
交付決定済自治体一覧（平成26年12月19日時点）

都道府県名

北海道 北海道 旭川市 北広島市 東川町 栗山町

青森県 青森県 弘前市

岩手県 岩手県

塩竈市 柴田町 大和町 松島町 山元町 大河原町

多賀城市

秋田県 秋田県 大館市 男鹿市

山形県 山形県 鶴岡市 酒田市 金山町

南相馬市 国見町 矢祭町 郡山市 会津若松市 大玉村

いわき市

常陸太田市 高萩市 茨城町 笠間市 大子町 行方市

城里町 取手市 日立市

栃木県 栃木県 宇都宮市 矢板市 茂木町 芳賀町 益子町 小山市

群馬県 群馬県 みなかみ町

加須市 所沢市 和光市 富士見市 長瀞町 春日部市

新座市 幸手市 川島町 鳩山町 上里町 草加市

千葉県 千葉県 浦安市 銚子市 松戸市

東京都 東京都 文京区 豊島区 墨田区

神奈川県 神奈川県 横浜市 鎌倉市

新潟市 長岡市 妙高市 見附市 阿賀野市 燕市

小千谷市 胎内市 田上町 五泉市 湯沢町

富山県 富山県 富山市 魚津市 砺波市 南砺市 入善町 立山町

石川県 石川県 かほく市

福井県 福井県 鯖江市

山梨県 山梨県

長野市 飯田市 箕輪町 青木村 原村 須坂市

駒ケ根市 東御市 飯島町 下條村 木祖村 池田町

中津川市 美濃市 恵那市 各務原市 可児市 山県市

郡上市 下呂市 八百津町

焼津市 藤枝市 沼津市 牧之原市 河津町 小山町

森町 掛川市 伊豆の国市 裾野市 函南町 磐田市

川根本町 島田市 富士宮市 伊東市 三島市 袋井市

東伊豆町 御殿場市 清水町

愛知県 愛知県 岡崎市 知多市

名張市 伊賀市 亀山市 木曽岬町 多気町 菰野町

いなべ市 伊勢市 津市 紀北町

滋賀県 滋賀県 高島市 近江八幡市 東近江市

京都府 京都府 八幡市 京丹後市

河内長野市 四條畷市 大東市 豊能町 泉南市 茨木市

島本町 高石市 東大阪市

兵庫県 兵庫県 三木市 加西市 宝塚市 西脇市 淡路市

奈良県 奈良県 大和高田市 奈良市 葛城市

和歌山県 和歌山県 有田市

鳥取県 鳥取県 米子市 日津吉村 大山町 江府町 北栄町 南部町

出雲市 川本町 美郷町 海士町 江津市 浜田市

益田市 安来市 飯南町

岡山県 岡山県 津山市 総社市 矢掛町 浅口市 美作市 倉敷市

広島県 広島県 府中市 三原市 北広島町 府中町

山口県 山口県 長門市 柳井市 萩市 周南市 宇部市

徳島県 徳島県 徳島市

香川県 香川県 多度津町

西条市 伊予市 四国中央市 西予市 東温市 上島町

松前町 内子町

高知県 高知県 中芸広域連合

北九州市 久留米市 大木町 吉富町 福岡市 宗像市

新宮町 中間市

佐賀県 佐賀県 伊万里市 白石町

長崎県 長崎県 壱岐市 南島原市 東彼杵町 新上五島町 島原市

熊本県 熊本県 山鹿市 御船町 八代市 熊本市

大分県 大分県 臼杵市 大分市 津久見市 豊後高田市 国東市

延岡市 宮崎市 都城市 日南市 小林市 日向市

串間市 えびの市 国富町 新富町 門川町 五ヶ瀬町

綾町 高鍋町

伊佐市 天城町 日置市 鹿屋市 西之表市 奄美市

喜界町

沖縄県 沖縄県 読谷村

宮城県 宮城県

長野県

岐阜県

福島県 福島県

埼玉県 埼玉県

茨城県 茨城県

三重県
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新潟県

長野県

岐阜県

鹿児島県鹿児島県

新潟県

愛媛県

宮崎県宮崎県

愛媛県

大阪府 大阪府

福岡県 福岡県

静岡県 静岡県

島根県 島根県

三重県


