
一人親方等特別加入者団体一覧（愛知）
No.1

管轄
（監督署）

一人親方等団体名称 事業の種類 郵便番号 住所１ 住所２ 電話番号

愛知県建設組合連合 特２ 462-0844 名古屋市北区清水５－６－９ 国保組合会館内 052-982-5737
愛知県職場適応訓練受講者組合 特9 460-0001 名古屋市中区三の丸３－１－２ 愛知県産業労働部就業促進課 052-961-2111
愛知県電気工事業工業組合 特２ 461-0005 名古屋市東区東桜１－２－１４ 052-971-7151
名北建設組合 特２ 462-0035 名古屋市北区大野町３－１９ 名北民主商工会内 052-915-8111
丹羽由会 特１ 463-0078 名古屋市守山区大字瀬古１－９０２ （株）丹羽由内 052-793-7111
大有建設協力会研有会 特１ 460-0022 名古屋市中区金山５－１４－２ 大有建設（株）内 052-881-1581
名古屋建設自営業者組合 特２ 463-0002 名古屋市守山区中志段味東山島２０７０ 野田社会保険労務士事務所内 052-736-2931
中部トラック自営業者組合 特１ 460-0002 名古屋市中区丸の内３－１５－２１ 052-881-0935
愛知県建築労災保険組合 特２ 462-0844 名古屋市北区清水５－６－９ 国保組合会館２Ｆ 052-910-0608
愛知建設自営業者組合 特２ 462-0844 名古屋市北区清水１－１８－４ 財団法人愛知健康増進財団南館６階 052-972-7967
愛解連再生利用一人親方会 特６ 461-0017 名古屋市東区東外堀町５７ 岩佐ビル２Ｆ 052-971-0265
東海大和会 特２ 460-0006 名古屋市中区葵１－２０－２２ 大和ハウス工業（株）名古屋支社内 052-937-8871
愛知県事業主団体等委託訓練生組合 特15 460-0001 名古屋市中区三の丸３－１－２ 愛知県産業労働部就業促進課 052-961-2111
中部職業能力開発促進センター事業主団体等委託訓練生組合 特15 485-0825 小牧市下末１６３６－２ 0568-79-0511
林和会名古屋支部 特２ 460-0003 名古屋市中区錦３－４－６ 桜通大津第一生命ビル１２Ｆ 052-951-5481
パネ協　名古屋みどり会 特２ 460-0008 名古屋市中区栄５－１３－２１ パネ協　名古屋センタービル 052-262-5701
清水建設名古屋支店　取引業者災害防止協議会　一人親方会 特２ 460-8580 名古屋市中区錦１－３－７ 清水建設（株）　名古屋支店兼喜会内 052-201-5728
ライフスタイル共栄会労災部会 特２ 460-0008 名古屋市中区栄４－１６－８ 栄メンバーズオフィスビル９０５ 052-243-5361
アルク自営業者協会 特２ 462-0037 名古屋市北区志賀町４－６０－２２ アーバンラフレ志賀１７－８０４ 052-911-9040
愛北一人親方組合 特２ 462-0844 名古屋市北区清水５－９－５ 052-918-0030
大和ゆとり自営業者組合 特６ 480-0304 春日井市神屋町２２９８－３４７ 大和興業（株）内 0568-88-0010
あいち労災親方部会 特２ 486-0849 春日井市八田町１－１３－１１ スタンダード２Ｆ 0568-54-5119
労災福祉自営業者組合 特２ 486-0833 春日井市上条町１－１２２ ファミール春日井４０２号 0568-84-7283
ワークユニオン労務協会 特２ 461-0040 名古屋市東区矢田1-3-11 052-841-3641
（有）至誠看護婦家政婦紹介所介護家政婦団体 特18 460-0022 名古屋市中区金山２－１－１５ 052-331-0136
丸栄家政婦紹介所団体 特18 460-0008 名古屋市中区栄３－２５－２６ 052-241-3841
トータルケアサービス瑞穂介護家政婦団体 特18 460-0008 名古屋市中区栄５－２３－１９ 052-251-3801
（有）あい介護センター団体 特18 461-0012 名古屋市東区相生町４ 052-936-0587
共益家政婦紹介所介護家政婦団体 特18 460-0007 名古屋市中区新栄２－１２－１４ 052-251-9777
あい愛ライフ春日井介護作業従事者団体 特18 480-0305 春日井市坂下町７－７６０－５２６ 0568-88-4560
ＪＢＡパートナーズ 特２ 486-0812 春日井市大泉寺町大池下４４３－１４５ ㈱岡田商事様内 0568-89-3355
軽急便グループ会員労災保険等加入組合 特１ 460-0006 名古屋市中区葵１－２７－２９ キリックスビル５階 052-930-4771
愛知県障害者委託訓練生組合 特15 460-0001 名古屋市中区三の丸３－１－２ 愛知県産業労働部就業促進課 052-961-2111
ヤマヒサ労災保険組合名古屋支部 特２ 460-0002 名古屋市中区丸の内1－5－28 伊藤忠丸の内ビル９階 052-223-3098
三和シャッター協力業者組合 特２ 461-0011 名古屋市東区白壁２－４－８ 052-955-3941
中央事務管理協会 特２ 460-0002 名古屋市中区丸の内３－１７－６ ナカトウ丸の内ビル5階 052-990-6622
愛知県左官業（協）一人親方会 特２ 462-0831 名古屋市北区城東町６－１４１ 052-911-9696
竹中工務店名古屋支店安全衛生協力会一人親方会 特２ 460-0003 名古屋市中区錦１－１８－２２ 052-211-5175
中部労働保険組合 特２ 460-0012 名古屋市中区千代田５－１１－３３ クマザキビル３Ｆ 052-261-0891
大井会 特２ 461-0021 名古屋市東区大曽根１－３－２０ 伊藤労務総合事務所内 052-982-0730
愛建経営者協会 特２ 461-0005 名古屋市東区東桜２－９－３４ 052-932-6605
一人親方会　建設平和会 特２ 460-0015 名古屋市中区大井町２－１１ 052-323-2721
あすなろ会 特２ 460-0002 名古屋市中区丸の内2-18-25 丸の内ＫＳビル13Ｆ 052-205-7205
中部文工会 特２ 461-0001 名古屋市東区泉１－９－２２ サンエース泉ビル８Ｆ 052-950-3611
愛知住宅建設安全協力会 特２ 460-0004 名古屋市中区新栄町２－９ スカイオアシス栄１１Ｆ　三井ホーム（株）名古屋支店内 052-962-8235
あんぜん建設協会 特２ 460-0015 名古屋市中区大井町2-11 052-331-0844
愛知福祉協会一人親方（協） 特２ 460-0002 名古屋市中区丸の内１－１７－１９ キリックス丸の内ビル2Ｆ 052-202-0421
中部セキスイハウス会建設業組合 特２ 460-0008 名古屋市中区栄３－１８－１ ナディアパーク２２Ｆ　積水ハウス（株）中部第一営業本部内 052-265-1291
旭化成ホーム「中京緑の会」親友会 特２ 460-0004 名古屋市中区新栄町１－１ 明治生命ビル１２Ｆ 052-951-7631
康友会建設業組合 特２ 460-0012 名古屋市中区千代田３－１４－２２ 052-331-1706
一人親方事業者団体愛知県鉄構工業協同組合 特２ 460-0022 名古屋市中区金山１－１４－９ 長谷川ビル９Ｆ 052-332-3733
中部建設事業経営組合 特２ 460-0002 名古屋市中区丸の内３－２１－２１ 丸の内東桜ビル２０３号 052-951-0470

名古屋北



一人親方等特別加入者団体一覧（愛知）
春日井市労働保険自営業者組合 特２ 486-0844 春日井市鳥居松町４－７１ 0568-81-8540
（社）名北労働基準協会建設自営業者組合 特２ 462-8575 名古屋市北区清水1-13-1 052-962-0421
小牧・春日井建設業組合 特２ 486-0831 春日井市ことぶき町１８３ 0568-81-1482
春日井建設業一人親方組合 特２ 486-8511 春日井市鳥居松町５－４５ 春日井商工会議所内 0568-81-4141
名古屋労務経済研究会自営業者組合 特２ 463-0083 名古屋市守山区村合町３７ 052-791-2433
三井住友建設中部支店真栄会一人親方会 特２ 460-0008 名古屋市中区栄４－３－２６ 昭和ビル７階 052-251-8141
一人親方団体大林組協力会社災害防止協会名古屋支部 特２ 461-8506 名古屋市東区東桜１－１０－１９ 052-961-5160
ＮＤＳグループ労災保険組合 特２ 460-0012 名古屋市中区千代田２－１５－１８ 052-263-2200
愛知県農協労災保険加入組合 特16 460-0003 名古屋市中区錦3-3-8 052-951-6902
ミサワ東海建設会 特２ 460-8321 名古屋市中区新栄２－１９－６ 052-735-4541

東海建設組合 特２ 454-0842 名古屋市中川区宮脇町２－９９－２ 建交労愛知県本部内 052-353-1911
中川建築労働保険組合 特２ 454-0869 名古屋市中川区荒子２－２１３ 052-353-1327
中川建設組合 特２ 454-0845 名古屋市中川区馬手町１－６５ 中川民主商工会内 052-353-2141
南民商建設組合 特２ 457-0835 名古屋市南区西又兵衛町４－２４ 052-612-3516
名古屋港民主商工会建設組合 特２ 455-0044 名古屋市港区築三町２－８１ 052-653-1621
自営業建設協会 特２ 457-0001 名古屋市南区平子２－８－２ 052-822-8645
恒友会 特２ 454-0847 名古屋市中川区細米町２－２５ 052-352-6251
愛知建設安全普及協会 特２ 457-0024 名古屋市南区赤坪１３４－１ 052-822-1343
愛知県運送厚生協会 特１ 454-0842 名古屋市中川区宮脇町２－９９－２ 052-353-8405
建設安全協会コスモス２１ 特２ 454-0012 名古屋市中川区尾頭橋１－３－８ 052-322-6663
全愛知建設労働組合 特２ 455-0008 名古屋市港区九番町４－１－１０ 052-659-0288
全国赤帽労災防止組合中部地区本部 特１ 454-0981 名古屋市中川区吉津１－２３０７ 052-432-0101
千友会 特２ 485-0036 小牧市下小針天神１－１７２ 0568-73-6606
名古屋港民主商工会家内労働者組合 特10 455-0044 名古屋市港区築三町２－８１ 052-653-1621
労働保険事務組合南交会一人親方会 特２ 457-0836 名古屋市南区加福本通２－３４ 052-613-1225
中部軽運送労災防止組合 特１ 467-0833 名古屋市瑞穂区鍵田町１－３５－１ 052-841-3641
松樹会保険組合 特２ 468-0047 名古屋市天白区井の森町１５８ （株）ミデック内 052-895-7551
東郷建設労災組合 特２ 470-0162 愛知郡東郷町大字春木字申下１３３７－１ 東郷町商工会内 0561-38-0821
千種建設組合 特２ 464-0075 名古屋市千種区内山１－１－６ 千種民主商工会内 052-711-5221
名古屋市個人タクシー（協） 特１ 466-0059 名古屋市昭和区福江２－９－２１ 052-872-1881
愛知県板金工業組合 特２ 466-0006 名古屋市昭和区北山町３－８－６ 052-732-1226
一人親方明豊会 特２ 458-0805 名古屋市緑区大清水2-709 052-877-6400
愛知一人親方組合 特２ 464-0841 名古屋市千種区覚王山通８－３４－２１２ 菅社会保険労務士事務所内 052-763-8351
（社）中部電気管理技術者協会 特２ 464-0073 名古屋市千種区高見２－１３－１４ 052-762-2838
三建一人親方会 特２ 465-0053 名古屋市名東区極楽５－１４８ 052-848-6434
中小建設自営業者組合 特２ 467-0027 名古屋市瑞穂区田辺通４－８ グリーンビル２Ｆ 052-836-3233
（株）鳴海看護婦家政婦紹介所介護家政婦団体 特18 458-0824 名古屋市緑区鳴海町字有松裏５－７ 052-623-1428
岩田看護婦家政婦紹介所介護家政婦団体 特18 466-0062 名古屋市昭和区狭間町２１ 052-731-1442
曙家政婦紹介所介護作業従事者団体 特18 464-0850 名古屋市千種区今池４－８－３ 052-731-7634
池下家政婦紹介所介護家政婦団体 特18 464-0065 名古屋市千種区堀割町１－１４ 052-761-8155
（有）ケアーサービス　清友団体 特18 464-0087 名古屋市千種区清明山２－３－８ 052-711-5093
（有）ナースエイド山田看護婦家政婦配ぜん人紹介所団体 特18 458-0039 名古屋市緑区四本木５６７ 052-622-8831
（有）伊藤ケアサービス介護家政婦団体 特18 466-0027 名古屋市昭和区阿由地通３－２３ 052-731-1187
東海愛知建設業一人親方組合 特２ 470-1133 豊明市間米町鶴根１２１２－８０ キリシマＢＬＤ 0562-93-7270
愛知地方建設産業労働組合 特２ 456-0026 名古屋市熱田区旗屋町５０４ 榊原ビル２０１ 052-683-0456
あいち尾東農協労災保険加入組合 特16 470-0122 日進市蟹甲町池下２１３－１ ＪＡあいち尾東農（協）営農生活部内 05617-2-0033
あいち尾東農業（協） 特８ 470-0122 日進市蟹甲町池下２１３－１ ＪＡあいち尾東農（協）営農生活部内 05617-2-0033
愛知県建設厚生協会 特２ 466-0044 名古屋市昭和区桜山町３－５１－２ 052-853-1410
名古屋労働保険センター 特２ 466-0853 名古屋市昭和区川原通５－６ 亀井事務所内 052-763-3111
中央会一人親方補償センター 特２ 467-0011 名古屋市瑞穂区萩山町３－３０ 052-852-6421
連合愛知労災保険組合 特17 456-0002 名古屋市熱田区金山町１－１４－１８ 052-684-0003
愛労信現場労災一人親方組合 特２ 468-0014 名古屋市天白区中平５－１００１－１ 052-848-1912
香流建設協会 特２ 464-0008 名古屋市千種区宮根台１－３－１８－２０１ 052-774-9792
中央会再資源環境センター 特２ 467-0011 名古屋市瑞穂区萩山町３－３０ 052-852-6421

豊橋大工組合　一人親方組合 特２ 440-0851 豊橋市前田南町２－１９－１０ 0532-52-3859
東三板金工業組合　一人親方会 特２ 441-8086 豊橋市問屋町１－５ 0532-34-0751
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中協運輸協伸会 特１ 440-0853 豊橋市佐藤５－１－５ 0532-61-7470
東三河林業自営業者組合 特４ 441-1375 新城市的場６０ 0536-23-4501
東三河一人親方組合 特２ 440-0066 豊橋市東田町２０６－１ 0532-63-6370
（有）介護スタッフサービス日の出介護作業従事者団体 特18 440-0806 豊橋市八町通３－２－１ 0532-53-3699
豊橋建設自営業者組合 特２ 440-0028 豊橋市多米東町１－１７－１ （有）ジーエル内 0532-69-1711
蒲郡建設労働者労災保険事務組合 特２ 443-0031 蒲郡市竹島町１７－１ 0533-67-3016
ひまわり農業労災保険組合 特８ 441-0301 豊川市御津町上佐脇字西区７５ 0533-76-3557
東三河電気工事協同組合　一人親方団体 特２ 440-0814 豊橋市前田町２－１７－１９ 0532-55-1849
豊橋労働保険加入組合 特16 441-8124 豊橋市野依町字西川５ 0532-25-3552
中部安全協力会　一人親方会 特２ 441-8077 豊橋市神野新田町字トノ割２８ 0532-31-1111
田原建設組合 特２ 441-3421 田原市田原町倉田１０－２ 05312-2-3187
豊橋民主商工会建設組合 特２ 440-0874 豊橋市東松山町４７－１ 0532-54-1325
豊川工友会一人親方団体 特２ 442-0068 豊川市諏訪４－１７８ 中部電力（株）豊川営業所内 0533-84-7851
あいち三河農協労災保険加入組合 特８ 444-0213 岡崎市坂左右町字葦ノ部１８－１ 営農企画課 0564-51-9631
西三建設労務協力会 特２ 444-0802 岡崎市美合町字平地６３－３ 都築労務事務所内 0564-51-4123
愛知建築共同組合 特２ 444-0844 岡崎市天白町字清水１－１ 0564-52-9294
岡崎石材建設業（協） 特２ 444-0039 岡崎市花崗町５ 0564-22-0455
飛騨木材協力会 特２ 444-0071 岡崎市稲熊町滝道２３－４ 0564-22-7480
（有）ヤナセ看護婦家政婦紹介所団体 特18 444-0062 岡崎市松本町１－１８ 0564-21-2039
（有）川合家政婦紹介所介護団体 特18 444-0079 岡崎市石神町５－６ 0564-22-1491
愛知県東部電気工事協力会岡崎支部一人親方団体 特２ 444-0856 岡崎市六名１－１－２１ 岡崎電気会館内 0564-53-7181
ＪＡあいち三河営農受託部会 特16 444-0213 岡崎市坂左右町字葦ノ部１８－１ 営農企画課 0564-51-9631
建設業一人親方労災組合岡崎商工会議所 特２ 444-8611 岡崎市竜美南1-2 0564-53-6500
愛知三河ＳＲ建設安全協会 特２ 444-0837 岡崎市柱３－１１－８ ハシモトビル２Ｆ 0564-54-8540
西尾張一人親方建設組合 特２ 494-0008 一宮市東五城字備前９－１ 0586-61-3876
（有）アットホームケアユタカ介護家政婦団体 特18 491-0912 一宮市新生３－６－２５ 0586-46-1218
愛知県中部建設業一人親方組合 特２ 491-0914 一宮市花池４－１２－６ 0586-47-2184
尾張地区建設自営業者組合 特２ 491-0873 一宮市せんい2-9-5 0586-77-7711
稲沢民商建設組合 特２ 492-8212 稲沢市小沢３－１０－３３ 0587-32-3822
稲沢商工会議所一人親方事務組合 特２ 492-8525 稲沢市朝府町１５－１２ 0587-21-0502

大野谷建築業労災保険組合 特２ 479-0852 常滑市神明町３－８６ 0569-42-3943
あいち知多労災保険加入組合 特８ 470-2102 知多郡東浦町大字緒川字鰻池３４－１９ 東浦営農センター 0562-83-9881
知多中部石工組合 特２ 479-0838 常滑市鯉江本町４－１７８ 0569-34-2891
（有）知多（ちたケアサービス）介護家政婦団体 特18 477-0031 東海市大田町天尾崎１１０－１ 0562-32-3850
愛知県医薬品配置協議会労災部 特５ 470-2347 知多郡武豊町字道崎４－１１ 0569-72-1119
南知多町建築自営業者組合 特２ 470-3501 知多郡南知多町大字片名字新師崎8-3 0569-63-0349
河和工業組合 特２ 470-2406 知多郡美浜町大字河和字北田面１６３－９ 0569-82-0193
十四山建設業組合 特２ 498-0027 弥富市鯏浦町南前新田１１１ 0567-65-3100
飛島建設業組合 特２ 490-1434 海部郡飛島村大字松之郷１－４１－１ 飛島村商工会内 0567-52-1654
海部津島建設関連一人親方労災保険組合 特２ 496-0007 津島市光正寺５３ 寺本社会保険管理事務所 0567-28-4558
海部東労災保険加入組合 特８ 496-0011 津島市莪原町字郷東４７ 0567-23-7322
つしま紹介所介護作業従事者団体 特18 496-0036 津島市愛宕町４－１１３ 0567-26-3921
低層住宅足場労災防止組合中部支部 特２ 496-0033 津島市杁前町４－８６ 0567-28-9123
津島民商建設組合 特２ 496-0044 津島市立込町２－９２ 0567-26-7363
津島海部建設自営業者組合 特２ 496-0038 津島市橘町１－２６ 位田労務管理事務所内 0567-28-0972
旭労務研究会 特２ 488-0044 尾張旭市南本地ケ原町２－１１２ 旭総合事務所内 0561-52-3301
（有）陶都看護婦家政婦紹介所一人親方団体 特18 489-0919 瀬戸市川端町２－２９－１ 0561-83-8828
（有）ひまわり介護サービス団体 特18 489-0915 瀬戸市北浦町1-23-12 0561-82-0225
東海安全会 特２ 480-1152 愛知郡長久手町打越２３０ 0561-62-0508
中部日本建設労働組合 特２ 489-0062 瀬戸市上水野町１０ 0561-48-3811
あいち中央農業（協） 特８ 446-0046 安城市赤松町浄善５０ 0566-73-4400
あいち中央農協管内地区労災保険加入組合 特16 446-0046 安城市赤松町浄善５０ 0566-73-4400
三河西部電気工事業一人親方組合 特２ 448-0858 刈谷市若松町３－４ 0566-21-0083
幡豆漁業（協） 特３ 444-0704 幡豆郡幡豆町大字鳥羽字十三新田１－１１７ 05636-2-2176
東幡豆漁業（協） 特３ 444-0701 幡豆郡幡豆町大字東幡豆字小見行田２０－３ 05636-2-2068
西三河漁業（協） 特３ 444-0423 幡豆郡一色町大字一色字東塩浜１７－２ 05637-2-8281

一宮

津島

瀬戸

半田

豊橋

岡崎

刈谷

西尾



一人親方等特別加入者団体一覧（愛知）
西三河農業（協） 特８ 445-0073 西尾市寄住町下田１５ 0563-56-3341
三河貨物運送事業自営業者組合 特１ 445-0073 西尾市寄住町柴草１６－２ 0563-56-8023
三河建設業一人親方組合 特２ 445-0073 西尾市寄住町柴草１６－２ 0563-56-8023
（有）杉山家政婦紹介所介護団体 特18 445-0071 西尾市熊味町下池田１０ 0563-57-3296
大口町建設業組合 特２ 480-0132 丹羽郡大口町秋田３－１３ 0587-95-1385
尾北建築労務協力会 特２ 480-0103 丹羽郡扶桑町大字柏森字天神１３４ 0587-93-2170
東海建設労務福祉協会 特２ 483-8332 江南市飛高町門野２１２－１ 0587-52-1806
愛北建設業組合 特２ 482-0005 岩倉市下本町丸の内１０８－６ 0587-37-0872
愛知北労災保険加入組合 特８ 483-8５０５ 江南市古知野町熱田７２ 0587-55-2397
（有）ますみライフケアサービス介護家政婦団体 特18 483-8223 江南市赤童子町御宿６６ 0587-56-4358
愛知県広告美術業（協） 特２ 450-0003 名古屋市中村区名駅南１－４－１２ ガーデンビル７０９号 052-551-1823
中部商工協会建設業一人親方会 特２ 453-0053 名古屋市中村区中村町３－３１ 052-471-5645
西春日井農業（協） 特８ 481-0033 北名古屋市西之保字南若１１ 0568-23-4001
ワーク会一人親方補償センター 特２ 451-0066 名古屋市西区児玉２－９－２０ 052-521-2626
東海建設自営業者組合 特２ 453-0839 名古屋市中村区長筬町１－１ 長筬マンション 052-413-3023
（株）東洋ケアプランニング介護家政婦団体 特18 453-0042 名古屋市中村区大秋町２－３５ 052-461-4555
（有）丸八介護サービス作業従事者団体 特18 453-0812 名古屋市中村区西米野町１－７６－６ 052-471-3938
（有）ヘルパーサービス金澤一人親方団体 特18 453-0855 名古屋市中村区烏森町５－４３ 052-471-1638
米野介護サービス介護作業従事者団体 特18 453-0802 名古屋市中村区下米野町１－２８ 052-452-5446
西愛知一人親方自営業者組合 特２ 450-0003 名古屋市中村区名駅南４－６－１７ 052-583-8432
中部床工事業者協業組合 特２ 452-0824 名古屋市西区こも原町１８２ 052-503-1626
東新（協）一人親方団体 特２ 481-0036 北名古屋市山之腰天神東２８ 0568-54-9371
愛知経済福祉センター建設部会 特２ 450-0003 名古屋市中村区名駅南１－１７－２３ ニッタビル２Ｆ 052-533-5861
中村民主商工会建設組合 特２ 453-0825 名古屋市中村区沖田町３１２ 052-482-3003
名古屋近友会一人親方会 特２ 450-0002 名古屋市中村区名駅１－１－４ （株）きんでん中部支社内 052-581-9811
名古屋一人親方組合 特２ 453-0037 名古屋市中村区高道町3-1-10 052-471-4821
なごみ一人親方建設業組合 特２ 451-0022 名古屋市西区貝田町1-47 052-531-9350
名古屋西労働基準協会建設自営業者組合 特２ 450-0003 名古屋市中村区名駅南５－１７ ネットプラザ柳橋ビル6Ｆ 052-581-8086
愛知中央ＳＲ建設安全協会 特２ 453-0016 名古屋市中村区竹橋町５－５ さかえビル４Ｆ 052-452-2336
清須市建設労災会 特２ 452-0942 清須市清洲１－６－１ 清須市商工会館内 052-400-3008
建設安全ネット自営業者組合 特２ 460-0008 名古屋市中区栄４－３－２６ 昭和ビル３階　MBCO内 052-228-0442
中部セキスイハウス会建設業組合 特２ 450-6042 名古屋市中村区名駅１－１－４ ＪＲセントラルタワーズ４２Ｆ 052-265-1291

足助建築同業組合 特２ 444-2424 豊田市足助町西町４８ 足助商工会内 0565-62-0480
三好町工和会 特２ 470-0224 西加茂郡三好町大字三好字大慈山２－１１ 05613-4-1234
労働保険一人親方組合大幸協力会 特２ 471-0079 豊田市陣中町２－２－８ （株）大幸内 0565-32-2213
一人親方組合西三河経営協力会 特２ 470-0224 みよし市三好町前畑３８－２ 05613-4-2330
足助木材同業組合一人親方団体特別加入事務組合 特４ 444-2424 豊田市足助町今岡７－3 0565-62-0310
農民運動愛知県連合会 特８ 471-0076 豊田市久保町２－５－１ 鳴神ビル２０５ 0565-34-6499
あいち豊田特１５労災保険加入組合 特16 471-0025 豊田市西町４－５ 0565-31-9857
ムービルト安全協会 特２ 470-0356 豊田市八草町秋合１２８１－１ 0565-43-1106
西三河建設業組合 特２ 471-0034 豊田市小坂本町１－８７ 梅村ビル1階 0565-34-3575
あいち豊田特７労災保険加入組合 特８ 471-0025 豊田市西町４－５ 豊田市農協内 0565-31-9857
豊田加茂建設連合協同組合労働保険一人親方組合 特２ 471-0065 豊田市平芝町８－４－７ 0565-32-7371
ＭＤＳサービス安全組合 特２ 473-0917 豊田市若林西町茶屋間２５－２ 0565-51-6210
下山一人親方建築組合 特２ 444-3242 豊田市大沼町越田和３７－１ 下山村商工会内 0565-90-2602

合計208団体（平成22年11月現在） 「事業の種類」
特１
特２
特３
特４
特５
特６
特７
特８
特９ 職場適応訓練従事者

西尾

江南

豊田

名古屋
西

再生資源取扱いの事業

自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送事業
建設の事業
漁船による水産物植物の採補の事業
林業の事業

船員法第１条に規定する船員が行う事業
指定農業機械作業従事者

（一人親方等）
医薬品の配置販売の事業



一人親方等特別加入者団体一覧（愛知）
特10 金属等の加工、洋食器加工作業
特11 履物等の加工作業
特12 陶磁器製造の作業
特13 動力機械による作業
特14 仏壇、食器の加工作業
特15
特16
特17
特1８

家内労働者
及び補助者
が行う作業

事業主団体等委託訓練従事者
特定農作業従事者
労働組合等常勤役員

（特定作業従事者）

介護作業従事者


