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中小企業庁の平成25年度補正予算を踏まえた中小企業・小規模事業者向け 

資金繰り支援の強化について 

 

中小企業庁は、今般、平成25年度補正予算を踏まえ、別添の通り、中小企業・小規

模事業者向け資金繰り支援の強化について公表しました。 

各制度について、原則として、従業員等について一定規模以下の個人及び法人が対

象となります。 

ただし、日本政策金融公庫による各種融資制度につきましては、「国民生活事業」（旧

国民生活金融公庫）としての貸付のみが利用可能であり、「中小企業事業」(旧中小企

業金融公庫)としての貸付は、病院・診療所・助産所など医療分野は、独立行政法人福

祉医療機構が扱う分野となることから対象外となっています。 

また、「２.信用保証を活用した資金繰り支援」のうちセーフティネット保証（5号）

については、3月3日(月)から平時の運用へ移行することとなりましたので、平成26

年3月31日までの期間は、ソフトランディング措置(注１)が終了となり、従前の基準

に戻ることとなりました。その結果、医療業(医科)についてはそれまで該当していた

基準がなくなり、「一般病院」、「精神科病院」、「有床診療所」、「無床診療所」の全ての

区分が対象外となりました（「別紙４」参照）。平成26年4月以降も、平時運用が見直

されない限り、医療業(医科)については「一般病院」、「精神科病院」、「有床診療所」、

「無床診療所」の全ての区分が対象から除外されると見込まれます。 

なお、セーフティネット保証(5号)の平時の運用への移行により資金繰りに影響を

受ける中小企業・小規模事業者に対し、日本政策金融公庫等の「経営改善・資金繰り

相談窓口」（別紙5参照）で相談を受け付けています。 

(注１)ソフトランディング措置とは、現在の基準（最近月の売上高等が前年同月比

5%以上減少等）に加え、一層緩和した基準（最近月の売上高等がリーマンシ

ョック前(4年前)比5%以上減少等）を適用。 

 

詳細につきましては、関係機関窓口にご確認ください。 

つきましては、貴会会員各位に周知方お願い申し上げます。 

 なお、当該資料は、経済産業省のホームページ 

( http://www.meti.go.jp/press/2013/02/20140207004/20140207004.html ）より、

ご覧いただけます。 



 

〔別添資料〕 

○ 平成25年度補正予算により中小企業・小規模事業者の資金繰り支援を強化します 

○ (別紙1-1）継続 経営支援型セーフティネット貸付 （経営環境変化対応資金) 

○ (別紙1-2）新設 経営支援型セーフティネット貸付 （金融環境変化対応資金） 

○ (別紙2-1）新設 設備資金貸付利率特例 

○ (別紙2-2）拡充 企業活力強化貸付（地域活性化・雇用促進資金） 

○ (別紙2-3）拡充 創業支援関連制度の拡充 

○ (別紙3）借換保証の推進 

○ (別紙4）セーフティネット保証5号の指定業種(平成26年3月3日～平成26年3

月31日) 

○ (別紙5) 日本政策金融公庫(中小65支店、国民152支店) 
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平成 25 年度補正予算により中小企業・小規模事業者向け 

資金繰り支援を強化します 

 

中小企業庁は、この度成立した「平成 25 年度補正予算」を踏まえ、中小企業・小規模事業

者に対する資金繰り支援策に万全を期してまいります。 

 

1．日本政策金融公庫等による資金繰り支援 

原材料・エネルギーコスト高等の影響により資金繰りに困難を来している中小企業・小規模

事業者の資金繰り円滑化に万全を期すため、日本政策金融公庫等による経営支援型等の

セーフティネット貸付の継続・拡充等を行います。（別紙 1 参照） 

 

また、日本政策金融公庫において老朽化設備の新陳代謝、所得増加及び創業等に対応し

た融資を促進します。（別紙 2 参照） 

 

上記の日本政策金融公庫等の新設・拡充を行う貸付制度については、2 月 24 日（月）から

制度の運用を実施します。 

 

2．信用保証を活用した資金繰り支援 

信用保証協会による借換保証を引き続き推進し、経営支援と一体となった資金繰りを支援

します。（別紙 3 参照） 

 

セーフティネット保証（5 号）については、3 月 3 日（月）から平時の運用へ移行し、短期的に

業況が悪化している業種に属する事業者を支援する措置として、引き続き積極的に活用し

ていきます。 

※3 月 3 日以降の指定業種は、別紙 4 参照 

 

なお、セーフティネット保証（5 号）の平時の運用への移行により資金繰りに影響を受ける中

小企業・小規模事業者におかれましては、日本政策金融公庫等の「経営改善・資金繰り相

談窓口」において相談を受け付けます。 

※日本公庫等の「経営改善・資金繰り相談窓口」の連絡先は、別紙 5 参照 

 

 (本発表資料のお問い合わせ先) 

中小企業庁金融課長 三浦 

 担当者： 瀧島、佐々木、高橋（俊） 

 電 話：03-3501-1511(内線 5271～5) 

      03-3501-2876(直通) 



経営支援型セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)継続

原材料・エネルギーコスト高及びデフレ等の影響を受けて資金繰りに困難を来している
中小企業・小規模事業者であって、認定支援機関等の経営支援を受ける事業者を対象に日
本政策金融公庫等が低利融資を行います。

対象者：社会的な要因による一時的な業況悪化により資金繰り
に著しい支障を来している者又は来すおそれのある者

対象資金：設備資金及び運転資金

貸付限度額：

（中小企業事業）７.２億円

（国民生活事業）４,８００万円

貸付期間：設備資金１５年以内、運転資金８年以内

貸付金利：基準利率（１月１６日現在 （中小）１.６０％ （国民）１.９０％）。

ただし、運転資金のうち、以下の条件に該当する場
合、金利引き下げを行います。

①厳しい業況にあり、認定支援機関等の経営支援を受
ける場合、基準利率－０.４％

②雇用の維持・拡大を図る場合、基準利率－０.１％
①・②ともに該当する場合、基準利率－０.５％

事業スキーム制度の概要

（注）商工中金の危機対応業務（中小企業向け）は、中小事業と同様の内容で実施。

認定支援機関※

・損害担保
・利子補給

中小企業・小規模事業者

低利融資

指定金融機関
（商工中金等）

(株)日本政策金融公庫

経営改善
支援

※ 中小企業経営力強化支援法（中小企業の新たな事業
活動の促進に関する法律）に基づき認定される「認定経
営革新等支援機関」を指します。

別紙１－１



経営支援型セーフティネット貸付(金融環境変化対応資金)新設

金融機関との取引状況の変化（借入残高の減少要請や追加担保の設定要請等）により、資金繰り
に困難を来している中小企業・小規模事業者であって、認定支援機関等の経営支援を受ける事業者
を対象に日本政策金融公庫が低利融資を行います。

対象者：金融機関との取引条件の変化により、資金繰りに困難を来
している者

対象資金：設備資金及び運転資金

貸付限度額：

（中小企業事業）別枠３億円

（国民生活事業）別枠４,０００万円

貸付期間：設備資金１５年以内、運転資金８年以内

貸付金利：基準利率（１月１６日現在 （中小）１.６０％ （国民）１.９０％）。
ただし、運転資金のうち、以下の条件に該当する場合、
金利引き下げを行います。

①厳しい業況にあり、認定支援機関等の経営支援を受ける場合、
基準利率－０.４％

②雇用の維持・拡大を図る場合、基準利率－０.１％
①・②ともに該当する場合、基準利率－０.５％

事業スキーム制度の概要

認定支援機関※

中小企業・小規模事業者

低利融資

(株)日本政策金融公庫

経営改善
支援

※ 中小企業経営力強化支援法（中小企業の新たな事業
活動の促進に関する法律）に基づき認定される「認定経
営革新等支援機関」を指します。

別紙１－２



設備資金貸付利率特例新設

老朽化した設備の新陳代謝を促進するため、耐用年数が超過した設備を有する中小
企業・小規模事業者が大規模な設備投資を行う際に、日本政策金融公庫が低利融資を
行います。

対象者：以下のすべての要件を満たす中小企業・小規模事
業者が対象です。

①既存設備の耐用年数が超過しており、同種の新た
な設備投資を行うこと

②当該企業の総資産の１５％を超える設備投資であ
ること

③事業計画策定支援及び融資後のフォローアップを
受けること

貸付利率：貸付後２年間、適用した貸付制度に定める

利率から０．５％を控除します。

事業スキーム制度の概要

中小企業・小規模事業者

低利融資

(株)日本政策金融公庫

事業計画策定支援

フォローアップ

別紙２－１



企業活力強化貸付（地域活性化・雇用促進資金）拡充 別紙２－２

雇用の拡大や賃金の引上げにより給与支払総額を増額させており、今後も増加させ
る中小企業・小規模事業者を対象に日本政策金融公庫が低利融資を行います。

対象者：給与支払総額を２％以上増額させており、今後も
増加させる中小企業・小規模事業者が対象です。

対象資金：運転資金

貸付限度額：日本政策金融公庫

（中小企業事業）２億５，０００万円

（国民生活事業）４，８００万円

貸付期間：最長７年以内

貸付利率：基準利率－０．４％

（基準利率：１月１６日現在（中小）１．６０%、（国民） １．９０%）。

事業スキーム制度の概要

中小企業・小規模事業者

低利融資

(株)日本政策金融公庫



創業支援関連制度の拡充

雇用拡大の原動力となる中小企業・小規模事業者の創業を促進するため、また、創業間
もない企業を支援するため日本政策金融公庫における創業関連制度の拡充を行います。

別紙２－３

○新創業融資制度（国民事業）

創業後２期未満の者に対する無担保・無保証の融資制度）

貸付対象：海外展開資金を追加
貸付限度額：１，５００万円→３，０００万円（運転１，５００万円）
自己資金要件：開業資金総額１／３→１／１０（※）
貸付期間：設備１０年→１５年
据置期間：６ヶ月→設備２年、運転１年
※一定期間の勤務経験を有する者等は同要件を適用しない。

○女性・若者／シニア起業家支援資金
（創業を行う女性・若者／シニアに対する支援制度）

貸付対象：新規開業して概ね５年以内の者→７年以内の者
貸付利率：基準金利（運転資金）→特別利率①

○新事業育成資金（中小事業）
（新技術活用等により高い成長性が見込まれる者に対する融資制度）

資金使途：運転資金の対象に当初１年間のリース資金及び人材確
保に必要な資金を追加
貸付利率：上限金利（３．０％）を追加
貸付対象：交付を受けて開発した技術を利用して行う事業→補助金
の交付決定を受けたもの

○新規開業資金（国民事業）（経験を活かし新たに事業を始める者に対する融資制度）

貸付対象：新規開業して概ね５年以内の者→７年以内の者

貸付利率：（１）地方公共団体の補助金を受けて社会性を有する事
業を行う者、認定特定非営利活動法人等は特別利率①

（２）認定商店街活性化事業計画を作成した商店街振興組合等が
運営する商店街の空き店舗において事業を新たに営もうとする者
等は特別利率②
（３）保育サービス事業や介護サービス事業者等は特別利率③

○再挑戦支援資金（再挑戦を行う起業家向け融資制度）

貸付対象：新規開業して概ね５年以内の者→７年以内の者
貸付限度（国民事業）：２千万円

→７千２百万円（うち運転資金４千８百万円）
貸付期間：（設備資金）１５年→１５年（特に必要な場合２０年）
貸付利率：基準金利→基準金利。以下の場合は除く。

・女性・若者・シニア→特別利率①
・技術・ノウハウ等に新規性が見られる設備資金→特別利率③

○中小企業経営力強化資金
（創業又は事業拡大を行う者であり、認定支援機関の助言・指導を受けた者に対する融資制度）

貸付対象：新規開業して概ね５年以内の者→７年以内の者
貸付利率：特別利率①（中小事業のみ２億７千万円上限）
→特別利率①（中小事業のみ２億７千万円上限）、 女性・若者・

シニア（新規開業して７年以内）は特別利率②

○新事業活動促進資金
（経営革新や異分野連携による新事業分野を開拓等を行う者に対する融資制度）

貸付対象：補助金の交付を受けて開発した技術を利用して行う事
業→補助金の交付決定を受けた者

（特別利率①、②、③はそれぞれ基準利率▲0.4％、▲0.65％、▲0.9％。基準利率（１月現在）は中小1.60％、国民1.90％。）

拡充内容等

拡充

○挑戦支援資本強化特例制度（資本性ローン）（国民事業）
（創業・新事業展開・事業再生等に取り組む者に対する融資制度）

貸付対象：中小企業経営力強化資金を追加
貸付限度額：２千万円→３千万円
貸付期間：７年以上１０年以内→７年以上１５年以内
貸付利率 ：貸付期間に応じた利率体系に変更



○既往の保証付き融資について、新たな保証付き融資に借り換える制度。

○当面の中小企業の資金繰りを緩和。

＜借換のイメージ（例）＞

＜本制度のメリット＞

○複数債権を一本化し、返済ペースを見直すことで、月々の返済負担が軽減。

○新たに、据置期間を設けることも可能。

○金融審査が通れば、真水（ニューマネー）の追加も可能。

※既保証の同額以内であれば、経営改善サポート保証や経営力強化保証を活用し、
１００％保証の既保証を１００％保証で借り換えることが可能。

借換保証の推進

借換保証制度

昨年度末に続き、平成２５年度末から来年度にかけても、中小企業の借換需要の増加が見込ま
れることに備え、日本政策金融公庫の財務基盤強化を通じ、経営改善サポート保証（産業競争力
強化法）等を活用した借換保証を推進し、経営支援と一体となった資金繰りを支援。

平成２５年度 補正予算 ４５０億円
保証規模 ４．５兆円

経営改善サポート保証（責任共有保証）による借換の場合のメリット

①一般保証とは別枠の保証限度額
②１００％保証の同額借換は１００％保証
③計画策定支援に加え継続的な経営支援
（中小企業にとっては、経営サポート会議・再生支援協議会等の
フォローアップや金融機関が連携した経営支援が受けられる。）

経営改善サポート保証による借換保証

返済負担軽減
＋経営改善・
事業再生！

再生
支援

貸
付

借
換
保
証

保
険

出資

経営サポート会議
（事務局：信用保証協会等）

再生支援協議会 等

中小企業・小規模事業者

金融機関

信 用 保 証 協 会

日本政策金融公庫 国

経営
支援

計画
合意

別紙３



通番
日本標準産業分類
（平成１９年１１月
改定）細分類番号

指定業種名

1 0126 養蚕農業（製造加工設備を有する蚕種製造業に限る。）
2 0544 大理石採石業
3 0553 ドロマイト鉱業
4 0554 長石鉱業
5 0622 造園工事業
6 0732 鉄筋工事業
7 0741 石工工事業
8 0781 床工事業
9 0782 内装工事業
10 0792 金属製建具工事業
11 0793 木製建具工事業
12 0795 防水工事業
13 0812 電気配線工事業
14 0831 一般管工事業
15 0832 冷暖房設備工事業
16 0833 給排水・衛生設備工事業
17 0839 その他の管工事業
18 0911 部分肉・冷凍肉製造業
19 0912 肉加工品製造業
20 0961 精米・精麦業
21 1011 清涼飲料製造業
22 1024 蒸留酒・混成酒製造業
23 1062 単体飼料製造業
24 1063 有機質肥料製造業
25 1111 製糸業
26 1115 化学繊維紡績業
27 1133 横編ニット生地製造業
28 1141 綿・スフ・麻織物機械染色業
29 1142 絹・人絹織物機械染色業
30 1144 織物整理業
31 1146 綿状繊維・糸染色整理業
32 1147 ニット・レース染色整理業
33 1148 繊維雑品染色整理業
34 1151 綱製造業
35 1159 その他の繊維粗製品製造業
36 1161 織物製成人男子・少年服製造業（不織布製及びレース製を含む）
37 1163 織物製乳幼児服製造業（不織布製及びレース製を含む）
38 1165 織物製事務用・作業用・衛生用・スポーツ用衣服・学校服製造業（不織布製及び
39 1166 ニット製外衣製造業（アウターシャツ類，セーター類などを除く）
40 1167 ニット製アウターシャツ類製造業
41 1168 セーター類製造業
42 1169 その他の外衣・シャツ製造業
43 1171 織物製下着製造業
44 1172 ニット製下着製造業
45 1174 補整着製造業
46 1186 帽子製造業（帽体を含む）
47 1189 他に分類されない衣服・繊維製身の回り品製造業
48 1191 寝具製造業

セーフティネット保証５号の指定業種
（中小企業信用保険法第２条第５項第５号）

指定期間：平成26年3月3日～平成26年3月31日

※１：この表に掲げる業種は、日本標準産業分類（平成21年総務省告示第175号）において分類された業種区分によるものとする。
※２：指定期間とは、市町村長又は特別区長に対して認定を申請することができる期間をいう。

（別紙４）



49 1192 毛布製造業
50 1299 他に分類されない木製品製造業(竹，とうを含む)
51 1331 建具製造業
52 1393 鏡縁・額縁製造業
53 1452 角底紙袋製造業
54 1651 医薬品原薬製造業
55 1652 医薬品製剤製造業
56 1662 頭髪用化粧品製造業
57 1695 写真感光材料製造業
58 1811 プラスチック板・棒製造業
59 1831 電気機械器具用プラスチック製品製造業（加工業を除く）
60 1919 その他のタイヤ・チューブ製造業
61 1921 ゴム製履物・同附属品製造業
62 1922 プラスチック製履物・同附属品製造業
63 2011 なめし革製造業
64 2031 革製履物用材料・同附属品製造業
65 2041 革製履物製造業
66 2061 かばん製造業
67 2071 袋物製造業（ハンドバッグを除く）
68 2072 ハンドバッグ製造業
69 2081 毛皮製造業
70 2142 食卓用・ちゅう房用陶磁器製造業
71 2147 陶磁器絵付業
72 2184 石工品製造業
73 2221 製鋼・製鋼圧延業
74 2253 鋳鋼製造業
75 2321 鉛第２次製錬・精製業（鉛合金製造業を含む)
76 2329 その他の非鉄金属第２次製錬・精製業（非鉄金属合金製造業を含む）
77 2339 その他の非鉄金属・同合金圧延業（抽伸，押出しを含む）
78 2341 電線・ケーブル製造業（光ファイバケーブルを除く）
79 2399 他に分類されない非鉄金属製造業
80 2424 作業工具製造業
81 2432 ガス機器・石油機器製造業
82 2446 製缶板金業
83 2453 粉末や金製品製造業
84 2463 金属彫刻業
85 2511 ボイラ製造業
86 2513 はん用内燃機関製造業
87 2534 工業窯炉製造業
88 2635 縫製機械製造業
89 2641 食品機械・同装置製造業
90 2651 鋳造装置製造業
91 2652 化学機械・同装置製造業
92 2661 金属工作機械製造業
93 2662 金属加工機械製造業（金属工作機械を除く）
94 2664 機械工具製造業（粉末や金業を除く）
95 2671 半導体製造装置製造業
96 2672 フラットパネルディスプレイ製造装置製造業
97 2692 非金属用金型・同部分品・附属品製造業
98 2694 ロボット製造業
99 2722 娯楽用機械製造業
100 2734 精密測定器製造業
101 2922 内燃機関電装品製造業
102 2929 その他の産業用電気機械器具製造業（車両用，船舶用を含む）
103 2939 その他の民生用電気機械器具製造業
104 2942 電気照明器具製造業
105 2971 電気計測器製造業（別掲を除く）
106 2972 工業計器製造業
107 3012 携帯電話機・ＰＨＳ電話機製造業
108 3021 ビデオ機器製造業



109 3023 電気音響機械器具製造業
110 3131 船舶製造・修理業
111 3132 船体ブロック製造業
112 3134 舶用機関製造業
113 3191 自転車・同部分品製造業
114 3222 造花・装飾用羽毛製造業
115 3253 運動用具製造業
116 3271 漆器製造業
117 3283 うちわ・扇子・ちょうちん製造業
118 3289 その他の生活雑貨製品製造業
119 3296 情報記録物製造業（新聞，書籍等の印刷物を除く）
120 3299 他に分類されないその他の製造業
121 3731 電気通信に附帯するサービス業
122 3823 衛星放送業
123 3831 有線テレビジョン放送業
124 3832 有線ラジオ放送業
125 4012 アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ
126 4121 レコード制作業
127 4141 出版業
128 4311 一般乗合旅客自動車運送業
129 4321 一般乗用旅客自動車運送業
130 4331 一般貸切旅客自動車運送業
131 4411 一般貨物自動車運送業（特別積合せ貨物運送業を除く）
132 4412 特別積合せ貨物運送業
133 4421 特定貨物自動車運送業
134 4431 貨物軽自動車運送業
135 4441 集配利用運送業
136 4541 船舶貸渡業（内航船舶貸渡業を除く）
137 4821 利用運送業（集配利用運送業を除く）
138 4822 運送取次業
139 4831 運送代理店
140 4841 こん包業（組立こん包業を除く）
141 4842 組立こん包業
142 4899 他に分類されない運輸に附帯するサービス業
143 5123 下着類卸売業
144 5129 その他の衣服卸売業
145 5131 寝具類卸売業
146 5216 生鮮魚介卸売業
147 5223 乾物卸売業
148 5319 その他の建築材料卸売業
149 5331 石油卸売業
150 5341 鉄鋼粗製品卸売業
151 5342 鉄鋼一次製品卸売業
152 5351 非鉄金属地金卸売業
153 5352 非鉄金属製品卸売業
154 5419 その他の産業機械器具卸売業
155 5511 家具・建具卸売業
156 5515 陶磁器・ガラス器卸売業
157 5592 肥料・飼料卸売業
158 5599 他に分類されないその他の卸売業
159 5711 呉服・服地小売業
160 5712 寝具小売業
161 5792 下着類小売業
162 5799 他に分類されない織物・衣服・身の回り品小売業
163 5811 各種食料品小売業
164 5851 酒小売業
165 5931 電気機械器具小売業（中古品を除く）
166 6012 建具小売業
167 6029 他に分類されないじゅう器小売業
168 6031 ドラッグストア



169 6032 医薬品小売業（調剤薬局を除く）
170 6043 肥料・飼料小売業
171 6051 ガソリンスタンド
172 6052 燃料小売業（ガソリンスタンドを除く）
173 6064 紙・文房具小売業
174 6073 楽器小売業
175 6081 写真機・写真材料小売業
176 6092 たばこ・喫煙具専門小売業
177 6099 他に分類されないその他の小売業
178 7051 スポーツ・娯楽用品賃貸業
179 7092 音楽・映像記録物賃貸業（別掲を除く）
180 7099 他に分類されない物品賃貸業
181 7992 結婚相談業・結婚式場紹介業
182 8093 遊漁船業
183 8095 カラオケボックス業
184 8241 音楽教授業
185 8299 他に分類されない教育，学習支援業
186 8359 その他の療術業
187 8812 し尿処分業
188 8813 浄化槽清掃業
189 8816 ごみ処分業
190 8821 産業廃棄物収集運搬業
191 8822 産業廃棄物処分業
192 8824 特別管理産業廃棄物処分業
193 8911 自動車一般整備業
194 8919 その他の自動車整備業
195 9093 履物修理業

196 9299
他に分類されないその他の事業サービス業（集金業、取立業（公共料金又はこ
れに準ずるものに係るものを除く。）を除く。）

※以上に掲げる業種であっても、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号。以
下、「適正化法」という。）第２条第１項第１号から第３号まで、第５号及び第６号に規定するものについては、一般大衆向
けに主として食事の提供を行うもの（歓楽的雰囲気を伴うものを除く。）に限る。また、以上に掲げる業種であっても、適
正化法第２条第１項第７号及び第８号（ゲームセンター（スロットマシン場を除く。）を除く。）、第６項から第１０項までに規
定する営業は除かれる。



（別紙５）

日本政策金融公庫（中小65支店、国民152支店）

都道府県 支店 国⺠⽣活事業 中⼩企業事業 住所

札幌支店 011-231-9131 011-281-5221 北海道札幌市中央区北1条西2-2-2 北海道経済ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ

札幌北支店 011-726-4221 - 北海道札幌市北区北7条西4-5-1 伊藤110ﾋﾞﾙ

函館支店 0138-23-8291 0138-23-7175 北海道函館市豊川町20-9

小樽支店 0134-23-1167 - 北海道小樽市稲穂2-1-3

旭川支店 0166-23-5241 0166-24-4161 北海道旭川市四条通9-1704-12 朝日生命旭川ﾋﾞﾙ

室蘭支店 0143-44-1731 - 北海道室蘭市東町2-9-8

釧路支店 0154-43-3330 0154-43-2541 北海道釧路市大町1-1-1 道東経済ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ

帯広支店 0155-24-3525 - 北海道帯広市大通南9-4 帯広大通ﾋﾞﾙ

北見支店 0157-24-4115 - 北海道北見市幸町1-2-22

青森支店 017-723-2331 017-734-2511 青森県青森市長島1-4-2

弘前支店 0172-36-6303 - 青森県弘前市大字上鞘師町18-1 弘前商工会議所会館

八戸支店 0178-22-6274 - 青森県八戸市大字馬場町1-2

盛岡支店 019-623-4376 019-623-6125 岩手県盛岡市菜園2-7-21

一関支店 0191-23-4157 - 岩手県一関市城内1-9

仙台支店 022-222-5173 022-223-8141 宮城県仙台市青葉区中央1-6-35 東京建物仙台ﾋﾞﾙ

石巻支店 0225-94-1201 - 宮城県石巻市穀町16-1 明治中央ﾋﾞﾙ

秋田支店 018-832-5641 018-832-5511 秋田県秋田市中通5-1-51 北都ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ

大館支店 0186-42-3407 - 秋田県大館市御成町2-3-38

山形支店 023-642-1331 023-641-7941 山形県山形市七日町3-1-9 山形商工会議所会館

米沢支店 0238-21-5711 - 山形県米沢市中央4-1-30 米沢商工会議所会館

酒田支店 0234-22-3120 - 山形県酒田市船場町1-1-2

福島支店 024-523-2341 024-522-9241 福島県福島市栄町6-6  NBFﾕﾆｯｸｽﾋﾞﾙ

会津若松支店 0242-27-3120 - 福島県会津若松市中町2-35

郡山支店 024-923-7140 - 福島県郡山市清水台1-6-21 山相郡山ﾋﾞﾙ

いわき支店 0246-25-7251 - 福島県いわき市平字菱川町1-5

水戸支店 029-221-7137 029-231-4246 茨城県水戸市南町3-3-55

日立支店 0294-24-2451 - 茨城県日立市幸町2-1-48秋山ビル

土浦支店 029-822-4141 - 茨城県土浦市中央1-1-26 日本生命土浦ﾋﾞﾙ

宇都宮支店 028-634-7141 028-636-7171 栃木県宇都宮市二番町1-31

佐野支店 0283-22-3011 - 栃木県佐野市亀井町2649-3

前橋支店 027-223-7311 027-243-0050 群馬県前橋市本町1-6-19

高崎支店 027-326-1621 - 群馬県高崎市連雀町81 日本生命高崎ﾋﾞﾙ

さいたま支店 048-643-3711 048-643-8320 埼玉県さいたま市大宮区宮町 1-109-1 大宮宮町ﾋﾞﾙ

浦和支店 048-822-7171 - 埼玉県さいたま市浦和区岸町4-25-14

川越支店 049-246-3211 - 埼玉県川越市脇田本町14-1 日本生命川越ﾋﾞﾙ

熊谷支店 048-521-2731 - 埼玉県熊谷市宮町2-45

越谷支店 048-964-5561 - 埼玉県越谷市弥生町3-33 越谷東駅前ﾋﾞﾙ

新潟支店 025-246-2011 025-244-3122 新潟県新潟市中央区万代4-4-27 NBF新潟ﾃﾚｺﾑﾋﾞﾙ

長岡支店 0258-36-4360 - 新潟県長岡市千手3-9-23

三条支店 0256-34-7511 - 新潟県三条市須頃1-20 三条商工会議所会館

高田支店 025-524-2340 - 新潟県上越市大町3-2-1

長野支店 026-233-2141 - 長野県長野市三輪田町1291

松本支店 0263-33-7070 0263-33-0300 長野県松本市中央1-4-20 日本生命松本駅前ﾋﾞﾙ

小諸支店 0267-22-2591 - 長野県小諸市相生町3-3-3 小諸商工会議所会館

伊那支店 0265-72-5195 - 長野県伊那市荒井3413-2

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

長野県

埼玉県

新潟県



千葉支店 043-241-0078 043-243-7121 千葉県千葉市中央区新町1000  ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ

船橋支店 047-433-8252 - 千葉県船橋市本町1-10-10 船橋商工会議所会館

館山支店 0470-22-2911 - 千葉県館山市北条1063-2

松戸支店 047-367-1191 - 千葉県松戸市本町7-10 ちばぎんﾋﾞﾙ

03-3270-1282（中小企
業営一事業）

03-3270-7994（中小企
業営二事業）

03-3270-6801（中小企
業営三事業）

東京中央支店 03-3553-3441 - 東京都中央区新川1-17-28

新宿支店 03-3342-4171 03-3343-1261 東京都新宿区西新宿1-14-9

上野支店 03-3835-1391 - 東京都台東区東上野2-18-10 日本生命上野ﾋﾞﾙ

江東支店 03-3631-8171 - 東京都墨田区江東橋3-7-8 日本生命錦糸町ﾋﾞﾙ

五反田支店 03-3490-7370 - 東京都品川区西五反田1-31-1 日本生命五反田ﾋﾞﾙ

大森支店 03-3761-7551 03-5763-3001 東京都大田区大森北1-15-17

渋谷支店 03-3464-3311 - 東京都渋谷区神南1-21-1 日本生命ﾋﾞﾙ

池袋支店 03-3983-2131 03-3986-1261 東京都豊島区東池袋1-24-1 ニッセイ池袋ビル

板橋支店 03-3964-1811 - 東京都板橋区氷川町39-2 板橋法人会館

千住支店 03-3881-6175 03-3870-2125 東京都足立区千住仲町41-1 三井生命北千住ﾋﾞﾙ

八王子支店 042-646-7711 - 東京都八王子市東町7-3 T-5ﾌﾟﾚｲｽ

立川支店 042-524-4191 042-528-1261 東京都立川市錦町1-9-15

三鷹支店 0422-43-1151 - 東京都三鷹市下連雀3-26-9 ｻﾝｼﾛｰﾋﾞﾙ

045-201-9912 - 神奈川県横浜市中区山下町89-6 ﾌﾟﾗｲﾑﾀﾜｰ横浜

- 045-682-1061 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-5 クイーンズタワーC棟

横浜西口支店 045-311-2641 - 神奈川県横浜市西区北幸1-11-7 日本生命ﾋﾞﾙ

川崎支店 044-211-1211 - 神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-2　川崎フロンティアビル

小田原支店 0465-23-3175 - 神奈川県小田原市城内1-21 小田原商工会館ﾋﾞﾙ

厚木支店 046-222-3315 046-297-5071 神奈川県厚木市中町3-11-21 明治安田生命厚木ﾋﾞﾙ

山梨県 甲府支店 055-224-5361 055-228-5790 山梨県甲府市丸の内2-26-2

富山支店 076-431-1191 076-442-2483 富山県富山市桜橋通り2-25 富山第一生命ﾋﾞﾙ

高岡支店 0766-25-1171 - 富山県高岡市丸の内1-40 高岡商工ﾋﾞﾙ

金沢支店 076-263-7191 076-231-4275 石川県金沢市南町6-1 朝日生命金沢ﾋﾞﾙ

小松支店 0761-21-9101 - 石川県小松市園町ﾆ-1 小松商工会議所ﾋﾞﾙ

福井支店 0776-33-1755 0776-33-0030 福井県福井市西木田2-8-1 福井商工会議所ﾋﾞﾙ

武生支店 0778-23-1133 -
福井県越前市北府3-1-5
（2月24日～福井県越前市府中1-2-3ｾﾝﾁｭﾘｰﾌﾟﾗｻﾞ）

岐阜支店 058ｰ263-2136 058-265-3171 岐阜県岐阜市吉野町6-31 岐阜スカイウイング37西棟

多治見支店 0572-22-6341 - 岐阜県多治見市本町2-70-5 東鉄ﾋﾞﾙ

静岡支店 054-254-4411 054-254-3631 静岡県静岡市葵区黒金町59-6  大同生命静岡ﾋﾞﾙ

浜松支店 053-454-2341 053-453-1611 静岡県浜松市中区板屋町111-2 浜松ｱｸﾄﾀﾜｰ

沼津支店 055-931-5281 - 静岡県沼津市市場町5-7

名古屋支店 052-561-6301 052-551-5181 愛知県名古屋市中村区名駅3-25-9 堀内ﾋﾞﾙ

名古屋中支店 052-221-7241 - 愛知県名古屋市中区錦1-11-20 大永ﾋﾞﾙ

熱田支店 052-681-2271 052-682-7881 愛知県名古屋市熱田区玉の井町7-30

豊橋支店 0532-52-3191 - 愛知県豊橋市八町通2-15

岡崎支店 0564-24-1711 0564-65-3025 愛知県岡崎市唐沢町1-4-2 朝日生命岡崎ﾋﾞﾙ

一宮支店 0586-73-3131 - 愛知県一宮市大志2-3-18

津支店 059-227-5211 059-227-0251 三重県津市万町津133

四日市支店 059-352-3121 - 三重県四日市市元町9-18

伊勢支店 0596-24-5191 - 三重県伊勢市岩渕2-5-1 三銀日生ﾋﾞﾙ

大津支店 077-524-1656 077-524-3825 滋賀県大津市梅林1-3-10  滋賀ﾋﾞﾙ

彦根支店 0749-24-0201 - 滋賀県彦根市佐和町11-34
滋賀県

三重県

福井県

岐阜県

静岡県

愛知県

東京支店

横浜支店

東京都

神奈川県

富山県

石川県

東京都千代田区大手町1-9-4 大手町ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｼﾃｨ ﾉｰｽﾀﾜｰ03-3270-1300

千葉県



京都支店 075-211-3231 075-221-7825 京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101 ｱｰﾊﾞﾝﾈｯﾄ四条烏丸ﾋﾞﾙ

西陣支店 075-462-5121 - 京都府京都市上京区一条通御前通西入大上之町82

舞鶴支店 0773-75-2211 - 京都府舞鶴市字魚屋66

大阪支店 06-6315-0301 06-6314-7700 大阪府大阪市北区曽根崎2-3-5 梅新第一生命ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ

大阪西支店 06-6538-1401 06-4390-0366 大阪府大阪市西区西本町1-13-47 新信濃橋ﾋﾞﾙ

阿倍野支店 06-6621-1441 06-6623-2160 大阪府大阪市阿倍野区松崎町3-15-12

玉出支店 06-6659-1261 - 大阪府大阪市西成区玉出中2-15-22 明治安田生命玉出ﾋﾞﾙ

十三支店 06-6305-1631 - 大阪府大阪市淀川区新北野1-9-24 三井生命十三ﾋﾞﾙ

大阪南支店 06-6211-7507 - 大阪府大阪市中央区西心斎橋2-2-7 心斎橋東京海上日動ﾋﾞﾙ

堺支店 072-257-3600 072-255-1261 大阪府堺市北区長曽根町130-23 堺商工会議所会館

吹田支店 06-6319-2061 - 大阪府吹田市朝日町27-14 松岡ﾋﾞﾙ

守口支店 06-6993-6121 - 大阪府守口市京阪北本通4-10

泉佐野支店 072-462-1355 - 大阪府泉佐野市上町3-1-6

東大阪支店 06-6782-1321 06-6787-2661 大阪府東大阪市高井田元町2-9-2

神戸支店 078-341-4981 078-362-5961 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-7-4　ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞﾀﾞｲﾔﾆｯｾｲﾋﾞﾙ

神戸東支店 078-854-2900 - 兵庫県神戸市灘区友田町3-6-15 KHK灘ﾋﾞﾙ

姫路支店 079-225-0571 - 兵庫県姫路市忍町200

尼崎支店 06-6481-3601 - 兵庫県尼崎市東難波町4-18-1

明石支店 078-912-4114 - 兵庫県明石市樽屋町8-36

豊岡支店 0796-22-4327 - 兵庫県豊岡市千代田町10-6

奈良県 奈良支店 0742-36-6700 0742-35-9910 奈良県奈良市大宮町7-1-33　奈良センタービルディング

和歌山支店 073-422-3151 073-431-9301 和歌山県和歌山市十二番丁58

田辺支店 0739-22-6120 - 和歌山県田辺市高雄1-11-27

鳥取支店 0857-22-3156 0857-23-1641 鳥取県鳥取市末広温泉町723 鳥取県JA会館

米子支店 0859-34-5821 -
鳥取県米子市角盤町2-101
（2月10日～鳥取県米子市加茂町2-106 日本生命米子ﾋﾞﾙ）

松江支店 0852-23-2651 0852-21-0110 島根県松江市殿町 111 松江ｾﾝﾁｭﾘｰﾋﾞﾙ

浜田支店 0855-22-2835 - 島根県浜田市殿町82-7

岡山支店 086-225-0011 086-222-7666 岡山県岡山市北区柳町1-1-27 太陽生命岡山柳町ﾋﾞﾙ

倉敷支店 086-425-8401 - 岡山県倉敷市阿知2-9-10 藤徳物産ﾋﾞﾙ

津山支店 0868-22-6135 - 岡山県津山市山下18-1

広島支店 082-244-2231 082-247-9151 広島県広島市中区紙屋町1-2-22 広島ﾄﾗﾝｳﾞｪｰﾙﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ

呉支店 0823-24-2600 - 広島県呉市本通4-7-1-201 呉商工会議所ﾋﾞﾙ

尾道支店 0848-22-6111 - 広島県尾道市新浜1-6-26

福山支店 084-922-6550 - 広島県福山市光南町2-2-7

山口支店 083-922-3660 - 山口県山口市熊野町1-10  ﾆｭｰﾒﾃﾞｨｱﾌﾟﾗｻﾞ山口

下関支店 083-222-6225 083-223-2251 山口県下関市細江町2-4-3

岩国支店 0827-22-6265 - 山口県岩国市今津町1-8-1 一番町ﾋﾞﾙ

徳山支店 0834-21-3455 - 山口県周南市慶万町4-2

徳島県 徳島支店 088-622-7271 088-625-7790 徳島県徳島市中洲町1-58

香川県 高松支店 087-851-0181 087-851-9141 香川県高松市寿町2-2-7 いちご高松ﾋﾞﾙ

松山支店 089-941-6148 089-943-1231 愛媛県松山市三番町6-7-3

宇和島支店 0895-22-4766 - 愛媛県宇和島市丸之内1-3-24 商工会議所会館

新居浜支店 0897-33-9101 - 愛媛県新居浜市繁本町3-3

高知県 高知支店 088-822-3191 088-875-0281 高知県高知市堺町2-26 ﾋﾞｼﾞﾈｽｽｸｳｪｱ

092-411-9111 - 福岡県福岡市博多区博多駅前3-26-29　九勧博多ﾋﾞﾙ

- 092-781-2261 福岡県福岡市中央区天神1-13-2 福岡興銀ビル

福岡西支店 092-712-4381 - 福岡県福岡市中央区大名1-4-1 NDﾋﾞﾙ

北九州支店 093-541-7550 093-531-9191 福岡県北九州市小倉北区鍛冶町1-10-10 大同生命北九州ﾋﾞﾙ

八幡支店 093-641-7715 - 福岡県北九州市八幡西区黒崎3-1-7 ｱｰｽｺｰﾄ黒崎駅前BLDG．

久留米支店 0942-34-1212 - 福岡県久留米市東町38-1 大同生命久留米ﾋﾞﾙ

京都府

岡山県

広島県

山口県

愛媛県

福岡県

島根県

和歌山県

鳥取県

兵庫県

大阪府

福岡支店



佐賀県 佐賀支店 0952-22-3341 0952-24-7224 佐賀県佐賀市駅南本町4-21 

長崎支店 095-824-3141 095-823-6191 長崎県長崎市大黒町10-4

佐世保支店 0956-22-9155 - 長崎県佐世保市天満町2-21

熊本支店 096-353-6121 096-352-9155 熊本県熊本市中央区安政町4-22

八代支店 0965-32-5195 - 熊本県八代市出町4-17

大分支店 097-535-0331 097-532-4106 大分県大分市都町2-1-12

別府支店 0977-25-1151 - 大分県別府市餅ヶ浜町9-1

宮崎支店 0985-23-3274 0985-24-4214 宮崎県宮崎市橘通東3-6-30

延岡支店 0982-33-6311 - 宮崎県延岡市瀬之口町1-3-10

鹿児島支店 099-224-1241 099-223-2221 鹿児島県鹿児島市名山町1-26

鹿屋支店 0994-42-5141 - 鹿児島県鹿屋市大手町2-19

川内支店 0996-20-2191 - 鹿児島県薩摩川内市西向田町5-29 南国殖産ﾋﾞﾙ

宮崎県

鹿児島県

大分県

長崎県

熊本県



（別紙５）

商工組合中央金庫（100支店）

都道府県 支店 電話番号 住所

札幌支店 011-241-7231 札幌市中央区大通西４－１
函館支店 0138-23-5621 函館市若松町３－６
帯広支店 0155-23-3185 帯広市西三条南６－２０－１
旭川支店 0166-26-2181 旭川市五条通９－１７０３－８１

釧路営業所 0154-42-0671 釧路市大町１－１－１

青森支店 017-734-5411 青森市長島２－１－７
八戸支店 0178-45-8811 八戸市大字八日町４０－２

岩手県 盛岡支店 019-622-4185 盛岡市中央通３－４－６
宮城県 仙台支店 022-225-7411 仙台市青葉区中央２－１０－３０
秋田県 秋田支店 018-833-8531 秋田市中通２－４－１９

山形支店 023-632-2111 山形市幸町２－１
酒田支店 0234-24-3922 酒田市中町２－６－２２
福島支店 024-522-2171 福島市栄町８－１

会津若松営業所 0242-26-2617 会津若松市南千石町６－５
茨城県 水戸支店 029-225-5151 水戸市南町３－５－７

宇都宮支店 028-633-8191 宇都宮市西１－１－１５
足利支店 0284-21-7131 足利市通２－２７５１

群馬県 前橋支店 027-224-8151 前橋市大手町２－６－１７
さいたま支店 048-822-5151 さいたま市浦和区岸町４－２５－１３

熊谷支店 048-525-3751 熊谷市本町２－９５
千葉支店 043-248-2345 千葉市中央区新町３－１３

浦安出張所 047-355-8011 浦安市鉄鋼通り２－１－６
松戸支店 047-365-4111 松戸市松戸１８４６－２

本店営業部 03-3272-6111 中央区八重洲２－１０－１７
押上支店 03-3624-1161 墨田区業平３－１０－８
新宿支店 03-3340-1551 新宿区西新宿１－２２－２
上野支店 03-3834-0111 台東区上野１－１０－１２
深川支店 03-3642-7131 江東区木場５－１１－１７

新木場支店 03-5569-1711 江東区新木場１－１８－６
大森支店 03-3763-1251 大田区大森北１－１－１０
東京支店 03-3437-1231 港区芝大門２－１２－１８
池袋支店 03-3988-6311 豊島区南池袋１－２１－１０
渋谷支店 03-3486-6511 渋谷区渋谷２－１７－５
神田支店 03-3254-6811 千代田区神田鍛冶町３－３－１２

八王子支店 042-646-3131 八王子市横山町２－５
京浜島出張所 03-3799-0331 大田区京浜島２－１０－２

横浜支店 045-201-3952 横浜市中区北仲通４－４０
横浜西口支店 045-314-3211 横浜市西区北幸１－１１－１

川崎支店 044-244-1101 川崎市川崎区駅前本町２６－４
相模原営業所 042-786-6230 相模原市中央区相模原４－３－１４

新潟支店 025-228-2181 新潟市中央区西堀通四番町８１６－１０
長岡支店 0258-35-2121 長岡市城内町１－２－１０

山梨県 甲府支店 055-233-1161 甲府市中央１－６－１６
長野支店 026-234-0145 長野市西鶴賀町１４８３－１１
諏訪支店 0266-52-6600 諏訪市大手１－１４－６
松本支店 0263-35-6211 松本市中央２－１－２７
岐阜支店 058-263-9191 岐阜市若宮町９－１６

高山営業所 0577-32-3353 高山市天満町５－１
静岡支店 054-254-4131 静岡市葵区追手町６－３
浜松支店 053-454-1521 浜松市中区常盤町１３３－１
沼津支店 055-931-2924 沼津市御幸町１７－５

静岡県

東京都

神奈川県

北海道

青森県

山形県

栃木県

埼玉県

福島県

千葉県

新潟県

長野県

岐阜県



名古屋支店 052-951-7581 名古屋市中区錦３－２３－１８
熱田支店 052-682-3111 名古屋市熱田区新尾頭２－２－３３
豊橋支店 0532-52-0221 豊橋市松葉町３－７１－２
津支店 059-228-4155 津市中央６－３０

四日市支店 0593-51-4871 四日市市鵜の森１－３－２０
富山支店 076-444-5121 富山市桜橋通り６－１１
高岡支店 0766-25-5431 高岡市丸の内2-6

石川県 金沢支店 076-221-6141 金沢市本多町３－１－２５
福井県 福井支店 0776-23-2090 福井市大手３－１４－９

大津支店 077-522-6791 大津市浜大津１－２－２２
彦根支店 0749-24-3831 彦根市旭町９－３

京都府 京都支店 075-361-1120 京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町１５９－１

大阪支店 06-6532-0309 大阪市西区阿波座１－７－１３
梅田支店 06-6372-6551 大阪市北区芝田２－１－１８
船場支店 06-6261-8431 大阪市中央区南船場１－１８－１７

箕面船場支店 072-729-9181 箕面市船場東２－５－４７
東大阪支店 06-6746-1221 東大阪市長田中２－１－３２

堺支店 072-232-9441 堺市堺区竜神橋町２－１－２
神戸支店 078-391-7541 神戸市中央区伊藤町１１１
姫路支店 079-223-8431 姫路市総社本町１１１
尼崎支店 06-6481-7501 尼崎市東難波町５－１９－８

奈良県 奈良支店 0742-26-1221 奈良市林小路町８－１
和歌山県 和歌山支店 073-432-1281 和歌山市本町３－２７

鳥取支店 0857-22-3171 鳥取市片原２－２１８
米子支店 0859-34-2711 米子市東町１６８

島根県 松江支店 0852-23-3131 松江市殿町２１０
浜田営業所 0855-23-3033 浜田市竹迫町２８８６

岡山県 岡山支店 086-225-1131 岡山市蕃山町４－１
広島支店 082-248-1151 広島市中区大手町２－１－２

広島西部支店  082-277-5421 広島市西区商工センター１－１４－１
福山支店 084-922-6830 福山市光南町１－１－３０
下関支店 083-223-1151 下関市細江町１－１－１３
徳山支店 0834-21-4141 周南市御幸通１－１０

徳島県 徳島支店 088-623-0101 徳島市西船場町２－３０
香川県 高松支店 087-821-6145 高松市瓦町１－３－８
愛媛県 松山支店 089-921-9151 松山市一番町２－６－４
高知県 高知支店 088-822-4481 高知市本町４－２－４６

福岡支店 092-712-6551 福岡市中央区天神１－１３－２１
福岡流通センター出張所 092-622-2821 福岡市東区多の津１－７－１

北九州支店 093-533-9567 北九州市小倉北区米町２－１－２
久留米支店 0942-35-3381 久留米市東町４２－２１

佐賀県 佐賀支店 0952-23-8121 佐賀市駅前中央１－６－２３
長崎支店 095-823-6241 長崎市銅座町２－１３

佐世保支店 0956-23-8141 佐世保市常盤町４－２１
熊本県 熊本支店 096-352-6184 熊本市中央区花畑町１２－２４
大分県 大分支店 097-534-4157 大分市都町２－１－６
宮崎県 宮崎支店 0985-24-1711 宮崎市錦町１－１０

鹿児島県 鹿児島支店 099-223-4101 鹿児島市西千石町１７－２４
沖縄県 那覇支店 098-866-0196 那覇市久茂地２－２２－１０

愛知県

三重県

福岡県

長崎県

鳥取県

広島県

山口県

富山県

滋賀県

大阪府

兵庫県


