
都道府県 機関名 支店名 連絡先

青森県 日本政策金融公庫 青森支店 中小企業事業 017-734-2511

青森県 日本政策金融公庫 青森支店 国民生活事業 0570-003521

青森県 日本政策金融公庫 八戸支店 国民生活事業 0570-003753

青森県 日本政策金融公庫 弘前支店 国民生活事業 0570-004375

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 0570-006754

山形県 日本政策金融公庫 酒田支店 国民生活事業 0570-007419

山形県 日本政策金融公庫 米沢支店 国民生活事業 0570-007787

新潟県 日本政策金融公庫 新潟支店 中小企業事業 025-244-3122

新潟県 日本政策金融公庫 新潟支店 国民生活事業 0570-018548

新潟県 日本政策金融公庫 長岡支店 国民生活事業 0570-020295

新潟県 日本政策金融公庫 高田支店 国民生活事業 0570-020527

新潟県 日本政策金融公庫 三条支店 国民生活事業 0570-021403

石川県 日本政策金融公庫 金沢支店 中小企業事業 076-231-4275

石川県 日本政策金融公庫 金沢支店 国民生活事業 0570-045202

石川県 日本政策金融公庫 小松支店 国民生活事業 0570-045445

福井県 日本政策金融公庫 福井支店 中小企業事業 0776-33-0030

福井県 日本政策金融公庫 福井支店 国民生活事業 0570-045462

福井県 日本政策金融公庫 武生支店 国民生活事業 0570-045515

青森県 商工組合中央金庫 青森支店 017-734-5411

青森県 商工組合中央金庫 八戸支店 0178-45-8811

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

新潟県 商工組合中央金庫 新潟支店 025-255-5111

新潟県 商工組合中央金庫 長岡支店 0258-35-2121

石川県 商工組合中央金庫 金沢支店 076-221-6141

福井県 商工組合中央金庫 福井支店 0776-23-2090

青森県 017-723-1354

山形県 023-647-2247

新潟県 025-210-5141

石川県 076-222-1522

福井県 0776-33-8312

青森県 017-734-1311

青森県 0172-33-4111

青森県 0178-43-5111

青森県 0176-24-1111

青森県 0172-52-4316

青森県 0173-35-2121

青森県 0175-22-2281

山形県 023-622-4666

山形県 0234-22-9311

山形県 0235-24-7711

山形県 0238-21-5111

山形県 0233-22-6855

山形県 0238-84-5394

令和４年８月３日からの大雨による災害に関する特別相談窓口一覧

山形県信用保証協会

弘前商工会議所

八戸商工会議所

十和田商工会議所

黒石商工会議所

五所川原商工会議所

むつ商工会議所

福井県信用保証協会

（参考資料①）

新庄商工会議所

長井商工会議所

山形商工会議所

酒田商工会議所

鶴岡商工会議所

米沢商工会議所

新潟県信用保証協会

青森県信用保証協会

青森商工会議所

石川県信用保証協会



山形県 023-654-3511

新潟県 025-552-1225

新潟県 025-290-4411

新潟県 025-525-1185

新潟県 0258-32-4500

新潟県 0257-22-3161

新潟県 0256-32-1311

新潟県 0254-22-2757

新潟県 0250-22-0121

新潟県 0256-63-4116

新潟県 0258-81-1300

新潟県 0254-53-4257

新潟県 025-757-5111

新潟県 0255-72-2425

新潟県 0256-52-1740

新潟県 0250-43-5551

新潟県 025-382-5111

石川県 076-263-1151

石川県 0761-21-3121

石川県 0767-54-8888

石川県 0768-22-7777

石川県 0761-73-0001

石川県 0768-82-1115

石川県 076-276-3811

福井県 0776-36-8111

福井県 0770-22-2611

福井県 0778-23-2020

福井県 0779-66-1230

福井県 0779-88-0463

福井県 0770-52-1040

福井県 0778-51-2800

青森県 017-734-3394

山形県 050-3540-7211

新潟県 025-283-1311

石川県 076-268-7300

福井県 0776-23-3624

青森県 017-777-2325

山形県 023-647-0360

新潟県 025-267-1100

石川県 076-267-7711

福井県 0776-23-3042

全国 03-3553-9300

青森県 017-721-3787

山形県 023-647-0708

新潟県 025-246-0058

石川県 076-267-6711

福井県 0776-67-7402

東北 022-716-1751

珠洲商工会議所

白山商工会議所

石川県商工会連合会

勝山商工会議所

小浜商工会議所

鯖江商工会議所

新潟県商工会連合会

新潟県中小企業団体中央会

新潟県よろず支援拠点

中小機構  東北本部  企業支援部  企業支援課

山形県中小企業団体中央会

石川県中小企業団体中央会

福井商工会議所

敦賀商工会議所

武生商工会議所

大野商工会議所

十日町商工会議所

新井商工会議所

加茂商工会議所

五泉商工会議所

亀田商工会議所

加賀商工会議所

石川県よろず支援拠点

福井県商工会連合会

福井県中小企業団体中央会

福井県よろず支援拠点

青森県商工会連合会

青森県中小企業団体中央会

青森県よろず支援拠点

山形県商工会連合会

天童商工会議所

糸魚川商工会議所

新潟商工会議所

上越商工会議所

長岡商工会議所

金沢商工会議所

小松商工会議所

七尾商工会議所

輪島商工会議所

柏崎商工会議所

三条商工会議所

新発田商工会議所

新津商工会議所

燕商工会議所

小千谷商工会議所

村上商工会議所

山形県よろず支援拠点

全国商店街振興組合連合会



関東 03-5470-1620

北陸 076-223-5546

東北 022-221-4922

関東 048-600-0321

中部 052-951-2748

近畿 06-6966-6024近畿経済産業局 産業部中小企業課

関東経済産業局 産業部中小企業課

東北経済産業局 産業部中小企業課

中小機構  関東本部  企業支援部  企業支援課

中小機構  北陸本部  企業支援部  企業支援課

中部経済産業局 産業部中小企業課


