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中央区役所
中央区企画部広報課区民相談室
中央区総務部税務課
〃 防災課普及係
中央区区民部区民生活課消費生活係
〃 商工観光課商工振興係
〃 〃
中小企業振興係
〃 〃
相談融資係
中央区中央清掃事務所清掃事業係
中央区区民部日本橋特別出張所
〃 月島特別出張所
中央区保健所
中央区立女性センター「ブーケ21」
中央区立産業会館
中央区立ハイテクセンター
東京都庁
東京都環境局環境改善部自動車環境課
東京都産業労働局雇用就業部能力開発課
〃
〃
労働環境課
〃
金融部金融課
〃
商工部地域産業振興課
東京都消費生活総合センター（飯田橋）
経済産業省
厚生労働省
関東経済産業局
中小企業庁
特許庁
京橋税務署（仮庁舎）
日本橋税務署
東京都中央都税事務所（仮庁舎）
東京法務局
八重洲公証役場
銀座公証役場
京橋公証役場
昭和通り公証役場
日本橋公証役場
中央年金事務所
中央警察署
久松警察署
築地警察署
月島警察署
東京消防庁
京橋消防署
日本橋消防署
臨港消防署

104-8404

104-0031
103-8360
104-8585
104-0044
104-0043
103-0004
104-0032
163-8001

162-0823
100-8901
100-8916
330-9715
100-8912
100-8915
100-8129
103-8551
104-8558
102-8225
103-0028
104-0061
104-0031
104-0061
103-0026
104-8175
103-0026
103-0005
104-0045
104-0053
100-8119
104-0031
103-0026
104-0053

中央区築地1-1-1
〃
中央区役所本庁舎1階
〃
〃
2階
〃
〃
1階
〃
〃
1階
〃
〃
7階
〃
〃
7階
〃
〃
7階
中央区京橋1-19-6
中央区日本橋蛎殻町1-31-1 日本橋区民センター１階
中央区月島4-1-1 月島区民センター１階
中央区明石町12-1
中央区湊1-1-1
中央区東日本橋2-22-4
中央区八丁堀3-17-9 京華スクエア2階
新宿区西新宿2-8-1
〃
第二本庁舎20階
〃
第一本庁舎31階
〃
第一本庁舎31階
〃
第一本庁舎24階
〃
第一本庁舎30階
新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ15 〜 17階
千代田区霞ヶ関1-3-1
千代田区霞ヶ関1-2-2 中央合同庁舎５号館
さいたま市中央区新都心1-1 合同庁舎１号館
千代田区霞ヶ関1-3-1 経済産業省別館
千代田区霞ヶ関3-4-3
千代田区大手町1-3-3 大手町合同庁舎3号館6・7階
中央区日本橋堀留町2-6-9
中央区入船1-8-2
千代田区九段南1-1-15 九段第２合同庁舎
中央区八重洲1-7-20 八重洲口会館６階
中央区銀座2-2-6 第２ＤＫビル５階
中央区京橋1-1-10 西勘本店ビル6階
中央区銀座4-10-6 銀料ビル２階
中央区日本橋兜町1-10 日証館ビル１階
中央区銀座7-13-8 第２丸高ビル１・２階
中央区日本橋兜町14-2
中央区日本橋久松町8-1
中央区築地1-6-1
中央区晴海3-16-14
千代田区大手町1-3-5
中央区京橋3-14-1
中央区日本橋兜町14-12
中央区晴海5-1-27

03（3543）0211㈹
03（3546）9590
03（3546）5265
03（3546）5510
03（3546）5301
03（3546）5328
03（3546）5487
03（3546）5333
03（3562）1523
03（3666）4251㈹
03（3531）1151㈹
03（3541）5936
03（5543）0651
03（3864）4666
03（3551）3200
03（5321）1111㈹
03（5388）3519
03（5320）4715
03（5320）4647
03（5320）4874
03（5320）4747
03（3235）1155
03（3501）1511㈹
03（5253）1111㈹
048（600）0213
03（3501）1511㈹
03（3581）1101㈹
03（4434）0011㈹
03（3663）8451㈹
03（3553）2151㈹
03（5213）1234㈹
03（3271）1833
03（3561）1051
03（3271）4677
03（3545）9045
03（3666）3089
03（3543）1411
03（5651）0110㈹
03（3661）0110㈹
03（3543）0110㈹
03（3534）0110㈹
03（3212）2111㈹
03（3564）0119
03（3666）0119
03（3534）0119

03（5211）2200㈹
03（5215）5857
03（3812）8609㈹
03（3512）1612
03（3512）1611
03（6673）3938
03（5320）4647
03（5803）7381
03（3546）8610
03（3551）2700
03（3551）9200
03（3865）3889
03（5211）2310㈹

台東区浅草5-70-11

03（3871）4555

川口ビル２階

105-8453

03（3433）8811㈹
050（5541）7171
03（3523）4901
03（3542）0386㈹
03（6268）0088
03（3283）7823㈹
03（3283）7500㈹
03（3538）1811
03（6228）7905
03（6228）7906
03（6228）7907
03（3542）0231
03（3546）2525

Ⅵ 情報

港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル内
〃
〃
104-0033    中央区新川1-26-19 全中・全味ビル
104-0061 中央区銀座2-10-18 中小企業会館内
100-0006 千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル北館19階
100-0005 千代田区丸の内3-2-2 丸の内二重橋ビル
〃
104-0061 中央区銀座1-25-3 区立京橋プラザ３階
〃
〃
〃
104-0061 中央区銀座2-10-18 中小企業会館5階
104-0061 中央区銀座2-10-18 中小企業会館5階

Ⅴ 安心して働け
るために

独立行政法人
中小企業基盤整備機構
〃
共済相談室
全国中小企業団体中央会
東京都中小企業団体中央会
全国商工会連合会
日本商工会議所
東京商工会議所本部
東京商工会議所中央支部
中央区商店街連合会
中央区工業団体連合会
中央区観光協会
東京都商店街興組合連合会
（一社）東京工業団体連合会

Ⅳ いきいきとした
企業活動のた
めに

■商工団体

Ⅲ 区内で起業する
方に

千代田区飯田橋3-10-3 東京しごとセンター９階
千代田区飯田橋3-10-3 東京しごとセンター９階
文京区後楽1-9-20 飯田橋合同庁舎内1〜 5階
千代田区九段南1-2-1  九段第３合同庁舎13階
千代田区九段南1-2-1  九段第３合同庁舎14階
台東区東上野4-27-3  上野トーセイビル３階
新宿区西新宿2-8-1 都庁第一庁舎31階
文京区後楽1-9-20 飯田橋合同庁舎6・７階
中央区銀座4-9-8 NMF銀座四丁目ビル２階
中央区八丁堀3-17-9 京華スクエア1階
〃
中央区東日本橋2-27-12 両国郵便局合同建物5階
千代田区飯田橋3-10-3 東京しごとセンター８階

Ⅱ 融資制度の
ご案内

東京都労働相談情報センター
102-0072
東京都労働資料センター
102-0072
飯田橋公共職業安定所（ハローワーク飯田橋） 112-8577
東京労働局労働基準部
102-8306
〃
雇用環境均等部
102-8305
東京障害者職業センター
110-0015
東京都産業労働局雇用就業部労働環境課 163-8001
中央労働基準監督署方面
112-8573
（公財）中央区勤労者サービス公社「レッツ中央」104-0061
（公社）中央区シルバー人材センター
104-0032
シルバーワーク中央
中央区障害者就労支援センター
103-0004
（公財）東京しごと財団
102-0072
東京都家内労働相談コーナー
（東京都労働環境課分室）
111-0032

Ⅰ 経営の
相談・診断

■雇用関係機関

■金融・保証機関
03（3270）7994
03（3553）3441
03（3272）6111
03（3293）1616㈹
03（3272）3002

Ⅷ 商工業関係
機関一覧

03（6907）1234
03（5202）7711㈹
03（3562）5111㈹
03（3812）1111㈹

Ⅶ 資料

日本政策金融公庫 東京支店（中小企業事業）100-0004 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
日本政策金融公庫 東京中央支店（国民生活事業）104-0033 中央区新川1-17-28
商工組合中央金庫 本店営業部
104-0028 中央区八重洲2-10-17
中央労働金庫 本店営業部
101-0062 千代田区神田駿河台2-5
東京信用保証協会 本店
104-8470 中央区八重洲2-6-17
独立行政法人 勤労者退職金共済機構
中小企業退職金共済事業本部
170-8055 豊島区東池袋1-24-1
信金中央金庫本店
103-0028 中央区八重洲1-3-7
全国信用協同組合連合会本部
104-8310 中央区京橋1-9-1
住宅金融支援機構 本店
112-8570 文京区後楽1-4-10
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■職業訓練・研究機関
東京都立産業技術研究センター 本部
〃
城東支所
〃
墨田支所
〃
城南支所
東京都立皮革技術センター
〃
台東支所
東京都立食品技術センタ－
東京都立中央・城北職業能力開発センター
〃
（高年齢者校）

135-0064
125-0062
130-0015
144-0035
131-0042
111-0033
101-0025
112-0004
102-0072

江東区青海2-4-10
葛飾区青戸7-2-5
墨田区横綱1-6-1 ＫＦＣビル12階
大田区南蒲田1-20-20
墨田区東墨田3-3-14
台東区花川戸1-14-16
千代田区神田佐久間町1-9 東京都産業労働局秋葉原庁舎6 ～ 8階
文京区後楽1-9-5
千代田区飯田橋3-10-3 東京しごとセンター 10階

03（5530）2111㈹
03（5680）4632㈹
03（3624）3731㈹
03（3733）6233㈹
03（3616）1671
03（3843）5912
03（5256）9251
03（5800）2611
03（5211）2340

〃 城南職業能力開発センター
〃 城東職業能力開発センター
中小企業大学校東京校
東京都職業能力開発協会
職業能力開発総合大学校
東京障害者職業能力開発校

104-0002
120-0005
207-8515
102-6113
187-0035
187-0035

品川区東品川3-31-16
足立区綾瀬５-６-１
東大和市桜が丘2-137-5
千代田区飯田橋3-10-3 東京しごとセンター７階
小平市小川西町2-32-1
小平市小川西町2-34-1

03（3472）3411
03（3605）6140
042（565）1192㈹
03（5211）2350
042（341）3331㈹
042（341）1411㈹

■その他
東京都よろず支援拠点 新橋事業所
105-0004 港区新橋1-18-6 共栄火災ビル1階
TOKYO創業ステーション
100-0005 千代田区丸の内2-1-1 明治安田生命ビル低層棟2階
独立行政法人 中小企業基盤整備機構関東本部 105-8453 港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル3階
（公財）東京都中小企業振興公社「アスプラザ」 101-0025 千代田区神田佐久間町1-9 東京都産業労働局秋葉原庁舎
東京都知的財産総合センター
110-0016 台東区台東1-3-5 反町商事ビル１階
東京都立産業貿易センター浜松町館
（閉館中 平成32年リニューアルオープン予定）
〃
台東館
111-0033 台東区花川戸2-6-5
（一社）中小企業診断協会
104-0061 中央区銀座1-14-11 銀松ビル
（一財）日本特許情報機構
135-0016 江東区東陽4-1-7 佐藤ダイヤビルディング６階
東京中央地域産業保健センタ－
103-0013 中央区日本橋人形町2-32-4 日本橋医師会人形町ビル4階

03（6205）4728
03（5220）1141
03（5470）1509㈹
03（3251）7886
03（3832）3656
03（3844）6190
03（3563）0851㈹
03（3615）5510
03（3666）0131

