
 
 
 
 
 
 

中心市街地再興戦略事業費補助金 
 ６．９億円（新規） 

商務流通保安グループ中心市街地活性化室 
０３－３５０１－３７５４ 

中小企業庁 商業課 
０３－３５０１－１９２９ 

事業の内容 

事業の概要・目的 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

○「日本再興戦略」に掲げる民間投資の喚起を軸とする中
心市街地活性化を実現するために、中心市街地活性化法
に基づいて以下のような支援を行います。 

○地域経済において重要な役割を果たす中心市街地につい
て、事業を絞って重点的に支援を行います。具体的には
地元住民や自治体等による強いコミットを前提に、実効
性のある計画を立てることができる事業に対し、近隣市
町村の住民や観光客等のニーズに対応できる高度な商業
等の機能の整備を支援します。 

○また、従来の中心市街地については、少子高齢化に対応
した持続可能なまちづくりを支援します。 

 

Ｖ 国 
 民間事業者 
 まちづくり会社 等 

補助（２／３） 

中心市街地活性化基本計画の認定スキーム 

高度な商機能の整備に向けた支援 

・調査事業（ニーズ調査、マーケティング調査等） 
・専門人材の派遣（タウンマネージャー、経営コンサルタント派遣等） 
・先導的、実証的事業への支援（施設整備事業、ソフト支援事業等） 

基本計画 

策定の際 

に意見 

基本計画 

の実施に 

ついて意見 
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経産省の支援 
 

中心市街地活性化基本計画 

第７章に記載された事業 
 

中小小売商業高度化事業、特定商
業施設等整備事業その他の中心市
街地における商業の活性化のため
の事業及び措置に関する基本的な
事項 

市町村 

内閣総理大臣 

中心市街地活性化
基本計画 

申請 

認定 

事業イメージ 
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