
（参考資料①）

都道府県 機関名 連絡先
岐阜県 日本政策金融公庫 岐阜支店 中小企業事業 058-265-3171
岐阜県 日本政策金融公庫 岐阜支店 国民生活事業 058-263-2136
岐阜県 日本政策金融公庫 多治見支店 国民生活事業 0572-22-6341
京都府 日本政策金融公庫 京都支店 中小企業事業 075-221-7825
京都府 日本政策金融公庫 京都支店 国民生活事業 075-211-3231
京都府 日本政策金融公庫 西陣支店 国民生活事業 075-462-5121
京都府 日本政策金融公庫 舞鶴支店 国民生活事業 0773-75-2211
兵庫県 日本政策金融公庫 神戸支店 中小企業事業 078-362-5961
兵庫県 日本政策金融公庫 神戸支店 国民生活事業 078-341-4981
兵庫県 日本政策金融公庫 神戸東支店 国民生活事業 078-854-2900
兵庫県 日本政策金融公庫 明石支店 国民生活事業 078-912-4114
兵庫県 日本政策金融公庫 姫路支店 国民生活事業 079-225-0571
兵庫県 日本政策金融公庫 尼崎支店 国民生活事業 06-6481-3601
兵庫県 日本政策金融公庫 豊岡支店 国民生活事業 0796-22-4327
鳥取県 日本政策金融公庫 鳥取支店 中小企業事業 0857-23-1641
鳥取県 日本政策金融公庫 鳥取支店 国民生活事業 0857-22-3156
鳥取県 日本政策金融公庫 米子支店 国民生活事業 0859-34-5821
島根県 日本政策金融公庫 松江支店 中小企業事業 0852-21-0110
島根県 日本政策金融公庫 松江支店 国民生活事業 0852-23-2651
島根県 日本政策金融公庫 浜田支店 国民生活事業 0855-22-2835
岡山県 日本政策金融公庫 岡山支店 中小企業事業 086-222-7666
岡山県 日本政策金融公庫 岡山支店 国民生活事業 086-225-0011
岡山県 日本政策金融公庫 津山支店 国民生活事業 0868-22-6135
岡山県 日本政策金融公庫 倉敷支店 国民生活事業 086-425-8401
広島県 日本政策金融公庫 広島支店 中小企業事業 082-247-9151
広島県 日本政策金融公庫 広島支店 国民生活事業 082-244-2231
広島県 日本政策金融公庫 尾道支店 国民生活事業 0848-22-6111
広島県 日本政策金融公庫 福山支店 国民生活事業 084-922-6550
広島県 日本政策金融公庫 呉支店 国民生活事業 0823-24-2600
山口県 日本政策金融公庫 岩国支店 国民生活事業 0827-22-6265
愛媛県 日本政策金融公庫 松山支店 中小企業事業 089-943-1231
愛媛県 日本政策金融公庫 松山支店 国民生活事業 089-941-6148
愛媛県 日本政策金融公庫 新居浜支店 国民生活事業 0897-33-9101
愛媛県 日本政策金融公庫 宇和島支店 国民生活事業 0895-22-4766
高知県 日本政策金融公庫 高知支店 中小企業事業 088-875-0281
高知県 日本政策金融公庫 高知支店 国民生活事業 088-822-3191
福岡県 日本政策金融公庫 福岡支店 中小企業事業 092-431-5296
福岡県 日本政策金融公庫 福岡支店 国民生活事業 092-411-9111
福岡県 日本政策金融公庫 福岡西支店 国民生活事業 092-712-4381
福岡県 日本政策金融公庫 北九州支店 中小企業事業 093-531-9191
福岡県 日本政策金融公庫 北九州支店 国民生活事業 093-541-7550
福岡県 日本政策金融公庫 八幡支店 国民生活事業 093-641-7715
福岡県 日本政策金融公庫 久留米支店 国民生活事業 0942-34-1212
岐阜県 商工中金 岐阜支店 058-263-9191
岐阜県 商工中金 高山営業所 0577-32-3353
京都府 商工中金 京都支店 075-361-1120
兵庫県 商工中金 神戸支店 078-391-7541
兵庫県 商工中金 姫路支店 079-223-8431
兵庫県 商工中金 尼崎支店 06-6481-7501
鳥取県 商工中金 鳥取支店 0857-22-3171
鳥取県 商工中金 米子支店 0859-34-2711
島根県 商工中金 松江支店 0852-23-3131
島根県 商工中金 浜田営業所 0855-23-3033
岡山県 商工中金 岡山支店 086-225-1131
広島県 商工中金 広島支店 082-248-1151
広島県 商工中金 広島西部支店 082-277-5421
広島県 商工中金 福山支店 084-922-6830
愛媛県 商工中金 松山支店 089-921-9151
高知県 商工中金 高知支店 088-822-4481
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福岡県 商工中金 福岡支店 092-712-6551
福岡県 商工中金 北九州支店 093-533-9567
福岡県 商工中金 久留米支店 0942-35-3381
岐阜県 岐阜県信用保証協会 058-276-6924
岐阜県 岐阜市信用保証協会 058-265-4611
京都府 京都信用保証協会 075-314-7221
兵庫県 兵庫県信用保証協会 078-393-3900
鳥取県 鳥取県信用保証協会 0857-26-6631
島根県 島根県信用保証協会 0852-22-2837
岡山県 岡山県信用保証協会 086-243-1122
広島県 広島県信用保証協会 082-228-5501
愛媛県 愛媛県信用保証協会 089-931-2114
高知県 高知県信用保証協会 088-821-2603
福岡県 福岡県信用保証協会 092-415-2604
岐阜県 岐阜商工会議所 058-264-2131
岐阜県 大垣商工会議所 0584-78-9111
岐阜県 高山商工会議所 0577-32-0380
岐阜県 多治見商工会議所 0572-25-5000
岐阜県 関商工会議所 0575-22-2266
岐阜県 中津川商工会議所 0573-65-2154
岐阜県 美濃商工会議所 0575-33-2168
岐阜県 神岡商工会議所 0578-82-1130
岐阜県 土岐商工会議所 0572-54-1131
岐阜県 瑞浪商工会議所 0572-67-2222
岐阜県 恵那商工会議所 0573-26-1211
岐阜県 各務原商工会議所 058-382-7101
岐阜県 美濃加茂商工会議所 0574-24-0123
岐阜県 可児商工会議所 0574-61-0011
岐阜県 羽島商工会議所 058-392-9664
京都府 京都商工会議所 075-212-6400
京都府 舞鶴商工会議所 0773-62-4600
京都府 福知山商工会議所 0773-22-2108
京都府 綾部商工会議所 0773-42-0701
京都府 宇治商工会議所 0774-23-3101
京都府 宮津商工会議所 0772-22-5131
京都府 亀岡商工会議所 0771-22-0053
京都府 城陽商工会議所 0774-52-6866
兵庫県 神戸商工会議所 078-303-5801
兵庫県 姫路商工会議所 079-222-6001
兵庫県 尼崎商工会議所 06-6411-2251
兵庫県 明石商工会議所 078-911-1331
兵庫県 西宮商工会議所 0798-33-1131
兵庫県 伊丹商工会議所 072-775-1221
兵庫県 西脇商工会議所 0795-22-3901
兵庫県 相生商工会議所 0791-22-1234
兵庫県 赤穂商工会議所 0791-43-2727
兵庫県 三木商工会議所 0794-82-3190
兵庫県 洲本商工会議所 0799-22-2571
兵庫県 豊岡商工会議所 0796-22-4456
兵庫県 高砂商工会議所 079-443-0500
兵庫県 龍野商工会議所 0791-63-4141
兵庫県 加古川商工会議所 079-424-3355
兵庫県 小野商工会議所 0794-63-1161
兵庫県 加西商工会議所 0790-42-0416
兵庫県 宝塚商工会議所 0797-83-2211
鳥取県 鳥取商工会議所 0857-26-6666
鳥取県 米子商工会議所 0859-22-5131
鳥取県 倉吉商工会議所 0858-22-2191
鳥取県 境港商工会議所 0859-44-1111
島根県 松江商工会議所 0852-23-1616
島根県 浜田商工会議所 0855-22-3025
島根県 出雲商工会議所 0853-23-2411
島根県 平田商工会議所 0853-63-3211
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島根県 益田商工会議所 0856-22-0088
島根県 大田商工会議所 0854-82-0765
島根県 安来商工会議所 0854-22-2380
島根県 江津商工会議所 0855-52-2268
岡山県 岡山商工会議所 086-232-2260
岡山県 倉敷商工会議所 086-424-2111
岡山県 津山商工会議所 0868-22-3141
岡山県 玉島商工会議所 086-526-0131
岡山県 玉野商工会議所 0863-33-5010
岡山県 児島商工会議所 086-472-4450
岡山県 笠岡商工会議所 0865-63-1151
岡山県 井原商工会議所 0866-62-0420
岡山県 備前商工会議所 0869-64-2885
岡山県 高梁商工会議所 0866-22-2091
岡山県 総社商工会議所 0866-92-1122
岡山県 新見商工会議所 0867-72-2139
広島県 広島商工会議所 082-222-6610
広島県 尾道商工会議所 0848-22-2165
広島県 呉商工会議所 0823-21-0151
広島県 福山商工会議所 084-921-2345
広島県 三原商工会議所 0848-62-6155
広島県 府中商工会議所 0847-45-8200
広島県 三次商工会議所 0824-62-3125
広島県 庄原商工会議所 0824-72-2121
広島県 大竹商工会議所 0827-52-3105
広島県 竹原商工会議所 0846-22-2424
広島県 因島商工会議所 0845-22-2211
広島県 東広島商工会議所 082-420-0301
広島県 廿日市商工会議所 0829-20-0021
愛媛県 松山商工会議所 089-941-4111
愛媛県 宇和島商工会議所 0895-22-5555
愛媛県 今治商工会議所 0898-23-3939
愛媛県 八幡浜商工会議所 0894-22-3411
愛媛県 新居浜商工会議所 0897-33-5581
愛媛県 四国中央商工会議所 0896-58-3530
愛媛県 西条商工会議所 0897-56-2200
愛媛県 伊予商工会議所 089-982-0334
愛媛県 大洲商工会議所 0893-24-4111
高知県 高知商工会議所 088-875-1177
高知県 中村商工会議所 0880-34-4333
高知県 安芸商工会議所 0887-34-1311
高知県 須崎商工会議所 0889-42-2575
高知県 宿毛商工会議所 0880-63-3123
高知県 土佐清水商工会議所 0880-82-0279
福岡県 福岡商工会議所 092-441-1110
福岡県 久留米商工会議所 0942-33-0211
福岡県 北九州商工会議所 093-541-0181
福岡県 大牟田商工会議所 0944-55-1111
福岡県 飯塚商工会議所 0948-22-1007
福岡県 直方商工会議所 0949-22-5500
福岡県 八女商工会議所 0943-22-5161
福岡県 田川商工会議所 0947-44-3150
福岡県 柳川商工会議所 0944-73-7000
福岡県 豊前商工会議所 0979-83-2333
福岡県 行橋商工会議所 0930-25-2121
福岡県 苅田商工会議所 093-436-1631
福岡県 大川商工会議所 0944-86-2171
福岡県 豊前川崎商工会議所 0947-73-2238
福岡県 嘉麻商工会議所 0948-52-0855
福岡県 筑後商工会議所 0942-52-3121
福岡県 宮若商工会議所 0949-32-1200
福岡県 朝倉商工会議所 0946-22-3835
福岡県 中間商工会議所 093-245-1081
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岐阜県 岐阜県商工会連合会 058-277-1068
京都府 京都府商工会連合会 075-314-7151
兵庫県 兵庫県商工会連合会 078-371-1261
鳥取県 鳥取県商工会連合会 0857-31-5555
島根県 島根県商工会連合会 0852-21-0651
岡山県 岡山県商工会連合会 086-224-4341
広島県 広島県商工会連合会 082-247-0221
愛媛県 愛媛県商工会連合会 089-924-1103
高知県 高知県商工会連合会 088-846-2111
福岡県 福岡県商工会連合会 092-622-7708
岐阜県 岐阜県中小企業団体中央会 058-277-1100
京都府 京都府中小企業団体中央会 075-314-7131
兵庫県 兵庫県中小企業団体中央会 078-331-2045
鳥取県 鳥取県中小企業団体中央会 0857-26-6671
島根県 島根県中小企業団体中央会 0852-21-4809
岡山県 岡山県中小企業団体中央会 086-224-2245
広島県 広島県中小企業団体中央会 082-228-0926
愛媛県 愛媛県中小企業団体中央会 089-955-7150
高知県 高知県中小企業団体中央会 088-845-8870
福岡県 福岡県中小企業団体中央会 092-622-8780
全国 全国商店街振興組合連合会 03-3553-9300

岐阜県 岐阜県よろず支援拠点 058-277-1088
京都府 京都府よろず支援拠点 075-315-8660
兵庫県 兵庫県よろず支援拠点 078-977-9085
鳥取県 鳥取県よろず支援拠点 0857-30-5780
島根県 島根県よろず支援拠点 0852-60-5103
岡山県 岡山県よろず支援拠点 086-286-9667
広島県 広島県よろず支援拠点 082-240-7706
愛媛県 愛媛県よろず支援拠点 089-960-1131
高知県 高知県よろず支援拠点 088-846-0175
福岡県 福岡県よろず支援拠点 092-622-7809
中部 （独）中小企業基盤整備機構　中部本部　 052-201-3003
近畿 （独）中小企業基盤整備機構　近畿本部 06-6264-8613
中国 （独）中小企業基盤整備機構　中国本部 082-502-6300
四国 （独）中小企業基盤整備機構　四国本部 087-811-3330
九州 （独）中小企業基盤整備機構　九州本部　 092-263-1500
中部 中部経済産業局 産業部中小企業課 052-951-2748
近畿 近畿経済産業局 産業部中小企業課 06-6966-6024
中国 中国経済産業局 産業部中小企業課 082-224-5661
四国 四国経済産業局 産業部中小企業課 087-811-8529
九州 九州経済産業局 産業部中小企業課 092-482-5447
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