
【４月１日交付決定分】 （単位：千円）

都道府県名 市町村名 事業協同組合名 交付決定日 交付決定額

1 北海道 名寄市
なよろし

なよろ地域づくり事業協同組合 6,451

2 北海道 下川町
しもかわちょう

下川事業協同組合 3,738

3 北海道 初山別村
しょさんべつむら

初山別事業協同組合 4,871

4 北海道 中頓別町
なかとんべつちょう

中頓別町特定地域づくり事業協同組合 2,206

5 青森県 南部町
なんぶちょう

人材サポートなんぶ協同組合 4,048

6 岩手県 葛巻町
くずまきまち

葛巻町特定地域づくり事業協同組合 3,407

7 秋田県 東成瀬村
ひがしなるせむら

東成瀬村地域づくり事業協同組合 4,438

8 山形県 小国町
おぐにまち

おぐにマルチワーク事業協同組合 4,230

9 福島県 金山町
かねやままち

奥会津かねやま福業協同組合 7,744

10 新潟県 粟島浦村
あわしまうらむら

粟島浦地域づくり協同組合 2,525

11 石川県 珠洲市
すずし

珠洲市特定地域づくり事業協同組合 2,733

12 山梨県 早川町
はやかわちょう

早川地域づくり事業協同組合 1,927

13 長野県 生坂村
いくさかむら

生坂村特定地域づくり事業協同組合 4,230

14 長野県 小谷村
おたりむら

おたり地域づくり協同組合 5,371

15 岐阜県 白川町
しらかわちょう

白川ワークドット協同組合 3,308

16 京都府 綾部市
あやべし

あやべ水源の里地域づくり協同組合 3,101

17 奈良県 明日香村
あすかむら

明日香村特定地域づくり事業協同組合 2,862

18 奈良県 川上村
かわかみむら

事業協同組合かわかみワーク 4,614

19 3,250

20 鳥取県 若桜町
わかさちょう

3,250

21 2,938

22 鳥取県 智頭町
ちづちょう

2,939

23 2,583

24 鳥取県 日野町
ひのちょう

2,584

25 島根県 浜田市
はまだし

協同組合　Biz.Coop.はまだ 6,659

26 島根県 安来市
やすぎし

安来市特定地域づくり事業協同組合 5,379

27 島根県 奥出雲町
おくいずもちょう

奥出雲町特定地域づくり事業協同組合 2,098

28 島根県 飯南町
いいなんちょう

飯南町地域づくり協同組合 6,029

29 島根県 邑南町
おおなんちょう

おおなん地域づくり事業協同組合 5,272

30 島根県 津和野町
つわのちょう

津和野町特定地域づくり事業協同組合 3,000

令和４年度特定地域づくり事業推進交付金交付決定一覧（R4.4.1現在）

鳥取県
若桜町特定地域づくり事業協同組合

鳥取県
智頭町複業協同組合

鳥取県
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R4.4.1

https://jinzai-support-nanbu.jp/index.html
https://biz-hamada.com/
https://atumare-naruse.com/
https://ogumaru.jp/
https://kanefuku.org/
https://www.otari.work/about/
https://kawakamiwork.com/
https://biz-hamada.com/
https://www.yasugi-multi-work.com/


（単位：千円）

都道府県名 市町村名 事業協同組合名 交付決定日 交付決定額

31 島根県 海士町
あまちょう

海士町複業協同組合 8,530

32 島根県 西
にし

ノ島町
しまちょう

西ノ島町特定地域づくり事業協同組合 2,891

33 島根県 知夫村
ちぶむら

協同組合YADDO知夫里島 3,379

34 岡山県 新庄村
しんじょうそん

新庄村地域人事業協同組合 2,712

35 徳島県 美馬市
みまし

木屋平スプラウト協同組合 6,500

36 徳島県 三好市
みよしし

三好市特定地域づくり事業協同組合 5,202

37 愛媛県 松野町
まつのちょう

森の国まつの事業協同組合 2,931

38 高知県 東洋町
とうようちょう 東洋町特定地域づくり事業

バツグン協同組合
4,813

39 高知県 馬路村
うまじむら

馬路村地域づくり事業協同組合 3,711

40 佐賀県 唐津市
からつし

人材バンク唐津協同組合 4,785

41 佐賀県 小城市
おぎし

協同組合佐賀の善食くりや 7,500

42 佐賀県 上峰町
かみみねちょう

上峰町堤８事業協同組合 3,716

43 佐賀県 みやき町
ちょう みやき町三根校区

特定地域づくり事業協同組合
1,936

44 長崎県 対馬市
つしまし

対馬づくり事業協同組合 3,188

45 長崎県 壱岐市
いきし

壱岐市農業支援事業協同組合 2,193

46 長崎県 五島市
ごとうし

五島市地域づくり事業協同組合 12,488

47 長崎県 雲仙市
うんぜんし

雲仙市地域づくり事業協同組合 2,966

48 熊本県 五木村
いつきむら

五木村複業協同組合 6,046

49 鹿児島県 和泊町
わどまりちょう

6,750

50 鹿児島県 知名町
ちなちょう

3,750

計           213,772

計（48団体）  213,772千円

えらぶ島づくり事業協同組合

R4.4.1

https://ama.how/
https://yaddochibu.wixsite.com/yaddo
https://www.m-tokutei.com/
https://jinzai.life/
https://zenshoku-kuriya.com/
https://goto-work.com/
https://erabu.or.jp/home
https://erabu.or.jp/home
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