
（参考資料①）

都道府県 機関名 連絡先 備考

全国 全国商店街振興組合連合会 03-3553-9300

岩手県 岩手県よろず支援拠点 ※事前予約が必要です 019-631-3826

宮城県 宮城県よろず支援拠点 ※事前予約が必要です 022-393-8044

福島県 福島県よろず支援拠点 ※事前予約が必要です 024-954-4161

茨城県 029-224-5339

栃木県 028-670-2618

群馬県 027-265-5016

埼玉県 0120-973-248

千葉県 043-299-2921

東京都 03-6205-4728

東京都 090-8452-1521

090-8452-5720

神奈川県 045-633-5071

新潟県 025-246-0058

山梨県 055-243-0650

長野県 026-227-5875

長野県 070-4091-9793

静岡県 054-253-5117

岩手県 岩手県信用保証協会 企業支援部  企業支援課 0120-972-150

宮城県 宮城県信用保証協会 経営支援部  経営支援課 022-225-5230

福島県 福島県信用保証協会 福島営業店 024-526-1530

茨城県 茨城県信用保証協会 総務部  総務課（平日） 029-224-7811

茨城県 茨城県信用保証協会 029-224-7812 11月3、4日は下記連絡先へ

茨城県 茨城県信用保証協会 029-826-7812

栃木県 栃木県信用保証協会 経営支援部  企業支援課 028-635-2195

群馬県 群馬県信用保証協会 保証統括部  保証推進課 027-231-8875

埼玉県 埼玉県信用保証協会 経営支援部  審査課 048-647-4716

千葉県 千葉県信用保証協会 本店保証部 043-221-8111

東京都 東京信用保証協会 八重洲支店（平日） 03-3272-3151

東京都 東京信用保証協会 休日電話相談窓口（土日祝） 03-3272-3002

神奈川県 神奈川県信用保証協会 本店  営業部 045-681-7178

神奈川県 横浜市信用保証協会 本所  営業部 045-662-6623

神奈川県 川崎市信用保証協会 企業支援部  経営支援推進課 044-211-0504

新潟県 新潟県信用保証協会 保証推進部  保証総括課 025-267-1312

山梨県 山梨県信用保証協会 総務部（平日） 055-235-9708

山梨県 山梨県信用保証協会 保証部（土日祝） 055-235-9709

長野県 長野県信用保証協会 保証統括部 0120-34-7680

静岡県 静岡県信用保証協会 沼津支店 055-926-0100

全国 日本政策金融公庫 国民生活事業 0120-112476 11月2、3、4日  9:00～17:00まで開設

全国 日本政策金融公庫 中小企業事業 0120-327790 11月2、3、4日  9:00～17:00まで開設

青森県 日本政策金融公庫 八戸支店 国民生活事業 0178-22-6274

岩手県 日本政策金融公庫 盛岡支店 中小企業事業 019-623-6125

岩手県 日本政策金融公庫 盛岡支店 国民生活事業 019-623-4376

岩手県 日本政策金融公庫 一関支店 国民生活事業 0191-23-4157

宮城県 日本政策金融公庫 仙台支店 中小企業事業 022-223-8141

宮城県 日本政策金融公庫 仙台支店 国民生活第一事業 022-222-5173

宮城県 日本政策金融公庫 仙台支店 国民生活第二事業 022-222-5377

宮城県 日本政策金融公庫 石巻支店 国民生活事業 0225-94-1201

福島県 日本政策金融公庫 福島支店 中小企業事業 024-522-9241

福島県 日本政策金融公庫 福島支店 国民生活事業 024-523-2341

福島県 日本政策金融公庫 会津若松支店 国民生活事業 0242-27-3120

福島県 日本政策金融公庫 郡山支店 国民生活事業 024-923-7140

福島県 日本政策金融公庫 いわき支店 国民生活事業 0246-25-7251

茨城県 日本政策金融公庫 水戸支店 中小企業事業 029-231-4246

茨城県 日本政策金融公庫 水戸支店 国民生活事業 029-221-7137

茨城県 日本政策金融公庫 日立支店 国民生活事業 0294-24-2451

茨城県 日本政策金融公庫 土浦支店 国民生活事業 029-822-4141

栃木県 日本政策金融公庫 宇都宮支店 中小企業事業 028-636-7171

栃木県 日本政策金融公庫 宇都宮支店 国民生活事業 028-634-7141

栃木県 日本政策金融公庫 佐野支店 国民生活事業 0283-22-3011

群馬県 日本政策金融公庫 前橋支店 中小企業事業 027-243-0050

群馬県 日本政策金融公庫 前橋支店 国民生活事業 027-223-7311

群馬県 日本政策金融公庫 高崎支店 国民生活事業 027-326-1621

埼玉県 日本政策金融公庫 さいたま支店 中小企業事業 048-643-8320

埼玉県 日本政策金融公庫 さいたま支店 国民生活事業 048-643-3711

埼玉県 日本政策金融公庫 浦和支店 国民生活事業 048-822-7171

埼玉県 日本政策金融公庫 川越支店 国民生活事業 049-246-3211

埼玉県 日本政策金融公庫 熊谷支店 国民生活事業 048-521-2731

埼玉県 日本政策金融公庫 越谷支店 国民生活事業 048-964-5561

千葉県 日本政策金融公庫 千葉支店 中小企業事業 043-243-7121

千葉県 日本政策金融公庫 千葉支店 国民生活事業 043-241-0078

千葉県 日本政策金融公庫 船橋支店 国民生活事業 047-433-8252

千葉県 日本政策金融公庫 館山支店 国民生活事業 047-022-2911

千葉県 日本政策金融公庫 松戸支店 国民生活事業 047-367-1191

東京都 日本政策金融公庫 東京支店 中小企業営一事業 03-3270-1282

東京都 日本政策金融公庫 東京支店 中小企業営二事業 03-3270-7994

東京都 日本政策金融公庫 東京支店 中小企業営三事業 03-3270-6801

東京都 日本政策金融公庫 東京支店 国民生活事業 03-3270-1300

東京都 日本政策金融公庫 東京中央支店 国民生活事業 03-3553-3441

東京都 日本政策金融公庫 新宿支店 中小企業事業 03-3343-1261

東京都 日本政策金融公庫 新宿支店 国民生活事業 03-3342-4171

東京都 日本政策金融公庫 上野支店 国民生活事業 03-3835-1391

東京都 日本政策金融公庫 江東支店 国民生活事業 03-3631-8171

東京都 日本政策金融公庫 五反田支店 国民生活事業 03-3490-7370

東京都 日本政策金融公庫 大森支店 中小企業事業 03-5763-3001

東京都 日本政策金融公庫 大森支店 国民生活事業 03-3761-7551

令和元年台風第19号による災害に関する特別相談窓口

※黄色塗りとなっているエクセルは休日中でも開設している場合があります。

支店名

茨城県よろず支援拠点

栃木県よろず支援拠点

群馬県よろず支援拠点

埼玉県よろず支援拠点

千葉県よろず支援拠点

東京都よろず支援拠点（平日）

東京都よろず支援拠点（土日・祝日）

神奈川県よろず支援拠点

新潟県よろず支援拠点

山梨県よろず支援拠点

長野県よろず支援拠点（平日）

長野県よろず支援拠点（土日・祝日）

静岡県よろず支援拠点

本店営業部  保証課  県央・鹿行グループ（土日祝）

土浦支店  保証課  県南グループ（11月3､4日のみ）



東京都 日本政策金融公庫 渋谷支店 国民生活事業 03-3464-3311

東京都 日本政策金融公庫 池袋支店 中小企業事業 03-3986-1261

東京都 日本政策金融公庫 池袋支店 国民生活事業 03-3983-2131

東京都 日本政策金融公庫 板橋支店 国民生活事業 03-3964-1811

東京都 日本政策金融公庫 千住支店 中小企業事業 03-3870-2125

東京都 日本政策金融公庫 千住支店 国民生活事業 03-3881-6175

東京都 日本政策金融公庫 八王子支店 国民生活事業 042-646-7711

東京都 日本政策金融公庫 立川支店 中小企業事業 042-528-1261

東京都 日本政策金融公庫 立川支店 国民生活事業 042-524-4191

東京都 日本政策金融公庫 三鷹支店 国民生活事業 0422-43-1151

神奈川県 日本政策金融公庫 横浜支店 中小企業事業 045-682-1061

神奈川県 日本政策金融公庫 横浜支店 国民生活事業 045-201-9912

神奈川県 日本政策金融公庫 横浜西口支店 国民生活事業 045-311-2641

神奈川県 日本政策金融公庫 川崎支店 国民生活事業 044-211-1211

神奈川県 日本政策金融公庫 小田原支店 国民生活事業 0465-23-3175

神奈川県 日本政策金融公庫 厚木支店 中小企業事業 046-297-5071

神奈川県 日本政策金融公庫 厚木支店 国民生活事業 046-222-3315

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 025-246-2011

新潟県 日本政策金融公庫 長岡支店 国民生活事業 0258-36-4360

新潟県 日本政策金融公庫 三条支店 国民生活事業 0256-34-7511

新潟県 日本政策金融公庫 高田支店 国民生活事業 025-524-2340

山梨県 日本政策金融公庫 甲府支店 中小企業事業 055-228-5790

山梨県 日本政策金融公庫 甲府支店 国民生活事業 055-224-5361

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 小諸支店 国民生活事業 0267-22-2591

長野県 日本政策金融公庫 伊那支店 国民生活事業 0265-72-5195

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

全国 商工中金 0120-542-711

岩手県 商工中金 盛岡支店 019-622-4185

宮城県 商工中金 仙台支店 022-225-7411

福島県 商工中金 福島支店 024-526-1201

福島県 商工中金 会津若松営業所 0242-26-2617

茨城県 商工中金 水戸支店 029-225-5151

栃木県 商工中金 宇都宮支店 028-633-8191

栃木県 商工中金 足利支店 0284-21-7131

群馬県 商工中金 前橋支店 027-224-8151

千葉県 商工中金 千葉支店 043-248-2345

千葉県 商工中金 松戸支店 047-365-4111

千葉県 商工中金 浦安出張所 047-355-8011

埼玉県 商工中金 さいたま支店 048-822-5151

埼玉県 商工中金 熊谷支店 048-525-3751

東京都 商工中金 本店営業部 03-3272-6111

東京都 商工中金 八王子支店 042-646-3131

東京都 商工中金 上野支店 03-3834-0111

東京都 商工中金 大森支店 03-3763-1251

東京都 商工中金 京浜島出張所 03-3799-0331

東京都 商工中金 押上支店 03-3624-1161

東京都 商工中金 新宿支店 03-3340-1551

東京都 商工中金 深川支店 03-3642-7131

東京都 商工中金 東京支店 03-3437-1231

東京都 商工中金 池袋支店 03-3988-6311

東京都 商工中金 渋谷支店 03-3486-6511

東京都 商工中金 神田支店 03-3254-6811

東京都 商工中金 新木場支店 03-5569-1711

神奈川県 商工中金 横浜支店 045-201-3952

神奈川県 商工中金 川崎支店 044-244-1101

神奈川県 商工中金 横浜西口支店 045-314-3211

神奈川県 商工中金 相模原営業所 042-786-6230

新潟県 商工中金 新潟支店 025-255-5111

新潟県 商工中金 長岡支店 0258-35-2121

山梨県 商工中金 甲府支店 055-233-1161

長野県 商工中金 長野支店 026-234-0145

長野県 商工中金 諏訪支店 0266-52-6600

長野県 商工中金 松本支店 0263-35-6211

静岡県 商工中金 静岡支店 054-254-4131

静岡県 商工中金 浜松支店 053-454-1521

静岡県 商工中金 沼津支店 055-920-5000

東北 中小企業基盤整備機構 東北本部 企業支援部企業支援課 022-716-1751

関東 中小企業基盤整備機構 関東本部 企業支援部企業支援課 03-5470-1620

東北 東北経済産業局 産業部 中小企業課 022-221-4922

関東 関東経済産業局 産業部 中小企業課 048-600-0321

岩手県 岩手県商工会連合会 019-622-4165

宮城県 宮城県商工会連合会 022-225-8751

福島県 福島県商工会連合会 024-525-3411

茨城県 茨城県商工会連合会 029-224-2635

栃木県 栃木県商工会連合会 028-637-3731

群馬県 群馬県商工会連合会 027-231-9779

千葉県 千葉県商工会連合会 043-305-5222

埼玉県 埼玉県商工会連合会 048-641-3617

東京都 東京都商工会連合会 042-500-1140

神奈川県 神奈川県商工会連合会 045-633-5080

新潟県 新潟県商工会連合会 025-283-1311

山梨県 山梨県商工会連合会 055-235-2115

長野県 長野県商工会連合会 026-228-2131

静岡県 静岡県商工会連合会 054-255-8080

岩手県 中小企業団体中央会 統括管理部 019-624-1363

宮城県 中小企業団体中央会 総合調整部 022‐222-5560 ※事前予約が必要です。

福島県 中小企業団体中央会 本部（連携推進課） 024-536-1264



福島県 中小企業団体中央会 郡山事務所 024-934-7420

福島県 中小企業団体中央会 会津事務所 0242-28-5343

福島県 中小企業団体中央会 いわき事務所 0246-21-0832

福島県 中小企業団体中央会 相双事務所 0244-23-0125

茨城県 中小企業団体中央会 029-224-8030

栃木県 中小企業団体中央会 総務部 028-635-2300 ８時３０分～１７時１５分

群馬県 中小企業団体中央会 開発課 027-232-4124 土日祝(午前中のみ)対応

埼玉県 中小企業団体中央会 048-641-1315

千葉県 中小企業団体中央会 総務部 043-306-3281

東京都 中小企業団体中央会 業務課 03‐3542‐0317

神奈川県 中小企業団体中央会 組織支援部 045-633-5133

新潟県 中小企業団体中央会 事務局長 025-267-1100

山梨県 中小企業団体中央会 055-237-3215

山梨県 中小企業団体中央会 富士・東部事務所 055-522-2166

長野県 中小企業団体中央会 本部 026-228-1171

長野県 中小企業団体中央会 東信事務所 0268-24-1788

長野県 中小企業団体中央会 中信事務所 0263-32-0477

長野県 中小企業団体中央会 南信事務所 0266-78-4030

長野県 中小企業団体中央会 南信事務所飯田分室 0265-24-7088

静岡県 中小企業団体中央会 指導部 054-254-1511

岩手県 釜石商工会議所 0193-22-2434

岩手県 一関商工会議所 0191-23-3434

岩手県 宮古商工会議所 0193-62-3233

岩手県 大船渡商工会議所 0192-26-2141

岩手県 久慈商工会議所 0194-52-1000 電話のみ

宮城県 仙台商工会議所 022-265-8181

宮城県 塩釜商工会議所 022-367-5111

宮城県 石巻商工会議所 0225-22-0145

宮城県 気仙沼商工会議所 0226-22-4600

宮城県 古川商工会議所 0229-24-0055

宮城県 白石商工会議所 0224-26-2191

福島県 福島商工会議所 024-536-5511

福島県 郡山商工会議所 024-921-2600 2日のみ

福島県 会津若松商工会議所 0242-27-1212

福島県 いわき商工会議所 0246-25-9151

福島県 白河商工会議所 0248-23-3101

福島県 原町商工会議所 0244-22-1141

福島県 相馬商工会議所 0244-36-3171

福島県 須賀川商工会議所 0248-76-2124

福島県 二本松商工会議所 0243-23-3211

新潟県 上越商工会議所 025-525-1185

新潟県 糸魚川商工会議所 025-552-1225

新潟県 新井商工会議所 0255-72-2425

長野県 上田商工会議所 0268-22-4500

長野県 長野商工会議所 026-227-2428

長野県 松本商工会議所 0263-32-5355

長野県 岡谷商工会議所 0266-23-2345

長野県 諏訪商工会議所 0266-52-2155

長野県 下諏訪商工会議所 0266-27-8533

長野県 須坂商工会議所 026-245-0031

長野県 伊那商工会議所 0265-72-7000

長野県 塩尻商工会議所 0263-52-0258 電話のみ

長野県 小諸商工会議所 0267-22-3355

長野県 信州中野商工会議所 0269-22-2191

長野県 茅野商工会議所 0266-72-2800

長野県 佐久商工会議所 0267-62-2520 電話のみ

長野県 飯山商工会議所 0269-62-2162

長野県 千曲商工会議所 026-272-3223

茨城県 水戸商工会議所 029-224-3315

茨城県 土浦商工会議所 029-822-0391

茨城県 日立商工会議所 0294-22-0128

茨城県 石岡商工会議所 0299-22-4181

茨城県 下館商工会議所 0296-22-4596 2日午前中のみ

茨城県 結城商工会議所 0296-33-3118

茨城県 ひたちなか商工会議所 029-273-1371

栃木県 栃木商工会議所 0282-23-3131

栃木県 宇都宮商工会議所 028-637-3131

栃木県 足利商工会議所 0284-21-1354

栃木県 鹿沼商工会議所 0289-65-1111

栃木県 日光商工会議所 0288-30-1171

栃木県 大田原商工会議所 0287-22-2273

栃木県 佐野商工会議所 0283-22-5511 9：00～１５：００

群馬県 高崎商工会議所 027-361-5171

群馬県 前橋商工会議所 027-234-5111

群馬県 桐生商工会議所 0277-45-1201

群馬県 館林商工会議所 0276-74-5121

群馬県 太田商工会議所 0276-45-2121

群馬県 沼田商工会議所 0278-23-1137

群馬県 富岡商工会議所 0274-62-4151

群馬県 渋川商工会議所 0279-25-1311

群馬県 藤岡商工会議所 0274-22-1230

埼玉県 川越商工会議所 049-229-1810

埼玉県 川口商工会議所 048-228-2220

埼玉県 熊谷商工会議所 048-521-4600

埼玉県 さいたま商工会議所 048-838-7700

埼玉県 秩父商工会議所 0494-22-4411

埼玉県 行田商工会議所 048-556-4111

埼玉県 本庄商工会議所 0495-22-5241 電話のみ

埼玉県 深谷商工会議所 048-571-2145

埼玉県 所沢商工会議所 04-2922-2196

埼玉県 飯能商工会議所 042-974-3111

埼玉県 狭山商工会議所 04-2954-3333

千葉県 銚子商工会議所 0479-25-3111

千葉県 千葉商工会議所 043-227-4101

千葉県 木更津商工会議所 0438-37-8700



千葉県 佐原商工会議所 0478-54-2244 2日（13；00～16；00）、4日（13：00～
16：00）のみ

千葉県 茂原商工会議所 0475-22-3361

千葉県 館山商工会議所 0470-22-8330

千葉県 八街商工会議所 043-443-3021

千葉県 東金商工会議所 0475-52-1101 2日（11：00～16：００）、3日のみ
千葉県 市原商工会議所 0436-22-4305

千葉県 成田商工会議所 0476-22-2101

千葉県 佐倉商工会議所 043-486-2331

千葉県 君津商工会議所 0439-52-2511

東京都 東京商工会議所 03-3283‐7500

東京都 八王子商工会議所 042-623-6311

東京都 青梅商工会議所 0428-23-0111

東京都 立川商工会議所 042-527-2700

東京都 むさし府中商工会議所 042-362-6421

東京都 町田商工会議所 042-722-5957

東京都 多摩商工会議所 042-375-1211

神奈川県 川崎商工会議所 044-211-4114 2日10：00～15；00のみ

神奈川県 小田原箱根商工会議所 0465-23-1811

神奈川県 平塚商工会議所 0463-22-2510

神奈川県 藤沢商工会議所 0466-27-8888

神奈川県 厚木商工会議所 046-221-2151

神奈川県 秦野商工会議所 0463-81-1355

神奈川県 相模原商工会議所 042-753-8135

神奈川県 海老名商工会議所 046-231-5865

山梨県 富士吉田商工会議所 0555-24-7111

福島県 会津喜多方商工会議所 0241-24-3131

茨城県 古河商工会議所 0280-48-6000 2,3日電話のみ

栃木県 小山商工会議所 0285-22-0253

群馬県 伊勢崎商工会議所 0270-24-2211

埼玉県 蕨商工会議所 048-432-2655

埼玉県 上尾商工会議所 048-773-3111

埼玉県 春日部商工会議所 048-763-1122

埼玉県 越谷商工会議所 048-966-6111
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