成 25年 11月中旬に内閣府に計画変更登録 

   第２期計画の認定手続き ⇒ 平成 26年度から内閣府と協議 

         ※予算確保のため前年度中に事前協議等が必要な場合があります 

４．調査表の提出期限 

   平成 25年 10月 18日（金）までに当課までメールにてご提出ください 

 



５．提出書類 

   平成 26年度実施事業調査表（中心市街地活性化基本計画関係事業） 

６．添付書類 

   ①伊賀市中心市街地活性化基本計画の延長について 

    ⇒今回の計画期間延長に関する経緯等をまとめた資料です。 

   ②基本計画の認定と連携した主な支援措置等 

    ⇒各省庁等の支援措置を内閣府がまとめた資料です。 

   ③社会資本総合整備計画 ～伊賀市中心市街地のにぎわいの再生～ 

    ⇒伊賀市の中心市街地整備に活用している社会資本整備総合交付金事業に関す 

     る整備計画です。 

 

【事務担当】                      

建設部中心市街地推進課 百田・藤森（電話 22-9825） 



15日 30日 中旬 中下旬 未定 中旬

役員会書面決議 役員会 全体会 役員会 全体会

延長説明 中間案説明 議決

計画概要 ヒアリング フロー提出 計画案提出 認定申請 認定

変更登録 変更申請 変更認定

本要望ヒアリング 計画変更協議 計画変更承認

国土交通省「社会資本整備総合交付金事業」を活用する場合

１０月末～１１月初旬頃　『交付金本要望』…この時点で平成２６年度実施事業分の国費を要望しておく必要があり、概算事業費が必要です。

１１月中下旬～　『社会資本総合整備計画変更協議』…本要望の内容に基づき、整備計画の変更を行います。事業概要、実施目的等詳細な資料が必要です。

パブリックコメント

伊賀市議会

内閣府
（第２期認定） 省庁協議

内閣府
（計画延長）

国土交通省
（社総金）

計画検討
専門部会

実施事業案まとめ 修正・追加協議・まとめ

民間事業は11月末を目処に事業メニューを提示してください。
その後策定委、中活協等の意見により追加協議をお願いします。

中心市街地
活性化協議会

アンケート
パブリックコメント アンケート

策定委員会 10/15…前回委員会の意見まとめ、方向性協議
10/30…方向性協議
11/中…事業案協議等
12/中下…事業案協議、素案作成

2/未定…協議まとめ
3/中旬…中間案作成（最終）

３月 ４月 ５月

■第２期伊賀市中心市街地活性化基本計画策定スケジュール（認定：平成２６年１１月～）　※案

平成２５年度 平成２６年度

９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ９月 １０月 １１月６月 ７月 ８月



提出期限：平成２５年１０月１８日(金) 

平成２６年度実施事業調査表（中心市街地活性化基本計画関係） 
 
 

事業所管：中心市街地推進課 
 
１．事業名称 

まち巡り拠点施設整備事業（成瀬平馬屋敷門活用事業） 

   事業名称は任意で結構です。未決定の場合「○○を整備する」などとしていただいて問題ありません。 

 

２．支援措置名（別添「基本計画の認定と連携した主な支援措置」参照） 

社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業） 

所 管 国土交通省 区 分 53 

   「所管」には省庁等の名称を、「区分」には別添参照資料の右に書かれた二桁の番号を記載してください。 

 

３．実施時期 

平成２４年度から平成２７年度 

   事業全体の実施年度を記載してください。※平成２７年度以降に着手する事業は今回の調査対象外です。 
    「平成２６年度○月から○月まで」、「平成○○年度から○○年度まで」、「毎年○月」等 
 

４．平成２６年度スケジュール 

着 手 平成２６年６月から 完 了 平成２７年３月 

   平成２６年度におけるスケジュールを抜き出して着手と完了の時期を記載してください。 
 

５．事業概要 

伊賀上野城の城下町として高い歴史性を誇る中心市街地において、城下町の省庁であった武家屋敷

の門が現存しているため、当該門を活用し、上野市駅から市街地南部地域への回遊を促す拠点とし

ての活用が期待される。 

また、敷地北側は広い空き地となっているため、地域活動や野外イベントの実施により地域住民と

来街者との交流を図ることができる。 

   事業の概要を簡潔に記載してください。 
 

 

６．その他特記事項 

当該建物は歴史的に重要であり、今後の文化財指定等も視野に入れて整備方針を検討する必要があ

る。また、北側の敷地についての有効活用についても検討する必要がある。 

   支援措置を受けるまでに必要な手続きやその時期等、特記事項があれば記載してください。 
 
 

※社会資本整備総合交付金事業（伊賀市中心市街地のにぎわいの再生）の活用について 

                          別添参照資料「５３」都市再生整備計画事業等 
 
 社会資本整備総合交付金事業を活用する場合、平成２５年１１月初旬に次年度交付金の要望を行う必要

があります。この交付金の活用を検討している場合は早急に中心市街地推進課までご相談ください。 

記 入 例 



伊賀市中心市街地活性化基本計画の延長について（案） 

 

■伊賀市中心市街地活性化基本計画の現状と計画期間延長の提案 

 平成２０年１１月に内閣総理大臣の認定を受けた「伊賀市中心市街地活性化基本計画」は、１年間の

延長を経て、平成２６年３月で認定期間が終了となる予定です。 

 認定が終了した後は、引き続き中心市街地の活性化に取り組むため、第２期計画を策定し、切れ目の

ない第２期計画の認定を受けるべく、伊賀市では計画策定委員会の立ち上げ、中心市街地活性化協議会

においては民間事業計画検討専門部会を設置いただき、これまでの取り組みから見えてきた成果や課題

をしっかり検証した上で、新たな取り組みに向けて協議を進めているところです。 

 しかし、現在の計画期間から切れ目なく第２期計画へ移行する場合、平成２６年４月から第２期計画

が動き出すことになりますが、認定を受けるためには、本年１１月末の時点で計画案の完成が求められ

ている中、現在の進捗状況は、民間事業のブラッシュアップや、市庁舎をはじめとし、芭蕉翁記念館、

上野図書館など、公共施設の配置計画など、国が認定に際して最重要課題と位置づけている部分につい

て、十分な熟度が得られているとは言えず、残り約２ヶ月で計画案作成、パブリックコメント、意見集

約などを行うには時間的に非常に無理があり、策定を急ぐあまり、肝心となる中心市街地の将来像や、

計画の骨子となる部分の協議がおざなりになってしまうことも危惧されます。 

 そこで、今年度末で終了予定の計画期間をさらに延長し、十分な準備期間を取った上で第２期計画の

認定に向けて協議を進めていきたいと考えます。 

 なお、中心市街地活性化基本計画の全期間は５年以内（６年未満）と規定されていることから、伊賀

市の場合、今回可能な延長期間は７ヶ月間で、平成２６年１０月末に計画期間が終了することとなり、

今後は平成２６年１１月の第２期計画を目指すことになります。また、今回以降の延長は計画期間が６

年を超過することになるため、認められません。 

 

▼現在の策定スケジュール 

H20.11～  ～H25.3 ～H26.3  

 

４年５ヶ月 
≪第１回延長≫ 

１年０ヶ月 

第２期計画 

（H26.4～６年未満） 

 第１期計画 第２期計画 

 
 
 

▽認定期間延長案 

H20.11～  ～H25.3 ～H26.3 ～H26.10 

 第１期計画 

（４年５ヶ月） 

第１期計画 

（第１回延長） 

（１年０ヶ月） 

第１期計画 

（第２回延長） 

（７ヶ月） 

第２期計画 

（H26.11～６年未満） 

 第１期計画 第２期計画 
 

７ヶ月間延長 

5年 5ヶ月 

6年 
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Ⅴ. 基本計画の認定と連携した主な支援措置等 

  ※ 国土交通省の支援措置を受ける場合は、別添「国土交通省の支援措置に係る記載」を参考に支援内容を記載して下さい。 

 
（１）法に定める特別の措置 
Ａ．市街地の整備改善 

（ア） 土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の特

例（法第16条） 

国土交通省

 

３９

（イ） 路外駐車場についての都市公園の占用の特例（法第17条） 国土交通省 ４０

（ウ） 中心市街地公共空地等の設置及び管理（法第18条、第19

条） 

国土交通省 ４１

 

Ｂ．都市福利施設の整備 

（ア） 土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の特

例（法第16条） 

国土交通省 ４１

 

Ｃ．街なか居住の推進 

（ア） 中心市街地共同住宅供給事業（法第22条～第34条） 国土交通省 ４１

（イ） 地方住宅供給公社の設立の要件に関する特例（法第35条） 国土交通省 ４２

（ウ） 土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の特

例（法第16条） 

国土交通省

 

４３

 

Ｄ．商業の活性化 

（ア） 大規模小売店舗立地法の特例（第一種大規模小売店舗立

地法特例区域）（法第36条・第37条） 

経済産業省 ４３

（イ） 中小小売商業高度化事業に係る特定民間中心市街地活性

化事業計画の主務大臣認定（法第７条第７項、第40条）

経済産業省 ４３

（ウ） 特定商業施設等整備事業に係る特定民間中心市街地活性

化事業計画の主務大臣認定（法第７条第８項、第40条、

第42条関係） 

経済産業省 ４５

（エ） 中小企業信用保険法の特例（法第43条） 経済産業省 ４６

 

Ｅ．公共交通機関、特定事業等 

（ア） 都市型新事業に係る特定民間事業計画の主務大臣認定

（法第７条第９項第１号） 

経済産業省 ４７

（イ） 共通乗車船券（法第39条） 国土交通省 ４８

（ウ） 中心市街地食品流通円滑化事業に係る特定民間事業計画の

主務大臣認定（法第７条第９項第２号、第44条、第45条） 

農林水産省 ４９

（エ） 乗合バスの利用者の利便の増進のための事業に係る特定

民間事業計画の主務大臣認定（法第７条第９項第３号、

国土交通省 ５０
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第46条） 

（オ） 貨物運送効率化事業に係る特定民間事業計画の主務大臣

認定（法第７条第９項第４号、第47条） 

国土交通省 ５１

 

 

（２）認定と連携した支援措置 

①認定と連携した特例措置 

Ａ．市街地の整備改善 

（ア） 社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業） 国土交通省 ５３

（イ） 民間都市開発推進機構による民間都市開発事業の支援 国土交通省 ５４

（ウ） 社会資本整備総合交付金（市街地再開発事業等） 

防災・安全交付金（市街地再開発事業等） 

国土交通省 ５４

（エ） 社会資本整備総合交付金（都市再生区画整理事業） 

防災・安全交付金（都市再生区画整理事業） 

国土交通省 ５５

（オ） 都市開発資金（用地先行取得資金（中心市街地活性化促

進用地）） 

国土交通省 ５６

（カ） 社会資本整備総合交付金（都市・地域交通戦略推進事業） 国土交通省 ５６

 

Ｂ．都市福利施設の整備 

（ア） 社会資本整備総合交付金（暮らし・にぎわい再生事業）

防災・安全交付金（暮らし・にぎわい再生事業） 

国土交通省 ５７

（イ） 社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業） 国土交通省 ５７

 

Ｃ．街なか居住の推進 

（ア） 街なか居住再生ファンド 国土交通省 ５７

（イ） 社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業） 国土交通省 ５８

 

Ｄ．商業の活性化 

（ア） 中心市街地魅力発掘・創造支援事業費補助金 経済産業省 ５８

（イ） 中心街再生事業における低利融資（企業活力強化貸付（企

業活力強化資金）） 

経済産業省 ５９

（ウ） 中小小売商業高度化事業の用に供する土地を譲渡した際

の譲渡所得の特別控除 

経済産業省 ５９

（エ） 社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業） 国土交通省 ６０

（オ） 中心市街地活性化ソフト事業 総務省 ６０

（カ） 中心市街地再活性化特別対策事業 総務省 ６０

 

Ｅ．公共交通機関、特定事業等 

（ア） 社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業） 国土交通省 ６１
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（イ） 社会資本整備総合交付金（都市・地域交通戦略推進事業） 国土交通省 ６１

 
 

（２）認定と連携した支援措置 

②認定と連携した重点的な支援措置 

Ａ．市街地の整備改善 

（ア） 社会資本整備総合交付金（道路事業（区画）） 国土交通省 ６２

（イ） 社会資本整備総合交付金（道路事業） 

防災・安全交付金（道路事業） 

国土交通省 ６２

（ウ） 社会資本整備総合交付金（道路事業（街路）） 国土交通省 ６３

（エ） 社会資本整備総合交付金（都市公園等事業） 国土交通省 ６４

（オ） 社会資本整備総合交付金（下水道事業、都市水環境整備

下水道事業） 

防災・安全交付金（下水道事業、都市水環境整備下水道

事業） 

国土交通省 ６４

（カ） 社会資本整備総合交付金（みなとまち活性化支援） 国土交通省 ６５

（キ） 社会資本整備総合交付金（河川事業） 

防災・安全交付金（河川事業） 

国土交通省 ６５

（ク） 社会資本整備総合交付金（住宅宅地基盤特定治水施設等

整備事業） 

防災・安全交付金（住宅宅地基盤特定治水施設等整備事

業） 

国土交通省 ６６

（ケ） 社会資本整備総合交付金（住宅市街地基盤整備事業） 

防災・安全交付金（住宅市街地基盤整備事業） 

国土交通省 ６６

（コ） 社会資本整備総合交付金（バリアフリー環境整備促進事

業） 

防災・安全交付金（バリアフリー環境整備促進事業） 

国土交通省 ６７

（サ） 都市開発資金（都市環境維持・改善事業資金） 国土交通省 ６７

（シ） 社会資本整備総合交付金（優良建築物等整備事業） 

防災・安全交付金（優良建築物等整備事業） 

国土交通省 ６８

（ス） 社会資本整備総合交付金（住宅市街地総合整備事業） 

防災・安全交付金（住宅市街地総合整備事業） 

国土交通省 ６８

（セ） 社会資本整備総合交付金（地域住宅計画に基づく事業）

防災・安全交付金（地域住宅計画に基づく事業） 

国土交通省 ６８

 

 

Ｃ．街なか居住の推進 

（ア） 社会資本整備総合交付金（優良建築物等整備事業） 

防災・安全交付金（優良建築物等整備事業） 

国土交通省 ６８
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（イ） 社会資本整備総合交付金（住宅市街地総合整備事業） 

防災・安全交付金（住宅市街地総合整備事業） 

国土交通省 ６８

（ウ） 社会資本整備総合交付金（地域住宅計画に基づく事業）

防災・安全交付金（地域住宅計画に基づく事業） 

国土交通省 ６９

（エ） 社会資本整備総合交付金（住宅市街地基盤整備事業） 国土交通省 ７０

 
Ｄ．商業の活性化 

（ア） 中心市街地商業活性化診断・サポート事業 経済産業省 ７０

（イ） 中心市街地商業活性化アドバイザー派遣事業 経済産業省 ７０

 

Ｅ．公共交通機関、特定事業等 

（ア） 社会資本整備総合交付金（道路事業（街路）） 国土交通省 ７１

（イ） 民間まちづくり活動促進事業 国土交通省 ７１

 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

Ａ．市街地の整備改善 

（ア） 社会資本整備総合交付金（道路事業） 

防災・安全交付金（道路事業） 

国土交通省 ７２

（イ） 社会資本整備総合交付金（道路事業（街路）） 国土交通省 ７２

（ウ） 社会資本整備総合交付金（河川事業） 

防災・安全交付金（河川事業） 

国土交通省 ７２

（エ） 集落基盤整備事業 農林水産省 ７２

（オ） 地域用水環境整備事業 農林水産省 ７３

（カ） 文化財建造物保存修理等事業 文部科学省 ７３

（キ） 伝統的建造物群保存修理等事業 文部科学省 ７３

（ク） 少子高齢化・環境対応等復興モデル事業費補助金 内閣府 ７３

（ケ） 地域の元気臨時交付金（地域経済活性化・雇用創出臨時

交付金） 

内閣府 ７３

（コ） 特定地域再生事業費補助金 内閣府 ７３

 

Ｂ．都市福利施設の整備 

（ア） 医療提供体制施設整備交付金 厚生労働省 ７３

（イ） 社会福祉施設等施設整備費補助金 厚生労働省 ７４

（ウ） 安心こども基金 厚生労働省 ７４

（エ） 保育環境改善等事業 厚生労働省 ７４

（オ） 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 厚生労働省 ７４

（カ） 公立文教施設の整備 文部科学省 ７４

 

Ｃ．街なか居住の推進 
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（ア） 地域支援事業交付金 厚生労働省 ７４

 
Ｄ．商業の活性化 

（ア） 中心市街地商業等活性化支援業務のうち、人材育成事業 経済産業省 ７５

（イ） 中心市街地・商店街に出店・事業を行う中小小売商業者

等の設備投資資金等に対する低利融資（企業活力強化貸

付（企業活力強化資金）） 

経済産業省 ７５

（ウ） 大規模小売店舗立地法の特例（第二種大規模小売店舗立

地法特例区域） 

経済産業省 ７５

（エ） 卸売市場施設整備対策 農林水産省 ７５

 

Ｅ．公共交通機関、特定事業等 

（ア） 社会資本整備総合交付金（道路事業（街路）） 国土交通省 ７５

（イ） 鉄道駅総合改善事業費補助 国土交通省 ７６

（ウ） 地域公共交通確保維持改善事業（地域公共交通確保維持

事業／地域公共交通バリア解消促進等事業／地域公共交

通調査事業） 

国土交通省 ７６

（エ） 踏切保安設備整備費補助 国土交通省 ７６

（オ） 地下鉄など鉄道整備に対する補助（都市鉄道整備事業費

補助（地下高速鉄道／空港アクセス鉄道等）、幹線鉄道

等活性化事業費補助） 

国土交通省 ７６

（カ） 都市鉄道利便増進事業費補助 国土交通省 ７６

（キ） 地域のまちづくりに寄与する官庁施設の整備 国土交通省 ７７

（ク） 成長産業・企業立地促進等施設整備費補助事業 経済産業省 ７７

（ケ） 電源地域産業関連施設等整備費補助事業 経済産業省 ７７

 



- 39 - 

Ⅴ. 基本計画の認定と連携した主な支援措置等 

  

基本方針第２章５．（Ｐ．５）及び本マニュアルⅢ．で整理した認定と連携した支援措

置等については、以下のとおりとなります。 
基本計画の作成に際し、基本計画に記載する事項として基本方針及び本マニュアルⅣ．

に掲げられている事項については、様式第４［基本計画標準様式］にのっとり記載してく

ださい。 

また、基本計画に記載する事項として基本方針及び本マニュアルⅣ．に掲げられている

もの以外について記載を求められている事項については、「［２］具体的事業(等)の内容」

の「その他の事項」欄に記載してください。 
なお、（１）法に定める特別の措置、（２）認定と連携した支援措置については、関係

行政機関の長の同意が必要となります。（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援

措置については、同意を求めません。 

 

※ 平成２２年４月１日より国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金・交付金につい

ては、社会資本整備総合交付金として一部を除き原則一括化されたところです。 

社会資本整備総合交付金、個別補助金で支援する事業等の基本計画への記載について

は、別添「国土交通省の支援措置に係る記載例」を参考にしてください。 

この他、実施する事業の内容によっては、他の分野（Ａ「市街地の整備改善」等）に

それぞれ位置づけることも可能です。 

 

 

（１）法に定める特別の措置 

 

Ａ．市街地の整備改善 

 

（ア）土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の特例（法第16条）（国土

交通省） 
ａ．概要 

認定基本計画に定められた土地区画整理事業であって地方公共団体、都市再生

機構又は地方住宅供給公社が施行するものの換地計画（認定基本計画において定

められた中心市街地（以下「認定中心市街地」という。）の区域内の宅地につい

て定められたものに限る。）においては、認定基本計画に土地区画整理事業と併

せてその整備が定められた都市福利施設（認定中心市街地の区域内の住民等の共

同の福祉又は利便のため必要な施設に限る。）で国、地方公共団体等が設置する

もの又は同様にその整備が定められた公営住宅等の用に供するため、一定の土地

を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができます。 

ｂ．要件 

本特例の対象となる保留地は、以下に示す要件を満たす必要があります。 

①認定基本計画において法第９条第２項第４号に掲げる事項として定められた
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土地区画整理事業であって土地区画整理法第３条第４項、第３条の２又は第

３条の３の規定により施行するものの換地計画（認定中心市街地の区域内の

宅地について定められたもの限る。）において定める保留地であること。 

②当該特例による保留地を活用して整備する施設等が次のいずれかであること。 
（ⅰ）都市福利施設（認定中心市街地の区域内の住民等の共同の福祉又は利

便のため必要な施設に限る。）で国、地方公共団体、中心市街地整備推進

機構その他政令で定める者が設置するもの（土地区画整理法第２条第５項

に規定する公共施設を除き、認定基本計画において法第９条第２項第５号

に掲げる事項として土地区画整理事業と併せてその整備が定められたもの

に限る。） 
（ⅱ）公営住宅等（認定基本計画において法第９条第２項第６号に掲げる事

項として土地区画整理事業と併せてその整備が定められたものに限る。） 

③当該特例による保留地の地積について、当該土地区画整理事業を施行する土

地の区域内の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地

を使用し、又は収益することができる権利を有するすべての者の同意を得る

こと。 
ｃ．基本計画に記載する事項 

基本方針及び本マニュアルⅣ．に掲げられている事項のほか、以下について記

載してください。 

・ 保留地の特例を活用し、土地区画整理事業と併せて整備する都市福利施設及

び公営住宅等の概要  

ｄ．留意事項等 
特になし 

 

（イ）路外駐車場についての都市公園の占用の特例（法第17条）（国土交通省） 

ａ．概要 

都市公園の地下に設けられる、認定基本計画に定められた路外駐車場の整備を

行うに当たり、一定の要件を満たす場合、公園管理者は占用の許可を与えるもの

とします。 

ｂ．要件 

本特例の対象となる駐車場は、以下に示す要件を満たす必要があります。 

①基本計画において、駐車場法第３条の駐車場整備地区内に整備されるべき

同法第４条第２項第５号の主要な路外駐車場（都市計画において定められ

た路外駐車場を除く。）の整備に関する事項を定めた場合であって、当該

基本計画が法第９条第７項（第11条第２項において準用する場合を含む）

の認定を受け、駐車場整備計画において、当該路外駐車場の整備に関する

事項の内容に即して、その位置、規模、整備主体及び整備目標年次を明ら

かにした路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要を定めること。 

②都市公園法第２条第１項の都市公園の地下に設けられる路外駐車場の整備

に関する事業の計画の概要について、あらかじめ、公園管理者（同法第２



- 41 - 

条の３の公園管理者）の同意を得ること。 

ｃ．基本計画に記載する事項 

基本方針及び本マニュアルⅣ．に掲げられている事項のほかに、下記について

記載してください。 
・ 事業の規模 

・ 整備の目標年次 

・ 占用する都市公園の名称・種別・規模・管理主体 

ｄ．留意事項等 

都市公園の地下に設けられる路外駐車場は、都市公園法第７条の規定に基づく

政令で定める技術的基準に適合していることが必要です。 
 

（ウ）中心市街地公共空地等の設置及び管理（法第18条、第19条）（国土交通省） 

ａ．概要 

認定中心市街地における一定規模以上の土地・建築物その他の工作物の所有者

との契約に基づいて、地方公共団体又は中心市街地整備推進機構が、緑地・広場

その他の公共空地・駐車場その他認定中心市街地の区域内の居住者等の利用に供

する施設を設置・管理することができるものです。 

ｂ．要件 

緑地・広場その他の公共空地を設置・管理する場合は300㎡以上、駐車場を設置・

管理する場合は500㎡以上の規模であることが必要です。 

ｃ．基本計画に記載する事項 

基本方針及び本マニュアルⅣ．に掲げられている事項のほかは、特にありませ

ん。 

ｄ．留意事項等 

中心市街地整備推進機構は設置・管理している緑地における保存樹等について、

保存義務等を負うこととなります。（法第51条、第52条） 

 

Ｂ．都市福利施設の整備 
 

（ア）土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の特例（法第16条）（国土

交通省） 

（１）Ａ．市街地の整備改善（ア）土地区画整理事業の換地計画において定める

保留地の特例を参照してください。 

 
Ｃ．街なか居住の推進 

 

（ア）中心市街地共同住宅供給事業（法第22条～第34条）（国土交通省） 

ａ．概要 

認定中心市街地において、優良な共同住宅の供給を支援します。 

国は、法第30条に基づき、中心市街地共同住宅供給事業の実施に要する費用の
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一部を補助する地方公共団体、または、法第34条に基づき、同事業により住宅の

供給を行う地方公共団体に対して、その費用の一部を補助します。 

また、地方住宅供給公社においては、委託により、中心市街地共同住宅供給事

業の実施等が行うことができることとする特例措置があります。（法第33条） 
ｂ．要件 

中心市街地共同住宅供給事業の実施に当たっては、基本計画に必要な事項を記

載して内閣総理大臣の認定を受けるとともに、具体の事業計画について、法第22

条に基づく市町村長による認定（地方公共団体が事業を実施する場合を除く。）

が必要となります。 

なお、市町村による事業計画の認定に当たっては、特に次に掲げる事項に留意

してください。 

・ 周辺の土地利用の状況等を十分に勘案して、良好な居住の環境の確保その他

の市街地の環境の確保又は向上に資するものであること。 

・ 入居者の利便及び福祉の確保の観点から、入居者のため必要な駐車場が確保

されるよう配慮するとともに、高齢者等の入居が見込まれる場合においては、

住宅の設計・設備の設置について安全面等について配慮がなされていること。 
ｃ．基本計画に記載する事項 

基本方針及び本マニュアルⅣ．に掲げられている事項のほか、以下について記

載してください。 

・ 供給される予定の住宅戸数 

なお、中心市街地共同住宅供給事業の実施予定者として地方住宅供給公社を位

置付ける場合には、その必要性を記載してください。 
ｄ．留意事項等 

特になし。 

 

（イ）地方住宅供給公社の設立の要件に関する特例（法第35条）（国土交通省） 

ａ．概要 

地方住宅供給公社法第８条の規定に係わらず、認定市町村である市は地方住宅

供給公社を設立することができます。 

ｂ．要件 

特になし 

ｃ．基本計画に記載する事項 

基本方針及び本マニュアルⅣ．に掲げられている事項のほか、以下①について

記載するとともに、支援措置の内容については、以下②のとおり記載してくださ

い。 

①  地方住宅供給公社設立の目的、 

  基本計画の目標達成のための位置付け及び必要性 

  ② 地方住宅供給公社の設立の要件に関する特例 

ｄ．留意事項等 

法第35条の特例により地方住宅供給公社を設立しようとするに当たっては、地
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方住宅供給公社法施行令の改正が必要となることから、あらかじめ、国土交通省

と協議が必要です。  

 

（ウ）土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の特例（法第16条）（国土

交通省） 

（１）Ａ．市街地の整備改善（ア）土地区画整理事業の換地計画において定め

る保留地の特例を参照してください。 

 

Ｄ．商業の活性化 

 
（ア）大規模小売店舗立地法の特例（第一種大規模小売店舗立地法特例区域）（法第

 36条・第37条）（経済産業省） 

ａ．概要 

中心市街地における大規模小売店舗の立地を促進し中心市街地の商業等の活性

化を図るため、認定中心市街地において大規模小売店舗立地法の新設又は変更の

際の届出自体を不要とする等により、大規模小売店舗立地法の手続きを実質的に

適用除外とするものです。 

ｂ．要件 

都道府県及び政令指定都市が、認定中心市街地の全部又は一部を特例区域とし

て定めることが必要です。 

ｃ．基本計画に記載する事項 

基本方針及び本マニュアルⅣ．に掲げられている事項のほかは、特にありませ

ん。 

ｄ．留意事項等 

市町村が本特例措置を活用する旨を基本計画に記載する場合においては、特例

区域の指定主体である都道府県の同意を得ていることが望まれます。 

 

（イ）中小小売商業高度化事業に係る特定民間中心市街地活性化事業計画の主務大臣

認定（法第７条第７項、第40条）（経済産業省） 

ａ．概要 

中小小売商業者等が認定中心市街地において行う、中小小売商業構造の高度化

に資する下記の事業に対し、経済産業大臣が、特定民間中心市街地活性化事業計

画（以下「特定民間事業計画」）の認定を行います。 

中小小売商業高度化事業は、企業規模が小さく、企業数が多く、その多数が前

近代的な生産的経営段階に留まっている中小小売商業の構造改革を進め、消費生

活様式の高級化・多様化や交通体系・都市構造の移り変わり等経営環境の変化に

中小小売商業者が円滑に対応していくことを促進する事業として位置付けていま

す。 

具体的には、①共同施設の設置、商店街の空き店舗を活用したテナントの誘致

や店舗の計画的な建て替え等を実施する経営近代化事業、②集団で立地環境の良
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い新たな区域に移転等を行い、営業に必要な店舗、倉庫、事務所等を設置するほ

か、種々の共同事業の一環として集会場、イベント広場、駐車場等の整備等を実

施する基盤強化整備事業、③ショッピングセンタータイプの店舗やそれと併設さ

れる施設を設置する共同店舗等整備事業等がこれに当たります。 
当該特定民間事業計画の認定を受けた者は、中心市街地魅力発掘・創造支援事

業費補助金（商機能維持・強化施設等整備事業）の重点的な支援（補助率２／３、

詳しくは 新の公募要領をご確認ください。）及び法43条に基づく中小企業信用

保険法の特例を受けることができます。 

ｂ．要件 

中小小売商業高度化事業は、法第７条第７項に規定する事業であることが必要

で、本事業の経済産業大臣による特定民間事業計画の認定に当たっては、認定基

本計画に記載された事業であって、協議会の協議を経ていることが必要となりま

す。 

また、中心市街地の活性化に関する法律施行令第10条及び経済産業省関係中心

市街地の活性化に関する法律施行規則（以下、「経済産業省関係施行規則」）第

９条及び第10条、別途定める認定の基準を満たす必要があります。 
ｃ．基本計画に記載する事項 

基本方針及び本マニュアルⅣ．に掲げられている事項を記載してください。 

その際、以下の事項については、括弧内に示す内容を記載してください。 

・ 事業名（中小小売商業高度化事業として行う個々の事業名） 

・ 措置の内容（「中小小売商業高度化事業に係る特定民間中心市街地活性化事

業計画の経済産業大臣認定」と記載） 
・ その他の事項（活用する支援措置の名称を記載。この事項に記載した支援措

置については、（２）認定と連携した支援措置、又は（３）中心市街地の活

性化に資するその他の支援措置の事項に再掲してください。） 

また、以下の事項についても記載してください。 

－ 当該中小小売商業高度化事業が、当該中心市街地内における他の商店街等へ

の商業活性化に係る取組にもたらす影響（当該商店街等及び当該中心市街地

内における他の商店街等の来街者数の現況等） 

－ 個店の活力や集客力、営業状態等が全体の魅力の向上にどのように結び付き、

また逆に、商店街の特性や共同事業の成否が構成店舗の活力の向上にどのよ

うに結び付いているのか、「個々の取組」と「共同的な取組」との連動内容 

－ 当該中小小売商業高度化事業に影響を与える空き店舗数・率の現況 

－ 文教施設、医療施設、公共事業等まちの諸事業と連動した中小小売商業高度

化事業であること       

ｄ．留意事項等 

当該事業の経済産業大臣の認定申請は、法第40条第３項各号及び経済産業省関

係施行規則第７条に掲げる事項を記載した特定民間事業計画を作成し、市町村を

経由して行う必要があります。 

この場合において、市町村は当該特定民間事業計画に関して意見を付すことが
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できます。 

 

（ウ）特定商業施設等整備事業に係る特定民間中心市街地活性化事業計画の主務大臣

認定（法第７条第８項、第40条、第42条関係）（経済産業省） 
ａ．概要 

民間事業者が認定中心市街地において、大型店を含んだ商業基盤施設又は相当

規模の商業施設の整備を行う事業に対し、経済産業大臣が特定民間事業計画の認

定を行います。 

認定特定民間中心市街地活性化事業者は、法第42条に基づき、独立行政法人中

小企業基盤整備機構による債務保証を受けることができます。また、まちづくり

会社等の認定特定民間中心市街地活性化事業者が、当該特定民間中心市街地活性

化事業計画に基づく事業を行う場合には、中心市街地魅力発掘・創造支援事業費

補助金（商機能維持・強化施設等整備事業）の重点的な支援（補助率２／３）及

び株式会社日本政策金融公庫による低利融資を受けることができます（詳しくは

新の公募要領、融資制度をご確認ください）。 

 
ｂ．要件 

特定商業施設等整備事業は以下に示す要件を満たす必要があります。 

①事業の実施地域は、一定の商業集積が見られ、公共公益施設が一つ以上存在

し、さらに、電車、バス等の公共交通機関による来訪が可能な地域であるこ

と。 

②整備する施設は、商業施設の場合には原則3,000㎡以上、商業基盤施設につい

ては、既存又は新設の商業施設と一体的に整備することとし、当該商業施設

が、原則3,000㎡以上であること。ただし、事業を実施する地域や人口規模等

からみて、これを下回る規模の施設での実施を妨げるものではありません。 

③中心街再生事業を実施する場合は、さらに、以下の要件を満たす必要があり

ます。 

Ⅰ．事業者要件 

一．事業者が当該事業が行われる認定中心市街地の中心市街地活性化協議会

の構成員であること。 

二．補助事業を遂行するために必要な常勤の役員及び職員を有し、また、専

門人材の雇用、専門機関への委託等により、事業を遂行するために必要な

専門知識等を確保していること。 

三．補助事業を行う事業の場所を含む中心市街地の商店街等の相当程度の区

域において商業施設、商業基盤施設等を一元的に管理する中心市街地にお

ける不動産の有効活用に関する計画を定めていること。  
四．株式会社にあっては総株主の議決権に占める、再生事業区域に不動産の

権利を有する者及び再生区域に関係する商店街振興組合等の有する割合が

３％以上のものであること。 
Ⅱ．事業要件 

一．不動産の利用権を確保して、不動産利用の効率性の向上を図る事業であ

ること（土地を所有する場合を除く。）。 
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二．整備する商業施設等が、周辺の街並みルールと調和していること。 

三．施設整備事業に必要な資金の額及びその調達方法が、的確に遂行するため

に適切なものであること。 

 

本事業の経済産業大臣による特定民間事業計画の認定に当たっては、認定基本

計画に記載された事業であって、協議会の協議を経ていることが必要となります。 
ｃ．基本計画に記載する事項 

基本方針及び本マニュアルⅣ．に掲げられている事項を記載してください。そ

の際、以下の事項については、括弧内に示す内容を記載してください。 

・ 事業名（特定商業施設等整備事業として行う個々の事業名） 

・ 措置の内容（「特定商業施設等整備事業に係る特定民間中心市街地活性化事

業計画の経済産業大臣認定」と記載） 
・ その他の事項（活用する支援措置の名称を記載。この事項に記載した支援措

置については、（２）認定と連携した支援措置、又は（３）中心市街地の活

性化に資するその他の支援措置の事項に再掲してください。） 

ｄ．留意事項等 

当該事業の経済産業大臣の認定申請は、法第40条第３項各号及び経済産業省関

係施行規則第７条に掲げる事項を記載した特定民間事業計画を作成し、市町村を

経由して行う必要があります。 
この場合において、市町村は当該特定民間事業計画に関して意見を付すことが

できます。 

 

（エ）中小企業信用保険法の特例（法第43条）（経済産業省） 

ａ．概要 

本特例措置は、中小企業信用保険法の規定における、普通保険、無担保保険、

特別小口保険について、中心市街地商業等活性化関連保証を受けた中小企業者に

係るものは、その保険関係の限度額をその他の保険関係の限度額と別に定めるこ

とができるものです。 

また、認定特定民間事業計画に基づく中小小売商業高度化事業又は特定事業を

実施する公益法人については、同法における中小企業者とみなして、同法を適用

し、普通保険、無担保保険の保険であって、特定会社や公益法人が行う当該事業

の実施に必要な資金に係るものについては、普通保険、無担保保険の限度額を２

倍に拡大するものです。 

さらに、中心市街地商業等活性化関連保証及び中心市街地商業等活性化支援保

証について、普通保険のてん補率を、７０／１００から８０／１００に引き上げ、

保険料を、同法第４条の規定に関わらず、保険金額の年２／１００以内において

政令で定める率を乗じた額に引き下げる措置を講ずるものです。 
ｂ．要件 

法第７条第７項第１号から第７号に定める中小小売商業高度化事業又は同条第

９項第１号に掲げる特定事業に係る特定民間事業計画の認定が必要です。 
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ｃ．基本計画に記載する事項 

基本方針及び本マニュアルⅣ．に掲げられている事項を記載してください。そ

の際、以下の事項については、括弧内に示す内容を記載してください。 

・ 事業名（個々の事業名） 
・ 措置の内容（中小企業信用保険法の特例を活用する旨） 

ｄ．留意事項等 

特になし 

 

Ｅ．公共交通機関、特定事業等 

 
（ア）都市型新事業に係る特定民間事業計画の主務大臣認定（法第７条第９項第１号）

（経済産業省） 

ａ．概要 

民間事業者が認定中心市街地において、中心市街地に集まる個人消費者や事業

者等のニーズに対応した商品・サービスの提供を行う都市型新事業を実施する企

業等の立地を促進するための施設を整備することにより、中心市街地における活

発な事業活動の展開を図る事業に対し、経済産業大臣が特定民間事業計画の認定

を行います。 

なお、当該認定特定民間事業の認定を受けた者は、法第43条に基づく中小企業

信用保険法の特例を受けることができます。 

ｂ．要件 

本事業は以下に示す要件を満たす必要があります。 
①施設の機能 

整備する施設は、都市型新事業を実施する事業者が入居して事業展開スペ

ースとして利用する機能（賃貸型事業場等）、新商品・新役務に係る研究開

発等を促進する機能（共同研究施設・産学連携支援施設等）、研究開発や事

業化を支援する機能（インキュベータ等）、市場の動向やニーズ把握を行う

機能（情報交流施設等）、又は需要者との接触を通じて新事業展開を促進す

る機能（展示・販売施設等）を有する施設であること。 

②施設の規模 

整備する施設の規模は、おおむね５事業者程度以上の利用が可能となるも

のであること。 

③事業主体 

本事業は、組合による実施、共同事業形態等の民間事業者の協力・連携の

下での実施、民間事業者と地方公共団体等の公的主体の協力・連携による実

施等、中心市街地の活性化に即した事業を実施できる主体及び事業形態によ

って行われること。 

④中心市街地の特性の活用 

中心市街地及びその周辺に存在する事業者や研究機関、事業者支援機関等、

当該中心市街地の有する人や組織のポテンシャル、技術的蓄積等を適切に活



- 48 - 

用する事業であること。      

本事業の経済産業大臣による特定民間事業計画の認定に当たっては、認定基本

計画に記載された事業であって、協議会の協議を経ている必要がなります。 

ｃ．基本計画に記載する事項 
基本方針及び本マニュアルⅣ．に掲げられている事項を記載してください。そ

の際、以下の事項については、括弧内に示す内容を記載してください。 

・ 事業名（特定事業として行う個々の事業名） 

・ 措置の内容（活用する支援措置の内容） 

・ その他の事項（経済産業大臣による特定民間事業計画の認定を受けようとす

る旨） 
ｄ．留意事項等 

当該事業の経済産業大臣の認定申請は、法第40条第３項各号に掲げる事項を記

載した特定民間事業計画を作成し、市町村を経由して行う必要があります。 

この場合において、市町村は当該特定民間事業計画に関して意見を付すことが

できます。 

 
（イ）共通乗車船券（法第39条）（国土交通省） 

ａ．概要 

鉄道、索道（ロープウェー等）、軌道（路面電車等）、バス、旅客船を対象と

する共通乗車船券の導入について法第39条に基づく届出を行った場合、関係事業

法規に基づく届出を行ったものとみなす特例を設け、窓口の一元化、ワンストッ

プサービスによる手続きの迅速化により、運送事業者の事務負担を軽減し、共通

乗車船券の発行の促進を図るものです。 

これにより、運賃及び料金の割引による移動に係る費用負担及び乗り換えの度

ごとに切符を買う手間が省けることによる心理的負担を軽減し、公共交通機関の

利用者の利便の増進を図り、中心市街地へのアクセス向上及び中心市街地におけ

る移動円滑化を図るものです。 

ｂ．要件 
本特例に係る共通乗車船券は、認定中心市街地に来訪する旅客又は認定中心市

街地内を移動する旅客を対象とし、二以上の運送事業者が定める期間、区間等の

条件の範囲内で、各旅客運送機関を利用できるものです。 

本特例を活用するに当たっては、基本計画に記載し、認定を受ける必要があり

ます。 

なお、二以上の運送事業者には、鉄道・バスといった異種モード間をまたがる

場合のみならず、同種のモードの場合も含まれ、また、二以上の運送事業を行う

一事業者（例えば、鉄道事業と自動車運送事業を行う事業者）も含まれます。 

ｃ．基本計画に記載する事項 

基本方針及び本マニュアルⅣ．に掲げられている事項のほかは、特にありませ

ん。 

ｄ．留意事項等 
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当該事業の着実かつ円滑な実施の確保を図る観点から、事前に十分、運送事業

者間の調整を行う必要があります。 

なお、法第39条第１項の規定により共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引の

届出をしようとする運送事業者は、国土交通省関係施行規則第49条に定める届出

書を共同で提出する必要があります。 

 

（ウ）中心市街地食品流通円滑化事業に係る特定民間事業計画の主務大臣認定（法第

７条第９項第２号、第44条、第45条）（農林水産省） 

ａ．概要 

民間事業者が認定中心市街地において、近年の中心市街地の衰退や商店街の空

洞化問題に対処するため、駐車場、休憩所等の消費者利便性を備えた食品商業集

積施設を整備することにより、中心市街地における食品流通の円滑化を図る事業

に対し、農林水産大臣が特定民間事業計画の認定を行います。 

当該特定民間事業計画の認定を受けた者は、法44条に基づく食品流通構造改善

促進機構による債務保証等を受けることができます。  

ｂ．要件   
中心市街地食品流通円滑化事業は以下に示す要件を満たす必要があります。 

①設置内容の条件 

（i）食品小売業者の店舗（外食・花き関係を含む。）が５店舗以上集積するも

のであること。 

（ⅱ）生鮮食料品（青果、鮮魚又は食肉をいう。）の小売業者の店舗があるこ

と。 
（ⅲ）食品小売の事業を主として行う者の店舗が２／３以上あること。 

（ⅳ）駐車場、駐輪場、休憩所、広場、緑化施設等の利用者の利便の増進に資

する施設が、店舗が集積する施設と一体的に（利用可能な範囲に）設置され

るものであること。 

※ 上記の(ⅰ)～(ⅳ)の条件において既存の施設を利用することも可能です。

（すべての施設を新設する必要はありません。） 
②事業実施主体 

食品小売業者の出資又は拠出に係る法人又は事業協同組合等の食品小売業者

を直接若しくは間接の構成員とするものの出資又は拠出に係る法人 

本事業の農林水産大臣による特定民間事業計画の認定に当たっては、認定基本

計画に記載された事業であって、協議会の協議を経ている必要があります。 

ｃ．基本計画に記載する事項 
基本方針及び本マニュアルⅣ．に掲げられている事項を記載してください。そ

の際、以下の事項については、括弧内に示す内容を記載してください。 

・ 事業名（特定事業として行う個々の事業名） 

・ 支援措置の内容（活用する支援措置の名称） 

・ その他の事項（農林水産大臣による特定民間事業計画の認定を受けようとす

る旨） 
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ｄ．留意事項等 

当該事業の農林水産大臣の認定申請は、法第40条第３項に掲げる事項を記載し

た特定民間事業計画を作成し、市町村を経由して行う必要があります。 

この場合において、市町村は当該特定民間事業計画に関して意見を付すことが

できます。 

なお、施設の整備に当たっては、周辺の住宅の分布状況、道路及び交通網の整

備状況、小売店の立地状況、防災対策等に十分配慮するとともに、高齢者、障害

者等が利用しやすいものとなるよう施設のユニバーサルデザイン、バリアフリー

等に十分配慮してください。 

 
（エ）乗合バスの利用者の利便の増進のための事業に係る特定民間事業計画の主務大

臣認定（法第７条第９項第３号、第46条）（国土交通省） 

ａ．概要 

民間事業者が、バスの運行頻度の改善等中心市街地内外におけるバスサービス

の向上を図るために、運行系統ごとの運行回数の増加を行う事業に対し、国土交

通大臣が特定民間事業計画の認定を行います。 
特定民間事業計画の認定を受けた場合には、法第46条の規定により、運行系統

ごとの運行回数の増加に係る道路運送法上の運行計画の変更について、事後の届

出で足りることとなります。 

ｂ．要件 

本事業は以下に示す要件を満たす必要があります。 

①中心市街地内の商業施設等を利用しやすくするため、運行回数の増加を行お

うとする運行系統の周辺の商業施設の営業時間、時間帯ごとの施設利用客の

多寡等に配慮すること。 

②それぞれの地域における実情を踏まえ、運行回数の増加により中心市街地を

含めた地域におけるバスサービスが全体として利用者の利便性を高め、かつ、

調和がとれたものとなるようにすること。 

③バスサービスと鉄道等他の公共交通機関との連絡の円滑化に配慮することに

より、交通サービス全体として利用しやすいものとすること。 

本事業の国土交通大臣による特定民間事業計画の認定に当たっては、認定基本

計画に記載された事業であって、協議会の協議を経ている必要があります。 

ｃ．基本計画に記載する事項 

基本方針及び本マニュアルⅣ．に掲げられている事項を記載してください。そ

の際、以下の事項については、括弧内に示す内容を記載してください。 
・ その他の事項（国土交通大臣による特定民間事業計画の認定を受けようとす

る旨） 

ｄ．留意事項等 

当該事業の国土交通大臣の認定申請は、法第40条第３項に掲げる事項を記載し

た特定民間事業計画を作成し、市町村を経由して行う必要があります。 

この場合において、市町村は当該特定民間事業計画に関して意見を付すことが
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できます。 

なお、本事業の実施については、以下の事項に留意する必要があります。 

①運行回数の増加に当たっては、地域社会における高齢化の進展、障害者の自

立に関する社会的要請の高まり等を踏まえ、また、出来る限り多くの者にバ

スを利用してもらうため、ノンステップバス等の低床バス車両の導入に努め

る必要があります。 

②バスの運行回数の増加と併せて、パークアンドバスライド、サイクルアンド

バスライド等の交通システムを導入するために必要な施設の整備を行うこと

が、利用者の利便を向上させる上で効果的であり望まれます。 

③環境への影響にも配慮することが望ましいことから、低公害車、低燃費車の

導入に努める必要があります。 

 

（オ）貨物運送効率化事業に係る特定民間事業計画の主務大臣認定（法第７条第９項

第４号、第47条）（国土交通省） 

ａ．概要 

民間事業者が中心市街地において、貨物の輸送の効率化を図るとともに、交通

渋滞の緩和や環境負荷の低減等による中心市街地内の交通環境の改善と地域住民

の生活環境の改善を図るために、共同集配施設を整備し、共同で集荷又は配送を

行う事業に対し、国土交通大臣が特定民間事業計画の認定を行います。 

特定民間事業計画の認定を受けた場合には、法第47条に規定する貨物利用運送

事業法及び貨物自動車運送事業法の特例を受けることができます。 

ｂ．要件 
貨物運送効率化事業は以下に示す要件を満たす必要があります。 

①実施場所 

共同集配事業が行われる地域は、当該中心市街地において、営業用貨物自動

車による交錯輸送が著しいことにより、貨物の運送の効率化を図ることが適切

であると認められる地域とする。 

共同集配のための施設を整備する事業が行われる地域は、中心市街地の区域

の外であっても差し支えない。 

②事業主体 

法第７条第９項第４号イに規定する施設を整備する事業者と同号ロに規定す

る共同集配事業を行う事業者は、同一主体でも、異なる主体でも差し支えない。

なお、事業の円滑な実施の観点から、事業実施に当たり許認可等を要する場合

には、許認可等に係る関係法令等を所管する行政機関等との十分な調整を図る

ことが必要である。イとロが異なる主体の場合は共同で特定民間中心市街地活

性化事業計画を申請することとする。 

ロに規定する事業を行う事業者は、既存運送事業者の全部又は大部分の集配

を集約し、積合貨物の運送を行う必要がある。 

③施設 

同号イに規定する施設は、必ずしも自動仕分けコンベア等高度な物流機器を
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備えている必要はなく、共同集配事業を実施するために中心市街地から集貨さ

れた貨物の仕分け又は当該中心市街地への貨物の配達に必要な仕分けを行うこ

とができる施設及び規模を備えていれば足りる。 

本事業の国土交通大臣による特定民間事業計画の認定に当たっては、認定基本

計画に記載された事業であって、協議会の協議を経ている必要があります。 

ｃ．基本計画に記載する事項 

基本方針及び本マニュアルⅣ．に掲げられている事項を記載してください。そ

の際、以下の事項については、括弧内に示す内容を記載してください。 

・ その他の事項（国土交通大臣による特定民間事業計画の認定を受けようとす

る旨） 
ｄ．留意事項等 

当該事業の国土交通大臣の認定申請は、法第40条第３項に掲げる事項を記載し

た特定民間事業計画を作成し、市町村を経由して行う必要があります。 

この場合において、市町村は当該特定民間事業計画に関して意見を付すことが

できます。 

なお、本事業を実施していくに当たって、以下の事項に留意する必要がありま

す。 

①貨物運送効率化事業の円滑な実施に当たっては、事前に十分、運送事業者間

の調整を行い、また、取引先の理解を得るなど共同集配事業が円滑に実施で

きるよう所要の措置を講ずる必要があります。 

また、利害の調整に当たっては、本事業が中心市街地に係る集配を行う運

送事業者の全部又は大部分が参加するものであるため、大企業と中小企業が

一体となって実施することが十分想定されることから、このような場合には、

中小企業に不当な負担を課すことがないよう配慮する必要があります。 

②貨物運送効率化事業が円滑に実施され、その実施が一層促進されるためには、

集配、荷捌きの効率化、伝票類の統一化、貨物の追跡管理情報システムの高

度化、事故時の責任体制の明確化など、サービスレベルの向上に努める必要

があります。 
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（２）認定と連携した支援措置 

①認定と連携した特例措置 

 

Ａ．市街地の整備改善 
 

（ア）社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業）（国土交通省） 

ａ．概要 

地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを総

合的に支援し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生

活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的とし、市町村が作成し

た都市再生整備計画に基づき実施される事業等です。（従来のまちづくり交付金） 

①特例措置：認定基本計画に基づく事業を行う地区が、一定の要件を満たす場合、公

共投資の効率化、地域振興のいずれにも貢献するものとみなし、交付限度額におけ

る市町村の提案事業枠を１割から２割に拡大。 

ｂ．要件 

都市再生整備計画に、認定基本計画に基づく事業を記載している地区が、次の

すべての要件を満たすことが必要です。 

・ 都市再生整備計画の区域と認定基本計画の区域が重複する部分が、いずれか

の計画区域のおおむね２／３以上であり、かつ、商業、業務及び居住等の都

市機能が相当程度集積し、認定基本計画に位置付けられた主要な事業等が存

する一団の土地の区域を含むこと。 

・ 主たる提案事業が、認定基本計画に位置付けられていること。 

②特例措置：認定基本計画に基づく事業を行う地区が、一定の要件を満たす場合、交

付率の上限を現行４０％から４５％に拡充。 

ｂ．要件 
都市再生整備計画に、認定基本計画に基づく事業を記載している地区が、次の

すべての要件を満たすことが必要です。 

・ 都市再生整備計画の区域が認定中心市街地活性化基本計画の区域に含まれて

いること。 

・ 都市再生整備計画の主たる事業が認定中心市街地活性化基本計画に位置付け

られており、かつ、すべての事業が認定中心市街地活性化基本計画の目標の

達成に資するものであること。 

ｃ．基本計画に記載する事項 

基本方針及び本マニュアルⅣ．に掲げられている事項を記載してください。そ

の際、以下の事項については、括弧内に示す内容を記載してください。 
・ 事業名（当該交付金を活用して行う個々の事業名） 

・ 支援措置の内容（社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業）） 

ｄ．留意事項等 

市町村は、都市再生整備計画を作成し国土交通大臣に提出することが必要です。 
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（イ）民間都市開発推進機構による民間都市開発事業の支援（国土交通省） 

ａ．概要 

認定基本計画の区域内において、民間事業者が施行する都市再生特別措置法第

２条第１項に規定する都市開発事業（以下「民間都市開発事業」という。）の立

ち上げを支援するため、優良な民間都市開発事業に対し、（財）民間都市開発推

進機構が出資等（まち再生出資業務）を行うことにより、民間資金の誘導を図る

ものです。 

特例措置：民間都市開発事業について、認定基本計画に位置付けられた場合に

は、都市再生整備計画の区域内において国土交通大臣の認定の申請を

行うことができる当該民間都市開発事業を施行する土地の区域（以下

「事業区域」という。）の面積の 低規模を0.2haに引き下げるととも

に、複数の事業区域で建築物の整備等を行う場合に複数の事業区域面

積の通算を可能にするほか、既存建築物の改築等も出資等の対象とす

る。 

ｂ．要件 

民間都市開発事業について、従来のまち再生出資業務の対象要件を満たすもの

のほか、以下の要件を満たす必要があります。 

・ 民間都市開発事業を施行する土地の区域の面積が0.2ha以上であること 

・ 事業の施行に必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその

ほかの能力が十分であること等 

ｃ．基本計画に記載する事項 

基本方針及び本マニュアルⅣ．に掲げられている事項のほか、支援措置名は以

下のとおり記載してください。 

・民間都市開発推進機構による民間都市開発事業の支援 

ただし、実施予定者、おおむねの位置又は区域、実施時期について、基本計画

を策定する段階で確定していないこと等により、基本計画に具体的に記載するこ

とが困難である場合は、以下のとおり記載してください。 

・ 実施予定者：民間事業者 
・ おおむねの位置又は区域：認定中心市街地の区域内かつ都市再生整備計画の

区域内 

・ 実施時期：計画期間内 

ｄ．留意事項等 

民間都市開発事業について、（財）民間都市開発推進機構による出資等を受け

るために、都市再生特別措置法第63条に規定する民間都市再生整備事業計画を作

成し、国土交通大臣の認定を受ける必要があります。 

 

（ウ）社会資本整備総合交付金（市街地再開発事業等）（国土交通省） 

防災・安全交付金（市街地再開発事業等） 

ａ．概要 

空洞化が進行する中心市街地において、土地の合理的かつ健全な高度利用と都
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市機能の更新を図り、活力ある経済活動の基盤となる市街地への再生・再構築を

促進するため、街なか再生の実現に資する市街地再開発事業に係る施設建築物の

整備等に対して支援を行います。 

特例措置：共同施設整備費及び土地整備費の交付対象額を1.20倍とする。また、

地区内の従前の容積率に対して従後の容積率が2.55倍以下の事業は、

共同施設整備費及び土地整備費の交付対象額を1.35倍とする。 

ｂ．要件 

市街地再開発事業の要件を満たす必要があります。 

ｃ．基本計画に記載する事項 

基本方針及び本マニュアルⅣ．に掲げられている事項のほか、支援措置の記載

にあたっては、別添「国土交通省の支援措置に係る記載例」を参考に以下①また

は②のいずれかを選んで記載してください。 

①社会資本整備総合交付金（市街地再開発事業等） 

②防災・安全交付金（市街地再開発事業等） 

ｄ．留意事項等 

特になし 

 

（エ）社会資本整備総合交付金（都市再生区画整理事業）（国土交通省） 

防災・安全交付金（都市再生区画整理事業） 

ａ．概要 

防災上危険な密集市街地及び空洞化が進行する中心市街地等都市基盤が脆弱で

整備の必要な既成市街地の再生を推進するため施行する土地区画整理事業（都市

再生区画整理事業）において、教育文化施設、医療施設等の公益施設の立地を促

進するため、認定基本計画と連携した特例措置を講じ、活力ある経済活動の基盤

となる中心市街地への再生・再構築を支援します。 

特例措置：認定基本計画に位置付けられた商業活性化施設、及び教育文化施設、

医療施設等の公益施設を整備する事業について、公益施設の敷地上の

既存建築物の移転補償費を限度額に算入可能とする。 

ｂ．要件 

都市再生区画整理事業を実施する区域内に、認定基本計画に位置付けられた商

業活性化施設、又は教育文化施設、医療施設等の公益施設が含まれることが必要

です。 

ｃ．基本計画に記載する事項 

基本方針及び本マニュアルⅣ．に掲げられている事項のほか、以下について記

載してください。 

・ 認定基本計画に位置付ける商業活性化施設、又は教育文化施設、医療施設等

の公益施設の概要 

支援措置の記載にあたっては、別添「国土交通省の支援措置に係る記載例」

を参考に以下①または②のいずれかを選んで記載してください。 

①社会資本整備総合交付金（都市再生区画整理事業） 
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②防災・安全交付金（都市再生区画整理事業） 

ｄ．留意事項等 

特になし 

 
（オ）都市開発資金（用地先行取得資金（中心市街地活性化促進用地）） 

（国土交通省） 

ａ．事業の概要 

都市の計画的な整備を推進するため、地方公共団体又は中心市街地整備推進機

構が再開発事業等の面整備事業に有効に利用できる用地等の取得を行うために必

要な資金について低利融資を行います。 
特例措置：認定中心市街地のみ支援 

ｂ．事業の要件 

都市開発資金の貸付の要件を満たす必要があります。 

ｃ．基本計画に記載する事項 

基本方針及び本マニュアルⅣ．に掲げられている事項のほかは、特にありませ

ん。 

ｄ．留意事項等 

特になし 

 

（カ）社会資本整備総合交付金（都市・地域交通戦略推進事業）（国土交通省） 

ａ．概要 

都市交通の円滑化を図るとともに、都市施設整備や土地利用の再編による都市

再生を推進するため、徒歩、自転車、自動車、公共交通など多様なモードの連携

が図られた、自由通路、地下街、駐車場等の公共的空間や公共交通などからなる

都市の交通システムの整備に対して支援を行います。 

ｂ．要件 

中心市街地へのアクセスの向上又は中心市街地内の歩行者空間の創出や移動の

利便性・快適性の向上等により中心市街地の活性化に資する事業であり、その整

備地区の全部または一部が中心市街地の区域内に存するものが対象となります。 

 （自転車関連経費の補助率の加算：１／３→１／２） 

ｃ．基本計画に記載する事項 

基本方針及び本マニュアルⅣ．に掲げられている事項を記載してください。そ

の際、以下の事項については、括弧内に示す内容を記載してください。 

・ 事業名（地区名） 

・ 内容（区域内で実施される主要な事業の種類） 

     ・ 実施時期（主要な事業ごとの実施期間）  

・ 実施主体（主要な事業ごとの実施主体） 

       ｄ．留意事項等 

 特になし 
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Ｂ．都市福利施設の整備 

 

（ア）社会資本整備総合交付金（暮らし・にぎわい再生事業）（国土交通省） 

防災・安全交付金（暮らし・にぎわい再生事業） 
ａ．概要 

まちなかに公共公益施設等の都市機能等の導入を図ることを目的として、認定

中心市街地について、都市機能のまちなか立地支援、空きビルの再生、多目的広

場等の整備等を総合的に支援します。 

特例措置：認定中心市街地のみ支援 

ｂ．要件 
当該支援策を活用して整備する都市機能導入施設に、認定基本計画に位置付け

られた公益施設が含まれていること等が必要です。 

ｃ．基本計画に記載する事項 

基本方針及び本マニュアルⅣ．に掲げられている事項のほか、以下について記

載してください。 

・当該支援策を活用して整備する都市機能導入施設に含まれる公益施設の用途

を記載してください。 

なお、住宅や商業等の施設を併設する際にはその旨を記載してください。 

     ・この他、地方公共団体以外（独立行政法人都市再生機構、協議会）に対して

は補助事業として支援しております。 

      支援措置の記載にあたっては、別添「国土交通省の支援措置に係る記載例」

を参考に以下①～③のどれかを選んで記載してください。 

      ①社会資本整備総合交付金（暮らし・にぎわい再生事業） 

      ②防災・安全交付金（暮らし・にぎわい再生事業） 

      ③暮らし・にぎわい再生事業 

       ※独立行政法人都市再生機構、協議会向け 

ｄ．留意事項等 

特になし。 
 

（イ）社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業）（国土交通省） 

（２）－① Ａ．市街地の整備改善（ア）社会資本整備総合交付金（都市再生整備

計画事業）を参照してください。 

 

Ｃ．街なか居住の推進 
 

（ア）街なか居住再生ファンド（国土交通省） 

ａ．概要 

認定中心市街地において、街なか居住の再生に資する住宅等の整備事業や活動

拠点等の整備事業に対して出資により支援します。 

特例措置：認定中心市街地の区域内で行われる事業を対象とする直接支援方式
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での出資について、地方公共団体が当該出資対象事業の周辺で公共施

設整備を行う場合、地方公共団体の独自支援なしで出資可能とする 

ｂ．要件 

街なか居住再生ファンドの要件を満たす必要があります。 
（なお、街なか居住再生ファンドは、認定基本計画の区域内で行われる事業を

出資対象としていますが、個々の事業が基本計画に位置付けられていることを要

件とするものではありません。） 

ｃ．基本計画に記載する事項 

基本方針及び本マニュアルⅣ．に掲げられている事項のほかは、特にありま 

せん。 
ｄ．留意事項等 

詳細は公益社団法人全国市街地再開発協会にお問合せください。 

 

（イ）社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業）（国土交通省） 

（２）－① Ａ．市街地の整備改善（ア）社会資本整備総合交付金（都市再生整備

計画事業）を参照してください。 
 

Ｄ．商業の活性化 

 

  （ア）中心市街地魅力発掘・創造支援事業費補助金（経済産業省） 

ａ．概要 

まちの魅力を高めるための事業化調査、先導的・実証的な取組及び専門人材の

派遣に対して重点的支援を行うことにより、地域経済の活性化を促進し、ひいて

は生活者が安心して暮らすために不可欠な活力ある商機能を維持し、「コンパク

トでにぎわいあふれるまちづくり」を推進します。 

①中心市街地魅力発掘事業（補助率１／２） 

中心市街地活性化に向け、地域の個性や生活者のニーズを把握し、まちの

魅力を真に高める方策を探るために行う調査・分析事業を支援します（基本

計画の認定は必要ありません） 

②中心市街地魅力創造事業（補助率１／２） 

Ⅰ商機能維持・強化施設等整備事業（ハード事業） 

認定基本計画に基づき実施される施設等の整備事業であって、中心市街地

全域に効果が波及する先導的かつ実証的な事業。 

Ⅱ商機能維持・強化支援事業（ソフト事業） 
認定基本計画に基づき実施される事業（施設等の整備事業を除く）であっ

て、中心市街地全域に効果が波及する先導的かつ実証的な事業。 

③専門人材活用支援事業（補助率１／２） 

商業や中心市街地活性化に関する専門的な知見を有する人材の招聘等を行

う事業（基本計画の認定は必要ありません） 

ｂ．要件 
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本補助金の事業要件については「中心市街地魅力発掘・創造支援事業費補助金

公募要領」によります。 

ｃ．基本計画に記載する事項 

基本方針及び本マニュアルⅣ.に掲げられている事項のほかは、特にありません。

なお、内容を記載する際は、当該補助金の趣旨に則しているか確認できるよう、

ご記載ください。 

ｄ．留意事項等 

基本計画の認定が必要な事業については、認定（変更認定）を受けていない場

合であっても、基本計画の認定（変更認定）申請を内閣府中心市街地活性化担当

室に受理されていれば公募対象とします（※ 新の公募要領をご確認ください）。 

また、②Ⅰにおいては、中小小売商業商業高度化事業及び特定商業施設等整備

事業に係る特定民間中心市街地活性化事業計画の認定を受けた場合は、「（１）

法に定める支援措置」に掲載し、本項目にも再掲で記載してください。 

 

  （イ）中心街再生事業における低利融資（企業活力強化貸付（企業活力強化資金））

（経済産業省） 
   ａ．概要 

     まちづくり会社等の民間事業者が、賃借等により利用権を得た土地又は建物に

おいて実施する商業施設及び商業基盤施設の整備並びに商業施設のテナントへの

賃借等の一元的な管理・運営を行う事業等に対し、株式会社日本政策金融公庫に

よる低利融資を行います。なお、一定の条件を満たす場合は劣後ローン制度も対

象となります。 
     なお、沖縄県における貸付は沖縄振興開発金融公庫が行います。 

    資金使途：事業の実施のために必要な設備資金及び運転資金 

   ｂ．要件 

     法第７条第７項第７号に定める中小小売商業高度化事業又は法第７条第８項に

定める特定商業施設等整備事業（中心街再生事業に限る。）に係る特定民間事業

計画の認定を受けていることが必要です。 

   ｃ．基本計画に記載する事項 

基本方針及び本マニュアルⅣ．に掲げられている事項のほかは、特にありませ

ん。 

ｄ．留意事項等 

詳細は株式会社日本政策金融公庫（沖縄県においては沖縄振興開発金融公庫）

にお問い合わせください。 

 

（ウ）中小小売商業高度化事業の用に供する土地を譲渡した際の譲渡所得の特別控除

（経済産業省） 

ａ．概要 

認定中小小売商業高度化事業の用に供するため、土地を譲渡する場合に、譲渡

所得から１,５００万円を特別控除する措置を講じます。 
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ｂ．要件 

法第７条第７項第１号から第４号まで又は第７号に定める中小小売商業高度化

事業であり、特定民間中心市街地活性化事業計画として認定を受けていることが

必要です。 
ｃ．基本計画に記載する事項 

基本方針及び本マニュアルⅣ．に掲げられている事項のほかは、特にありませ

ん。 

ｄ．留意事項等 

特になし 

 
（エ）社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業）（国土交通省） 

（２）－① Ａ．市街地の整備改善（ア）社会資本整備総合交付金（都市再生整備

計画事業）を参照してください。 

 

（オ）中心市街地活性化ソフト事業（総務省） 

ａ．概要 
市町村が単独事業として中心市街地再活性化のために行うソフト事業に要する

経費の一部について特別交付税により措置します。 

ｂ．要件 

認定基本計画に位置付けられたイベント等のソフト事業に要する経費があるこ

と。 

ｃ．基本計画に記載する事項 
基本方針及び本マニュアルⅣ．に掲げられている事項のほかは、特にありませ

ん。 

ｄ．留意事項等 

特になし 

 

（カ）中心市街地再活性化特別対策事業（総務省） 
ａ．概要 

市町村が単独事業として中心市街地再活性化のために行う施設整備等を一般単

独事業債の対象とします。 

ｂ．要件 

市町村が、自主的・主体的に展開する中心市街地再活性化に向けた新たな計画

的取組を支援する観点から、以下に例示される施設を整備する場合、又は公共的

団体が行う施設の整備に対する市町村の助成事業について、一般単独事業債の対

象とします。 

【対象となる施設整備の例】 

・ 集客力を高める施設の整備（市民広場、ホール、駐車場等） 

・ 地域の産業の振興に資する施設の整備（展示施設等） 

・ 良好な都市・居住環境と街並み景観の向上に資する施設の整備（ポケットパ
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ーク等） 

・ 子育て支援や若者の居場所づくりに資する施設の整備（託児所等） 

ｃ．基本計画に記載する事項 

基本方針及び本マニュアルⅣ．に掲げられている事項のほかは、特にありませ

ん。 

ｄ．留意事項等 

基本計画の認定後、別途、地方債（一般単独事業債）の同意（又は許可）手続

きが必要となります。 

 

Ｅ．公共交通機関、特定事業等 
 

（ア）社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業）（国土交通省） 

（２）－① Ａ．市街地の整備改善（ア）社会資本整備総合交付金（都市再生整備

計画事業）を参照してください。 

 

（イ）社会資本整備総合交付金（都市・地域交通戦略推進事業）（国土交通省） 
（２）－① Ａ．市街地の整備改善（カ）社会資本整備総合交付金（都市・地域交

通戦略推進事業）を参照してください。 
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（２）認定と連携した支援措置 

②認定と連携した重点的な支援措置 

 

Ａ．市街地の整備改善 
 

（ア）社会資本整備総合交付金（道路事業（区画））（国土交通省） 

ａ．概要 

空洞化が進行する中心市街地において、土地の有効利用を促進するとともに、

安全・安心で快適に暮らすことができ、活力ある経済活動の基盤となる市街地へ

の再生・再構築を促進するため、街なか再生の実現に資する土地区画整理事業に

対して支援を行います。 

ｂ．要件 

土地区画整理事業の要件を満たす必要があります。 

ｃ．基本計画に記載する事項 

基本方針及び本マニュアルⅣ．に掲げられている事項のほかは、特にありませ

ん。 
ｄ．留意事項等 

特になし 

 

（イ）社会資本整備総合交付金（道路事業）（国土交通省） 

防災・安全交付金（道路事業） 

ａ．概要 
中心市街地区域内において都市機能の増進及び経済活力の向上により中心市街

地の活性化に資する道路の整備に対して支援を行います。 

ｂ．要件 

道路事業のうち、中心市街地区域内にかかる事業区域を有し、中心市街地にお

ける都市機能の増進及び経済活力の向上の観点で中心市街地の活性化に資するも

ので、国の負担・補助等（貸付けを含む）がある事業が対象となります。 
ｃ．基本計画に記載する事項 

基本方針及び本マニュアルⅣ．に掲げられている事項を記載してください。そ

の際、以下の事項については、括弧内に示す内容を記載してください。 

・ 事業名（道路種別及び路線名） 

・ 内容（事業種別（新設・改築等）、位置及び全延長） 

・ 実施時期（全事業期間） 
・ 実施主体（国、都道府県、市町村等の別） 

・ 支援措置の内容及び実施時期（中心市街地の区域にかかる延長及び計画期間

にかかる事業期間） 

また、支援措置の記載にあたっては、別添「国土交通省の支援措置に係る記載例」

を参考に以下①または②のどれかを選んで記載してください。 

 ①社会資本整備総合交付金（道路事業） 
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 ②防災・安全交付金(道路事業） 

ｄ．留意事項等 

事業区域の全部を中心市街地の区域外で行う道路事業であっても、中心市街地

区域内へのアクセス向上や中心市街地区域内の渋滞緩和に資する事業を中心市街

地と一体的に実施する場合などで、その主たる目的や効果が中心市街地区域内の

活性化であり、併せて都市機能の拡散を適切に防止する施策が講じられている場

合には、事業を位置付けることが可能です。 

 

（ウ）社会資本整備総合交付金（道路事業（街路））（国土交通省） 

ａ．概要 
都市内交通の円滑化や市街地の形成等を図る街路等の整備に対して支援を行い

ます。 

ｂ．要件 

中心市街地へのアクセスの向上又は中心市街地内の歩行者空間の創出や移動の

利便性・快適性の向上等により中心市街地の活性化に資する以下の事業であり、

その全部または一部が中心市街地の区域内に存するものが対象となります。 
・ 中心市街地へのアクセスを向上させる幹線街路の整備 

・ 交通結節点の整備 

・ 公共交通機関を支援する街路の整備 

・ 駐車場の整備 

・ 自転車駐車場の整備 

・ 連続立体交差事業 
・ 歩行者空間を創出する街路の整備 

・ 無電柱化推進事業 

・ 沿道の土地利用を促進する街路の整備 

・ 中心市街地内の交通円滑化等を目的とする総合交通戦略策定及び総合交通戦

略推進事業 

・ その他中心市街地の活性化に効果の高い事業 
ｃ．基本計画に記載する事項 

基本方針及び本マニュアルⅣ．に掲げられている事項を記載してください。そ

の際、以下の事項については、括弧内に示す内容を記載してください。 

・ 事業名（路線名又は地区名） 

・ 内容（事業種別、位置及び全延長） 

・ 実施主体（都道府県、市町村等の別） 
・ 支援措置の内容及び実施時期（中心市街地の区域にかかる延長及び計画期間

に係る事業期間） 

ｄ．留意事項等 

事業区域の全部を中心市街地の区域外で行う事業であっても、中心市街地区域

内の歩行者空間の創出などの施策と併せて実施される中心市街地の通過交通を排

除するための事業などで、その主たる目的や効果が中心市街地区域内の活性化で
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あり、併せて都市機能の拡散を適切に防止する施策が講じられている場合には、

事業を位置付けることが可能です。 

また、中心市街地区域内で実施される幹線街路や駐車場の整備に関しては、歩

いて暮らせる生活空間の実現のための施策と整合している必要があります。 
 

（エ）社会資本整備総合交付金（都市公園等事業）（国土交通省） 

ａ．概要 

都市公園のバリアフリー化や中心市街地の活性化に資する公園・緑地等の整備

について支援を行います。 

ｂ．要件 
認定中心市街地を含む地区内の公園、緑地であるとともに、都市公園等事業の

要件を満たす必要があります。 

ｃ．基本計画に記載する事項 

基本方針及び本マニュアルⅣ．に掲げられている事項のほか、以下について記

載してください。 

・ 公園名 
・ 面積 

ｄ．留意事項等 

特になし 

 

（オ）社会資本整備総合交付金（下水道事業、都市水環境整備下水道事業）（国土交

通省） 

防災・安全交付金（下水道事業、都市水環境整備下水道事業） 

ａ．概要 

中心市街地の環境改善や防災機能の向上を図るため、汚水処理整備をはじめ、

浸水被害の防止、地震対策及び再生水のせせらぎ水路への活用等を目的とした下

水道整備に対して支援を行います。 

ｂ．要件 
認定中心市街地の一部を含み、下水道事業の要件を満たす必要があります。 

ｃ．基本計画に記載する事項 

基本方針及び本マニュアルⅣ．に掲げられている事項のほか、以下について記

載してください。 

・ 下水道施設の名称 

・ その構造及び位置 

また、支援措置の記載にあたっては、別添「国土交通省の支援措置に係る記載例」

を参考に以下①または②のどれかを選んで記載してください。 

 ①社会資本整備総合交付金（下水道事業、都市水環境整備下水道事業） 

 ②防災・安全交付金（下水道事業、都市水環境整備下水道事業） 

ｄ．留意事項等 

下水道法第４条第１項若しくは下水道法第25条の３第１項に定める事業計画の
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策定をしておく必要があります。 

 

（カ）社会資本整備総合交付金（みなとまち活性化支援）（国土交通省） 

ａ．概要 
みなとの交流空間と中心市街地とを一体的に活用する官民が連携した地域活性

化の取組において、港湾管理者が必要と認める港湾施設等の整備の支援を行いま

す。 

ｂ．要件 

港湾施設を中心として、その活用を図るために必要な関連施設整備を行うもの

で、かつ、地域住民がそれらの施設を活用した交流空間の形成・活用に積極的で

あることが必要となります。 

ｃ．基本計画に記載する事項 

基本方針及び本マニュアルⅣ．に掲げられている事項のほか、以下について記

載してください。 

・ 当該事業にて行う施設整備を含む、港湾と中心市街地を結びつける計画の内

容 
・ 当該計画を推進する際の地域住民、市町村等の連携した取組内容 

ｄ．留意事項等 

基本計画を策定する際に、港湾法第３条の３に定める港湾計画への適合等、事

前に港湾管理者と十分な調整を図ることとしてください。 

 

（キ）社会資本整備総合交付金（河川事業）（国土交通省） 

防災・安全交付金（河川事業） 

ａ．事業の概要 

中心市街地における洪水の防止や地域のまちづくりと一体的に実施する河川の

整備及び環境整備を行うものに支援を行います。 

ｂ．事業の要件 

以下のいずれかに該当し国の負担・補助等があるものが対象となります。 
①中心市街地の区域内の河川において、当該事業が中心市街地の治水安全度の

向上に効果のある事業であること。 

②中心市街地の区域内の河川において、水辺空間の再生や地域住民等による施

設の利活用を図るために実施する事業であること。 

ｃ．基本計画に記載する事項 

基本方針及び本マニュアルⅣ．に掲げられている事項を記載してください。そ

の際、以下の事項については、括弧内に示す内容を記載してください。 

・ 事業名（河川名及び事業名） 

・ 支援措置の内容及び実施時期（区間、延長及び事業期間） 

また、支援措置の記載にあたっては、別添「国土交通省の支援措置に係る記載例」

を参考に以下①または②のどれかを選んで記載してください。 

 ①社会資本整備総合交付金（河川事業） 
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 ②防災・安全交付金（河川事業） 

ｄ．留意事項等 

中心市街地の区域外の河川において行う事業であっても、その主たる目的が中

心市街地の治水安全度の向上である場合には、事業を位置付けることが可能です。 
 

（ク）社会資本整備総合交付金（住宅宅地基盤特定治水施設等整備事業）（国土交通

省） 

防災・安全交付金（住宅宅地基盤特定治水施設等整備事業） 

ａ．概要 

基本計画等の対象地域における治水安全度の向上を図る上で必要で、かつ快適

な居住空間の創出、良好な住宅・宅地の整備・保全に資する河川の整備に対して

支援を行います。 

ｂ．要件 

基本計画等の対象地域における治水安全度の向上を図る上で必要で、かつ快適

な居住空間の創出、良好な住宅・宅地の整備・保全に資する河川における改良工

事であって、基本計画等又は当該計画の実現に寄与する治水施設等整備事業計画

に位置付けられているものが対象となります。 

ｃ．基本計画に記載する事項 

基本方針及び本マニュアルⅣ．に掲げられている事項のほか、以下について記

載してください。 

・ 河川名 

また、支援措置の記載にあたっては、別添「国土交通省の支援措置に係る記載例」

を参考に以下①または②のどれかを選んで記載してください。 

 ①社会資本整備総合交付金（住宅宅地基盤特定治水施設等整備事業） 

 ②防災・安全交付金（住宅宅地基盤特定治水施設等整備事業） 

ｄ．留意事項等 

都道府県事業等を記載する場合は、事前に事業実施主体の了解を得ることが必

要となります。 
 

（ケ）社会資本整備総合交付金（住宅市街地基盤整備事業）（国土交通省） 

防災・安全交付金（住宅市街地基盤整備事業） 

ａ．概要 

住宅及び宅地の供給を促進することが必要な三大都市圏の重点地供給地域等に

おける住宅宅地事業及び住宅ストック改善事業の推進を図るため、基幹的な公共

施設整備と併せて居住環境基盤施設整備、鉄道施設整備等の、住宅宅地事業及び

住宅ストック改善事業に関連する公共施設等を整備するものについて、総合的に

支援を行います。 

ｂ．要件 

住宅市街地基盤整備事業の要件を満たす必要があります。 

ｃ．基本計画に記載する事項 
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基本方針及び本マニュアルⅣ．に掲げられている事項のほか、以下について記

載してください。 

・ 住宅宅地事業又は住宅ストック改善事業の概要（団地名、団地タイプ、事業

手法、事業主体、事業期間、入居期間、計画戸数又は面積） 
・ 関連公共施設等の概要（施設名、種別、事業主体、事業期間、事業量） 

また、支援措置の記載にあたっては、別添「国土交通省の支援措置に係る記載例」

を参考に以下①または②のどれかを選んで記載してください。 

 ①社会資本整備総合交付金（住宅市街地基盤整備事業） 

 ②防災・安全交付金等（住宅市街地基盤整備事業） 

ｄ．留意事項等 
一部については防災・安全交付金事業として実施可能です。 

 

（コ）社会資本整備総合交付金（バリアフリー環境整備促進事業）（国土交通省） 

防災・安全交付金（バリアフリー環境整備促進事業） 

ａ．事業の概要 

バリアフリー法（「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」）

に基づく建築物のバリアフリー化等の環境整備の促進を図るため、基本構想の策

定、及び基本構想に従って行われる動く通路、スロープ、エレベーター等の整備

に対し支援を行います。 

ｂ．事業の要件 

バリアフリー環境整備促進事業の要件を満たし、かつ、高齢者も含めた多くの

人にとって暮らしやすい生活空間の実現を図ることによって中心市街地の活性化

に資する事業であることが必要となります。 

ｃ．基本計画に記載する事項 

基本方針及び本マニュアルⅣ．に掲げられている事項のほかは、特にありませ

ん。 

ｄ．留意事項等 

一部については防災・安全交付金事業として実施可能です。 
 

（サ）都市開発資金（都市環境維持・改善事業資金）（国土交通省） 

ａ．概要 

地域住民・地権者の手による良好な都市機能及び都市環境の保全・創出を推進

するため、エリアマネジメント事業を行う都市再生整備推進法人又はまちづくり

法人に貸付を行う地方公共団体に対し、無利子貸付けを行います。 

ｂ．要件 

都市開発資金の貸付の要件を満たす必要があります。 

ｃ．基本計画に記載する事項 

基本方針及び本マニュアルⅣ．に掲げられている事項のほかは、特にありませ

ん。 

ｄ．留意事項等 
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貸付を受ける事業は都市再生整備計画に定められている必要があります。 

 

（シ）社会資本整備総合交付金（優良建築物等整備事業）（国土交通省） 

防災・安全交付金（優良建築物等整備事業） 

（２）－② Ｃ．街なか居住の推進（ア）社会資本整備総合交付金（優良建築物等

整備事業）防災・安全交付金（優良建築物等整備事業）を参照してください。 

 

（ス）社会資本整備総合交付金（住宅市街地総合整備事業）（国土交通省） 

防災・安全交付金（住宅市街地総合整備事業） 

（２）－② Ｃ．街なか居住の推進（イ）社会資本整備総合交付金（住宅市街地総

合整備事業）防災・安全交付金（住宅市街地総合整備事業）を参照してください。 

 

（セ）社会資本整備総合交付金（地域住宅計画に基づく事業）（国土交通省） 

防災・安全交付金（地域住宅計画に基づく事業） 

（２）－② Ｃ．街なか居住の推進（ウ）社会資本整備総合交付金（地域住宅計画

に基づく事業）防災・安全交付金（地域住宅計画に基づく事業）を参照してくだ

さい。 

 

Ｂ．都市福利施設の整備 

 

Ｃ．街なか居住の推進 

 
（ア）社会資本整備総合交付金（優良建築物等整備事業）（国土交通省） 

防災・安全交付金（優良建築物等整備事業） 

ａ．概要 

市街地の環境の整備改善、良好な市街地住宅の供給等に資するため、土地の利

用の共同化、高度化等に寄与する優良建築物等の整備に対し支援を行います。 

ｂ．要件 
優良建築物等整備事業の要件を満たす必要があります。 

ｃ．基本計画に記載する事項 

基本方針及び本マニュアルⅣ．に掲げられている事項のほかは、特にありませ

ん。 

ｄ．留意事項等 

一定の要件を満たす中心市街地共同住宅供給事業については、市街地住宅供給

型中心市街地共同住宅供給タイプ優良建築物等整備事業としての支援を受けるこ

とが可能です。 

一部については防災・安全交付金事業として実施可能です。 

 

（イ）社会資本整備総合交付金（住宅市街地総合整備事業）（国土交通省） 

防災・安全交付金（住宅市街地総合整備事業） 
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ａ．概要 

既成市街地において、快適な居住環境の創出、都市機能の更新、美しい市街地

景観の形成、密集市街地の整備改善及び街なか居住の推進等を図るため、住宅等

の建設、公共施設の整備等について総合的に助成を行います。 
ｂ．要件 

住宅市街地総合整備事業の要件を満たす必要があります。 

ｃ．基本計画に記載する事項 

基本方針及び本マニュアルⅣ．に掲げられている事項のほか、以下について記

載してください。 

・ 事業地区名と整備タイプ 
・ 整備する住宅の概要：整備主体、戸数、実施時期 

・ 整備する関連公共施設の概要：整備主体、施設名、実施時期 

ｄ．留意事項等 

社会資本総合整備計画に住宅市街地総合整備事業の整備地区を含む一定の規

模・要件を満たした区域（整備区域）を定め、整備方針等を明記した住宅市街地

整備計画を記載し、国土交通大臣に提出する必要があります。 

一部については防災・安全交付金事業として実施可能です。 

 

（ウ）社会資本整備総合交付金（地域住宅計画に基づく事業）（国土交通省） 

防災・安全交付金（地域住宅計画に基づく事業） 

ａ．概要 

地方公共団体が主体となり、公的賃貸住宅の整備や面的な居住環境整備など地

域における住宅政策を自主性と創意工夫を活かしながら総合的かつ計画的に推進

するための支援を行います。具体的な支援の対象としては、公営住宅、地域優良

賃貸住宅の整備、市街地再開発事業、優良建築物等整備事業等のほか、提案事業

による事業等の実施があげられます。 

ｂ．要件 

地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法

に基づき、地方公共団体が地域住宅計画を作成し、国土交通大臣に提出の上、当

該計画が目標の妥当性、計画の効果・効率性及び計画の実現可能性の客観的評価

基準に適合しているものとして判断された計画に基づく事業であることが必要で

す。 

ｃ．基本計画に記載する事項 

基本方針及び本マニュアルⅣ．に掲げられている事項を記載してください。そ

の際、以下の事項については、括弧内に示す内容を記載してください。 

・ 事業名（当該交付金を活用して行う個々の事業名） 

・ 支援措置等の名称（社会資本整備総合交付金（地域住宅計画に基づく事業）） 

また、支援措置の記載にあたっては、別添「国土交通省の支援措置に係る記載例」

を参考に以下①または②のどれかを選んで記載してください。 

 ①社会資本整備総合交付金（地域住宅計画に基づく事業） 
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 ②防災・安全交付金等（地域住宅計画に基づく事業） 

ｄ．留意事項等 

一部については防災・安全交付金事業として実施可能です。 

 
（エ）社会資本整備総合交付金（住宅市街地基盤整備事業）（国土交通省） 

（２）－② Ａ．市街地の整備改善（ケ）社会資本整備総合交付金（住宅市街地基

盤整備事業）を参照してください。 

 

Ｄ．商業の活性化 

 
（ア）中心市街地商業活性化診断・サポート事業（経済産業省） 

ａ．概要 

独立行政法人中小企業基盤整備機構が有する専門的ノウハウを活かして、中心

市街地活化協議会の協議を経て取り組まれる、商店街・商業者による商業活性化

事業等を支援するための診断・アドバイスを行います。  

ｂ．要件 
原則として中心市街地活性化協議会が組織されていることが必要です。 

ｃ．基本計画に記載する事項 

基本方針及び本マニュアルⅣ．に掲げられている事項のほかは、特にありませ

ん。 

ｄ．留意事項等 

特になし 
 

（イ）中心市街地商業活性化アドバイザー派遣事業（経済産業省） 

ａ．概要 

独立行政法人中小企業基盤整備機構が、中心市街地の活性化に関する専門家を、

中心市街地活性化協議会や商店街・商業者の取組等に派遣し、様々な問題（商業

機能の整備、イベントの実施等）に対し、アドバイスを行います。 
ｂ．要件 

中心市街地活性化協議会（協議会を組織しようとする者を含む）、又は認定中

心市街地に所在する商店街・商業者が対象となります。 

ｃ．基本計画に記載する事項 

基本方針及び本マニュアルⅣ．に掲げられている事項のほかは、特にありませ

ん。 

ｄ．留意事項等 

派遣期間が一定期間を超える場合、アドバイザーの派遣費用の一部は自己負担

となります。 

 

Ｅ．公共交通機関、特定事業等 
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（ア）社会資本整備総合交付金（道路事業（街路））（国土交通省） 

ａ．概要 

中心市街地へのアクセスを向上させる新交通システム、ＬＲＴやバス等の走行

空間、パークアンドライド等の導入に必要な駐車場等、交通結節点等の整備を街

路事業の一環として支援します。 

ｂ．要件 

中心市街地へのアクセスの向上、又は中心市街地内の移動の利便性・快適性の

向上等により中心市街地活性化に資する公共交通機関を支援する街路、交通結節

点等の整備事業及び総合交通戦略の取組であり、その全部または一部が中心市街

地の区域内に存するものが対象となります。 
ｃ．基本計画に記載する事項 

（２）－② Ａ．市街地の整備改善（ウ）社会資本整備総合交付金（道路事業（街

路））を参照してください。 

ｄ．留意事項等 

当該事業を活用するに当たっては、基本計画の「市街地の整備改善のための事

業」に「社会資本整備総合交付金（道路事業（街路））」または「地域自主戦略

交付金（道路事業（街路））」として記載し、さらに当該項目に再掲してくださ

い。 

 

 （イ）民間まちづくり活動促進事業（国土交通省） 

ａ．概要 

市民・企業・ＮＰＯなどの知恵・人的資源等を引き出す先導的な都市施設の整

備・管理の普及を図るため、まちづくり会社等の民間の担い手が主体となったま

ちづくり計画・協定の策定や、都市再生特別措置法の都市利便増進協定等に基づ

く施設整備等を含む実証実験等に対し補助を行います。 

ｂ．要件 

  民間まちづくり活動促進事業の要件を満たす必要があります。 

ｃ．基本計画に記載する事項 
基本方針及び本マニュアルⅣ．に掲げられている事項のほかは、特にありませ

ん。 

ｄ．留意事項等 

特になし 

 

なお、（２）認定と連携した重点的支援措置中のＡ．市街地の整備改善、Ｃ．街なか

居住の推進、Ｅ．公共交通機関、特定事業等のうち、沖縄振興計画に基づき沖縄県内に

おいて実施されるものについては、内閣府にその経費を一括計上し、それぞれの事業を

所管する各省に移替え等を行い執行されるものがあります。その一部については、沖縄

振興特別措置法に基づく補助負担割合の特例が適用されます。（内閣府） 
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（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置 

 

Ａ．市街地の整備改善 

 
（ア）社会資本整備総合交付金（道路事業）（国土交通省） 

   防災・安全交付金（道路事業） 

中心市街地の区域外で都市機能の増進及び経済活力の向上により中心市街地の活

性化に資する道路の整備に対して支援を行います。 

なお、基本計画には事業区域の全部を中心市街地の区域外で行う道路事業につい

て、中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上の観点で中心市街地の

活性化に資するものであり、国の負担・補助等（貸付けを含む）がある事業につい

て記載してください。 

 

（イ）社会資本整備総合交付金（道路事業（街路））（国土交通省） 

本事業は、都市内交通の円滑化や市街地の形成等を図る街路等の整備に対して支

援を行います。 
なお、基本計画には中心市街地へのアクセスの向上又は中心市街地内の通過交通

を排除することで歩行者空間の創出や移動の利便性・快適性の向上等により中心市

街地の活性化に資する以下の事業であり、その全部が中心市街地の区域外に存する

ものについて記載してください。 

・ 中心市街地へのアクセスを向上させる幹線街路、公共交通機関を支援する街路、

交通結節点、パークアンドライド等駐車場・自転車駐輪場等の整備 
・ 中心市街地の通過交通を排除するなどの、中心市街地の交通円滑化に資する街

路の整備、連続立体交差事業 

・ 中心市街地内の交通円滑化等を目的とする総合交通戦略策定及び総合交通戦略

推進事業 

・ その他中心市街地の活性化に効果の高い事業 

 
（ウ）社会資本整備総合交付金（河川事業）（国土交通省） 

   防災・安全交付金（河川事業） 

認定基本計画に位置付けられる区域外の河川において、当該事業が中心市街地の

治水安全度の向上に資する河川の整備に対して支援を行います。 

 

（エ）集落基盤整備事業（農林水産省） 
地域が中心市街地の活性化に向けた取組と併せて周辺の農村地域の個性ある活性

化を図る場合において、地域住民の参加の下、関係府省との連携を図りつつ、地域

の多様なニーズに応じた農業生産基盤の整備と集落農園整備等の農村生活環境の整

備を総合的に実施する取組に対して支援を行います。 
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（オ）地域用水環境整備事業（農林水産省） 

農業用水の持つ親水、景観・生態系の保全等の多面的機能を維持増進するため、

中心市街地の農業水利施設の整備等と一体的に親水護岸、せせらぎ水路等の整備に

対して支援を行います。 
 

（カ）文化財建造物保存修理等事業（文部科学省） 

地域の特色ある文化財建造物を保存・活用するため、国が指定等した重要文化財

等の保存修理等に対し支援を行います。 

 

（キ）伝統的建造物群保存修理等事業（文部科学省） 
歴史的な集落・町並みを保存・活用するため、国が選定した重要伝統的建造物群

保存地区の保存修理等に対し支援を行います。 

 

（ク）少子高齢化・環境対応等復興モデル事業費補助金（内閣府） 

被災地（東日本大震災に対処するため特別の財政援助及び助成に関する法律で定

められた市町村である「特定被災区域」内）において、「誰もが暮らしたいまち」・

「誰もが活力あるまち」として復興するため、少子高齢化・環境対応等の分野内で

先端的な技術・サービスを複合的に用いる等の先導的なモデル事業の実施を支援し

ます。 

内閣府が事業費の1/2を補助し、残り1/2は事業者が負担することになります。但

し、事業者が地方自治体の場合は、震災復興特別交付税として、事業費の1/2が交付

されます。 

 

（ケ）地域の元気臨時交付金（地域経済活性化・雇用創出臨時交付金）（内閣府） 

※平成24年度補正予算（第１号）限りの事業 

各地方公共団体の交付限度額は、国の平成24年度補正予算（第１号）に計上され

た公共事業等に伴う地方負担を基に算定されます。 

本交付金の使途の概要は以下の通りです。 

・ 地方単独事業（建設地方債対象事業に限る。） 

・ 建設公債の対象となる国庫補助事業（法令に国の補助率又は負担率の定めが

あるものを除く。） 

 

（コ）特定地域再生事業費補助金（内閣府） 

少子高齢化対応・低未利用資源の有効活用等、我が国の経済社会にとって共通の

特定の政策課題の解決に資する地域再生計画の策定・事業の実施を支援します。 

 

Ｂ．都市福利施設の整備 

 

（ア）医療提供体制施設整備交付金（厚生労働省） 

良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図るとともに、医療施設に
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おける患者の療養環境及び医療従事者の職場環境の改善等を図る観点から、医療施

設等の施設整備について支援を行います。 

なお、本交付金は、医療計画制度の実行性を確保するため、都道府県において作

成した「医療計画に基づく事業計画」により都道府県が自主性・裁量性を発揮でき

るよう助成することとしています。 

 

（イ）社会福祉施設等施設整備費補助金（厚生労働省） 

生活保護法、児童福祉法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律等の規定に基づき整備される社会福祉施設の施設入所者等の福祉の向上

を図る観点から、これら施設の整備について支援を行います。 
なお、本補助金は、社会福祉法人等が整備し、地方公共団体が補助する社会福祉

施設等の整備に要する費用の一部を国が補助することとしています（間接補助事業）。 

 

（ウ）安心こども基金（厚生労働省） 

社会全体で子育てを支える社会を実現するとともに、就労しながら子育てしたい

家庭を支えるため、待機児童ゼロ等を目指す「子ども・子育てビジョン」（平成２

２年１月２９日閣議決定）の達成に必要な取り組みを促進する観点から、都道府県

に基金を設置し、保育サービス等の基盤整備について支援を行います。 

 

（エ）保育環境改善等事業（厚生労働省） 

保育サービス等の推進のため、駅前の利便性の高い場所等にある賃貸物件等に保

育サービス提供施設を設置するための環境改善等の支援を行います。 
 

（オ）地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金（厚生労働省） 

国民が住み慣れた地域で暮らし続けることができるようにするため、地域密着型

サービス拠点等の面的整備を推進するとともに、先進的な取組に対する支援を行い

ます。 

なお、当交付金は、自治体の創意工夫を生かす仕組みとして、個々の施設ごとに

補助するのではなく、市町村において日常生活圏域を単位として作成する面的整備

計画に対し計画全体に対して交付金を交付する仕組みとなっています。 

 

（カ）公立文教施設の整備（文部科学省） 

地域コミュニティの拠点としての学校施設や、談話室、トレーニング室等を備え

たスポーツ施設の整備等について交付金等による支援を行います。 
 

Ｃ．街なか居住の推進 

 

（ア）地域支援事業交付金（厚生労働省） 

介護保険の被保険者が要支援状態又は要介護状態となることを予防するとともに、

要支援状態又は要介護状態となった場合においても、可能な限り、地域において自
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立した日常生活を営むことができるよう支援を行います。 

なお、「介護予防事業」又は「介護予防・日常生活支援総合事業」、「包括的支

援事業」、「任意事業」の地域支援事業に要する経費に対して、一定割合を交付す

るものであり、それぞれの事業規模は市町村により異なります。 
 

Ｄ．商業の活性化 

 

（ア）中心市街地商業等活性化支援業務のうち、人材育成事業（経済産業省） 

中心市街地活性化に係る多様な知識を有し、活性化の推進を担うまちづくりの中

核となる人材を育成するため、中心市街地活性化が成功している先進地において研

修等を実施します。 
 

（イ）中心市街地・商店街に出店・事業を行う中小小売商業者等の設備投資資金等に

対する低利融資（企業活力強化貸付（企業活力強化資金））（経済産業省） 

中心市街地において、卸・小売、飲食店及びサービス業を営む者（商店街振興組

合、事業協同組合等を含む）に対して、経営基盤の強化のための合理化・共同化等

を図るための設備取得、集配センターの取得、セルフサービス店の取得、ショッピ

ングセンターへの入居、販売促進・人材確保及び新分野への進出に必要な資金につ

いて、株式会社日本政策金融公庫による低利融資を行います。 

貸付限度額は、中小企業金融公庫が７億２千万円（特別金利適用の場合は２億７

千万円）、国民金融公庫が７千２百万円となります。 

なお、沖縄県における貸付は沖縄振興開発金融公庫が行います。 

 
（ウ）大規模小売店舗立地法の特例（第二種大規模小売店舗立地法特例区域）（経済

産業省） 

中心市街地における大規模小売店舗の立地を促進し、中心市街地の商業等の活性

化を図るため、中心市街地において大規模小売店舗立地法の新設又は変更の際の届

出書類の簡素化や８ヶ月の実施制限を適例除外とする等により、大規模小売店舗立

地法の手続の簡素化を図るもの（法第55条関連）です。 
なお、第二種大規模小売店舗立地法特例区域は、都道府県及び政令指定都市によ

り、基本計画の認定に関わらず設定することができますが、基本計画に記載する場

合においては、特定区域の指定主体と調整が進められていることが望まれます。 

 

（エ）卸売市場施設整備対策（農林水産省） 

卸売市場における安全で効率的な流通システムの確立を図るため、適正な品質

管理の推進、卸売市場の再編等に資する施設の整備に支援を行います。 

 

Ｅ．公共交通機関、特定事業等 

 

（ア）社会資本整備総合交付金（道路事業（街路））（国土交通省） 
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中心市街地へのアクセスを向上させる新交通システム、ＬＲＴやバス等の走行空

間、パークアンドライド等の駐車場、交通結節点等の整備を街路事業の一環として

支援を行います。 

なお、基本計画には中心市街地へのアクセスの向上等により中心市街地の活性化

に資する、公共交通機関を支援する街路、パークアンドライド等の導入に必要な駐

車場等、交通結節点の整備等の事業及び総合交通戦略の取組でその全部が中心市街

地の区域外に存するものについて記載してください。 

 

（イ）鉄道駅総合改善事業費補助（国土交通省） 

鉄道利用者の安全性や利便性の向上を図るために、市街地再開発事業、土地区画

整理事業、自由通路の整備等の事業と一体的に行われる鉄道駅のホームやコンコー

スの拡幅等、駅機能を総合的に改善する事業に対して支援を行うとともに、人にや

さしく活力ある都市の実現をめざし、既存の鉄道駅の改良と一体となって、地域の

ニーズにあった生活支援機能を有する鉄道駅空間の高度化(コミュニティ・ステーシ

ョン化)を図る事業に対して支援を行います。 

 
  （ウ）地域公共交通確保維持改善事業（地域公共交通確保維持事業／地域公共交通バ

リア解消促進等事業／地域公共交通調査事業）（国土交通省） 

生活交通の存続が危機に瀕している地域等において、地域の特性・実情に 適な

移動手段が提供され、また、バリアフリー化やより制約の少ないシステムの導入等

移動に当たっての様々な障害（バリア）の解消等がされるよう、地域公共交通の確

保・維持・改善を支援します。 
 

（エ）踏切保安設備整備費補助（国土交通省） 

踏切道における交通量、踏切事故の発生状況び周辺の状況等を勘案し、事故の防

止と交通の円滑化を図るために、鉄道事業者が行う、踏切遮断機の設置、踏切警報

時間制御装置の設置、高規格保安設備（大型遮断装置、二段型遮断装置等）の整備

等に係る費用に対し支援を行います。 
 

（オ）地下鉄など鉄道整備に対する補助（都市鉄道整備事業費補助（地下高速鉄道／

空港アクセス鉄道等）、幹線鉄道等活性化事業費補助）（国土交通省）  

大都市圏における交通混雑の緩和や鉄道の利用者利便の増進を図るため、幹線鉄

道の高速化や利便性向上に資する施設の整備等の事業に対し支援を行います。 

 
（カ）都市鉄道利便増進事業費補助（国土交通省）  

相当程度拡充してきた都市鉄道ネットワーク（既存ストック）を有効活用し、そ

の利便の増進を図るため、都市鉄道等利便増進法に基づき、連絡線等の整備による

速達性の向上、周辺整備と一体的な駅整備による交通結節機能の高度化を推進する

事業に対し支援を行います。 
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（キ）地域のまちづくりに寄与する官庁施設の整備（国土交通省） 

地域の交流拠点として中心市街地の活性化に資する官庁施設の整備について、施

設整備の計画段階から地方公共団体等と連携を図りつつ「ユニバーサルデザインの

考え方を導入した公共建築整備のガイドライン」（全国営繕主管課長会議）等を活

用し、人の移動の円滑化、地域の特色や創意工夫を活かした魅力と賑わいのある拠

点の形成に配慮して進めることにより、地域のまちづくり計画を推進するための取

組を支援します。 

 

（ク）成長産業・企業立地促進等施設整備費補助事業（経済産業省） 

都市型新事業の円滑な展開による中心市街地の活性化を図るため、企業立地促進

法に基づき、公益法人等が行う共用施設等の整備に対して支援を行います。 

 

（ケ）電源地域産業関連施設等整備費補助事業（経済産業省） 

都市型新事業の円滑な展開による中心市街地の活性化を図るため、電源地域にお

いて、企業立地促進法に基づき地方自治体・第３セクター等が行う産業関連施設等

の整備に対して支援を行います。 
 

なお、（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置の Ａ．市街地の整備改善、

Ｂ．都市福利施設の整備 及び Ｅ．公共交通機関、特定事業等 のうち、沖縄振興計画に

基づき沖縄県内において実施されるものについては、内閣府にその経費を一括計上し、

それぞれの事業を所管する省庁に移替え等を行い執行されるものがあります。その一部

については沖縄振興特別措置法に基づく補助負担割合の特例が適用されます。（内閣府） 
 



都市再生整備計画　（第3回変更）

うえのまち地区

三重県　伊賀市

平成25年3月



都市再生整備計画の目標及び計画期間

市町村名 地区名 面積 140 ha

平成 23 年度　～ 平成 27 年度 平成 23 年度　～ 平成 年度

目標

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

都道府県名 三重県 伊賀
い が

市
し

うえのまち地区

計画期間 交付期間 27

人が集まり賑わい、次世代を育てる繋げるまちの創造
　目標１：子供から高齢者まで安心して豊かに暮らせるまちづくり
　目標２：にぎわいのある中心市街地の復興
　目標３：歴史と文化を活かした楽しく歩けるまちづくり

・当地区は、本市のほぼ中央に位置し、上野城下町を中心とした、小高い段丘上という特徴的な地形で構成している。人口は本市全域の約12％を占める。上野城下町は碁盤の目状の風情あるまちなみが歴史遺産として今なお残っており、毎年秋には伝
統ある上野天神祭が行なわれる。

・中心市街地には商業・業務・文化機能などが集積しており、上野市駅周辺地区はバスや鉄道の公共交通の接点にもなっているほか、国道25号、国道163号をはじめ、中央には銀座通りが走っている。また地区周辺にはＪＲ線や近鉄線、名阪国道があ
り、広域連携を可能にし、それらが近隣府県との交流基盤の役割を果たしている。

・しかし、モータリゼーションの進展とともに、公共交通機関の利用は減り、車でのアクセスがしやすいロードサイド型の大型商業施設が増加し、これまで商業の中心であった中心市街地の商業集積は、急速に衰退することとなった。また、近年の若い世代
が流出する傾向は少子高齢化に拍車をかけ、空き家・空き地の増加や、商業の衰退による後継者不足、空き店舗の増加、経済の空洞化といった問題を抱えている。

・俳聖松尾芭蕉生誕の地であり、上野城をはじめとする忍者屋敷、芭蕉翁記念館、俳聖殿など数多くの観光資源に恵まれているほか、市内には歴史的な建築物が数多く分布し、伝統的なまちなみを形成しており、これらを保全・活用することにより、新た
な観光資源となりうる。そのほか多数の店舗等がまちかど博物館に指定され、伊賀の文化を伝え、来街者との交流の場となっている。しかし、これら個々の資源をつなぐ動線が確立されていないため、まちなかの観光資源が活かされず来街者の回遊が
少ない現状となっている。

・多様なまちづくり団体の参加と事業展開が必要であるため、文化、環境、福祉、住宅といった生活と深く関わるまちづくりの分野に取り組むとともに、商業や観光の面での充実を図るために、平成20年11月伊賀市中心市街地活性化基本計画の認定を受
け、活性化に向けた取り組みを行っている。

課題

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

％ 21 27

人／日 21 27

人／年 21 27

・市役所をはじめ商業・業務・文化機能が集積し、バスや鉄道の公共交通の拠点であるべき中心市街地において、子供から高齢者までが安心して豊かに暮らすために必要な交流施設や、子育て世代を支援のする場など公共公益サービス機能が不足し
ている。このことにより若い世代が当地区から流出し、少子高齢化に拍車をかけているため、さまざまな世代が暮らしやすい環境整備を行う必要がある。

・市街地近郊へのロードサイド型の大型商業施設の出店により、商店街は衰退し、商業機能が低下しているため、買い物客がアクセスしやすい環境を整備する必要がある。

・上野城をはじめとする数多くの観光資源があるにもかかわらず、これら個々の資源をつなぐ動線が確立されていないため、歴史的な数多くの建築物により形成される伝統的なまちなみを有効に活かした回遊したくなる環境を整備する必要がある。

■伊賀市総合計画（２００６－２０１５）
　コンパクトでにぎわいのあるまちづくりをめざすため、「伊賀市中心市街地活性化基本計画」を策定し、都市機能の市街地への集約と中心市街地のにぎわい回復に向けて一体的な取り組みを進める。また、多様な民間主体が参画する中心市街地活性
化協議会を設立し、広範かつ総合的なタウン・マネジメント活動に取り組むことにより、中心市街地活性化を推進する。

■伊賀市都市マスタープラン
　上野市駅を中心とする拠点である中心市街地は、上野城下町であったという歴史的な背景、江戸時代から続く商人町を中心とした商業集積、市内を通る国道の結節点、公共・公益施設の集中立地など、本市における中心的なエリアであると位置付け
ている。
　また、市域におけるＤＩＤ地区はこのエリアを含む地域のみであり、人口を集中させるとともに、ここを中心として、国道や鉄道などにより地域がつながり、生活支援サービスや観光情報、農産物や加工品等の特産物が集中することによって、地域間の
ネットワークを形成する拠点的な役割を担うことが求められる。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

18.0

歩行者・自転車通行量 上野市駅前周辺地区（４箇所）における歩行者・自転車通行量 賑わいを定量的に把握するための指標 2,462 3,818

暮らしやすさに関する満足度
買い物、スポーツ、子育て、文化等の暮らしに関する市民
の満足度（まちづくりアンケート)

市民の暮らしに関する豊かさや安心などの満足度を把握する指標 15.0

448,000観光客入込み客数 市街地の観光施設の入込み客数 歴史、文化を活かしたまちづくりの効果を把握するための指標 416,258



都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針 方針に合致する主要な事業
整備方針１（安心して豊かに暮らせるまちづくり）
◎上野市駅前地区の市街地再開発事業により、地域の誰もが利用できる生涯学習施設や子育て支援センター、保健センターなど高次都市施設を導入
し、また放課後児童クラブなどの次世代育成支援施設を整備することで、子供から高齢者まで安心して豊かに暮らせる環境整備を行う。

◎建替えについて検討している新市庁舎を地域交流や安心安全を考慮した総合的なまちづくりの視点をもって、当計画と一体的な整備を目指す。

■基幹事業
・子育て包括支援センター整備事業、生涯学習センター整備事業（高次都市施設）
・成瀬平馬屋敷門活用事業（既存建造物活用事業）

●関連事業
・上野市駅前地区第一種市街地再開発事業
・伊賀上野橋新都市線社会資本整備総合交付金事業
・保健センター・男女共同参画センター整備事業
・放課後児童クラブ整備事業
・伊賀市役所新庁舎建設事業
・再開発ビルテナントミックス事業

○関連社会資本整備事業
・（都）上野丸之内駅前広場線整備事業
・（都）伊賀上野橋新都市線整備事業

整備方針２（にぎわいのある中心市街地の復興）
◎再開発ビルへの魅力あるテナントの誘致、公共公益施設の導入、駅前広場にゆとりある空間を創出することにより、中心市街地の中心性及び求心力
を回復させ、まちなかににぎわいを創出する。

◎車社会に対応した駐車場整備や歩行者空間の整備により利便性の向上を図ることで、周辺地区住民のまちなかへの来訪機会の増加を図る。

■基幹事業
・（再掲)子育て包括支援センター整備事業、生涯学習センター整備事業（高次都市施設）
環境整備事業
　（道路美装化事業、ポケットパーク整備事業、広場整備事業、生活環境施設整備事業、修景助成
事業）

□提案事業
・（仮称）まちなか再生PRイベント

●関連事業
・（再掲）上野市駅前地区第一種市街地再開発事業
・（再掲）伊賀上野橋新都市線社会資本整備総合交付金事業
・（再掲）保健センター・男女共同参画センター整備事業
（再掲）再開発ビルテナントミックス事業

その他
・中心市街地活性化基本計画の推進
　当計画における事業は「伊賀市中心市街地活性化基本計画」に基づく事業である。行政がこれらの事業推進による環境整備を行い、まちなかへの誘導を推進することで、商店街やまちづくり会社等が活性化に向けた取り組みを行ない「にぎわい」を復
活させる。

・市民参加による事業推進
　街なみ環境整備事業については「うえのまちまちづくり協議会」との協働により整備計画を策定している。事業実施段階においても近隣住民のワークショップによる広場の実施設計を行うなど市民参加型の事業推進を行っている。

■基幹事業
・芭蕉翁記念館整備事業（観光交流スペース）（高次都市施設）
・（再掲）成瀬平馬屋敷門活用事業（既存建造物活用事業）
・（再掲）街なみ環境整備事業
　（道路美装化事業、ポケットパーク整備事業、広場整備事業、生活環境施設整備事業、修景助成
事業）

□提案事業
・芭蕉翁記念館整備事業（地域創造支援事業）
・桃青中学校解体事業（地域創造支援事業)
・上野城築城４００年記念事業（地域創造支援事業)

・（再掲）再開発ビルテナントミックス事業

○（再掲）関連社会資本整備事業
・（都）上野丸之内駅前広場線整備事業
・（都）伊賀上野橋新都市線整備事業

整備方針３（歴史と文化を活かした楽しく歩けるまちづくり）
◎俳聖松尾芭蕉翁の生誕地として俳句文化を全国に発信する拠点づくりを行うことにより、市外からの集客を図るとともに、町家や歴史的な建物が残る
城下町エリアへの観光客の誘導を図る。

◎４００年前に藤堂高虎が開いた城下町（うえのまち）地区に残る町家や町並みの保全、歴史ある上野天神祭りの楼車や鬼行列が巡行するルートの美装
化により、まちなかでの回遊性を高めることで、来訪者が歩いて楽しいと感じるまちづくりを行う。



交付対象事業等一覧表

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費

道路

公園

古都及び緑地保全事業

河川

下水道 －

駐車場有効利用システム －

地域生活基盤施設 －

高質空間形成施設 －

高次都市施設（地域交流センター） 伊賀市 直 － H23 H23 H23 H23 559.7 559.7 559.7 559.7

伊賀市 直 － H23 H23 H23 H23 161.3 161.3 161.3 161.3

高次都市施設（観光交流センター） 伊賀市 直 － H24 H27 H24 H27 481.1 481.1 481.1 481.1

既存建造物活用事業（観光交流センター） 伊賀市 直 － H24 H26 H24 H26 110.0 110.0 110.0 110.0

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

地区再開発事業

バリアフリー環境整備促進事業

優良建築物等整備事業

拠点開発型

沿道等整備型

密集住宅市街地整備型

耐震改修促進型

街なみ環境整備事業 伊賀市 直／間 H20 H29 H23 H27 1,680.5 958.5 902.0 902.0

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

高次都市施設（子育て世代活動支援センター）

芭蕉翁記念館整備事業

成瀬平馬屋敷門活用事業

56.5

住宅市街地
総合整備
事業

子育て包括支援センター整備事業

－

－

－

細項目 うち民負担分
規模

（参考）事業期間 交付期間内事業期間
事業主体

生涯学習センター整備事業

0.425交付対象事業費 3,255.7

事業 事業箇所名

交付限度額 国費率1,383.8

－

直／間

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

合計 2,992.6 2,270.6 2,214.1 2,214.1 …A

提案事業
（参考）全体 交付期間内 交付対象

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費
伊賀市 直 1,035㎡ H25 H27 H25 H27 902.4 902.4 902.4 902.4

伊賀市 直 １棟 H25 H25 H25 H25 127.6 127.6 127.6 127.6
伊賀上野城築城４
００年記念事業実
行委員会

間 H23 H23 H23 H23 7.5 7.5 7.5 7.5

（仮称）まちなか再
生ＰＲイベント実行
委員会

間 H25 H25 H25 H25 2.1 2.1 2.1 2.1

伊賀市 直 － H27 H27 H27 H27 2.0 2.0 2.0 2.0

－

－

－

合計 1,041.6 1,041.6 1,041.6 1,041.6 …B
合計(A+B) 3,255.7

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
伊賀市役所新庁舎建設事業 伊賀市 〇 H22 H26 6,000

放課後児童クラブ整備事業 上野紺屋町 伊賀市 厚生労働省 201㎡ 〇 H23 H23 59

上野丸之内 伊賀市 国土交通省 1.1ｈａ 〇 H17 H24 5,600

上野徳居町 伊賀市 国土交通省 112m 〇 H23 H23 23

上野丸之内 伊賀市 国土交通省 100ｍ 〇 H19 H25 498

上野丸之内 三重県／伊賀市 国土交通省 126ｍ ○ H19 H25 100

上野丸之内 伊賀市 国土交通省 616.2㎡ 〇 H23 H23 209

再開発ビルテナントミックス事業 上野産業会館 経済産業省 500㎡ 〇 H23 H23 250

合計 12,740

事業

所管省庁名 規模
（いずれかに○）

事業主体

地域創造
支援事業

（仮称）まちなか再生ＰＲイベン
ト

－

交付期間内事業期間

上野城築城400年記念事業

桃青中学校解体事業

事業箇所名

芭蕉翁記念館整備事業 上野丸之内

0

事業活用調
査

事業評価分析調査

まちづくり活
動推進事業 －

－

（都）上野丸之内駅前広場線整備事業

事業箇所名

上野市駅前地区第一種市街地再開発事業

市道三之町線道路整備事業

上野丸之内

全体事業費
事業期間

－

細項目 うち民負担分
規模

（参考）事業期間
事業主体 直／間

56.5

上野丸之内

（都）伊賀上野橋新都市線整備事業

保健センター・男女共同参画センター整備事業

上野丸之内



都市再生整備計画の区域

うえのまち地区（三重県伊賀市） 面積 140 ha 区域
上野丸之内、上野東町、上野片原町、上野中町、上野西町、上野向島町、上野西大手町、上野幸坂町、上野徳居町、上野小玉町、上野
魚町、上野鍛治町、上野新町、上野相生町、上野紺屋町、上野三之西町、上野忍町、上野池町、上野茅町、上野恵美須町、上野日南
町、上野鉄砲町、上野桑町、上野寺町、上野農人町、上野赤坂町、上野玄蕃町、上野伊予町

西大手駅

上野市駅

広小路駅

茅町駅

上野城公園

西小学校上野高校
崇廣中学校

凡 例

うえのまち地区 140ha

伊賀鉄道

国道25号、国道163号

国道422号

県道上野大山田線

伊賀市役所

市道丸之内伊賀上野橋

市道桑町恵美須町線
西大手駅

上野市駅

広小路駅

茅町駅

上野城公園

西小学校上野高校
崇廣中学校

凡 例

うえのまち地区 140ha

伊賀鉄道

国道25号、国道163号

国道422号

県道上野大山田線

伊賀市役所

市道丸之内伊賀上野橋

市道桑町恵美須町線



暮らしやすさに関する満足度 （　％　） 15.0 （　H21　） → 18.0 （　H27　）

歩行者・自転車通行量 （人/日） 2,462 （　H21　） → 3,818 （　H27　）

観光客入込み客数 （人/年） 416,258 （　H21　） → 448,000 （　H27　）

うえのまち地区（三重県伊賀市）　整備方針概要図

目標

人が集まり賑わい、次世代を育てる繋げるまちの創造

　目標１：子供から高齢者まで安心して豊かに暮らせるまちづくり

　目標２：にぎわいのある中心市街地の復興

　目標３：歴史と文化を活かした楽しく歩けるまちづくり

代表的な

指標

基幹事業

提案事業

凡 例

■高次都市施設（観光交流センター）
芭蕉記念館整備事業

□地域創造支援事業
芭蕉記念館整備事業（展示スペース)

■高次都市施設（地域交流センター）
生涯学習センター整備事業

■高次都市施設（子育て世代活動支援センター）
子育て包括支援センター整備事業

〇関連事業
保健センター・男女共同参画センター整備事業

□地域創造支援事業
桃青中学校解体事業

〇関連事業
放課後児童クラブ整備事業

■街なみ環境整備事業
道路美装化事業

■街なみ環境整備事業
（小公園・緑地）
広場整備事業

■街なみ環境整備事業
生活環境施設整備事業

区域内全域を対象
□地域創造支援事業
上野城築城４００年記念事業

□地域創造支援事業
（仮称）まちなか再生ＰＲイベント

□事業活用調査
事業効果分析調査事業

〇関連事業
伊賀市役所新庁舎建設事業

上野市駅

伊賀市役所

上野城

忍者屋敷

蓑虫庵

■街なみ環境整備事業
（小公園・緑地）
ポケットパーク整備事業

■街なみ環境整備事業
修景助成事業

関連事業、
関連社会資本
整備事業

ふるさと風景づくり条例に基
づく重点風景地区

〇関連事業
上野市駅前地区第一種市街地再開発事業

〇関連事業
再開発ビルテナントミックス事業

〇関連事業
伊賀上野橋新都市線社会資本整備総合交付金事業

〇関連社会資本整備事業
（都）上野丸之内駅前広場線整備事業
（都）伊賀上野橋新都市線整備事業

■既存建造物活用事業
（観光交流センター）

成瀬平馬屋敷門活用事業


