
※　団体によっては加入対象を限定している場合があります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和４年７月１日現在

地区 事務組合・一人親方団体名 電話番号 郵便番号 所在地 業種

秋田県職場適応訓練受講者組合 018-860-2334 010-8572 秋田市山王３－１－１ 雇用労働政策課内 職場適応訓練受講者

秋田県委託訓練生組合 018-860-2301 010-8572 秋田市山王３－１－１ 雇用労働政策課内 事業主団体等委託訓練従事者

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構秋田支部 018-873-3177 010-0101 潟上市天王字上北野４－１４３ 事業主団体等委託訓練従事者

有限会社 みどりケアサービス介護家政婦団体 018-862-3527 010-0933 秋田市川元松丘町４－５７ 介護作業従事者

有限会社 保戸野看護婦家政婦紹介所
介護作業従事者団体

018-862-6714 010-0903 秋田市保戸野八丁５－３３ 介護作業従事者

一人親方労災特別加入事務センター 0120-931-519 010-0001
秋田市中通２－１－４８
仲小路ビル　地下１Ｆ

建設業

秋田県あはき一人親方組合 018-852-2773 018-1725
南秋田郡五城目町西磯ノ目
１－２－１３－２０２

あん摩・はり・きゅう師等

大潟村農業協同組合 0185-45-2211 010-0443 南秋田郡大潟村中央１－５ 指定農業機械従事者

大潟村農業協同組合 0185-45-2211 010-0443 南秋田郡大潟村中央１－５ 特定農作業従事者

労働保険事務組合 
秋田県建設技能組合連合会

018-862-3050 010-0966 秋田市高陽青柳町１－４３ 建設業

秋田建築労働組合 018-865-2291 010-0061 秋田市卸町３－４－５ 建設業

協同組合  秋田県中小企業労務協会 018-863-1558 010-0951 秋田市山王３－８－１７ 建設業

河辺雄和地区 林業労災保険組合 018-823-1367 010-1223
秋田市雄和妙法字上大部５６－１
 河辺森林組合内

林業

労働保険事務組合 
秋田民主商工会　建設一人親方会

018-833-5776 010-0001 秋田市中通７－２－２１ 建設業

全日本建設交運一般労働組合 
秋田ダンプ支部

018-823-7748 010-0976 秋田市八橋南１－２－２９ 個人タクシー・個人貨物運送業者

秋田建設安全協会 018-823-7748 010-0976 秋田市八橋南１－２－２９ 建設業

秋田電気工事協同組合 018-862-0350 010-0802 秋田市外旭川字三千刈１４４－１ 建設業

秋田建設技能組合 018-862-2727 011-0901
秋田市寺内字三千刈３２１－１ 
秋田市職業訓練センター内

建設業

秋田綜合労務管理経営者  福祉協会 018-862-4321 010-0951
秋田市山王２－２－３４ 
山王グリーンビル３Ｆ

建設業

トーワⅠ・W 組合 018-864-4561 010-0021
秋田市大町２－７－２６ 
（株）東和内

建設業

労働保険事務組合 
林材業労災防止協会 秋田県支部

018-837-7762 010-0003 秋田市東通２－７－３５ 林業

秋田ＳＲ経営労務センター 018-863-1777 010-0921 秋田市大町３－２－４４　大町ビル３Ｆ 建設業

男鹿労働保険協会 0185-27-8224 010-0342 男鹿市脇本脇本字塒台１１１－４ 建設業

有限会社 ひまわりマネキンケアサ一ビス
介護家政婦団体

0185-55-0660 016-0844 能代市花園町２５－７ 介護作業従事者

能代民主商工会 0185-54-4625 016-0824 能代市住吉町１２－２０ 建設業

鷹巣建設技能組合 0186-62-3872 018-3312 北秋田市花園町１５ー１ 建設業

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機搆秋田支部
東北職業能力開発大学校附属秋田職業能力開発短期大学校

0186-42-5700 017-0805 大館市字扇田道下６－１ 事業主団体等委託訓練従事者

県北建設労務協会 0186-42-3730 017-0897
大館市字三の丸１０２－３
県北労務協会内

建設業

一般社団法人 大館建設技能組合 0186-54-2610 017-0043
大館市有浦３－６－２２
大館北鹿総合技能センター内

建設業

上小阿仁村商工会 0186-77-3109 018-4421
北秋田郡上小阿仁村小沢田 
字向川原８０番地の内

建設業

鹿角建設技能組合 0186-23-6171 018-5201 鹿角市花輪字柳田３６ 建設業

鹿角十和田建設技能組合 0186-35-4804 018-5334 鹿角市十和田毛馬内字下タ道１８－１ 建設業

農技会 0182-45-4849 019-0702 横手市増田町亀田 字因幡９４ 指定農業機械従事者

増田地区指定農機作業 従事者組合
090-2364-0847

(担当者　松井）
019-0702 横手市増田町亀田 字柳原２４－１１ 指定農業機械従事者

横手市建設技能協同組合 0182-32-3487 013-0060 横手市条里１－１－６９ 建設業

十文字町建設連合組合 0182-42-3183 019-0529 横手市十文字町字街道下７ 建設業

こまち農業協同組合 0183-78-2227 012-2000 湯沢市下舘６５－１  中央営農センター内 指定農業機械従事者

こまち農業協同組合 0183-78-2227 012-2000 湯沢市下舘６５－１　中央営農センター内 特定農作業従事者

秋田おばこ農協労災保険組合 0187-82-1111 019-1233
仙北郡美郷町境田 字下八百刈２６６
　あきたおばこ農協仙南支店内

指定農業機械従事者

秋田おばこ農協 農業労災保険組合 0187-82-1111 019-1233
仙北郡美郷町境田 字下八百刈２６６
　あきたおばこ農協仙南支店内

特定農作業従事者

大曲仙北職業訓練協会 0187-62-1726 014-0046 大仙市大曲田町３－１ 建設業

労働保険事務組合 仙北市商工会 0187-54-2304 014-0327 仙北市角館町上新町４３－１ 建設業

秋田しんせい農業協同組合 0184-27-1601 015-8538 由利本荘市荒町字塒台１－１ 指定農業機械従事者

秋田しんせい農業協同組合 0184-27-1601 015-8538 由利本荘市荒町字塒台１－１ 特定農作業従事者

労働保険事務組合  本荘由利総合技能センター 0184-22-3076 015-0012 由利本荘市石脇字田尻３０ 建設業

労働保険事務組合  由利本荘市商工会 0184-23-8686 015-0872 由利本荘市瓦谷地１－４ 建設業

由利本荘 自動車運送労務協会 0184-33-4412 018-0602 由利本荘市西目町出戸字中高屋１３ 個人タクシー・個人貨物運送業者

由利本荘 建設業労務協会 0184-33-4412 018-0602 由利本荘市西目町出戸字中高屋１３ 建設業

労災保険特別加入

由利本荘

一人親方等・特定作業従事者団体等一覧

秋　田

南　秋

男　鹿

能　代

大　館

北秋田

鹿　角

横　手

湯　沢

大　曲

仙　北


