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人生100年時代を支える住まい環境整備モデル事業の概要
目的・趣旨

人生100年時代において、ライフステージに応じて変化する居住ニーズに対応して、高齢者、障害者、子育て世
帯など誰もが安心して暮らせる住環境の整備を促進するため、モデル的な取組に対して支援を行う。

高齢者・障害者・子育て世帯等の居住の安定確保及び健康の維持・増進に資する事業を公募し、先導性が認
められた事業の実施について、その費用の一部を支援するもの※

【補助の内容】
【期限】補助率：建設工事費（建設・取得）1/10、改修工事費2/3、技術の検証費2/3 等

上限額：３億円／案件（課題設定型・事業者提案型）、５００万円／案件（事業育成型） 令和元年度~令和５年度

事業概要

②事業者提案型

③事業育成型

設定された事業テーマに応じた先導的な取組への支援を行う事業

事業者が事業テーマを提案して行う先導的な取組への支援を行う事業

上記①②の事業化に向けた、調査・検討を支援する事業

①課題設定型
公募・提案

※新たな技術やシステムの導入に資するものであること又は多様な世帯の互助や交流の促進に資するものであることが要件

評価委員会による評価

事業採択

交付手続

事業実施

検証・フォローアップ

事業内容（イメージ）

＜事業テーマ（イメージ）＞
１.多様な世帯の互助を促進する地域交流拠点（共同リビング、こども食堂、障害者就労の
組合せなど）の整備

２.効果的に見守る高齢者向け住宅 （ＩoＴ活用による効率的な見守り、地域の高齢者の見
守りなど）の整備

３.長く健康に暮らせる高齢者住宅（仕事、役割、介護予防、看取りなど）の整備
４.早めの住み替えやリフォームに関する相談機能（高齢期に適した住まいや住まい方の
アセスメントなど）の整備

５.住宅団地の再生につながる地域の居住継続機能（子育支援施設、多世代交流拠点、シ
ェアオフィスなど）の整備

事業の流れ
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事業内容（国が事業テーマを設定し募集する事業）

（１）多様な世帯の互助を促進する地域交流拠点

（共同リビング、こども食堂、障害者就労の組
合せなど）の整備

（２）効果的に見守る高齢者向け住宅 （ＩoＴ活用に
よる効率的な見守り、地域との連携・交流の
工夫による見守りなど）の整備

（３）長く健康に暮らせる高齢者住宅（仕事、役割、
介護予防、看取りなど）の整備

（４）早めの住み替えやリフォームに関する相談機
能（高齢期に適した住まいや住まい方のアセ
スメントなど）の整備

（５）住宅団地の再生につながる地域の居住継続
機能（子育支援施設、多世代交流拠点、シェ
アオフィスなど）の整備
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事業実施の流れ

応募 評価・選定 事業実施
検証

フォローアップ

〇学識経験者からなる評価委員会において、
提案者によるプレゼンテーションを実施

〇評価委員会による評価を踏まえ、国が選定

〇評価基準
１.課題設定・課題解決力
２.先導性・創意工夫
３.総合的・継続的な推進体制
４.波及効果・普及効果
５.多様な事業効果
６.地方公共団体や地域との連携等
７.支援の妥当性・必要性

書類とプレゼンテーションによる評価

（１）事業実施の達成状況の報告

（２）報告会の開催

（３）現地調査の実施

（４）事務局HPやSNSを活用した情報発信

事業の達成状況の報告

・ 補助事業者は、実施内容・評価指標による達成
度・検証内容について事務局へ報告
・ 事務局は上記内容をとりまとめて、評価委員会
に報告

・ 評価委員会にて対象事業を選定し、発表及び
意見交換を実施

・ 評価委員会にて対象事業を選定し、評価委員等
による現地調査・ヒヤリングを実施

・ 事務局HPはプラットホーム化
・ 積極的な活動状況の配信 4
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住み替え循環の促進による郊外住宅地再生プロジェクト/神奈川県横浜市

取組概念図

地域の住宅の選択肢を増やすことで世代バランスの適正化や住みやすさの向上を図る
〇若年層が住み始めやすい賃貸集合住宅，自立型のサービス付き高齢者向け住宅の整備

〇住み替えを着実に促すため、定期的に住み替え相談会を開催 相談体制の構築
〇住み替え効果や地域コミュニティ意識変化の分析

賃貸マンション・住戸 認可保育園

代表提案者 相鉄不動産株式会社
共同提案者 積和グランドマスト株式会社

社会福祉法人横浜市福祉サービス協会
東京ガス株式会社

総事業費：23.6億円（国費：2.49億円）
補助事業：○共同住宅2棟 新築

・賃貸住宅、高齢者向け住宅
○共用施設 新築
・子育て支援施設（認可保育園、学童保育所）
・介護施設

事業概要

学童クラブ

グランドマストみなまきみらい

ケアセンターみなまきみらい

サ高住・住戸

KNOCKSみなまきみらい

「高齢者には住み続けにくく、若年層には住み始めにくい」という地域課題の解
決と、一挙に高齢化が進む郊外住宅地における世代循環の実現を図るもの

（参考）平成27年度モデル事業の採択事例



代表提案者：近鉄グループホールディングス（株）
共同提案者：なし

総事業費：0.29億円（国費：0.19億円）
補助事業：【技術の検証】「ＭＢＴリンク」と「デジタル

地域通貨プラットフォーム」との２つの新
たな技術による住宅団地の課題解決へ
の有効性の検証

住宅団地が抱える４つの潜在的課題を解決する事業スキームの構築

事業概要

住宅団地に存在する課題を一体的かつ連続的に解決するための新たな事業スキームの構築
〇住宅団地の潜在的課題⇒①健康管理・健康増進②孤独死の防止③地域内消費活動の活性化④地域コミュニティの再生

〇ＭＢＴリンクにより実験参加者の生体データ・環境データを統合・分析し、参加者へのデータ閲覧、健康指導、異常値の通知
〇継続的なデータ計測に対してデジタル地域通貨を発行し、買物・バスツアーで地域内消費活動と地域コミュニティの活性化

デジタル地域通貨
活用事例

サービス内容と事業スキーム

MBTリンク

住まいと暮らしのぷらっとＨＯＭＥ

（参考）平成30年度モデル事業の採択事例 ／奈良県奈良市
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代表提案者：一般社団法人だんだん会
共同提案者：八ヶ岳根っこの会

総事業費：0.4億円（国費：0.18億円）
補助事業：○高齢者生活支援住宅整備

改修

『支援付き共生すまい山吹』創設運営事業～空きペンションのイノベーション～

事業概要

空き家率日本一の山梨県で空きペンションを購入・改築し、「支援付き共生住宅」を創設する
〇住み慣れた人だけではなく、「ここに住んで、ここで最期を迎えたい」と地元以外の人でも利用でき、高齢期の移住を含めて短
期・長期にここに住み集える拠点をつくる。

〇医療・看護・介護サービスは、在宅死亡率日本一を目標とする地域の力量のあるプロ集団が担当する。
〇「住みよい共生すまい作り地域会議」、地域住民や利用者本人も参加した会議で運営する。

／山梨県北杜市小淵沢町

『支援付き共生すまい山吹』3つの機能
①サロン『わたしの茶の間山吹』気軽に住民が出
入りするハウス（住民主体型サロン）
②『24時間支援付き住宅山吹』(見守り付き住宅）
③『別荘ホスピス山吹』(重度者ケアハウス）

1階平面図

2階平面図

暖炉

サロン

サロン

外観

案内図

（参考）平成30年度モデル事業の採択事例
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令和元年度にモデル事業で採択されたプロジェクト（15件）

提案事業名（課題設定型・事業者提案型） 事業予定地 代表提案者 整備

超高齢社会の高齢者自立を目指した健康寿命延伸を実現する場の提供
大阪府
泉大津市

医療法人順興会上
條診療所

施設（新築）

サツキPROJECT 西日本豪雨で被災したアパートを地域の防災拠点住宅に再生する
岡山県
倉敷市 三喜株式会社 住宅（改修）

小野路宿メディカル・ヴィレッジ
東京都
町田市

一般財団法人ひふ
み会

施設（改修）

入居者自宅のシェアハウス化支援付き生活支援サービス施設
東京都
目黒区

株式会社ハピネスラ
ンズ

施設（改修）

女性専用シェアハウス「あんしんハウスⅠ」の整備
福島県
福島市

特定非営利活動法
人グリーンライフ

住宅（改修）

多世代共生・地域共創施設「老松長屋」建設事業
大阪府

大阪市北区 北勝堂プロジェクト
住宅（新築）

施設（新築）

共生型多機能リハビリケアセンター 創設事業
広島県
福山市

株式会社QOLサー
ビス

住宅（新築）

施設（新築）
「高齢期の健康で快適な暮らしのための住まいの改修ガイドライン」の普及を目的とした、早
めの住み替えや改修を促すための住まい方アセスメントと相談・サポート体制の構築と効果
検証

首都圏を中心と
した全国

大和ハウスリフォー
ム株式会社

住宅（改修）

単身高齢者と外国人介護士が支えあって暮らすシェアハウス
大阪府

大阪市住吉区
有限会社西都ハウジン
グ

住宅（改修）

多様性を受容する共生型コミュニティの暮らしの創造
栃木県

那須郡那須町
那須まちづくり株式会
社

住宅（改修）

施設（改修）

グループリビング「ももとせ」の改修・整備事業
千葉県
成田市

特定非営利活動法人
住まいまち研究会

住宅（改修）

空き家を活用した「としま福祉支援プロジェクト」
東京都
豊島区

一般社団法人コミュニ
ティネットワーク協会

住宅（改修）

施設（改修）

高齢者が子育てに寄与しながら生きがいをもって生活できる住環境の創出
北海道

札幌市豊平区 川野辺創
住宅（新築）

施設（新築）

地域と母子を繋げる古民家の母子シェアハウス
神奈川県
藤沢市

一般社団法人全国古
民家再生協会

住宅（改修）

世代間共助の生まれる宅老所でみんなの居場所作り
千葉県
八千代市

有限会社オールフォア
ワン

施設（新築）

※応募順に掲載、 事業育成型は計４件 8



令和元年度提案の総評
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提案内容の特徴

新たなセーフティネット住宅制度の普及に伴い、新築に限らず、既存建築物の改修や、個人不動産を
地域貢献のために活用して住環境整備を行おうとする提案が多くみられた。

また、事業計画も建築単体の工事で捉えるのでなく、エリア全体で住宅セーフティネットを構築するた
め段階的・動態的な計画の提案も見られ、モデル事業の提案内容の幅が広がったものと考えられる。

【課題設定型・事業者提案型】
・対象地域の実情を捉え、課題を分析し、その課題解決としての提案内容を検討するという論旨を明確にした、地域性
に重きをおいた提案を期待したい。
・課題解決としての提案内容を磨くためにも、過去の同様な課題への取組事例や既往研究のレビューも提案者に求め
たい。（建築的な創意工夫や第三者に分かかりやすい提案資料も重要）
・「総合的・継続的な推進体制」は提案の評価の重要な視点の一つであり、また本モデル事業では、本提案の取組効果
や振り返りを検証するため「事業フォローアップ」を実施するため、提案段階から開設後の事業運営の考え方を明示す
ることを求めたい。
・人生１００年時代を迎える現代を取り巻く諸問題を踏まえ、本モデル事業で捉えるべきテーマを掲げた、大胆で先導的
な提案があると良い。

【事業育成型】
・具体の建築物を設計するための、人的ネットワークの構築、設計計画のためのエビデンスづくりに役立てる提案も多く
見られたが、調査の内容 が不明瞭な提案もあり、予め調査結果の仮説を立てるなど事業としての基準を明確にする
ことが望まれる。

次回以降の募集にあたっては、上記を踏まえつつ地域に根ざし、創意工夫が凝らされた先導的な提案が寄せられるこ
とを期待する。



４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
次
年度

人生100年時代を支える住まい環境整備モデル事業（年間スケジュール案）

募集（５月中～９月末）

評価
選定

事業実施
（交付申請）

事業実施 事業実施
（完了報告）

検証
フォローアップ

第1回採択

７月までに
提出した場合

第2回採択

７月以降に
提出した場合

※事業が複数年度にわたる場合も事業実施可能

評価
選定

事業実施
（交付申請）

事業実施 事業実施
（完了報告）

検証
フォローアップ
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令和元年5月22日（水） 募集開始

令和元年7月16日（火） 第１回募集締切【消印有効】

令和元年9月30日（月） 第２回募集締切【消印有効】

スケジュール

提出先

問い合わせ先

住まい環境整備モデル事業評価事務局
電話：03-5843-0380 ＦＡＸ： 03-3478-1086 E-mail：info@100nen-sw.jp

人生100年時代を支える住まい環境整備モデル事業ホームページ http://100nen-sw.jp/

最新情報のお知らせ及び申請書のダウンロード先

〒107-0062 東京都港区南青山２-４-１５ 天翔オフィス 南青山 S-209号
住まい環境整備モデル事業評価事務局 宛

スケジュールの変更等がある場合はこちらでお知らせします。

令和２年５月中 募集開始予定

募集開始前には、報道発表します
国土交通省HP http://www.mlit.go.jp/

令和２年度事業スケジュール等
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