
令和２年４月

青森労働局総務部労働保険徴収室

      労 働 保 険 事 務 組 合 名 簿



　　名　　　　　称　
管 轄
番 号

　　　　　所　　　　　　　　在　　　　　　　　地 郵便番号
電話番号
FAX番号

青 森 01 青森市中央二丁目10-10 030-0822
017（776）1561
017（777）4937

八 戸 02 八戸市沼館四丁目7-120 031-0071
0178（22）8609
0178（43）5887

弘 前 03 弘前市南富田町5-1 036-8502
0172（38）8609
0172（34）8937

む つ 04 むつ市若松町10-3 035-0063
0175（22）1331
0175（23）4716

野 辺 地 05 上北郡野辺地町昼場12-1 039-3128
0175（64）8609
0175（64）4274

七戸町、東北町、野辺地町、横浜町、六ヶ所村

五 所 川 原 06 五所川原市敷島町37-6 037-0067
0173（34）3171
0173（34）7413

三 沢 三沢市桜町三丁目1-22 033-0031
0176（53）4178
0176（52）5311

（ 十 和 田 ） 十和田市西二番町14-12  十和田奥入瀬合同庁舎１Ｆ 034-0082
0176（23）5361
0176（24）2172

黒 石 09 黒石市緑町二丁目214 036-0383
0172（53）8609
0172（53）1769

青 森 01 青森市長島一丁目3-5  青森第二合同庁舎８Ｆ 030-0861
017（734）4444
017（734）4446

弘 前 02 弘前市南富田町5-1 036-8172
0172（33）6411
0172（33）6413

八 戸 03 八戸市根城九丁目13-9  八戸合同庁舎１Ｆ 039-1166
0178（46）3311
0178（46）3314

五 所 川 原 04 五所川原市唐笠柳藤巻507-5  五所川原合同庁舎３Ｆ 037-0004
0173（35）2309
0173（35）5489

十 和 田 05 十和田市西二番町14-12  十和田奥入瀬合同庁舎３Ｆ 034-0082
0176（23）2780
0176（23）2781

む つ 06 むつ市金谷二丁目6-15　下北合同庁舎４Ｆ 035-0072
0175（22）3136
0175（22）3137

ＴＥＬ　017（718）3352、3353
ＦＡＸ　017（774）1380

管　　　轄　　　区　　　域

労働局・公共職業安定所・労働基準監督署所在地等一覧表

青森労働局総務部
労 働 保 険 徴 収 室

〒030-8558   青森市新町二丁目4－25　 青森合同庁舎 ５Ｆ
ＴＥＬ　017（734）4145
FAX　017（734）8124

　　　適用第２係

公
共
職
業
安
定
所

青森市（旧浪岡町を除く）、東津軽郡

八戸市、三戸郡

弘前市、平川市（黒石安定所管轄区域を除く）、西目屋村、
大鰐町、藤崎町、板柳町

むつ市、下北郡

五所川原市、つがる市、北津軽郡のうち中泊町、鶴田町、
西津軽郡

08
三沢市、上北郡のうちおいらせ町、六戸町

十和田市

黒石市、青森市の一部（旧浪岡町）平川市のうち旧尾上町、
旧平賀町（小国、葛川、切明）、田舎館村

      一般社団法人 全国労働保険事務組合連合会 青森支部　     〒030-0861　青森市長島一丁目3-17　阿保歯科ビル５Ｆ　　

労
働
基
準
監
督
署

青森市（旧浪岡町を除く）、東津軽郡

弘前市、黒石市、平川市、南津軽郡、中津軽郡、青森市のうち　旧
浪岡町

八戸市、三戸郡

五所川原市、つがる市、北津軽郡、西津軽郡

十和田市、三沢市、上北郡のうち、おいらせ町、七戸町、東北町
野辺地町、六戸町

むつ市、上北郡のうち横浜町、下北郡、六ヶ所村



公共職業安定所所掌事務組合

【　 青　 森　 職　 安　 管　 内　 】

労働保険事務組合の名称 郵便番号 事務所の所在地 電話番号

労働保険事務組合 青森電気工事業協同組合 030-0902 青森市合浦１－６－５ 017-741-2105

労働保険事務組合　外ヶ浜町商工会
　旧蟹田町商工会、旧三厩村商工会、
　旧平舘村商工会
　　　　　　　　　　合併

030-1303 東津軽郡外ケ浜町蟹田１５９ 0174-22-2441

労働保険事務組合　今別町商工会 030-1502 東津軽郡今別町今別今別４５-２ 0174-35-2014

労働保険事務組合　平内町商工会 039-3321 東津軽郡平内町小湊小湊３５－３ 017-755-3254

労働保険事務組合　青森商工会議所 030-8515 青森市新町１－２－１８ 017-734-1311

労働保険事務組合　青森鉄工協同組合 030-0921 青森市原別５－１１－５５ 017-736-9055

労働保険事務組合　青森りんご商業協同組合 038-0042 青森市新城平岡７５－３８ 017-763-3366

労働保険事務組合　青森小売酒販組合 030-0811 青森市青柳１－４－３ 017-777-3375

労働保険事務組合　青森県労働福利厚生協会 030-0861 青森市長島３－１２ -３  ２号室 017-762-7635

労働保険事務組合　青森県労務管理協会 030-0944 青森市筒井八ツ橋１３８１－１３ 017-728-1286

労働保険事務組合　青森開業医会 030-0821 青森市勝田１－１６－１６ 017-777-1501

労働保険事務組合
一般社団法人青森地区労働基準協会

030-0811 青森市青柳２－２－６ 017-723-1755

労働保険事務組合　みどり事務協会 038-0011 青森市篠田３－４－５ 017-752-0579

労働保険事務組合　青森県建設組合連合会 038-0012
青森市柳川１－２－８８
青森建築会館内

017-761-2370

労働保険事務組合　蓬田村商工会 030-1203 東津軽郡蓬田村郷沢浜田１４２－３６ 0174-27-2450

労働保険事務組合　労務管理綜合相談所 030-0845 青森市緑２－３－１７ 017-777-1626

労働保険事務組合　青森丸栄会実務センター 030-0843 青森市浜田２－９－８ 017-762-2626

青森民商　労働保険事務組合 030-0861 青森市長島３－２１－８ 017-722-7136

平和労働保険事務組合 030-0853 青森市金沢２－１５－２ 017-735-4723

労働保険事務組合　青森労研会 038-0011 青森市篠田３－１－２０ 017-752-1105
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労働保険事務組合の名称 郵便番号 事務所の所在地 電話番号

労働保険事務組合　青森労政事務協会 030-0901 青森市港町２－２６一２２ 017-718-0105

労働保険事務組合　外ヶ浜漁業協同組合 030-1413 東津軽郡外ヶ浜町平舘今津尻高１５－３ 0174-25-2322

労働保険事務組合　青森労経研究会 030-0936 青森市矢田前弥生田８－１８ 017-726-4702

労働保険事務組合
青森市歯科医師会 歯科開業医部会

030-0811
青森市青柳１－３－１１
青森県歯科医師会館内

017-734-5695

北東北積水ハウス会　労働保険事務組合 030-0803
青森市安方１－２－４
フレグランス７１５  ２０１号室

017-718-3236

労働保険事務組合　協和社会保険労務協会 030-0852 青森市大野若宮１４３－５０ 017-739-6715

労働保険事務組合　シャロー 030-0844 青森市桂木４－６－１７　２Ｆ 017-774-1221

労働保険事務組合　社労サービス協会 030-0822
青森市中央２－１－２０
久保ビル３Ｆ

017-777-1628

労働保険事務組合　青森ＳＲ経営労務センター 030-0802 青森市本町５－５－６ 017-721-5388

労働保険事務組合　青森労働実務協会 030-0956 青森市赤坂２－１７－１ 017-744-1186

労働保険事務組合　平成社労協会 030-0904 青森市茶屋町２５－１３ 017-743-3017

労働保険事務組合　特定非営利活動法人
あおもりＮＰＯサポートセンター

030-0856 青森市西大野４－１３－７ 017-739-4883
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公共職業安定所所掌事務組合

【　 八　 戸　 職　 安　 管　 内　 】

労働保険事務組合の名称 郵便番号 事務所の所在地 電話番号

労働保険事務組合　三戸町商工会 039-0131 三戸郡三戸町二日町１７ 0179-22-2131

労働保険事務組合　五戸町商工会
　旧五戸町商工会、旧新郷村商工会、
　　　　　　　　　　　合併

039-1548 三戸郡五戸町新町２４－１ 0178-62-3151

南部町商工会　労働保険事務組合
　旧南部町商工会、旧名川町商工会、
　旧福地村商工会
　　　　　　　　　　　合併

039-0611 三戸郡南部町斗賀上平１３－３２ 0178-75-1133

労働保険事務組合　階上町商工会 039-1201 三戸郡階上町道仏天当平１－１２９ 0178-88-2045

労働保険事務組合　八戸商工会議所 031-8511 八戸市堀端町２－３ 0178-43-5111

労働保険事務組合　県南福利厚生会 031-0801 八戸市江陽５ー１４－１３ 0178-47-1892

労働保険事務組合　田子町商工会 039-0201 三戸郡田子町田子風張１３－１ 0179-32-2177

職業訓練法人 八戸職業能力開発協会
労働保険事務組合

031-0001 八戸市類家２－７－３０ 0178-22-5251

労働保険事務組合　八戸社労保険実務会 031-0823 八戸市湊高台５－２５－３ 0178-33-0716

労働保険事務組合　三八地方労務対策協議会 031-0802
八戸市小中野２－８－１
コーポラス出川 　Ａ号室

0178-24-3448

一般社団法人 八戸地方労働基準協会
労働保険事務組合

039-1166 八戸市根城８－８－１５５ 0178-22-7948

八戸民商　労働保険事務組合 031-0001 八戸市類家３－１－８ 0178-44-1526

労働保険事務組合
協同組合 八戸商工センター

039-1166 八戸市根城９－２２－１８ 0178-43-0039

労働保険事務組合　みちのく労政協会 031-0071 八戸市沼館２ー４－１４ 0178-47-5112

労働保険事務組合　八戸中央労働保険会 031-0801 八戸市江陽２－８－１９ 0178-38-5350

南郷商工会　労働保険事務組合 031-0111 八戸市南郷市野沢中市野沢４４－３３ 0178-82-2348

労働保険事務組合　八戸経営労務協会 031-0804 八戸市青葉１－１７－１０ 0178-44-7581

労働保険事務組合　うみねこ労務協会 031-0801 八戸市江陽５－１４－１３ 0178-47-1890

八戸青色申告会　労働保険事務組合 031-0802 八戸市小中野４－１－３９ 0178-43-7050

労働保険事務組合　八戸中小企業振興会 031-0823 八戸市湊高台２－１３－１７ 0178-33-6308
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労働保険事務組合の名称 郵便番号 事務所の所在地 電話番号

労働保険事務組合　ゆりの木労務管理協会 031-0001 八戸市類家３－１３－１４ 0178-24-1731

労働保険事務組合
青森県中小企業経友会事業協同組合

039-1166 八戸市根城８－６－１１ 0178-24-2700

労働保険事務組合　八戸総合経営労務会 031-0084
八戸市十八日町４１－２
カーニープレイス八戸ビル３Ｆ

0178-71-3321
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公共職業安定所所掌事務組合

【　 弘　 前　 職　 安　 管　 内　 】

労働保険事務組合の名称 郵便番号 事務所の所在地 電話番号

労働保険事務組合　大鰐町商工会 038-0211 南津軽郡大鰐町大鰐羽黒館５－３ 0172-48-2335

労働保険事務組合　岩木山商工会
　　旧岩木町商工会、旧相馬村商工会、
　　　　　　　　　　　合併

036-1313 弘前市賀田１－２０－６ 0172-82-3325

労働保険事務組合　藤崎町商工会
　旧藤崎町商工会、旧常盤村商工会、
　　　　　　　　　　　合併

038-3803 南津軽郡藤崎町西豊田１－５－１ 0172-75-2370

平川市商工会　労働保険事務組合
　旧平賀町商工会、旧碇ヶ関村商工会、
　旧尾上町商工会
　　　　　　　　　　　合併

036-0104 平川市柏木町藤山２７－２ 0172-44-3055

弘前商工会議所　労働保険事務組合 036-8567 弘前市上鞘師町１８－１ 0172-33-4111

労働保険事務組合　中弘南福利厚生会 036-8032
弘前市徳田町１９
サンコープ６０ １０１号

0172-34-6069

労働保険事務組合　弘前市開業医会 036-8045 弘前市野田２－７－１ 0172-32-2371

労働保険事務組合　弘前りんご商業協同組合 036-8112 弘前市堀越川合２０－２ 0172-27-5566

労働保険事務組合　大成労働保険サービス 036-8186 弘前市富田３－１０－１２ 0172-32-6010

城都労働保険事務組合 036-8073 弘前市岩賀１－３－３ 0172-40-0239

労働保険事務組合　弘前経営労務センター 036-8093 弘前市城東中央２－５－２ 0172-26-1560

弘南労働保険事務組合 036-8171 弘前市取上２－４－９ 0172-34-1516

労働保険事務組合　弘前労務管理協会 036-8186 弘前市富田３－４－１８ 0172-32-5543

みゆき労働保険事務組合 036-8124 弘前市石川野崎１６－７ 0172-92-2668

共立労働保険事務組合 036-8094 弘前市外崎５－１１－２７ 0172-27-7204

鷹城会労働保険事務組合 036-8001
弘前市代官町４８－１
三ツ矢代官町ビル５Ｆ

0172-33-7350

明友労働保険事務組合 036-8006 弘前市南大町２－２－２ 0172-35-6286

城南労働保険事務組合 036-8331 弘前市小人町４３－２ 0172-37-6520

協和労働保険事務組合 036-8092 弘前市城東北１－１－２０ 0172-28-1555
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労働保険事務組合の名称 郵便番号 事務所の所在地 電話番号

弘前民主商工会　労働保険事務組合 036-8361 弘前市紺屋町２６２ 0172-34-0539

弘前青色申告会　労働保険事務組合 036-8084 弘前市高田１－５－１ 0172-55-5546

西目屋村商工会　労働保険事務組合 036-1411 中津軽郡西目屋村田代稲元１４４ 0172-85-2828

労働保険事務組合
一般社団法人　弘前地区労働基準協会

036-8081 弘前市福田福岡１０ 0172-26-0663

板柳町商工会　労働保険事務組合 038-3661 北津軽郡板柳町福野田実田３０－７ 0172-73-3254
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公共職業安定所所掌事務組合

【　 む　 つ　 職　 安　 管　 内　 】

労働保険事務組合の名称 郵便番号 事務所の所在地 電話番号

労働保険事務組合　脇野沢村漁業協同組合 039-5327 むつ市脇野沢本村無番地 0175-44-2211

労働保険事務組合　むつ商工会議所 035-0071 むつ市小川町２－１１－４ 0175-22-2283

大間町商工会　労働保険事務組合 039-4601 下北郡大間町大間大間９９ 0175-37-2233

労働保険事務組合　むつ市川内町商工会
　旧川内町商工会、旧脇野沢商工会、
　　　　　　　　　　　合併

039-5201 むつ市川内町川内１１５－９ 0175-42-2301

労働保険事務組合　大畑町商工会 039-4401 むつ市大畑町湊村１６５－８ 0175-34-3500

労働保険事務組合　田名部商業協同組合 035-0071 むつ市小川町２－１１－１０ 0175-22-2663

労働保険事務組合　協同組合 むつ専門店会 035-0084 むつ市大湊新町１６－２２ 0175-24-1490

労働保険事務組合
一般社団法人 下北地区労働基準協会

035-0053 むつ市緑町１８－５８ 0175-22-1389

佐井村商工会　労働保険事務組合 039-4711 下北郡佐井村佐井大佐井１１４－１ 0175-38-2270

労働保険事務組合　風間浦村商工会 039-4502 下北郡風間浦村易国間大川目１１８ 0175-35-2010

むつ民商　労働保険事務組合 035-0082
むつ市文京町１－５
下北教育会館内

0175-31-0039

労働保険事務組合　下北労働管理協会 035-0035 むつ市本町４一４ 0175-22-0389

労働保険事務組合　大畑町漁業協同組合 039-4401 むつ市大畑町湊村１９１ 0175-34-4111
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公共職業安定所所掌事務組合

【　野　辺　地　職  安　管  内　 】

労働保険事務組合の名称 郵便番号 事務所の所在地 電話番号

労働保険事務組合　七戸町商工会 039-2525 上北郡七戸町七戸４８－３ 0176-62-2521

野辺地町商工会　労働保険事務組合 039-3131 上北郡野辺地町野辺地１ 0175-64-2164

労働保険事務組合　上北町商工会 039-2405 上北郡東北町上北南４－３２－４８０ 0176-56-2335

労働保険事務組合　東北町商工会 039-2661 上北郡東北町上笹橋１７－２ 0175-63-2329

横浜町商工会　労働保険事務組合 039-4145 上北郡横浜町寺下６６ 0175-78-2218

七戸町天間林商工会　労働保険事務組合 039-2815 上北郡七戸町森ノ下４８－３ 0176-68-2189

六ヶ所村商工会　労働保険事務組合 039-3212 上北郡六ケ所村尾駮家ノ前９０－３ 0175-72-2331
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公共職業安定所所掌事務組合

【　五  所　川  原  職  安  管　内　】

労働保険事務組合の名称 郵便番号 事務所の所在地 電話番号

鶴田町商工会　労働保険事務組合 038-3503 北津軽郡鶴田町鶴田早瀬１８４－２ 0173-22-3414

金木商工会　労働保険事務組合 037-0202 五所川原市金木町朝日山３１９－１０ 0173-52-2611

中泊町商工会　労働保険事務組合
　旧中里町商工会、旧小泊村商工会、
　　　　　　　　　　　合併

037-0305 北津軽郡中泊町中里亀山４４３ 0173-57-2733

五所川原商工会議所　労働保険事務組合 037-0052 五所川原市東町１７－５ 0173-35-2121

労働保険事務組合　五所川原職業安定協会 037-0067 五所川原市敷島町３７－１０ 0173-35-2570

労働保険事務組合　みちのく労働保険協会 037-0032 五所川原市烏森１１－８ 0173-35-2870

五所川原民商　労働保険事務組合 037-0061 五所川原市雛田１６２－４４ 0173-34-9037

あすなろ会　労働保険事務組合 037-0305
北津軽郡中泊町中里亀山３９３
古川建設事務所内

0173-57-2375

労働保険事務組合　鯵ヶ沢町商工会 038-2754 西津軽郡鯵ヶ沢町米町２５－１ 0173-72-2376

労働保険事務組合　つがる市商工会
　　旧木造町商工会、旧森田村商工会、
　　旧稲垣村商工会、旧柏村商工会、
　　旧車力村商工会
　　　　　　　　　　　合併

038-3137 つがる市木造若宮１６－４ 0173-42-2449

労働保険事務組合　深浦町商工会
　　旧深浦町商工会、旧岩崎村商工会、
　　　　　　　　　　　合併

038-2324 西津軽郡深浦町深浦浜町３５２－１ 0173-74-2509

労働保険事務組合　鯵ケ沢小売酒販組合 038-2753 西津軽郡鯵ヶ沢町本町１１２ー２ 0173-72-2138

労働保険事務組合　鯵ヶ沢職業安定協会 038-2753 西津軽郡鯵ヶ沢町本町１９６－２ 0173-72-2717

労働保険事務組合　西津軽商工業協会 038-3145 つがる市木造千代町１９－１ 0173-42-1165

一般社団法人 西北労働基準協会
労働保険事務組合

037-0004 五所川原市唐笠柳藤巻４９５－３ 0173-35-6336

労働保険事務組合　みのり会 037-0305 北津軽郡中泊町中里亀山４４０－１ 0173-57-4410

労働保険事務組合　小泊漁業協同組合 037-0542 北津軽郡中泊町小泊大山長根１２８ 0173-64-2641

労働保険事務組合　下前漁業協同組合 037-0538 北津軽郡中泊町小泊下前２０７－１ 0173-64-2211

労働保険事務組合
協同組合 五所川原商工センター

037-0064 五所川原市下平井町５８－２ 0173-26-6270

9



公共職業安定所所掌事務組合

【　 三　 沢　 職　 安　 管　 内　 】

労働保険事務組合の名称 郵便番号 事務所の所在地 電話番号

労働保険事務組合　三沢市商工会 033-0011 三沢市幸町２－１－１ 0176-53-2175

労働保険事務組合　おいらせ町商工会
　　旧百石町商工会、旧下田町商工会、
　　　　　　　　　　　合併

039-2136 上北郡おいらせ町中下田１２３－７ 0178-56-2511

労働保険事務組合　六戸町商工会 039-2371 上北郡六戸町犬落瀬明土５３－２ 0176-55-2095

十和田商工会議所　労働保険事務組合 034-0082 十和田市西二番町４－１１ 0176-24-1111

職業訓練法人　三沢職業能力開発協会
労働保険事務組合

033-0043 三沢市千代田町４－１４０－４４ 0176-53-3690

労働保険事務組合　十和田職業訓練協会 034-0001 十和田市三本木千歳森２９２－７ 0176- 23-3397

一般社団法人 上北労働基準協会
労働保険事務組合

034-0083 十和田市西三番町３－１７ 0176-22-2234

十和田湖商工会　労働保険事務組合 034-0301 十和田市奥瀬中平６１－１ 0176-72-2201

労働保険事務組合
県南労働保険実務センター

034-0093 十和田市西十二番町１ー１ 0176-22-3198

十和田労働保険協会　労働保険事務組合 034-0085 十和田市西五番町１４－８ 0176-23-1330

労働保険事務組合
十和田商工業者互助センター

034-0014
十和田市東二十一番町３１－２８
コーポにじ　Ｃ号

0176-51-6642

労働保険事務組合　三沢社会保険労務協会 033-0031 三沢市桜町２－２－２ 0176-52-6655

上十三民商　労働保険事務組合 034-0003 十和田市元町東１－１７－１ 0176-24-2456

十和田労務管理協会　労働保険事務組合 034-0093 十和田市西十二番町１０－２２ 0176-51-4042

労働保険事務組合　十和田市青色申告会 034-0083 十和田市西三番町１８－３７ 0176-22-2446
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公共職業安定所所掌事務組合

【　 黒　 石　 職　 安　 管　 内　 】

労働保険事務組合の名称 郵便番号 事務所の所在地 電話番号

労働保険事務組合　青森市浪岡商工会 038-1311 青森市浪岡浪岡細田１０５－１ 0172-62-2511

労働保険事務組合　田舎館村商工会 038-1121 南津軽郡田舎館村畑中藤本１８０ 0172-58-2417

黒石商工会議所　労働保険事務組合 036-0307 黒石市市ノ町５－２ 0172-52-4316

労働保険事務組合　尾上りんご商業協同組合 036-0221 平川市中佐渡南田５４－２ 0172-57-3411

労働保険事務組合　津軽労務管理協会 036-0325 黒石市青山１１８－２ 0172-52-5734

労働保険事務組合
一般社団法人　黒石地区労働基準協会

036-0367 黒石市前町４０－５ 0172-53-5787

11



労働基準監督署所掌事務組合

労働保険事務組合の名称 郵便番号 事務所の所在地 電話番号

労働保険事務組合　おいらせ農業協同組合 033-0022 三沢市三沢堀口１６－７ 0176-54-2211

労働保険事務組合　相馬村農業協同組合 036-1503 弘前市五所野沢２３－１ 0172-84-3215

労働保険事務組合
つがるにしきた農業協同組合

038-3104 つがる市柏桑野木田幾世７－４ 0173-25-2002

労働保険事務組合　三沢市漁業協同組合 033-0142 三沢市三川目４－１４５－５５２ 0176-54-2202
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