
（1）事業計画の作成や取組実践に対する支援 行 動する 
事業計画の作成に対する支援 

　中心市街地活性化法に規定する認定基本計画に基づき、「都市機能の市街地集約」と「中心市街地のにぎわい回復」の

双方を一体的に取り組む中心市街地であって、商店街・商業者、民間事業者等が地権者などの幅広い関係者の参画を得て

実施する取組について、「選択と集中」の視点から重点的に支援する。 

ハード事業…教養文化施設、テナントミックス店舗、 

　　　　　  駐車場、ファサード整備等 

ソフト事業…イベント開催、情報提供事業、 

　　　　　  空き店舗活用事業等 

 

戦略的中心市街地商業等活性化支援事業 

お問い合わせ先【北海道経済産業局 産業部 流通産業課 商業振興室】 ▼
 

所在地：〒060-0808　北海道札幌市北区北8条西2丁目　札幌第1合同庁舎 
Tel：011-709-2311（内線：2581）　Fax：011-709-2566 
E-mail：hokkaido-shogyo@meti.go.jp 
URL：http://www.hkd.meti.go.jp/information/shogyo/index.htm

補助金 補助金 

　「活力創出」、「水の安全・安心」、「市街地整備」、「地域住宅支援」の各政策目的を実現するため、地方公共団体が作成

した社会資本総合整備計画に基づき、目標実現のための基幹的な社会資本整備事業及び関連する社会資本整備やソフト事

業を総合的・一体的に支援する。 

　このうち、商業振興として活用可能な事業は「暮らし・にぎわい再生事業」、「都市再生整備計画事業」。 

社会資本整備総合交付金 

お問い合わせ先【国土交通省 大臣官房 社会資本整備総合交付金総合調整室】 ▼
 

所在地：〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3    Tel：03-5253-8697 
E-mail：kouhukin@mlit.go.jp 　URL：http://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_000899.html

交付金 交付金 

公募対象者 補助率 補助金下限額 

1／2 
以内 

2／3 
以内 

民間事業者 
（全ての事業者より自治体を 
  除いたもの） 

ハード事業（ソフト事業と一体） 
 
ソフト事業 

 
1,000万円 
150万円 

2／3 
以内 

中小企業者 
（商工会議所、商工会、 
  商店街振興組合等） 

ハード事業 
ソフト事業 

2,000万円 
200万円 

民間事業者 
（まちづくり会社等） ハード事業 2,000万円 

中心市街地活性化基本計画の区域にお
いて公益施設等（医療施設、教育文化施設、
地域交流施設等）の立地を促進する。 
地方公共団体 
対象事業の交付対象の1/3以内 
（一定の要件を満たす場合は2/5以内） 
公益施設の新築支援、空きビル再生支援、
広場の整備支援（立体駐車場、賑わい交
流施設整備、公開空地整備等） 

概 　要： 
 
 
対 　象： 
交 付率： 
 
対象事業： 

市町村が作成した都市再生整備企計画
に基づき実施される事業を支援。 
市町村、中心市街地活性化協議会 
概ね4割（基本額となる国費は従来のまち
づくり交付金の国費率計算と同様。） 
地域交流センター整備、駐車場整備、空き
店舗活用事業、コミュニティバス社会実験
等 

概 　要： 
 
対 　象： 
交 付率： 
 
対象事業： 

暮らし・にぎわい再生事業 都市再生整備計画事業 
（旧まちづくり交付金） 

（1）事業計画の作成や取組実践に対する支援 行 動する 
事業計画の作成に対する支援 

　中心市街地活性化協議会の事務局を担う者が実施する事業（タウンマネージャーの設置、調査研究、タウンマネジメント診

断等）に対して支援を行う。 

・対象事業…タウンマネージャー設置、委員会開催、調査研究に係る経費等 

・対  象  者…商工会議所、商工会等　　　・補助率等…2/3以内、下限額200万円 

戦略的中心市街地商業等活性化支援事業（協議会支援） 

お問い合わせ先【北海道経済産業局 産業部 流通産業課 商業振興室】 ▼
 

所在地：〒060-0808　北海道札幌市北区北8条西2丁目　札幌第1合同庁舎 

Tel：011-709-2311（内線：2581）　Fax：011-709-2566 

E-mail：hokkaido-shogyo@meti.go.jp 

URL：http://www.hkd.meti.go.jp/information/shogyo/index.htm

　商店街等に専門家を派遣し、商店街の課題解決、イベント事業などについて商店街等の活性化を図るためのアドバイス行う。   

・対  象  者…商店街振興組合、事業協同組合等 

・補助制度…派遣累計日数が3 人・日、年間で最大60 人・日まで（基本計画認定地域は5人・日まで）は、派遣に係る費用を 

　　　　　  支援機関が負担。 

補助金 補助金 

中心市街地商業活性化アドバイザー派遣事業 

お問い合わせ先【独立行政法人中小企業基盤整備機構　地域経済振興部　まちづくり推進課】 ▼
 

所在地：〒105-8453　東京都港区虎ノ門3-5-1　虎ノ門37森ビル 

Tel：03-5470-1632（直通） 

URL：http://www.smrj.go.jp/keiei/kodoka/advice/index.html

専門家 
派遣 
専門家 
派遣 

　中心市街地活性化に関する勉強会やシンポジウム、調査分析に基づく課題整理・情報提供等を行う。 

・対  象  者…中心市街地活性化協議会、または協議会を組織しようとする者 

中心市街地商業活性化診断・サポート事業 

お問い合わせ先【独立行政法人中小企業基盤整備機構　北海道支部　地域振興課】 ▼
 

所在地：〒060-0002　北海道札幌市中央区北2条西1丁目1-1-7　ORE札幌ビル6階 

Tel：011-210-7473　Fax：011-210-7480 

URL：http://www.smrj.go.jp/keiei/machizukuri/034497.html

診断・ 
サポート 
診断・ 
サポート 
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