
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

岩手中央農業協同組合 労働保険事務組合 028-3307 紫波郡紫波町桜町上野沢38-1 019-676-3346

岩手県森林整備協同組合 020-0025 盛岡市大沢川原2-5-38 019-651-5522

盛岡管工事同業組合 020-0122 盛岡市みたけ5-10-48 019-641-2241

岩手県板金工業組合 020-0044 盛岡市城西町13-38 019-652-4001

盛岡市材木町商店街振興組合 020-0063 盛岡市材木町7-42 019-623-3845

盛岡大通商店街協同組合 020-0022 盛岡市大通1-11-8 019-623-7131

紫波町商工会 028-3305 紫波郡紫波町日詰東裏85-4 019-672-2244

雫石商工会 020-0527 岩手郡雫石町中町7-4 019-692-3321

岩手町商工会 028-4303 岩手郡岩手町江刈内9-65-1 0195-62-2760

葛巻町商工会 028-5402 岩手郡葛巻町葛巻13-7-28 0195-66-2658

八幡平市商工会 028-7111 八幡平市大更35-63-85 0195-76-2040

八幡平市商工会 安代支所 028-7533 八幡平市叺田70 0195-63-1001

盛岡商工会議所
(連絡先 盛岡商工会議所都南支所)

020-0834
盛岡市永井23-15-2
（盛岡商工会議所都南支所）

019-638-3399
（都南支所）

盛岡商工会議所 玉山支所 028-4125 盛岡市好摩芋田向85-29 019-682-0127

矢巾町商工会 028-3615 紫波郡矢巾町南矢幅8-261 019-697-5111

岩手県建設労働保険事務組合 020-0866 盛岡市本宮1-7-27 019-631-3280

公益財団法人 岩手労働基準協会 盛岡支部 020-0857 盛岡市北飯岡1-10-25 019-681-1076

盛岡労務協会 028-3614 紫波郡矢巾町又兵エ新田4-327 019-697-2100

職業訓練法人 岩手中央職業訓練協会 紫波支部 028-3305
紫波郡紫波町日詰郡山駅232
日詰町屋館内

019-676-4456

盛北労務協会 020-0132 盛岡市西青山3-27-19 019-647-3470

いわて医師協同組合 020-0024 盛岡市菜園2-8-20 019-626-3880

盛岡西労務協会 020-0122 盛岡市みたけ4-14-25 019-641-2162

協同組合 岩手県中小企業福祉労務協会 020-0821 盛岡市山王町10-6　山王ハイツ2階 019-651-2735

労働保険事務組合名簿
（令和4年4月1日現在）

○盛岡市・滝沢市・八幡平市・紫波郡・岩手郡
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岩手県美容業生活衛生同業組合 盛岡支部 020-0883 盛岡市志家町3-13 019-622-3516

岩商連 盛岡 労働保険事務組合 020-0873 盛岡市松尾町19-8 019-653-7117

一般社団法人 岩手県造園組合 020-0885 盛岡市紺屋町2-21 019-654-7009

職業訓練法人 岩手中央職業訓練協会 020-0807 盛岡市加賀野4-18-50 019-651-3001

岩手保険サービス協会 020-0061 盛岡市北山1-12-40 019-624-4441

滝沢市商工会 020-0655 滝沢市鵜飼御庭田92-3 019-684-6123

岩手ＳＲ経営労務センター 020-0821 盛岡市山王町1-1 019-651-2373

盛岡小売酒販組合 020-0063 盛岡市材木町2-26 近三ビル3階 019-604-6672

ＴＳＣ岩手 020-0022 盛岡市大通3-3-10 七十七日生盛岡ビル5階 019-618-0627

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

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

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

一般社団法人 釜石医師会 026-0034 釜石市中妻町3-6-10 0193-23-7875

釜石小売酒販組合 026-0121 釜石市唐丹町大曾根107-44 0193-55-5237

釜石商工会議所 026-0021 釜石市只越町1-4-4 0193-22-2434

公益財団法人 岩手労働基準協会 釜石支部 026-0041 釜石市上中島町2-7-36 サンパルク1階 0193-55-4380

遠野商工会 028-0522
遠野市新穀町6-1
遠野市まちおこしセンター1階

0198-62-2456

遠野商工会 宮守支所 028-0304 遠野市宮守町下宮守30-48-2 0198-67-2230

大槌商工会 028-1111 上閉伊郡大槌町新町38-1 0193-42-2536

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

職業訓練法人 釜石職業訓練協会 026-0001 釜石市平田3-75-1 0193-26-7000

釜石商工労働保険事務組合 026-0034 釜石市中妻町3-2-5 パール商会ビル2階 0193-27-5007

○釜石市・遠野市・上閉伊郡
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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

公益財団法人 岩手労働基準協会 宮古支部 027-0038 宮古市小山田2-9-5 0193-62-4906

協同組合 日専連宮古 027-0082 宮古市向町4-32 0193-64-2000

岩泉商工会 027-0501 下閉伊郡岩泉町岩泉中野40-42 0194-22-3245

職業訓練法人 宮古職業訓練協会 027-0053 宮古市長町2-6-1 0193-63-6688

船越湾漁業協同組合 028-1371 下閉伊郡山田町船越13-104 0193-84-2121

山田町商工会 028-1351 下閉伊郡山田町長崎3-6-18 0193-82-2515

田野畑村商工会 028-8407 下閉伊郡田野畑村和野532-13 0194-34-2304

宮古商工会議所 027-0074 宮古市保久田7-25 0193-62-3233

宮古商工会議所 川井支所 028-2302 宮古市川井2-119-1 0193-76-2120

宮古商工会議所 田老支所 027-0307 宮古市田老1-3-4 2階 0193-87-3114

宮古商工会議所 新里支所 028-2101 宮古市茂市3-159-1 0193-72-2231

岩商連 宮古 労働保険事務組合 027-0073 宮古市緑ヶ丘3-31 ミンショウ会館内 0193-63-1346

宮古労働保険協会 027-0054 宮古市太田1-4-66 0193-64-6477

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

花北保険福祉組合 025-0072 花巻市四日町3-10-1 0198-23-2589

花巻農業協同組合 025-8504 花巻市野田316-1 0198-23-0985

花巻商工会議所 025-0075 花巻市花城町10-27 0198-23-3381

花巻商工会議所 石鳥谷支所 028-3101 花巻市石鳥谷町好地6-10-3 0198-45-4488

花巻商工会議所 東和支所 028-0114
花巻市東和町土沢8区60
花巻市東和総合支所1階

0198-42-3155

花巻商工会議所 大迫支所 028-3203 花巻市大迫町大迫3-203 0198-48-3230

花巻労働保険協会 025-0097 花巻市若葉町1-6-18 0198-41-9165

花巻労務経営協会 025-0084 花巻市桜町4-261-2 ロイヤルハイツⅢ103 0198-23-2250

花巻南労務協会 025-0075 花巻市花城町12-6 0198-22-5059

職業訓練法人 花巻職業訓練協会 025-0312 花巻市二枚橋5-6-22 0198-26-1275

岩商連 花巻 労働保険事務組合 025-0032 花巻市上諏訪353-8 0198-24-9431

○宮古市・下閉伊郡

○花巻市
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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

職業訓練法人 一関職業訓練協会 021-0221 一関市舞川西平8-2 0191-31-7030

一関商工会議所 021-0867 一関市駅前1 0191-23-3434

一関商工会議所 千厩支所 029-0803 一関市千厩町千厩字町浦9-13 0191-53-2735

一関商工会議所 大東支所 029-0523 一関市大東町摺沢但馬崎66-1 0191-75-2448

一関商工会議所 東山支所 029-0302 一関市東山町長坂羽根堀1 0191-47-2492

一関商工会議所 藤沢支所 029-3405 一関市藤沢町藤沢町裏212 0191-63-2050

一関商工会議所 花泉支所 029-3105 一関市花泉町涌津一ﾉ町36-1 0191-82-3130

一関商工会議所 川崎支所 029-0202 一関市川崎町薄衣法道地21-21 0191-43-2440

一関商工会議所 室根支所 029-1201 一関市室根町折壁大里122-8 0191-64-2063

公益財団法人 岩手労働基準協会 一関支部 021-0873 一関市台町8-23 0191-23-7729

平泉商工会 029-4102 西磐井郡平泉町平泉志羅山152-2 0191-46-3560

東磐労働保険事務組合 029-0803 一関市千厩町千厩字上駒場360-4 0191-52-2879

岩商連 一関 労働保険事務組合 021-0032 一関市末広2-6-33 0191-23-8329

一関労務協会 021-0013 一関市宮下町12-24 0191-23-6068

ＴＭＣ岩手労働保険組合 021-0053 一関市山目中野140-5 ササキビル中野3階 0191-25-5010

いわて平泉農業協同組合
（連絡先　営農部 営農振興課）

021-0202 一関市川崎町薄衣久伝18-1 0191-34-4001

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

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

水沢鋳物工業協同組合 023-0132 奥州市水沢羽田町明正131 0197-24-1551

奥州商工会議所 023-0818 奥州市水沢東町4 0197-24-3141

奥州商工会議所 江刺支所 023-1111 奥州市江刺大通り3-14 0197-35-2514

奥州商工会議所 胆沢支所 023-0403 奥州市胆沢若柳相馬檀144 0197-46-3131

奥州商工会議所 衣川支所 029-4332 奥州市衣川古戸403-6 0197-52-3518

金ケ崎町商工会 029-4503 胆沢郡金ケ崎町西根伊勢分23-5 0197-42-2710

前沢商工会 029-4208
奥州市前沢字七日町裏71
奥州市前沢総合支所2階

0197-56-2105

岩手県調騎会 023-0831 奥州市水沢姉体町字阿久戸1-2
0197-22-8390
（内272）

○一関市・西磐井郡

○奥州市・胆沢郡
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水沢労働保険協会 023-0042 奥州市水沢柳町103 0197-25-8501

胆江労働福祉協会 023-0032 奥州市水沢多賀90-3 0197-23-5368

胆南労務協会 023-0003
奥州市水沢佐倉河東広町3-5
オフィス慶徳1号室

0197-47－4915

岩商連 胆江 労働保険事務組合 023-0056 奥州市水沢字久田62 0197-24-0716

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

北上商工会議所 024-0031 北上市青柳町2-1-8 0197-65-4211

北上商工会議所 和賀町支所 024-0331
北上市和賀町横川目10-20-3
和賀町総合福祉センター１階

0197-72-3136

岩手県理容生活衛生同業組合 北上支部 024-0035 北上市花園町2-4-31 0197-63-6712

西和賀商工会 029-5512 和賀郡西和賀町川尻40-73-11 0197-82-2270

職業訓練法人 北上職業訓練協会 024-0051 北上市相去町山田2-42 0197-81-5577

北上機械鉄工業協同組合 024-0011 北上市堤ケ丘2-1-88 0197-63-2251

北上労働保険協会 024-0083 北上市柳原町4-9-13 0197-65-0111

岩商連 北上 労働保険事務組合 024-0063 北上市九年橋3-9-20 0197-63-6394

北和中小企業協会 024-0094
北上市本通り1-8-32
（高橋社会保険労務士事務所）

0197-65-0363

花北労務協会 024-0044 北上市村崎野15-78-12 0197-72-5461

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

職業訓練法人 陸前高田職業訓練協会 029-2205 陸前高田市高田町字馬場前202 0192-55-3995

岩商連 大船渡 労働保険事務組合 022-0003 大船渡市盛町御山下10-6 0192-26-4817

大船渡商工会議所 022-0003 大船渡市盛町中道下2-25 0192-26-2141

公益財団法人 岩手労働基準協会 大船渡支部 022-0003
大船渡市盛町中道下2-25
大船渡商工会議所別棟2階

0192-47-3882

陸前高田商工会 029-2205 陸前高田市高田町字荒町104-6 0192-55-3300

陸前高田市森林組合 029-2203 陸前高田市竹駒町館121-1 0192-47-5870

住田町商工会 029-2311 気仙郡住田町世田米世田米駅33 0192-46-2311

大船渡労働保険協会 022-0004 大船渡市猪川町下権現堂10-6 0192-27-0380

職業訓練法人 気仙職業訓練協会 022-0003 大船渡市盛町みどり町13-4 0192-27-2671

大船渡リアス労務協会 022-0004 大船渡市猪川町前田4-8 0192-27-4413

○北上市・和賀郡

○大船渡市・陸前高田市・気仙郡
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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

二戸市商工会 028-6101 二戸市福岡横丁24 0195-23-4361

二戸市商工会 浄法寺支所 028-6854 二戸市浄法寺町下前田37-4 0195-38-2416

職業訓練法人 二戸職業訓練協会 028-6104 二戸市米沢荒谷76-2 0195-23-3040

一戸町商工会 028-5312 二戸郡一戸町一戸砂森119-3 0195-33-2354

軽米町商工会 028-6302 九戸郡軽米町軽米4-47 0195-46-2711

九戸村商工会 028-6502 九戸郡九戸村伊保内11-47-1 0195-42-2230

二戸労務協会 028-6101 二戸市福岡五日町73 0195-25-4611

公益財団法人 岩手労働基準協会 二戸支部 028-6103 二戸市石切所荷渡21-6 0195-23-5521

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

洋野町商工会 028-7914 九戸郡洋野町種市23-27-1 0194-65-4111

洋野町商工会 大野支所 028-8802 九戸郡洋野町大野58-12-33 0194-77-2505

普代商工会 028-8332 下閉伊郡普代村第９地割字銅屋13-2 0194-35-2132

久慈商工会議所 028-0065 久慈市十八日町1-45 0194-52-1000

久慈市商業協同組合 028-0065 久慈市十八日町2-14 0194-53-2000

野田村商工会 028-8201 九戸郡野田村大字野田19-117 0194-78-2012

職業訓練法人 久慈職業訓練協会 028-0051 久慈市川崎町17-5 0194-52-3343

岩商連 久慈 労働保険事務組合 028-0023 久慈市新中の橋4-108-5 0194-52-0230

○久慈市・九戸郡（軽米町・九戸村を除く）・下閉伊郡

○二戸市・二戸郡・九戸郡（洋野町・野田村を除く）

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１丁目９－１５

盛岡第２合同庁舎５階

電話 ０１９－６０４－３００３
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