（参考２）

下請法に関する問い合わせ先・「下請かけこみ寺」の概要と連絡先一覧

下請法についての相談、問い合わせ、被疑事実の申告等については、所在地を所管する行政
機関の窓口にお問い合わせ下さい。

●公正取引委員会
名称・所在地・電話番号

管轄地域

公正取引委員会事務総局 経済取引局取引部企業取引課

全国

〒100-8987 東京都千代田区霞が関 1-1-1 中央合同庁舎第 6 号館Ｂ棟
（相談関係）企業取引課

Tel 03(3581)3375

（申告関係）下請取引調査室

Tel 03(3581)3374

北海道事務所 下請課

北海道

〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西 12 札幌第 3 合同庁舎
Tel 011(231)6300(代表)
東北事務所 下請課

青森県・岩手県・宮城県・秋田

〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町 3-2-23 仙台第 2 合同庁舎

県・山形県・福島県

Tel 022(225)8420(直通)
中部事務所 下請課

富山県・石川県・岐阜県・静岡

〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸 2-5-1 名古屋合同庁舎第 2 号館

県・愛知県・三重県

Tel 052(961)9424(直通)
近畿中国四国事務所 下請課

福井県・滋賀県・京都府・大阪

〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前 4-1-76 大阪合同庁舎第 4 号館

府・兵庫県・奈良県・和歌山県

Tel 06(6941)2176(直通)
近畿中国四国事務所中国支所 下請課

鳥取県・島根県・岡山県・広島

〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀 6-30 広島合同庁舎第 4 号館

県・山口県

Tel 082(228)1501(代表)
近畿中国四国事務所四国支所 下請課

徳島県・香川県・愛媛県・高知

〒760-0019 香川県高松市サンポート 3－33 高松サンポート合同庁舎南館

県

Tel 087(811)1758(直通)
九州事務所 下請課

福岡県・佐賀県・長崎県・熊本

〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 2-10-7 福岡第 2 合同庁舎別館

県・大分県・宮崎県・鹿児島県

Tel 092(431)6032(直通)
内閣府沖縄総合事務局 総務部公正取引室

沖縄県

〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち 2-1-1 那覇第 2 地方合同庁舎 2 号館
Tel 098(866)0049（直通）
公正取引委員会電子窓口

全国

ＵＲＬ https://www.jftc.go.jp/soudan/denshimadoguchi/index.html
（下請法違反被疑事実についての申告窓口が設置されています。質問・相談につい
ては各地方の事務所にお問い合わせください）
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●中小企業庁、経済産業省経済産業局等
名称・所在地・電話番号

管轄区域

中小企業庁 事業環境部取引課

全国

〒100-8912 東京都千代田区霞が関 1-3-1
Tel 03(3501)1511(代表) 03(3501)1669(直通)
北海道経済産業局 産業部中小企業課

北海道

〒060-0808 北海道札幌市北区北 8 条西 2 札幌第 1 合同庁舎
Tel 011(709)2311(代表) 011(700)2251(直通)
Fax 011(728)4364
東北経済産業局 産業部中小企業課

青森県・秋田県・岩手県・山

〒980-8403 宮城県仙台市青葉区本町 3-3-1 仙台合同庁舎Ｂ棟

形県・宮城県・福島県

Tel 022(263)1111(代表) 022(221)4922(直通)
Fax 022(215)9463
関東経済産業局 産業部適正取引推進課

茨城県・栃木県・群馬県・埼

〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心 1-1

玉県・千葉県・東京都・神奈

さいたま新都心合同庁舎 1 号館

川県・新潟県・山梨県・長野

Tel 048(600)0325(直通) Fax 048(601)1500

県・静岡県

中部経済産業局 産業部中小企業課取引適正化推進室

愛知県・岐阜県・三重県・富

〒450-0003 愛知県名古屋名駅南 4-1-22

山県・石川県

Tel 052(589)01070(直通) Fax 052(589)0173
近畿経済産業局 産業部中小企業課下請取引適正化推進室

福井県・滋賀県・京都府・大

〒540-8535 大阪府大阪市中央区大手前 1-5-44 大阪合同庁舎第 1 号館

阪府・兵庫県・奈良県・和歌

Tel 06(6966)6000(代表) 06(6966)6037(直通)

山県

Fax 06(6966)6079
中国経済産業局 産業部中小企業課下請取引適正化推進室

岡山県・広島県・鳥取県・島

〒730-8531 広島県広島市中区上八丁堀 6-30 広島合同庁舎第 2 号館

根県・山口県

Tel 082(224)5745(直通) Fax 082(205)5339
四国経済産業局 産業部中小企業課

香川県・徳島県・愛媛県・高

〒760-8512 香川県高松市サンポート 3-33 高松サンポート合同庁舎

知県

Tel 087(811)8900(代表) 087(883)6423(直通)
Fax 087(811)8558
九州経済産業局 産業部中小企業課取引適正化推進室

福岡県・佐賀県・熊本県・長

〒812-8546 福岡県福岡市博多区博多駅東 2-11-1 福岡合同庁舎

崎県・大分県・宮崎県・鹿児

Tel 092(482)5450(直通) Fax 092(482)5551

島県

内閣府沖縄総合事務局 経済産業部中小企業課

沖縄県

〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち 2-1-1 那覇第 2 地方合同庁舎 2 号館
Tel 098(866)1755(直通) Fax 098(860)3710
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「下請かけこみ寺」は、平成 20 年４月１日から財団法人全国中小企業取引振興協会（現在
では「公益財団法人全国中小企業振興機関協会」に名称変更。以下、
「振興機関協会」という）
が全国規模で実施している事業である。
「下請かけこみ寺」事業は、
①

全国の中小企業から寄せられた取引に関する様々な相談等に対して親身になって対応

するとともに、
②

紛争の早期解決に向けて裁判外紛争解決手続（ＡＤＲ）の実施、

③ 「下請適正取引等の推進のためのガイドライン」の普及啓発を通じて、
「下請適正取引」
の推進を行うものである。
実施体制は、振興機関協会が「下請かけこみ寺本部」として、全ての事業の管理・運営を
行い、47 の各都道府県下請企業振興協会は、地域の拠点として、中小企業の皆様方との接点
となる役目を果たしている。
「下請かけこみ寺」事業は、中小企業庁の委託事業である。

＜業務の内容＞
①各種相談の対応
中小企業の皆様からの取引に関する様々なご相談に、中小企業の取引問題に関する専
門家等が親身にお話を伺い、適切なアドバイス等を行う。
②裁判外紛争解決手続（ＡＤＲ業務）
中小企業の皆様が抱える取引に関する紛争を迅速、簡便に解決するため、全国各地の弁
護士が相談者の身近なところで調停手続き（ＡＤＲ）を行う。
③下請ガイドラインの普及啓発
「下請適正取引等の推進のためのガイドライン」の普及啓発を図るための説明会を、中
小企業団体中央会と連携しつつ、全国各地で開催している。
＜公益財団法人全国中小企業振興機関協会 下請かけこみ寺本部＞
〒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
電話：03-5541-6655、0120-300-217（消費税転嫁専用フリーダイヤル）
FAX：03-5541-6680
http://www.zenkyo.or.jp/kakekomi/index.htm
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「下請かけこみ寺」一覧
本部：公益財団法人 全国中小企業振興機関協会 TEL 03-5541-6655
(公財)北海道中小企業総合支援センター

011-232-2408

(公財)滋賀県産業支援プラザ

077-511-1413

(公財)21 あおもり産業総合支援センター

017-775-3234

(公財)京都産業 21

075-315-8590

(公財)いわて産業振興センター

019-631-3822

(公財)大阪産業振興機構

06-6748-1144

(公財)みやぎ産業振興機構

022-225-6637

(公財)ひょうご産業活性化センター

078-977-9109

(公財)あきた企業活性化センター

018-860-5622

(公財)奈良県地域産業振興センター

0742-36-8311

(公財)山形県企業振興公社

023-647-0662

(公財)わかやま産業振興財団

073-432-3412

(公財)福島県産業振興センター

024-525-4077

(公財)鳥取県産業振興機構

0857-52-6703

(公財)茨城県中小企業振興公社

029-224-5317

(公財)しまね産業振興財団

0852-60-5114

(公財)栃木県産業振興センター

028-670-2604

(公財)岡山県産業振興財団

086-286-9670

(公財)群馬県産業支援機構

027-265-5027

(公財)ひろしま産業振興機構

082-240-7704

(公財)埼玉県産業振興公社

048-647-4086

(公財)やまぐち産業振興財団

083-922-9926

(公財)千葉県産業振興センター

043-299-2654

(公財)とくしま産業振興機構

088-654-0101

(公財)東京都中小企業振興公社

03-3251-9390

(公財)かがわ産業支援財団

087-868-9904

(公財)神奈川産業振興センター

045-633-5200

(公財)えひめ産業振興財団

089-960-1102

(公財)にいがた産業創造機構

025-246-0056

(公財)高知県産業振興センター

088-845-6600

(公財)長野県中小企業振興センター

026-227-5013

(公財)福岡県中小企業振興センター

092-622-5432

(公財)やまなし産業支援機構

055-243-8037

(公財)佐賀県地域産業支援センター

0952-34-4416

(公財)静岡県産業振興財団

054-273-4433

(公財)長崎県産業振興財団

095-820-8836

(公財)あいち産業振興機構

052-715-3069

(公財)くまもと産業支援財団

096-289-2437

(公財)岐阜県産業経済振興センター

058-277-1092

(公財)大分県産業創造機構

097-534-5019

(公財)三重県産業支援センター

059-253-4355

(公財)宮崎県産業振興機構

0985-74-3850

(公財)富山県新世紀産業機構

076-444-5622

(公財)かごしま産業支援センター

099-239-0260

(財)石川県産業創出支援機構

076-267-1219

(公財)沖縄県産業振興公社

098-859-6237

(公財)ふくい産業支援センター

0776-67-7426
※平成
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31 年 3 月末現在

