
交付決定済自治体一覧（平成25補正分） 47都道府県 244市区町村

都道府県名 市町村数

北海道 北海道 旭川市 北広島市 東川町 栗山町 4

青森県 青森県 弘前市 1

岩手県 岩手県 0

塩竈市 柴田町 大和町 松島町 山元町 大河原町 7

多賀城市

秋田県 秋田県 大館市 男鹿市 2

山形県 山形県 鶴岡市 酒田市 金山町 3

南相馬市 国見町 矢祭町 郡山市 会津若松市 大玉村 7

いわき市

常陸太田市 高萩市 茨城町 笠間市 大子町 行方市 9

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 6

群馬県 群馬県 みなかみ町 1

加須市 所沢市 和光市 富士見市 長瀞町 春日部市 12

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 3

東京都 東京都 文京区 豊島区 墨田区 3

神奈川県 神奈川県 横浜市 鎌倉市 2

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 11

富山県 富山県 富山市 魚津市 砺波市 南砺市 入善町 立山町 6

石川県 石川県 かほく市 1

福井県 福井県 鯖江市 1

山梨県 山梨県 0

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 12

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 9

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 21

東伊豆町 御殿場市 清水町 西伊豆町

愛知県 愛知県 岡崎市 知多市 2

名張市 伊賀市 亀山市 木曽岬町 多気町 菰野町 10

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 3

京都府 京都府 八幡市 京丹後市 2

河内長野市 四條畷市 大東市 豊能町 泉南市 茨木市 9

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 5

奈良県 奈良県 大和高田市 奈良市 葛城市 3

和歌山県 和歌山県 有田市 1

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 6

出雲市 川本町 美郷町 海士町 江津市 浜田市 9

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 6

広島県 広島県 府中市 三原市 北広島町 府中町 4

山口県 山口県 長門市 柳井市 萩市 周南市 宇部市 5

徳島県 徳島県 徳島市 1

香川県 香川県 多度津町 1

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 8

高知県 高知県 中芸広域連合 1

北九州市 久留米市 大木町 吉富町 福岡市 宗像市 8

新宮町 中間市

佐賀県 佐賀県 伊万里市 白石町 2

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 5

熊本県 熊本県 山鹿市 御船町 八代市 熊本市 4

大分県 大分県 臼杵市 大分市 津久見市 豊後高田市 国東市 5

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 14

伊佐市 天城町 日置市 鹿屋市 西之表市 奄美市 7

喜界町

沖縄県 沖縄県 読谷村 1

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

交付決定済自治体名

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
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1 北海道 42,344,300
2 青森県 27,253,337
3 岩手県 6,613,135
4 宮城県 24,122,867
5 秋田県 36,431,844
6 山形県 39,601,554
7 福島県 49,835,462
8 茨城県 57,354,049
9 栃木県 54,468,136

10 群馬県 26,176,936
11 埼玉県 48,545,009
12 千葉県 43,482,076
13 東京都 35,861,193
14 神奈川県 39,089,140
15 新潟県 83,611,958
16 富山県 84,556,821
17 石川県 47,500,000
18 福井県 21,403,169
19 山梨県 9,602,461
20 長野県 49,787,807
21 岐阜県 29,229,623
22 静岡県 99,544,901
23 愛知県 41,815,355
24 三重県 45,514,354
25 滋賀県 49,017,366
26 京都府 58,463,212
27 大阪府 38,633,585
28 兵庫県 27,153,730
29 奈良県 20,632,134
30 和歌山県 17,876,129
31 鳥取県 37,849,921
32 島根県 37,477,198
33 岡山県 56,648,628
34 広島県 50,869,712
35 山口県 23,142,186
36 徳島県 38,712,606
37 香川県 31,249,560
38 愛媛県 56,133,958
39 高知県 43,897,983
40 福岡県 68,811,929
41 佐賀県 9,798,083
42 長崎県 37,756,317
43 熊本県 28,596,235
44 大分県 32,975,857
45 宮崎県 69,486,626
46 鹿児島県 30,568,888
47 沖縄県 9,234,117

合計 1,918,731,447  ・申請額40億円
・交付決定額22.2億円  

実績額都道府県

地域少子化対策強化交付金執行額（H25補正分）


	資料３①交付決定済自治体一覧
	Sheet1

	資料３②額確定
	決裁添付資料


