
金融に関する皆さんのご意見をお聞かせください

中小企業庁（経済産業局）と金融庁（財務局）が連携して、
中小・小規模企業の皆さんから金融に関するご意見やお悩み
を伺う会を、全国で開催します。

全国約150ヶ所で開催します（日程一覧を御覧ください）。

会合の結果はとりまとめて公表する予定です（会合自体は非公開です）。

本会合とは別に相談窓口を開いています。ご利用ください。
○原油・原材料等の価格高騰の影響を受けた資金繰りに関するご相談
中小企業庁「中小企業金融特別相談窓口」
（http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/080926kinyutaisaku.htm）

○中小企業取引に関する各種相談等 中小企業庁「下請かけこみ寺」
（http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/080401kakekomi.htm）

○銀行、信用金庫、信用組合の融資に関する情報等 金融庁「金融円滑化ホットライン」
（http://www.fsa.go.jp/receipt/e_hotline.html）

http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/080926kinyutaisaku.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/080401kakekomi.htm
http://www.fsa.go.jp/receipt/e_hotline.html


月 火 水 木 金
10月6日 10月7日 10月8日 10月9日 10月10日

埼玉県 川口市 東京都 千代田区 埼玉県 さいたま市 栃木県 宇都宮市
栃木県 小山市 埼玉県 川越市

和歌山県 田辺市
10月13日 10月14日 10月15日 10月16日 10月17日

宮城県 大河原町 岩手県 盛岡市 静岡県 三島市
神奈川県 相模原市 静岡県 静岡市 静岡県 浜松市
山梨県 甲府市 神奈川県 横浜市 和歌山県 有田市

奈良県 宇陀市 広島県 三次市

10月20日 10月21日 10月22日 10月23日 10月24日
千葉県 千葉市 秋田県 北秋田市 京都府 長岡京市 秋田県 横手市 新潟県 長岡市
岐阜県 岐阜市 大分県 大分市 香川県 高松市 千葉県 千葉市 鳥取県 鳥取市
岐阜県 多治見市 大分県 中津市 滋賀県 栗東市 愛媛県 八幡浜市

鳥取県 倉吉市 鹿児島県 霧島市
愛媛県 松山市 沖縄県 石垣市
福岡県 福岡市
沖縄県 宮古島市

10月27日 10月28日 10月29日 10月30日 10月31日
北海道 釧路市 北海道 帯広市 北海道 札幌市 北海道 留萌市 三重県 紀北町
岩手県 盛岡市 山梨県 富士吉田市 福島県 郡山市 群馬県 前橋市 福井県 福井市
山形県 山形市 新潟県 新潟市 新潟県 上越市 福岡県 久留米市 沖縄県 那覇市
茨城県 水戸市 富山県 富山市 長野県 松本市
群馬県 高崎市 石川県 金沢市 石川県 輪島市
長野県 上田市 滋賀県 米原市 広島県 福山市
富山県 高岡市 島根県 浜田市 山口県 下関市
福岡県 北九州市 熊本県 八代市 熊本県 熊本市

沖縄県 名護市
11月3日 11月4日 11月5日 11月6日 11月7日

北海道 室蘭市 青森県 八戸市 北海道 旭川市 北海道 函館市
神奈川県 小田原市 東京都 立川市 福井県 大野市 秋田県 秋田市
福井県 敦賀市 愛知県 一宮市 徳島県 徳島市 岐阜県 高山市

愛知県 名古屋市 鹿児島県 鹿児島市 徳島県 三好市
京都府 京都市 佐賀県 佐賀市
香川県 さぬき市
鹿児島県 鹿屋市

11月10日 11月11日 11月12日 11月13日 11月14日
兵庫県 姫路市 宮城県 気仙沼市 宮崎県 宮崎市 愛知県 名古屋市 和歌山県 和歌山市
高知県 高知市 福島県 いわき市 愛知県 豊橋市 長崎県 佐世保市
長崎県 雲仙市 千葉県 柏市 京都府 福知山市

滋賀県 大津市 広島県 広島市
高知県 四万十市 宮崎県 都城市
長崎県 長崎市

11月17日 11月18日 11月19日 11月20日 11月21日
山形県 酒田市 北海道 北見市 山形県 米沢市 長野県 長野市 青森県 青森市
茨城県 日立市 青森県 弘前市 奈良県 奈良市 群馬県 太田市
茨城県 水戸市 栃木県 佐野市 岡山県 岡山市 兵庫県 神戸市
佐賀県 基山町 三重県 四日市市 岡山県 浅口市 山口県 山口市

三重県 津市 大分県 佐伯市 大分県 豊後大野市
兵庫県 豊岡市
島根県 松江市

11月24日 11月25日 11月26日 11月27日 11月28日
大阪府 東大阪市 大阪府 岸和田市 奈良県 大和高田市

岡山県 津山市
12月1日 12月2日 12月3日 12月4日 12月5日

大阪府 枚方市 大阪府 大阪市

【管轄経済産業局】
北海道 東北 関東 中部 近畿 中国 四国 九州 沖縄

北海道経済産業局 産業部中小企業課
℡ 011-709-1783（直）
関東経済産業局 産業部中小企業金融課
℡ 048-600-0425（直）
近畿経済産業局 産業部中小企業課
℡ 06-6966-6023（直）
四国経済産業局 産業部中小企業課
℡ 087-811-8529（直）
沖縄総合事務局 経済産業部中小企業課
℡ 098-866-1755（直）

東北経済産業局 産業部中小企業課
℡ 022-222-2425（直）
中部経済産業局 産業部中小企業課
℡ 052-951-2748（直）
中国経済産業局 産業部中小企業課
℡ 082-224-5661（直）
九州経済産業局 産業部中小企業課
℡ 092-482-5447（直）

経済産業局お問い合わせ先

○会合への参加を希望される方は、事前に各地の経済産業局へお申し込み下さい。
※会場の収容能力等の都合上、会合に御参加頂けない場合がある点、あらかじめ御了承下さい。

中小企業金融に係る意見交換会開催日程一覧（平成20年10月14日時点）

※都合により開催日程を変更させていただくことがあります。ご了承下さい。


