
 電 話：０２３-６４２-４４７７
相談方法 電話 料 　金

無料
 　〒990-8577 （通話料金はかかります）

２．金融・経営
悪質商法・ヤミ金融に関する相談

相談窓口名称 詳　細
 県警察本部　生活環境課
　「悪質商法相談」

開所日時 ２４時間

相 談 や
支援内容

専用ダイヤルで､各種悪質商法及びヤミ金融に係る相談について､担当職
員が相談に応じます。(土日・祝祭日・夜間は当直警察官対応)

相談内容に応じて助言指導を行いますが、緊急性がある場合は、最寄り
の警察署（P４３参照）に関係書類等を持参のうえ、来訪相談するよう
伝え、管轄署へ引き継ぎます。

 　山形市松波2－8－1
予約 不要

対 象 者 相談希望者全般

 日本貸金業協会　山形県支部 開所日時
毎月第3月曜日　11：00～15：00（山形県支部の開所日時）

（祝日・年末年始を除く）

 電 話：０５７０-０５１-０５１
相談方法

電話　9：00～17：00（土日・祝日・年末年始を除く）
面談（ご来訪を希望される方は事前にご連絡ください。） 　〒990-0033

留意事項

貸金業務に関する相談・苦情
相談窓口名称 詳　細

 　山形市諏訪町1-1-1
　 センチュリープレイス山形８階

予約 要 料 　金
相談対応・苦情処理は無料（通話料金はかかり
ます）紛争解決手続は有料

対 象 者 一般消費者

相 談 や
支援内容

貸金業務等に関する相談・苦情・紛争解決・貸付自粛登録

留意事項 特になし



開所日時

相談方法

電話・面接

料　　金

相談や支援内容

経営の相談
相談窓口
名　　称

〒 所 在 地
電話番号

詳　細
FAX番号

上山市商工会 999-3135 上山市南町8-21
 050-3533-0713

 023-672-3916

山形県
990-8580

山形市城南町1-1-1
霞城セントラル14階

 050-3540-7211

商工会連合会  023-646-7216

村山市商工会 995-0035 村山市中央1-3-5
 050-3531-5728 （祝日及び年末年始を除く）

 0237-55-4312

寒河江市商工会 991-8555 寒河江市中央1-8-38
 050-3777-3377

 0237-86-7526 月～金　８：３０～１７：００

尾花沢市商工会 999-4225 尾花沢市若葉町1-2-20
 050-3532-4693

 0237-23-2508

東根市商工会 999-3711 東根市中央1-6-3
 050-3532-9778

 0237-43-1213

中山町商工会 990-0401
東村山郡中山町
大字長崎8039

 050-3532-9410 予   約

 023-662-2073 不要

山辺町商工会 990-0301 東村山郡山辺町大字山辺50
 050-3532-5622 無料（通話料金はかかります）

 023-664-5634

西川町商工会 990-0702
西村山郡西川町
大字海味475-8

 050-3531-6822 どなたでも

 0237-74-3110

  河北町商工会 999-3511
西村山郡河北町谷地字
月山堂654-1

 050-3540-9331

 0237-73-2124 対象者

大江町商工会 990-1101
西村山郡大江町
大字左沢876-18

 050-3387-2714

 0237-62-4129 留意事項

朝日町商工会 990-1442
西村山郡朝日町
大字宮宿1103-1

 050-3532-1375

 0237-67-2262 経営や創業等に関すること

大石田町商工会 999-4111
北村山郡大石田町
大字大石田乙630

 050-3385-8843 個別の案件については、区域を担
当する商工会等へ連絡願います。

 0237-35-2129

もがみ
999-6101

最上郡最上町
大字向町584

 050-3385-2112

南陽市商工会 999-2262 南陽市若狭郷屋839-1
 050-3385-1358

 0238-40-2626

南部商工会  0233-43-2189

もがみ
999-5312

最上郡真室川町
大字新町232-9

 050-3541-6471

北部商工会  0233-62-2075

川西町商工会 999-0121
東置賜郡川西町
大字上小松1736-2

 050-3533-4602

 0238-46-2022

  高畠町商工会 992-0351
東置賜郡高畠町
大字高畠940-2

 050-3385-2879

 0238-52-0577

白鷹町商工会 992-0832
西置賜郡白鷹町
大字荒砥乙555-1

 050-3385-7766

 0238-85-0056

小国町商工会 999-1351
西置賜郡小国町
大字小国町163

 050-3801-4237

 0238-62-4156

庄内町商工会 999-7781
東田川郡庄内町
余目字三人谷地13-1

 050-3532-2520

 0234-42-2559

飯豊町商工会 999-0604
西置賜郡飯豊町
大字椿2888-20

 050-3386-9345

 0238-72-2004

遊佐町商工会 999-8301
飽海郡遊佐町
遊佐字石田19-18

 050-3540-6420

 0234-72-4423

出羽商工会 997-1121 鶴岡市大山字中道74-1
 050-3776-8270

 0235-33-0283

酒田
999-6711 酒田市飛島字契約場35

 050-7544-0004

ふれあい商工会  0234-52-2610



　

経営の相談
相談窓口
名　　称

所 在 地
電話番号

開所日時 詳　細
FAX番号

酒田商工会議所
〒998-8502 0234-22-9311 　月～金曜日

（祝日及び年末年始を除く）

酒田市中町2－5－10 0234-22-9310

山形商工会議所
〒990-8501 023-622-4666 　月～金曜日

（祝日及び年末年始を除く）

山形市七日町 3－1－9 023-622-4668 ９：００～１７：３０

８：３０～１７：２０ 相談方法

鶴岡商工会議所
〒997-8585 0235-24-7711 　月～金曜日 電話・面接

（祝日及び年末年始を除く） 料　金

新庄商工会議所
〒996-0022 0233-22-6855 　月～金曜日 どなたでも

鶴岡市馬場町8-13
鶴岡商工会議所会館

0235-24-6171 ９：００～１７：３０ 無料（通話料金はかかります）

米沢商工会議所
〒992-0045 0238-21-5111 　月～金曜日 予   約

（祝日及び年末年始を除く）

（祝日及び年末年始を除く） 相談や支援内容
新庄市住吉町3－8 0233-22-6857 ８：３０～１７：３０ 経営や創業等に関すること

不要
米沢市中央4－1－30 0238-21-5116 ９：００～１７：３０ 対象者

長井商工会議所
〒993-0011 0238-84-5394 　月～金曜日 留意事項

（祝日及び年末年始を除く） 個別の案件については、区域を担
当する商工会議所等へ連絡願いま
す。

長井市館町北6－27 0238-88-3778 ８：３０～１７：００

天童商工会議所
〒994-0013 023-654-3511 　月～金曜日

（祝日及び年末年始を除く）

天童市老野森１－3－28 023-654-7481 ９：００～１７：００


