
 

            愛媛労働局労働保険徴収室

 

第２種（一人親方）特別加入団体名簿

 平成 ３１ 年度



 第 2 種 （一人親方） 特別加入団体(松山労働基準監督署管内)

 

（Ｈ３１ ．４．１現在）

労働保険 電 話 番 号

番　　　号 事業の種類

364-000  愛媛県職場適応訓練受講者組合 ７９０-８５７０  松山市一番町４－４－２ ０８９-９４１-２１１１

（求職者職業訓練）

3109-000  農民組合愛媛県連合会 ７９０-０９３１  松山市西石井１－９－２２ ０８９-９５８-８６６０

　　　　　　 　　　第９４杉フラット２０１ （農業機械）

3653-000  愛媛県農機具災害防止協会 ７９１-１１０２  松山市来住町１０７９－２ 0８９-９７６-５５５０

　　　　　　　　 　建交労愛媛県本部内 （農業機械）

3860-000  独立行政法人 ７９１-８０４４  松山市西垣生町２１８４ ０８９-９７２-０３３４

     愛媛職業能力開発促進センター （職業訓練）

3866-000  愛媛県委託訓練生組合 ７９０-８５７０  松山市一番町４－４－２ ０８９-９１２-２５３０

（職業訓練）

5689-000  全国赤帽労災防止組合 ７９１-８０３６  松山市高岡町３９１ ０８９-９７３-６５６６

　　　　　　　　　　　　　愛媛地区本部 （自動車運送業）

18425-000  愛媛県運送業厚生協会 ７９１-０１２1  松山市湯の山４－４－１４ ０８９-９７７-３９４７

（自動車運送業）

100502-000  JAえひめ中央労災保険加入組合 ７９０-００１１  松山市千舟町８－１２８－１ ０８９-９４３-２２３１

（特定農作業）

103649-000  ＪＡ松山市指定農業機械作業 ７９０－００５１  松山市生石町548 ０８９-９６８-１２１８

　　　　　　　　　　　　　　　　労災部会 （農業機械）

500038-000  愛媛県林業厚生協会 ７９１-１１０２  松山市来住町１０７９－２ ０８９-９７６-５５５０

　　　　　　　　 　建交労愛媛県本部内 （林　業）

600115-000  愛媛県板金工業組合松山支部 ７９１-１１０２  松山市来住町１２９４－３ ０８９-９９３-６１２０

（建設業）

600279-000  愛媛県建設労働組合 ７９０-００１２  松山市湊町８－１１１－１ ０８９-９４１-４５６２

（建設業）

600401-000  愛媛県建設厚生協会 ７９０-００６７  松山市大手町２－７－２ ０８９-９４６-３０５０

（建設業）

600683-000  住友林業（株）林和会四国支部 ７９０-０９５１  松山市天山２－６－８ ０８９-９３２-１２６０

　　　　　　　　 住友林業㈱松山支店内 （建設業）

600926-000  愛媛県電気工事工業組合 ７９０-０００３  松山市三番町４－７－７ ０８９-９３１-３０１１

　　　　愛媛汽船松山ビル５Ｆ （建設業）

601910-000  北条市建築綜合協同組合 ７９９-２４３１  松山市北条７１０－２ ０８９-９９２-０７７７

（建設業）

602015-000  松山市城北建設従業者労働組合 ７９９-２６５６  松山市和気町１－３５１－２ ０８９-９７８-１５０２

（建設業）

603067-000  セーフティパートナーズ(株) ７９１-１１１５  松山市土居町７９８－１ ０８９-９５８-７９１３

　　　　　　　　　　　　　　　四国事業所 　　　　　(株)ＬＩＸＩＬトータルサービス内 （建設業）

603138-000  リック四国一人親方団体組合 ７９１-８０１２  松山市姫原３－７－３７ ０８９-９２４-４０５０

（建設業）

603195-000 四国労働保険協会 ７９０-０９５２  松山市朝生田町４－1－21 ０８９-９８６-８７４６

　　パナソニックホームズ（株）愛媛支店　　 （建設業）

名　　　　    　　　　称 郵便番号 所　  　　　在　　　  　地



労働保険 電 話 番 号

番　　　号 事業の種類

603514-000 一人親方労災保険組合 ７９０-０８５４ 松山市岩崎町２－６－５ ０８９-９１５-８００４

（建設業）

603633-000 大東建託協力会 ７９０-００３８ 松山市和泉北１－５－１３ ０８９-９１３-５７３１

　　　　　　　　　一人親方会四国支部 （建設業）

603634-000 あんぜん労災 ７９１-８０１３ 松山市山越４－７－５１－１０１ ０１２０-１１-１２７０

　　　　 一人親方建設協会四国支部 （建設業）

603717-000 労災センター共済会四国支部 ７９０-００６５ 松山市宮西１－４－４３ ０５０－３７８５－７６６２

　　　　　　　　　大智ビル４Ｆ （建設業）

900058-001  松山電気工事協同組合 ７９０-００３３  松山市北藤原町１－１０ ０８９-９４３-２００６

（建設業）

900138-001  伊予市建築組合 ７９９-３１１１  伊予市下吾川１６７３－８ ０８９-９８２-５９５０

（建設業）

900148-001  相中名工組合 ７９９-３１１１  伊予市下吾川２０４５－１ ０８９-９８３-１２５５

（建設業）

900148-002  愛媛建設業一人親方組合 ７９０-０８７８  松山市勝山町2－3－1 ０８９-９４６-３６１０

　　　　　　　　       　建設国保ビル５Ｆ （建設業）

900158-001  建設連合・愛媛建設組合 ７９０-０００３  松山市三番町４－９－６ ０８９-９４１-０８４５

（建設業）

9001７8-001  松山地方中小企業労務管理協議会 ７９０-００１１  松山市千舟町４－４－１ ０８９-９８７-３２３１

　　　　　　　　　グランディア千舟１４０２ （建設業）

900218-001  愛媛県林業自営者組合 ７９０-０００３  松山市三番町４－４－１ 0８９-９４８-８９７３

　　　　　　　　　   愛媛県林業会館３階 （林　業）

930268-001  砥部町商工会 ７９１-２１３２  伊予郡砥部町大南３９４ ０８９-９６２-２１４８

（建設業）

9302７8-001  双海中山建築同業組合 ７９１-３２０５  伊予市中山町中山丑２８５－１ ０８９-９６７-０１９７

（建設業）

930368-001  松山商工事務協同組合 ７９０-００５４  松山市空港通２－３－３６ ０８９-９７３-５３７７

（建設業）

930488-001  電工愛媛事業協同組合 ７９１-８０２１  松山市六軒家町１－１３ ０８９-９２５-１１５９

（建設業）

930548-001  北四国建設組合 ７９０-００３８  松山市和泉北２－９－１８ ０８９-９２１-１６１９

（建設業）

930568-001  愛媛県建設技術者組合 ７９１-８０１３  松山市山越６－２－４０ ０８９-９８９-７８７６

（建設業）

930588-001  愛媛建設振興会 ７９０－００４７  松山市余戸南２－２４－３８ ０８９-９６５-２０４０

（建設業）

名　　　　    　　　　称 郵便番号 所　  　　　在　　　  　地



第 2 種 （一人親方） 特別加入団体(新居浜労働基準監督署管内)

（Ｈ３１ ．４．１現在）

労働保険 電 話 番 号

番　　　号 事業の種類

    4860-000　  ＪＡ新居浜市農作業労災加入協議会 ７９２-０８１２  新居浜市坂井町３－１０－４０   ０８９７-４１-５７０１

（農業機械）

  13801-000  周桑労災保険加入協議会 ７９１-０５０２  西条市丹原町願連寺５２７－１   ０８９８-６８-７８１２

    周桑農業協同組合営農管理研修センター内 （特定農作業）

14351-000  ＪＡ西条労災保険加入組合 ７９３-００４１  西条市神拝字出口甲４７８－１   ０８９７-５６-１８００

（特定農作業）

 605025-000  新居浜建設ユニオン ７９２-０８２９  新居浜市松木町１－３１   ０８９７-４４-６３２１

　　　　　　　　　           金剛山ビル２階　　 （建設業）

 605104-000  愛媛県建設労働組合川之江三島支部 ７９９-０１０１  四国中央市川之江町９８１－７   ０８９６-５８-２４７７

                      宇摩文化勤労会館内 （建設業）

 630027-000  西条建築協同組合 ７９１-０５０２  西条市丹原町願連寺４３９－３   ０８９８-６８-７７４０

（建設業）

 660350-000  宇摩建設業協同センター ７９９-０４３１  四国中央市寒川町２８４   ０８９６-２３-３４０１

（建設業）

 905068-001  宇摩建築協同組合 ７９９-０７１１  四国中央市土居町土居２６２５   ０８９６-７４-４６００

（建設業）

 937178-001  新居浜建設業協同センター ７９２-００11  新居浜市西原町３－４－６   ０８９７-３４-３２１０

（建設業）

 937228-001  新居浜建築技能者労働組合 ７９２-００３３  新居浜市横水町８－３１   ０８９７-４０-２４２４

（建設業）

 938038-001  周桑郡板金工業組合 ７９９-１３７１  西条市周布２４７－３   ０８９８-６４-４５４５

（建設業）

名　　　　    　　　　称 郵便番号 所　  　　　在　　　  　地



 第 2 種 （一人親方） 特別加入団体(今治労働基準監督署管内)

（Ｈ３１ ．４．１現在）

労働保険 電 話 番 号

番　　　号 事業の種類

10272-000  ＪＡおちいまばり労災保険加入組合 ７９９-１６０３  今治市朝倉下甲５５８－１ ０８９８-５６-１０３６

（特定農作業）

600332-000  愛媛県板金工業組合今治支部 ７９４-００２８  今治市北宝来町１－２－２ ０８９8-３１-６６１１

（建設業）

902088-001  今治建設組合 ７９４-００３２  今治市天保山町3-1-18 ０８９８-３１－７８８６

（建設業）

932048-001  今治越智建設業共同センター ７９４-００３４  今治市美須賀町３－１－１３ ０８９８-３１-００７０

（建設業）

932298-001  菊間建築組合 ７９９-２３０３  今治市菊間町浜４８４ ０８９８-５４-２００７

（建設業）

932408-001  四国ガス協力会 ７９４-００５６  今治市南日吉町１－１－４３ ０８９８-２３-１３１０

（建設業）

名　　　　    　　　　称 郵便番号 所　  　　　在　　　  　地



 第 2 種 （一人親方） 特別加入団体(八幡浜労働基準監督署管内)

（Ｈ３１ ．４．１現在）

労働保険 電 話 番 号

番　　　号 事業の種類

    4099-000  ＪＡひがしうわ ７９７-００４５  西予市宇和町坂戸６５２ ０８９４-６２-１２９９

　　　　　　農作業労災保険加入部会 （特定農作業）

    4259-000  ＪＡ愛媛たいき労災部会 ７９５-８５０６  大洲市東大洲１９８ ０８９３-２４-４１８１

（特定農作業）

    4276-000  ＪＡ愛媛たいき指定農機労災部会 ７９５-８５０６  大洲市東大洲１９８ ０８９３-２４-４１８１

（農業機械）

    6020-000  ＪＡひがしうわ ７９７-００４５  西予市宇和町坂戸６５２ ０８９４-６２-１２９９

　　　　 機械作業労災保険加入部会 （農業機械）

934058-001  西予市商工会 ７９７-００１５  西予市宇和町卯之町３－２９７ ０８９４-６２-１２４０

（建設業）

940058-001  川上商工会 ７９７-１５０４  大洲市肱川町山鳥坂３２ ０８９３-３４-２５３１

（建設業）

名　　　　    　　　　称 郵便番号 所　  　　　在　　　  　地



 第 2 種 （一人親方） 特別加入団体(宇和島労働基準監督署管内)

（Ｈ３１ ．４．１現在）

労働保険 電 話 番 号

番　　　号 事業の種類

20002-000  有限会社ケアセンター ７９８-００６０  宇和島市丸之内２－１－７ ０８９５-２２－０４０１

                宇和島介護家政婦団体 （介護従事者）

600725-000  愛媛県建設厚生協会南予支部 ７９９-３７０３  宇和島市吉田町東小路甲７２－５ ０８９５-５２-３８８０

（建設業）

935038-001  宇和島商工会議所 ７９８-００６０  宇和島市丸之内１－３－２４ ０８９５-２２-５５５５

（建設業）

名　　　　    　　　　称 郵便番号 所　  　　　在　　　  　地


