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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（312 件（370 単会）） 

（第 1 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（32 件（32 単会）） 石狩北商工会 法人番号 3430005004677  

北広島商工会 法人番号 6430005004781  

江差商工会 法人番号 3440005001962  

島牧商工会 法人番号 1440005002203  

長沼町商工会 法人番号 7430005006934  

幌加内町商工会 法人番号 3450005001607  

当麻町商工会 法人番号 8450005000488  

愛別商工会 法人番号 5450005000482  

上川町商工会 法人番号 1450005000486  

上富良野町商工会 法人番号 9450005002145  

中川町商工会 法人番号 9450005002368  

苫前町商工会 法人番号 8450005003160  

羽幌町商工会 法人番号 1450005003159  

遠別商工会 法人番号 5450005003015  

枝幸町商工会 法人番号 2450005002580  

礼文町商工会 法人番号 1450005003118  

利尻富士町商工会 法人番号 3450005003082  

斜里町商工会 法人番号 5460305001535  

豊浦町商工会 法人番号 5430005009732  

むかわ町商工会 法人番号 6430005008824  

日高町商工会 法人番号 8430005009498  

新冠町商工会 法人番号 6430005009252  

中札内村商工会 法人番号 7460105001626  

広尾町商工会 法人番号 2460105001606  

幕別町商工会 法人番号 3460105000243  

陸別町商工会 法人番号 8460105001443  

弟子屈町商工会 法人番号 6460005001149  

釧路商工会議所 法人番号 3460005000442  

網走商工会議所 法人番号 3460305001487  

美幌商工会議所 法人番号 6460305001088  

苫小牧商工会議所 法人番号 5430005008825  

恵庭商工会議所 法人番号 8430005005943  

青森県（3 件（3 単会）） 青森市浪岡商工会 法人番号 8420005002256  

青森商工会議所 法人番号 6420005000633  

八戸商工会議所 法人番号 5420005003034  

岩手県（6 件（6 単会）） 滝沢市商工会 法人番号 9400005000905  

岩泉商工会 法人番号 7400005004247  

一戸町商工会 法人番号 8400005004717  

宮古商工会議所 法人番号 8400005004147  

別紙 
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花巻商工会議所 法人番号 7400005003042  

大船渡商工会議所 法人番号 9402705000102  

宮城県（7 件（7 単会）） 多賀城・七ヶ浜商工会 法人番号 5370605000618  

くろかわ商工会 法人番号 8370005002897  

遠田商工会 法人番号 1370205001887  

若柳金成商工会 法人番号 3370205001530  

一迫花山商工会 法人番号 7370205001527  

南三陸商工会 法人番号 4370505000297  

白石商工会議所 法人番号 5370105001380  

秋田県（1 件（1 単会）） 秋田商工会議所 法人番号 3410005000488  

山形県（3 件（3 単会）） 出羽商工会 法人番号 5390005005083  

庄内町商工会 法人番号 7390005003028  

長井商工会議所 法人番号 7390005006955  

福島県（5 件（14 単会）） あだたら商工会 法人番号 8380005004372  

本宮市商工会 

大玉村商工会 

法人番号 5380005004284 

法人番号 8380005004281 
共同申請 

岩瀬商工会 

長沼商工会 

大東商工会 

鏡石町商工会 

天栄村商工会 

法人番号 8380005005387 

法人番号 3380005005086 

法人番号 7380005005388 

法人番号 6380005005389 

法人番号 3380005005391 

共同申請 

南会津町商工会 

下郷町商工会 

檜枝岐村商工会 

法人番号 6380005010083 

法人番号 7380005009769 

法人番号 2380005009773 

共同申請 

会津坂下町商工会 

あいづ商工会 

湯川村商工会 

法人番号 9380005009123 

法人番号 5380005007972 

法人番号 3380005009145 

共同申請 

茨城県（8 件（8 単会）） 古河市商工会 法人番号 7050005005933  

下妻市商工会 法人番号 7050005004349  

笠間市商工会 法人番号 3050005002521  

取手市商工会 法人番号 8050005008729  

八千代町商工会 法人番号 4050005004351  

守谷市商工会 法人番号 9050005008728  

水戸商工会議所 法人番号 4050005000557  

石岡商工会議所 法人番号 9050005003662  

栃木県（29 件（29 単会）） うつのみや市商工会 法人番号 4060005000580  

足利市坂西商工会 法人番号 8060005006277  

佐野市あそ商工会 法人番号 4060005007015  

桑絹商工会 法人番号 5060005004911  

間々田商工会 法人番号 6060005004910  

小山市美田商工会 法人番号 8060005004909  

那須烏山商工会 法人番号 5060005001941  



 

4 

 

上三川町商工会 法人番号 5060005001388  

西方商工会 法人番号 7060005005577  

粟野商工会 法人番号 1060005003652  

にのみや商工会 法人番号 7060005002764  

益子町商工会 法人番号 2060005002942  

茂木町商工会 法人番号 1060005003041  

市貝町商工会 法人番号 2060005003040  

芳賀町商工会 法人番号 4060005003039  

壬生町商工会 法人番号 7060005006006  

石橋商工会 法人番号 3060005005250  

大平町商工会 法人番号 9060005005575  

藤岡町商工会 法人番号 6060005005578  

岩舟町商工会 法人番号 5060005005579  

高根沢町商工会 法人番号 1060005001689  

喜連川商工会 法人番号 3060005001638  

黒羽商工会 法人番号 4060005004284  

西那須野商工会 法人番号 6060005004051  

那珂川町商工会 法人番号 9060005002184  

宇都宮商工会議所 法人番号 4060005000597  

小山商工会議所 法人番号 4060005004912  

大田原商工会議所 法人番号 6060005004282  

佐野商工会議所 法人番号 5060005006866  

群馬県（8 件（8 単会）） 前橋東部商工会 法人番号 6070005001774  

群馬伊勢崎商工会 法人番号 6070005004678  

沼田市東部商工会 法人番号 1070005006935  

高崎市新町商工会 法人番号 9070005003280  

片品村商工会 法人番号 2070005006934  

昭和村商工会 法人番号 7070005006938  

前橋商工会議所 法人番号 8070005000849  

館林商工会議所 法人番号 4070005006593  

埼玉県（15 件（15 単会）） 鳩ヶ谷商工会 法人番号 4030005012133  

志木市商工会 法人番号 6030005007008  

新座市商工会 法人番号 5030005007009  

久喜市商工会 法人番号 9030005016658  

八潮市商工会 法人番号 9030005005842  

富士見市商工会 法人番号 3030005007010  

南河原商工会 法人番号 5030005014161  

幸手市商工会 法人番号 1030005004728  

杉戸町商工会 法人番号 9030005007533  

庄和商工会 法人番号 2030005007531  

秩父商工会議所 法人番号 2030005015195  

行田商工会議所 法人番号 8030005014142  
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上尾商工会議所 法人番号 9030005006270  

草加商工会議所 法人番号 8030005005843  

越谷商工会議所 法人番号 2030005017877  

千葉県（8 件（40 単会）） 千葉市土気商工会 

大網白里市商工会 

九十九里町商工会 

山武市商工会 

横芝光町商工会 

芝山町商工会 

法人番号 2040005000700 

法人番号 1040005010287 

法人番号 9040005010115 

法人番号 9040005010420 

法人番号 6040005012766 

法人番号 8040005011717 

共同申請 

勝浦市商工会 

御宿町商工会 

大多喜町商工会 

いすみ市商工会 

法人番号 2040005016242 

法人番号 9040005016376 

法人番号 8040005016402 

法人番号 9040005016657 

共同申請 

我孫子市商工会 

鎌ケ谷市商工会 

野田市関宿商工会 

柏市沼南商工会 

法人番号 7040005013854 

法人番号 4040005004336 

法人番号 7040005014539 

法人番号 6040005013855 

共同申請 

鴨川市商工会 

南房総市朝夷商工会 

南房総市内房商工会 

鋸南町商工会 

法人番号 3040005015986 

法人番号 4040005015457 

法人番号 1040005015006 

法人番号 8040005015437 

共同申請 

匝瑳市商工会 

旭市商工会 

東庄町商工会 

香取市商工会 

神崎町商工会 

成田市東商工会 

多古町商工会 

法人番号 2040005011689 

法人番号 8040005012748 

法人番号 3040005013404 

法人番号 4040005013403 

法人番号 2040005013363 

法人番号 9040005006889 

法人番号 1040005011698 

共同申請 

四街道市商工会 

酒々井町商工会 

富里市商工会 

白井市商工会 

印西市商工会 

栄町商工会 

法人番号 8040005007129 

法人番号 6040005007171 

法人番号 6040005006074 

法人番号 3040005006424 

法人番号 1040005006426 

法人番号 7040005006073 

共同申請 

一宮町商工会 

白子町商工会 

長柄町商工会 

長南町商工会 

睦沢町商工会 

長生村商工会 

法人番号 6040005011512 

法人番号 2040005010773 

法人番号 8040005010974 

法人番号 5040005010903 

法人番号 8040005011510 

法人番号 7040005011511 

共同申請 

袖ケ浦市商工会 

木更津市富来田商工会 

富津市商工会 

法人番号 9040005008142 

法人番号 4040005007850 

法人番号 7040005008763 

共同申請 
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東京都（2 件（2 単会）） 福生市商工会 法人番号 1013105000301  

青梅商工会議所 法人番号 3013105001132  

神奈川県（6 件（6 単会）） 横浜商工会議所 法人番号 1020005003540  

小田原箱根商工会議所 法人番号 5021005005630  

厚木商工会議所 法人番号 3021005003669  

三浦商工会議所 法人番号 6021005008525  

相模原商工会議所 法人番号 5021005002545  

海老名商工会議所 法人番号 1021005004933  

新潟県（9 件（11 件）） 聖籠町商工会 法人番号 2110005004636  

中条町商工会 

黒川商工会 

法人番号 8110005004639 

法人番号 4110005004634 
共同申請 

村松商工会 法人番号 6110005004005  

横越商工会 法人番号 9110005001610  

津川商工会 法人番号 7110005003468  

三川商工会 法人番号 6110005003493  

守門商工会 

入広瀬商工会 

法人番号 1110005013588 

法人番号 9110005013589 
共同申請 

大和商工会 法人番号 2110005013141  

三条商工会議所 法人番号 4110005005616  

山梨県（2 件（2 単会）） 昭和町商工会 法人番号 4090005001205  

甲府商工会議所 法人番号 7090005000344  

長野県（8 件（8 単会）） 上田市商工会 法人番号 1100005004613  

戸倉上山田商工会 法人番号 6100005002777  

坂城町商工会 法人番号 8100005004862  

岡谷商工会議所 法人番号 2100005008456  

諏訪商工会議所 法人番号 1100005007814  

大町商工会議所 法人番号 2100005007441  

茅野商工会議所 法人番号 8100005008194  

飯山商工会議所 法人番号 2100005004975  

静岡県（11 件（11 単会）） 島田市商工会 法人番号 2080005005217  

伊豆市商工会 法人番号 7080105001862  

牧之原市商工会 法人番号 4080005005207  

東伊豆町商工会 法人番号 7080105004485  

河津町商工会 法人番号 3080105004605  

函南町商工会 法人番号 6080105001970  

長泉町商工会 法人番号 1080105002362  

吉田町商工会 法人番号 8080005005145  

川根本町商工会 法人番号 6080005005205  

沼津商工会議所 法人番号 6080105000246  

磐田商工会議所 法人番号 2080405005246  

富山県（2 件（2 単会）） 富山市八尾山田商工会 法人番号 9230005003454  

高岡市商工会 法人番号 8230005007175  



 

7 

 

石川県（4 件（4 単会）） かほく市商工会 法人番号 2220005007066  

鶴来商工会 法人番号 9220005002135  

金沢商工会議所 法人番号 5220005002171  

小松商工会議所 法人番号 8220005003448  

岐阜県（8 件（8 単会）） 大垣市赤坂商工会 法人番号 8200005004258  

関市東商工会 法人番号 9200005008092  

中津川北商工会 法人番号 4200005009574  

恵那市恵南商工会 法人番号 5200005009573  

山県市商工会 法人番号 3200005002183  

養老町商工会 法人番号 9200005004265  

岐阜商工会議所 法人番号 6200005001694  

大垣商工会議所 法人番号 7200005004267  

愛知県（9 件（9 単会）） 知立市商工会 法人番号 8180305005108  

西尾みなみ商工会 法人番号 5180305008022  

稲武商工会 法人番号 5180305006133  

岡崎商工会議所 法人番号 1180305000908  

瀬戸商工会議所 法人番号 5180005008801  

豊川商工会議所 法人番号 1180305003464  

碧南商工会議所 法人番号 1180305005139  

津島商工会議所 法人番号 2180005013548  

犬山商工会議所 法人番号 2180005009166  

三重県（13 件（13 単会）） 津北商工会 法人番号 5190005003132  

津市商工会 法人番号 6190005003437  

桑名三川商工会 法人番号 3190005008488  

いなべ市商工会 法人番号 2190005008489  

東員町商工会 法人番号 2190005007887  

菰野町商工会 法人番号 6190005009459  

朝明商工会 法人番号 8190005008871  

南伊勢町商工会 法人番号 6190005005375  

松阪商工会議所 法人番号 5190005006655  

鈴鹿商工会議所 法人番号 2190005004018  

桑名商工会議所 法人番号 7190005007668  

亀山商工会議所 法人番号 3190005003175  

鳥羽商工会議所 法人番号 5190005005310  

福井県（4 件（4 単会）） あわら市商工会 法人番号 7210005005198  

越前市商工会 法人番号 7210005008283  

南越前町商工会 法人番号 5210005008285  

勝山商工会議所 法人番号 1210005005484  

滋賀県（2 件（4 単会）） 瀬田商工会 

栗東市商工会 

野洲市商工会 

法人番号 6160005000453 

法人番号 5160005008464 

法人番号 5160005009371 

共同申請 

長浜商工会議所 法人番号 6160005003308  
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京都府（4 件（4 単会）） 京丹後市商工会 法人番号 3130005011407  

宇治田原町商工会 法人番号 6130005008838  

精華町商工会 法人番号 6130005008342  

城陽商工会議所 法人番号 2130005008841  

大阪府（3 件（3 単会）） 堺商工会議所 法人番号 9120105000346  

東大阪商工会議所 法人番号 3122005000118  

豊中商工会議所 法人番号 9120905004034  

兵庫県（6 件（6 単会）） 三田市商工会 法人番号 2140005015432  

朝来市商工会 法人番号 1140005010797  

淡路市商工会 法人番号 3140005020126  

宍粟市商工会 法人番号 5140005007897  

上郡町商工会 法人番号 9140005007588  

龍野商工会議所 法人番号 4140005006495  

奈良県（3 件（3 単会）） 五條市商工会 法人番号 1150005007090  

吉野町商工会 法人番号 6150005007251  

生駒商工会議所 法人番号 3150005002404  

和歌山県（4 件（6 単会）） 白浜町商工会 

日置川町商工会 

すさみ町商工会 

法人番号 3170005003607 

法人番号 8170005003610 

法人番号 2170005003608 

共同申請 

田辺商工会議所 法人番号 3170005003615  

橋本商工会議所 法人番号 5170005004801  

紀州有田商工会議所 法人番号 6170005002548  

鳥取県（2 件（11 単会）） 鳥取市東商工会 

岩美町商工会 

鳥取市西商工会 

八頭町商工会 

若桜町商工会 

鳥取市南商工会 

智頭町商工会 

法人番号 1270005002708 

法人番号 3270005000940 

法人番号 9270005002709 

法人番号 6270005002711 

法人番号 8270005002222 

法人番号 7270005002710 

法人番号 9270005002452 

共同申請 

湯梨浜町商工会 

三朝町商工会 

北栄町商工会 

琴浦町商工会 

法人番号 7270005004673 

法人番号 6270005004410 

法人番号 8270005004672 

法人番号 7270005004657 

共同申請 

島根県（11 件（11 単会）） まつえ北商工会 法人番号 5280005002521  

まつえ南商工会 法人番号 6280005002520  

安来市商工会 法人番号 1280005002211  

飯南町商工会 法人番号 4280005006465  

津和野町商工会 法人番号 9280005005586  

隠岐國商工会 法人番号 7280005005860  

西ノ島町商工会 法人番号 8280005005777  

隠岐の島町商工会 法人番号 5280005005755  

出雲商工会議所 法人番号 8280005002816  



 

9 

 

益田商工会議所 法人番号 5280005005177  

大田商工会議所 法人番号 2280005003596  

岡山県（6 件（6 単会）） 岡山北商工会 法人番号 1260005002907  

岡山西商工会 法人番号 2260005002906  

備前東商工会 法人番号 4260005008059  

浅口商工会 法人番号 1260005005760  

岡山商工会議所 法人番号 5260005001962  

玉野商工会議所 法人番号 9260005008228  

広島県（8 件（8 単会）） 沼隈内海商工会 法人番号 9240005007297  

北広島町商工会 法人番号 6240005004561  

黒瀬商工会 法人番号 7240005003678  

安芸津町商工会 法人番号 4240005004084  

世羅町商工会 法人番号 3240005011569  

神石高原商工会 法人番号 9240005009839  

尾道商工会議所 法人番号 2240005010753  

廿日市商工会議所 法人番号 4240005006881  

山口県（7 件（7 単会）） 萩・阿西商工会 法人番号 7250005004907  

和木町商工会 法人番号 3250005006428  

下関商工会議所 法人番号 2250005003418  

防府商工会議所 法人番号 3250005001544  

徳山商工会議所 法人番号 8250005005235  

下松商工会議所 法人番号 7250005005236  

岩国商工会議所 法人番号 1250005006108  

徳島県（2 件（2 単会）） 羽ノ浦町商工会 法人番号 2480005004293  

板野町商工会 法人番号 7480005003530  

香川県（5 件（5 単会）） 観音寺市大豊商工会 法人番号 2470005004278  

さぬき市商工会 法人番号 2470005004534  

三木町商工会 法人番号 3470005002124  

まんのう町商工会 法人番号 7470005003358  

丸亀商工会議所 法人番号 1470005002472  

愛媛県（1 件（1 単会）） 今治商工会議所 法人番号 6500005004881  

高知県（1 件（1 単会）） 南国市商工会 法人番号 7490005004701  

福岡県（12 件（12 単会）） 久留米南部商工会 法人番号 2290005010914  

飯塚市商工会 法人番号 8290005008597  

八女市商工会 法人番号 1290005009494  

朝倉市商工会 法人番号 8290005007715  

太宰府市商工会 法人番号 6290005006652  

那珂川町商工会 法人番号 2290005003026  

宇美町商工会 法人番号 1290005006194  

筑前町商工会 法人番号 9290005007697  

糸島市商工会 法人番号 2290005014460  

添田町商工会 法人番号 8290805007732  
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福智町商工会 法人番号 6290805007940  

福岡商工会議所 法人番号 1290005003010  

佐賀県（1 件（1 単会）） 鳥栖商工会議所 法人番号 3300005004566  

長崎県（7 件（7 単会）） 長崎南商工会 法人番号 1310005002133  

諫早市商工会 法人番号 2310005005135  

平戸市商工会 法人番号 9310005006449  

対馬市商工会 法人番号 1310005006687  

西海市商工会 法人番号 6310005003993  

雲仙市商工会 法人番号 9310005004923  

南島原市商工会 法人番号 5310005005669  

熊本県（3 件（3 単会）） 熊本市託麻商工会 法人番号 8330005001639  

人吉商工会議所 法人番号 8330005007660  

水俣商工会議所 法人番号 7330005006589  

大分県（5 件（5 単会）） 日田地区商工会 法人番号 6320005007481  

杵築市商工会 法人番号 2320005005241  

由布市商工会 法人番号 9320005008989  

姫島村商工会 法人番号 7320005004123  

大分商工会議所 法人番号 7320005000279  

宮崎県（3 件（3 単会）） えびの市商工会 法人番号 3350005004685  

佐土原町商工会 法人番号 7350005001472  

三股町商工会 法人番号 1350005003796  

鹿児島県（9 件（11 単

会）） 

垂水市商工会 法人番号 9340005006636  

霧島市商工会 法人番号 4340005003191  

南さつま市商工会 法人番号 3340005005940  

市来商工会 法人番号 2340005003730  

大崎町商工会 法人番号 5340005007282  

東串良町商工会 法人番号 7340005006638  

徳之島町商工会 

伊仙町商工会 

天城町商工会 

法人番号 6340005004510 

法人番号 8340005004509 

法人番号 9340005004508 

共同申請 

和泊町商工会 法人番号 1340005004580  

出水商工会議所 法人番号 8340005005127  

沖縄県（4 件（4 単会）） 糸満市商工会 法人番号 9360005001494  

座間味村商工会 法人番号 3360005001203  

南大東村商工会 法人番号 9360005000505  

伊是名村商工会 法人番号 8360005003392  

 


