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静岡市における再開発事業等採択手順書【別添】 
補助金運用ガイドライン  

第１ 目的  
 市街地再開発事業等審査委員会において、再開発事業案の評価に応じた「補助金交付上限額の目安」を設

定することを目的として、補助金運用ガイドラインを策定する。  
第２ 建物の公共貢献の事業評価 
 

１ 事業評価の基本的な考え方 
 

事業評価は、市街地の環境性能の向上に資すると認められる建物性能や事業内容等の公共貢献の内容（以

下「建物の公共貢献」という。）を項目化し、各項目に点数を配点し、それを合計することにより行う。 

 評価の対象とする項目は、一般的な民間建築物で実施し、又は整備されることが少なく、当該項目を実施

し、又は整備するために付加的な負担等（場所の提供、整備・運用経費等をいう。）を要するものとする。 

各項目への配点の合計は 100点とする。内訳は、事業を行う地区に関わらず、共通して誘導を図ろうとす

る項目（以下「共通項目」という。）に 50点を、地区特性に応じて施行者の創意工夫等により提案され、委

員会が公共貢献として評価の対象として認める項目（以下「自由提案項目」という。）に 50点を配点する。  
２ 共通項目の事業評価  
共通項目の各項目は、市街地の環境性能を向上させるために誘導を図ろうとする事項を「環境・福祉」、「安

全・安心」、「活力」の３つの分野に分類する。 

各分野の各項目への配点は、再開発事業等の成果指標（アウトカム）として、特に重点的に誘導を図ろう

とする「活力」分野の１項目あたりの平均点が、他の分野よりも相対的に大きくなるように、下表のとおり

各分野に配点を行う。さらに、各分野に配点された点数は、各項目を実施し、又は整備するための付加的な

負担や重要性等を勘案して配点する。なお、各項目では実施の内容や程度に応じた評価ができるように加点

基準を設け、段階的評価を行う。 

 

■共通項目の分野別の重みづけ： 

評価分野 項目数 分野別配点：50点中（割合） 【参考】１項目あたりの平均点 

環境・福祉 ８ 20点（40％） 2.5点/項目 

安全・安心 ４ 10点（20％） 2.5点/項目 

活力 ６ 20点（40％） 3.3点/項目    
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（１）環境・福祉  
ア 交通環境  
①駐車場の整備 
【評価指標】 

「静岡市における建築物に附置する駐車施設に関する条例」（平成 15年条例第 236号）に基づく、用途、

規模に応じた自走式駐車場（平面式駐車場、隔地駐車場を含む。）の附置義務台数（住宅用として整備する台

数分を除く。） 

（注）駐車場を利用する自動車が「静岡市都心まちづくり戦略」（平成 22年９月）における休日歩行者天国

区間（両替町通りと七間町通りとの交差点を除く。）を横断する交通計画である場合は評価対象外 

 

【加点基準】 

・評価指標の台数の 120％以上 140％未満  

・評価指標の台数の 140％以上 160％未満  

・評価指標の台数の 160％以上 180％未満  

・評価指標の台数の 180％以上 200％未満  

・評価指標の台数の 200％超  

 

 

 

 

②駐輪場の整備 
【評価指標】 

「静岡市自転車等の駐車秩序に関する条例」（平成 15年条例第 235号）に基づく、用途、規模に応じた駐

輪場の附置義務台数（住宅用駐輪場及び「バイク置場の整備」で加点する場合のバイク置場の台数分を除く。

附置義務台数が０台の場合は 20台とする。）と出入庫位置（いずれかに該当するものであること。） 

 

【加点基準】 台数と位置の点数の合計を加点する。 

［台数］ 

・附置義務台数の 120％以上 140％未満  

・附置義務台数の 140％以上 160％未満  

・附置義務台数の 160％以上 180％未満  

【解説】 

 静岡市の自動車の駐車施設の附置に関する条例に基づく附置義務台数を算定する。公共貢献としては、駐車場の一般利

用者が入出庫しやすい自走式駐車場であって、附置義務台数の 2割増以上の台数の駐車施設を設けた場合に評価の対象と

する。また、歩行者天国区間への車両流入抑制等の交通計画、敷地等の位置や形状により、敷地内への駐車場整備が適切

ではない場合があることから、条例第９条に規定する敷地から概ね 200m以内の場所に駐車施設を設ける場合も評価する。 
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・附置義務台数の 180％以上 200％未満  

・附置義務台数の台数の 200％超  

 

［位置］ 

・出入庫を周辺道路と同じ高さの階以外で行う場合で、利

用者の利便を図るエレベータ等の昇降設備を設置 

 

・出入庫を全て周辺道路と同じ高さの階で行う場合  

    
③バイク置場の整備 
【評価指標】 

「静岡市自転車等の駐車秩序に関する条例」（平成 15年条例第 235号）に基づく、用途、規模に応じた駐

輪場の附置義務台数（50cc以下の原動機付き自転車を含み、住宅用駐輪場の台数分を除く。附置義務台数が

０台の場合は 20台とする。） 

 

【加点基準】 

・附置義務台数の 10％以上 20％未満  

・附置義務台数の 20％以上  

 

 

 

 

 

 

 

【解説】 

 静岡市の自転車等の駐車場の設置義務に関する条例に基づく附置義務台数を算定する（原動機付き自転車は 50cc以

下を含む）。公共貢献としては、一般利用者が駐輪しやすい位置や設備を設けるものであって、附置義務台数の 2割増

以上の台数の駐輪施設を設けた場合に評価の対象とする。 

 なお、条例に基づく附置義務台数が 20 台未満で附置義務が適用されない建築物を評価する場合には、最低でも 20

台分を附置義務台数とみなして評価を行う。 

【解説】 

 現在、バイク置場の附置義務台数に関する市の条例等はないが、街中への来訪手段としてバイクを利用する市民が

増加傾向にある。このことから、再開発事業等においてバイク置場を整備することは市街地の環境改善に資する公共

貢献と捉え、自転車等の駐車場の設置義務に関する条例に基づく附置義務台数に対する一定割合（1割以上）のバイク

置場（50cc以下の原動機付き自転車を含む）を整備する場合に評価の対象とする。 
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イ 環境配慮  
①緑化 
【評価指標】 

敷地面積に対する緑化面積の割合（以下「緑化率」という。） 

 

【加点基準】 ※は必須。 

・緑化率が５％超 10％未満 

（公共緑化基準、事業所等緑化基準） 

（※） 

・緑化率が 10％以上 15％未満（事業所等緑化目標）  

・緑化率が 15％以上（公共緑化目標）  

 

   
②省エネルギー性能 
【評価指標】 

「非住宅建築物に係る省エネルギー性能のための性能表示ガイドライン」（国土交通省）に基づく「建築物

省エネルギー性能表示制度」（ＢＥＬＳ）に基づく第三者機関認証の表示マークの☆数 

 

【加点基準】 ※は必須。 

・☆☆☆（☆３つ、低炭素基準相当） （※） 

・☆☆☆☆（☆４つ）又は☆☆☆☆☆（☆５つ）    
【解説】 

 静岡市みどり条例（平成 27年静岡市条例第 14号）第 18条では、公共建築物について、公共緑化基準への適合義務

及び公共緑化目標の実現への努力義務が規定され、第 19条では、一定規模以上の事業所等について、事業所等緑化基

準及び事業所等緑化目標の実現への努力義務が規定されている。事業採択する再開発事業等において整備される民間

事業所等においては、公共建築物の適合義務の基準と同等の事業所等緑化基準を満たすことを必須条件とする。 

なお、緑化面積の算定は、「緑化計画の手引き」（静岡市ホームページ参照）に基づいて行う。 

【解説】 

 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づき、建築物全体の省エネルギー性能を評価することができる「一

次エネルギー消費量」を指標とした基準を活用した表示の統一的指標が制度化（ＢＥＬＳ）されている。省エネルギ

ー性能の総合的な指標としてはＣＡＳＢＥＥが代表的であるが、ＢＥＬＳは省エネルギー性能に特化した指標として

「見える化」されたものである。事業採択する再開発事業においては、「第２次静岡市地球温暖化対策実行計画」の基

本目標③「災害に強く環境にやさしいエネルギーの分散化」に掲げる「低炭素なまちづくりの推進」の一環として、

低炭素建築物の認定基準相当の性能を満たすことについて、第三者機関による認証を受けることを必須条件とする。 
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③総合的な環境配慮措置 
【評価指標】 

静岡県建築物環境配慮制度に基づく環境性能効率（BEE）の数値（BEEランク）及び静岡県の重点項目４項

目への取組み度 

 

【加点基準】 

・環境性能効率（BEE）が 1.25（BEEランク：B＋）以上、

かつ、静岡県の重点項目の取組み度の平均が３点超 

 

・環境性能効率（BEE）が 1.5（BEEランク：Ａ）以上、 

かつ、静岡県の重点項目の取組み度の平均が３点超 

 

・環境性能効率（BEE）が 1.5（BEEランク：Ａ）以上、 

かつ、静岡県の重点項目の取組み度の平均が４点超 

 

 

  
④風環境 
【評価指標】 

「静岡市環境影響評価条例」（平成 27年静岡市条例第 12号）第６条の規定による技術指針第２章 ５）局

地風の調査及び予測の手法に基づく評価と環境保全措置を記載した評価書及び事後調査計画書の作成並びに

事後調査の実施（従前後の建物の規模等を比較して影響が大きくならないと判断できる場合、免除し加点す

る。） 

 

【加点基準】 ※は必須 

・評価書及び事後調査計画書の作成、事後調査の実施 （※） 

 

 

【解説】 

 建築物の総合的な環境性能を「見える化」し、静岡県下独自の地域性を加味した客観的な評価指標として制度化さ

れている「ＣＡＳＢＥＥ静岡」により評価を行う。 

BEEの数値については、1.25以上であるものを評価の対象とする（BEEランク：B＋は BEEが 1.0から 1.5のもの）。

また、防災やユニバーサルデザインなど静岡県下の施策・地域性を踏まえた静岡県の重点項目４項目（各々５点満点）

については、各項目の合計の平均が３点（ふつう）を超えるものを評価の対象とする。 

【解説】 

 都市化に伴い、高層建築物の建設に起因すると考えられる局所風が新たな環境問題として発生している。本市の環

境評価条例では、建築物の場合、高さ 100ｍ以上、かつ、延べ面積５万㎡以上の規模のものが対象となるが、その規模

に満たない再開発事業等で整備された大規模な建築物においても、局所風による市街地環境の悪化が懸念されている。 

事業採択する再開発事業においては、条例適用規模に満たない建築物であっても、条例に準じた手法による評価書

と事後調査計画書の作成及び事後調査の実施を行うことを必須条件とする。 
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ウ 子育て支援  
【評価指標】 

・子育て支援設備（おむつ交換ベッド、ベビーチェア、授乳スペースの全て）の整備 

・共用通行部分の階段への子ども用手すり（概ね 75cm以下）の整備 

 

【加点基準】 

・子育て支援設備及び子ども用手すりの整備  

 

 

 

 

（２）安全・安心  
ア 防災  
①帰宅困難者等支援 
【評価指標】 

災害時における帰宅困難者等（周辺住民を含む）の一時滞在時の用に供する５㎡以上の防災備蓄倉庫（屋

内に設置するもので、帰宅困難者等の一時滞在時に必要な食糧、備品等を備えるものをいう。）を併設した集

会所等の面積（当該目的に利用可能な部分に限る。） 

 

【加点基準】 

・50㎡以上 75㎡未満  

・75㎡以上 100㎡未満  

・100㎡以上  

 

 

【解説】 

 「防災・省エネまちづくり緊急促進事業技術基準」（平成 27年 4月 9日付国土交通省通知）第３第２項における「子

育て対策」イ及びハに規定する基準の一部を準用する。 

【解説】 

 「防災・省エネまちづくり緊急促進事業技術基準」（平成 27年 4月 9日付国土交通省通知）第３第８項における「防

災対策」イ①に規定する基準の一部（同項中の「住戸数に応じた」十分な広さを有することを求めるものではないが、

防災備蓄倉庫の設置の併設を必要とする。）を準用する。再開発事業等により整備する建築物の所有者や利用者が、当

該施設を地域と共用する施設であることを前提として使用することを妨げるものではない。 

なお、「当該目的に利用可能な部分」の面積とは、室の内法部分のうち、容易に移動させることができない設備や収

納等の部分を除いた床面積を指すものとする。 
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②地域防災機能の強化 
【評価指標】 

・自主防災組織が防災資機材や防災備蓄品を備え、維持管理する防災倉庫の整備 

・地域利用が可能なマンホール対応トイレの整備 

・地域利用が可能な防災用かまどベンチの設置 

・地域利用が可能な防災用井戸の設置 

 

【加点基準】 

・防災倉庫の整備  

・マンホール対応トイレの整備  

・防災用かまどベンチの設置  

・防災用井戸の設置  

 

   
イ 歩道空間の整備 
 

【評価指標】 

・道路上の電柱等を、敷地内の通常の歩行に支障が生じない位置に移設することによる歩道幅員の確保（道

路内に電柱等がある場合に限る。） 

・「道路の移動円滑化整備ガイドライン」（財団法人国土技術研究センター編集・発行）に定める基準に適合する、

道路に沿って設けられる幅員２m以上の歩道状空地（道路に歩道がある場合にあっては歩道と一体となって

利用できる形態の空地に限る。）を整備する道路の数及び角地の数 

 

【加点基準】 

・歩道幅員を確保し、歩道状空地を整備 

（角地２か所以上を含む３面の道路） 

 

・歩道幅員を確保し、歩道状空地の整備 

（角地３か所以上を含む４面以上の道路） 

 

 

 

 

【解説】 

 中心市街地においては、防災倉庫等の地域防災に資する設備を設置する土地を確保することが困難であることを考

慮し、再開発事業等により、敷地周辺地域の防災機能を強化する設備の整備を行う場合に評価の対象とする。ただし、

再開発事業等により整備する建築物の利用者が、設置された設備を地域と共用する設備であることを前提として使用

することを妨げるものではない。 
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ウ 防犯 
 

【評価指標】 

・犯罪の防止を目的として、不特定多数の者が通行する公共空間に向けて設置される街頭防犯カメラの設置 

・犯罪の防止及び歩行者の安全を目的として、不特定多数の者が通行する道路（私道を含む）の歩道部分全

てを終夜明るくするための防犯灯の設置 

 

【加点基準】 

・街頭防犯カメラの設置  

・防犯灯の設置  

 

         
【解説】 

 「第 10次静岡市交通安全計画」（平成 28年度～32年度）第１章第２節のⅡ「講じようとする施策」における１「道

路交通環境の整備」では、「生活道路等における人優先の安全・安心な歩道空間の整備」等が掲げられていることから、

敷地内に歩道状空地（「静岡市総合設計制度許可取扱要綱」における歩道空間の確保の規定を準用）を設け、当該空地

部分に電柱を設けないものを評価の対象とする。 

 また、歩道の構造等は「道路の移動円滑化ガイドライン」（財団法人国土技術研究センター編集・発行）第３章第２

章「歩道等」の基準へ適合させるものとする。 

【解説】 

 街頭防犯カメラは「街頭防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」（平成 28 年 3 月 静岡市策定）の適用

範囲となる公共空間部分に設置するものであって、ガイドラインに沿って設置及び運用を行うものを評価の対象とす

る。ガイドラインに基づき、設置箇所及び撮影範囲は、地元自治会、警察等の関係機関と協議のうえ、必要最小限の

範囲に限定する。 

防犯灯は「静岡市防犯灯設置事業補助金交付要綱」第２条第１項に掲げる要件の全てに該当するものを評価の対象

とする。ただし、同条中「設置に係る自治体等」とあるのは、「再開発事業等により建設される建築物の施設管理者等」

と読み替えるものとする。 



補- 9 

（３） 活力  
ア 賑わい  
①イベント広場の整備 
【評価指標】 

各種のイベント等に活用できる広場（法に基づく壁面後退部分を除いた最小幅が４ｍ以上であって、誰も

が自由に出入りできるものに限る。ただし、防犯対策等、やむをえない事情により、夜間等に施錠すること

が必要であると認められる場合にあってはこの限りではない。）の面積 

 

【加点基準】 

・50㎡以上 75㎡未満  

・75㎡以上 100㎡未満  

・100㎡以上 125㎡未満  

・125㎡以上 150㎡未満  

・150㎡以上  

 

 

 

 

②地域交流施設の整備 
【評価指標】 

地域住民等の利用が可能な集会室等の整備 

 

【加点基準】 

・50㎡以上 75㎡未満  

・75㎡以上 100㎡未満  

・100㎡以上  

（帰宅困難者施設等支援との兼用施設の場合は評価外） 

 

【解説】 

 「総合設計制度許可準則に関する技術基準」（国土交通省）の公開空地の定義に準じ、最小幅が 4ｍ以上（ただし、

都市計画法、建築基準法の規定により、基準容積率を割増すために必要とされる壁面後退部分を除く。）の空地（屋内

に設けられるものを含む。）を評価の対象とする。 
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③休憩場所の整備 
【評価指標】 

歩道等（歩道状空地、イベント広場を含む。）に面した部分へのベンチ等の休憩設備（10名以上が休憩でき

るものに限る。）の設置 

 

【加点基準】 

・休憩設備の設置  

（地域防災機能の強化で評価する設備と兼用する場合は評価外） 

    
イ マネジメント  
①地元商店街等との連携 
【評価指標】 

地元の商店街組織等のまちづくり組織に加入する店舗等の床面積（専用部分の面積と共用部分の専用部分

面積按分の面積の合計とする。）の１階の床面積に対する割合 

 

【加点基準】 

・１階の床面積に対して 50％以上 75％未満  

・１階の床面積に対して 75％以上 100％未満  

・１階の床面積に対して 100％以上 125％未満  

・１階の床面積に対して 125％以上 150％未満  

・１階の床面積に対して 150％以上  

 

【解説】 

 中心市街地において、地域住民の交流や文化的活動等を行う公民館的機能を持つ集会室等を設ける場所を見出すこ

とが困難である。そのため、再開発事業等により、敷地周辺地域住民の交流等の促進に資する、外部貸出が可能な集

会室等の整備を行う場合に評価の対象とする。ただし、地域住民以外の利用を妨げるものではない。 

【解説】 

 静岡商工会議所が定期的に実施している「中心商店街の通行量調査・お買物調査」において、中心市街地に充実し

てほしい施設として例年最も多いものが「休憩スペース・ベンチ」（平成 27年度調査：静岡地区では 58.7%）であるこ

とから、来街者が利用しやすい場所に一定規模の休憩施設を設ける場合に評価の対象とする。 
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②事業所の誘導 
【評価指標】 

店舗、業務等の事業用途の施設の床面積（専用部分と共用部分の専用面積按分の合計とする。）の延床面積

に対する割合 

 

【加点基準】 

・延床面積に対して 50％超 75％以下  

・延床面積に対して 75％超  

 

 

【解説】 

 まちの賑わいを継続させるためには、再開発ビル（ハード）の整備だけではなく、そこで行う管理運営（ソフト）

における活性化の取組みが不可欠である。再開発ビルにおいて、まちの賑わいに最も影響を与える部分は１階部分を

はじめとする低層部分であり、この部分のテナントがまちの賑わいの創出に積極的に関わることが重要である。 

現在、中心市街地では、地元の商店街組織等のまちづくり組織（商店街振興組合やまちづくり協議会等）がまちの

賑わいを創出する様々な取組みを行っている。事業採択する再開発事業等により整備される再開発ビルにおいては、

テナントのオーナーがテナント誘致を行う際に、テナントに対して、まちづくり組織に加入してまちの賑わいに貢献

することを条件とする店舗等が、１階部分の床面積の半分以上とする場合に評価の対象とする。 

【解説】 

静岡市都市計画マスタープラン（平成 28年 3月策定）では、将来都市構造として「集約連携型都市構造」が掲げら

れている。そこでは土地利用の基本方針として、商業系市街地においては、商業系業務を中心とした機能や都市型産

業の集積を図ることとされ、市街地整備の基本方針として、都市拠点においては、都市機能更新や土地の高度利用を

図り、拠点周辺へは都市機能の適切な誘導や居住の誘導を進めることとされている。本市において、再開発事業等が

実施されるのは既に店舗・業務等の事業所が集積する商業系市街地、かつ、都市拠点であるため、引き続きその機能

を維持・発展させる土地利用を継続させていくことが求められている。 

 土地の固定資産税課税標準額は建築物の用途割合に応じて算定されることとされている。従前の土地用途が商業地

である敷地において、再開発事業等により一定規模の住宅を含む建築物を整備する場合、その土地の一部若しくは全

てに小規模住宅用地の課税標準額の特例が適用され、その部分の課税標準額は固定資産税評価額の 1/6 となることに

より、従前よりも土地に係る税収が減少する可能性がある。 

具体的には、住宅が延床面積の 25%以上 50%未満（事業所等が 50%超 75%未満）の場合には土地の 50%に住宅特例が適

用され、住宅が 50%超の場合には土地の全てに住宅特例が適用される。ただし、住宅が延床面積の 25%未満（事業所等

が 75%超）の場合には住宅特例が適用されない。 

将来にわたって、市の財政運営と均衡を図りながら持続的に市街地更新への支援を行い、都市マスタープランに掲

げる集約型都市構造の実現を図るため、整備される建築物の延床面積の半分以上を事業用途とする場合に評価の対象

とする。 
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③広告物の景観配慮 
【評価指標】 

壁面利用広告に関して管理規約等で制限の対象とする各階開口部の範囲  
【加点基準】 

・各階の開口部の 20％未満とすることを規定  

・各階の開口部の 20％未満とすることを規定し、かつ、

透過性のある開口部の屋内側に、屋外側に向けて広告物

を掲出する場合にあっては、当該開口部から 50cm以内

の部分に設置されるものを含む 

 

    
３ 自由提案項目の事業評価 （最大５０点） 

 

歴史や文化の継承、地域課題の解決などに資する取組みに関する、施行者の自由な創意工夫による提案が

行われ、委員会がその提案を、市街地の環境性能の向上に資する公共貢献の内容であると認めた場合、「自由

提案項目」として事業評価を行う。「自由提案項目」の配点枠は 50点を上限として設けるものとする。評価

の対象とする項目は、原則として、提案項目を実施するために要する費用、効果等が定量的に算出できるも

のとする。項目の採否及び採用した項目の点数は、当該項目の必要性及び定量的な数値（効果、費用等）を

勘案し、委員会が定めるものとする。 

 

＜評価の対象とする項目の例＞ 
※以下の項目は例示であり、下記項目を評価項目として採用することを保証するものではない。  
〇防災スマート街区の形成 
「静岡市防災スマート建築物普及促進認定事業実施要綱」に基づき「防災スマート建築物」として認定を

受けるために、創エネ（エネルギーを創る）、蓄エネ（エネルギーを蓄える）、省エネ（無駄なエネルギー消

費を抑える）の要素を備え、面的なエネルギーの効率的な利用や防災対策を整備する場合  
【解説】 

 静岡市屋外広告物条例において、中心市街地が含まれる第２種普通規制地域の壁面広告の面積は壁面の 1/5（20％）

以内と規定されている。 

再開発事業等により整備する建築物では、条例の壁面広告の規制に加えて、再開発ビルの管理規約等により、各階

の開口部（ドアやサッシの部分等）に対する広告物を掲出することができる範囲（割合）の面積制限や、条例の適用

範囲外となっている、透過性のある開口部に面する、外部からの視認性が高い部分の広告物への面積制限などの上乗

せを行うことにより、街並み景観に調和した広告物の掲出を誘導する場合に評価の対象とする。 
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〇回遊性向上対策 
中心市街地全体の回遊性を向上させるため、中心市街地の休日昼間の歩行者通行量の増加に資する施設の

誘導、地下道や公共交通機関へのアクセスを向上させる通路の整備を行う場合 

 

〇津波避難施設の整備 
浸水区域内にあって、津波避難施設として地域防災計画に位置付けを行う施設を整備する場合 

 

〇歴史・文化に配慮した景観形成 
地域資源を発掘し、歴史や文化を継承又は想起させる外観やシンボル等を整備する場合  

〇道路整備 
道路拡幅に伴う道路用地の提供や道路整備を行う場合 

 

〇バス・タクシー乗場等の整備 
バスやタクシー等の待合空間やバスベイ等を整備する場合 

 

 

４ 事業評価点の算出 

 

 事業評価点は、下記の方法で算出する。 

 

   [事業評価点] ＝ ［共通項目］の点数の合計 ＋ ［自由提案項目］の点数の合計 

   （最大 100点）      （最大 50点）          （最大 50点） 

     
第３ 補助金の上限額の目安 
 

 補助金の上限額の目安は、以下の方法により算出する、補助金交付要綱による補助金の上限額（Ａｙ）と

事業評価による補助金の上限額（Ａｊ）を比較して、いずれか小さい額とする。 

 

（１）補助金交付要綱による補助金の上限額（Ａｙ：千円）  
Ａｙ（千円） ＝ Ｂ（千円） × 2/3 

Ｂ：補助金交付要綱に基づく補助対象経費（千円） 
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※「補助金交付要綱」とは、市街地再開発事業補助金交付要綱、優良建築物等整備事業補助金交付要綱をい

う（以下同じ。）。 

※補助対象経費の算出は、組合等が試算する事業収支案を参考とする。 

 

 

（２）事業評価による補助金の上限額（Ａｊ：円） 
 

①更地化に対する補助 

 採択する事業を実施するために必要となる、既存建物の解体及び従前権利者等への補償への支援として、

施行区域内の施設建築敷地の面積に、市が定める基準額を乗じた額（以下「更地化補助額」という。） 

 

Ａｃ（千円） ＝ Ｓ（㎡） × 282（千円/㎡） 

        Ａｃ：更地化補助額 

Ｓ ：施設建築敷地の面積 

 

②建物の公共貢献に対する補助 

 採択する事業における建物の公共貢献への支援として、施行区域内の施設建築敷地の面積に、市が定める

基準額を乗じた額（以下「建物の公共貢献補助額」という。） 

 

Ａｐ（千円） ＝ Ｓ（㎡） × 206（千円/㎡） × Ｐ／100 

Ａｐ：建物の公共貢献補助額 

Ｓ ：施設建築敷地の面積 

Ｐ ：事業評価点（第２の４により算出した点数）  
③事業評価による補助金の上限額 

 ①（更地化補助額）と②（建物の公共貢献補助額）の合計額 

 

Ａｊ（千円） ＝ Ａｃ（千円） ＋ Ａｐ （千円） 

Ａｊ：事業評価による補助金の上限額 

        Ａｃ：①更地化補助額 

Ａｐ：②建物の公共貢献補助額 

 

※ 施設建築敷地の面積を共通因数で括った場合は下記の式 

Ａｊ（千円） ＝ Ｓ（㎡） × ［ 282千円/㎡ ＋ Ｐ/100 × 206（千円/㎡）］  
 

 

 



補- 15 

第４ 補助金の上限額の設定 
 

 第２及び第３の方法に基づき算出された補助金の上限額の目安は、委員会における補助金の運用の検討に

あたっての目安として活用するものとする。 

委員会は、本ガイドラインによる補助金の上限額の目安を参考とし、市の財政状況・他の再開発事業等の

計画の進捗状況を勘案して、適正な規模の補助額の枠を設定するものとする。  


