
新規認定 変更認定
市町村名 市町村名

第１回 H26.3.20 -

鳥取県 鳥取市

広島県 廿日市市

山口県 下関市

香川県 三豊市

愛媛県 今治市、西条市

岡山県 真庭市

山口県 下関市、周南市

鳥取県 （鳥取市・岩美町・若桜町・智頭町・八頭町）

岡山県 津山市 真庭市

広島県 呉市

島根県 雲南市

岡山県 新見市、美作市

山口県 長門市

愛媛県 今治市、西条市

島根県 飯南町

岡山県 勝央町

広島県 廿日市市

徳島県 阿波市、美馬市、三好市、勝浦町、松茂町

香川県 高松市

徳島県 石井町、神山町、那賀町、北島町、上板町 阿南市、阿波市、三好市

香川県 東かがわ市 高松市、三豊市

愛媛県 西予市 伊予市

島根県 奥出雲町

岡山県 津山市

広島県 廿日市市

山口県 田布施町、山陽小野田市

岡山県 新見市、真庭市

広島県 呉市

山口県 周南市

徳島県 石井町

香川県 観音寺市

高知県 津野町

島根県 邑南町 江津市、雲南市

徳島県 徳島市

香川県 宇多津町、まんのう町

愛媛県 今治市、西条市

高知県 土佐市、香南市

第２回 H26.6.20

第９回 H28.8.31

第10回 H28.12.26

第３回 H26.10.31

第４回 H27.2.27

第５回 H27.5.20

第６回 H27.10.2

第７回 H28.1.13

中国四国農政局長が共同認定した市町村の認定状況
令和4年12月23日

認定回 認定日 県名

創業支援事業計画

第８回 H28.5.20

高知県
南国市、須崎市、宿毛市、香美市、本山
町、土佐町、中土佐町、越知町

徳島県 美波町、海陽町、板野町、つるぎ町
鳴門市、阿南市、阿波市、美馬市、三好市、藍
住町、東みよし町

愛媛県 宇和島市、八幡浜市、内子町
松山市、東温市、久万高原町、松前町、砥部
町、今治市、西条市

徳島県
鳴門市、阿南市、吉野川市、小松島市、東
みよし町

高知県
室戸市、土佐清水市、四万十市、いの町、
四万十町



新規認定 変更認定
市町村名 市町村名

認定回 認定日 県名

山口県 田布施町

香川県 丸亀市、坂出市

高知県 安芸市 南国市

岡山県 津山市

徳島県 上勝町 徳島市、小松島市、阿南市

香川県 土庄町 高松市、観音寺市

高知県 四万十町

島根県 飯南町

岡山県 津山市、新見市、真庭市、美作市

山口県 下関市、周南市

香川県 多度津町 高松市、さぬき市

愛媛県 伊方町 今治市、八幡浜市、大洲市、伊予市

高知県 高知市 四万十市、四万十町

創業支援等事業計画（産業競争力強化法の一部改正後）

岡山県 真庭市

山口県 周南市

徳島県 徳島市

香川県 高松市

高知県 四万十町

島根県 江津市、雲南市

岡山県 津山市、新見市

広島県 廿日市市

山口県 下関市

徳島県 美馬市、勝浦町、海陽町、松茂町、藍住町

香川県 善通寺市 高松市、観音寺市、三豊市、多度津町

高知県 黒潮町 須崎市、香美市、土佐町、中土佐町

第１回 H30.8.31

（松山市・東温市・久万高原町・松前町・砥部
町）、（宇和島市・鬼北町・松野町・愛南
町）、八幡浜市、西条市、大洲市、内子町、伊
方町

（今治市・上島町）愛媛県

H30.12.26第２回

鳥取県 （鳥取市・岩美町・若桜町・智頭町・八頭町）

（松山市・東温市・久万高原町・松前町・砥部
町）、（宇和島市・鬼北町・松野町・愛南町）

愛媛県

愛媛県
（松山市・東温市・久万高原町・松前町・砥部
町）、西条市

第12回 H29.8.31

鳴門市、小松島市、吉野川市、阿波市、美馬
市、勝浦町、石井町、神山町、那賀町、美波
町、藍住町、板野町、上板町、つるぎ町

第13回 H29.12.25 徳島県 牟岐町

鳴門市、小松島市、阿南市、吉野川市、阿波
市、美馬市、三好市、石井町、神山町、美波
町、海陽町、松茂町、北島町、つるぎ町、東み
よし町

（松山市・東温市・久万高原町・松前町・砥部
町）、（宇和島市・松野町・鬼北町・愛南
町）、西予市

第11回 H29.5.19

徳島県

愛媛県 大洲市、四国中央市



新規認定 変更認定
市町村名 市町村名

認定回 認定日 県名

広島県 廿日市市

徳島県 徳島市

香川県 琴平町 高松市、丸亀市

愛媛県 四国中央市、西予市

高知県 佐川町

島根県 雲南市、飯南町

岡山県 津山市、新見市、美作市、勝央町

広島県 呉市

山口県 長門市、田布施町

香川県 高松市、丸亀市、さぬき市、東かがわ市

愛媛県 西条市、西予市

島根県 奥出雲町、邑南町

広島県 廿日市市

山口県 周南市、山陽小野田市

徳島県 美馬市 徳島市、石井町、神山町

香川県 宇多津町 高松市

徳島県 小松島市、北島町、板野町、つるぎ町

香川県 高松市

高知県 南国市、土佐市、宿毛市、香南市

香川県 高松市、丸亀市、まんのう町

愛媛県 西予市

島根県 江津市

岡山県 新見市、真庭市、美作市、勝央町

広島県 廿日市市

徳島県 鳴門市、吉野川市、牟岐町、海陽町

香川県 高松市、三豊市、多度津町

愛媛県 西条市、四国中央市

高知県 四万十市、土佐町、四万十町

徳島県 徳島市

香川県 土庄町

愛媛県 西条市、伊方町

島根県 奥出雲町、飯南町

岡山県 真庭市

山口県 周南市、山陽小野田市

徳島県 佐那河内村 三好市、牟岐町、北島町、板野町

香川県 高松市

愛媛県 西予市、内子町

高知県 安芸市、越知町

第10回 R4.12.23

（鳥取市・岩美町・若桜町・智頭町・八頭町）

第５回 R2.6.26

 注２ :  新規共同申請自治体のうち下線の自治体については単独で計画変更を受けていたが、
               新規の自治体を加えて共同申請・認定されたもの

（松山市・伊予市・東温市・久万高原町・松前
町・砥部町）、（宇和島市・鬼北町・松野町・
愛南町）、八幡浜市、大洲市、四国中央市、内
子町

愛媛県
第６回 R2.12.23

 注１ : （ ）は共同申請、または、既存計画の市町村に新たな市町村を加えた変更 

第７回 R3.6.25

第８回 R3.12.23

第９回 R4.6.24

鳥取県

第３回 R元.6.12

徳島県
鳴門市、小松島市、阿南市、吉野川市、阿波
市、三好市、那賀町、牟岐町、美波町、北島
町、上板町、東みよし町

安芸市、土佐清水市、四万十市、いの町、越知
町、津野町

高知県

第４回 R元.12.20


