
支援機関の御案内

公共機関による中小企業・小規模企業支援の御案内

■公益財団法人 神奈川産業振興センター　　経営総合相談課 045-633-5200
http://www.kipc.or.jp/
経営基盤の強化、新規創業、新分野進出など様々な課題について、ワンストップで相談に応じます。

■公益財団法人 　　　横浜企業経営支援財団 045-225-3700
https://www.idec.or.jp/

■公益財団法人 　　　川崎市産業振興財団 044-548-4105
https://www.kawasaki-net.ne.jp/

■公益財団法人 　　　相模原市産業振興財団 042-759-5600
https://www.ssz.or.jp/

■公益財団法人 　　　横須賀市産業振興財団 046-828-1631
https://yipf.jp/

■公益財団法人 　　　湘南産業振興財団 0466-21-3811
https://www.shonan.or.jp/

■地方独立行政法人　神奈川県立産業技術総合研究所　　　　　　 本部代表 046-236-1500
https:kistec.jp/ 046-236-1510
　新技術、新製品の研究開発、技術課題の解決、人材育成などの支援を行います。

■県金融課 045-210-5695
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/m6c/index.html
　中小企業制度融資の融資メニューの紹介やお申込みの手続き、資金繰りに関するご相談ができます。

■神奈川県中小企業団体中央会 045-633-5131
https://www.chuokai-kanagawa.or.jp/
　中小企業団体などの設立・運営、共同事業の計画、活性化を支援します。

■中小企業退職金共済（中小企業従業員のための退職金制度） 03-6907-1234
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/
　（独）勤労者退職金共済機構　中退共本部

■小規模企業共済（小規模企業経営者の退職金制度） 050-5541-7171
https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/
　（独）中小企業基盤整備機構　共済相談室

■公正取引委員会事務総局　取引部　企業取引課 03-3581-3375
https://www.jftc.go.jp/index.html
　事業者からの相談に対応したり、下請法違反行為を未然に防止するための活動をしています。

■中小企業庁HP「ミラサポplus」でご確認できます。
https://mirasapo-plus.go.jp/
中小企業・小規模事業者向けの補助金・給付金等の申請や事業のサポートを目的とした国のWebサイトです。

　新事業の創出や創業支援、中小企業を支援し、地域産業の振興を図ります。

　様々な
　経営課題についての
　ご相談は・・・

経営革新、新事業創出、創業の促進を図るための総合的かつ継続的な支援事業を行います。

　中小企業の新事業展開や育成事業をはじめ、企業交流のサポート、技術、経営情報の提供などを行います。

　経営の安定と発展、産業人材の確保と育成、国際化や情報化の促進等の事業を行います。

　交流・研修・相談対応・福利厚生事業を通じて地域経済の発展に寄与します。

技術課題への
支援については・・・

資金調達の相談に
ついては・・・

中小企業組合などの設立、
運営指導等のご相談は・・・

中小企業・小規模企業向けの
共済制度については・・・

下請法については・・・

国の中小企業・小規模企業
支援については・・・

県全域対象

横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市対象

ミラサポplus 検索
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支援機関の御案内

県内の商工会議所・商工会一覧
商工会議所名 　住所 　　電話番号
横浜商工会議所 〒231-8524 横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル8F 045-671-7450
川崎商工会議所 〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル3F 044-211-4114
相模原商工会議所 〒252-0239 相模原市中央区中央3-12-3 042-753-1315
横須賀商工会議所 〒238-8585 横須賀市平成町2-14-4 046-823-0402
藤沢商工会議所 〒251-0052 藤沢市藤沢607-1 藤沢商工会館2F 0466-27-8888
小田原箱根商工会議所 〒250-0012 小田原市本町4-2-39 0465-23-1811
平塚商工会議所 〒254-0812 平塚市松風町2-10 0463-22-2510
厚木商工会議所 〒243-0017 厚木市栄町1-16-15 046-221-2151
鎌倉商工会議所 〒248-0012 鎌倉市御成町17-29 0467-23-2561
茅ヶ崎商工会議所 〒253-0044 茅ヶ崎市新栄町13-29 0467-58-1111
秦野商工会議所 〒257-8588 秦野市平沢2550-1 0463-81-1355
三浦商工会議所 〒238-0243 三浦市三崎3-12-19 046-881-5111
大和商工会議所 〒242-0021 大和市中央5-1-4 046-263-9111
海老名商工会議所 〒243-0438 海老名市めぐみ町6-2 046-231-5865

一般社団法人　神奈川県商工会議所連合会　☎045-671-7481
http://www.kanagawa-cci.or.jp/

商工会名 　住所 　　電話番号
逗子市商工会 〒249-0004 逗子市沼間1-5-1 046-873-2774
葉山町商工会 〒240-0112 三浦郡葉山町堀内1883-3 046-875-2810
伊勢原市商工会 〒259-1131 伊勢原市伊勢原2-7-31 0463-95-3233
大磯町商工会 〒255-0003 中郡大磯町大磯927-12 0463-61-0871
二宮町商工会 〒259-0123 中郡二宮町二宮1156-4 0463-71-1082
寒川町商工会 〒253-0106 高座郡寒川町宮山141-1 0467-75-0185
小田原市橘商工会 〒256-0813 小田原市前川391 0465-43-0113
真鶴町商工会 〒259-0201 足柄下郡真鶴町真鶴1875-6 0465-68-0033
湯河原町商工会 〒259-0303 足柄下郡湯河原町土肥1-7-1 0465-63-0111
座間市商工会 〒252-0027 座間市座間2-2887-2 046-251-1040
綾瀬市商工会 〒252-1107 綾瀬市深谷中5-17-1 0467-78-0606
愛甲商工会 〒243-0301 愛甲郡愛川町角田104-4 046-286-3672
南足柄市商工会 〒250-0105 南足柄市関本961 0465-74-1346
足柄上商工会 〒258-0003 足柄上郡松田町松田惣領2083-2 0465-83-3211
山北町商工会 〒258-0113 足柄上郡山北町山北1889-36 0465-76-3451
城山商工会 〒252-0105 相模原市緑区久保沢2-5-1 042-782-3338
津久井商工会 〒252-0157 相模原市緑区中野1029 042-784-1744
相模湖商工会 〒252-0171 相模原市緑区与瀬896 042-684-3347
藤野商工会 〒252-0184 相模原市緑区小淵1689-1 042-687-2138

神奈川県商工会連合会　　☎045-633-5080
http://www.k-skr.or.jp/

http://www.kanagawa-cci.or.jp/
http://www.k-skr.or.jp/
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市町村担当課一覧

横浜市　経済局中小企業振興課 〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10　市庁舎31階 045-671-4236
川崎市　経済労働局産業政策部企画課 〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2  川崎フロンティアビル10階 044-200-2332
相模原市　環境経済局経済部産業支援課 〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15 042-769-8237
横須賀市　経済部創業・新産業支援課 〒238-8550 横須賀市小川町11 046-822-8083
平塚市　産業振興部産業振興課 〒254-8686 平塚市浅間町9-1 0463-21-9758
鎌倉市　市民防災部商工課 〒248-8686 鎌倉市御成町18-10 0467-23-3000
藤沢市　経済部産業労働課 〒251-8601 藤沢市朝日町1-1 0466-25-1111
小田原市　経済部産業政策課 〒250-8555 小田原市荻窪300 0465-33-1555
茅ヶ崎市　経済部産業振興課 〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1 0467-82-1111
逗子市　市民協働部経済観光課 〒249-8686 逗子市逗子5-2-16 046-872-8120
三浦市　経済部もてなし課 〒238-0298 三浦市城山町1-1 046-882-1111
秦野市　環境産業部産業振興課 〒257-8501 秦野市桜町1-3-2 0463-82-9646
厚木市　産業振興部産業振興課 〒243-8511 厚木市中町3-17-17 046-225-2830
大和市　市民経済部産業活性課 〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 046-260-5135
伊勢原市　経済環境部商工観光課 〒259-1188 伊勢原市田中348 0463-94-4732
海老名市　経済環境部商工課 〒243-0492 海老名市勝瀬175-1 046-235-4843
座間市　環境経済部商工観光課 〒252-8566 座間市緑ヶ丘1-1-1 046-252-7604
南足柄市　環境経済部商工観光課 〒250-0192 南足柄市関本440 0465-73-8030
綾瀬市　産業振興部工業振興企業誘致課 〒252-1192 綾瀬市早川550 0467-70-5661
葉山町　都市経済部産業振興課 〒240-0192 三浦郡葉山町堀内2135 046-876-1111
寒川町　環境経済部産業振興課 〒253-0196 高座郡寒川町宮山165 0467-74-1111
大磯町　産業環境部産業観光課 〒255-8555 中郡大磯町東小磯183 0463-61-4100
二宮町　都市部産業振興課 〒259-0196 中郡二宮町二宮961 0463-71-3311
中井町　産業振興課 〒259-0197 足柄上郡中井町比奈窪56 0465-81-1115
大井町　地域振興課 〒258-8501 足柄上郡大井町金子1995 0465-85-5013
松田町　観光経済課 〒258-8585 足柄上郡松田町松田惣領2037 0465-83-1228
山北町　商工観光課 〒258-0195 足柄上郡山北町山北1301-4 0465-75-3646
開成町　都市経済部産業振興課 〒258-8502 足柄上郡開成町延沢773 0465-84-0317
箱根町　企画観光部観光課 〒250-0398 足柄下郡箱根町湯本256 0460-85-7410
真鶴町　産業観光課 〒259-0202 足柄下郡真鶴町岩244-1 0465-68-1131
湯河原町　観光課 〒259-0392 足柄下郡湯河原町中央2-2-1 0465-63-2111
愛川町　環境経済部商工観光課 〒243-0392 愛甲郡愛川町角田251-1 046-285-6948
清川村　産業観光課商工観光係 〒243-0195 愛甲郡清川村煤ヶ谷2216 046-288-3864

創業者、中小企業者のための支援施策活用ガイド
貴社の強みを見つけて、パワーアップしませんか

県内の中小企業者や、新たに事業を始めようとしている皆さま。
神奈川県内で実施している中小企業者向けの支援施策が1300以上あることをご存知ですか︖

県では、皆さまのさまざまな支援ニーズに対応するため、県や市町村、国、支援機関等の支援施策をとりまとめた、
「創業者、中小企業者のための支援施策活用ガイド」を作成しています。

ぜひ、皆さまにあった支援施策をご検討いただき、企業力の向上にご活用ください。
神奈川 活用ガイド 検索


