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１．はじめに

一般財団法人民間都市開発推進機構（平成２４年度
以前は、財団法人民間都市開発推進機構。以下「民都
機構」という。）は、その発足から本年で３０年を迎える
ことができました。

昭和６０年代当初、我が国は経常収支の不均衡が拡
大し、内需主導の経済構造への転換が強く求められ、ま
た、厳しい財政状況でもあったことから、各方面で民間
活力の活用が大いに期待されていました。ただし、都市
開発のプロジェクトについては、投資回収期間が長期に
わたるとともに、特に地方都市における事業は、大都市
圏に比べ採算性が厳しいといった様々な課題がありま
す。このため、民間による良好なまちづくり事業について
主に資金面からの支援を行い、都市開発分野における
民間活力導入を推進することを通じ、良好な都市空間の
形成や地域社会の発展に寄与することを目的として、昭
和６２年１０月１日に民都機構が設立されました。

民都機構が発足した昭和６２年当時、我が国経済は
バブル経済に突入したと言われています。その後、バブ
ル崩壊やこれに伴う不良債権処理問題が生じ、また、国
内的には景気低迷状況が長期化するとともに、いわゆ
るリーマンショックによる国際的金融危機も発生するな
ど、我が国経済をめぐる状況は大きく変化してきました。
この間、都市開発における民間活力活用の推進による
内需拡大、不動産流通の促進による景気の底上げ、都
市再生による都市の防災性や国際競争力の向上、地方
都市の活性化など機構に対する社会的要請も大きく移
り変わってきましたが、民都機構としましては、その支援
スキームや業務内容等を適宜変化・適応させるなど、時
代々々 における経済社会情勢の変化に柔軟に対応してま
いりました。その結果、民都機構発足以降現在までに、
１，２００件を超える優良な民間都市開発事業（住民参
加型まちづくりファンドに対する支援実績を加えると、
１，３００件超）に対する支援を実現し、良好な都市空
間の形成や地域社会の発展に寄与してきたものと考え
ております。

この民都機構発足後３０年という節目の時に当たり、
本稿におきましては、発足以来の経緯を振り返り、都
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市開発をめぐる時代背景や民都機構をめぐる制度の変
遷、これまで民都機構が果たしてきた役割などについ
て、あらためて整理を試みるものであります。

大きな流れとしては、以下の４つの時代に分けて、これ
まで民都機構の歩んだ３０年を振り返りたいと思います。

①　内需拡大や民間活力の活用が求められる中、昭
和６２年６月、民間都市開発の推進に関する特別
措置法（昭和６２年法律第６２号）が制定され、同
年１０月に民都機構が発足。いわゆるバブル景気の
影響もあり、参加業務（～平成２２年度）、融通業務
（～平成２０年度）等による支援を順調に推進（本
文の２）。

②　バブル景気が崩壊し、民間の都市開発事業が大
きく低迷する中、平成６年３月、土地取得・譲渡業務
（～平成１６年度）をスタートさせ、優良な民間都市
開発事業の円滑な推進を確保するとともに、土地の
有効利用を促進（本文の３）。

③　景気の低迷状況が長期化する中、平成１４年４
月、都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２
号）が制定。都市再生推進の一翼を担う形で、都市
再生支援業務（～平成２２年度）を開始するととも
に、翌平成１５年６月には都市再生ファンドが設立
（本文の４－１）。また、平成１７年 ４月には、まち
再生出資業務や住民参加型まちづくりファンド支
援業務を開始し、地方都市の活性化を支援（本文

昭和 62 年６月 民間都市開発の推進に関する特別措
置法制定

10 月 財団法人民間都市開発推進機構 設立
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融通業務（～Ｈ 20 年度）、
ＮＴＴ－Ａ型無利子貸付業務（～Ｈ
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の４－２）。
④　リーマンショックの余波もあり民間の資金需要が

引き続き旺盛な中、平成２３年７月、民業補完の観
点から、民間事業者にとって市場からの調達が困
難なミドルリスクの部分を支援するメザニン支援業
務を創設（本文の５－１）。

また、東日本大震災の発生も踏まえ、平成２５年
３月には共同型都市再構築業務を開始し、都市の
防災機能の向上と地方都市等における医療福祉等
の生活拠点の形成といった都市の再構築を支援す
るとともに、平成２６年度の立地適正化計画制度
の創設を受け、コンパクトシティ形成の支援を開始
（本文の５－２）。

さらに、平成２９年度には、まちづくりファンド支
援業務（マネジメント型・クラウドファンディング活
用型）を創設（本文の５－３）。

２．民都機構の草創期
～内需拡大と民間活力の導入～

２－１．民都法の制定と民都機構の発足

昭和６０年代当初、我が国経済においては、厳しい財
政状況の中、円高、貿易不均衡等を是正しつつ、安定的
な経済成長を実現していく観点から、民間活力の活用に
よる内需主導型経済構造への転換が強く指向されてい
ました。公共事業の分野を見ても、関西国際空港株式会
社や東京湾横断道路株式会社が設立される（それぞれ
昭和５９年１０月１日、昭和６１年１０月１日）とともに、い
わゆる民活法（昭和６１年５月公布・施行）の制定等が相
次いでいました。

まちづくりの分野においても民間活力の活用推進が
強く求められ、昭和61年12月には、当時の金丸副総理
の私的諮問機関であった民間活力活用推進懇談会の報
告において、民間による都市開発を推進するため、プロ
ジェクトの初動資金に対する支援を行うこと、支援を行
う機構等の整備を検討すること等が決定されることと
なります。このような情況を受け、昭和62年６月、民間
事業者による都市開発事業を推進し、良好な市街地の
形成と都市機能の維持及び増進を図り、もって地域社会
の健全な発展に寄与することを目的として、「民間都市
開発の推進に関する特別措置法」（以下「民都法」とい
う。）が制定されました（同年８月５日施行）。この法律
の中で、民間都市開発事業の推進を目的として、資金面
を中心に、情報面など多様な側面から支援を行う財団法
人として「民間都市開発推進機構」が位置付けられ、建

設大臣（平成１３年１月以降は国土交通大臣）がこの法
人を指定することとされたところです（民都法第３条第
１項）。

民都法の制定当時、民都機構の中心的な支援業務と
して位置付けられたのは、参加業務と融通業務と呼ばれ
る２つの業務でした。

参加業務は、民間事業者による良好な都市開発事業
に対して、民都機構がその調達した長期かつ低利の資
金をもってその費用の一部を負担して共同事業者として
参加する業務（事業）です。民間事業者としては、資金
負担の軽減、事業機会の拡大、信用力の補完等のメリッ
トを享受できる一方、民都機構としましては、建物・施
設完成時にその負担した費用の割合に応じて収益床等
を取得し、これを共同事業者である民間事業者等に賃
貸又は長期割賦譲渡することによって資金を回収すると
いったものでした。

融通業務は、民間事業者による良好な都市開発事業
に対して、長期かつ低利の資金を融通することによりそ
の事業の推進を図るものであり、先ず、民都機構が政府
から借り入れた無利子資金と政府保証債により調達した
資金を、日本開発銀行、北海道東北開発公庫及び沖縄
振興開発金融公庫に寄託し、その上で、これらの銀行又
は公庫が民都機構からの寄託金と自らが調達した資金
（財投資金）とを原資として、公共施設等の整備に充て
るための長期かつ低利の資金を民間事業者に貸し付け
る形で行われました。

一方、当時、公債残高が増大し、財政改革の強力な推
進を図ることが喫緊の課題となる中、昭和６２年度補正
予算において、ＮＴＴ株式の売り払いによって生じた収
入の一部を活用し、公共施設等の事業者に対して無利
子貸付けを行うことを通じて社会資本整備の促進を図
る制度が創設されました。この無利子貸付制度について
は、貸付けの種別により３つのタイプ（型）が存在しまし
たが、このうち、その事業により生じる収益をもって費用
を支弁することができる公共事業へ無利子貸付けを行
うタイプ（いわゆるＮＴＴ－Ａ型）であって、第三セクター
が行う事業に対する無利子貸付けについては民都機構
を経由して行うこととされ、まだ機構が発足する前では
ありましたが、これに必要な民都法の改正が行われまし
た（昭和６２年９月４日公布・施行）。

以上のような民都法の制定及び改正等を経て、民都
機構は、昭和６２年１０月１日に建設大臣及び運輸大臣
による許可を受けて設立され、同月７日に、民都法の規
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定に基づく建設大臣の指定を受けました。なお、当時の
事務所は千代田区一番町に置かれていました（その後の
事務量や人員の増加等に伴い、平成４年１１月に江東区
豊洲に事務所移転をしております。）。

２－２．民都機構発足当初期における業務
の執行状況と実績

民都機構発足時における中心的な業務は、前述しまし
たように、参加業務、融通業務とＮＴＴ－Ａ型無利子貸
付業務の３つでした。

民都機構発足後、特に発足当初の５年間においては、
いわゆるバブル景気と呼ばれる景気拡大傾向の経済状
況の中、参加業務、融通業務とも着実にその運用実績を
伸ばし、オフィスビルを中心に、ホテル、大規模ショッピ
ング施設など多様な民間都市開発事業に関するニーズ
に対応してきました。具体的には、先ず、民都機構が設
立された昭和６２年度の年度末である昭和６３年３月下
旬に、融通業務について１１件のプロジェクト（うち都市
整備関係８件、港湾整備関係３件）が実行されました。
また、参加業務については、民都機構設立の翌年度であ
る昭和６３年度に、三井ガーデンホテル広島を第一号案
件として実行しております。

また、ＮＴＴ－Ａ型無利子貸付業務につきましても、
貸付業務の対象となる事業種別や対象地域の拡大と
いった制度拡充もあり、第三セクター等による土地区画
整理事業、下水道事業、公園事業、地下街整備事業、連
続立体交差事業等の公共施設の整備に大きな実績を上
げてきました。

なお、これらの業務は、その後、都市開発事業をめぐ
る社会経済情勢の変化やこれに伴う民都機構へのニー
ズの移り変わり等により、参加業務については平成２２
年度末、融通業務については平成２０年９月、ＮＴＴ－Ａ
型無利子貸付業務については平成１６年度末をもって、
その支援業務としての新規案件採択を終了しておりま
す。各業務の創設後、新規案件採択終了までの実績に
つきましては、下表のとおりです。

支援件数 支援総額 代表的支援事例
参加業務  85 件 3,197 億円 アクロス福岡（福岡県福岡市）、万代島ビル（新潟県新潟市）、

赤坂インターシティ（東京都港区）
融通業務 342 件 528 億円 未来都市なにわ新都（なんばパークス）（大阪市浪速区）、

わさだ新都市センター（大分県大分市）、
札幌駅南口ＪＲタワー（北海道札幌市）

ＮＴＴ－Ａ型
無利子貸付業務

512 件 1,849 億円 名古屋栄公園（オアシス 21）（愛知県名古屋市）、
北九州市永犬丸・則松土地区画整理事業（福岡県北九州市）
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３．バブル崩壊後の民間都市開発の
低迷と土地取得・譲渡業務

いわゆるバブルの崩壊後、景気の大幅な減退や地価
の下落が続き、都市開発事業の採算性の不透明さが増
大したこと等により、都市開発への投資に大きくブレー
キがかかり、民間の都市開発事業が停滞する状況となり
ます。このような中、都市部を中心に、本来であれば民
間都市開発事業の適地として速やかな開発が望まれる
土地であっても、現実にはその多くについて具体的な事
業化に結びつかず、遊休地化する傾向が見られました。
これらの遊休地がそのまま放置された場合には、細分
化やスプロール化等が進み、将来の優良な民間都市開
発事業の実現が困難となるだけでなく、都市の健全な発
展にも大きな支障となるおそれが出てきました。

このような状況を背景として、民間による都市開発事
業の円滑な推進を確保し、土地の有効利用を促進する

件数 面積 取得・譲渡価額
土地取得

（平成６年度～ 16 年度）
227 件 3,406,442㎡ 10,465 億円

土地譲渡
（平成９年度～ 28 年度）

226 件 3,364,812㎡ 11,174 億円

ことを通じて経済の活性化を図る観点から、平成６年２
月の政府の総合経済対策において、「（財）民間都市開
発推進機構において、民間都市開発事業の用に供する
土地の先行的な取得を行う制度を創設する」こととさ
れ、これを受け、同年３月、民都法等の関係法律につい
て必要な改正が行われ、民都機構の業務として土地取
得・譲渡業務が追加されました。

この土地取得・譲渡業務は、①民間都市開発事業の
用に供される見込みがある土地（事業見込地）の取得、
管理及び譲渡を行うこと、②取得した事業見込地におけ
る民間都市開発事業についての企画、立案及び調整を
行うこと、③取得した事業見込地において施行される民
間都市開発事業に参加することを柱とするものであり、
民都機構による土地取得により民間事業者に対して資
金面での支援を行うとともに、民都機構による事業参加
や事業プロモートを通じて民間都市開発事業を円滑に
立ち上げることを目的としたものでした。

また、この業務については、対象地域が三大都市圏の
いわゆる政策区域や道府県庁所在市等における市街化
区域等に限定される等、対象地域や事業規模等について
一定の要件が課されていましたが、制度創設後適宜これ
ら要件の緩和が行われ、また、機構による土地取得の原
資である政府保証枠についても拡充が重ねられました。こ
れらの制度拡充等を受け、土地の取得状況を見ても、平成
１０年度をピークに着実にその実績を重ねたところです。

さらに、経済対策という本業務の性格上、機構による
土地取得について制度創設当初は平成１０年度末までと
する期限が民都法上に付されていました。その後この期
限について二回の延長（法改正）を経ましたが、最終的
には、民間都市開発をめぐる環境が変化し、本業務は一
定の目的を果たしたとして、平成１６年度末をもって新規
の土地取得を終了することとなったものです。

このように土地取得・譲渡業務につきましては、すで
に新規の土地取得を終了していますが、これまでの土地
取得、土地譲渡の実績は下表のとおりです。

また、本業務による代表的な支援事例としては、井筒
屋小倉店新館（福岡県北九州市）、ミント神戸（兵庫県
神戸市）、コレド日本橋（東京都中央区）、渋谷ヒカリエ
（東京都渋谷区）等があります。
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４．都市再生の推進と民都機構の
支援業務

４－１．都市再生法の制定と都市再生支援
業務の創設

政府において都市再生の動きが開始された平成１３
年の当時、我が国の経済は、財政金融両面にわたる政
策努力もあり、平成１１年４月を景気の谷として穏やかな
改善を続けてきたものの、景気の先行きについては設備
投資の鈍化の兆しなど懸念すべき点もみられており、民
間需要を中心とする本格的な景気回復への移行が遅れ
ていることは否めない状況にありました。

景気動向が示すこのような脆弱性の背景にある我が
国経済の構造問題について根本的に取り組むとして、平
成１３年４月、政府の緊急経済対策がとりまとめられま
した。この中において、構造問題解決のための具体的施
策として、金融機関の不良債権処理等と並び、都市再生
が掲げられ、①都市再生に関する施策を推進する組織と
して、内閣総理大臣を本部長、関係大臣を本部員とする
「都市再生本部」を内閣に設置すること、②都市再生本
部においては２１世紀型都市再生プロジェクトを具体的
に選定し、集中的、重点的な推進を図ること等が決定さ

れました。
都市再生本部においては、国際空港や環状道路の整

備等をはじめとする国家的事業が都市再生プロジェクト
として決定される一方、「民間事業者の力の発揮による
都市再生の推進」等についても議論が進められました。

この都市再生本部における議論や決定事項を受け、
平成１４年４月、「都市再生特別措置法」（以下「都市再
生法」という。）が制定されるに至ります。制定当初の
都市再生法においては、都市再生の拠点となるべき都
市再生緊急整備地域における市街地の整備を推進する
ため、容積率をはじめとする都市計画等の特例措置の
ほか、都市再生緊急整備地域内における民間による都
市開発事業であって国土交通大臣の認定を受けたもの
（認定事業）を支援するため民都機構の新たな業務が
創設され、民都機構による支援業務が都市再生推進の
一翼を担うこととされました。

具体的には、認定事業を実施する事業者（認定事業
者）に対し、認定事業の立ち上げ期の資金調達を支援す
ることを目的として、都市再生無利子貸付業務、出資・
社債等取得業務、債務保証業務の新たな支援業務が創
設されました。

都市再生無利子貸付業務は、都市計画施設等の公共

GINZA KABUKIZA

新天神地下街
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施設の整備の遅れが、民間都市開発事業の立ち上げの
隘路となっていた状況を踏まえ、認定事業者が認定事業
と一体的に一定の公共施設等を整備する場合に、その
整備費用について、民都機構が認定事業者に対し無利
子貸付けを行うというものです。

出資・社債等取得業務は、認定事業の施行に要する
費用のうち認定事業者が民間からの投資を受けること
が困難な部分（総事業費の５０％又は公共施設等の整
備費のいずれか少ない額が限度）について出資し、又は
その発行する社債を取得することにより資金支援を行う
ものであり、民都機構からの出資等と民間からの借入れ
により設立された都市再生ファンド投資法人（平成１５
年６月設立）を通じて実施されました。

また、債務保証業務は、認定事業者による民間金融
機関や投資家からの資金調達の円滑化を目的として、認
定事業者の民間借入れや発行社債について、民都機構
が公共施設等の整備費の範囲内で保証を行うというも
のです。

これらの支援業務については、一定の事業目的を達
したとして、民都機構の業務見直しに伴い、いずれも平
成２２年度末をもって、すでに新規案件の採択を終了し
ています。これまでの支援の実績は上の表のとおりです
が、東京等の大都市中心部のプロジェクトのほか、地方
都市のプロジェクトも含め幅広く支援を実施し、都市再
生の推進に寄与したものと考えております。

４－２．地方都市の再生に向けた民間都市
開発事業の支援

平成１４年４月に都市再生法が制定され、東京、大
阪、名古屋等の大都市地域を中心に、同法に基づき、都
市再生緊急整備地域における規制緩和や民間都市再生
事業に対する金融支援などにより、都市再生が推進さ
れました。一方、地方都市においては一般に民間活力が
乏しいこともあり、都市再生法はあまり活用されず、民間
による都市再生事業も十分には進まないのが実態でし
た。このような状況を踏まえ、地方部を含めきめ細やか
なまちづくりを推進する観点から平成１６年３月に都市

支援件数 支援総額 代表的支援事例
都市再生無利子
貸付業務

３件 23 億円 三宮駅前第１地区都市再生事業（兵庫県神戸市）

出資・社債等取
得業務

９件 778 億円 高松丸亀町商店街民間都市再生事業（香川県高松市）、
（仮称）銀座四丁目 12 地区建設事業（GINZA KABUKIZA）（東京
都中央区）

債務保証業務 5 件 263 億円 新天神地下街（福岡県福岡市）、
アークヒルズ仙石山森タワー（東京都港区）

再生法が改正され、地域の実情を熟知した市町村のまち
づくりに関する権限拡充と併せて、市町村による都市再
生整備計画の作成及びこの都市再生整備計画に基づく
事業に対する国から市町村へのまちづくり交付金の交付
といった市町村の自主性・裁量性の高い財政支援制度
が創設されました。

また、市町村の創意工夫を活かすだけでなく、民間
の知恵や活力を最大限活用して、官民協働でまちづくり
を進める観点から、翌平成１７年４月に都市再生法が再
度改正され、都市再生整備計画の区域内における民間
の都市再生事業に対する国土交通大臣による認定制度
（民間都市再生整備事業計画）や、この認定を受けた
事業者（認定整備事業者）に対する金融支援など、主に
地方都市を対象として、民間都市開発事業の立ち上げを
支援するための新たな仕組みが創設されました。この改
正において、民都機構が認定整備事業者に対する金融
支援を担うこととされ、民都機構の新たな支援業務とし
て、まちづくり交付金と連携した出資業務（まち再生出
資業務）、住民参加型まちづくりファンド支援業務が創
設されました。

〈まち再生出資業務〉

これまでご紹介
しました参加業務
をはじめとする支
援業務につきまし
ては、平成２９年現
在、いずれもすでに
新規案件の採択を
終了しております
が、このまち再生出
資業務は現在でも
新規案件に対する
支援を継続してい
るメニューの一つと
なります。
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名組合出資も可能）です。例えば、配当の上限を定める
ような制度設計も可能ですし、民都機構単独の最劣後
出資はできませんが、事業者と同順位の最劣後出資は
可能です。また、実際に支援の対象となる事業としても、
民間保有地の高度・有効利用、公有地での民間施設の
建築、開発不動産の流動化、再開発事業の保留床の取
得など、幅広い事業内容につきまして本業務による出資
の活用が可能となっています。

また、平成１９年５月には、「広域的地域活性化のため
の基盤整備に関する法律」が制定されました。この法律
は、都道府県を越える広域での観光や物流の活性化を
図ることを目的に、都道府県の作成する広域的地域活
性化基盤整備計画に基づき、社会資本整備交付金の活
用等を通じ、必要な基盤整備を推進することを内容と
するものです。この法律の中で、都道府県の広域的地域
活性化基盤整備計画に基づき、民間事業者が観光施
設や物流施設等の地域活性化の拠点となる施設を整備
する場合に、国土交通大臣の認定を受けた上で、民都
機構による金融支援を受けることができることとされま
した。具体的には、上述しましたまち再生出資業務によ
り、都市再生整備計画の区域内における民間都市再生
事業だけでなく、この広域的地域活性化基盤整備計画
に基づく民間事業者による施設整備事業についても出
資ができることとなりました。

さらに、後述いたしますが、平成２６年５月の都市再
生法改正において立地適正化計画制度が創設されたこ
とに伴い、この立地適正化計画に定められた都市機能
誘導区域において行われる優良な民間都市開発事業に
ついても支援を行うことができるようになる等、まち再
生出資業務による支援の対象が逐次拡大されてきたと
ころです。

なお、現時点までの本業務による支援の実績は、４３
件、３０２億円（平成２９年３月現在）であり、代表的事
例としては、東京スカイツリー（東京都墨田区）、官民
連携事業（ＰＰＰ）として知られるオガールプラザ（岩手

まち再生出資業務は、都市再生整備計画の区域内に
おいて、市町村が行うまちづくり交付金事業と連携して
行われ、都市再生に資する優良な民間都市開発事業の
立ち上げを支援するため、当該事業を行う民間事業者
（認定整備事業者）に対して、民都機構が当該事業の
施行に要する費用の一部を出資により支援する制度で
す。民都機構の出資によりプロジェクト全体のリスクが
縮減されることが呼び水となり、民間金融機関からの資
金調達が円滑化される効果があります。

本業務の支援を活用していただくためには、支援の対
象となる民間都市再生事業について国土交通大臣の認
定を受けることが必要であるほか、事業区域の面積等に
ついて一定の要件があります。本稿ではその詳細な説明
は割愛させていただきますが、これらの要件につきまし
ては、平成１７年度の本業務の創設以来、制度拡充・要
件緩和が重ねられてきました。例えば、支援対象事業に
つきましては、本業務創設当初は建築物の新築・建替え
を前提としていましたが、現在では既存建築物の改築等
（リニューアル・コンバージョン）も支援の対象となって
います（平成１９年度～）。

本業務の最大の特色は、柔軟で幅広い支援が可能
という点です。出資形態につきましても一律に固定され
ておらず、個々の事業者の資金ニーズに応じたオーダー
メイドによる対応が可能（株式のみならず優先出資、匿 
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県紫波郡紫波町）、九州国際重粒子線がん治療センター
（サガハイマット）（佐賀県鳥栖市）、“ONOMICHI 
U2”尾道糸崎港西御所地区（県営２号上屋及び周辺）
活用事業（広島県尾道市）への出資など、全国各地の都
市における幅広い事業に活用していただいており、都市
の再生並びにまちづくりの推進に貢献してきているもの
と自負しております。

（まち再生出資業務のスキーム図：48ページ参照）

〈住民参加型まちづくりファンド支援業務〉

平成１７年度の都市再生法改正の当時、地域住民、地
元企業等が自らの地域の再生のため資金を拠出してファ
ンド（住民参加型まちづくりファンド）を組成し、景観形
成、観光振興等のまちづくりを支援しようとする取り組
みが見られ始めていました。住民参加型まちづくりファン
ド支援業務は、民都機構がこのようなファンドに資金拠
出による支援（返還の必要のないいわゆる補助金型の
支援）を行うことにより、地域の資金の地縁による調達
を促進し、地域のまちづくりを推進することを目的とした
ものです。

本業務につきましては、平成２８年度末をもって廃止
しましたが、それまでに１４７件、４０億円のファンド支援
を実施し、地方都市の地域振興等に寄与いたしました。

５．民都機構の支援業務の新たな
課題と展開

５－１．メザニン支援業務の創設と支援業
務の見直し

平成２０年９月に発生した米国に端を発する金融危
機（いわゆるリーマンショック）に伴い、我が国経済も円
高、株価低迷等により景気が大きく後退することとなり
ます。

こうした中、平成２２年６月の政府の新成長戦略にお
いて、地域資源の活用による地方都市の再生や、国の成
長の牽引役である大都市の再生（国際競争力の強化）
に取り組むことが必要であるとされるとともに、翌平成
２３年４月には都市再生法が改正され、特定都市再生
緊急整備地域制度が創設される等、都市の国際競争力
強化のための法制度の枠組みが整えられました。また、
新成長戦略においては、大都市の再生に当たり、厳しい
財政事情の中で、民間の知恵と資金を積極的に活用す
るとされた一方、世界的金融危機の影響もあり、民間の
資金需要は引き続き旺盛な状況でした。

このように、国の財政状況が厳しい中、政府の新成長
戦略を踏まえ、地方都市・大都市の再生の推進に向け、
防災や環境に配慮した優良な民間の都市開発事業につ
いて市場からの資金調達を円滑化するため、平成２３年
度予算において、民都機構の新たな支援業務としてメザ
ニン支援業務が創設されました。なお、このメザニン支
援業務は、まち再生出資業務と同様に、現在でも新規
案件に対する支援を継続しているメニューの一つとなり
ます。

このメザニン支援業務は、大都市における都市再生
緊急整備地域・特定都市再生緊急整備地域、地方都市
における都市再生整備計画の区域内において、国土交
通大臣の認定を受けた一定の民間都市開発事業につい
て、民間金融機関の機能を補完する観点から、市場にお
いて調達が困難なミドルリスクの資金を民都機構が供給
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する（貸付け又は社債の取得）ものであり、民都機構の
資金供給を呼び水として、民間資金の流入を促進する効
果があります。

事業規模等の支援要件の詳細についてはここでは割
愛させていただきますが、支援の規模は、原則として公
共施設等整備費又は総事業費の５０％のいずれか少な
い額を限度とし、償還期間は、貸付けによる支援の場合
には２０年以内、社債の取得による支援の場合には１０
年以内としております。

先述しましたように、本業務による新規案件採択は現
在も行っており、平成２８年度末までに、５件、４７６億
円の支援実績があるところです。代表的な支援案件とし
ては、環状第二号線新橋・虎ノ門地区第二種市街地再
開発事業Ⅲ街区建築物等整備事業（環二通り、虎ノ門
ヒルズ）（東京都港区）、渋谷宮下町計画（渋谷キャス
ト）（東京都渋谷区）等があり、民間金融機関と相まっ
て、都市の国際競争力強化等に寄与しているものと考え
ております。

また、メザニン業務の創設に併せ、民都機構の従来か
らの支援業務について、民業補完や国の財政支出の観
点から見直しが行われ、参加業務、都市再生支援業務
については、平成２２年度末をもって新規案件の採択を
終了いたしました。これにより、平成２３年度当初におけ
る民都機構による金融支援としては、新たに創設された
メザニン支援業務と従来からのまち再生出資業務とに
特化することとなります（後述しますように、この後、共
同型都市再構築業務、まちづくりファンド支援業務が創
設され、現在ではこれら４つのメニューにより金融支援
を行っております。）。

（メザニン支援業務のスキーム図：47ページ参照）

５－２．東日本大震災の発災等と共同型都
市再構築業務の創設

平成２３年３月１１日、東日本大震災が発災しました。
これ以後、被災地の復興が政府の最重要課題となると
ともに、事前防災をはじめ都市における防災機能の強化
が従前にも増して強く求められるようになりました。

また、当時我が国の経済としては円高・デフレ不況が
長期化しており、その状況からの早期脱却、景気の底割
れ回避が求められていました。平成２５年１月には「日本
経済再生に向けた緊急経済対策」が閣議決定され、まち
づくりの分野についても、「地方都市等において都市の
再生・リノベーションとコンパクトで活力ある持続可能な
まちづくりを推進する。」とされ、その政策手段として民
都機構による金融支援も位置付けられました。

このような状況を踏まえ、平成２５年２月に成立した平
成２４年度補正予算において、民都機構の支援業務につ
いて、まち再生出資業務の拡充等が行われるとともに、
防災機能の強化に資する一定の民間都市開発事業や、
特に地方都市等において地域の必要な生活機能を供給
する都市開発事業について、事業の立ち上げを強力に支
援し、都市の再構築（リノベーション）を推進するため、
「共同型都市再構築業務」が創設されたところです。

この共同型都市再構築業務は、具体的には、
①防災施設（備蓄倉庫、非常用発電施設、退避施設等）
を含み、かつ、一定の環境性能等を有する民間都市開
発事業、又は
②三大都市（東京都特別区、大阪市、名古屋市の旧市街
地）以外の都市における事業で、教育文化施設、医療・
福祉施設、商業施設等を含む一定の民間都市開発事業
を支援するものであり、支援の方法としては、従来の参
加業務と同様に、民都機構が共同事業者として建設費
の一部を負担し、竣工時に取得した建物の持分を事業
者に譲渡、その代金を長期割賦（民都機構が資金負担
した時点から起算して２０年又は１０年以内）で返済して
いただくというものです。

共同型都市再構築業務につきましては、現在でも新
規案件に対し支援を行っており、平成２８年度末現在で
８件、１６０億円の支援実績があり、代表的な支援案件
としては、広島マツダ大手町ビル改築工事（おりづるタ
ワー）（広島県広島市）、さいたま新都心コクーン２（埼玉
県さいたま市）、東京流通センター物流ビルＢ棟建替計
画（東京都大田区）、霞北埠頭流通センター（三重県四
日市市）等があります。

（共同型都市再構築支援業務のスキーム図：46ペー
ジ参照）
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５－３．コンパクトシティ化に対応したまち
再生出資業務の拡充、まちづくり
ファンド支援業務の創設

〈コンパクトシティ化に対応したまち再生
出資業務の拡充〉

平成２２年に実施された国勢調査の結果、我が国の
総人口はついに前回調査の数値を下回り、人口減少時
代に入っていることが明らかとなるとともに、今後は生産
年齢人口の減少に伴い、高齢化が急激に進行するものと
見込まれています。このような現象は、既に地方都市を
中心に特に顕著に現れており、さらに東京や大阪等の大
都市の郊外部においても進展していくものと予想されま
す。

このような中、まちづくりの面においても、高齢者や子
育て世代にとって安心できる健康で快適な生活環境を
実現し、経済的にも持続可能な都市経営を可能とするた
め、いわゆるコンパクトシティの形成を進める重要性が
かねてから唱えられてきました。平成２６年５月都市再生
法が改正され（同年８月施行）、行政や住民、民間事業
者が一体となってコンパクトなまちづくりを促進するた
め、立地適正化計画制度を柱とする法的枠組みが創設
されました。

立地適正化計画制度においては、この計画に定めら
れた都市機能誘導区域に、医療、福祉、商業等の都市
機能（誘導施設）を誘導・集約化し、効率的にサービス
の提供を行うことができるようにすることを目指してい
ます。この誘導施設の整備に当たっては各種の国の支援
措置が設けられているところですが、民都機構としては
その支援措置の一つ、金融面の支援を担うこととなりま
した。具体的には、従来のまち再生出資業務につきまし
ては、都市再生整備計画の区域内における民間都市再
生事業等が対象とされていましたが、この都市再生法の

改正により、都市機能誘導区域において行われる優良
な民間都市開発事業についても民都機構が出資できる
ように、その支援対象が追加されたところです。

今後各自治体において立地適正化計画の策定が一
層進むものと見込まれる中、本出資業務もコンパクトシ
ティの形成に貢献していくものと考えています。

〈まちづくりファンド支援業務の創設〉

ファンド支援に係る業務としては、平成１７年度に創
設した住民参加型まちづくりファンド支援業務（４－２に
前述）により、市民団体やＮＰＯ等による景観形成等の
まちづくり活動を支援してきましたが、業務創設後１０
年余が経過するに至り、まちづくり分野における新しい
ニーズに対応するためにファンド支援のあり方を根本的
に見直す必要が生じてきました。そこで、平成２８年度末
をもって住民参加型まちづくりファンド支援業務を廃止
し、今年度（平成２９年度）から新たにまちづくりファン
ド支援業務を創設しました。

まちづくりファンド支援業務は、「マネジメント型」と
「クラウドファンディング活用型」の２つの支援形態があ
り、その概要については次のとおりです。

（マネジメント型まちづくりファンド支援業務）
急激な人口減少や少子高齢化等により、まちの活力

や利便性等が失われるとともに、都市のスポンジ化など
の課題が顕在化しつつある都市が増えています。一方
で、地方自治体の財政状況は厳しく、マンパワーも不足
する中で、こうした課題に行政のみで対応していくことは
困難な状況になっています。このような地域では、大規
模な事業を一つ行うのではなく、課題の存在するエリア
を対象に、空き家、空き店舗、遊休施設や空き地等を有
効活用し、民間事業者が行う小規模ながらもスピーディ
な複数のまちづくりに資する事業をエリア全体の価値向
上を考えながら連鎖的に進めていくことが求められてい
ます。

このため、地域金融機関と民都機構が連携し、一定
のエリアをマネジメントしつつ、複数の民間まちづくり事
業を連鎖的に支援し地域の課題解決を目指すことを目
的とする「マネジメント型まちづくりファンド支援業務」
を創設したところです。本業務における個別事業への支
援の特徴としては、公共施設等の要件や事業区域面積
の下限がないなど、リノベーション等の小規模なまちづく
り事業に対する金融支援ニーズに対応したものとなって
います。

本業務については、本年（平成29年）９月７日に、その
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適用第１号となるファンド契約を、沼津信用金庫、大阪シ
ティ信用金庫とそれぞれ締結し、その調印式を両信金、
国土交通省、信金中央金庫とともに開催したところで
す。今回のファンド契約に引き続き、全国各地の地域金
融機関とまちづくりファンドを形成し、地方創生に貢献
できればと考えております。

（クラウドファンディング活用型まちづくりファ
ンド支援業務）
不特定多数の人々に対し、インターネット等を通じて

の資金拠出を求める方法で、ベンチャー企業等の資金
調達手段として活用が拡大しているクラウドファンディン
グ。まちづくりの分野においても、近年、クラウドファン
ディングを活用して広く資金を集め、まちづくり事業を展
開するといった先進的事例が見られるようになっていま
す。このような状況を背景に、クラウドファンディングに
より直接個人等から資金提供を受けるまちづくり事業に
対し助成・出資を行うまちづくりファンドについて、民都
機構から資金拠出を行うこととしております。

本業務については、地方都市を中心に、まちの賑わい
の創出や地域経済の活性化に寄与するツールとして成長
し、活用されていくことを期待しております。

（まちづくりファンド支援業務のスキーム図：49ペー
ジ参照）

６．おわりに ～今後ともまちづくりの
パートナーとして～

昭和６２年に設立されて以来、民都機構は今年で３０
年を迎えることができました。これもひとえに関係者の
皆様のご尽力とご高配の賜と考えております。

本稿においては、この間の時代背景の変化や民都機
構の業務の主立った変遷について縷々記載させていた
だきました。民都機構発足当初の業務は参加業務、融
通業務等であり、その後業務としての屋台骨となったの
は土地取得・譲渡業務でありました。いずれの業務も、
その後、社会経済情勢の変化とともにその役割を終了
し、また、都市再生をはじめ、まちづくりの新たなニーズ
を捉えながら金融支援のあり方を衣替えしてきた訳です
が、その経緯等が多少なりともご理解いただけましたら
幸甚です。

平成２９年現在、３年後のオリンピック・パラリンピッ
クを控え、東京都心部においては不動産市場は依然とし
て活況で、各地で大規模な民間都市開発事業が進めら
れています。一方、それ以外の地域においては、急激な人
口減少や高齢化の進展の影響を正面から受け、また、東
日本大震災以降も様々な災害が各地で発生する中、高
齢者や子育て世代の方々に、安心、安全かつ健康に暮ら
していただける豊かな空間づくりをどのように行っていく
か、たいへん困難な課題に直面されているものと考えま
す。民都機構は、民間による良好な都市開発を、資金面
から、民間金融を補完する形で支援させていただくのが
その役割ですが、今後とも、まちづくりの主役である住
民や民間事業者、自治体の皆様方のお声を拝聴しつつ、
それぞれの現場や地域のニーズに即した柔軟な支援を
展開し、まちづくりのパートナーとして、微力ながら、「魅
力あるまち」の実現に寄与することができるよう、役職
員一同真摯に取り組んでまいりたいと考えております。
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