
ご相談は無料です 

ご相談内容の秘密は厳守いたします。 ご相談内容の秘密は厳守いたします。 
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まずは相談してください！

自社の強み、弱みを知りましょう！

課題を克服し、ステップアップしましょう！

地域力連携拠点 

 悩む中小企業 
・課題が見えない 
・何か新しいことを 
　したい 
・事業継続が不安 
 

○コーディネーターによる掘り起こし 

○他機関との連携による案件発掘 

拠点に相談 

経営診断によ
る状況把握 

経営戦略の
立案 

システムの導入 

新たな販路開拓 

事 業 転 換  

ビジネスマッチング 

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ 

パートナー機関（金融機関、農協等） 

業界団体 

商工会・会議所 

自治体　等 

データ活用 

データ入力 

派　遣 

（中小企業診断士、税理士、企業ＯＢ、優秀な経営指導員等） 

地　域　力　連　携　拠　点　 
コーディネーター 

活　用 

経営支援情報 
システム　等 

専門人材 国等の支援施策 

 

地域力連携拠点事業 地域力連携拠点事業 

地域力連携拠点の支援の流れ  

地域力連携拠点事業 

1. 地域における支援機関等の力を総動員したきめの細かい支援を行います。 

2. 「悩む中小企業」の課題をワンストップで支援します。 

3. ＩＴを積極的に活用することにより、経営診断を正確・迅速に行うことができます。 

4. 支援のプロフェッショナルのコーディネーターが、支援を求める中小企業と最適な

　 専門家をピンポイントでつなげます。 

5. 様々な支援策等を最大限活用して、成長に至るまでの一貫した支援を行います。 
 

具体的には、①相談、②専門家派遣、③情報提供、④調査・研究、⑤マッチング

等を行い、小規模企業等の前向きな取組みを支援します。 

特徴 

地域力連携拠点にご相談いただければ、 
色々なことが実現できます。 
ステップ 1
ステップ 2
ステップ 3

まずは相談してください！
全国316箇所の相談窓口（地域力連携拠点）のコーディネーターがお応えします。 

自社の強み、弱みを知りましょう！
貴社の強みと課題を診断し、解決策に向けた道筋を、わかりやすくおつたえします。 

課題を克服し、ステップアップしましょう！
課題に応じて、コーディネーターが、専門家や支援策につなげていきます。 



 

地域力連携拠点 
 

「小規模企業等」を 
様々なつながりで支援 

 
全国316箇所 
うち102箇所 

事業承継支援センター 

コーディネーター 

各分野専門家 
他支援機関 
自治体等 

他の地域力 
連携拠点 

金融機関 
農協等 

大学 
公設試等 

 

（　　　　） 

地域力連携拠点 
 

事業承継支援センターの役割 

地域力連携拠点の支援のイメージ 

全国の地域力連携拠点のうち102箇所は、事業承継支援センターが併設されており、 
同センターは、あらゆる事業承継のニーズに対応したワンストップサービスを行います。 

後継者不在等にお悩みの企業
と開業希望者との 
交流会を始めとす 
るマッチング支援 
を行います。 

あらゆる事業承継に関する
ご相談に応じます。 

事業承継に関する様々な相談
に対応するために、弁護士、
公認会計士や税理士等の専門
家派遣を行います。 

後継者等を対象とした事業
承継に関するセミナーを行
います。 



都道府県 

 ☆ 北海道商工会連合会 011-251-0102 

  函館商工会議所 0138-23-1181 

 ☆ 札幌商工会議所 011-231-1766 

 ☆ 旭川商工会議所 0166-22-8414 

  室蘭商工会議所 0143-22-3196 

  釧路商工会議所 0154-41-4143 

  北見商工会議所 0157-23-4111 

  稚内商工会議所 0162-23-4400 

  苫小牧商工会議所 0144-33-5454 

  北海道中小企業団体中央会 011-231-1780 

 ☆ 財団法人北海道中小企業総合支援センター 011-232-2402 

  財団法人さっぽろ産業振興財団 011-200-5511 

  社団法人北海道中小企業診断士会 011-241-8556 

  北海道銀行 011-233-1274 

  北海信用金庫 0134-27-7106 

  帯広信用金庫 0800-800-6100 

  旭川信用金庫 0166-26-1161 

  大地みらい信用金庫 0153-24-4104 

  空知信用金庫 0126-22-1164 

 ☆ 青森県商工会連合会 017-735-4331 

 ☆ 青森商工会議所 017-734-1311 

  弘前商工会議所 0172-33-4111 

 ☆ 八戸商工会議所 0178-43-5111 

  青森県中小企業団体中央会 017-777-2325 

  財団法人21あおもり産業総合支援センター 017-777-4066 

  八戸信用金庫 0178-44-3517 

 ☆ 岩手県商工会連合会 019-622-4165 

 ☆ 盛岡商工会議所 019-624-5880 

  水沢商工会議所 0197-24-3141 

  岩手県中小企業団体中央会 019-624-1363 

  財団法人いわて産業振興センター 019-631-3826 

 ☆ 宮城県商工会連合会 022-225-8751 

  大河原町商工会 0224-53-1260 

 ☆ 仙台商工会議所 022-265-8181 

  気仙沼商工会議所 0226-22-4600 

  宮城県中小企業団体中央会 022-222-5560 

  仙北信用組合 0228-32-3014 

 ☆ 秋田県商工会連合会 018-863-8495 

 ☆ 秋田商工会議所 018-866-6677 

  北秋田市商工会 0186-62-1850 

  秋田県中小企業団体中央会 018-863-8701 

  財団法人あきた企業活性化センター 018-860-5611 

  北都銀行 018-825-5381 

 ☆ 山形県商工会連合会 023-646-7211 

 ☆ 山形商工会議所 023-622-4666 

  酒田商工会議所 0234-22-9311  

  米沢商工会議所 0238-21-5111 

  山形県中小企業団体中央会 023-647-0360 

  財団法人山形県企業振興公社 023-647-0663 

  北郡信用組合 0237-55-5580 

  山形大学 0238-26-3030 

 ☆ 福島県商工会連合会 024-525-3411 

 ☆ 福島商工会議所 024-536-5511

機　関　名 電話番号 都道府県 

  郡山商工会議所 024-921-2620 

 ☆ いわき商工会議所 0246-25-9152 

  福島県中小企業団体中央会 024-536-1268 

  財団法人福島県産業振興センター 024-525-4034 

  いわき信用組合 0246-92-4123 

 ☆ 茨城県商工会連合会 029-224-2635 

 ☆ 水戸商工会議所 029-224-3315 

  茨城県中小企業団体中央会 029-224-8030 

  財団法人茨城県中小企業振興公社 029-224-5339 

  株式会社つくば研究支援センター 029-858-6000 

 ☆ 栃木県商工会連合会 028-637-3731 

 ☆ 宇都宮商工会議所 028-637-3131 

  小山商工会議所 0285-22-0253 

  佐野商工会議所 0283-22-5511 

  栃木県中小企業団体中央会 028-635-2300 

  財団法人栃木県産業振興センター 028-670-2603 

  群馬県商工会連合会 027-231-9779 

  高崎商工会議所 027-361-5171 

  太田商工会議所 0276-45-2121 

  群馬県中小企業団体中央会 027-232-4123 

 ☆ 財団法人群馬県産業支援機構 027-255-6503 

  特定非営利活動法人北関東産官学研究会 0277-46-1060 

  埼玉県商工会連合会 048-641-3613 

  川越商工会議所 049-229-1850 

  川口商工会議所 048-228-2220 

 ☆ さいたま商工会議所 048-641-0084 

  草加商工会議所 048-928-8111 

  埼玉県中小企業団体中央会 048-641-1315 

 ☆ 財団法人埼玉県中小企業振興公社 048-647-4085 

  埼玉りそな銀行 0120-22-7998 

 ☆ 千葉県商工会連合会 043-242-3361 

  匝瑳市商工会 0479-72-2528 

  勝浦市商工会 0470-73-0199 

 ☆ 千葉商工会議所 043-227-4103 

  千葉県中小企業団体中央会 043-242-3277 

  財団法人千葉県産業振興センター 043-299-2901 

 ☆ 東京都商工会連合会 042-525-6951 

 ☆ 東京商工会議所 03-3283-7700 

  財団法人東京都中小企業振興公社 03-3251-7881 

  西武信用金庫 03-3384-6111 

  多摩信用金庫 042-526-7728 

  東京東信用金庫 03-5610-1129 

  神奈川県商工会連合会 045-633-5079 

  横浜商工会議所 045-671-7456 

  川崎商工会議所 044-211-4111 

  小田原箱根商工会議所 0465-23-1811 

 ☆ 相模原商工会議所 042-753-8135 

 ☆ 神奈川県中小企業団体中央会 045-633-5132 

 ☆ 財団法人神奈川産業振興センター 045-633-5202 

  新潟県商工会連合会 025-283-1311 

 ☆ 新潟商工会議所 025-290-4411 

  上越商工会議所 025-525-1185 

  長岡商工会議所 0258-32-4500

機　関　名 電話番号 

地域力連携拠 点問い合わせ先  地 域 力 連 携 拠 点 問 い 合 わ せ 先  

北海道 

青森県 

岩手県 

宮城県 

秋田県 

山形県 

福島県 

新潟県 

神奈川県 

東京都 

千葉県 

埼玉県 

群馬県 

栃木県 

茨城県 

福島県 

☆印は、「事業承継支援センター」を併設 



都道府県 

  新潟県中小企業団体中央会 025-267-1100 

  財団法人にいがた産業創造機構 025-246-0038 

  長野県商工会連合会 026-228-2153 

 ☆ 長野商工会議所 026-227-2428 

 ☆ 松本商工会議所 0263-32-5355 

  長野県中小企業団体中央会 026-228-1171 

  財団法人長野県中小企業振興センター 026-227-5029 

  財団法人上田繊維科学振興会(AREC) 0268-21-4377 

  財団法人長野経済研究所 026-224-0501 

  長野県農業協同組合中央会 026-236-2017 

 ☆ 山梨県商工会連合会 055-235-2115 

  甲府商工会議所 055-233-2243 

  山梨県中小企業団体中央会 055-237-3215 

 ☆ 財団法人やまなし産業支援機構 055-243-1888 

  山梨中央銀行 055-224-1091 

  都留信用組合 0555-22-2131 

 ☆ 静岡県商工会連合会 054-255-9811 

  静岡商工会議所 054-253-5113 

 ☆ 浜松商工会議所 053-452-1115 

  三島商工会議所 055-975-4441 

  静岡県中小企業団体中央会 054-254-1511 

 ☆ 財団法人しずおか産業創造機構 054-273-4434 

  静岡銀行 054-346-2414 

  浜松信用金庫 053-475-6813 

 ☆ 愛知県商工会連合会 052-203-8122 

 ☆ 名古屋商工会議所 052-223-5751 

  一宮商工会議所 0586-82-8200 

 ☆ 愛知県中小企業団体中央会 052-229-0579 

  財団法人あいち産業振興機構 052-231-6366 

  株式会社サイエンス・クリエイト 0532-44-1111 

 ☆ 岐阜県商工会連合会 058-274-9723 

  高山北商工会 0577-72-4130 

 ☆ 岐阜商工会議所 058-264-2135 

  大垣商工会議所 0584-78-9111 

  多治見商工会議所 0572-25-5000 

  各務原商工会議所 058-382-7101 

  財団法人岐阜県産業経済振興センター 058-277-1084 

 ☆ 三重県商工会連合会 059-225-3161 

  木曽岬町商工会 0567-68-1183 

  紀北町商工会 05974-7-0576 

  尾鷲商工会議所 0597-22-2611 

 ☆ 四日市商工会議所 059-352-8290 

  財団法人三重県産業支援センター 059-228-3585 

 ☆ 富山県商工会連合会 076-441-2716 

  城端商工会 0763-62-2163 

 ☆ 富山商工会議所 076-423-1175 

  高岡商工会議所 0766-23-5000 

  富山県中小企業団体中央会 076-424-3686 

  財団法人富山県新世紀産業機構 076-444-5605 

 ☆ 石川県商工会連合会 076-268-7300 

 ☆ 金沢商工会議所 076-263-1161 

  輪島商工会議所 0768-22-7777 

  加賀商工会議所 0761-73-0001 

 

機　関　名 電話番号 都道府県 

  石川県中小企業団体中央会 076-267-7711 

  財団法人石川県産業創出支援機構 076-267-1244 

 ☆ 福井県商工会連合会 0776-23-3658 

  坂井市商工会 0776-66-3324 

  わかさ東商工会 0770-45-0222 

 ☆ 福井商工会議所 0776-33-8283 

  敦賀商工会議所 0770-22-2611 

  武生商工会議所 0778-23-2020 

  財団法人ふくい産業支援センター 0776-67-7400 

 ☆ 滋賀県商工会連合会 077-511-1471 

  米原市商工会 0749-52-0632 

 ☆ 大津商工会議所 077-511-1504 

  彦根商工会議所 0749-22-4551 

  滋賀県中小企業団体中央会 077-511-1430 

  財団法人滋賀県産業支援プラザ 077-511-1413 

 ☆ 京都府商工会連合会 0120-175-315 

  京丹後市商工会 0772-62-0342 

  長岡京市商工会 075-951-8029 

 ☆ 京都商工会議所 075-212-6470 

  財団法人京都産業21 075-315-8660 

  大阪府商工会連合会 06-6947-4340 

 ☆ 大阪商工会議所 06-6944-6471 

  堺商工会議所 072-258-5581 

  東大阪商工会議所 06-6722-1176 

  豊中商工会議所 06-6845-8004 

  北大阪商工会議所 072-843-5302 

  大阪府中小企業団体中央会 06-6947-4372 

 ☆ 兵庫県商工会連合会 078-371-1362 

  南あわじ市商工会 0799-42-4721 

  神戸商工会議所 078-367-2010 

  姫路商工会議所 079-223-6557 

  尼崎商工会議所 06-6411-2254 

  兵庫県中小企業団体中央会 078-331-2045 

 ☆ 財団法人ひょうご産業活性化センター 078-230-8149 

 ☆ 奈良県商工会連合会 0742-22-4412 

  広陵町商工会 0745-55-3535 

  宇陀商工会 0745-82-2211 

 ☆ 奈良商工会議所 0742-26-6222 

  奈良県中小企業団体中央会 0742-22-3200 

  財団法人奈良県中小企業支援センター 0742-36-8312 

 ☆ 和歌山県商工会連合会 073-432-4661 

 ☆ 和歌山商工会議所 073-422-1111 

  田辺商工会議所 0739-22-5064 

  橋本商工会議所 0736-32-0004 

  紀州有田商工会議所 0737-83-4777 

  財団法人わかやま産業振興財団 073-432-3227 

 ☆ 鳥取県商工会連合会 0857-31-5555 

 ☆ 鳥取商工会議所 0857-32-8005 

  米子商工会議所 0859-22-5131  

  倉吉商工会議所 0858-22-2191  

 ☆ 島根県商工会連合会 0852-21-0651 

 ☆ 松江商工会議所 0852-32-0505   

  浜田商工会議所 0855-22-3025  

機　関　名 電話番号 

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 

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 

 

☆印は、「事業承継支援センター」を併設 



都道府県 

  出雲商工会議所 0853-25-3710 

  島根県中小企業団体中央会 0852-21-4809  

  財団法人しまね産業振興財団 0852-60-5115 

 ☆ 岡山県商工会連合会 086-224-4341  

  浅口商工会 0865-44-3211  

  真庭商工会 0867-52-3360 

 ☆ 岡山商工会議所 086-232-2266 

  倉敷商工会議所 086-424-2111 

  津山商工会議所 0868-22-3141  

  岡山県中小企業団体中央会 086-224-2245 

 ☆ 広島県商工会連合会 082-247-0221 

  三次広域商工会 0824-44-3141 

 ☆ 広島商工会議所 082-222-6691  

  東広島商工会議所 082-420-0303   

  広島県中小企業団体中央会 082-228-0926 

  社団法人中国地域ニュービジネス協議会 082-221-2929  

  社団法人中小企業診断協会広島県支部 082-221-5031 

 ☆ 山口県商工会連合会 083-925-8888  

 ☆ 下関商工会議所 083-222-3333     

  宇部商工会議所 0836-37-5855 

 ☆ 山口商工会議所 083-925-2300     

  山口県中小企業団体中央会 083-922-2606  

 ☆ 徳島県商工会連合会 088-623-2014 

  徳島商工会議所 088-653-3211 

  徳島県中小企業団体中央会 088-654-4431 

 ☆ 財団法人とくしま産業振興機構 088-654-0101 

 ☆ 香川県商工会連合会 087-851-3182 

  さぬき市商工会 087-894-3888 

 ☆ 高松商工会議所 087-825-3516 

  丸亀商工会議所 0877-22-2371 

  香川県中小企業団体中央会 087-851-8311 

  財団法人かがわ産業支援財団 087-840-0391 

 ☆ 愛媛県商工会連合会 089-924-1103 

 ☆ 松山商工会議所 089-941-4111 

  宇和島商工会議所 0895-22-5555 

  今治商工会議所 0898-23-3939 

  八幡浜商工会議所 0894-22-3411 

  新居浜商工会議所 0897-33-5581 

  大洲商工会議所 0893-23-5150 

  愛媛県中小企業団体中央会 089-943-7285 

  財団法人えひめ産業振興財団 089-960-1100 

  財団法人東予産業創造センター 0897-66-1111 

  株式会社西条産業情報支援センター 0897-53-0010 

 ☆ 高知県商工会連合会 088-846-2111 

 ☆ 高知商工会議所 088-875-1177 

  高知県中小企業団体中央会 088-845-8870 

  財団法人高知県産業振興センター 088-846-0175 

 ☆ 福岡県商工会連合会 092-622-7708 

  筑紫野市商工会 092-922-2361 

 ☆ 福岡商工会議所 092-441-2161 

  久留米商工会議所 0942-33-0213 

 ☆ 北九州商工会議所 093-541-0188 

  財団法人福岡県中小企業振興センター 092-622-5432

機　関　名 電話番号 都道府県 

  財団法人福岡県産業･科学技術振興財団 092-725-2729 

  社団法人中小企業診断協会福岡県支部 092-624-0606 

  福岡ひびき信用金庫 093-661-2412 

  大川信用金庫 0944-86-6922 

 ☆ 佐賀県商工会連合会 0952-26-6104 

  基山町商工会 0942-92-2653 

 ☆ 佐賀商工会議所 0952-24-5158 

  佐賀県中小企業団体中央会 0952-23-4598 

  財団法人佐賀県地域産業支援センター 0952-34-4416 

 ☆ 長崎県商工会連合会 095-824-5413 

  雲仙市商工会 0957-36-3911 

 ☆ 長崎商工会議所 095-822-0111 

 ☆ 佐世保商工会議所 0956-22-6121 

  長崎県中小企業団体中央会 095-826-3201 

  財団法人長崎県産業振興財団 095-820-3091 

 ☆ 熊本県商工会連合会 096-325-5161 

  山鹿市商工会 0968-46-2141 

 ☆ 熊本商工会議所 096-354-6688 

  八代商工会議所 0965-32-6191 

  荒尾商工会議所 0968-62-1211 

  熊本県中小企業団体中央会 096-325-3642 

  熊本市農業協同組合 096-372-6877 

  あしきた農業協同組合 0966-82-5877 

  あまくさ農業協同組合 090-6770-2394 

 ☆ 大分県商工会連合会 097-534-9507 

  中津市しもげ商工会 0979-54-2073 

  豊後大野市商工会 0974-22-1193 

  佐伯市あまべ商工会 0972-33-0217 

  大分商工会議所 097-536-3258 

  大分県中小企業団体中央会 097-536-6331 

 ☆ 財団法人大分県産業創造機構 097-537-9111 

 ☆ 宮崎県商工会連合会 0985-24-2057 

  国富町商工会 0985-36-6004 

  都城商工会議所 0986-23-0001 

 ☆ 宮崎商工会議所 0985-22-2161 

  財団法人宮崎県産業支援財団 0985-74-3850 

 ☆ 鹿児島県商工会連合会 099-226-3773 

 ☆ 鹿児島商工会議所 099-225-9533 

  鹿屋商工会議所 0994-42-3135 

  霧島商工会議所 0995-45-2552 

  鹿児島県中小企業団体中央会 099-222-9258 

  財団法人かごしま産業支援センター 099-219-1529 

 ☆ 沖縄県商工会連合会 098-859-6150 

  石垣市商工会 0980-82-2672 

  名護市商工会 0980-52-4243 

  宜野湾市商工会 098-897-0111 

 ☆ 那覇商工会議所 098-868-3710 

 ☆ 財団法人沖縄県産業振興公社 098-859-6238 

  沖縄銀行 098-867-2141 

  琉球銀行 098-860-1216 

  沖縄県農業協同組合 098-831-5163

機　関　名 電話番号 

本制度に関するお問い合わせは、全国拠点までどうぞ。 
地域力連携拠点事業 全国拠点　 
中小企業基盤整備機構 小規模企業支援室　　   0120-21-9410
受付時間  土・日・祝を除く、午前9：30～午後6：00（午後12：00～ 1：00を除く） 

広島県 

山口県 

徳島県 

香川県 

島根県 

岡山県 

高知県 

愛媛県 

福岡県 

沖縄県 

鹿児島県 

宮崎県 

大分県 

熊本県 

長崎県 

佐賀県 

福岡県  

☆印は、「事業承継支援センター」を併設 




