
（参考資料①）

都道府県 機関名 連絡先
山形県 日本政策金融公庫 山形支店 中小企業事業 023-641-7941
山形県 日本政策金融公庫 山形支店 国民生活事業 023-642-1331
山形県 日本政策金融公庫 酒田支店 国民生活事業 0234-22-3120
山形県 日本政策金融公庫 米沢支店 国民生活事業 0238-21-5711
長野県 日本政策金融公庫 長野支店 国民生活事業 026-233-2141
長野県 日本政策金融公庫 松本支店 中小企業事業 0263-33-0300
長野県 日本政策金融公庫 松本支店 国民生活事業 0263-33-7070
長野県 日本政策金融公庫 伊那支店 国民生活事業 0265-72-5195
長野県 日本政策金融公庫 小諸支店 国民生活事業 0267-22-2591
岐阜県 日本政策金融公庫 岐阜支店 中小企業事業 058-265-3171
岐阜県 日本政策金融公庫 岐阜支店 国民生活事業 058-263-2136
岐阜県 日本政策金融公庫 多治見支店 国民生活事業 0572-22-6341
島根県 日本政策金融公庫 松江支店 中小企業事業 0852-21-0110
島根県 日本政策金融公庫 松江支店 国民生活事業 0852-23-2651
島根県 日本政策金融公庫 浜田支店 国民生活事業 0855-22-2835
福岡県 日本政策金融公庫 福岡支店 中小企業事業 092-431-5296
福岡県 日本政策金融公庫 福岡支店 国民生活事業 092-411-9111
福岡県 日本政策金融公庫 福岡西支店 国民生活事業 092-712-4381
福岡県 日本政策金融公庫 北九州支店 中小企業事業 093-531-9191
福岡県 日本政策金融公庫 北九州支店 国民生活事業 093-541-7550
福岡県 日本政策金融公庫 八幡支店 国民生活事業 093-641-7715
福岡県 日本政策金融公庫 久留米支店 国民生活事業 0942-34-1212
佐賀県 日本政策金融公庫 佐賀支店 中小企業事業 0952-24-7224
佐賀県 日本政策金融公庫 佐賀支店 国民生活事業 0952-22-3341
熊本県 日本政策金融公庫 熊本支店 中小企業事業 096-352-9155
熊本県 日本政策金融公庫 熊本支店 国民生活事業 096-353-6121
熊本県 日本政策金融公庫 八代支店 国民生活事業 0965-32-5195
大分県 日本政策金融公庫 大分支店 中小企業事業 097-532-4106
大分県 日本政策金融公庫 大分支店 国民生活事業 097-535-0331
大分県 日本政策金融公庫 別府支店 国民生活事業 0977-25-1151

鹿児島県 日本政策金融公庫 鹿児島支店 中小企業事業 099-223-2221
鹿児島県 日本政策金融公庫 鹿児島支店 国民生活事業 099-224-1241
鹿児島県 日本政策金融公庫 鹿屋支店 国民生活事業 0994-42-5141
鹿児島県 日本政策金融公庫 川内支店 国民生活事業 0996-20-2191
山形県 商工組合中央金庫 山形支店 023-632-2111
山形県 商工組合中央金庫 酒田支店 0234-24-3922
長野県 商工組合中央金庫 026-234-0145
長野県 商工組合中央金庫 0263-35-6211
長野県 商工組合中央金庫 0266-52-6600
岐阜県 商工組合中央金庫 岐阜支店 058-263-9191
岐阜県 商工組合中央金庫 高山営業所 0577-32-3353
島根県 商工組合中央金庫 0852-23-3131
島根県 商工組合中央金庫 0855-23-3033
福岡県 商工組合中央金庫 092-712-6551
福岡県 商工組合中央金庫 093-533-9567
福岡県 商工組合中央金庫 0942-35-3381
佐賀県 商工組合中央金庫 0952-23-8121
熊本県 商工組合中央金庫 096-352-6184
大分県 商工組合中央金庫 097-534-4157

鹿児島県 商工組合中央金庫 099-223-4101
山形県 山形県信用保証協会 023-647-2247
長野県 026-234-7680
岐阜県 058-276-6314
岐阜県 058-265-4611
島根県 0855-22-0833
福岡県 092-415-2604
佐賀県 0952-24-4343
熊本県 096-375-2000
大分県 097-532-8247

鹿児島県 099-223-0271

令和２年７月３日からの大雨による災害に関する特別相談窓口

支店名

長野支店
松本支店
諏訪支店

佐賀支店
熊本支店
大分支店
鹿児島支店

長野県信用保証協会

松江支店
浜田営業所
福岡支店
北九州支店
久留米支店

熊本県信用保証協会
大分県信用保証協会
鹿児島県信用保証協会

岐阜県信用保証協会
岐阜市信用保証協会
島根県信用保証協会
福岡県信用保証協会
佐賀県信用保証協会



都道府県 機関名 連絡先支店名
山形県 山形商工会議所 023-622-4666
山形県 酒田商工会議所 0234-22-9311
山形県 鶴岡商工会議所 0235-24-7711
山形県 米沢商工会議所 0238-21-5111
山形県 新庄商工会議所 0233-22-6855
山形県 長井商工会議所 0238-84-5394
山形県 天童商工会議所 023-654-3511
長野県 0268-22-4500
長野県 026-227-2428
長野県 0263-32-5355
長野県 0265-24-1234
長野県 0266-23-2345
長野県 0266-52-2155
長野県 0266-27-8533
長野県 026-245-0031
長野県 0265-72-7000
長野県 0263-52-0258
長野県 0267-22-3355
長野県 0269-22-2191
長野県 0265-82-4168
長野県 0261-22-1890
長野県 0266-72-2800
長野県 0267-62-2520
長野県 0269-62-2162
長野県 026-272-3223
岐阜県 058-264-2131
岐阜県 0584-78-9111
岐阜県 0577-32-0380
岐阜県 0572-25-5000
岐阜県 0575-22-2266
岐阜県 0573-65-2154
岐阜県 0575-33-2168
岐阜県 0578-82-1130
岐阜県 0572-54-1131
岐阜県 0572-67-2222
岐阜県 0573-26-1211
岐阜県 058-382-7101
岐阜県 0574-24-0123
岐阜県 0574-61-0011
岐阜県 058-392-9664
島根県 0852-23-1616
島根県 0855-22-3025
島根県 0853-23-2411
島根県 0853-63-3211
島根県 0856-22-0088
島根県 0854-82-0765
島根県 0854-22-2380
島根県 0855-52-2268
福岡県 092-441-1110
福岡県 0942-33-0211
福岡県 093-541-0181
福岡県 0944-55-1111
福岡県 0948-22-1007
福岡県 0949-22-5500
福岡県 0943-22-5161
福岡県 0947-44-3150
福岡県 0944-73-7000
福岡県 0979-83-2333
福岡県 0930-25-2121
福岡県 093-436-1631
福岡県 0944-86-2171
福岡県 0947-73-2238
福岡県 0948-52-0855

上田商工会議所
長野商工会議所

須坂商工会議所
伊那商工会議所
塩尻商工会議所
小諸商工会議所
信州中野商工会議所

松本商工会議所
飯田商工会議所
岡谷商工会議所
諏訪商工会議所
下諏訪商工会議所

千曲商工会議所
岐阜商工会議所
大垣商工会議所
高山商工会議所
多治見商工会議所

駒ヶ根商工会議所
大町商工会議所
茅野商工会議所
佐久商工会議所
飯山商工会議所

瑞浪商工会議所
恵那商工会議所
各務原商工会議所
美濃加茂商工会議所
可児商工会議所

関商工会議所
中津川商工会議所
美濃商工会議所
神岡商工会議所
土岐商工会議所

益田商工会議所
大田商工会議所
安来商工会議所
江津商工会議所
福岡商工会議所

羽島商工会議所
松江商工会議所
浜田商工会議所
出雲商工会議所
平田商工会議所

八女商工会議所
田川商工会議所
柳川商工会議所
豊前商工会議所
行橋商工会議所

久留米商工会議所
北九州商工会議所
大牟田商工会議所
飯塚商工会議所
直方商工会議所

苅田商工会議所
大川商工会議所
豊前川崎商工会議所
嘉麻商工会議所



都道府県 機関名 連絡先支店名
福岡県 0942-52-3121
福岡県 0949-32-1200
福岡県 0946-22-3835
福岡県 093-245-1081
佐賀県 0952-24-5155
佐賀県 0955-72-5141
佐賀県 0955-22-3111
佐賀県 0942-83-3121
佐賀県 0955-42-4111
佐賀県 0952-73-4111
佐賀県 0954-23-3161
佐賀県 0954-63-3231
熊本県 096-354-6688
熊本県 0965-32-6191
熊本県 0968-62-1211
熊本県 0966-22-3101
熊本県 0966-63-2128
熊本県 0969-23-2001
熊本県 0968-72-3106
熊本県 0968-43-4111
熊本県 0969-73-3141
大分県 0977-25-3311
大分県 097-536-3131
大分県 0979-22-2250
大分県 0973-22-3184
大分県 0972-22-1550
大分県 0972-63-8811
大分県 0972-82-5111
大分県 0978-22-2412
大分県 0974-63-3161
大分県 0978-33-3433

鹿児島県 099-225-9500
鹿児島県 0996-22-2267
鹿児島県 0994-42-3135
鹿児島県 0993-72-3341
鹿児島県 0996-72-1185
鹿児島県 0997-52-6111
鹿児島県 0993-53-2244
鹿児島県 0996-62-1337
鹿児島県 0993-22-2473
鹿児島県 0996-32-2049
鹿児島県 0995-45-0313
山形県 山形県商工会連合会 050-3540-7211
長野県 026-228-2131
岐阜県 058-277-1068
島根県 0852-21-0651
福岡県 092-622-7708
佐賀県 0952-26-6101
熊本県 096-325-5161
大分県 097-534-9507

鹿児島県 099-226-3773
山形県 023-647-0360
長野県 026-228-1171
岐阜県 058-277-1100
島根県 0852-21-4809
福岡県 092-622-8780
佐賀県 0952-23-4598
熊本県 096-325-3255
大分県 097-536-6331

鹿児島県 099-222-9258
全国 03-3553-9300

山形県 山形県よろず支援拠点 023-647-0708
長野県 026-227-5875

宮若商工会議所
朝倉商工会議所
中間商工会議所
佐賀商工会議所
唐津商工会議所

筑後商工会議所

鹿島商工会議所
熊本商工会議所
八代商工会議所
荒尾商工会議所
人吉商工会議所

伊万里商工会議所
鳥栖商工会議所
有田商工会議所
小城商工会議所
武雄商工会議所

別府商工会議所
大分商工会議所
中津商工会議所
日田商工会議所
佐伯商工会議所

水俣商工会議所
本渡商工会議所
玉名商工会議所
山鹿商工会議所
牛深商工会議所

鹿児島商工会議所
川内商工会議所
鹿屋商工会議所
枕崎商工会議所
阿久根商工会議所

臼杵商工会議所
津久見商工会議所
豊後高田商工会議所
竹田商工会議所
宇佐商工会議所

霧島商工会議所

長野県商工会連合会
岐阜県商工会連合会
島根県商工会連合会
福岡県商工会連合会

奄美大島商工会議所
南さつま商工会議所
出水商工会議所
指宿商工会議所
いちき串木野商工会議所

岐阜県中小企業団体中央会
島根県中小企業団体中央会
福岡県中小企業団体中央会
佐賀県中小企業団体中央会
熊本県中小企業団体中央会

佐賀県商工会連合会
熊本県商工会連合会
大分県商工会連合会
鹿児島県商工会連合会

長野県中小企業団体中央会
山形県中小企業団体中央会

大分県中小企業団体中央会
鹿児島県中小企業団体中央会
全国商店街振興組合連合会

長野県よろず支援拠点



都道府県 機関名 連絡先支店名
岐阜県 058-277-1088
島根県 0852-60-5103
福岡県 092-622-7809
佐賀県 0952-34-4433
熊本県 096-286-3355
大分県 097-537-2837

鹿児島県 099-219-3740
東北 022-716-1751
関東 03-5470-1620
中部 052-220-0516
中国 082-502-6300
九州 092-263-0300
東北 022-221-4922
関東 048-600-0321
中部 052-951-2748
中国 082-224-5661
九州 092-482-5451

島根県よろず支援拠点
福岡県よろず支援拠点
佐賀県よろず支援拠点
熊本県よろず支援拠点
大分県よろず支援拠点

岐阜県よろず支援拠点

関東経済産業局 産業部中小企業課
中部経済産業局 産業部中小企業課
中国経済産業局 産業部中小企業課
九州経済産業局 産業部中小企業課

鹿児島県よろず支援拠点

中小機構  関東本部  企業支援部  企業支援課
中小機構  中部本部  企業支援部  企業支援課
中小機構  中国本部  企画調整部  復興支援課
中小機構  九州本部  企業支援部  企業支援課

中小機構  東北本部  企業支援部  企業支援課

東北経済産業局 産業部中小企業課
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