
 

 

 

各地域における、ネットワークの構築状況（平成２４年１２月７日現在） 

 

各県の具体的な取組内容や参加機関等については、各県の信用保証協会にお問い合わせ下

さい。 

 

都道府県 ネットワークの名称 構築日 

 

ネットワーク 

の事務局 

個別事業者を 

支援する枠組 

ネットワーク 

の構成機関数 

北海道 北海道中小企業支援ネットワーク 24／9月 協会 構築予定 51団体 

青森県 青森県中小企業支援ネットワーク会議 24／9月 協会 今後検討 13団体 

岩手県 岩手県中小企業支援等連携会議 

(通称：いわて企業支援ネットワーク) 
24／9月 

協会、県 

共催 
構築済み 24団体 

宮城県 みやぎ中小企業支援ネットワーク 24／9月 協会 構築済み 40団体 

秋田県 中小企業支援機関・連絡会議 24／10月 県 構築済み 12団体 

山形県 やまがた中小企業支援ネットワーク会議 24／10月 協会 構築済み 24団体 

福島県 福島県中小企業支援ネットワーク会議  24／9月 
協会、県 

共催 
今後検討 25団体 

茨城県 茨城県中小企業支援ネットワーク会議 24／9月 協会 構築済み 19団体 

栃木県 とちぎ中小企業支援ネットワーク 24／10月 協会 構築済み 27団体 

群馬県 群馬県中小企業支援ネットワーク 24／9月 協会 構築済み 93団体 

埼玉県 彩の国中小企業支援ネットワーク 24／9月 協会 構築済み 26団体 

千葉県 千葉県中小企業支援ネットワーク 24／6月 協会 構築済み 28団体 

東京都 東京企業力強化連携会議 

(通称：元気・東京ネットワーク) 
24／9月 協会 構築予定 72団体 

神奈川県 かながわ企業支援ネットワーク 24／10月 
県内３協会､ 

協議会 共催 
構築予定 42団体 

新潟県 にいがた中小企業支援ネットワーク 24／10月 
協会、協議会 

共催 
構築済み 50団体 

富山県 富山県中小企業支援ネットワーク会議 24／10月 協会 今後検討 23団体 

石川県 石川県中小企業支援連絡会議 24／11月 
県、協議会 

共催 
構築済み 30団体 

福井県 福井県中小企業支援ネットワーク会議 

(県内中小企業の資金繰りに関する意見交換会) 
21／4月 

県、協会 

共催 
構築済み 17団体 

山梨県 やまなし企業支援ネットワーク 24／10月 協会 構築済み 41団体 

長野県 信州再生支援ネットワーク 22／2月 協会 構築済み 20団体 

岐阜県 岐阜企業力強化連携会議 

(通称：全力応援！ぎふネットワーク) 
24／9月 

県内２協会 

共催 
構築済み 24団体 

静岡県 しずおか中小企業支援ネットワーク 24／10月 協会 構築済み 34団体 

愛知県 あいち企業力強化連携会議 24／10月 
県内２協会 

共催 
今後検討 60団体 

三重県 三重県中小企業支援ネットワーク会議 24／9月 
協会、協議会 

共催 
構築済み 18団体 

滋賀県 滋賀県再生支援連絡会議 21／6月 協会 構築済み 17団体 



 

 

京都府 京都再生ネットワーク会議 16／7月 協会 構築済み 16団体 

大阪府 大阪府中小企業支援ネットワーク会議 24／11月 協会 構築済み 36団体 

兵庫県 兵庫県地域支援金融会議 24／10月 協会 構築済み 36団体 

奈良県 奈良県中小企業支援ネットワーク 24／11月 協会 構築済み 17団体 

和歌山県 わかやま中小企業支援ネットワーク 24／9月 
県、協会 

共催 
構築済み 14団体 

鳥取県 とっとり企業支援ネットワーク 20／4月 県 構築済み 24団体 

島根県 中小企業支援ネットワークしまね  24／12月 協会 構築予定 18団体 

岡山県 岡山県中小企業支援ネットワーク  24／10月 協会 構築済み 27団体 

広島県 広島県中小企業支援ネットワーク  24／10月 協会 構築済み 35団体 

山口県 山口県中小企業支援ネットワーク 24／10月 県 構築済み 19団体 

徳島県 とくしま中小企業支援ネットワーク会議 24／9月 協会 構築済み 18団体 

香川県 香川県中小企業支援ネットワーク推進会議 24／9月 
協会、協議会 

共催 
構築済み 18団体 

愛媛県 愛媛県金融機関等連絡会 24／9月 県 構築済み 13団体 

高知県 こうち支援ネットワーク会議 24／11月 協会 構築済み 22団体 

福岡県 福岡県中小企業経営強化支援協議会 24／10月 県 構築済み 39団体 

佐賀県 さがん中小企業支援ネットワーク会議 24／10月 協会 構築済み 24団体 

長崎県 がんばる長崎中小企業経営支援ネットワーク 24／8月 協会 構築済み 32団体 

熊本県 熊本県中小企業再生支援連携会議 

(通称：がんばろう！くまもと再生支援ネットワー

ク) 

22／6月 協会 構築済み 19団体 

大分県 大分県中小企業サポート推進会議 24／10月 
協会、県 

共催 
構築済み 21団体 

宮崎県 中小企業の経営支援に関する連携協力協定幹事

会 
24／3月 

商工会議所 

連合会 
構築済み 9団体 

鹿児島県 かごしま中小企業再生支援ネットワーク 24／9月 県 構築済み 22団体 

沖縄県 おきなわ中小企業経営支援連携会議 24／11月 協会 今後検討 20団体 

 


