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第６回経営発達支援計画 認定商工会・商工会議所（298 件（312 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）） いわみざわ商工会 法人番号 3430005006731  

置戸町商工会 法人番号 4460305000199  

興部町商工会 法人番号 3450005003520  

松前商工会 法人番号 2440005000718  
白糠町商工会 法人番号 7460005000447  

砂原商工会 法人番号 5440005001804  
留寿都商工会 法人番号 3430005008372  
赤井川村商工会 法人番号 2430005008126  

雨竜町商工会 法人番号 7430005007478  
鷹栖町商工会 法人番号 9450005000487  

音威子府村商工会 法人番号 1450005002367  
小平町商工会 法人番号 2450005003158  

天塩商工会 法人番号 4450005002983  
青森県（17 件（17 単会）） つがる市商工会 法人番号 4420005003919  

板柳町商工会 法人番号 6420005003520  

金木商工会 法人番号 2420005003805  
鶴田町商工会 法人番号 8420005003519  

市浦商工会 法人番号 1420005003871  
六戸町商工会 法人番号 2420005005652  
横浜町商工会 法人番号 5420005006607  

六ヶ所村商工会 法人番号 9420005006124  
おいらせ町商工会 法人番号 8420005006199  

大畑町商工会 法人番号 7420005006282  
東通村商工会 法人番号 6420005006283  

風間浦村商工会 法人番号 2420005006287  
佐井村商工会 法人番号 1420005006288  
五戸町商工会 法人番号 7420005003429  

階上町商工会 法人番号 6420005003033  
南郷商工会 法人番号 7420005003032  

弘前商工会議所 法人番号 8420005004418  
岩手県（3 件（3 単会）） 雫石商工会 法人番号 3400005002329  

一戸町商工会 法人番号 8400005004717  

花巻商工会議所 法人番号 7400005003042  
宮城県（4 件（4 単会）） 川崎町商工会 法人番号 6370105001025  

南三陸商工会 法人番号 4370505000297  
石巻商工会議所 法人番号 5370305000620  

白石商工会議所 法人番号 5370105001380  

別紙 
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秋田県（2 件（2 単会）） 潟上市商工会 法人番号 7410005001730  

にかほ市商工会 法人番号 1410005002222  
山形県（1 件（1 単会）） 大石田町商工会 法人番号 1390005005657  
福島県（6 件（13 単会）） 飯坂町商工会 

松川町商工会 
飯野町商工会 

法人番号 1380005000584 
法人番号 9380005000585 
法人番号 6380005001891 

共同申請 

下郷町商工会 
檜枝岐村商工会 
南会津町商工会 

法人番号 7380005009769 
法人番号 2380005009773 
法人番号 6380005010083 

共同申請 

西郷村商工会 
表郷商工会 
ひがし商工会 
大信商工会 

法人番号 1380005004692 
法人番号 9380005004693 
法人番号 8380005004694 
法人番号 5380005004697 

共同申請 

小高商工会 法人番号 2380005007265  

郡山商工会議所 法人番号 9380005002607  
原町商工会議所 法人番号 5380005007287  

茨城県（16 件（16 単会）） 龍ケ崎市商工会 法人番号 6050005007708  
常陸太田市商工会 法人番号 5050005008153  

常陸大宮市商工会 法人番号 8050005008381  
那珂市商工会 法人番号 2050005001706  
かすみがうら市商工会 法人番号 2050005003421  

小美玉市商工会 法人番号 5050005003666  
水戸市常澄商工会 法人番号 5050005000556  

城里町商工会 法人番号 6050005000555  
東海村商工会 法人番号 5050005001744  
日立市十王商工会 法人番号 1050005007497  

美浦村商工会 法人番号 7050005003037  
牛久市商工会 法人番号 3050005009013  

河内町商工会 法人番号 1050005007704  
境町商工会 法人番号 8050005004562  

古河商工会議所 法人番号 1050005005609  
下館商工会議所 法人番号 8050005009925  

栃木県（2 件（2 単会）） 足利商工会議所 法人番号 7060005006278  

真岡商工会議所 法人番号 8060005002763  
群馬県（5 件（5 単会）） 安中市商工会 法人番号 8070005003232  

高崎市榛名商工会 法人番号 6070005002442  
高崎市箕郷商工会 法人番号 5070005002955  
南牧村商工会 法人番号 1070005003552  

伊勢崎商工会議所 法人番号 9070005004213  
埼玉県（11 件（11 単会）） くまがや市商工会 法人番号 8030005014464  
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鴻巣市商工会 法人番号 2030005009668  

ふかや市商工会 法人番号 4030005014427  
入間市商工会 法人番号 3030005003876  
朝霞市商工会 法人番号 7030005007007  

伊奈町商工会 法人番号 3030005006268  
日高市商工会 法人番号 8030005014794  

嵐山町商工会 法人番号 5030005011605  
児玉商工会 法人番号 7030005009341  
秩父商工会議所 法人番号 2030005015195  

所沢商工会議所 法人番号 3030005003604  
千葉県（1 件（1 単会）） 八千代商工会議所 法人番号 6040005003484  

東京都（1 件（1 単会）） 三鷹商工会 法人番号 8012405001572 
 

神奈川県（5 件（5 単会）） 葉山町商工会 法人番号 2021005007654  

大磯町商工会 法人番号 7021005006684  
山北町商工会 法人番号 4021005006241  
愛甲商工会 法人番号 1021005003670  

津久井商工会 法人番号 8021005003136  
新潟県（5 件（9 単会）） 安田商工会 法人番号 2110005003704  

豊浦商工会 法人番号 1110005004637  
小出商工会 法人番号 8110005013581  
津南町商工会 法人番号 1110005010172 

 

牧商工会 
中郷商工会 
板倉商工会 
清里商工会 
三和商工会 

法人番号 2110005008166 
法人番号 6110005009623 
法人番号 5110005009541 
法人番号 3110005008165 
法人番号 4110005008164 

共同申請 

富山県（4 件（4 単会）） 富山市北商工会 法人番号 6230005003457  
富山市南商工会 法人番号 5230005003458  
小矢部市商工会 法人番号 3230005007709  

南砺市商工会 法人番号 6230005005783  
石川県（7 件（7 単会）） 山中商工会 法人番号 8220005004297  

川北町商工会 法人番号 9220005002993  
美川商工会 法人番号 2220005002686  
野々市市商工会 法人番号 2220005002141  

宝達志水町商工会 法人番号 5220005005760  
穴水町商工会 法人番号 6220005006072  

門前町商工会 法人番号 7220005006071  
福井県（1 件（1 単会）） 坂井市商工会 法人番号 8210005005305  

山梨県（8 件（8 単会）） 甲州市商工会 法人番号 4090005004026  
中央市商工会 法人番号 6090005001203  
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南部町商工会 法人番号 1090005005927  

富士川町商工会 法人番号 7090005005954  
道志村商工会 法人番号 9090005003329  
西桂町商工会 法人番号 3090005004415  

小菅村商工会 法人番号 7090005003306  
丹波山村商工会 法人番号 3090005003202  

長野県（17 件（19 単会）） 南牧村商工会 法人番号 2100005003457  
佐久市望月商工会 法人番号 9100005003021  
立科町商工会 法人番号 1100005003020  

浅科商工会 法人番号 3100005003019  
真田町商工会 法人番号 2100005004356  

箕輪町商工会 法人番号 5100005009336  
中川村商工会 法人番号 8100005009176  

宮田村商工会 法人番号 7100005009177  
高森町商工会 法人番号 1100005010017  
豊丘村商工会 法人番号 9100005010018  

大鹿村商工会 法人番号 2100005010016  
美麻商工会 法人番号 9100005007419  

白馬商工会 法人番号 5100005007422  
坂城町商工会 法人番号 8100005004862  
木島平村商工会 
野沢温泉商工会 
栄村商工会 

法人番号 5100005004972 
法人番号 4100005004973 
法人番号 3100005004974 

共同申請 

小川村商工会 法人番号 9100005001867  

駒ヶ根商工会議所 法人番号 9100005009175  
岐阜県（3 件（3 単会）） 山県市商工会 法人番号 3200005002183  

多治見商工会議所 法人番号 4200005008329  

瑞浪商工会議所 法人番号 2200005008719  
静岡県（10 件（10 単会）） 天竜商工会 法人番号 7080405004111  

島田市商工会 法人番号 2080005005217  
御殿場市商工会 法人番号 5080105001138  
裾野市商工会 法人番号 3080105000595  

御前崎市商工会 法人番号 2080405005155  
東伊豆町商工会 法人番号 7080105004485  

清水町商工会 法人番号 2080105002361  
長泉町商工会 法人番号 1080105002362  

小山町商工会 法人番号 4080105001139  
熱海商工会議所 法人番号 6080105003934  

愛知県（12 件（12 単会）） 尾西商工会 法人番号 4180005009593  

知多市商工会 法人番号 8180005012585  
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あま市商工会 法人番号 2180005015313  

東郷町商工会 法人番号 4180005007325  
木曽川商工会 法人番号 3180005009594  
内海商工会 法人番号 2180005011799  

豊浜商工会 法人番号 1180005011800  
師崎商工会 法人番号 9180005011801  

岡崎市ぬかた商工会 法人番号 1180305000016  
みよし商工会 法人番号 5180305005969  
渥美商工会 法人番号 2180305002548  

犬山商工会議所 法人番号 2180005009166  
三重県（5 件（5 単会）） 楠町商工会 法人番号 7190005008872  

南伊勢町商工会 法人番号 6190005005375  
紀宝町商工会 法人番号 4190005003595  

上野商工会議所 法人番号 3190005005642  
尾鷲商工会議所 法人番号 3190005003786  

京都府（6 件（6 単会）） 向日市商工会 法人番号 6130005006338  

木津川市商工会 法人番号 9130005013918  
大山崎町商工会 法人番号 7130005006337  

宇治田原町商工会 法人番号 6130005008838  
南山城村商工会 法人番号 5130005008343  
福知山商工会議所 法人番号 6130005009943  

大阪府（2 件（2 単会）） 豊中商工会議所 法人番号 9120905004034  

松原商工会議所 法人番号 2120105004064  

兵庫県（6 件（6 単会）） 宍粟市商工会 法人番号 5140005007897  
吉川町商工会 法人番号 6140005006287  

福崎町商工会 法人番号 5140005014596  
香美町商工会 法人番号 5140005013012  
新温泉町商工会 法人番号 3140005013047  

五色町商工会 法人番号 7140005019156  
奈良県（2 件（2 単会）） 五條市商工会 法人番号 1150005007090  

田原本町商工会 法人番号 1150005004815  
島根県（4 件（4 単会）） 邑南町商工会 法人番号 5280005005012  

津和野町商工会 法人番号 9280005005586  

出雲商工会議所 法人番号 8280005002816  
安来商工会議所 法人番号 7280005002478  

岡山県（3 件（3 単会）） みまさか商工会 法人番号 4260005007548  
浅口商工会 法人番号 1260005005760  

和気商工会 法人番号 5260005008058  
広島県（10 件（10 単会）） 祇園町商工会 法人番号 7240005001673  

沼隈内海商工会 法人番号 9240005007297  
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広島県央商工会 法人番号 6240005003679  

黒瀬商工会 法人番号 7240005003678  
安芸津町商工会 法人番号 4240005004084  
神石高原商工会 法人番号 9240005009839  

庄原商工会議所 法人番号 2240005005241  
大竹商工会議所 法人番号 4240005007112  

竹原商工会議所 法人番号 9240005010292  
廿日市商工会議所 法人番号 4240005006881  

山口県（5 件（5 単会）） 大和商工会 法人番号 1250005005852  

平生町商工会 法人番号 3250005006881  
長門商工会議所 法人番号 4250005004744  

柳井商工会議所 法人番号 4250005006740  
新南陽商工会議所 法人番号 9250005005837  

徳島県（8 件（8 単会）） 大麻町商工会 法人番号 6480005003531  
美馬市商工会 法人番号 5480005005826  
三好市商工会 法人番号 6480005005817  

上勝町商工会 法人番号 4480005002279  
那賀町商工会 法人番号 3480005005010  

東みよし町商工会 法人番号 8480005005815  
鳴門商工会議所 法人番号 1480005003528  
吉野川商工会議所 法人番号 1480005002934  

香川県（5 件（5 単会）） 丸亀市飯綾商工会 法人番号 6470005003326  
三豊市商工会 法人番号 3470005004277  

土庄町商工会 法人番号 5470005004936  
小豆島町商工会 法人番号 6470005005041  

多度津商工会議所 法人番号 9470005002473  
愛媛県（12 件（12 単会）） しまなみ商工会 法人番号 3500005005560  

吉田三間商工会 法人番号 9500005006306  

北条商工会 法人番号 3500005001147  
西予市商工会 法人番号 6500005003363  

東温市商工会 法人番号 8500005002339  
久万高原町商工会 法人番号 2500005002427  
内子町商工会 法人番号 1500005002832  

伊方町商工会 法人番号 2500005003680  
津島町商工会 法人番号 5500005006409  

宇和島商工会議所 法人番号 7500005006183  
八幡浜商工会議所 法人番号 8500005003642  

西条商工会議所 法人番号 8500005003766  
高知県（5 件（6 単会）） 香南市商工会 

芸西商工会 
法人番号 6490005005287 
法人番号 7490005005435 

共同申請 
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東洋町商工会 法人番号 3490005005703  

佐川町商工会 法人番号 8490005003495  
津野町商工会 法人番号 6490005004280  
黒潮町商工会 法人番号 6490005002813  

福岡県（15 件（15 単会）） 筑紫野市商工会 法人番号 5290005006653  
宗像市商工会 法人番号 2290005005963  

福津市商工会 法人番号 1290005005980  
太宰府市商工会 法人番号 6290005006652  
篠栗町商工会 法人番号 2290005006193  

須恵町商工会 法人番号 8290005006196  
新宮町商工会 法人番号 2290005005402  

粕屋町商工会 法人番号 9290005006195  
小竹町商工会 法人番号 4290805005673  

桂川町商工会 法人番号 4290005007941  
糸田町商工会 法人番号 8290805007501  
赤村商工会 法人番号 2290805007705  

吉富町商工会 法人番号 3290805006318  
福岡商工会議所 法人番号 1290005003010  

直方商工会議所 法人番号 6290805005671  
佐賀県（2 件（2 単会）） 唐津商工会議所 法人番号 4300005005209  

小城商工会議所 法人番号 9300005002473  

長崎県（2 件（2 単会）） 佐世保市北部商工会 法人番号 8310005003991  
平戸商工会議所 法人番号 2310005006199  

熊本県（19 件（19 単会）） 熊本市飽田商工会 法人番号 2330005001644  
熊本市天明商工会 法人番号 1330005001645  

熊本市城南商工会 法人番号 8330005005474  
美里町商工会 法人番号 9330005005787  
南関町商工会 法人番号 3330005004274  

長洲町商工会 法人番号 7330005004246  
熊本市植木町商工会 法人番号 6330005003471  

南小国町商工会 法人番号 5330005005163  
高森町商工会 法人番号 4330005005164  
西原村商工会 法人番号 7330005002563  

南阿蘇村商工会 法人番号 2330005005257  
芦北町商工会 法人番号 7330005006622  

多良木町商工会 法人番号 4330005007838  
相良村商工会 法人番号 2330005007658  

五木村商工会 法人番号 4330005007656  
球磨村商工会 法人番号 3330005007657  
あさぎり町商工会 法人番号 8330005007685  
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苓北町商工会 法人番号 9330005006950  

熊本商工会議所 法人番号 6330005001632  
大分県（8 件（8 単会）） 九州アルプス商工会 法人番号 9320005006646  

日出町商工会 法人番号 3320005004473  

野津町商工会 法人番号 5320205000493  
別府商工会議所 法人番号 2320005002701  

大分商工会議所 法人番号 7320005000279  
中津商工会議所 法人番号 2320005007824  
津久見商工会議所 法人番号 9320205000102  

豊後高田商工会議所 法人番号 7320005003868  
宮崎県（9 件（9 単会）） 宮崎市生目商工会 法人番号 9350005000638  

西都市三財商工会 法人番号 5350005001937  
田野町商工会 法人番号 9350005000951  

国富町商工会 法人番号 6350005001473  
綾町商工会 法人番号 5350005001466  
西米良村商工会 法人番号 8350005001918  

延岡市三北商工会 法人番号 5350005005582  
諸塚村商工会 法人番号 9350005002642  

高鍋商工会議所 法人番号 7350005001836  
鹿児島県（9 件（9 単会）） 菜の花商工会 法人番号 9340005004160  

霧島市商工会 法人番号 4340005003191  

湧水町商工会 法人番号 4340005003167  
大崎町商工会 法人番号 5340005007282  

喜界町商工会 法人番号 6340005004923  
川内商工会議所 法人番号 9340005003451  

阿久根商工会議所 法人番号 6340005005129  
奄美大島商工会議所 法人番号 6340005004799  
南さつま商工会議所 法人番号 8340005005829  

沖縄県（7 件（7 単会）） 石垣市商工会 法人番号 3360005003645  
南城市商工会 法人番号 5360005001845  

今帰仁村商工会 法人番号 1360005003390  
金武町商工会 法人番号 7360005003427  
読谷村商工会 法人番号 4360005002596  

西原町商工会 法人番号 7360005001083  
与那原町商工会 法人番号 6360005001844  

 


