お問い合わせ先一覧

中小企業庁

http://www.chusho.meti.go.jp/

課室名

電話番号

長官官房
参事官室
広報相談室（広報室）
広報相談室（相談室）
事業環境部
企画課
調査室
経営安定対策室
国際室
金融課
財務課
取引課
経営支援部
経営支援課
小規模企業政策室
新事業促進課
創業・技術課
商業課

03-3501-1768
03-3501-1709
03-3501-4667
03-3501-9092
03-3501-1764
03-3501-0459
03-3501-9093
03-3501-2876
03-3501-5803
03-3501-1669
03-3501-1763
03-3501-2036
03-3501-1767
03-3501-1816
03-3501-1929

経済産業局等
局・部・課室名
北海道経済産業局
産業部

地域経済部

資源エネルギー環境部
東北経済産業局
産業部

地域経済部

資源エネルギー環境部

電話番号

http://www.hkd.meti.go.jp/

011-709-2311（代）

中小企業課
新事業促進室
産業振興課
産業立地課
国際課
流通産業課
商業振興室
地域経済課
産業人材政策課
産業技術課／技術企画室／特許室
情報政策課
製造産業課
環境・リサイクル課
http://www.tohoku.meti.go.jp/

011-709-3140
011-756-6718
011-709-1728
011-736-9625
011-709-1752
011-738-3236
011-738-3236
011-709-1782
011-700-2327
011-709-5441
011-700-2253
011-709-1784
011-709-1754
022-263-1111（代）

中小企業課

022-221-4922

新事業促進室
産業振興課
国際課
商業・流通サービス産業課
地域経済課
産業人材政策課
産業支援課
産業技術課
特許室
情報・製造産業課
自動車産業室
資源エネルギー環境課
環境・リサイクル課

022-221-4923
022-221-4906
022-221-4907
022-221-4914
022-221-4876
022-221-4881
022-221-4882
022-221-4897
022-223-9730
022-221-4903
022-221-4803
022-221-4927
022-221-4930
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局・部・課室名
関東経済産業局
産業部

地域経済部

資源エネルギー環境部
中部経済産業局
産業部

地域経済部

資源エネルギー環境部
近畿経済産業局
産業部

電話番号

http://www.kanto.meti.go.jp/
中小企業課
中小企業金融課
経営支援課
産業振興課
国際課
製造産業課
流通・サービス産業課
商業振興室
地域経済課
産業人材政策課
産業技術課
特許室
新規事業課
情報政策課
環境・リサイクル課
http://www.chubu.meti.go.jp/
中小企業課／中小企業再生支援室
経営支援課
産業振興課
製造産業課
流通・サービス産業課
コンテンツ産業支援室
商業振興室
地域経済課
産業人材政策課
産業技術課／特許室
国際課
次世代産業課
情報政策課
地域振興課
環境・リサイクル課

052-951-2748
052-951-0521
052-951-0520
052-951-2724
052-951-0597
052-951-0598
052-951-0597
052-951-8457
052-951-0412
052-951-2774
052-951-4091
052-951-0570
052-951-0560
052-951-2716
052-951-2768

http://www.kansai.meti.go.jp/

06-6966-6000（代）

中小企業課
下請取引適正化推進室
産業課
製造産業課／ものづくり産業支援室

06-6966-6023
06-6966-6037
06-6966-6021
06-6966-6022
06-6966-6025
06-6966-6014
06-6966-6054
06-6966-6011
06-6966-6013
06-6966-6017
06-6966-6164
06-6966-6016
06-6966-6015
06-6966-6031
06-6966-6032
06-6966-6018

流通・サービス産業課／サービス産業室

地域経済部

通商部
資源エネルギー環境部

048-600-0321
048-600-0425
048-600-0331
048-600-0303
048-600-0262
048-600-0313
048-600-0341
048-600-0318
048-600-0253
048-600-0358
048-600-0235
048-600-0239
048-600-0275
048-600-0281
048-600-0292

創業・経営支援課
産業振興室
地域経済課
産業人材政策課
産業技術課
産学官連携推進室
特許室
情報政策課
国際課
国際事業課
環境・リサイクル課
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局・部・課室名
中国経済産業局
産業部

地域経済部

資源エネルギー環境部
四国経済産業局
産業部

地域経済部

資源エネルギー環境部
九州経済産業局
産業部

国際部
地域経済部

資源エネルギー環境部
沖縄総合事務局
経済産業部

電話番号

http://www.chugoku.meti.go.jp/

082-224-5615（代）

中小企業課
新事業支援室
産業振興課
国際課
流通・サービス産業課
地域経済課
産業人材政策課
電子・情報担当参事官
次世代産業課
特許室
環境・リサイクル課

082-224-5661
082-224-5658
082-224-5638
082-224-5659
082-224-5655
082-224-5684
082-224-5683
082-224-5630
082-224-5680
082-224-5625
082-224-5676

http://www.shikoku.meti.go.jp/

087-811-8900（代）

中小企業課
新事業促進室
産業振興課
国際課
商業・流通・サービス産業課
地域経済課
産業人材政策課
産業技術課
特許室
製造産業課
新規事業室
環境・リサイクル課

087-811-8529
087-811-8562
087-811-8523
087-811-8525
087-811-8524
087-811-8513
087-811-8517
087-811-8518
087-811-8519
087-811-8520
087-811-8521
087-811-8534

http://www.kyushu.meti.go.jp/
中小企業課
中小企業金融室
中小企業経営支援室
産業課
流通・サービス産業課
商業振興室
国際課
地域経済課
新産業戦略課
産業人材政策課
技術企画課
特許室
産学官連携推進室
九州知的財産戦略ｾﾝﾀｰ
技術振興課
情報政策課
製造産業課
環境対策課

092-482-5447
092-482-5448
092-482-5491
092-482-5433
092-482-5455
092-482-5456
092-482-5423
092-482-5430
092-482-5438
092-482-5504
092-482-5461
092-482-5463
092-482-5510
092-481-2468
092-482-5464
092-482-5440
092-482-5442
092-482-5499

http://ogb.go.jp/keisan/index.html

098-866-0031（代）

中小企業課
地域経済課
産業人材政策室
特許室
商務通商課
環境資源課

098-866-1755
098-866-1730
098-866-1730
098-867-3293
098-866-1731
098-866-1757
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都道府県中小企業担当課
県名
北海道
青森
岩手
宮城
秋田
山形
福島
茨城
栃木
群馬
埼玉
千葉
東京
神奈川
新潟
長野
山梨
静岡
愛知
岐阜
三重
富山
石川
福井
滋賀
京都
大阪
兵庫
奈良
和歌山
鳥取
島根
岡山
広島
山口
徳島
香川
愛媛
高知
福岡
佐賀
長崎
熊本
大分
宮崎
鹿児島
沖縄

部・課名
経済部経営支援局中小企業課
商工労働部商工政策課
商工労働観光部経営支援課
経済商工観光部富県宮城推進室
産業労働部産業政策課
商工労働観光部中小企業振興課
商工労働部商工総務課
商工労働部中小企業課
産業労働観光部経営支援課
産業経済部産業政策課
産業労働部産業支援課
商工労働部経営支援課
産業労働局商工部調整課
商工労働局産業部産業活性課
産業労働観光部産業政策課
商工労働部経営支援課
産業労働部産業政策課
経済産業部商工業局経営支援課
産業労働部産業労働政策課
商工労働部商工政策課
雇用経済部雇用経済総務課
商工労働部経営支援課
商工労働部経営支援課
産業労働部産業政策課
商工観光労働部中小企業支援課
商工労働観光部産業労働総務課
商工労働部中小企業支援室経営支援課
産業労働部産業振興局経営商業課
産業・雇用振興部産業政策課
商工観光労働部企業政策局企業振興課
商工労働部産業振興総室
商工労働部中小企業課
産業労働部経営支援課
商工労働局経営革新課
商工労働部経営金融課
商工労働部商工政策課
商工労働部経営支援課
経済労働部経営支援課
商工労働部商工政策課
商工部中小企業経営金融課
農林水産商工本部商工課
産業労働部産業政策課
商工観光労働部商工政策課
商工労働部商工労働企画課
商工観光労働部商工政策課
商工労働水産部経営金融課
商工労働部中小企業支援課

232

電話番号
011-204-5331(直)
017-734-9366(直)
019-629-5548(直)
022-211-2791(直)
018-860-2211(直)
023-630-2354(直)
024-521-7270(直)
029-301-3544(直)
028-623-3174(直)
027-226-3314(直)
048-830-3775(直)
043-223-2791(直)
03-5320-4744(直)
045-210-5556(直)
025-280-5234(直)
026-235-7195(直)
055-223-1532(直)
054-221-2526(直)
052-954-6330(直)
058-272-8350(直)
059-224-2355(直)
076-444-3247(直)
076-225-1522(直)
0776-20-0366(直)
077-528-3731(直)
075-414-4820(直)
06-6210-9490(直)
078-362-9184(直)
0742-27-7005(直)
073-441-2760(直)
0857-26-7699(直)
0852-22-5883(直)
086-226-7354(直)
082-513-3321(直)
083-933-3180(直)
088-621-2316(直)
087-832-3343(直)
089-912-2480(直)
088-823-9692(直)
092-643-3425(直)
0952-25-7093(直)
095-895-2611(直)
096-333-2312(直)
097-506-3213(直)
0985-26-7097(直)
099-286-2944(直)
098-866-2343(直)

都道府県経営革新計画担当課
都道府県
北海道
青森県

担当部
経済部経営支援局
商工労働部

岩手県

商工労働観光部

宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都

新潟県
長野県
山梨県
静岡県

経済商工観光部
産業労働部
商工労働観光部
商工労働部
商工労働部
産業労働観光部
産業経済部
産業労働部
商工労働部
産業労働局商工部
産業労働局
産業・エネルギー部
産業労働観光部
商工労働部
産業労働部
経済産業部

愛知県

産業労働部

神奈川県

岐阜県
三重県
富山県
石川県
福井県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県

商工労働部
雇用経済部
商工労働部
商工労働部
産業労働部
商工観光労働部
商工労働観光部
商工労働部
産業労働部
産業・雇用振興部
商工観光労働部
商工労働部
商工労働部
産業労働部
商工労働局
商工労働部
商工労働部
商工労働部
経済労働部
商工労働部
商工部
農林水産商工本部
産業労働部
商工観光労働部
商工労働部
商工観光労働部
商工労働水産部
商工労働部

担当課
担当課電話番号
中小企業課
011-231-4111
地域産業課
017-734-9373
経営支援課
019-629-5547
新事業・団体支援グループ
新産業振興課
022-211-2723
地域産業振興課
018-860-2231
中小企業振興課
023-630-2290
産業創出課
024-521-7282
中小企業課
029-301-3560
経営支援課
028-623-3176
商政課
027-226-3336
産業支援課
048-830-3910
経営支援課
043-223-2712
経営支援課
03-5320-4795
中小企業支援課

045-210-5556

産業振興課
経営支援課
産業支援課
経営支援課
中小企業金融課
経営支援・調整グループ
産業技術課
サービス産業振興課
経営支援課
経営支援課
産業政策課
中小企業支援課
ものづくり振興課
商工振興室経営支援課
産業振興局経営商業課
産業政策課
企業振興課
経済産業総室
中小企業課
経営支援課
経営革新課
経営金融課
企業支援課
産業政策課
ものづくり振興グループ
産業支援局経営支援課
工業振興課
中小企業経営金融課
新産業・基礎科学課
産業振興課
産業支援課
経営金融支援室
工業支援課
経営金融課
新産業振興課

025-280-5243
026-235-7195
055-223-1544
054-221-2526

233

052-954-6332
058-272-8366
059-224-2227
076-444-3252
076-225-1525
0776-20-0366
077-528-3733
075-414-4847
06-6210-9494
078-362-9184
0742-27-7005
073-441-2760
0857-26-7243
0852-22-5288
086-226-7354
082-513-3370
083-933-3180
088-621-2369
087-832-3348
089-912-2484
088-823-9720
092-643-3425
0952-25-7129
095-895-2634
096-333-2321
097-506-3223
0985-26-7114
099-286-2944
098-866-2340

都道府県等中小企業支援センター
都道府県等中小企業支援センター名

（公財）北海道中小企業総合支援センター
（公財）21あおもり産業総合支援センター
（公財）いわて産業振興センター
（公財）みやぎ産業振興機構
（公財）あきた企業活性化センター
（公財）山形県企業振興公社
（公財）福島県産業振興センター
（公財）茨城県中小企業振興公社
（公財）栃木県産業振興センター
（公財）群馬県産業支援機構
（公財）千葉県産業振興センター
（公財）埼玉県産業振興公社
（公財）東京都中小企業振興公社
（公財）神奈川産業振興センター
（公財）にいがた産業創造機構
（公財）長野県中小企業振興センター
（公財）やまなし産業支援機構
（公財）静岡県産業振興財団
（公財）あいち産業振興機構
（公財）岐阜県産業経済振興センター
（公財）三重県産業支援センター
（公財）富山県新世紀産業機構
（公財）石川県産業創出支援機構
（公財）ふくい産業支援センター
（公財）滋賀県産業支援プラザ
（公財）京都産業２１
（公財）大阪産業振興機構
（公財）ひょうご産業活性化センター
（公財）奈良県地域産業振興センター
（公財）わかやま産業振興財団
（公財）鳥取県産業振興機構
（公財）しまね産業振興財団
（公財）岡山県産業振興財団
（公財）ひろしま産業振興機構
（公財）やまぐち産業振興財団
（公財）とくしま産業振興機構
（公財）かがわ産業支援財団
（公財）えひめ産業振興財団
（公財）高知県産業振興センター
（財）福岡県中小企業振興センター
（公財）佐賀県地域産業支援センター
（公財）長崎県産業振興財団
（公財）くまも産業支援財団
（公財）大分県産業創造機構
（公財）宮崎県産業振興機構
（公財）かごしま産業支援センター
（公財）沖縄県産業振興公社

電話番号

011-232-2001
017-777-4066
019-631-3820
022-225-6636
018-860-5610
023-647-0660
024-525-4070
029-224-5317
028-670-2600
027-255-6500
043-299-2901
048-647-4101
03-3251-7886
045-633-5000
025-246-0025
026-227-5803
055-243-1888
054-273-4434
052-715-3061
058-277-1090
059-228-3326
076-444-5600
076-267-1001
0776-67-7400
077-511-1410
075-315-8660
06-6947-4324
078-230-8040
0742-36-8312
073-432-3412
0857-52-3011
0852-60-5110
086-286-9664
082-240-7700
083-922-3700
088-654-0101
087-840-0348
089-960-1100
088-845-6600
092-622-6230
0952-34-4411
095-820-3838
096-289-2438
097-533-0220
0985-74-3850
099-219-1270
098-859-6255

政令指定都市における都道府県等中小企業支援センター
政令指定都市における都道府県等中小企業支援センター

（一財）さっぽろ産業振興財団
（公財）仙台市産業振興事業団
（公財）千葉市産業振興財団
（公財）さいたま市産業創造財団
（公財）横浜企業経営支援財団
（公財）川崎市産業振興財団
（公財）静岡産業振興協会
（公財）名古屋産業振興公社
（公財）京都高度技術研究所
（公財）大阪市都市型産業振興センター
（公財）神戸市産業振興財団
（公財）広島市産業振興センター
（公財）北九州産業学術推進機構
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電話番号

011-200-5511
022-724-1212
043-201-9501
048-851-6652
045-225-3700
044-548-4111
054-275-1655
052-735-2111
075-315-3625
06-6264-9800
078-360-3209
082-278-8032
093-873-1430

中小企業再生支援協議会
協議会名
北海道中小企業再生支援協議会
青森県中小企業再生支援協議会
岩手県中小企業再生支援協議会
宮城県中小企業再生支援協議会
秋田県中小企業再生支援協議会
山形県中小企業再生支援協議会
福島県中小企業再生支援協議会
茨城県中小企業再生支援協議会
栃木県中小企業再生支援協議会
群馬県中小企業再生支援協議会
埼玉県中小企業再生支援協議会
千葉県中小企業再生支援協議会
東京都中小企業再生支援協議会
神奈川県中小企業再生支援協議会

新潟県中小企業再生支援協議会
長野県中小企業再生支援協議会
山梨県中小企業再生支援協議会
静岡県中小企業再生支援協議会
愛知県中小企業再生支援協議会
岐阜県中小企業再生支援協議会
三重県中小企業再生支援協議会
富山県中小企業再生支援協議会
石川県中小企業再生支援協議会
福井県中小企業再生支援協議会
滋賀県中小企業再生支援協議会
京都府中小企業再生支援協議会
奈良県中小企業再生支援協議会
大阪府中小企業再生支援協議会
兵庫県中小企業再生支援協議会
和歌山県中小企業再生支援協議会

鳥取県中小企業再生支援協議会
島根県中小企業再生支援協議会
岡山県中小企業再生支援協議会
広島県中小企業再生支援協議会
山口県中小企業再生支援協議会
徳島県中小企業再生支援協議会
香川県中小企業再生支援協議会
愛媛県中小企業再生支援協議会
高知県中小企業再生支援協議会
福岡県中小企業再生支援協議会
佐賀県中小企業再生支援協議会
長崎県中小企業再生支援協議会
熊本県中小企業再生支援協議会
大分県中小企業再生支援協議会
宮崎県中小企業再生支援協議会
鹿児島県中小企業再生支援協議会

沖縄県中小企業再生支援協議会

設置主体
札幌商工会議所
（公財）２１あおもり産業総合支援センター
盛岡商工会議所
（公財）みやぎ産業振興機構
秋田商工会議所
（公財）山形県企業振興公社
（公財）福島県産業振興センター
水戸商工会議所
宇都宮商工会議所
（公財）群馬県産業支援機構
さいたま商工会議所
千葉商工会議所
東京商工会議所
（公財）神奈川産業振興センター
（公財）にいがた産業創造機構
（公財）長野県中小企業振興センター
（公財）やまなし産業支援機構
静岡商工会議所
名古屋商工会議所
岐阜商工会議所
（公財）三重県産業支援センター
（公財）富山県新世紀産業機構
（財）石川県産業創出支援機構
福井商工会議所
大津商工会議所
京都商工会議所
奈良商工会議所
大阪商工会議所
神戸商工会議所
和歌山商工会議所
(公財)鳥取県産業振興機構
松江商工会議所
（公財）岡山県産業振興財団
広島商工会議所
(公財)やまぐち産業振興財団
徳島商工会議所
高松商工会議所
松山商工会議所
高知商工会議所
福岡商工会議所
佐賀商工会議所
長崎商工会議所
熊本商工会議所
大分県商工会連合会
宮崎商工会議所
鹿児島商工会議所
那覇商工会議所
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電話番号
011-222-2829
017-723-1021
019-604-8750
022-722-3872
018-896-6150
023-646-7273
024-573-2562
029-300-2288
028-610-4110
027-255-6505
048-836-1330
043-201-3331
03-3283-7425
045-633-5143
025-246-0096
026-227-6235
055-220-2977
054-253-5118
052-223-6953
058-212-2685
059-228-3370
076-444-5663
076-267-1189
0776-33-8293
077-511-1529
075-212-7937
0742-26-6251
06-6944-5343
078-303-5852
073-402-7788
0857-52-6701
0852-23-0701
086-286-9682
082-511-5780
083-922-9931
088-626-7121
087-811-5885
089-915-1102
088-802-1520
092-441-1221
0952-27-1035
095-811-5129
096-311-1288
097-540-6415
0985-22-4708
099-805-0268
098-868-3760

事業引継ぎ相談窓口
相談窓口名

設置主体

北海道事業引継ぎ相談窓口

札幌商工会議所

電話番号
011-231-1768

青森県事業引継ぎ相談窓口

（財）２１あおもり産業総合支援センター

017-723-1022

岩手県事業引継ぎ相談窓口

盛岡商工会議所

019-624-5880

宮城県事業引継ぎ相談窓口

（財）みやぎ産業振興機構

022-225-6636

秋田県事業引継ぎ相談窓口

秋田商工会議所

018-866-6677

山形県事業引継ぎ相談窓口

（財）山形県企業振興公社

023-647-0664

福島県事業引継ぎ相談窓口

（公財）福島県産業振興センター

024-525-4039

茨城県事業引継ぎ相談窓口

水戸商工会議所

029-224-3315

栃木県事業引継ぎ相談窓口

宇都宮商工会議所

028-637-3131

群馬県事業引継ぎ相談窓口

（財）群馬県産業支援機構

027-255-6503

埼玉県事業引継ぎ相談窓口

さいたま商工会議所

048-641-0084

千葉県事業引継ぎ相談窓口

千葉商工会議所

043-227-4103

東京都事業引継ぎ相談窓口

東京商工会議所

03-3283-7996

神奈川県事業引継ぎ相談窓口

（公財）神奈川産業振興センター

045-633-5200

新潟県事業引継ぎ相談窓口

（財）にいがた産業創造機構

025-246-0038

長野県事業引継ぎ相談窓口

（財）長野県中小企業振興センター

026-227-5028

山梨県事業引継ぎ相談窓口

（公財）やまなし産業支援機構

055-243-1888

静岡県事業引継ぎ相談窓口

静岡商工会議所

054-253-5113

愛知県事業引継ぎ相談窓口

名古屋商工会議所

052-223-5744

岐阜県事業引継ぎ相談窓口

岐阜商工会議所

058-264-2135

三重県事業引継ぎ相談窓口

（財）三重県産業支援センター

059-228-3326

富山県事業引継ぎ相談窓口

（財）富山県新世紀産業機構

076-444-5605

石川県事業引継ぎ相談窓口

（財）石川県産業創出支援機構

076-267-1244

福井県事業引継ぎ相談窓口

福井商工会議所

0776-33-8283

滋賀県事業引継ぎ相談窓口

大津商工会議所

077-511-1501

京都府事業引継ぎ相談窓口

京都商工会議所

075-212-6460

奈良県事業引継ぎ相談窓口

奈良商工会議所

0742-26-6222

大阪府事業引継ぎ相談窓口

大阪商工会議所

06-6944-6257

兵庫県事業引継ぎ相談窓口

神戸商工会議所

078-367-2010

和歌山県事業引継ぎ相談窓口

和歌山商工会議所

073-422-1111

鳥取県事業引継ぎ相談窓口

(財)鳥取県産業振興機構

0857-52-6702

島根県事業引継ぎ相談窓口

松江商工会議所

0852-32-0506

岡山県事業引継ぎ相談窓口

（財）岡山県産業振興財団

086-286-9626

広島県事業引継ぎ相談窓口

広島商工会議所

082-222-6691

山口県事業引継ぎ相談窓口

(公財)やまぐち産業振興財団

083-922-3700

徳島県事業引継ぎ相談窓口

徳島商工会議所

088-653-3211

香川県事業引継ぎ相談窓口

高松商工会議所

087-825-3516

愛媛県事業引継ぎ相談窓口

松山商工会議所

089-941-4111

高知県事業引継ぎ相談窓口

高知商工会議所

088-875-1177

福岡県事業引継ぎ相談窓口

福岡商工会議所

092-441-2161

佐賀県事業引継ぎ相談窓口

佐賀商工会議所

0952-24-5158

長崎県事業引継ぎ相談窓口

長崎商工会議所

095-822-0111

熊本県事業引継ぎ相談窓口

熊本商工会議所

096-354-6688

大分県事業引継ぎ相談窓口

大分県商工会連合会

097-534-9507

宮崎県事業引継ぎ相談窓口

宮崎商工会議所

0985-22-2161

鹿児島県事業引継ぎ相談窓口

鹿児島商工会議所

099-225-9533

沖縄県事業引継ぎ相談窓口

那覇商工会議所

098-868-3758
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都道府県中小企業団体中央会
都道府県中小企業団体中央会

北海道中小企業団体中央会
青森県中小企業団体中央会
岩手県中小企業団体中央会
宮城県中小企業団体中央会
秋田県中小企業団体中央会
山形県中小企業団体中央会
福島県中小企業団体中央会
茨城県中小企業団体中央会
栃木県中小企業団体中央会
群馬県中小企業団体中央会
埼玉県中小企業団体中央会
千葉県中小企業団体中央会
東京都中小企業団体中央会
神奈川県中小企業団体中央会
新潟県中小企業団体中央会
長野県中小企業団体中央会
山梨県中小企業団体中央会
静岡県中小企業団体中央会
愛知県中小企業団体中央会
岐阜県中小企業団体中央会
三重県中小企業団体中央会
富山県中小企業団体中央会
石川県中小企業団体中央会
福井県中小企業団体中央会
滋賀県中小企業団体中央会
京都府中小企業団体中央会
奈良県中小企業団体中央会
大阪府中小企業団体中央会
兵庫県中小企業団体中央会
和歌山県中小企業団体中央会
鳥取県中小企業団体中央会
島根県中小企業団体中央会
岡山県中小企業団体中央会
広島県中小企業団体中央会
山口県中小企業団体中央会
徳島県中小企業団体中央会
香川県中小企業団体中央会
愛媛県中小企業団体中央会
高知県中小企業団体中央会
福岡県中小企業団体中央会
佐賀県中小企業団体中央会
長崎県中小企業団体中央会
熊本県中小企業団体中央会
大分県中小企業団体中央会
宮崎県中小企業団体中央会
鹿児島県中小企業団体中央会
沖縄県中小企業団体中央会
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電話番号

011-231-1919
017-777-2325
019-624-1363
022-222-5560
018-863-8701
023-647-0360
024-536-1261
029-224-8030
028-635-2300
027-232-4123
048-641-1315
043-306-3281
03-3542-0386
045-633-5131
025-267-1100
026-228-1171
055-237-3215
054-254-1511
052-485-6811
058-277-1100
059-228-5195
076-424-3686
076-267-7711
0776-23-3042
077-511-1430
075-314-7131
0742-22-3200
06-6947-4370
078-331-2045
073-431-0852
0857-26-6671
0852-21-4809
086-224-2245
082-228-0926
083-922-2606
088-654-4431
087-851-8311
089-955-7150
088-845-8870
092-622-8780
0952-23-4598
095-826-3201
096-325-3255
097-536-6331
0985-24-4278
099-222-9258
098-859-6120

独立行政法人 中小企業基盤整備機構（代表）

03-3433-8811

海外展開支援事業相談窓口
支部名
北海道本部
東北本部
関東本部
中部本部
北陸本部
近畿本部
中国本部
四国本部
九州本部
沖縄事務所

担当部署
経営支援部 経営支援課
経営支援部 経営支援課
経営支援部 経営支援課
経営支援部 経営支援課
経営支援部 経営支援課
経営支援部 経営支援課
経営支援部 経営支援課
経営支援部 経営支援課
地域経済活性化推進部 国際化推進室
－

電話番号
011-210-7471
022-716-1751
03-5470-1608
052-220-0516
076-223-5546
06-6910-3866
082-502-6555
087-811-1752
092-263-1535
098-859-7566

新事業創出支援事業（新連携・地域資源活用・農商工連携）相談窓口
事務局
北海道本部
東北本部
関東本部
中部本部
北陸本部
近畿本部
中国本部
四国本部
九州本部
沖縄事務所

事業
３事業共通
３事業共通
３事業共通
新連携・農商工
地域資源
新連携
地域資源
農商工
３事業共通
３事業共通
３事業共通
新連携
地域資源・農商工
３事業共通

担当部署
経営支援部 連携支援課
経営支援部 新事業創出支援課
経営支援部 地域連携支援課
経営支援部 連携推進課
経営支援部 連携支援課
経営支援部 地域資源活用推進課
経営支援部 連携支援課
経営支援部 地域連携支援課
経営支援部 連携推進課
経営支援部 連携推進課
新連携推進課
地域資源活用推進課
－

電話番号
011-210-7472
022-399-9031
03-5470-1640
052-201-3068
052-218-8558
076-223-6100
076-223-5855
076-223-5573
06-6910-3865
082-502-6689
087-823-3220
092-263-0325
092-263-0323
098-859-7566

窓口相談､専門家の派遣､戦略的ＣＩＯ育成支援事業､販路開拓ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ事業等担当課
支部名
北海道本部
東北本部
関東本部
中部本部
北陸本部
近畿本部
中国本部
四国本部
九州本部
沖縄事務所

担当部署
経営支援部 経営支援課
経営支援部 経営支援課
経営支援部 経営支援課
（窓口相談、専門家の派遣、戦略的CIO育成支援事業）
経営支援部 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ支援課（販路開拓ｺｰﾃﾞｨﾈ-ﾄ事業）
経営支援部 経営支援課
経営支援部 経営支援課
経営支援部 経営支援課
（窓口相談、専門家の派遣、戦略的CIO育成支援事業）
経営支援部 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ支援課（販路開拓ｺｰﾃﾞｨﾈ-ﾄ事業）
経営支援部 経営支援課
経営支援部 経営支援課
経営支援部 経営支援課
－

電話番号
011-210-7471
022-716-1751
03-5470-1620
03-5470-1638
052-220-0516
076-223-5546
06-6910-3866
082-502-6555
087-811-1752
092-263-0300
098-859-7566

「中小企業復興支援センター」等 被災地支援拠点
中小企業復興支援センター等
中小企業復興支援センター 盛岡

電話番号
019-651-8850

中小企業復興支援センター 仙台
中小企業震災復興・原子力災害対策経営支援センター 福島
中小機構 関東本部
中小機構 震災緊急復興事業推進部

がんばる中小企業 経営相談ホットライン
［受付時間 平日午前９時～午後５時］

022-399-9077
024-529-5113
03-5470-1509（代）
03-5470-1501

0570-009-111

全国9カ所ある地域本部に、中小企業の方からの経営相談等をお受けする電話相談窓口（ホットライン）を開設し
ています。ホットラインは、全国どこからでも最寄りの地域本部につながります。（通信料は発信者側の負担となりま
す）
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JETRO 国内事務所一覧
事務所名
本部（東京）
大阪本部
ジェトロ北海道
ジェトロ青森
ジェトロ盛岡
ジェトロ仙台
ジェトロ秋田
ジェトロ山形
ジェトロ福島
ジェトロ千葉
ジェトロ関東
ジェトロ横浜
ジェトロ新潟
ジェトロ富山
ジェトロ金沢
ジェトロ福井
ジェトロ山梨
ジェトロ長野
［同］諏訪支所
ジェトロ岐阜

電話番号
03-3582-5511
06-6447-2307
011-261-7434
017-734-2575
019-651-2359
022-223-7484
018-865-8062
023-622-8225
024-947-9800
043-271-4100
03-3582-4753
045-222-3901
025-284-6991
076-444-7901
076-268-9601
0776-33-1661
055-220-2324
026-227-6080
0266-52-3442
058-271-4910

事務所名
ジェトロ静岡
ジェトロ名古屋
ジェトロ三重
ジェトロ神戸
ジェトロ鳥取
ジェトロ松江
ジェトロ岡山
ジェトロ広島
ジェトロ山口
ジェトロ徳島
ジェトロ香川
ジェトロ愛媛
ジェトロ高知
ジェトロ福岡
ジェトロ北九州
ジェトロ長崎
ジェトロ熊本
ジェトロ大分
ジェトロ鹿児島
ジェトロ沖縄

電話番号
054-352-8643
052-211-4517
059-228-2647
078-231-3081
0857-52-4335
0852-27-3121
086-224-0853
082-535-2511
083-231-5022
088-657-6130
087-851-9407
089-952-0015
088-823-1320
092-741-8783
093-541-6577
095-823-7704
096-354-4211
097-592-4081
099-226-9156
098-859-7002

政府系金融機関等
電話番号・ホームページURL
http://www.zenshinhoren.or.jp/
03-6823-1200

機関名
全国信用保証協会連合会

※資金繰りのご相談は、最寄りの保証協会に
お問い合わせください。
http://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html
http://www.jfc.co.jp/

株式会社 日本政策金融公庫
・国民生活事業
（個人企業・小規模企業向け事業資金）
・中小企業事業
（中小企業向け長期事業資金）
沖縄振興開発金融公庫

事業資金相談ダイヤル
0120-154-505
http://www.okinawakouko.go.jp/
098-941-1795
http://www.shokochukin.co.jp/
お客さまサービスセンター
0120-079-366
※資金繰りのご相談は、最寄りの営業店の
代表番号にお問い合わせください。
http://www.shokochukin.co.jp/tenpo/index.html

株式会社 商工組合中央金庫

日本商工会議所

03-3283-7824

全国商工会連合会

03-6268-0088

全国中小企業団体中央会

03-3523-4901

全国商店街振興組合連合会

03-3553-9300

全国中小企業取引振興協会

03-5541-6688

一般財団法人 海外産業人材育成協会（HIDA)

03-3549-3052

独立行政法人 日本貿易保険（NEXY)

03-3512-7712
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地域中小企業応援ﾌｧﾝﾄﾞ（ｽﾀｰﾄ・ｱｯﾌﾟ応援型）各都道府県担当一覧
都道府県名
北海道
青森県
岩手県
秋田県
宮城県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
千葉県
東京都
新潟県
長野県
山梨県
静岡県
愛知県
岐阜県
三重県
富山県
石川県
福井県
滋賀県
京都府
大阪府
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県

電話番号

ファンド名称
北海道中小企業応援ﾌｧﾝﾄﾞ
あおもり元気企業ﾁｬﾚﾝｼﾞ基金
いわて希望ﾌｧﾝﾄﾞ
あきた企業応援ﾌｧﾝﾄﾞ
宮城・仙台富県ﾁｬﾚﾝｼﾞ応援基金
やまがた地域産業応援基金
ふくしま産業応援ﾌｧﾝﾄﾞ
いばらき産業大県創造基金
とちぎ未来ﾁｬﾚﾝｼﾞﾌｧﾝﾄﾞ
ちば中小企業元気づくり基金
東京都地域中小企業応援ﾌｧﾝﾄﾞ
（国連携型）
にいがた産業夢おこし基金
長野県地域産業活性化基金
山梨みらいﾌｧﾝﾄﾞ
静岡県地域活性化基金
あいち中小企業応援ﾌｧﾝﾄﾞ
岐阜県地域活性化ﾌｧﾝﾄﾞ
①みえ地域ｺﾐｭﾆﾃｨ応援ﾌｧﾝﾄﾞ

ﾌｧﾝﾄﾞ運営管理者
(公財)北海道中小企業総合支援ｾﾝﾀｰ
(公財)21あおもり産業総合支援ｾﾝﾀｰ
(公財)いわて産業振興ｾﾝﾀｰ
(公財)あきた企業活性化ｾﾝﾀｰ
(公財)みやぎ産業振興機構
(公財)山形県産業技術振興機構
(公財)福島県産業振興ｾﾝﾀｰ
(公財)茨城県中小企業振興公社
(公財)栃木県産業振興ｾﾝﾀｰ
(公財)千葉県産業振興ｾﾝﾀｰ

011-232-2403
017-777-4076
019-631-3825
018-860-5702
022-225-6697
023-647-3163
024-525-4070
029-224-5317
028-670-2601
043-299-2901

(公財)東京都中小企業振興公社

03-3251-7895

(公財)にいがた産業創造機構
(公財)長野県中小企業振興ｾﾝﾀｰ
(公財)やまなし産業支援機構
(公財)静岡県産業振興財団
(公財)あいち産業振興機構
(公財)岐阜県産業経済振興ｾﾝﾀｰ

025-246-0025
026-227-5803
055-243-1888
054-254-4512
052-715-3074
058-277-1083

②みえ地域ｺﾐｭﾆﾃｨ応援ﾌｧﾝﾄﾞ
（地域資源活用型）

(公財)三重県産業支援ｾﾝﾀｰ

059-228-3585

(公財)富山県新世紀産業機構

076-444-5650

(財)石川県産業創出支援機構
(公財)ふくい産業支援ｾﾝﾀｰ
(公財)滋賀県産業支援ﾌﾟﾗｻﾞ

076-267-5551
0776-67-7400
077-511-1410

(公財)京都産業21

075-315-8848

(公財)大阪産業振興機構
(公財)わかやま産業振興財団

06-6947-4351
073-432-3412

(公財)鳥取県産業振興機構

0857-52-6704

島根県商工会連合会
(公財)岡山県産業振興財団
(公財)ひろしま産業振興機構
(公財)やまぐち産業振興財団

0852-21-0651
086-286-9651
082-240-7701
083-922-3700

(公財)とくしま産業振興機構

088-654-0103

(公財)かがわ産業支援財団

087-868-9903

(公財)えひめ産業振興財団

089-960-1100

(公財)高知県産業振興ｾﾝﾀｰ
(公財)佐賀県地域産業支援ｾﾝﾀｰ
(公財)長崎県産業振興財団
(公財)くまもと産業支援財団
(公財)大分県産業創造機構
(公財)かごしま産業支援ｾﾝﾀｰ
(公財)沖縄県産業振興公社

088-845-6600
0952-34-4411
095-820-8860
096-289-2438
097-533-0220
099-219-1270
098-859-6237

とやま新事業創造基金 地域資源
ﾌｧﾝﾄﾞ
いしかわ産業化資源活用推進ﾌｧﾝﾄﾞ
ふくいの逸品創造ﾌｧﾝﾄﾞ
しが新事業応援ﾌｧﾝﾄﾞ
きょうと元気な地域づくり応援ﾌｧﾝ
ﾄﾞ
おおさか地域創造ﾌｧﾝﾄﾞ
わかやま中小企業元気ﾌｧﾝﾄﾞ
とっとり次世代・地域資源産業育
成ﾌｧﾝﾄﾞ
しまね地域資源産業活性化基金
きらめき岡山創成ﾌｧﾝﾄﾞ
ひろしまﾁｬﾚﾝｼﾞ基金
やまぐち地域中小企業育成基金
①徳島県LEDﾊﾞﾚｲ推進ﾌｧﾝﾄﾞ

②とくしま経済飛躍ﾌｧﾝﾄﾞ
香川県
かがわ中小企業応援ﾌｧﾝﾄﾞ
①えひめ地域密着型ビジネス創出
ﾌｧﾝﾄﾞ
愛媛県
②えひめ中小企業応援ﾌｧﾝﾄﾞ
高知県
こうち産業振興基金
佐賀県
さが中小企業応援基金
長崎県
ナガサキ型新産業創造ﾌｧﾝﾄﾞ
熊本県
くまもと夢挑戦ﾌｧﾝﾄﾞ
大分県
おおいた地域資源活性化基金
鹿児島県
かごしま産業おこし挑戦基金
沖縄県
OKINAWA型産業応援ﾌｧﾝﾄﾞ
※現在新規のファンド組成は行っておりません。
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農商工連携型地域中小企業応援ファンド（スタート・アップ応援型）ファンド運営管理者一覧
都道府県名
北海道
青森県
岩手県
秋田県
山形県
福島県
栃木県
千葉県
長野県
静岡県
岐阜県
三重県

ファンド名称
ﾌｧﾝﾄﾞ運営管理者
北海道農商工連携ﾌｧﾝﾄﾞ
北海道商工会連合会
あおもり農商工連携支援基金
(地独)青森県産業技術ｾﾝﾀｰ
いわて農商工連携ﾌｧﾝﾄﾞ
(公財)いわて産業振興ｾﾝﾀｰ
あきた農商工応援ﾌｧﾝﾄﾞ
(公財)あきた企業活性化ｾﾝﾀｰ
やまがた農商工連携ﾌｧﾝﾄﾞ
(公財)やまがた農業支援ｾﾝﾀｰ
ふくしま農商工連携ﾌｧﾝﾄﾞ
(公財)福島県産業振興ｾﾝﾀｰ
ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾚｰとちぎ農商工ﾌｧﾝﾄﾞ
(公財)栃木県産業振興ｾﾝﾀｰ
ちば農商工連携事業支援基金
(公財)千葉県産業振興ｾﾝﾀｰ
長野県農商工連携支援基金
(公財)長野県中小企業振興ｾﾝﾀｰ
しずおか農商工連携基金
(公財)静岡県産業振興財団
岐阜県農商工連携ﾌｧﾝﾄﾞ
(公財)岐阜県産業経済振興ｾﾝﾀｰ
みえ農商工連携推進ﾌｧﾝﾄﾞ
(公財)三重県産業支援ｾﾝﾀｰ
とやま新事業創造基金 農商工
富山県
(公財）富山県新世紀産業機構
連携ﾌｧﾝﾄﾞ
京都府
きょうと農商工連携応援ﾌｧﾝﾄﾞ (公財)京都産業２１
奈良県
なら農商工連携ﾌｧﾝﾄﾞ
(公財)奈良県地域産業振興ｾﾝﾀｰ
和歌山県
わかやま農商工連携ﾌｧﾝﾄﾞ
(公財)わかやま産業振興財団
兵庫県
ひょうご農商工連携ﾌｧﾝﾄﾞ
(公財)ひょうご産業活性化ｾﾝﾀｰ
鳥取県
鳥取県農商工連携促進ﾌｧﾝﾄﾞ
(公財)鳥取県産業振興機構
徳島県
徳島県農商工連携ﾌｧﾝﾄﾞ
(公財)とくしま産業振興機構
香川県
かがわ農商工連携ﾌｧﾝﾄﾞ
(公財)かがわ産業支援財団
愛媛県
えひめ農商工連携ﾌｧﾝﾄﾞ
(公財)えひめ産業振興財団
高知県
こうち農商工連携基金
(公財)高知県産業振興ｾﾝﾀｰ
県産農林水産物輸出応援農商工
福岡県
(公財)福岡県農業振興推進機構
連携ﾌｧﾝﾄﾞ
佐賀県
さが農商工連携応援基金
(公財)佐賀県地域産業支援ｾﾝﾀｰ
長崎県
長崎県農商工連携ﾌｧﾝﾄﾞ
長崎県商工会連合会
宮崎県
みやざき農商工連携応援ﾌｧﾝﾄﾞ (公財)宮崎県産業振興機構
※現在新規のファンド組成は行っておりません。

電話番号
011-251-0102
0172-52-4319
019-631-3825
018-860-5072
023-641-1105
024-525-4070
028-670-2607
043-299-1078
026-227-5803
054-254-4512
058-277-1083
059-228-3321
076-444-5602
075-315-8677
0742-36-8312
073-432-3412
078-230-8110
0857-52-6704
088-654-0103
087-868-9903
089-960-1100
088-845-6600
092-716-8355
0952-34-4411
095-824-5413
0985-74-3850

地域中小企業応援ファンド（チャレンジ企業応援型）ファンド運営管理者一覧
都道府県名
青森県

ファンド名称
あおもりクリエイトﾌｧﾝﾄﾞ投資
事業有限責任組合

ﾌｧﾝﾄﾞ運営管理者
フューチャーベンチャーキャピタ
ル(株)

ちば新産業育成投資事業有限責
ちばぎんキャピタル(株)
任組合
とっとりチャレンジ応援ﾌｧﾝﾄﾞ
鳥取県
とっとりキャピタル(株)
投資事業有限責任組合
※現在新規のファンド組成は行っておりません。
千葉県

電話番号
本社
075-257-6656
青森事務所
017-731-3040
043-248-8822
0857-20-2733

産業復興相談センター（二重ローンや事業の復旧・復興についての総合相談窓口）
都道府県名
青森県

産業復興相談センター
青森県産業復興相談センター

岩手県

岩手県産業復興相談センター

宮城県

宮城県産業復興相談センター

福島県

福島県産業復興相談センター

茨城県

茨城県産業復興相談センター

千葉県

千葉県産業復興相談センター

電話番号

017-752-9225
019-681-0812
022-722-3858
024-537-2561
029-302-5880
043-215-8790
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ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金
地域事務局一覧
法人名
北海道事務局
青森県事務局
岩手県事務局
宮城県事務局
秋田県事務局
山形県事務局
福島県事務局
茨城県事務局
栃木県事務局
群馬県事務局
千葉県事務局
埼玉県事務局
東京都事務局
神奈川県事務局
新潟県事務局
長野県事務局
山梨県事務局
静岡県事務局
愛知県事務局
岐阜県事務局
三重県事務局
富山県事務局
石川県事務局
福井県事務局
滋賀県事務局
京都府事務局
大阪府事務局
兵庫県事務局
奈良県事務局
和歌山県事務局
鳥取県事務局
島根県事務局
岡山県事務局
広島県事務局
山口県事務局
徳島県事務局
香川県事務局
愛媛県事務局
高知県事務局
福岡県事務局
佐賀県事務局
長崎県事務局
熊本県事務局
大分県事務局
宮崎県事務局
鹿児島県事務局
沖縄県事務局

都道府県中小企業団体中央会

北海道中小企業団体中央会
青森県中小企業団体中央会
岩手県中小企業団体中央会
宮城県中小企業団体中央会
秋田県中小企業団体中央会
山形県中小企業団体中央会
福島県中小企業団体中央会
茨城県中小企業団体中央会
栃木県中小企業団体中央会
群馬県中小企業団体中央会
埼玉県中小企業団体中央会
千葉県中小企業団体中央会
東京都中小企業団体中央会
神奈川県中小企業団体中央会
新潟県中小企業団体中央会
長野県中小企業団体中央会
山梨県中小企業団体中央会
静岡県中小企業団体中央会
愛知県中小企業団体中央会
岐阜県中小企業団体中央会
三重県中小企業団体中央会
富山県中小企業団体中央会
石川県中小企業団体中央会
福井県中小企業団体中央会
滋賀県中小企業団体中央会
京都府中小企業団体中央会
奈良県中小企業団体中央会
大阪府中小企業団体中央会
兵庫県中小企業団体中央会
和歌山県中小企業団体中央会
鳥取県中小企業団体中央会
島根県中小企業団体中央会
岡山県中小企業団体中央会
広島県中小企業団体中央会
山口県中小企業団体中央会
徳島県中小企業団体中央会
香川県中小企業団体中央会
愛媛県中小企業団体中央会
高知県中小企業団体中央会
福岡県中小企業団体中央会
佐賀県中小企業団体中央会
長崎県中小企業団体中央会
熊本県中小企業団体中央会
大分県中小企業団体中央会
宮崎県中小企業団体中央会
鹿児島県中小企業団体中央会
沖縄県中小企業団体中央会
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電話番号

011-231-1919
017-777-2325
019-624-1363
022-222-5560
018-863-8701
023-647-0360
024-536-1264
029-224-8030
028-635-2300
027-232-4123
048-641-1315
043-306-2427
03-6264-1481
045-633-5133
025-267-1100
026-228-1171
055-237-3215
054-254-1511
052-485-6811
058-277-1101
059-228-5195
076-424-3686
076-267-7711
0776-23-3042
077-511-1430
075-314-7131
0742-22-3200
06-6947-4370
078-331-2045
073-431-0852
0857-26-6671
0852-21-4809
086-224-2245
082-228-0926
083-922-2606
088-654-4431
087-851-8311
089-955-7150
088-845-8870
092-622-8780
0952-23-4598
095-826-3201
096-325-3255
097-536-6331
0985-24-4278
099-222-9258
098-859-6120

地域需要創造型等起業・創業促進補助金地域事務局一覧
法人名
北海道事務局
青森県事務局
岩手県事務局
宮城県事務局
秋田県事務局
山形県事務局
福島県事務局
茨城県事務局
栃木県事務局
群馬県事務局
千葉県事務局
埼玉県事務局
東京都事務局
神奈川県事務局
新潟県事務局
長野県事務局
山梨県事務局
静岡県事務局
愛知県事務局
岐阜県事務局
三重県事務局
富山県事務局
石川県事務局
福井県事務局
滋賀県事務局
京都府事務局
大阪府事務局
兵庫県事務局
奈良県事務局
和歌山県事務局
鳥取県事務局
島根県事務局
岡山県事務局
広島県事務局
山口県事務局
徳島県事務局
香川県事務局
愛媛県事務局
高知県事務局
福岡県事務局
佐賀県事務局
長崎県事務局
熊本県事務局
大分県事務局
宮崎県事務局
鹿児島県事務局
沖縄県事務局

電話番号

公益財団法人北海道中小企業総合支援センター
公益財団法人２１あおもり産業総合支援センター
一般財団法人地域創造基金みやぎ
一般財団法人地域創造基金みやぎ
公益財団法人あきた企業活性化センター
公益財団法人山形県企業振興公社
一般財団法人地域創造基金みやぎ
公益財団法人茨城県中小企業振興公社
公益財団法人栃木県産業振興センター
公益財団法人群馬県産業支援機構
公益財団法人千葉県産業振興センター
公益財団法人埼玉県産業振興公社
株式会社電通
公益財団法人神奈川県産業振興センター
公益財団法人にいがた産業創造機構
公益財団法人長野県中小企業振興センター
公益財団法人やまなし産業支援機構
公益財団法人静岡県産業振興財団
公益財団法人あいち産業振興機構
公益財団法人岐阜県産業経済振興センター
公益財団法人三重県産業支援センター
公益財団法人 富山県新世紀産業機構
財団法人石川県産業創出支援機構
公益財団法人ふくい産業支援センター
公益財団法人滋賀県産業支援プラザ
公益財団法人京都産業２１
一般社団法人関西ニュービジネス協議会
一般社団法人兵庫県中小企業診断士協会
株式会社ダイワマネジメント
公益財団法人わかやま産業振興財団
公益財団法人鳥取県産業振興機構
公益財団法人しまね産業振興財団
公益財団法人岡山県産業振興財団
公益財団法人ひろしま産業振興機構
公益財団法人やまぐち産業振興財団
公益財団法人とくしま産業振興機構
公益財団法人かがわ産業支援財団
公益財団法人えひめ産業振興財団
公益財団法人高知県産業振興センター
福岡県商工会連合会
一般社団法人佐賀県中小企業診断協会
長崎県商工会連合会
熊本商工会議所
大分県商工会連合会
宮崎商工会議所
鹿児島県中小企業団体中央会
一般社団法人沖縄県中小企業診断士協会
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011-232-2001
017-777-4066
022-748-7283
022-748-7283
018-860-5610
023-647-0664
022-748-7283
029-224-5339
028-670-2601
027-255-6503
043-299-1078
048-858-7551
03-3524-4668
045-633-5203
025-246-0051
026-227-5028
055-243-1888
054-254-4511
052-562-5931
058-277-1090
059-228-3585
076-444-5605
076-267-1244
0776-67-7400
077-511-1412
075-315-8897
06-6947-2851
078-362-6000
0745-23-1076
073-432-3412
0857-52-6705
0852-60-5115
086-286-9626
082-240-7701
083-922-3700
088-654-0103
087-840-0391
089-960-1201
088-845-6600
092-622-7708
0952-22-7021
095-824-5413
096-354-6688
097-534-9507
0985-22-2161
099-222-9258
098-882-3033

都道府県事業復興型雇用創出事業担当課
都道府県
岩手県
宮城県
福島県
茨城県
千葉県

担当課
商工労働観光部 雇用対策・労働室
経済商工観光部 雇用対策課 雇用創出班

担当課電話番号
019-629-5591
022-211-2779

商工労働部 雇用労政課
労働政策課 雇用促進対策室

024-521-7290
029-301-3645

商工労働部 雇用労働課 労働政策室

043-223-2767
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