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第５回経営発達支援計画 認定商工会・商工会議所（300 件（331 単会）） 

 
都道府県 商工会・商工会議所名 法人番号 備考 

北海道（13 件（13 単会）） 函館市亀田商工会 法人番号 6440005000672   

えんがる商工会 法人番号 5460305001072   

湧別町商工会 法人番号 6460305001096   

室蘭商工会議所 法人番号 6430005009806   

美唄商工会議所 法人番号 7430005006736   

七飯町商工会 法人番号 5440005001275   

厚沢部商工会 法人番号 7440005001959   

乙部町商工会 法人番号 5440005001960   

せたな商工会 法人番号 1440005001683   

東神楽町商工会 法人番号 5450005000490   

東川町商工会 法人番号 4450005000491   

占冠村商工会 法人番号 1450005002144   

初山別村商工会 法人番号 7450005003161   
青森県（5 件（5 単会）） 三沢市商工会 法人番号 4420005006112   

深浦町商工会 法人番号 9420005004094   

七戸町商工会 法人番号 6420005006127   

三戸町商工会 法人番号 9420005003055   

十和田商工会議所 法人番号 9420005005654   
岩手県（8 件（8 単会）） 遠野商工会 法人番号 8400005003784   

葛巻町商工会 法人番号 4400005002757   

金ヶ崎町商工会 法人番号 5400605000358   

前沢商工会 法人番号 4400605000425   

住田町商工会 法人番号 7402705000104   

軽米町商工会 法人番号 4400005004753   

盛岡商工会議所 法人番号 8400005000831   

北上商工会議所 法人番号 5400005003639   
宮城県（15 件（15 単会）） 角田市商工会 法人番号 2370105001111   

岩沼市商工会 法人番号 9370805000109   

登米中央商工会 法人番号 8370405000146   

蔵王町商工会 法人番号 6370105001256   

七ヶ宿町商工会 法人番号 7370105001189   

村田町商工会 法人番号 5370105000127   

柴田町商工会 法人番号 6370105000126   

亘理山元商工会 法人番号 5370805000426   

利府松島商工会 法人番号 4370605000684   

大崎商工会 法人番号 4370205001380   

栗原南部商工会 法人番号 5370205001529   
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栗駒鶯沢商工会 法人番号 6370205001528   

女川町商工会 法人番号 2370305000623   

塩釜商工会議所 法人番号 1370605000175   

古川商工会議所 法人番号 8370205000040   

秋田県（3 件（3 単会）） 北秋田市商工会 法人番号 8410005003610   

横手商工会議所 法人番号 4410005004975   

湯沢商工会議所 法人番号 3410005002435   
山形県（8 件（8 単会）） 村山市商工会 法人番号 5390005005645   

東根市商工会 法人番号 5390005005934   

河北町商工会 法人番号 1390005007728   

朝日町商工会 法人番号 6390005007731   

大江町商工会 法人番号 7390005007730   

もがみ北部商工会 法人番号 6390005005603   

高畠町商工会 法人番号 7390005006501   

新庄商工会議所 法人番号 7390005005445   
福島県（9 件（26 単会）） 伊達市商工会 

保原町商工会 
法人番号 7380005002402 
法人番号 3380005002034 

共同申請 

只見町商工会 
柳津町商工会 
三島町商工会 
金山町商工会 
昭和村商工会 

法人番号 9380005009775 
法人番号 9380005009148 
法人番号 2380005009154 
法人番号 7380005009174 
法人番号 5380005009168 

共同申請 

会津美里町商工会 法人番号 1380005007984  

泉崎村商工会 
中島村商工会 
矢吹町商工会 

法人番号 6380005004696 
法人番号 7380005004695 
法人番号 4380005004698 

共同申請 

古殿町商工会 
石川町商工会 
玉川村商工会 
平田村商工会 
浅川町商工会 

法人番号 1380005005393 
法人番号 9380005005386 
法人番号 4380005005390 
法人番号 2380005005392 
法人番号 1380005005385 

共同申請 

三春町商工会 
小野町商工会 
滝根町商工会 
大越町商工会 
都路町商工会 
常葉町商工会 
船引町商工会 

法人番号 6380005003401 
法人番号 3380005003429 
法人番号 9380005003431 
法人番号 1380005003430 
法人番号 3380005003404 
法人番号 4380005003403 
法人番号 5380005003402 

共同申請 

福島商工会議所 法人番号 7380005000587   

白河商工会議所 法人番号 2380005004691   
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二本松商工会議所 法人番号 1380005003934   

茨城県（12 件（12 単会）） 常総市商工会 法人番号 5050005009556   

鹿嶋市商工会 法人番号 4050005006042   

潮来市商工会 法人番号 4050005006414   

桜川市商工会 法人番号 2050005010087   

神栖市商工会 法人番号 5050005006041   

行方市商工会 法人番号 7050005006411   

鉾田市商工会 法人番号 7050005006675   

水戸市内原商工会 法人番号 8050005000553   

阿見町商工会 法人番号 8050005003036   

土浦市新治商工会 法人番号 1050005003034   

利根町商工会 法人番号 7050005007707   

結城商工会議所 法人番号 6050005010471   

栃木県（1 件（1 単会）） 栃木商工会議所 法人番号 1060005005574   
群馬県（15 件（15 単会）） しぶかわ商工会 法人番号 7070005008356   

桐生市黒保根商工会 法人番号 5070005005149   

高崎市倉渕商工会 法人番号 8070005002440   

榛東村商工会 法人番号 5070005005628   

富岡市妙義商工会 法人番号 9070005003529   

安中市松井田商工会 法人番号 7070005003233   

川場村商工会 法人番号 6070005006939   

みなかみ町商工会 法人番号 1070005007438   

玉村町商工会 法人番号 5070005004217   

みどり市商工会 法人番号 5070005009018   

板倉町商工会 法人番号 5070005006592   

明和町商工会 法人番号 6070005006591   

千代田町商工会 法人番号 1070005005920   

大泉町商工会 法人番号 9070005005921   

邑楽町商工会 法人番号 3070005005919   
埼玉県（9 件（9 単会）） 東松山市商工会 法人番号 5030005011324   

戸田市商工会 法人番号 9030005003045   

蓮田市商工会 法人番号 5030005002851   

三芳町商工会 法人番号 6030005008443   

鶴ヶ島市商工会 法人番号 2030005010881   

白岡市商工会 法人番号 3030005004791   

松伏町商工会 法人番号 2030005010527   

さいたま商工会議所 法人番号 8030005001355   

本庄商工会議所 法人番号 8030005009340   
千葉県（2 件（2 単会）） 船橋商工会議所 法人番号 9040005003085   

佐原商工会議所 法人番号 3040005013370   
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東京都（3 件（3 単会）） 新島村商工会 法人番号 3010005015031   

東京商工会議所 法人番号 4010005003976   

立川商工会議所 法人番号 9012805000017   
神奈川県（1 件（1 単会）） 寒川町商工会 法人番号 5021005001662   

新潟県（27 件（36 単会）） 新潟西商工会 法人番号 9110005000892   

酒屋町商工会 法人番号 5110005000888   

関原地区商工会 
二和地区商工会 
三島町商工会 
和島村商工会 
出雲崎町商工会 

法人番号 8110005011115 
法人番号 8110005011123 
法人番号 2380005009154 
法人番号 5110005011381 
法人番号 7110005006727 

共同申請 

見附商工会 法人番号 2110005012580   

柏崎商工会議所 法人番号 9110005006733   

両津商工会 法人番号 1110005014009   

小千谷商工会議所 法人番号 4110005012802   

糸魚川商工会議所 法人番号 6110005010787   

新井商工会議所 法人番号 6110005009747   

豊栄商工会 法人番号 2110005002326   

京ヶ瀬商工会 法人番号 7110005003708   

加治川商工会 法人番号 5110005004633   

栄商工会 法人番号 3110005005617   

中之島町商工会 法人番号 9110005012104   

鹿瀬商工会 法人番号 5110005003478   

越路町商工会 
山古志商工会 
川口町商工会 
小国町商工会 

法人番号 9110005011378 
法人番号 8110005011379 
法人番号 5110005012801 
法人番号 8110005012138 

共同申請 

与板町商工会 法人番号 6110005011380   

広神商工会 法人番号 2110005013587   

川西商工会 法人番号 2110005010171   

刈羽村商工会 法人番号 6110005006728   

安塚商工会 
浦川原商工会 
大島商工会 

法人番号 6110005009227 
法人番号 8110005009225 
法人番号 7110005009226 

共同申請 

松代町商工会 法人番号 8110005010174   

妙高商工会 法人番号 5110005009748   

青海町商工会 法人番号 8110005010785   

関川村商工会 法人番号 3110005007836   

相川町商工会 法人番号 2110005014008   

佐和田商工会 法人番号 3110005014007   
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富山県（2 件（2 単会）） 上市町商工会 法人番号 1230005002249   

魚津商工会議所 法人番号 9230005003545   
石川県（1 件（1 単会）） 七尾商工会議所 法人番号 1220005005203   
福井県（2 件（2 単会）） 永平寺町商工会 法人番号 3210005005284   

越前町商工会 法人番号 6210005008284   
山梨県（3 件（3 単会）） 大月市商工会 法人番号 4090005003201   

北杜市商工会 法人番号 7090005005021   

早川町商工会 法人番号 6090005005658   
長野県（13 件（13 単会）） 長野市商工会 法人番号 7100005001761   

伊那市商工会 法人番号 1100005008886   

佐久穂町商工会 法人番号 2100005003787   

御代田町商工会 法人番号 5100005003017   

原村商工会 法人番号 1100005008300   

辰野町商工会 法人番号 1100005009348   

飯島町商工会 法人番号 6100005009178   

南箕輪村商工会 法人番号 3100005008884   

松本市波田商工会 法人番号 5100005006143   

山形村商工会 法人番号 4100005006144   

松川村商工会 法人番号 7100005007420   

高山村商工会 法人番号 6100005002414   

飯綱町商工会 法人番号 3100005002268   

岐阜県（7 件（9 単会）） 大垣市赤坂商工会 
大垣市上石津商工会 
大垣市墨俣商工会 

法人番号 8200005004258 
法人番号 8200005004266 
法人番号 7200005004259 

共同申請 

関市西商工会 法人番号 8200005008093   

瑞穂市商工会 法人番号 7200005003376   

川辺町商工会 法人番号 1200005007135   

七宗町商工会 法人番号 4200005007157   

高山商工会議所 法人番号 7200005009778   

神岡商工会議所 法人番号 8200005010314   

静岡県（10 件（10 単会）） 奥浜名湖商工会 法人番号 6080405004228   

磐田市商工会 法人番号 1080405005726   

浜北商工会 法人番号 3080405003579   

伊豆の国市商工会 法人番号 1080105001950   

岡部町商工会 法人番号 1080005005878   

新居町商工会 法人番号 6080405001398   

三島商工会議所 法人番号 9080105002363   

下田商工会議所 法人番号 6080105004370   

焼津商工会議所 法人番号 9080005005417   

藤枝商工会議所 法人番号 9080005005879   
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愛知県（12 件（12 単会）） 守山商工会 法人番号 9180005004284   

尾張旭市商工会 法人番号 9180005008970   

高浜市商工会 法人番号 9180305005148   

豊山町商工会 法人番号 1180005005653   

祖父江町商工会 法人番号 9180005010555   

一色町商工会 法人番号 3180305007249   

名古屋商工会議所 法人番号 3180005004298   

豊橋商工会議所 法人番号 1180305002301   

刈谷商工会議所 法人番号 4180305005103   

常滑商工会議所 法人番号 1180005011882   

江南商工会議所 法人番号 7180005011258   

東海商工会議所 法人番号 1180005012583   
三重県（2 件（2 単会）） 木曽岬町商工会 法人番号 1190005007822   

四日市商工会議所 法人番号 6190005008873   
滋賀県（1 件（1 単会）） 彦根商工会議所 法人番号 8160005004980   
京都府（7 件（7 単会）） 長岡京市商工会 法人番号 5130005006339   

井手町商工会 法人番号 7130005008837   

京北商工会 法人番号 7130005005710   

京都商工会議所 法人番号 4130005004789   

舞鶴商工会議所 法人番号 7130005011469   

宇治商工会議所 法人番号 1130005006838   

宮津商工会議所 法人番号 6130005009423   
大阪府（3 件（3 単会）） 大阪商工会議所 法人番号 9120005004174   

池田商工会議所 法人番号 6120905003328   

大東商工会議所 法人番号 3122005001719   

兵庫県（2 件（2 単会）） たつの市商工会 法人番号 3140005007899   

播磨町商工会 法人番号 2140005009368   
奈良県（1 件（1 単会）） 橿原商工会議所 法人番号 5150005004778   

和歌山県（1 件（1 単会）） 下津町商工会 法人番号 3170005002179   
鳥取県（1 件（1 単会）） 米子商工会議所 法人番号 6270005003197   

島根県（5 件（5 単会）） 雲南市商工会 法人番号 6280005006463   

東出雲町商工会 法人番号 9280005000629   

斐川町商工会 法人番号 9280005002815   

美郷町商工会 法人番号 4280005005005   

吉賀町商工会 法人番号 2280005005584   

岡山県（5 件（5 単会）） 岡山南商工会 法人番号 3260005002574   

つくぼ商工会 法人番号 9260005004788   

真備船穂商工会 法人番号 1260005004746   

鏡野町商工会 法人番号 9260005006660   

玉島商工会議所 法人番号 9260005003798   
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広島県（9 件（9 単会）） 高陽町商工会 法人番号 9240005001671   

沼田町商工会 法人番号 4240005001668   

呉広域商工会 法人番号 3240005006379   

福山北商工会 法人番号 9240005009970   

大野町商工会 法人番号 6240005007135   

安芸太田町商工会 法人番号 9240005004575   

大崎上島町商工会 法人番号 2240005010547   

福山商工会議所 法人番号 1240005007833   

三次商工会議所 法人番号 8240005004642   

山口県（9 件（9 単会）） 萩阿武商工会 法人番号 9250005004921   

ながと大津商工会 法人番号 7250005004634   

大畠商工会 法人番号 5250005006855   

田布施町商工会 法人番号 4250005006939   

鹿野町商工会 法人番号 5250005005238   

くすのき商工会 法人番号 6250005002556   

山陽商工会議所 法人番号 8250005002488   

光商工会議所 法人番号 3250005005850   

小野田商工会議所 法人番号 2250005002329   

徳島県（3 件（3 単会）） 石井町商工会 法人番号 5480005001189   

徳島商工会議所 法人番号 3480005000622   

阿波池田商工会議所 法人番号 6480005005445   

香川県（4 件（4 単会）） 高松市牟礼庵治商工会 法人番号 9470005002077   

琴平町商工会 法人番号 6470005002914   

観音寺商工会議所 法人番号 5470005003797   

善通寺商工会議所 法人番号 7470005002863   

愛媛県（2 件（2 単会）） 松前町商工会 法人番号 3500005001782   

保内町商工会 法人番号 4500005003638   
高知県（8 件（8 単会）） 室戸市商工会 法人番号 2490005005704   

土佐市商工会 法人番号 8490005003462   

土佐地区商工会 法人番号 3490005004837   

仁淀川町商工会 法人番号 4490005003623   

中土佐町商工会 法人番号 6490005003720   

梼原町商工会 法人番号 8490005003784   

日高村商工会 法人番号 4490005003433   

高知商工会議所 法人番号 5490005000396   

福岡県（9 件（9 単会）） 志賀商工会 法人番号 8290005002542   

小郡市商工会 法人番号 7290005010629   

春日市商工会 法人番号 3290005006804   

志免町商工会 法人番号 3290005006192   

久山町商工会 法人番号 8290005003029   
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大刀洗町商工会 法人番号 4290005010631   

みやこ町商工会 法人番号 6290805007148   

上毛町商工会 法人番号 7290805006322   

中間商工会議所 法人番号 5290805004906   

佐賀県（3 件（3 単会）） 嬉野市商工会 法人番号 2300005004030   

白石町商工会 法人番号 8300005003984   

鹿島商工会議所 法人番号 1300005003479   
長崎県（7 件（7 単会）） 諫早市商工会 法人番号 3310005008137   

松浦市福鷹商工会 法人番号 1310005006448   

壱岐市商工会 法人番号 2310005005952   

琴海商工会 法人番号 9310005001838   

有明町商工会 法人番号 4310005005224   

佐々町商工会 法人番号 1310005003354   

諫早商工会議所 法人番号 1310005004518   
熊本県（7 件（7 単会）） 山鹿市商工会 法人番号 2330005003459   

宇城市商工会 法人番号 8330005005788   

熊本市河内商工会 法人番号 3330005001643   

山都町商工会 法人番号 5330005004017   

玉名商工会議所 法人番号 7330005004139   

山鹿商工会議所 法人番号 6330005003257   

牛深商工会議所 法人番号 6330005006953   

大分県（8 件（8 単会）） 中津市しもげ商工会 法人番号 2320005008087   

佐伯市あまべ商工会 法人番号 6320005005832   

国東市商工会 法人番号 3320005008235   

玖珠町商工会 法人番号 6320005007399   

日田商工会議所 法人番号 1320005006967   

佐伯商工会議所 法人番号 3320005005364   

竹田商工会議所 法人番号 5320005005882   

宇佐商工会議所 法人番号 1320005004203   
宮崎県（13 件（13 単会）） 清武町商工会 法人番号 1350005000637   

北郷町商工会 法人番号 4350005004214   

高岡町商工会 法人番号 5350005000955   

新富町商工会 法人番号 6350005002298   

美郷町商工会 法人番号 2350005005585   

椎葉村商工会 法人番号 5350005002662   

高千穂町商工会 法人番号 5350005003256   

日之影町商工会 法人番号 6350005003354   

都城商工会議所 法人番号 4350005003760   

宮崎商工会議所 法人番号 2350005000636   

日向商工会議所 法人番号 4350005002449   
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小林商工会議所 法人番号 9350005004507   

串間商工会議所 法人番号 2350005004323   
鹿児島県（6 件（9 単会）） かのや市商工会 法人番号 9340005007691   

西之表市商工会 
中種子町商工会 
南種子町商工会 

法人番号 4340005004215 
法人番号 3340005004216 
法人番号 2340005004217 

共同申請 

伊佐市商工会 法人番号 1340005005059   

さつま町商工会 法人番号 4340005003885   

宇検村商工会 
瀬戸内町商工会 

法人番号 5340005004800 
法人番号 1340005004878 

共同申請 

鹿児島商工会議所 法人番号 1340005001545   

沖縄県（3 件（3 単会）） 伊江村商工会 法人番号 9360005003391   

久米島商工会 法人番号  4360005001722   

八重瀬町商工会 法人番号 7360005001496  

 


