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地域雇用開発助成金（注）の支給対象地域である過疎等雇用改善地域（雇用保険法 

施行規則（昭和 50 年労働省令第 3 号）第 112 条第 2 項第 1 号イ（２）の規定に

基づき厚生労働大臣が指定する地域をいう。）について、以下のとおり指定されまし

たので、お知らせいたします。 

 

熊本県内における指定地域 
          

 

 

 

 

 

 

 

指定期間 

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

地域雇用開発助成金とは        

 （注）過疎等雇用改善地域において、事業所の設置・整備あるいは創業に伴い、 

その地域に居住する求職者をハローワークの紹介などにより雇入れる事業主に対し 

て、一定の条件で助成する制度です。 

  

※地域雇用開発助成金に関するお問い合わせは、職業対策課分室（096-312-0086） 

にお尋ねください。 

 

                    厚生労働省・熊本労働局              (R3.4) 

 

 

 

・山鹿市 

・上天草市（湯島、中島の区域） 

・天草市 （横浦島、牧島、御所浦島、横島の区域） 
＊上天草市及び天草市の一部の離島関係が指定地域となります。 

 



【熊本県】 令和３年４月１０日現在

地域名 ★市町村名　 期　間
公共職業
安定所

隣接地域名

【熊本県】 令和３年４月１日現在

期　間
管轄公共
職業安定所

■左記の管轄地域

菊池
菊池市、山鹿市、合志市、
阿蘇市、菊池郡、阿蘇郡、
熊本市のうち北区植木町

★上記対象市町村に雇用保険の適用事業所を設置・整備

■管轄するハローワークの管轄地域内に居住する求職者を一定の条件で雇い入れる。

（若年層・壮年層の流出が著しい地域）

令和４年３月３１日
まで

天草
天草市、上天草市、
天草郡

★市町村名　

天草市（横浦島、牧島、御所浦島、
横島の区域）

上天草市（湯島、中島の区域）

山鹿市

★上記対象市町村に雇用保険の適用事業所を設置・整備し、その地域に居住する求職者を一定の条件で雇い入れ
る。

同意雇用開発促進地域一覧

過疎等雇用改善地域一覧

熊本県内の同意雇用開発促進地域はありません。

(求職者数に比べて雇用機会が著しく不足している地域）



都道府県名 郡名 市町村名

北海道 函館市（旧亀田郡戸井町　旧同郡恵山町　旧同郡椴法華村　旧茅部郡南茅部町の区域）　北見市（旧常呂郡留辺蘂町の区域）　夕張
市　石狩市（旧厚田郡厚田村の区域）

松前郡 松前町　福島町
上磯郡 知内町　木古内町
茅部郡 森町
二海郡 八雲町
山越郡 長万部町
檜山郡 江差町　上ノ国町　厚沢部町
爾志郡 乙部町
奥尻郡 奥尻町
瀬棚郡 今金町
久遠郡 せたな町
夕張郡 由仁町　栗山町
苫前郡 羽幌町（焼尻島　天売島の区域）
礼文郡 礼文町
利尻郡 利尻町　利尻富士町
網走郡 津別町
斜里郡 小清水町
常呂郡 訓子府町　置戸町　佐呂間町
紋別郡 遠軽町
厚岸郡 厚岸町（小島の区域）

青森県 弘前市（旧中津軽郡相馬村の区域）　五所川原市　むつ市（旧下北郡川内町　旧同郡大畑町　旧同郡脇野沢村の区域）　平川市（旧南
津軽郡碇ヶ関村の区域）

東津軽郡 平内町　今別町　蓬田村　外ヶ浜町
西津軽郡 鰺ケ沢町　深浦町
中津軽郡 西目屋村
南津軽郡 大鰐町
北津軽郡 板柳町　中泊町　
下北郡 風間浦村　佐井村

岩手県 宮古市　大船渡市　花巻市（旧稗貫郡大迫町　旧和賀郡東和町の区域）　久慈市　遠野市　陸前高田市　釜石市　八幡平市
岩手郡 葛巻町　岩手町
気仙郡 住田町
上閉伊郡 大槌町
下閉伊郡 山田町　岩泉町　田野畑村　普代村
九戸郡 野田村　洋野町

宮城県 石巻市　塩竈市　気仙沼市　名取市　多賀城市　岩沼市　登米市（旧登米郡登米町　旧同郡東和町　旧本吉郡津山町の区域）　東松島
市

刈田郡 七ヶ宿町
伊具郡 丸森町
亘理郡 亘理町　山元町
宮城郡 松島町　七ヶ浜町　利府町
黒川郡 大郷町
牡鹿郡 女川町
本吉郡 南三陸町

秋田県 湯沢市
雄勝郡 羽後町　東成瀬村

山形県 酒田市（飛島の区域）　尾花沢市
西村山郡 西川町　朝日町　大江町
北村山郡 大石田町
東置賜郡 川西町

福島県 福島市　会津若松市　郡山市　いわき市　白河市　須賀川市　喜多方市　相馬市　二本松市　田村市　南相馬市　伊達市　本宮市
伊達郡 桑折町　国見町　川俣町
安達郡 大玉村
岩瀬郡 鏡石町　天栄村
南会津郡 下郷町　檜枝岐村　只見町　南会津町
耶麻郡 北塩原村　西会津町　磐梯町　猪苗代町
河沼郡 会津坂下町　湯川村　柳津町
大沼郡 三島町　金山町　昭和村　会津美里町
西白河郡 西郷村　泉崎村　中島村　矢吹町
東白川郡 棚倉町　矢祭町　塙町　鮫川村
石川郡 石川町　玉川村　平田村　浅川町　古殿町
田村郡 三春町　小野町
双葉郡 広野町　楢葉町　富岡町　川内村　大熊町　双葉町　浪江町　葛尾村
相馬郡 新地町　飯舘村

茨城県 常陸太田市（旧久慈郡水府村　旧同郡里美村の区域）　常陸大宮市（旧東茨城郡御前山村　旧那珂郡山方町　旧同郡美和村　旧同郡
緒川村の区域）

久慈郡 大子町
栃木県 大田原市（旧那須郡湯津上村　旧同郡黒羽町の区域）

芳賀郡 茂木町
群馬県 桐生市（旧勢多郡黒保根村の区域）　みどり市（旧勢多郡東村の区域）
埼玉県 秩父市（旧秩父郡大滝村　旧同郡吉田町の区域）

秩父郡 小鹿野町　東秩父村
児玉郡 神川町（旧児玉郡神泉村の区域）

過疎等雇用改善地域一覧（指定期間は全地域が令和４年３月31日まで）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和３年４月１日予定）

別紙１



都道府県名 郡名 市町村名

千葉県 旭市（旧香取郡干潟町の区域）
夷隅郡 大多喜町

東京都 西多摩郡 檜原村　奥多摩町
大島町　利島村　新島村　神津島村　三宅村　御蔵島村　八丈町　青ヶ島村

神奈川県 足柄下郡 真鶴町
新潟県 長岡市（旧古志郡山古志村　旧刈羽郡小国町　旧栃尾市　旧三島郡和島村　旧北魚沼郡川口町の区域）　十日町市

中魚沼郡 津南町
岩船郡 粟島浦村

石川県 輪島市（舳倉島の区域）
山梨県 山梨市（旧東山梨郡牧丘町　旧同郡三富村の区域）　南アルプス市（旧中巨摩郡芦安村の区域）　北杜市（旧北巨摩郡須玉町　旧同郡

白州町　旧同郡武川村の区域）　笛吹市（旧東八代郡芦川村の区域）　上野原市（旧南都留郡秋山村の区域）　甲州市（旧東山梨郡大
和村の区域）

西八代郡 市川三郷町
南巨摩郡 富士川町（旧南巨摩郡鰍沢町の区域）　早川町　身延町　南部町
南都留郡 道志村
北都留郡 小菅村　丹波山村

長野県 伊那市（旧上伊那郡高遠町　旧同郡長谷村の区域）　中野市（旧下水内郡豊田村）　大町市　飯山市
上伊那郡 中川村
北安曇郡 小谷村
下高井郡 山ノ内町　木島平村　野沢温泉村
下水内郡 栄村

静岡県 熱海市（初島の区域）　伊豆市
榛原郡 川根本町

愛知県 西尾市（佐久島の区域）　新城市（旧南設楽郡鳳来町　旧同郡作手村の区域）
知多郡 南知多町（日間賀島　篠島の区域）
北設楽郡 設楽町　東栄町　豊根村

三重県 松阪市（旧飯南郡飯南町　旧同郡飯高町の区域）　鳥羽市（神島　答志島　菅島　坂手島の区域）　志摩市（渡鹿野島の区域）　伊賀市
（旧阿山郡島ケ原村の区域）

多気郡 大台町
滋賀県 長浜市（旧伊香郡余呉町　旧同郡木之本町　旧同郡西浅井町の区域）　高島市（旧高島郡朽木村の区域）
京都府 南丹市

相楽郡 笠置町　和束町　南山城村
船井郡 京丹波町

大阪府 南河内郡 千早赤阪村
兵庫県 南あわじ市（沼島の区域）　宍粟市

佐用郡 佐用町
奈良県 高市郡 明日香村
和歌山県 海南市（旧海草郡下津町の区域）　新宮市　紀の川市（旧那賀郡粉河町　旧同郡那賀町　旧同郡桃山町の区域）

海草郡 紀美野町
伊都郡 かつらぎ町　九度山町　高野町
西牟婁郡 すさみ町
東牟婁郡 那智勝浦町　古座川町　北山村　串本町

島根県 隠岐郡 海士町　西ノ島町　知夫村　隠岐の島町
広島県 呉市（旧安芸郡下蒲刈町　旧同郡倉橋町　旧同郡蒲刈町　旧豊田郡豊浜町　旧同郡豊町の区域）　府中市　廿日市市（旧佐伯郡吉和

村　旧同郡宮島町の区域）　江田島市

山県郡 安芸太田町　北広島町
神石郡 神石高原町

山口県 下関市（蓋井島　六連島の区域）　萩市（見島　大島　櫃島　相島の区域）
徳島県 阿南市（伊島の区域）　吉野川市（旧麻植郡美郷村の区域）　美馬市

那賀郡 那賀町
海部郡 牟岐町　美波町　海陽町
美馬郡 つるぎ町

香川県 さぬき市（旧大川郡大川町の区域）　東かがわ市
愛媛県 宇和島市（嘉島　戸島　日振島　竹ヶ島の区域）　八幡浜市（大島の区域）



都道府県名 郡名 市町村名

高知県 室戸市　安芸市　宿毛市（沖の島　鵜来島の区域）　土佐清水市　四万十市（旧幡多郡西土佐村の区域）
安芸郡 東洋町　奈半利町　田野町　安田町　北川村　馬路村
吾川郡 いの町（旧土佐郡本川村　旧吾川郡吾北村の区域）
幡多郡 大月町　三原村　黒潮町

福岡県 北九州市（馬島　藍島の区域）　福岡市（玄界島　小呂島の区域）　八女市　宗像市（旧宗像郡大島村　地島の区域）　うきは市（旧浮羽
郡浮羽町の区域）　糸島市（姫島の区域）

糟屋郡 新宮町（相島の区域）
田川郡 香春町　添田町
京都郡 みやこ町
築上郡 上毛町　築上町

佐賀県 佐賀市（旧佐賀郡富士町　旧神埼郡三瀬村の区域）　唐津市（旧東松浦郡肥前町　旧同郡鎮西町　旧同郡呼子町　旧同郡七山村　旧
同郡厳木町　高島　神集島の区域）　神埼市（旧神埼郡脊振村）

藤津郡 太良町
長崎県 長崎市（旧西彼杵郡伊王島町　旧同郡高島町　旧同郡野母崎町　旧同郡外海町の区域）　佐世保市（旧北松浦郡江迎町　旧同郡鹿町

町　宇久島　寺島　高島　黒島の区域）　諫早市（旧北高来郡小長井町）　平戸市　松浦市　対馬市　壱岐市　五島市　西海市　雲仙市　
南島原市

北松浦郡 小値賀町（六島　野崎島　納島　小値賀島　黒島　大島　斑島の区域）
南松浦郡 新上五島町

熊本県 山鹿市　上天草市（湯島　中島の区域）　天草市（横浦島　牧島　御所浦島　横島の区域）
大分県 佐伯市（大入島　大島　屋形島　深島の区域）　津久見市（地無垢島　保戸島の区域）　杵築市　国東市

東国東郡 姫島村
宮崎県 延岡市（島野浦島の区域）　日南市　日向市（旧東臼杵郡東郷町）　串間市

東臼杵郡 美郷町　諸塚村　椎葉村
鹿児島県 出水市（桂島の区域）　西之表市　薩󠄀摩川内市（上甑島　中甑島　下甑島の区域）　霧島市（旧姶良郡横川町　旧同郡牧園町　旧同郡福

山町　旧同郡霧島町の区域）　いちき串木野市　南さつま市　奄美市　南九州市　伊佐市　姶良市（旧姶良郡蒲生町）

鹿児島郡 三島村　十島村
出水郡 長島町（獅子島の区域）
熊毛郡 中種子町　南種子町　屋久島町
大島郡 大和村　宇検村　瀬戸内町　龍郷町　喜界町　天城町　伊仙町　和泊町　知名町　与論町

沖縄県 国頭郡 国頭村　大宜味村　東村　伊江村
島尻郡 渡嘉敷村　座間味村　粟国村　渡名喜村　南大東村　伊平屋村
宮古郡 多良間村
八重山郡 与那国町


