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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

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、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

又は子育て世帯向け住宅等の住まい環境整備を行う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．子育て世帯向け住宅 （ 子育て支援施設、ひとり親向けシェアハウス、ＩoＴ等による子供の見守り、子ど

も食堂など ） の整備

２.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

３.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

４.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

５.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

６.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

令和３年度当初予算：スマートウェルネス
住宅等推進事業（230億円）の内数

下線部は令和３年度予算における拡充事項 2



課題設定型（国が事業テーマを設定し募集する事業）

（２）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

（３）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

（４）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

（５）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

（６）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

（１）子育て世帯向け住宅（子育て支援施設、ひとり親向
けシェアハウス、ＩoＴ等による子供の見守り、子ども食
堂など）の整備

下線部は令和３年度予算における拡充事項
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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



代表提案者

東急不動産株式会社

共同提案者

東京急行電鉄株式会社

ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ都市開発株式会社

総事業費
39.5億円（国費：2.4億円）

補助事業

○住宅 新築
・分譲住宅
・高齢者向け住宅、
・戸建住宅

○施設 新築
・子育て支援施設、
・高齢者サービス施設
（デイサービス、
定期巡回随時対応型
訪問介護看護事業所）、

・生活支援施設
（ミニスーパー、
カルチャールーム、
コミュニティカフェ）、

・交流施設（ｺﾐｭﾆﾃｨｽﾍﾟｰｽ）

多世代共生型の持続可能なまちづくりプロジェクト
～地域に開かれたサービス付き高齢者向け住宅と新しいマネジメントの仕組み～/神奈川県横浜市

コミュニティマネジメントによる多世代共生型 持続可能なまちづくりプロジェクトの提案
〇高齢化が進行する郊外住宅団地で、認知症対応デザインの高齢者向け住宅等、多世代向けの様々な住宅を供給，
子育て世帯や高齢者の生活をサポートする施設の整備

〇地域住民による子供の見守り・子育て支援・地域コミュニティ活動、保育所による育児相談・地域交流などを積極的に実施
これにより、子育て世帯・高齢者等の相互交流が生まれ、子育て世帯等の住み替え・近居の促進が図られている

〇多世代向けの住宅整備とマネジメントの仕組みづくり

ICカードを利用した安全確認

事業概要

（平成2８年度モデル事業の採択事例）
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ベンチを設置し、ちょっ
とした休憩や交流に使用
できる

道が雁行しており、万が
一車が進入してもスピー
ドが抑えられて安心

インターロッキングの舗
装で公園のような明るい
印象

「ひとえんコモン」を通
らずに駐車できるよう各
戸の駐車場を計画

ひとえん
コモン

建売住宅をモデル棟として
半年間公開し、NPO法人と
地域を繋ぐイベントを開催

代表提案者
積水ハウス株式会社

共同提案者
・特定非営利活動法人
まちづくりサポートネット
元気な入間、

・特定非営利活動法人
子育て家庭支援センター
あいくる

総事業費
0.03億円（国費：0.02億円）
（補助対象の総事業費)

補助事業
○情報提供・普及

埼玉県 子育て共助のまち普及モデル/埼玉県入間市

子育て世帯と高齢者世帯の住宅配置によるｺﾐｭﾆﾃｨ形成と地域社会の共助のまちづくり 普及啓発事業
〇区画中央部に交流スペースを配置し、見守り世帯住戸の高齢者等との交流に関わる共助効果の検証
〇地元のNPO法人（子育て支援・地域交流支援）と連携した共助のまちづくりの実現と、その普及啓発事業

・まちづくりの特徴のわかる模型を作成し、まちの魅力の説明に使用
・子育て共助の考え方やコンセプト、イベント情報を記載した情報誌を発行

全16区画の分譲地において、世代を超えて支え合う「共助」がうまれるまちづくりを計画

モデル棟

１

NPOとの協働による「共助」を実現する仕掛け２ 「共助」の考え方を普及する仕掛け３
・子育て支援団体による「子育てひろば」を開催
・地域に開かれた子育て拠点として活用

（平成26年度モデル事業の採択事例）

事業概要
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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

事業テーマ：課題設定型

令和元年度 採択提案

豪雨で被災した賃貸住宅を活用し、避難機能付き共同住宅として再整備
本物件をモデルに全国の水害リスクが高い地域への普及展開を目指す

代表提案者 三喜株式会社

共同提案者 一般社団法人お互いさま・まびラボ、
国立大学法人香川大学、
NPO法人ぶどうの家わたぼうし

事業実施場所 岡山県倉敷市真備

事業実施内容 〇共同住宅の改修
（２階建て、２棟：コミュニティールーム、防災備蓄倉庫 等）

〇SNSやインターネットを通じた情報発信
〇本事業の広報用動画コンテンツ作成
〇勉強会やシンポジウムの開催 等

事業実施期間 令和元年10月～令和３年3月

○倉敷市真備町は平成30年の豪雨で被災

○被災した賃貸住宅が放置されたままである一方、高齢者や障害者は
共助・互助のサポートがなければ住み慣れた地域に戻ることが困難な状況

○被災後放置されている賃貸住宅を避難機能付き共同住宅として再整備

災害弱者の住まい、地域の交流拠点、災害時の一時避難場所等のハード
機能、災害弱者と地域住民が日常的に助け合えるソフト機能も導入

事業概要
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多様性を受容する共生型コミュニティの暮らしの創造

代表提案者 那須まちづくり株式会社

共同提案者 特定非営利活動法人
ワーカーズコープ、
ワンランド株式会社

事業実施場所 栃木県那須郡那須町

事業実施内容 屋内プール改修
・サ高住
・訪問介護

校舎改修（２階建て）
・セーフティネット住宅
・簡易宿泊所、交流施設
・放課後デイサービス
・就労継続支援
・通所介護）

セミナーの開催 等

事業実施期間
令和2年2月～

令和3年12月

全体配置計画

※1 校庭で計画中の新築は、補助要望の対象外。
※2 体育館は賃貸借契約に含まれず整備対象外(那須まちづくり㈱が那須町から利用申込･鍵管理を受託)。

事業概要
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令和元年度 採択提案

事業テーマ：課題設定型

廃校を活用し、多様な機能が複合したコミュニティの拠点を整備し、多世代の交流や活動、
移住・定住促進などを目指す。
 那須町では、仕事・所得・身体状況に見合った住まいが不足し、若者・高齢者ともに転出することで人口が減少
 廃校を活用して「住まい」「食」「ケア」「仕事」「交流」等の地域で暮らし続けるための機能を整備
 整備した施設を一体的に運営することで、年齢や身体状況に応じた地域の住み替え、多世代の交流や活動、

移住・定住促進などにつなげることを目的としている。
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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

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

グランドマストみなまきみらい

（平成27年度モデル事業の採択事例）

KNOCKSみなまきみらい 学童保育

事業概要

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



『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～

／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

（平成30年度モデル事業の採択事例）
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事業概要
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）

補助対象事業 高齢者生活支援住宅
整備改修

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。



提案事業名（課題設定型・事業者提案型・事業育成型） 事業予定地 代表提案者 事業テーマ 備考

多様な参加の仕掛けにより実現する「鎌倉・多世代間交流拠点」
モデル事業

神奈川県
鎌倉市

株式会社
エンジョイワークス

課題設定型 施設（改修）

廃小学校を核にした地域の再生と発展～地域に開かれた多世代交流
多機能拠点と看取りの拠点整備事業

東京都
西東京市

株式会社
SH エステート

課題設定型 施設（新築）

中国残留邦人が暮らす住宅と地域に開かれた医療施設と食堂の整備
大阪府
八尾市

株式会社夕陽紅 課題設定型 施設（改修）

こどもの里自立援助ホーム・若者等居場所地域交流支援事業
大阪府

大阪市西成区
認定ＮＰＯ法人
こどもの里

課題設定型
事業者提案型

施設（新築）

団地プロデュース型コミュニティ再生計画
東京都

八王子市・
多摩市

一般社団法人
コミュニティネット
ワーク協会

課題設定型 施設（改修）

就労支援つき母子家庭専用住宅事業
東京都
青梅市

特定非営利活動法
人リトルワンズ

課題設定型
事業者提案型

住宅（改修）

長屋とアートを生かし、多世代が交流し、助け合う場の整備
大阪府

大阪市大正区
オルガワークス
株式会社

課題設定型
住宅（改修）
施設（改修）

健康寿命延伸を実現する自立支援と共生型コミュニティの
拠点づくり

宮城県
石巻市

愛さんさんビレッジ
株式会社

課題設定型
住宅（改修）
施設（改修）

共生の町づくりに向けて、知的障害者の「終の棲家」をつくる提案
千葉県
我孫子市

合同会社M'sトライアン
グルカンパニー

課題設定型 施設（新築）

「地域での働く日常」を共創する地域交流施設の整備事業
福岡県
大牟田市

医療法人
ＣＬＳすがはら

課題設定型 施設（新築）

インクルーシブな多世代交流拠点の計画・運営のためのコンソーシア
ムの構築 ～海辺の被災地・仙台荒浜の復興に向けて～

宮城県
仙台市

今野不動産株式会社 事業育成型 ―

地方分散モデルを支える中山間地域の子育て・起業支援住宅
岡山県英田郡西

栗倉村
一般財団法人西栗倉
むらまるごと研究所

事業育成型 ―

地域で生きがい（役割）をもって「お互い様・おすそ分け」で
多世代が交流しながら多様な暮らしができる町づくり

鹿児島県
南九州市

株式会社いろ葉 事業育成型 ―

※応募順に掲載。 応募２８件に対して１３件を採択（課題設定型 ８件、課題設定型・事業者提案型 ２件、事業者育成型 ３件）。 11

令和２年度にモデル事業で採択されたプロジェクト（1３件）



令和２年度提案の総評
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提案内容の特徴

対象属性を限定しない、分野を横断した共生型ケアに資する住宅等の整備の提案、昨年度同様に既
存建築物の改修や個人不動産を地域貢献のために活用する提案等が多くみられた。

この他、全国共通の住まいの課題ではなく、地方部の住まいの課題を取り上げ、地域創生に資する住
環境整備の提案もみられた。

【総評】
・障害者やひとり親世帯等を対象とした、既存制度だけでは十分対応できない住まいの課題に取り組み、モデル事業を
通じて課題解決の糸口を探る提案もみられるようになった。今後は、これらモデル事業の成果を活用し、関連する制度
のあり方を考える材料に繋げることも視野に入れたい。

・提案者によるプレゼンテーションについて、新型コロナウィルス感染拡大防止のためオンラインによる面談形式を採用し
たことで、全国の遠方の取組に対しても提案のチャンスが広がり、審査が容易になったことも、今年度の特徴のひとつ
にあげられる。

【今後に向けた課題】
・技術検証、情報提供等を伴わない住宅等整備のみの提案も多くみられた。本事業の趣旨の理解と目的達成のために、
ハード・ソフトの両輪から創意工夫された、先導性の高い提案を期待したい。

・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をレビューした提案、システム
だけでなく、空間・建築的な住まいの魅力が明確に示された提案、開設後の自立的な運営体制、周辺地域への波及効
果がわかる提案等を今後も引き続き期待したい。

・昨年度から新たに設定した「事業育成型」について、今年度は多くの応募があったが、調査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の組み立て等を明確にすることが望まれる。

次回以降の応募にあたっては、募集要領に示す内容を踏まえるとともに、よりモデル性の高い応募提案が行われること
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２年５月２９日（金） 募集開始

令和２年７月２７日（月） 第１回募集締切【消印有効】

令和２年９月３０日（水） 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３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３年度事業スケジュール等
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