
2022年
相談窓口のご案内
事業を進めていくために、どんな支援策があるのか。
どこに相談したらよいのか。
このようなとき、各種支援機関にお気軽にご相談ください。
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経 営

経営革新など、企業経営に関するご相談

埼玉県産業労働部 産業支援課（県庁内）

〒 330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 本庁舎４階

TEL 048-830-3910

経営全般に関するご相談

～身近な商工団体で、ご相談をお受けしております～

各地の商工会議所、商工会では、創業、経営革新をはじめ、金融、税務、経理、労務など
経営全般にわたりきめ細やかな相談に応じています。非会員の方でも、お気軽にご相談
ください。お近くの相談先は、下記のホームページにてご確認ください。

埼玉県内商工会議所一覧【（一社）埼玉県商工会議所連合会ホームページ内】

埼玉県内商工会一覧【埼玉県商工会連合会ホームページ内】

経営革新計画の承認制度についてのご相談及び申請の手続

県央地域振興センター

〒362-0002

上尾市南239-1

上尾地方庁舎内

☎048-777-1110

利根地域振興センター

〒361-0052

行田市本丸2-20

行田地方庁舎内

☎048-555-1110

北部地域振興センター

〒360-0031

熊谷市末広3-9-1

熊谷地方庁舎内

☎048-524-1110

北部地域振興センター

本庄事務所

〒367-0026

本庄市朝日町1-4-6

本庄地方庁舎内

☎0495-24-1110

秩父地域振興センター

〒368-0042

秩父市東町29-20

秩父地方庁舎内

☎0494-24-1110

川越比企地域振興センター

〒350-1124

川越市新宿町1-17-17

ウェスタ川越公共施設棟内

☎049-244-1110

西部地域振興センター

〒359-0042

所沢市並木1-8-1

所沢地方庁舎内

☎04-2993-1110

県庁（産業支援課）
〒330-9301

さいたま市浦和区高砂3-15-1

埼玉県庁本庁舎

☎048-830-3910

東部地域振興センター

〒344-0038

春日部市大沼1-76

春日部地方庁舎内

☎048-737-1110

商工会議所ホーム
ページ

商工会ホーム
ページ

※申請先は本社所在地により異なります。※南部・南西部地域振興センターの所管区域は、産業支援課が対応します。

川越比企地域振興センター

東松山事務所

〒355-0024

東松山市六軒町5-1

東松山地方庁舎内

☎0493-24-1110

経営を革新したい。効率化を図りたい。ＩＳＯの認証を取得したい。
販路を開拓したい。創業したい。商店街を活性化したい。海外取引
をしたい。

2
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現場改善、経営革新、ＢＣＰ、ＩＳＯなどに関するご相談

（公財）埼玉県産業振興公社（さいたま市・ソニックシティ内）

〒330-8669 さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル10階

℡ 048-647-4085

新商品やサービスの開発から販路開拓などまで、経営上のあらゆる
ご相談

（公財）埼玉県産業振興公社【埼玉県よろず支援拠点】

〒330-8669 さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル10階

℡ 0120-973-248

様々な経営課題解決のためのプロフェッショナル人材の確保について

（公財）埼玉県産業振興公社【埼玉県プロフェッショナル人材戦略拠点】

〒 330-8669 さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル10階

℡ 048-647-4075

創業やベンチャー企業の経営に関するご相談、専門家による実践的な
アドバイス

（公財）埼玉県産業振興公社【創業・ベンチャー支援センター埼玉】

〒338-0001 さいたま市中央区上落合2-3-2 新都心ビジネス交流プラザ3階

℡ 048-711-2222

研究開発のスペース（貸研究室）に関するご案内

埼玉県産業技術総合センター（川口市・ＳＫＩＰシティ内）

〒333-0844 川口市上青木3-12-18

℡ 048-265-1312

商店街・商店・サービス産業の支援、商業者育成支援に関するご相談

埼玉県産業労働部 商業・サービス産業支援課（県庁内）

〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 本庁舎5階

℡ 048-830-3761

事業再構築に関するご相談

埼玉県事業再構築支援センター（一社）埼玉県商工会議所連合会内

〒330-8669 さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル７階

℡ 048-657-8271
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地場産業の振興に関するご相談

埼玉県産業労働部 産業支援課（県庁内）

〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 本庁舎4階

℡ 048-830-3764

海外取引・海外投資に関するご相談

（公財）埼玉県産業振興公社【取引支援グループ】

〒330-8669 さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル10階

℡ 048-647-4086

（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）埼玉貿易情報センター

〒330-8669 さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビルB1階

℡ 048-650-2522

中小企業等協同組合の設立等に関するご相談

埼玉県中小企業団体中央会（さいたま市・ソニックシティ内）

〒330-8669 さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル9階

℡ 048-641-1315

販路拡大・取引あっせんに関するご相談

（公財）埼玉県産業振興公社【取引支援グループ】

〒330-8669 さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル10階

℡ 048-647-4086

商業・サービス産業事業者のＩCＴ活用に関するご相談、専門家に
よるアドバイス

（公財）埼玉県産業振興公社（さいたま市・ソニックシティ内）

〒330-8669 さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル10階

℡ 048-647-4075
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http://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/a0803/
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映像制作に関するご相談

埼玉県彩の国ビジュアルプラザ（川口市・ＳＫＩＰシティ内）

〒333-0844 川口市上青木3-12-63

℡ 048-264-7777

原油高、原材料高等への対応に関するご相談

（公財）埼玉県産業振興公社【埼玉県よろず支援拠点】

〒330-8669 さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル10階

℡ 0120-973-248

（公財）埼玉県産業振興公社【下請かけこみ寺】

〒330-8669 さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル10階

℡ 048-647-4086

埼玉県産業労働部 産業支援課（県庁内）

〒 330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 本庁舎４階

℡ 048-830-3910

事業承継に関するご相談

（公財）埼玉県産業振興公社（さいたま市・ソニックシティ内）

〒330-8669 さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル10階

℡  048-647-4085

埼玉県事業承継・引継ぎ支援センター

〒330-0063 さいたま市浦和区高砂3-17-15 さいたま商工会議所会館4階

℡ 048-711-6326

＜経営承継円滑化法に関すること＞

埼玉県産業労働部 産業支援課（県庁内）

〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 本庁舎4階

℡ 048-830-3910
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http://www.skipcity.jp/
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人材確保に関するご相談

① 県内中小企業の人材に関するご相談、企業面接会の開催

埼玉県企業人材サポートデスク（さいたま市・埼玉しごとセンター内）

〒336-0027 さいたま市南区沼影1-10-1 ラムザタワー3階

℡ 048-826-5533

埼玉県企業人材サポートデスク川越（川越市・川越市民サービスステーション内）

〒350-1123 川越市脇田本町８-１ Ｕ＿ＰＬＡＣＥ３階

℡ 049-265-6310

② 中高年齢者を活用するための「採用」と「職場づくり」に関するセミ
ナーを開催

埼玉しごとセンターミドルコーナー、シニアコーナー（さいたま市）

〒336-0027 さいたま市南区沼影1-10-1 ラムザタワー3階

℡ 048-826-5611

③ 若年求職者と企業のマッチング支援

埼玉しごとセンター若者コーナー

〒336-0027 さいたま市南区沼影1-10-1 ラムザタワー3階

℡ 048-826-5932

④ 女性の採用・育成に関するご相談

埼玉県女性キャリアセンター（さいたま市・With You さいたま内）

〒330-0081 さいたま市中央区新都心2-2 ホテルブリランテ武蔵野4階

℡  048-601-5810

⑤ シニアをはじめとする人材と企業のマッチング支援

埼玉県セカンドキャリアセンター（川越市）

〒350-1124 川越市新宿町1-17-17 ウェスタ川越３階

℡ 049-265-5844【セカンドキャリアセンター事務局】

労働・雇用 多様な人材の確保・定着、職場の活性化を図りたい。シニアや障害
者の雇用について知りたい、相談したい。
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https://www.pref.saitama.lg.jp/a0809/kyuujin01.html
https://hwus.jp/
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多様な働き方実践企業の認定

南部・南西部を除く各地域振興センター（※「経営」欄連絡先参照）
埼玉県産業労働部 多様な働き方推進課（県庁内）

〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 本庁舎5階

℡ 048-830-3963

働き方改革やテレワークに関するご相談

埼玉県産業労働部 多様な働き方推進課（県庁内）

〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 本庁舎5階

℡ 048-830-3960

労働条件や労務管理に関するご相談、従業員のメンタルヘルスに
関するご相談

埼玉県労働相談センター（県庁内）

〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 第2庁舎1階

℡ 048-830-4522

⑥ 障害者の雇用、職場定着に関するご相談、障害者雇用のセミナー・
見学会の開催

埼玉県障害者雇用総合サポートセンター（さいたま市・浦和合同庁舎別館内）

〒330-0074 さいたま市浦和区北浦和5-6-5 浦和合同庁舎別館1階

ｺﾖｳｦ ﾂﾅｲﾃﾞ

企業からの雇用相談 ℡ 0120-540-271【障害者雇用ヘルプデスク】

障害者の職場定着に関する相談 ℡ 048-823-9020 

⑦ シルバー人材センター（愛称：シニアパワーステーション）の派遣
業務に関するご相談

シルバー・ワークステーション（埼玉県シルバー人材センター連合内）

〒362-0812 伊奈町内宿台6-26 埼玉県県民活動総合センター内

℡ 048-728-7841

仕事と生活（介護・子育て・治療）の両立支援に関するご相談

埼玉県産業労働部 多様な働き方推進課（県庁内）

〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 本庁舎5階

℡ 048-830-4515
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埼玉県の中小企業向け融資制度に関するご相談

埼玉県産業労働部 金融課（県庁内）

〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 本庁舎5階

℡ 048-830-3801

信用保証制度に関するご相談

埼玉県信用保証協会 保証経営支援部（さいたま市・ソニックシティ内）

〒330-9608 さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル10階

℡ 048-647-4716

開業資金の調達に関するご相談

（公財）埼玉県産業振興公社【創業・ベンチャー支援センター埼玉】

〒338-0001 さいたま市中央区上落合2-3-2 新都心ビジネス交流プラザ3階

℡ 048-711-2222

資 金

※ 中小企業向けの公的な融資制度については、各地の商工会議所、商工会でも
ご相談できます。

運転資金が必要。新たな設備を導入するための資金が必要。開業
資金が必要。公的な融資制度を利用したい。

シニア活躍推進宣言企業の認定

埼玉県産業労働部 人材活躍支援課（県庁内）

〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 本庁舎5階

℡ 048-830-4539
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産学連携に関するご相談、研究開発のための資金に関するご相談

（公財）埼玉県産業振興公社【産学連携支援センター埼玉】

〒338-0001 さいたま市中央区上落合2-3-2 新都心ビジネス交流プラザ3階

℡ 048-857-3901

先端産業、次世代モビリティに関するご相談

（公財）埼玉県産業振興公社【先端産業振興グループ】

〒338-0001 さいたま市中央区上落合2-3-2 新都心ビジネス交流プラザ3階

℡ 048-711-6870

技術に関するご相談、依頼試験の実施、機器の利用、専門家の派遣、企業か
らの受託研究、共同研究、製品化支援、技術に関する情報の提供

埼玉県産業技術総合センター（川口市・ＳＫＩＰシティ内）

〒333-0844 川口市上青木3-12-18

℡ 048-265-1311

同センター 北部研究所（熊谷市）

〒360-0031 熊谷市末広2-133

℡ 048-521-0614

技術・知的財産
技術面で改善したい。製品等の試験を行いたい。試験機器を
利用したい。大学と共同研究を行いたい。特許等を活用した
い。先端産業分野の技術指導を受けたい。先端産業分野に参
入したい。

知的財産を活用した経営力強化等、知的財産全般に関するご相談、特
許の活用に関するご相談

（公財）埼玉県産業振興公社【知的財産総合支援センター埼玉】

〒338-0001 さいたま市中央区上落合2-3-2 新都心ビジネス交流プラザ3階

℡ 048-621-7050

デジタル技術の利活用に関するご相談

（公財）埼玉県産業振興公社【デジタル・技術支援グループ】

〒338-0001 さいたま市中央区上落合2-3-2 新都心ビジネス交流プラザ3階

℡ 048-621-7051
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人材育成

求職者の方を対象とした職業訓練に関するご相談

埼玉県産業労働部 産業人材育成課（県庁内）

〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 本庁舎5階

℡ 048-830-4607

中小企業の技術者や研究者を養成するための研修を開催

埼玉県産業技術総合センター（川口市・ＳＫＩＰシティ内）

〒333-0844 川口市上青木3−12−18

℡ 048-265-1311

同センター北部研究所（熊谷市）

〒360-0031  熊谷市末広2-133

℡ 048-521-0614

在職者の方を対象とした知識・技能の向上、資格取得準備のための講
習の開催

埼玉県産業労働部 産業人材育成課（県庁内）

〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 本庁舎5階

℡ 048-830-4598

従業員の能力向上を図りたい。従業員の技術的なスキルアップを
図りたい。

企業人材育成のための各種研修を開催

（公財）埼玉県産業振興公社【研修・情報グループ】

〒330-8669 さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル10階

℡ 048-647-4087

技能検定等の職業能力評価に関する試験や研修会の実施、職業能力開
発に関するご相談・情報提供

埼玉県職業能力開発協会（さいたま市・浦和合同庁舎内）

〒330-0074 さいたま市浦和区北浦和5-6-5 埼玉県浦和合同庁舎5階

℡ 048-829-2801
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その他中小企業向け制度融資や創業、地域資源活用事業、障害者雇用な
ど各種産業労働施策のご案内は、下記 2センターを含め、お近くの地域
振興センターにお問い合わせください。（※「経営」欄連絡先参照）

南部地域振興センター（川口市・川口地方庁舎内）

〒332-0035 川口市西青木2-13-1 川口地方庁舎内

℡ 048-256-1110

南西部地域振興センター（朝霞市・朝霞地方庁舎内）

〒351-0025 朝霞市三原1-3-1 朝霞地方庁舎内

℡ 048-451-1110

所管区域
川口市・蕨市・戸田市

所管区域
朝霞市・志木市・和光市・新座市
富士見市・ふじみ野市・三芳町

発行：埼玉県産業労働部産業労働政策課
℡ 048-830-3723 2022年4月

企業立地

工場等の立地に関するご相談

埼玉県産業労働部 企業立地課（県庁内）

〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 本庁舎4階

℡ 048-830-3800

埼玉県に工場・本社・流通加工施設・研究所等を立地したい。
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