
【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 交付決定額

1 北海道 下川町
しもかわちょう

下川事業協同組合 3,048

2 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 3,394

3 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 3,600

4 1,148

5 鳥取県 日野町
ひのちょう

1,149

6 島根県 浜田市
はまだし

協同組合　Biz.Coop.はまだ 4,558

7 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 3,138

8 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

9 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 2,662

10 島根県 海士町
あまちょう

海士町複業協同組合 8,524

11 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 1,991

12 長崎県 五島市
ごとうし

五島市地域づくり事業協同組合 2,911

計                    38,221

【６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 交付決定額

13 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 3,247

14 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 4,787

15 和泊町
わどまりちょう

5,062

16 知名町
ちなちょう

2,062

計                    15,158

【７月16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 交付決定額

17 1,653

18 鳥取県 智頭町
ちづちょう

1,654

計                     3,307

令和３年度特定地域づくり事業推進交付金交付決定一覧（R4.3.31現在）
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鹿児島県 えらぶ島づくり事業協同組合
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【７月30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 交付決定額

19 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 3,823

計                     3,823

【９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 交付決定額

20 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 2,159

計                     2,159

【９月15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 交付決定額

21 佐賀県 唐津市
からつし

人材バンク唐津協同組合 2,837

計                     2,837

【10月14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 交付決定額

22 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 1,523

23 熊本県 五木村
いつきむら

五木村複業協同組合 1,470

計                     2,993

【11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 交付決定額

24 1,308

25 鳥取県 若桜町
わかさ ち ょ う

1,309

26 長崎県 壱岐市
いき し

壱岐市農業支援事業協同組合 852

計                     3,469

鳥取県

若桜町特定地域づくり事業協同組合



【11月15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 交付決定額

27 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 408

計                        408

【12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 交付決定額

28 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 1,150

29 長野県 小谷村
おたり むら

おたり地域づくり協同組合 1,651

計                     2,801

【12月15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 交付決定額

30 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 1,426

31 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
704

計                     2,130

【12月28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 交付決定額

32 島根県 知夫村
ち ぶむら

協同組合YADDO
やっど

知夫里島
ちぶりじま

578

計                        578

【1月17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 交付決定額

33 佐賀県 小城市
おぎし

協同組合佐賀の善食くりや 1,962

34 佐賀県 上峰町
かみみねち ょ う

上峰町堤8事業協同組合 923

計                     2,885



【2月28日変更交付決定分】
（単位：千円）

都道府県名 市町村名 事業協同組合名 変更交付決定額
※（）内は当初交付決定額からの増減額

35 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 3,632（+238）

36 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 771（+363）

37 長崎県 五島市
ごとうし

五島市地域づくり事業協同組合 5,052（+2,141）

38 和泊町
わどまりちょう

5,028（▲34）

39 知名町
ちなちょう

2,176（+114）

計  16,659（+2,822）

【3月16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 交付決定額

40 岩手県 葛巻町
くずまきちょう

葛巻町特定地域づくり事業協同組合 520

41 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 109

42 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 162

43 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 335

計                     1,126

計（36団体）  84,717千円
※変更交付決定については、増額分を計に計上

鹿児島県 えらぶ島づくり事業協同組合
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https://erabu.or.jp/home
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