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第 3 回経営発達支援計画 認定商工会・商工会議所（７０件（８８単会）） 

（第２次認定） 

都道府県 商工会・商工会議所名 法人番号 備考 

北海道（6 件（6 単会）） 北斗市商工会 法人番号 5440005000673  

鹿部商工会 法人番号 7440005000894  

上ノ国町商工会 法人番号 4440005001961  

奥尻商工会 法人番号 9440005002113  

鶴居村商工会 法人番号 1460005000444  

中標津町商工会 法人番号 6462505000027  

青森県（1 件（1 単会）） 野辺地町商工会 法人番号 1420005006123  

宮城県（4 件（4 単会）） みやぎ仙台商工会 法人番号 2370005001574  

みやぎ北上商工会 法人番号 2370405000143  

丸森町商工会 法人番号 1370105001079  

東松島市商工会 法人番号 7370305000783  

秋田県（2 件（2 単会）） 湖東３町商工会 法人番号 4410005001394  

能代商工会議所 法人番号 9410005003717  

山形県（2 件（2 単会）） 寒河江市商工会 法人番号 2390005007727  

遊佐町商工会 法人番号 2390005003024  

福島県（2 件（2 単会）） 郡山商工会議所 法人番号 9380005002607  

須賀川商工会議所 法人番号 9380005005394  

群馬県（5 件（5 単会）） 富士見商工会 法人番号 4070005000084  

桐生市新里商工会 法人番号 6070005005148  

高崎市群馬商工会 法人番号 8070005002894  

高崎市吉井商工会 法人番号 5070005002443  

長野原町商工会 法人番号 6070005007747  

新潟県（1 件（1 単会）） 十日町商工会議所 法人番号 3110005010170  

山梨県（1 件（1 単会）） 富士吉田商工会議所 法人番号 7090005004122  

長野県（1 件（5 単会）） 上松町商工会 

大桑村商工会 

南木曽商工会 

木曽町商工会 

木祖村商工会 

法人番号 8100005007683 

法人番号 4100005007687 

法人番号 5100005007686 

法人番号 5100005007736 

法人番号 6100005007685 

共同申請 

富山県（1 件（1 単会）） 庄川町商工会 法人番号 7230005005477  

石川県（5 件（5 単会）） 能登鹿北商工会 法人番号 2220005005706  

能美市商工会 法人番号 3220005004351  

野々市市商工会 法人番号 2220005002141  

富来商工会 法人番号 5220005005232  

白山商工会議所 法人番号 5220005002667  

岐阜県（8 件（12 単会）） 高山北商工会 法人番号 1200005010254  

北飛騨商工会 法人番号 6200005010497  

海津市商工会 法人番号 4200005005788  

岐南町商工会 法人番号 5200005003493  
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垂井町商工会 法人番号 2200005004263  

安八町商工会 法人番号 5200005004260  

小坂町商工会 

荻原町商工会 

下呂市馬瀬商工会 

下呂商工会 

金山町商工会 

法人番号 5200005010564 

法人番号 3200005010566 

法人番号 2200005010567 

法人番号 4200005010565 

法人番号 4200005010689 

共同申請 

白川村商工会 法人番号 1200005009783  

愛知県（3 件（3 単会）） 岡崎市六ツ美商工会 法人番号 7180305000910  

北名古屋市商工会 法人番号 2180005007772  

小牧商工会議所 法人番号 5180005008611  

三重県（3 件（3 単会）） 伊賀市商工会 法人番号 2190005006170  

小俣町商工会 法人番号 9190005005059  

名張商工会議所 法人番号 3190005006269  

福井県（1 件（1 単会）） 小浜商工会議所 法人番号 5210005008426  

滋賀県（2 件（7 単会）） 安土町商工会 

東近江市商工会 

法人番号 7160005006879 

法人番号 1160005007412 
共同申請 

愛荘町商工会 

稲枝商工会 

豊郷町商工会 

甲良町商工会 

多賀町商工会 

法人番号 5160005005734 

法人番号 4160005004976 

法人番号 1160005004979 

法人番号 5160005004975 

法人番号 6160005004974 

共同申請 

大阪府（1 件（1 単会）） 岸和田商工会議所 法人番号 4120105005787  

兵庫県（2 件（2 単会）） 稲美町商工会 法人番号 3140005009367  

神戸商工会議所 法人番号 4140005002899  

奈良県（4 件（9 単会）） 大和郡山市商工会 法人番号 2150005002842  

斑鳩町商工会 

平群町商工会 

三郷町商工会 

安堵町商工会 

法人番号 1150005003321 

法人番号 2150005003320 

法人番号 4150005003319 

法人番号 9150005003322 

共同申請 

王寺町商工会 

上牧町商工会 

河合町商工会 

法人番号 9150005005715 

法人番号 5150005005719 

法人番号 6150005005718 

共同申請 

十津川村商工会 法人番号 6150005007152  

広島県（5 件（5 単会）） 広島安佐商工会 法人番号 2240005003195  

五日市商工会 法人番号 1240005001679  

尾道しまなみ商工会 法人番号 3240005011602  

三次広域商工会 法人番号 3240005004647  

広島県央商工会 法人番号 6240005003679  

山口県（1 件（1 単会）） 宇部商工会議所 法人番号 2250005002188  

徳島県（1 件（1 単会）） 阿波市商工会 法人番号 6480005004018  

愛媛県（1 件（1 単会）） 鬼北町商工会 法人番号 4500005006467  
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高知県（3 件（3 単会）） 本山町商工会 法人番号 2490005004788  

越知町商工会 法人番号 5490005003515  

須崎商工会議所 法人番号 9490005003676  

福岡県（1 件（1 単会）） 築上町商工会 法人番号 6290805008212  

佐賀県（1 件（1 単会）） 佐賀市北商工会 法人番号 3300005004046  

熊本県（1 件（1 単会）） 菊陽町商工会 法人番号 8330005002562  

鹿児島県（1 件（1 単会）） 与論町商工会 法人番号 8340005004970  

 


