
経営安定特別相談室設置一覧
【商工会議所】

会議所名 住所 電話番号

【北海道】
小樽 北海道小樽市稲穂２－２２－１ 小樽経済センタービル３階 0134-22-1177
札幌 北海道札幌市中央区北１条西２丁目 011-231-1076
旭川 北海道旭川市常盤通１丁目 0166-22-8411
室蘭 北海道室蘭市海岸町１－４－１ むろらん広域センタービル２階 0143-22-3196
釧路 北海道釧路市大町１－１－１ 道東経済ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 0154-41-4141
帯広 北海道帯広市西3条南9丁目23 帯広経済センタービル5階 0155-25-7121
北見 北海道北見市北３条東１－２ 北見経済センター 0157-23-4111
網走 北海道網走市南３条西３丁目 網走産業会館 0152-43-3031
根室 北海道根室市松ケ枝町２－７ 0153-24-2062
稚内 北海道稚内市中央２丁目４番８号 0162-23-4400
紋別 北海道紋別市本町４丁目 紋別経済センター 0158-23-1711
名寄 北海道名寄市東１条南７丁目 駅前交流プラザ「よろーな」2階 01654-3-3155
江別 北海道江別市４条７－１ 011-382-3121
芦別 北海道芦別市南１条東１－１０－６ 0124-22-3444
苫小牧 北海道苫小牧市表町１－１－１３ 0144-33-5454

【青森県】
青森 青森県青森市新町1-2-18 017-734-1311
弘前 青森県弘前市上鞘師町18番地1 0172-33-4111
八戸 青森県八戸市堀端町２－３ 0178-43-5111

【岩手県】
盛岡 岩手県盛岡市清水町１４－１２ 019-624-5880
釜石 岩手県釜石市只越町１－４－４ 0193-22-2434
一関 岩手県一関市駅前１番地 0191-23-3434
宮古 岩手県宮古市保久田７－２５ 0193-62-3233
奥州 岩手県奥州市水沢東町４ 0197-24-3141
大船渡 岩手県大船渡市盛町字中道下２－２５ 0192-26-2141
花巻 岩手県花巻市花城町１０－２７ 0198-23-3381
北上 岩手県北上市青柳町２－１－８ 北上商工会館 0197-65-4211

【宮城県】
仙台 宮城県仙台市青葉区本町2-16-12 022-265-8181
石巻 宮城県石巻市中央二丁目９番１８号 0225-22-0145

【秋田県】
秋田 秋田県秋田市旭北錦町１－４７ 018-863-4141
能代 秋田県能代市元町１１－７ 0185-52-6341
大館 秋田県大館市御成町２－８－１４ 0186-43-3111
横手 秋田県横手市大町７－１８ 0182-32-1170
湯沢 秋田県湯沢市柳町１丁目１－１３ 0183-73-6111
大曲 秋田県大仙市大曲通町１－１３ 0187-62-1262

【山形県】
山形 山形県山形市七日町３－１－９ 023-622-4666
酒田 山形県酒田市中町２－５－１９ 0234-22-9311
鶴岡 山形県鶴岡市馬場町8-13 0235-24-7711
米沢 山形県米沢市中央４－１－３０ 0238-21-5111

【福島県】
福島 福島県福島市三河南町１－２０ コラッセふくしま８階 024-536-5511
郡山 福島県郡山市清水台１－３－８ 024-921-2600
会津若松 福島県会津若松市南千石町６－５ 0242-27-1212
いわき 福島県いわき市平田町１２０ ラトブ６階 0246-25-9151

【新潟県】
新潟 新潟県新潟市中央区万代島５－１ 万代島ビル７階 025-290-4411
上越 新潟県上越市新光町１－１０－２０ 025-525-1185
長岡 新潟県長岡市表町3丁目1-8 リナシエビル3 0258-32-4500
三条 新潟県三条市須頃１－２０ 0256-32-1311
加茂 新潟県加茂市幸町２－２－４ 0256-52-1740
五泉 新潟県五泉市郷屋川１－２－９ 0250-43-5551

【富山県】
富山 富山県富山市総曲輪２－１－３ 076-423-1111
高岡 富山県高岡市丸の内１－４０ 0766-23-5000
氷見 富山県氷見市南大町１０－１ 0766-74-1200
魚津 富山県魚津市釈迦堂１－１２－１８ 0765-22-1200



【石川県】
金沢 石川県金沢市尾山町９－１３ 076-263-1151
小松 石川県小松市園町ニ１番地 0761-21-3121
七尾 石川県七尾市三島町７０－１ 七尾産業福祉センター 0767-54-8888
輪島 石川県輪島市河井町20-1-1 0768-22-7777
加賀 石川県加賀市大聖寺菅生ロ１７－３ 0761-73-0001
珠洲 石川県珠洲市飯田町１－１－９ 0768-82-1115

【長野県】
上田 長野県上田市大手1-10-22 0268-22-4500
長野 長野県長野市七瀬中町２７６ 026-227-2428
松本 長野県松本市中央１－２３－１ 0263-32-5355
諏訪 長野県諏訪市小和田南１４－７ 0266-52-2155
佐久 長野県佐久市中込2976-4 0267-62-2520

【茨城県】
水戸 茨城県水戸市桜川２－２－３５ 茨城県産業会館３階 029-224-3315
土浦 茨城県土浦市中央２－２－１６ 029-822-0391
古河 茨城県古河市鴻巣１１８９－４ 0280-48-6000
日立 茨城県日立市幸町１－２１－２ 0294-22-0128
結城 茨城県結城市大字結城５３１ 0296-33-3118
ひたちなか 茨城県ひたちなか市勝田中央１４－８ 029-273-1371
石岡 茨城県石岡市府中１－５－８ 0299-22-4181
下館 茨城県筑西市丙３６０ 0296-22-4596

【栃木県】
足利 栃木県足利市通３－２７５７ 0284-21-1354

【群馬県】
高崎 群馬県高崎市問屋町２－７－８ 027-361-5171
前橋 群馬県前橋市日吉町１－８－１ 027-234-5111
桐生 群馬県桐生市錦町３－１－２５ 0277-45-1201
館林 群馬県館林市大手町１０－１ 0276-74-5121
伊勢崎 群馬県伊勢崎市昭和町３９１９ 0270-24-2211
太田 群馬県太田市浜町３－６ 0276-45-2121

【埼玉県】
川越 埼玉県川越市仲町１－１２ 049-229-1810
さいたま 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１７－１５ 048-838-7700
草加 埼玉県草加市中央２－１６－１０ 048-928-8111
春日部 埼玉県春日部市粕壁東２－２－２９ 048-763-1122

【千葉県】
千葉 千葉県千葉市中央区中央２－５－１ 千葉中央ツインビル２号館１３階 043-227-4101
船橋 千葉県船橋市本町１－１０－１０ 047-432-0211
市川 千葉県市川市南八幡２－２１－１ 047-377-1011
松戸 千葉県松戸市松戸１８７９－１ 047-364-3111
習志野 千葉県習志野市津田沼４－１１－１４ 047-452-6700
柏 千葉県柏市東上町７－１８ 04-7162-3311
八千代 千葉県八千代市八千代台南１－１１－６ 047-483-1771
野田 千葉県野田市中野台168-1 04-7122-3585
浦安 千葉県浦安市猫実１－１９－３６ 047-351-3000
流山 千葉県流山市流山２－３１２ 04-7158-6111

【東京都】
東京 東京都千代田区丸の内３－２－２ 丸の内二重橋ビル 03-3283‐7742

【神奈川県】
相模原 神奈川県相模原市中央区中央３－１２－３ 相模原商工会館 042-753-1315
大和 神奈川県大和市中央５－１－４ 046-263-9111
藤沢 神奈川県藤沢市藤沢６０７－１ 藤沢商工会館２階 0466-27-8888

【山梨県】
富士吉田 山梨県富士吉田市下吉田７－２７－２９ 0555-24-7111



【静岡県】
静岡 静岡県静岡市葵区黒金町２０－８ 054-253-5111
浜松 静岡県浜松市中区東伊場２－７－１ 053-452-1111
沼津 静岡県沼津市米山町６－５ 055-921-1000
藤枝 静岡県藤枝市藤枝４－７－１６ 054-641-2000
三島 静岡県三島市一番町２－２９ 055-975-4441
富士宮 静岡県富士宮市豊町１８－５ 0544-26-3101
富士 静岡県富士市瓜島町８２ 0545-52-0995
磐田 静岡県磐田市中泉２８１－１ 0538-32-2261
焼津 静岡県焼津市焼津４－１５－２４ 054-628-6251
伊東 静岡県伊東市銀座元町６－１１ 0557-37-2500

【岐阜県】
岐阜 岐阜県岐阜市神田町２－２ 058-264-2131
多治見 岐阜県多治見市新町１－２３ 0572-25-5000
関 岐阜県関市本町１－４ 0575-22-2266
各務原 岐阜県各務原市那加桜町２－１８６ 058-382-7101

【愛知県】
名古屋 愛知県名古屋市中区栄2-10-19 052-223-5612
一宮 愛知県一宮市栄４－６－８ 0586-72-4611

【三重県】
四日市 三重県四日市市諏訪町２番５号 059-352-8191
津 三重県津市丸之内２９－１４ 059-228-9141

【福井県】
福井 福井県福井市西木田２－８－１ 0776-36-8111
敦賀 福井県敦賀市神楽町２－１－４ 0770-22-2611

【滋賀県】
滋賀県連合会 滋賀県大津市打出浜２－１「コラボしが２１」９階 077-511-1501

【京都府】
京都 京都府京都市下京区四条通室町東入 京都経済センター7階 075-341-9740
舞鶴 京都府舞鶴市浜６６番地 0773-62-4600
福知山 京都府福知山市字中ノ２７ 0773-22-2108
宇治 京都府宇治市宇治琵琶４５－１３ 0774-23-3101
城陽 京都府城陽市富野久保田１－１ 0774-52-6866

【大阪府】
大阪 大阪府大阪市中央区本町橋2-8 06-6944-6211
堺 大阪府堺市北区長曽根町130番地23 072-258-5581
東大阪 大阪府東大阪市永和２－１－１ 06-6722-1151
岸和田 大阪府岸和田市別所町3-13-26 072-439-5023

北大阪
大阪府枚方市車塚1丁目1番1号 輝きプラザ「きらら」６階　枚方市立地域活
性化支援センター内

072-843-5151

守口門真 大阪府門真市殿島町６－４ 06-6909-3301

【兵庫県】
神戸 兵庫県神戸市中央区港島中町６－１ 078-303-5801

【和歌山県】
和歌山 和歌山県和歌山市西汀丁３６ 073-422-1111

【鳥取県】
鳥取 鳥取県鳥取市本町３－２０１ 鳥取産業会館・鳥取商工会議所ビル４Ｆ 0857-26-6666
境港 鳥取県境港市上道町3002 0859-44-1111
米子 鳥取県米子市加茂町２－２０４ 0859-22-5131

【島根県】
松江 島根県松江市母衣町５５－４ 0852-23-1616
出雲 島根県出雲市大津町1131-1 0853-23-2411
大田 島根県大田市大田町大田イ３０９－２ 0854-82-0765
益田 島根県益田市元町１２－７ 0856-22-0088

【岡山県】
岡山 岡山県岡山市北区厚生町3-1-15 086-232-2260
倉敷 岡山県倉敷市白楽町２４９－５ 086-424-2111
津山 岡山県津山市山下３０－９ 0868-22-3141



【広島県】
広島 広島県広島市中区基町５－４４ 082-222-6610
尾道 広島県尾道市土堂２－１０－３ 0848-22-2165
呉 広島県呉市本通４丁目７番１号 0823-21-0151
福山 広島県福山市西町２－１０－１ 084-921-2345
三原 広島県三原市皆実４－８－1 0848-62-6155
府中 広島県府中市元町４４５－１ 0847-45-8200
三次 広島県三次市三次町１８４３－１ 0824-62-3125
庄原 広島県庄原市東本町１－２－２２ 0824-72-2121
竹原 広島県竹原市中央５－６－２８ 0846-22-2424
大竹 広島県大竹市油見３－１８－１１ 0827-52-3105
因島 広島県尾道市因島土生町１７６２－３８ 0845-22-2211
東広島 広島県東広島市西条中央７－２３－３５ 082-420-0301
廿日市 広島県廿日市市本町５－１ 0829-20-0021

【山口県】
下関 山口県下関市南部町２１－１９ 下関商工会館内 083-222-3333
宇部 山口県宇部市松山町１－１６－１８ 0836-31-0251
山口 山口県山口市中市町１－１０ 083-925-2300
防府 山口県防府市八王子２－８－９ 0835-22-4352
徳山 山口県周南市栄町２－１５ 0834-31-3000
萩 山口県萩市東田町１９－４ 0838-25-3333
岩国 山口県岩国市今津町１－１８－１ 0827-21-4201
長門 山口県長門市東深川１３２１－１ 長門商工会議所会館 0837-22-2266
柳井 山口県柳井市中央２－１５－１ 0820-22-3731

【徳島県】
徳島 徳島県徳島市南末広町５－８－８ 徳島経済産業会館（KIZUNAプラザ）１階 088-653-3211
阿南 徳島県阿南市富岡町今福寺３４－４ 0884-22-2301
鳴門 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜１６５－１０ 088-685-3748

【香川県】
高松 香川県高松市番町２－２－２ 087-825-3500
丸亀 香川県丸亀市大手町１－５－３ 0877-22-2371

【高知県】
高知 高知県高知市本町１－６－２４ 088-875-1177

【福岡県】
福岡 福岡県福岡市博多区博多駅前2-9-28 092-441-1110
久留米 福岡県久留米市城南町１５－５ 0942-33-0211
大牟田 福岡県大牟田市不知火町１－４－２ 0944-55-1111
飯塚 福岡県飯塚市吉原町６－１２ 0948-22-1007

【熊本県】
荒尾 熊本県荒尾市大正町１－４－５ 0968-62-1211

【大分県】
大分 大分県大分市長浜町3-15-19 大分商工会議所ビル 097-536-3131
佐伯 大分県佐伯市向島１－１０－１ 0972-22-1550
日田 大分県日田市三本松2-2-16 0973-22-3184

【鹿児島県】
鹿児島 鹿児島県鹿児島市東千石町１－３８ 鹿児島商工会議所ビル１３・１４階 099-225-9500
奄美大島 鹿児島県奄美市名瀬入舟町１２－６ 0997-52-6111

【沖縄県】
那覇 沖縄県那覇市久茂地１－７－１ 琉球リース総合ビル６階 098-868-3758
沖縄 沖縄県沖縄市中央４－１５－２０ 098-938-8022
浦添 沖縄県浦添市勢理客４－１３－１ 浦添市産業振興センター・結の街２階 098-877-4606


