関係機関連絡先一覧
県の機関
部 署 等 名

所 在 地

ＴＥＬ（ＦＡＸ）

ＨＰアドレス

総務部
税政課
課税担当

023-630-2069
(023-630-2136)

http://www.pref.yamagata.jp/ou/so
mu/020007/

企画振興部
市町村課
理財係

023-630-2078
(023-630-2130)

http://www.pref.yamagata.jp/ou/ki
kakushinko/020024/

環境エネルギー部
環境企画課
地球温暖化対策担当

023-630-2336
（023-630-2133）

http://www.pref.yamagata.jp/ou/
kankyoenergy/050015/

エネルギー政策推進課

023-630-3279
（023-630-2133）

http://www.pref.yamagata.jp/ou/ka
nkyoenergy/050016/

循環型社会推進課

023-630-2322
（023-625-7991）

http://www.pref.yamagata.jp/ou/
kankyoenergy/050010/

023-630-2101
(023-632-8238)

http://www.pref.yamagata.jp/ou/ko
sodatesuishin/010003/

商工労働部
産業政策課
地域産業振興室

023-630-2360
(023-630-2128)

http://www.pref.yamagata.jp/ou/sh
okokanko/110001/

中小企業振興課
金融担当

023-630-2359
(023-630-3267)

企業振興担当

023-630-2359
(023-630-3267)

経営支援担当

023-630-2290
(023-630-3267)

リサイクル・環境産業担当

子育て推進部
若者活躍・男女共同参画課
男女共同参画担当

工業戦略技術振興課
企画振興担当

023-630-2137
(023-630-2695)

ものづくり振興担当

023-630-2369
(023-630-2695)

工業技術振興担当

023-630-2137
(023-630-2695)

科学技術振興担当

023-630-3034
(023-630-2695)

産業立地室

023-630-2690
(023-630-2695)

商業・県産品振興課
商業・サービス産業
振興担当

990-8570
山形市松波2-8-1

http://www.pref.yamagata.jp/ou/
shokokanko/110002/

023-630-2551
023-630-2365
(023-630-3371)

まちづくり担当

023-630-3370
(023-630-3371)

県産品振興担当

023-630-2190
023-630-2498
(023-630-3371)

ふるさと産業振興担当

023-630-2542
(023-630-3371)

雇用対策課
雇用対策担当

http://www.pref.yamagata.jp/ou/
shokokanko/110013/

http://www.pref.yamagata.jp/ou/
shokokanko/110010/

023-630-2377
(023-630-2376)

正社員化・
働き方改革推進室担当

023-630-2378
（023-630-2376）

産業人材育成担当

023-630-3245
023-630-2554
(023-630-2376)

http://www.pref.yamagata.jp/ou/
shokokanko/110009/

農林水産部
６次産業推進課
新事業創出担当

023-630-2465
023-630-3192
(023-630-2431)

http://www.pref.yamagata.jp/ou/no
rinsuisan/140030/

県土整備部
建設企画課
建設業振興担当

023-630-2658
(023-630-2632)

http://www.pref.yamagata.jp/ou/ke
ndoseibi/180030/

山形県労働委員会

023-630-2793
(023-630-3160)

http://www.pref.yamagata.jp/ou/94
0011/
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関係機関連絡先一覧
県の機関
部 署 等 名

ＴＥＬ（ＦＡＸ）

所 在 地

山形県工業技術センター

023-644-3222
(023-644-3228)

990-2473
山形市松栄2-2-1

山形県工業技術センター
置賜試験場

0238-37-2424
(0238-37-2426)

992-0003
米沢市窪田町窪田2736-6

山形県工業技術センター
庄内試験場

0235-66-4227
(0235-66-4430)

997-1321
東田川郡三川町
大字押切新田字桜木25

村山総合支庁
総合案内
産業経済部地域産業経済課

村山保健所
最上総合支庁
総合案内
産業経済部地域産業経済課

最上保健所
置賜総合支庁
総合案内
産業経済部地域産業経済課

置賜保健所
庄内総合支庁
総合案内
産業経済部地域産業経済課

庄内保健所

023-621-8288
023-621-8438
(023-621-8437)
023-627-1100
(023-627-1107)

ＨＰアドレス

http://www.yrit.pref.yamagata.jp/

990-2492
山形市鉄砲町2-19-68

http://www.pref.yamagata.jp/
regional/murayama_bo/

990-0031
山形市十日町1-6-6

http://www.pref.yamagata.jp/ou/
sogoshicho/murayama/301023/
muraho-top/murahotop.html

996-0002
新庄市金沢字大道上2034

http://www.pref.yamagata.jp/
regional/mogami_bo/

0233-29-1300
0233-29-1307
(0233-23-2628)
0233-29-1260
(0233-22-2025)
0238-26-6000
0238-26-6045
(0238-26-6047)

992-0012
米沢市金池７-1-50

http://www.pref.yamagata.jp/
regional/okitama_bo/living/health/7
325023top.html

0238-22-6000
（代表）

(0238-22-3850)
0235-66-2111
0235-66-5485
(0235-66-4953)

http://www.pref.yamagata.jp/
regional/okitama_bo/

997-1392
東田川郡三川町
大字横山字袖東19-1

0235-66-4724
(0235-66-4935)

http://www.pref.yamagata.jp/
regional/syonai_bo/
http://www.pref.yamagata.jp/kenfu
ku/iryo/byoin/7337021shokenjyo.html

県内の支援機関
機 関 等 名

ＴＥＬ（ＦＡＸ）

（公財）山形県企業振興公社
総務部（設備貸与グループ）

023-647-0660
023-647-0661
(023-647-0666)

ものづくり振興部
経営支援部
山形県事業引継ぎ支援センター

所 在 地

ＨＰアドレス

023-647-0662
(023-647-0666)

023-647-0664
(023-647-0666)

山形県よろず支援拠点

023-647-0708
（023-647-0666）

山形県プロフェッショナル
人材戦略拠点

023-647-0665
(023-647-0666)

山形県中小企業再生支援協議会

023-646-7273
(023-646-7274)

990-8580
山形市城南町1-1-1
霞城セントラル13階
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http://www.ynet.or.jp/

関係機関連絡先一覧
県内の支援機関
機 関 等 名

ＴＥＬ（ＦＡＸ）

所 在 地

ＨＰアドレス

地域コーディネーター
村山地区（村山総合支庁）

023-621-8439

最上地区（最上総合支庁）

0233-29-1062

996-0002
新庄市金沢字大道上2034

置賜地区（置賜総合支庁）

0238-26-6097

992-0012
米沢市金池７-1-50

0235-66-5494

997-1392
東田川郡三川町
大字横山字袖東19-1

023-647-0360
(023-647-0362)

990-8580
山形市城南町1-1-1
霞城セントラル14階

0234-22-4945
(0234-22-4955)

998-0044
酒田市中町2-5-10
酒田産業会館1階

山形県商工会連合会

050-3540-7211
(023-646-7216)

990-8580
山形市城南町1-1-1
霞城セントラル14階

http://www.shokokai-yamagata.
or.jp/

上山市商工会

050-3533-0713
(023-672-3916)

999-3135
上山市南町8-21

http://www.kaminoyama-shokokai.
org/

山辺町商工会

050-3532-5622
(023-664-5634)

990-0301
東村山郡山辺町大字山辺50

http://www.shokokai-yamagata.
or.jp/yamanobe/

中山町商工会

050-3532-9410
(023-662-2073)

990-0401
東村山郡中山町大字長崎
8039

http://www.shokokai-yamagata.
or.jp/nakayama/

村山市商工会

050-3531-5728
(0237-55-4312)

995-0035
村山市中央1-3-5

http://www.shokokai.murayama.
yamagata.jp/

東根市商工会

050-3532-9778
(0237-43-1213)

999-3711
東根市中央1-6-3

http://www.shokokai-yamagata.
or.jp/higashine/

尾花沢市商工会

050-3532-4693
(0237-23-2508)

999-4225
尾花沢市若葉町1-2-20

http://www.shokokai-yamagata.
or.jp/obanazawa/

大石田町商工会

050-3385-8843
(0237-35-2129)

999-4111
北村山郡大石田町
大字大石田乙630

http://www.shokokai-yamagata.
or.jp/ooishida/

寒河江市商工会

050-3777-3377
(0237-86-7526)

991-8555
寒河江市中央1-8-38

http://www.sagae-shokokai.or.jp/

河北町商工会

050-3540-9331
(0237-73-2124)

999-3511
西村山郡河北町
谷地字月山堂654-1

http://www.kahoku-shokokai.jp/

西川町商工会

050-3531-6822
（0237-74-3110)

990-0702
西村山郡西川町大字海味
475-8

http://www.shokokai-yamagata.
or.jp/nishikawa/

朝日町商工会

050-3532-1375
(0237-67-2262)

990-1442
西村山郡朝日町大字宮宿
1184-8

http://www.shokokai-yamagata.
or.jp/asahimachi/

大江町商工会

050-3387-2714
(0237-62-4129)

990-1101
西村山郡大江町大字左沢
876-18

http://www.shokokai-yamagata.
or.jp/ooe/

もがみ南部商工会
最上事務所

050-3385-2112
(0233-43-2189)

999-6101
最上郡最上町大字向町584

舟形事務所

050-3540-2690
(0233-32-2870)

999-4601
最上郡舟形町舟形341-1

大蔵事務所

050-3537-2178
(0233-75-3085)

996-0212
最上郡大蔵村大字清水2528

庄内地区（庄内総合支庁）

山形県中小企業団体中央会
庄内支所

990-2492
山形市鉄砲町2-19-68
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http://www.ynet.or.jp/

http://www.chuokai-yamagata.
or.jp/

http://www.shokokai-yamagata.
or.jp/s-mogami/

関係機関連絡先一覧
県内の支援機関
機 関 等 名
もがみ北部商工会
真室川事務所

所 在 地

ＴＥＬ（ＦＡＸ）
050-3541-6471
(0233-62-2075)

ＨＰアドレス

999-5312
最上郡真室川町大字新町
232-9

050-3540-1077
(0233-52-3022)

999-5402
最上郡金山町大字金山398

鮭川事務所

050-3538-7411
(0233-55-2495)

999-5202
最上郡鮭川村大字佐渡
2157-3

戸沢事務所

050-3533-3749
(0233-72-3588)

999-6401
最上郡戸沢村大字古口278-8

南陽市商工会

050-3385-1358
(0238-40-2626)

999-2262
南陽市若狭郷屋839-1

http://www.e-okitama.net/

高畠町商工会

050-3385-2879
(0238-52-0577)

992-0351
東置賜郡高畠町大字高畠
940-2

http://www.jan.ne.jp/~tsci/

川西町商工会

050-3533-4602
(0238-46-2022)

999-0121
東置賜郡川西町大字上小松
1736-2

http://www.e-okitama.net/

小国町商工会

050-3801-4237
(0238-62-4156)

999-1351
西置賜郡小国町大字小国町163

http://www.shiroimori.jp/

白鷹町商工会

050-3385-7766
(0238-85-0056)

992-0832
西置賜郡白鷹町大字荒砥乙
555-1

http://www1.shirataka.or.jp/
sirasyou/

飯豊町商工会

050-3386-9345
(0238-72-2004)

999-0604
西置賜郡飯豊町大字椿
2888-20

http://www.shokokai-yamagata.
or.jp/iidemachi/

庄内町商工会

050-3532-2520
(0234-42-2559)

999-7781
東田川郡庄内町
余目字三人谷地13-1

立川支所

0234-56-2219
(0234-56-2237)

999-6601
東田川郡庄内町
狩川字阿古屋67

出羽商工会

050-3776-8270
(0235-64-2208)

999-7601
鶴岡市藤島字笹花33-1

羽黒支所

050-3536-2489
(0235-62-4251)

997-0141
鶴岡市羽黒町荒川字前田元67-2

櫛引支所

050-3387-5118
(0235-57-5185)

997-0346
鶴岡市上山添字文栄60

三川支所

050-3541-4703
(0235-66-4472)

朝日支所

050-3385-3967
(0235-53-3582)

997-0404
鶴岡市下名川字落合1

大山支所

050-3531-4142
(0235-33-0283)

997-1121
鶴岡市大山字中道74-1

温海支所

050-3538-4192
(0235-43-2375)

999-7204
鶴岡市湯温海甲306

遊佐町商工会

050-3540-6420
(0234-72-4423)

999-8301
飽海郡遊佐町遊佐字石田19-18

酒田ふれあい商工会

050-7544-0004
(0234-52-2610)

999-6711
酒田市飛鳥字契約場35

八幡支所

050-7544-1833
(0234-64-2446)

999-8235
酒田市観音寺字寺ノ下40-1

松山支所

050-7505-2667
(0234-62-2095)

999-6835
酒田市字本町32-7

金山事務所

997-1301
東田川郡三川町大字横山字西田
48-8
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http://www.shokokaiyamagata.or.jp/n-mogami/

http://www.shokokai-yamagata.
or.jp/shonai/

http://www.dewa-shokokai.com/

http://www.shokokai-yamagata.
or.jp/yuza/

http://sakatafureaishokokai.com/

関係機関連絡先一覧
県内の支援機関
機 関 等 名

ＴＥＬ（ＦＡＸ）

所 在 地

ＨＰアドレス

山形商工会議所

023-622-4666
（023-622-4668）

990-8501
山形市七日町3-1-9

http://www.yamagata-cci.or.jp/

酒田商工会議所

0234-22-9311
(0234-22-9310)

998-8502
酒田市中町2-5-10

http://www.sakata-cci.or.jp/

鶴岡商工会議所

0235-24-7711
(0235-24-6171)

997-8585
鶴岡市馬場町8-13

http://www.trcci.or.jp/

米沢商工会議所

0238-21-5111
(0238-21-5116)

992-0045
米沢市中央4-1-30

http://www.ycci.or.jp/

新庄商工会議所

0233-22-6855
(0233-22-6857)

996-0022
新庄市住吉町3-8

http://www.sjcci.or.jp/

長井商工会議所

0238-84-5394
(0238-88-3778)

993-0011
長井市館町北6-27

http://www.nagai-cci.or.jp/

天童商工会議所

023-654-3511
(023-654-7481)

994-0013
天童市老野森1-3-28

http://www.tendocci.com/

（公財）山形県産業技術振興機構

振興部プロジェクト推進課
技術部研修課

（一社）山形県発明協会
知財総合支援窓口

023-647-3163
(023-647-3139)
023-647-3154
(023-647-3139)
023-644-3316
(023-644-3303)

http://www.ypoint.jp/
990-2473
山形市松栄2-2-1
（山形県高度技術研究開発
センター内）

http://yamagata-i.sakura.ne.jp/
http://yamagatai.sakura.ne.jp/support.html

023-647-8130
(023-647-8129)

山形県職業能力開発協会
技能振興コーナー

023-645-3131
(023-644-2865)

990-2473
山形市松栄2-2-1

http://www.y-kaihatu.jp/

県内の金融機関
日本貿易振興機構
山形貿易情報センター
（ジェトロ山形）

023-622-8225
(023-623-1014)

990-0042
山形市七日町3-5-20
富士火災山形ビル4階

http://www.jetro.go.jp/jetro/ja
pan/yamagata/

（一社）山形県国際経済振興機構

023-687-1127
(023-687-1129)

990-0042
山形市七日町3-5-20
富士火災山形ビル5階

http://www.yamagataexport.jp/

（公財）やまがた農業支援センター

023-641-1105
(023-624-6019)

990-0041
山形市緑町1-9-30
緑町会館6階

山形６次産業化サポートセンター

023-673-9888
(023-624-6019)

やまがた食産業クラスター協議会

023-679-5081
(023-679-5082)

990-0041
山形市緑町1-9-30
緑町会館3階

（公財）庄内地域産業振興センター

0235-23-2200
(0235-23-3615)

997-0015
鶴岡市末広町3-1

0235-29-1620
(0235-23-8231)

997-0052
鶴岡市覚岸寺字水上246-2

バイオ産業推進室

http://www.yamagatanogyo-sc.or.jp/

http://6support.yamagata.jp/

（鶴岡駅前マリカ東館３階）

（鶴岡市先端研究産業支援センター内）
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http://y-cluster.jp/

http://www.shonaisansin.or.jp/

関係機関連絡先一覧
県内の支援機関
機 関 等 名
山形県信用保証協会
企業支援部

ＴＥＬ（ＦＡＸ）
023-647-2247
（023-647-3201）

所 在 地
990-8580
山形市城南町1-1-1
霞城セントラル12階

023-647-2240
(023-646-2883)

990-8580
山形市城南町1-1-1
霞城セントラル11階

米沢支店

0238-23-7630
(0238-24-5647)

992-0027
米沢市駅前3-1-91

鶴岡支店

0235-22-6122
(0235-24-6388)

997-0034
鶴岡市本町2-7-5

酒田支店

0234-22-7644
(0234-24-3315)

998-0858
酒田市緑町20-60

新庄支店

0233-22-3171
(0233-22-7035)

996-0031
新庄市末広町8-21

長井支店

0238-84-1674
(0238-84-1012)

993-0011
長井市館町北6-27 ＴＡＳ3Ｆ

本店営業部
（保証第一課・保証第二課）

ＨＰアドレス

http://www.ysh.or.jp/

県内のインキュベート施設
機 関 等 名

ＴＥＬ（ＦＡＸ）

所 在 地

ＨＰアドレス

山形県産業創造支援センター

023-647-8111
（023-647-8118）

990-2473
山形市松栄1-3-8

http://www.cc-yamagata.jp/

山形県高度技術研究
開発センター

023-647-3111
（023-647-3139）

990-2473
山形市松栄2-2-1

http://www.yrit.pref.yamagat
a.jp/advtech/2B4.html

米沢商工会議所地域産業
支援センター

0238-28-8811
（0238-28-8810）

992-0119
米沢市アルカディア1-808-18

http://shien-center.biz/

庄内産業振興センター
起業家育成施設

0235-23-2200
（0235-23-3615）

997-0015
鶴岡市末広町3-1

http://www.shonaisansin.or.jp/incubate/

県内の金融機関
機 関 等 名
日本政策金融公庫
山形支店 国民生活事業

ＴＥＬ（ＦＡＸ）
023-642-1331
(023-625-1249)

所 在 地

990-0042
山形市七日町3-1-9
山形商工会議所会館

中小企業事業

023-641-7941
(023-623-9697)

米沢支店 国民生活事業

0238-21-5711
(0238-24-4489)

992-0045
米沢市中央4-1-30
米沢商工会議所会館

酒田支店 国民生活事業

0234-22-3120
(0234-24-9419)

998-0036
酒田市船場町1-1-2

023-632-2111
(023-631-3174)

990-0038
山形市幸町2-1

0234-24-3922
(0234-24-5102)

998-0044
酒田市中町2-6-22

商工組合中央金庫
山形支店
酒田支店

ＨＰアドレス
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http://www.jfc.go.jp/

http://www.shokochukin.co.j
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関係機関連絡先一覧
県内の金融機関
機 関 等 名

ＴＥＬ（ＦＡＸ）

所 在 地

ＨＰアドレス

山形銀行
営業企画部

023-634-7027
(023-624-6625)

990-8642
山形市七日町3-1-2

http://www.yamagatabank.c
o.jp/index.shtml

荘内銀行
ふるさと振興部

023-626-9019
（023-626-9033）

990-0043
山形市本町1-4-21

http://www.shonai.co.jp/

きらやか銀行
営業統括部

023-628-3788
（023-623-8121）

990-8611
山形市旅篭町3-2-3

http://www.kirayaka.co.jp/

七十七銀行
山形支店

023-631-8157
（023-641-5277)

990-0039
山形市香澄町3-1-3

http://www.77bank.co.jp/

北都銀行
酒田支店

0234-22-3620
（0234-22-3035）

998-0043
酒田市本町１-2−52
酒田共栄火災ビル

http://www.hokutobank.co.j
p/
index.htm

山形信用金庫
融資部

023-632-2161
（023-624-3052）

990-2492
山形市鉄砲町2-18-5

http://www.y-shinkin.co.jp/

米沢信用金庫
融資部

0238-22-3433
（0238-22-3588）

992-0031
米沢市大町5-4-27

http://www.shinkin.co.jp/
yonezawa/

鶴岡信用金庫
融資部

0235-22-2598
（0235-24-2511）

997-0035
鶴岡市馬場町1-14

http://www.tsuruoka-sk.jp/

新庄信用金庫
融資部

0233-22-4222
（0233-28-2071）

996-0027
新庄市本町2-9

http://www.shinjosk.co.jp/

山形中央信用組合
融資部

0238-84-2289
（0238-84-3300）

993-8642
長井市本町1-3-3

http://www.yamachuu-ca.
co.jp/index.html

北郡信用組合
融資部

0237-55-5580
(0237-55-5582)

995-0016
村山市楯岡晦日町1-8

http://kitagunshinkumi.jp/
index.html

山形第一信用組合
融資部

0238-52-3299
（0238-52-3580）

992-0351
東置賜郡高畠町大字高畠687

http://www.yamagatadaiichi.
com/index.html

県内の主な高等教育機関等（産学官連携）
機 関 等 名

ＴＥＬ（ＦＡＸ）

所 在 地

山形大学
国際事業化研究センター

0238-26-3480
(0238-26-3633)

992-8510
米沢市城南4-3-16

http://www.big-i.yamagatau.ac.jp/

東北芸術工科大学
共創デザイン室

023-627-2199
（023-627-2081）

990-9530
山形市上桜田3-4-5

http://kyoso.tuad.ac.jp/

東北公益文科大学

0234-41-1111
(0234-41-1133)

998-8580
酒田市飯森山3-5-1

http://www.koeki-u.ac.jp/

慶應義塾大学
先端生命科学研究所

0235-29-0800
(0235-29-0809)

997-0035
鶴岡市馬場町14-1

http://www.iab.keio.ac.jp/

鶴岡工業高等専門学校
地域連携センター

0235-25-9453
(0235-24-1840)

997-8511
鶴岡市井岡字沢田104

http://www.tsuruokanct.ac.jp/kyouiku_kenkyu/re
nkei/

産業技術短期大学校

023-643-8431
(023-643-8687)

990-2473
山形市松栄2-2-1

http://www.yamagatacit.ac.jp/

庄内校

0234-31-2300
(0234-31-2770)

998-0102
酒田市京田3-57-4

http://www.shonai-cit.ac.jp/
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関係機関連絡先一覧
県内の主な高等教育機関等（産学官連携）
機 関 等 名

ＴＥＬ（ＦＡＸ）

所 在 地

ＨＰアドレス

山形職業能力開発専門校

023-644-9227
(023-644-6850)

990-2473
山形市松栄2-2-1

http://www.yamagatanoukai.jp
/

庄内職業能力開発センター

0234-31-2700
(0234-31-2710)

998-0102
酒田市京田3-57-4

http://www.shonai-cit.ac.jp/
center/index.htm

市町村
市 町 村 名
山形市
商工観光部雇用創出課

所 在 地

ＴＥＬ（ＦＡＸ）

ＨＰアドレス

023-641-1212
（023-616-3535）

990-8540
山形市旅篭町2-3-25

http://www.city.yamagatayamagata.lg.jp/

0237-86-2111

寒河江市
商工創生課

(0237-86-7220)

991-8601
寒河江市中央1-9-45

http://www.city.sagae.
yamagata.jp/

上山市
商工課

023-672-1111
(023-672-1112)

999-3192
上山市河崎1-1-10

http://www.city.kaminoyama.
yamagata.jp/

0237-55-2111
(0237-53-5950)

995-8666
村山市中央1-3-6

http://www.city.murayama.lg.jp
/jigyosha/sho_kogyo/

天童市
経済部商工観光課

023-654-1111
(023-653-0744)

994-8510
天童市老野森1-1-1

http://www.city.tendo.
yamagata.jp/busiindust/
sangyo/index.html

東根市
経済部商工観光課商工労政係

0237-42-1111
(0237-43-1151)

999-3795
東根市中央1-1-1

http://www.city.higashine.
yamagata.jp/25.html

尾花沢市
商工観光課企業振興室
企業振興係

0237-22-1111
(0237-22-3222)

999-4292
尾花沢市若葉町1-1-3

http://www.city.obanazawa.
yamagata.jp

山辺町
産業課商工観光係

023-667-1106
(023-667-1108)

990-0392
東村山郡山辺町緑ケ丘5

http://www.town.yamanobe.
yamagata.jp/

中山町
産業振興課産業振興グループ

023-662-2114
（023-662-5176）

990-0492
東村山郡中山町大字長崎120

http://www.town.nakayama.
yamagata.jp/

河北町
商工観光課商工振興係

0237-73-5162
(0237-72-7333)

999-3511
西村山郡河北町谷地戊81

http://www.town.kahoku.
yamagata.jp/

西川町
商工観光課

0237-74-4119
（0237-74-2601）

990-0792
西村山郡西川町大字海味510

http://www.town.nishikawa.
yamagata.jp/

朝日町
総合産業課商工振興係

0237-67-2111
(0237-67-2117)

990-1442
西村山郡朝日町大字宮宿1115

http://www.town.asahi.
yamagata.jp/

大江町
政策推進課起業推進係

0237-62-2139
(0237-62-4736)

990-1101
西村山郡大江町大字左沢 882-1

http://www.town.oe.yamagata.
jp/

大石田町
産業振興課商工観光グループ

0237-35-2111
(0237-35-2118)

999-4112
北村山郡大石田町緑町１

http://www.town.oishida.
yamagata.jp/

新庄市
商工観光課企業立地・商工振興室

0233‐22-2111
(0233-22-0989)

996-8501
新庄市沖の町10-37

http://www.city.shinjo.
yamagata.jp/

金山町
産業課商工景観交流係

0233-52-2111
(0233-52-2004)

999-5402
最上郡金山町大字金山324-1

http://www.town.kaneyama.ya
magata.jp/

最上町
産業振興センター
(交流促進課産業振興係）

0233-43-2340
(0233-43-2319)

999-6101
最上郡最上町向町581

http://mogami.tv/

舟形町
まちづくり課商工支援係

0233-32-2111
(0233-32-3250)

999-4601
最上郡舟形町舟形263

http://www.town.funagata.
yamagata.jp/

真室川町

0233-62-2111
(0233-62-2731)

999-5312
最上郡真室川町大字新町127-5

http://www.yume-net.org/

村山市
商工観光課企業誘致対策室

交流課商工物産担当

（内線421）

(内線153)
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関係機関連絡先一覧
市町村
市 町 村 名

所 在 地

ＴＥＬ（ＦＡＸ）

ＨＰアドレス

大蔵村
産業振興課商工観光係

0233-75-2105
(0233-75-2231)

996-0212
最上郡大蔵村大字清水2528

http://www.vill.ohkura.
yamagata.jp/

鮭川村
産業振興課林政商工係

0233-55-2111
(0233-55-3269)

999-5292
最上郡鮭川村大字佐渡2003-7

http://www.vill.sakegawa.
yamagata.jp/

戸沢村
産業振興課地域づくり推進係

0233-72-2527
(0233-72-2116)

999-6401
最上郡戸沢村大字古口270

http://www.vill.tozawa.
yamagata.jp/

米沢市
産業部商工課

0238-22-5111
(0238-24-4541)

992-8501
米沢市金池5-2-25

http://www.city.yonezawa.
yamagata.jp/

長井市
商工観光課

0238-87-0826
(0238-88-5914)

993-8601
長井市ままの上5-1

http://www.city.nagai.
yamagata.jp/

0238-40-3211

南陽市
商工観光課商工労政係

(0238-40-3422)

999-2292
南陽市三間通436-1

http://www.city.nanyo.
yamagata.jp/

高畠町
商工観光課商工振興係

0238-52-2019
(0238-52-1543)

992-0392
東置賜郡高畠町大字高畠436

http://www.town.takahata.
yamagata.jp/

川西町
産業振興課商工観光グループ

0238-42-6645
(0238-42-2600)

999-0193
東置賜郡川西町大字上小松1567

http://www.town.kawanishi.
yamagata.jp/sangyokanko/
index.html

小国町
産業振興課商工労政担当

0238-62-2416
(0238-62-5464)

999-1363
西置賜郡小国町大字小国小坂町
2-70

http://www.town.oguni.
yamagata.jp/guide/duties/
sangyo/sangyo.html

白鷹町
産業振興課商工振興係

0238-85-6136
（0238-85-2128）

992-0892
西置賜郡白鷹町大字荒砥甲833

http://www.town.shirataka.lg.
jp/

飯豊町
商工観光課産業連携室

0238-87-0523
(0238-72-3827)

999-0696
西置賜郡飯豊町大字椿2888

http://www.town.iide.
yamagata.jp/shigototosangyou
/index.html

鶴岡市
商工観光部商工課

0235-25-2111
(0235-25-7111)

997-8601
鶴岡市馬場町9-25

http://www.city.tsuruoka.lg.jp/

酒田市
商工港湾課
企業立地・産業振興係

0234-26-5361
(0234-22-3910)

998-0044
酒田市中町2-5-10

http://www.city.sakata.lg.jp/

雇用対策係

(内線312)

0234-26-5757
(0234-22-3910)

三川町
産業振興課商工観光係

0235-35-7015
（0235-66-5550）

庄内町
商工観光課商工労働係

0234-42-0138
（0234-42-2559）

遊佐町
産業課産業創造係

0234-72-4522
(0234-72-5896)

997-1301
http://www.town.mikawa.
東田川郡三川町大字横山字西田85 yamagata.jp/
999-7781
東田川郡庄内町余目字三人谷地
13－1
999-8301
飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴211
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http://www.town.shonai.lg.jp/
hp/menu000002100/
hpg000002091.htm
http://www.town.yuza.
yamagata.jp/

関係機関連絡先一覧
国の機関、国の関係機関
機 関 等 名
中小企業庁
事業環境部
取引課
経営支援部
経営支援課
小規模企業振興課
東北経済産業局

ＴＥＬ（ＦＡＸ）

03-3501-1669
03-3501-1763
(03-3501-7099)

022-221-4806
（022-215-9463）

新事業促進室

022-221-4923
(022-215-9463)

国際課

022-221-4907
(022-215-9463)

地域経済部
産業技術課

022-221-4897
(022-265-2349)

知的財産室

022-221-4819
(022-265-2349)

資源エネルギー環境部
エネルギー対策課

022-221-4932
(022-213-0757)

電力・ガス事業課

022-221-4941
(022-213-0757)

980-8403
宮城県仙台市青葉区本町3-3-1
仙台合同庁舎Ｂ棟3･4階

http://www.tohoku.meti.go.jp/

980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町
4-6-1仙台第一生命タワービル
6階

http://www.smrj.go.jp/tohoku/

989-3126
宮城県仙台市青葉区落合4-2-5

http://www.smrj.go.jp/inst/sendai
/index.html

022-399-6111
(022-399-9015)

経営支援部
経営支援課

022-716-1751
(022-716-1752)

連携推進課

022-399-9031
(022-399-9032)

地域振興課

022-399-9058
(022-716-1752)
022-393-4138
(022-399-9068)

中小企業大学校 仙台校

022-392-8811
(022-392-8812)

山形労働局
労働基準部 賃金室

023-624-8224
(023-624-8345)

職業安定部
職業安定課

023-626-6109
(023-635-0580)

職業対策課

023-626-6101
(023-635-0581)

訓練室

023-626-6106
(023-635-0580)

雇用環境・均等室

http://www.chusho.meti.go.jp/

022-263-1111

経営支援課

共済部
共済普及課

100-8912
東京都千代田区霞が関1-3-1

03-3501-2036
(03-3501-7099)

022-221-4922
(022-215-9463)

企画調整部
企画調整課

ＨＰアドレス

03-3501-1511

産業部
中小企業課

(独)中小企業基盤整備機構
東北本部

所 在 地

990-8567
http://yamagata山形市香澄町3-2-1山交ビル3階 roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

023-624-8228
(023-624-8246)
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関係機関連絡先一覧
国の機関、国の関係機関等
機 関 等 名

ＴＥＬ（ＦＡＸ）

所 在 地

ハローワーク山形

023-684-1521
(023-684-2448)

990-0813
山形市桧町2-6-13

ハローワーク米沢

0238-22-8155
(0238-22-8158)

992-0012
米沢市金池3-1-39
米沢地方合同庁舎内

ハローワーク酒田

0234-27-3111
(0234-27-3575)

998-8555
酒田市上安町1-6-6

ハローワーク鶴岡

0235-25-2501
(0235-25-2504)

997-0013
鶴岡市道形町1-13

ハローワーク新庄

0233-22-8609
(0233-22-7849)

996-0011
新庄市東谷地田町6-4
新庄合同庁舎内

ハローワーク長井

0238-84-8609
(0238-84-2342)

993-0051
長井市幸町15-5

ハローワーク村山

0237-55-8609
(0237-53-3138)

995-0034
村山市楯岡五日町14-30

ハローワーク寒河江

0237-86-4221
(0237-86-7723)

991-8505
寒河江市大字西根字石川西340

山形税務署

023-622-1611

990-8606
山形市大手町1-23

米沢税務署

0238-22-6320

992-8610
米沢市門東町1-1-9

鶴岡税務署

0235-22-1401

997-0033
鶴岡市泉町5-70

酒田税務署

0234-33-1450

998-8633
酒田市光ヶ丘2-2-36

ＨＰアドレス
http://yamagatahellowork.jsite.mhlw.go.jp/

山形労働局ホームページ
http://yamagataroudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp

新庄税務署

0233-22-5111

996-0001
新庄市五日町字宮内241

寒河江税務署

0237-86-2244

991-0021
寒河江市中央2-2-35

村山税務署

0237-53-2151

995-8691
村山市楯岡笛田1-9-34

長井税務署

0238-84-1810

993-0015
長井市四ツ谷1-7-15長井合同庁舎

（独）国際協力機構（ＪＩＣＡ）
東北支部市民参加協力課

022-223-4772

980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町4丁目6 https://www.jica.go.jp/tohoku/
番1号仙台第一生命タワービル20階

（公財）全国中小企業取引振興協会

03-5541-6688

104-0033
東京都中央区新川2丁目1番9号
石川ビル2階・3階

（独）勤労者退職金共済機構

03-6907-1234

170-8055
http://chutaikyo.taisyokukin.go
東京都豊島区東池袋1丁目24番1号 .jp/index.html

東京中小企業投資育成株式会社
業務第三部

03-5469-5853
(03-5469-5862)

150-0002
東京都渋谷区渋谷3-29-22
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http://www.zenkyo.or.jp/index.
htm

http://www.sbic.co.jp/

関係機関連絡先一覧
認定職業訓練施設
施設名

村
山

所在地

河北高等技能専門校

0237-72-5211
（0237-72-2880）

999-3513
河北町谷地字所岡142-2

東根高等職業訓練校

0237-43-2345
（0237-43-5432）

999-3711
東根市中央1-3-1

山形県電気工事高等職業訓練校

023-634-9050
（023-634-9088）

990-0025
山形市あこや町1-5-7

山形ヘアファッション
スクール

023-641-5222
（023-625-1914）

990-0053
山形市薬師町1-4-25

竹田和裁研究所高等職業訓練校

023-641-6260
（023-641-6279）

990-0033
山形市諏訪町2-1-21

023-647-2333
023-646-6333

990-8580
山形市城南町1-1-1

山形観光アカデミー
寒河江市技術交流プラザ

0237-86-1991
（0237-86-1992）

991-0061
寒河江市中央工業団地153-1

デザイン開発機構

023-645-3192
（023-645-6353）

990-2345
山形市冨神台27

ＳＢＣ高等美容専門校

023-654-3223
（023-654-3222）

994-0026
天童市東本町2-9-27

サルビア理・美容職業訓練校

023-631-6359
（023-625-4406）

990-2493
山形市美畑町8-1

感動アカデミー本校

023-641-9585
(023-641-9181)

990-0074
山形市芳野64

アーツ・イマジントレーニング
センター

023-664-0327
(023-664-0327)

新庄マイスターカレッジ
最上 （新庄・最上建設総合組合）

990-2482
山形市久保田1-8-4

0233-22-4577
0233-22-4545

996-0041
新庄市五日町1193-2

米沢市高等技能専門校

0238-21-3360
（0238-21-3361）

992-0044
米沢市春日4-2-100

長井高等職業訓練校

0238-84-1924
（0238-84-4826）

993-0002
長井市屋城町6-53

山形工科短期大学校

0238-88-1971
（0238-88-1981）

993-0021
長井市上伊佐沢字一道二 6958-1

認定訓練センターパルコモード
ファッションスクール

0238-23-8201
（0238-23-8203）

992-0054
米沢市城西4-4-21

鶴岡高等職業訓練校

0235-22-2832
（0235-22-3370）

997-0047
鶴岡市大塚町26-13

庄内職業高等専門学校

0234-33-3020
（0234-35-2881）

998-0006
酒田市ゆたか3-7-12

環日本海美容アカデミー

0235-68-2213
（0235-68-2232）

998-0842
酒田市亀ヶ崎5-8-64

八幡自動車商会ビジネス

0234-21-2775
（0234-21-2776）

998-0831
酒田市東両羽町8-6

置
賜

庄
内

ＴＥＬ（ＦＡＸ）
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