
栃木県内の創業支援施策一覧（行政・商工団体・金融機関・専門家・その他支援機関）

（4）相談・アドバイス

地区 分類 創業段階 実施時期及び回数
相談料

（個人負担額）

1 県央 行政 0 全段階 月８回程度 無料

2 県南 行政 0 全段階
毎日（土日、祝日除
く）

無料

3 県南 行政 0 全段階 通年 無料

4 県南 行政 0 全段階 随時 無料

5 県央 行政 0 全段階

○個別相談
毎週土曜日及び毎月第3
日曜日
○座談会
年6回程度
○セミナー
年3～4回程度

無料

6 県南 行政 0 全段階 毎月第１、３土曜日 無料

7 県央 行政 0 全段階 随時 無料

8 県北 行政 0 全段階 随時 無料

9 県南 行政 0 全段階
随時
平日　９時から５時

無料

問合せ先

宇都宮市 創業相談窓口 中小企業診断士等による相談対応
創業希望者から創業初
期段階の者

宇都宮市起業家
支援施設

https://www.city.u

tsunomiya.tochigi.j

p/sangyo/kigyo/ve

nture/1006908.ht

ml

【担当部署】宇都宮市起業家支援施設
【電話】028-680-6010
【ﾒｰﾙ】u2305@city.utsunomiya.tochigi.jp

団体・機関等名 事業名等 概要 対象者 実施場所 参考ＵＲＬ

【担当部署】商工振興課 工業･労働福祉担当
【電話】0284-20-2157
【FAX】0284-20-2155
【ﾒｰﾙ】shoukou@city.ashikaga.lg.jp

栃木市 創業トータルサポート窓口
創業に関する相談対応。
商工会議所及び商工会等と連携し、様々な創業
時の課題を解決する。

創業希望者から創業初
期段階の方

栃木市役所、商
工会議所及び商
工会等

http://www.city.t

ochigi.lg.jp/hp/

menu000014000

/hpg000013034.

htm

【担当部署】商工振興課
【電話】0282-21-2372
【FAX】0282-21-2683
【ﾒｰﾙ】syoukou@city.tochigi.lg.jp

足利市 創業に係る総合相談
・市の支援制度の紹介
・専門家による相談窓口、支援機関の紹介

創業希望者から創業初
期段階の者

足利市商工振興
課内

【担当部署】産業立市推進課
【電話】0283-20-3040
【FAX】0283-20-3029
【メール】sangyou@city.sano.lg.jp

日光市
日光市起業・創業支援サロン運
営事業

中小企業診断士等のアドバイザーによる起業等
に関する個別相談をはじめ、先輩経営者による
座談会のほか、ビジネスに関する各種セミナー
などを定期的に開催

創業希望者から創業初
期段階の者

日光市起業・創
業支援サロン

http://www.city.

nikko.lg.jp/shouk

ou/salon2.html

日光市 産業環境部 商工課
【TEL】0288-21-5136
【FAX】0288-21-5128
【ﾒｰﾙ】shoko@city.nikko.lg.jp

佐野市 創業支援ワンストップ相談窓口
日本政策金融公庫佐野支店、佐野商工会議所及
び佐野市あそ商工会と連携し創業に係る相談に
応じる。

創業希望者から創業初
期段階の者

佐野市役所産業
立市推進課

http://www.city.sa

no.lg.jp/kakuka/sy

oukou/sougyou.ht

ml

【担当部署】工業振興課企業誘致係
【電話】0285-22-9396

真岡市 創業相談窓口 創業に係る各種相談に応じる
創業希望者から創業初
期段階の者

真岡市役所産業
部商工観光課

https://www.city

.moka.lg.jp/topp

age/soshiki/sho

kokanko/4/soug

you/1993.htm

【担当部署】商工観光課
【電話】0285-83-8134
【FAX】0285-83-0199
【ﾒｰﾙ】syoukou@city.moka.lg.jp

小山市
創業・経営・キャリア・クラウ
ドファンディング相談

中小企業診断士等による相談対応

創業希望者、経営者、
キャリアアップ検討
者、クラウドファン
ディング検討者

小山市役所

【担当部署】商工観光課
【電話】0287-83-1115
【FAX】0287-83-1142

野木町 創業相談窓口
町、県、国の支援施策の紹介
創業手続きや許認可についてのアドバイス
支援援助のための関係機関や専門家の紹介

創業希望者 野木町役場

【担当部署】 産業課
【電話】0280-57-4238
【FAX】0280-57-4191
【ﾒｰﾙ】sangyou@town.nogi.lg.jp

那須烏山市 創業に係る総合相談 相談内容により、各種補助制度の案内対応 創業希望者 商工観光課 なし



栃木県内の創業支援施策一覧（行政・商工団体・金融機関・専門家・その他支援機関）

地区 分類 創業段階 実施時期及び回数
相談料

（個人負担額）
問合せ先団体・機関等名 事業名等 概要 対象者 実施場所 参考ＵＲＬ

10 県南 行政 0 全段階
随時
平日　９時から５時

無料

11 県北 行政 3 創業初期段階

創業者1人に対し①～③
を1回ずつ（計3回）
① 経営状況の診断
② ①に基づいた行動計
画の策定
③ ②の行動計画実施後
のモニタリング

無料

12 全県 商工団体 0 全段階 随時 無料

13 全県 商工団体 0 全段階 随時 無料

14 県南 商工団体 0 全段階
毎月第3水曜日
午後1時～午後5時

無料

15 県央 商工団体 0 全段階 毎月第2水曜日 無料

16 県央 商工団体 0 全段階 毎月第４火曜日 無料

17 県南 商工団体 0 全段階 月３日 無料

18 県央 商工団体 0 全段階 毎月第3金曜日 無料

【担当部署】 野木町商工会
【電話】0280-55-2233
【FAX】0280-55-2213

高根沢町 創業支援無料経営診断

マーケティングや資金、人材など創業者が抱え
る課題を解決し、事業の継続と拡大を支援する
ため、経営コンサルタントを派遣し、経営診断
を実施するもの。

創業後６月を経過し、
かつ５年未満の者

創業者の希望す
る場所

https://www.tow

n.takanezawa.to

chigi.jp/gyosei/b

iz/sougyou.html

【担当部署】産業課
【電話】028-675-8104
【FAX】028-675-8114
【ﾒｰﾙ】
   machi@town.takanezawa.tochigi.jp

野木町 ワンストップ相談窓口
経営指導員による創業手続きや許認可について
のアドバイス
支援援助のための関係機関や専門家の紹介

創業希望者 野木町商工会

【電話】028-635-2300
【FAX】028-635-2302
【ﾒｰﾙ】info07@tck.or.jp

栃木県内の商工会及
び商工会議所

創業に関する総合相談
栃木県内の商工会・商工会議所では、創業に
関する相談を随時受け付けています。

創業希望段階から創業
後の者まで

県内の商工会、
商工会議所窓口

栃木県内の各商工会・商工会議所の窓口に
お問い合わせください

栃木県中小企業団体
中央会

企業組合による創業に関する相
談

栃木県中小企業団体中央会では、企業組合によ
る創業に関する相談を随時受け付けています。

創業希望段階から創業
後の者まで

事業推進部 http://www.tck.or.jp/

【担当部署】経営支援課
【電話】0283-22-5511
【FAX】0283-22-5517
【ﾒｰﾙ】m.nara@sanocci.or.jp

鹿沼商工会議所 経営よろず創業相談会 栃木県よろず支援拠点による相談対応 創業希望者など 鹿沼商工会議所

http://www.kan

umacci.org/cate

gory/1975441.ht

ml

【担当部署】経営支援課
【電話】0289-65-1111
【FAX】0289-65-1114
【ﾒｰﾙ】a_ohashi@kanumacci.org

佐野商工会議所 創業支援及び経営改善相談
法人及び個人の創業及び財務会計、事業承継、
経営改善に関する相談対応

創業希望者から経営改
善を検討している事業
者まで

佐野商工会議所

s-

cci@sanocci.or.j

p

今市事務所 経営支援課
【電話】0288-30-1171
【FAX】0288-30-1172
日光事務所 経営支援課
【電話】0288-50-1171
【FAX】0288-30-1172
鬼怒川事務所 経営支援課
【電話】0288-30-1171
【FAX】0288-30-1172

小山商工会議所 経営よろず相談会 中小企業診断士及び経営指導員による相談対応
創業を目指す者
悩みを抱えた経営者

当所

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 茂呂
【電話】0285-22-0253
【FAX】0285-22-0245
【ﾒｰﾙ】info@oyama-cci.or.jp

日光商工会議所 創業に係る総合相談
中小企業診断士等による個別相談対応
（経営よろず・創業相談）

創業希望者から創業初
期段階の方

日光商工会議所
今市事務所

【担当部署】指導1課
【電話】0285-82-3305
【FAX】0285-82-7967
【ﾒｰﾙ】info@moka-cci.or.jp

真岡商工会議所 経営よろず相談 中小企業診断士による相談対応 全ての者 真岡商工会議所
http://www.mok

a-cci.or.jp/cci



栃木県内の創業支援施策一覧（行政・商工団体・金融機関・専門家・その他支援機関）

地区 分類 創業段階 実施時期及び回数
相談料

（個人負担額）
問合せ先団体・機関等名 事業名等 概要 対象者 実施場所 参考ＵＲＬ

19 県北 商工団体 0 全段階
毎週水曜日
10:00～17:00

無料

20 県北 商工団体 0 全段階
随時。１ヶ月以上にわ
たり４回以上の相談

無料

21 県北 商工団体 0 全段階 随時 無料

22 全県 金融機関 0 全段階 随時 無料

23 全県 金融機関 0 全段階 随時 無料

24 県北 金融機関 0 全段階 年2回延べ6会場程度 無料

25 全県 金融機関 0 全段階 営業日の９時～17時 無料

26 全県 金融機関 0 全段階 原則、第2第4木曜日 無料

27 全県 金融機関 0 全段階
計画策定：2回派遣
ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ：年度2回(創
業後5年迄)

無料

大田原商工会議所 ワンストップ相談会 栃木県よろず支援拠点による相談対応
創業希望者及び創業後
間もない者

大田原商工会議
所

http://www.ohta

waracci.or.jp

【担当部署】中小企業相談所 指導課
【電話】0287-22-2273
【FAX】0287-22-7643
【ﾒｰﾙ】info@ohtawaracci.or.jp

【電話】0287-43-0272
【FAX】0287-43-1767
【ﾒｰﾙ】yaita_net@shokokai-tochigi.or.JP

高根沢町商工会
高根沢町「創業支援事業計画推
進連絡会議」への参画

高根沢町が国の「創業支援事業計画」の認定を
受けたことによる、連携創業支援機関として町
へ事業協力

創業希望者から創業初
期段階のもの

高根沢町商工会
館

http://town-

takanezawa.jp/

【担当部署】経営指導課
【電話】028-675-0337
【FAX】028-675-4724
【ﾒｰﾙ】takanezawa_net@shokokai-
tochigi.or.jp

矢板市商工会
ワンストップ窓口(矢板市の創
業支援事業計画)

市と【矢板市創業応援志隊」が連携した創業に
関する相談窓口を設置

創業希望者及び創業後
間もない者

矢板市商工会
http://yaita.shok

okai-tochigi.or.jp

栃木県内の各金融機関窓口にお問い合わせ
ください

栃木銀行 とちぎん創業サポート窓口
創業に関する様々な相談をワンストップで対応
する相談窓口

創業希望者から創業後
概ね5年以内の方

各営業店窓口
【担当部署】法人営業部
【電  話】028-633-1261
【FAX】028-634-6340

栃木県内の金融機関 創業相談
栃木県内の銀行・信用金庫・信用組合等の金
融機関では、創業に関する相談を随時受け付
けています。

創業希望段階から創業
後の者まで

県内の金融機関
窓口

【担当部署】業務部
【電話】028-688-0041
【FAX】028-678-3012
【ﾒｰﾙ】sks@karashin-bank.co.jp

日本政策金融公庫宇
都宮支店

創業に係る個別相談 公庫担当者による相談対応
創業希望者及び創業後
の事業者

日本政策金融公
庫宇都宮支店窓
口

https://www.jfc
.go.jp/

<宇都宮支店>
【電話】028-634-7141
【FAX】028-633-6247

烏山信用金庫 経営相談会
栃木県よろず支援拠点コーディネーターまたは
中小企業診断士による個別相談（創業を含む経
営全般の相談）

創業前から創業後まで 営業店

【担当部署】経営支援部企業支援課
【電 話】028-635-2195
【FAX】028-635-3013
【ﾒｰﾙ】kigyousien@cgc-tochigi.or.jp

栃木県信用保証協会
経営安定化支援事業
（創業サポート）

中小企業診断士派遣による創業計画策定支援、
創業フォローアップ支援

創業予定者および
創業後間もない者

　本所および足
利支所

http://www.cgc-

tochigi.or.jp/esta

blish

【担当部署】経営支援部企業支援課
【電 話】028-635-2195
【FAX】028-635-3013
【ﾒｰﾙ】kigyousien@cgc-tochigi.or.jp

栃木県信用保証協会 経営相談会 中小企業診断士による相談対応
創業予定者および
創業後間もない者

　本所および足
利支所

http://www.cgc-

tochigi.or.jp/esta

blish



栃木県内の創業支援施策一覧（行政・商工団体・金融機関・専門家・その他支援機関）

地区 分類 創業段階 実施時期及び回数
相談料

（個人負担額）
問合せ先団体・機関等名 事業名等 概要 対象者 実施場所 参考ＵＲＬ

28 全県 専門家 0 全段階 計画中 無料

29 全県 専門家 2 準備段階
毎週土曜日（祝日除
く）

無料

30 全県 専門家 2 準備段階
毎月第3土曜日（祝日除
く）

無料

31 全県 専門家 2 準備段階
毎月第3土曜日（祝日除
く）

無料

32 全県 専門家 2 準備段階
毎月第3土曜日（祝日除
く）

無料

33 全県 専門家 2 準備段階
毎月第3土曜日（祝日除
く）

無料

34 全県
その他支援

機関
0 全段階

平日（栃木県産業振興
センター）
※サテライト拠点につ
いてはＨＰ参照

無料

35 全県
その他支援

機関
0 全段階 随時 無料

36 全県
その他支援

機関
2 準備段階 平日毎日（要予約） 無料

栃木県中小企業診断士会
【電話】028-652-6224

栃木県司法書士会
栃木県司法書士会総合相談セン
ター　宇都宮会場

司法書士による法律相談 一般
栃木県司法書士
会館

https://www.toc

higi-shihou.com/

【電話】028-614-1122
【FAX】028-614-1155

一社)栃木県中小企業
診断士会

無料経営相談会
（但し、一般経営相談の一部と
して。）

中小企業診断士による相談対応
創業希望者から創業済
み(既に営業中)の者

計画中

診断士会ホーム
ページ
（現在、未Ｕ
Ｐ）

【電話】028-614-1122
【FAX】028-614-1155

栃木県司法書士会
栃木県司法書士会総合相談セン
ター　小山会場

司法書士による法律相談 一般 小山商工会議所
https://www.toc

higi-shihou.com/

【電話】028-614-1122
【FAX】028-614-1155

栃木県司法書士会
栃木県司法書士会総合相談セン
ター　足利会場

司法書士による法律相談 一般 足利商工会議所
https://www.toc

higi-shihou.com/

【電話】028-614-1122
【FAX】028-614-1155

栃木県司法書士会
栃木県司法書士会総合相談セン
ター　那須塩原会場

司法書士による法律相談 一般 西那須野公民館
https://www.toc

higi-shihou.com/

【電話】028-614-1122
【FAX】028-614-1155

栃木県司法書士会
栃木県司法書士会総合相談セン
ター　日光会場

司法書士による法律相談 一般
日光市民活動支
援センター

https://www.toc

higi-shihou.com/

【電話】028-612-4338
【FAX】028-612-4339
【ﾒｰﾙ】t-hikitsugipm@sunny.ocn.ne.jp

栃木県事業引継ぎ支
援センター

後継者バンク事業
創業を目指す起業家と、後継者を求める中小企
業・個人事業主を結びつけ、創業の実現を支援
する。

創業希望者
栃木県事業引継
ぎ支援センター

http://www.u-

cci.or.jp/hikitsug

i/

【担当部署】栃木県よろず支援拠点
【電話】028-670-2618
【FAX】028-670-2611
【ﾒｰﾙ】yorozu@tochigi-iin.or.jp

(公財)栃木県産業振
興センター

起業化アドバイザーによる支援
業務

創業希望者の掘り起しや創業後のフォローアッ
プ等、きめ細かな支援を行う

創業や経営に関してお
悩みの方

栃木県産業振興
センター及び出
張相談

なし

【担当部署】総合相談ｸﾞﾙｰﾌﾟ
【電話】028-670-2607
【FAX】028-670-2611
【ﾒｰﾙ】shien@tochigi-iin.or.jp

(公財)栃木県産業振
興センター

中小企業・小規模事業者ワンス
トップ総合支援事業（よろず支
援拠点）

中小企業診断士等による相談対応
創業や経営に関してお
悩みの方

栃木県産業振興
センターおよび
県内１５か所の
サテライト拠点

http://www.toch

igi-

iin.or.jp/index/1/

10/1.html


