一人親方等・特定作業従事者団体等名簿（岩手労働局管内）
令和1年6月1日現在
（ ※

Ⅰ

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。 ）

一人親方等団体

Ⅰ－１

自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業
団

体

名

岩手県建設・建設資材厚生協会

Ⅰ－２

郵便番号

所

在

地

020-0822 盛岡市茶畑1-18-21

電話番号

019-604-8188

建設の事業
団

体

名

郵便番号

所

在

地

電話番号

建設連合・北東北一人親方組合

020-0866 盛岡市本宮7-12-1 みのりビル2階

019-631-3888

岩装協一人親方特別加入共済会

020-0863 盛岡市南仙北2-8-47

019-656-5222

盛岡建設労働組合

020-0866 盛岡市本宮1-7-27

019-631-1707

八幡平建設職組合

028-7111

宮古建設組合

027-0025 宮古市実田1-3-11

0193-63-7985

花北保険福祉組合

025-0072 花巻市四日町3-10-1

0198-23-2589

花巻建築業組合

025-0002 花巻市西宮野目2-231-6

0198-26-1320

西和賀技能者組合

029-5612 和賀郡西和賀町沢内大野20-31-6

0197-85-2795

北上建設組合

024-0092 北上市新穀町1-5-40

0197-63-6564

金ヶ崎町職工組合

029-4503 胆沢郡金ヶ崎町西根大平23-3

0197-44-3057

職業訓練法人 水沢職業訓練協会

023-0841 奥州市水沢真城中上野96-3

0197-23-3388

法人 水沢建築労働組合

023-0053 奥州市水沢大手町4-27

0197-24-5742

江刺建築組合

023-1101 奥州市江刺岩谷堂松長根18-2

0197-35-1622

釜石建設労働保険事務組合

026-0041 釜石市上中島町4-6-11

0193-27-2909

大槌建成組合

028-1122 上閉伊郡大槌町桜木町2-4

0193-42-7390

職業訓練法人 遠野職業訓練協会

028-0502 遠野市青笹町中沢8-1-8

0198-62-6310

一関建設組合

029-0131 一関市狐禅寺宇南田1-7

0191-23-3933

一関造園部会 一関職業訓練協会

021-0221 一関市舞川西平8-2

0191-31-7030

ＴＭＣ北東北建設労災組合

021-0053 一関市山目中野140-5 ササキビル中野3階

0191-25-5010

前沢町共職組合

029-4206 奥州市前沢陣場318

0197-56-6741

北洲工事部労災保険協力会

029-4211 奥州市前沢駅東3-5-3 ピアエスト201

Ⅰ－３

八幡平市大更35-63-85

八幡平市商工会館内

0195-76-2040

労働局へ問い合わせください

林業の事業
団

体

名

郵便番号

所

在

地

電話番号

雫石地区国有林材生産協同組合

020-0524 岩手郡雫石町寺の下47-1

019-692-0443

岩手南部国有林材生産協同組合

025-0092 花巻市大通り1-15-25

0198-24-8232

陸前高田労災保険特別加入組合

029-2203 陸前高田市竹駒町館121-1

0192-47-5870
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Ⅱ

特定作業従事者の団体

Ⅱ－１

指定農業機械作業従事者
団

体

名

郵便番号

所

在

地

電話番号

都南地域農業機械・労力銀行

020-0853 盛岡市下飯岡21-180

019-639-1323

岩手県農民連農業労災保険組合

020-0866 盛岡市本宮小林46-1

019-635-3721

新岩手農業協同組合労働保険事務組合

020-0667 滝沢市鵜飼向新田7-76

019-699-3348

岩手町農業機械利用組合連絡協議会

028-4307 岩手郡岩手町五日市12-60-2

0195-61-2511

岩手中央農業協同組合 矢巾労働保険事務組合

028-3615 紫波郡矢巾町南矢幅14-109

019-697-6211

岩手中央農協 紫波地域農業機械銀行

028-3307 紫波郡紫波町桜町上野沢38-1

019-672-1582

笹間地区労災保険加入組合

025-0132 花巻市北笹間13-45

0198-29-2425

太田地区労災保険加入組合

025-0037 花巻市太田31-319-2

0198-28-4141

北上地域農業機械銀行

024-0014 北上市流通センター19-33

0197-71-1300

北上市農協労災保険加入組合

024-0014 北上市流通センター19-33

0197-71-1300

藤根地区労働保険加入組合

024-0334 北上市和賀町藤根18-39-3

0197-73-5111

江釣子地区労災保険加入組合

024-0071 北上市上江釣子17-210-1

0197-77-2511

北上市西南地区農業機械銀行

024-0323 北上市和賀町煤孫10-11-1

0197-73-7116

金ヶ崎町酪農機械オペレーター組合

029-4503 胆沢郡金ヶ崎町西根高谷野原79-1124

0197-43-2773

水沢地域オペレーター協議会

023-0828 奥州市水沢東大通り1-8-17

0197-24-5106

江刺地域農業機械銀行受託者協議会

023-1101 奥州市江刺岩谷堂反町362-1

0197-35-0211

遠野地区労災保険加入組合

028-0541 遠野市松崎町白岩25-24-2

0198-62-9585

いわて平泉農協労災保険加入組合 指定農業機械作業従事者部会

029-0202 一関市川崎町薄衣久伝18-1

0191-34-4001

岩手ふるさと農業協同組合 衣川労災保険加入組合 029-4332 奥州市衣川古戸393-4

0197-52-3211

岩手ふるさと農協 前沢地域労災保険加入組合

029-4208 奥州市前沢七日町裏55

0197-56-2154

九戸村農業機械労災保険加入組合

028-6502 九戸郡九戸村伊保内7-25-1

0195-42-3111

Ⅱ－２

特定農作業従事者
団

体

名

郵便番号

所

在

地

電話番号

新岩手農業協同組合労働保険事務組合

020-0667 滝沢市鵜飼向新田7-76

019-699-3348

岩手中央農業協同組合 矢巾労働保険事務組合

028-3615 紫波郡矢巾町南矢幅14-109

019-697-6211

東和地域特定農作業者労災加入組合

028-0114 花巻市東和町土沢6区111

0198-42-3114

大迫労災保険加入組合

028-3203 花巻市大迫町大迫4-41

0198-48-3111

藤根地区労働保険加入組合

024-0334 北上市和賀町藤根18-39-3

0197-73-5111

水沢地域オペレーター協議会

023-0828 奥州市水沢東大通り1-8-17

0197-24-5106

江刺地域農機銀行受託者協議会

023-1101 奥州市江刺岩谷堂反町362-1

0197-35-0211

いわて平泉農協労災保険加入組合 特定農作業従事者部会

029-0202 一関市川崎町薄衣久伝18-1

0191-34-4001

ＴＭＣ北東北農業労災組合

021-0053 一関市山目中野140-5 ササキビル中野3階

0191-25-5010
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Ⅱ－３

介護作業従事者
団

体

名

郵便番号

所

在

地

有限会社 中央ケアサービス 介護作業従事者団体 020-0873 盛岡市松尾町2-3

電話番号

019-652-5255

有限会社 花巻看護婦家政婦紹介所 介護作業従事者団体

025-0063 花巻市下小舟渡71-2

0198-22-3665

有限会社 かまいしケアー・サービス 介護作業従事者団体

026-0301 釜石市鵜住居町12-38-22

0193-28-1043

有限会社 一関看護婦家政婦紹介所 介護作業従事者団体

021-0891 一関市桜木町7-19

0191-23-2505

Ⅱ－４

職場適応訓練従事者
団

体

名

岩手県商工労働観光部 定住推進・雇用労働室

Ⅱ－５

郵便番号

所

在

地

020-8570 盛岡市内丸10-1

電話番号

019-629-5593

事業主団体等委託訓練従事者
団

体

名

郵便番号

所

在

地

電話番号

岩手県商工労働観光部 定住推進・雇用労働室

020-8570 盛岡市内丸10-1

019-629-5593

岩手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

025-0001 花巻市天下田69-1

0198-23-5354

岩手労働局 総務部
労働保険徴収室
〒020-8522
盛岡市盛岡駅西通一丁目9-15
電話 019-604-3003
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