
特定地域づくり事業協同組合認定一覧（Ｒ４.９.３０現在）①

都道府県 市町村 組合の名称 認定年月日 主な派遣先（業種）

１

北海道

名寄市 なよろ地域づくり事業協同組合 R4.3.14 農業、畜産業、道路旅客運送業

２ 石狩市 浜益特定地域づくり事業協同組合 R4.4.25
農業、漁業、水産養殖業、食料品製造業、宿泊業、
飲食業

３ 下川町 下川事業協同組合 R3.2.22 小売業、農林業

４ 初山別村 初山別事業協同組合 R4.3.14
農業、漁業、土木工事業、建築工事業、管工業、木
材・木製品製造業、宿泊業、介護業、自動車整備業

５ 中頓別町 中頓別町特定地域づくり事業協同組合 R4.2.22
農業、林業、土木工事業、建築工事業、
印刷・同関連業、小売業、観光業、介護事業

６ 遠軽町 えんがるサンキュー協同組合 R4.4.28 農業、飲食業、建設業、運送業

７ 青森県 南部町 人材サポートなんぶ協同組合 R3.5.21 農業

８ 岩手県 葛巻町 葛巻町特定地域づくり事業協同組合 R4.2.18
農業、食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、
繊維工業、宿泊業

９ 秋田県 東成瀬村 東成瀬村地域づくり事業協同組合 R2.12.17
農業、林業、食品製造業、宿泊業、スキー場、
児童福祉事業、生活関連サービス業

10 山形県 小国町 おぐにマルチワーク事業協同組合 R3.11.11
農業、宿泊業、スキー場、金属製品製造業、
酒類製造業、燃料小売業

11

福島県

喜多方市 協同組合ジョイフルワーク喜多方 R4.7.29
農業、製造業、情報通信業、小売業、宿泊業、
サービス業

12 只見町 只見働き隊事業協同組合 R4.4.28 農業、製造業、卸売業、小売業、飲食サービス業

13
柳津町
三島町
昭和村

奥会津地域づくり協同組合 R4.8.31
農業、林業、建設業、製造業、運輸業、卸売業、
小売業、金融業、保険業、学術研究、医療・福祉業、
宿泊業、サービス業

14 金山町 奥会津かねやま福業協同組合 R3.5.25
小売業、飲食業、宿泊業、
ガソリンスタンド、キャンプ場、食料品製造業

15 群馬県 みなかみ町 みなかみ町特定地域づくり事業協同組合 R4.9.27 宿泊業、観光業、食品小売業、飲食業

16 埼玉県 小鹿野町 小鹿野町特定地域づくり事業協同組合 R4.7.1 酒類製造業、食料品製造業、小売業、宿泊業

17 新潟県 上越市 星の清里協同組合 R4.5.16 農業、肉用牛生産業、食料品製造業、サービス業



特定地域づくり事業協同組合認定一覧（Ｒ４.９.３０現在）②

都道府県 市町村 組合の名称 認定年月日 主な派遣先（業種）

18 新潟県 粟島浦村 粟島浦地域づくり協同組合 R3.10.29 漁業、介護業、観光業、旅客海運業、宿泊業

19
石川県

七尾市 のとじま特定地域づくり事業協同組合 R4.9.1
不動産取引業、道路旅客運送業、総合工事業、
小売業、教育・学習支援業、卸売業

20 珠洲市 珠洲市特定地域づくり事業協同組合 R4.3.1 宿泊業、農業、小売業、食肉加工業

21 山梨県 早川町 早川地域づくり事業協同組合 R4.2.22 旅館業、林業サービス業、農業

22
長野県

生坂村 生坂村特定地域づくり事業協同組合 R3.8.3 農業、介護事業、建設事務

23 小谷村 おたり地域づくり協同組合 R3.11.24 宿泊業、飲食業、小売業、総合工事業、林業

24 岐阜県 白川町 白川ワークドット協同組合 R4.3.18 木材製品加工業、農産物生産加工、宿泊業

25 京都府 綾部市 あやべ水源の里地域づくり協同組合 R4.3.11 サービス業、農業、観光業、宿泊業

26
兵庫県

淡路市 淡路市地域づくり事業協同組合 R4.4.26
農業、畜産食料品製造業、水産食料品製造業、
農畜産物・水産物卸売業、レストラン

27 香美町 香美町地域づくり事業協同組合 R4.4.21 農業、林業、宿泊業、スキー場、サービス業

28
奈良県

明日香村 明日香村特定地域づくり事業協同組合 R3.11.26
農業、観光業、飲食料品小売業、学習支援業、宿泊業、
小売業

29 川上村 事業協同組合かわかみワーク R3.2.26
林業、観光業、介護事業、家具製造業、
金属加工業、小売業

30

鳥取県

若桜町 若桜町特定地域づくり事業協同組合 R3.10.21 農業、林業、宿泊業、旅客運送業

31 智頭町 智頭町複業協同組合 R3.6.30
林業、飲食料品小売業、燃料小売業、保育所、
飲食店、観光業

32 日野町 日野町未来づくり事業協同組合 R3.4.1 農業、林業

33
島根県

浜田市 協同組合 Biz.Coop.はまだ R3.1.12
児童福祉事業、障害者福祉事業、老人福祉事業、
音楽興行活動

34 安来市 安来市特定地域づくり事業協同組合 R3.2.22 農業、小売業
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35

島根県

奥出雲町 奥出雲町特定地域づくり事業協同組合 R3.3.30 農業、観光業、小売業、宿泊業

36 飯南町 飯南町地域づくり協同組合 R3.10.1
農業、宿泊業、窯業・土石製造業、飲食店、
食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業

37 津和野町 津和野町特定地域づくり事業協同組合 R3.3.30 酒類製造業、農業

38 邑南町 おおなん地域づくり事業協同組合 R4.3.25
農業、林業、酒類製造業、家具・装備品製造業、
その他の生活関連サービス業

39 海士町 海士町複業協同組合 R2.12.4
食品加工業、漁業、宿泊・飲食・観光業、
教育・研修・物販

40 西ノ島町 西ノ島町特定地域づくり事業協同組合 R4.3.30 サービス業、小売業、宿泊業、介護事業

41 知夫村 協同組合YADDO知夫里島 R3.12.17
漁業、食料品製造業、宿泊業、飲食業、
飲食料品小売業、道路旅客運送業

42 隠岐の島町 隠岐の島町地域人材づくり協同組合 R4.6.22 農業、酒類製造業、宿泊業、サービス業

43 岡山県 新庄村 新庄村地域人事業協同組合 R4.3.23 農業、畜産業、食料品加工業

44 山口県 萩市 はぎ地域づくり協同組合 R4.4.15
農業、林業、食料品製造業、
飲料・たばこ・飼料製造業

45

徳島県

美馬市 木屋平スプラウト協同組合 R4.3.11 運送業、農業、接客業、ジビエ加工業

46 三好市 三好市特定地域づくり事業協同組合 R3.6.29 情報処理業、不動産営業、接客業、林業、印刷業

47 上勝町 かみかつ事業協同組合 R4.9.16 農業、旅館業、飲食業、サービス業

48 愛媛県 松野町 森の国まつの事業協同組合 R4.3.3 観光業、食料品販売業、農業、食料品製造業

49
高知県

東洋町 東洋町特定地域づくり事業バツグン協同組合 R3.12.1
農業、食料品製造業、製炭業、飲食料品卸売業、
宿泊業、飲食業

50 馬路村 馬路村地域づくり事業協同組合 R4.3.1 宿泊業、介護業、製造業

51 佐賀県 唐津市 人材バンク唐津協同組合 R3.8.27 不動産業、デザイン業、飲食業、農業
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52

佐賀県

武雄市 武雄マルチワーク協同組合 R4.8.19 農業、畜産業、飲食業

53 小城市 協同組合佐賀の善食くりや R3.12.23 食料品製造業、情報処理業、農業

54 上峰町 上峰町堤８事業協同組合 R3.12.23 水産業、飲食業、農業、小売業

55 みやき町
みやき町三根校区

特定地域づくり事業協同組合
R3.3.30

社会福祉・介護事業、飲食料品卸売業、
ゴルフ場、持ち帰り・配達飲食サービス業

56

長崎県

対馬市 対馬づくり事業協同組合 R4.3.22 農業、食品製造業、魚類養殖業、飲食業、宿泊業

57 壱岐市 壱岐市農業支援事業協同組合 R3.10.21 農業

58 五島市 五島市地域づくり事業協同組合 R3.3.12
食品製造業、水産加工業、農業、建築材料卸売業、
燃料小売業、介護事業、ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ、風力発電ﾒﾝﾃﾅﾝｽ

59 雲仙市 雲仙市地域づくり事業協同組合 R4.3.22
建設業、漁業、旅館業、畜産業、農業、
産業廃棄物処理業

60 熊本県 五木村 五木村複業協同組合 R3.9.30 食料品加工業、農業、建設事務、介護業、サービス業

61
鹿児島県

和泊町
知名町

えらぶ島づくり事業協同組合 R3.5.25
農業、食料品製造業、一般診療所、
老人福祉・介護事業、宿泊業、総合スーパー

62 与論町 ヨロンまちづくり協同組合 R4.5.20 農業、老人福祉・介護事業、宿泊業、総合スーパー

計62組合（65市町村）


