
都道府県 機関名 支店名 連絡先

静岡県 日本政策金融公庫 静岡支店 中小企業事業 054-254-3631

静岡県 日本政策金融公庫 静岡支店 国民生活事業 054-254-4411

静岡県 日本政策金融公庫 浜松支店 中小企業事業 053-453-1611

静岡県 日本政策金融公庫 浜松支店 国民生活事業 053-454-2341

静岡県 日本政策金融公庫 沼津支店 国民生活事業 055-931-5281

鳥取県 日本政策金融公庫 鳥取支店 中小企業事業 0857-23-1641

鳥取県 日本政策金融公庫 鳥取支店 国民生活事業 0857-22-3156

鳥取県 日本政策金融公庫 米子支店 国民生活事業 0859-34-5821

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

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

静岡県 商工中金 054-254-4131

静岡県 商工中金 053-454-1521

静岡県 商工中金 055-920-5000

鳥取県 商工中金 0857-22-3171

鳥取県 商工中金 0859-34-2711

島根県 商工中金 0852-23-3131

島根県 商工中金 0855-23-3033

鹿児島県 商工中金 099-223-4101

静岡県 0120-783-509

鳥取県 0857-26-6631

島根県 0852-22-2837

鹿児島県 099-223-0271

静岡県 054-253-5111

静岡県 053-452-1111

静岡県 055-921-1000

静岡県 055-975-4441

静岡県 0544-26-3101

静岡県 0545-52-0995

静岡県 0558-22-1181

静岡県 0538-32-2261

静岡県 0557-37-2500

静岡県 0557-81-9251

静岡県 0547-37-7155

静岡県 054-628-6251

静岡県 0537-22-5151

静岡県 054-641-2000

静岡県 0538-42-6151

鳥取県 0857-26-6666

鳥取県 0859-22-5131

伊東商工会議所

熱海商工会議所

静岡支店

浜松支店

沼津支店

静岡県信用保証協会

島田商工会議所

焼津商工会議所

掛川商工会議所

藤枝商工会議所

袋井商工会議所

富士商工会議所

下田商工会議所

磐田商工会議所

三島商工会議所

富士宮商工会議所

静岡商工会議所

令和3年7月1日からの大雨による災害にかかる特別相談窓口一覧

鳥取支店

米子支店

松江支店

浜田営業所

鹿児島支店

鹿児島県信用保証協会

鳥取県信用保証協会

島根県信用保証協会

鳥取商工会議所

米子商工会議所

浜松商工会議所

沼津商工会議所

（参考資料①）



鳥取県 0858-22-2191

鳥取県 0859-44-1111

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

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

静岡県 054-255-8080

鳥取県 0857-31-5555

島根県 0852-21-0651

鹿児島県 099-226-3773

静岡県 054-254-1511

鳥取県 0857-26-6671

島根県 0852-21-4809

鹿児島県 099-222-9258

全国 03-3553-9300

静岡県 054-253-5117

鳥取県 0857-31-6851

島根県 0852-60-5103

鹿児島県 099-219-3740

関東 03-5470-1620

中国 082-502-6555

九州 092-263-0300

関東 048-600-0321

中国 082-224-5661

九州 092-482-5447

安来商工会議所

江津商工会議所

平田商工会議所

益田商工会議所

大田商工会議所

浜田商工会議所

出雲商工会議所

関東経済産業局 産業部中小企業課

中国経済産業局 産業部中小企業課

中小機構  中国本部  企業支援部  企業支援課

静岡県よろず支援拠点

中小機構  関東本部  企業支援部  企業支援課

境港商工会議所

松江商工会議所

鳥取県商工会連合会

島根県商工会連合会

鳥取県中小企業団体中央会

静岡県商工会連合会

静岡県中小企業団体中央会

島根県中小企業団体中央会

全国商店街振興組合連合会

鳥取県よろず支援拠点

枕崎商工会議所

阿久根商工会議所

奄美大島商工会議所

南さつま商工会議所

鹿児島商工会議所

川内商工会議所

鹿屋商工会議所

倉吉商工会議所

鹿児島県中小企業団体中央会

鹿児島県よろず支援拠点

中小機構  九州本部  企業支援部  企業支援課

九州経済産業局 産業部中小企業課

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

霧島商工会議所

鹿児島県商工会連合会

島根県よろず支援拠点
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