一人親方等及び特定作業従事者の団体名簿
（個人タクシー、個人貨物運送業者）
種類
番号

名

称

特１ 神奈川個人タクシー協同組合

郵便番号

所在地

電話番号

235-0017

横浜市磯子区新磯子町6-10

045-755-2111

神奈川建設建設資材関係厚生協会
運輸分会

231-0025

横浜市中区松影町2-7-17
リバーハイツ石川町304号

045-662-2340

特１ 全国赤帽労災防止組合神奈川地区本部

232-0056

横浜市南区通町2-33

045-315-6870

特１ 神奈川ＳＲ経営労務センター

231-0005

横浜市中区本町4-36
朝日生命横浜本町ビル8F

045-212-5269

222-0001

横浜市港北区樽町2-1-21

045-542-4316

特１ 軽運送労災防止組合

244-0002

横浜市戸塚区矢部町1205-A-101

045-865-9290

特１ 川崎個人タクシー協同組合

210-0802

川崎市川崎区大師駅前2-9-14

044-222-1616

特1 足柄上商工会

258-0003

足柄上郡松田町松田惣領2083-2

0465-83-3211

特1 相模中央建設組合

252-0322

相模原市南区相模台1-14-3

042-746-9845

特１

特１

全建総連神奈川土建一般労働組合
横浜支部

1

（建設業の一人親方）
種類
番号

名

称

郵便番号

所在地

電話番号

特２ 横浜石工連合労働保険組合

231-0055

横浜市中区末吉町4-71

045-231-4366

特２ 金沢建設労働保険事務組合

236-0022

横浜市金沢区町屋町3-15

045-781-4840

特２ 神奈川建設建設資材関係厚生協会

231-0025

公益社団法人

特２ 東京電気管理技術者協会神奈川支部

231-0032

特２ 神奈川県板金工業組合

231-0024

特２ 横浜市労務協会建設親方組合

232-0061

特２

全建総連神奈川土建一般労働組合
南横浜支部

横浜市中区松影町2-7-17
リバーハイツ石川町304
横浜市中区不老町3-12
第3不二ビル8階
横浜市中区吉浜町1-9
エトアール吉浜504
横浜市南区大岡3-24-7
横浜市労務協会内

045-662-2340
045-662-3735
045-662-2164
045-711-3454

235-0045

横浜市磯子区洋光台3-4-1

045-831-9092

特２ 神奈川総合福祉協会

231-0011

横浜市中区太田町6-79
Absolute横濱馬車道ビル601

045-201-9235

特２ 一般社団法人横浜南青色申告会

232-0017

横浜市南区宿町2-44-6

045-713-3111

特２ 神奈川県室内装飾事業協同組合

231-0015

特２ 横浜中央労務管理協会

231-0033

特２ 港都労務協会

231-0047

特２ 神奈川経営労務協会

235-0023

特２ 神奈川ＳＲ経営労務センター

231-0005

特２

労働保険事務組合
神奈川総合事務センター

特２ 神奈川県中小建設業協会
特２

全建総連神奈川土建一般労働組合
横浜中央支部

231-0002
231-0015
232-0056

横浜市中区尾上町3-43
横浜エクセレント関内３階Ａ
横浜市中区長者町5-75-1
スクエア長者町502
横浜市中区羽衣町3-55-1
VORT横浜関内BLD 4Ｆ
横浜市磯子区森3-3-17-306
横浜市中区本町4-36
朝日生命横浜本町ビル8F
横浜市中区海岸通4‐23
大宗マリンビル10階
横浜市中区尾上町5-80
神奈川中小企業センター2F
横浜市南区通町1-6-6

045-662-5650
045-251-3391
045-231-8023
045-752-2075
045-212-5269
045-650-9066
045-633-5123
045-722-8727

2

種類
番号

名

特２

一般社団法人
神奈川県建設産業協会

称

郵便番号
231-0011

所在地
横浜市中区太田町1-4-2
関内川島ビル2Ｆ
横浜市中区本町3-24
本町中央ビル６０８号
横浜市中区本町4-43
A-PLACE馬車道8階

電話番号
045-264-4101

特２ 労働保険事務組合港南経営者協会

231-0005

特２ 神奈川県ボイラー整備業協同組合

231-0005

神奈川県電気工事工業組合
鶴見地区本部

230-0051

横浜市鶴見区鶴見中央3-26-4

045-501-1551

特２ 横浜建設一般労働組合鶴見支部

230-0072

横浜市鶴見区梶山1-7-1

045-572-1053

特２ 鶴見建設業組合

230-0051

横浜市鶴見区鶴見中央1-2-4-508

045-502-5210

特２ 鶴見青色申告会労働保険事務組合

230-0051

横浜市鶴見区鶴見中央4-39-9

045-521-1145

特２ 神奈川労務管理協会建設業部会

230-0051

横浜市鶴見区鶴見中央4-32-1
UNEXビル402

045-501-1551

特２ 京浜労務研究会

230-0012

横浜市鶴見区下末吉1-13-3

045-580-0511

230-0051

横浜市鶴見区鶴見中央4-32-5
OIビル2F

045-508-5101

特２ 横浜協同建設会

220-0046

横浜市西区西戸部町3-283

045-231-7906

特２ 神奈川県建設業建友会

220-0004

特２ 横浜労務管理協会

221-0835

特２ ミサワホーム建友会労働保険事務組合

221-0865

特２ 三井住友建設横浜支店真栄会

221-0052

特２ サガミオフィスサポート

222-0026

横浜市港北区篠原町1268-7

045-401-7182

特２ 南富士一人親方労災組合

224-0057

横浜市都筑区川和町2502-1

045-930-3020

特２ 内装業労災安全協力会

223-0066

横浜市港北区高田西5-19-15

特２

特２

全建総連神奈川土建一般労働組合
横浜鶴見支部

横浜市西区北幸2-8-19
横浜西口Kビル7F
横浜市神奈川区鶴屋町3-31-5
久保田ビル7階
横浜市神奈川区片倉1-21-19
有限会社アフィック内
横浜市神奈川区栄町5-1
横浜クリエーションスクエア17階

045-226-5271
045-201-7154

045-548-6633
045-314-0961
045-488-0210
045-393-1803

03-6276-5503
（事務委託先NFコンサルティング）

3

種類
番号

名

称

郵便番号

所在地

電話番号

全建総連神奈川土建一般労働組合
横浜支部

222-0001

特２ 労働保険事務組合横浜経営者協会

220-0023

特２ 社団法人神奈川青色申告会

221-0822

特２ 労働保険事務組合京浜労基協会

220-0051

特２ 横浜建設事務センター

221-0834

特２ 神奈川労働保険事務組合

225-0011

特２ 港北商栄会

226-0021

特２ 緑経営労務管理協会

227-0062

特２ システム・ポート労働保険事務組合

224-0037

横浜市都筑区茅ヶ崎南1-3-6-1101

045-948-1311

特２ 横浜緑民主商工会

226-0025

横浜市緑区十日市場町872-2

045-983-8101

227-0062

横浜市青葉区青葉台2-32-8

045-985-1903

特２ 神奈川セキスイハウス会

222-0026

横浜市港北区篠原町１２６８－７

045-401-7182

特２ 横浜建築職組合

244-0003

横浜市戸塚区戸塚町4859

045-864-0455

244-0816

横浜市戸塚区上倉田町449-2-106

045-881-8558

特２ 新征建設建友会

240-0067

横浜市保土ヶ谷区常盤台63-3
新征建設株式会社内

045-333-4556

特２ 一人親方労災保険協会

244-0817

横浜市戸塚区吉田町１４７番地

050-3618-0266

特２

特２

特２

特２

全建総連神奈川土建一般労働組合
横浜緑支部

社団法人
戸塚青色申告会建設業組合

社団法人
保土ヶ谷青色申告会建設業組合

240-0044

横浜市港北区樽町2-1-21
横浜市西区平沼1-37-5
中沢ビル3F
横浜市神奈川区西神奈川2-9-11
リキヨビル2F
横浜市西区中央2-53-2
吉沢ビル2F
横浜市神奈川区台町16-12
浜建労新会館3F
横浜市青葉区あざみ野1-32-7
ヒラノマンション401号室
横浜市緑区北八朔町46
石川労務管理事務所内
横浜市青葉区青葉台2‐5‐10
フォーリアヴェルデ502号

横浜市保土ヶ谷区仏向町154-2
ゴトービル2階
横浜市保土ヶ谷区上星川3-4-10
NYビル2F

045-542-4316
045-321-0633
045-433-5221
045-322-4305
045-322-4306
045-321-5361
045-903-4602
045-933-3883
045-532-6715

045-442-7201

特２ 中小企業振興会

240-0042

045-373-1201

特２ 横浜建設組合連合会

241-0024

横浜市旭区本村町17-1ライオンズマンション二俣川５１３

045-744-7300

特２ 旭・瀬谷電気工事協同組合

241-0816

横浜市旭区笹野台3-5-9

045-391-3460

4

種類
番号
特２

名

称

全建総連神奈川土建一般労働組合
横浜西支部

郵便番号

所在地

電話番号

241-0821

横浜市旭区二俣川1-86-8

045-367-4624

特２ 中小企業経営協力会

246-0023

横浜市瀬谷区阿久和東2-5-13

045-360-5560

特２ 神建経協事務組合

244-0802

横浜市戸塚区平戸1-13-24-701

045-315-6608

特２ 経営労務管理センター

244-0801

横浜市戸塚区品濃町550-7広進ビル4F

045-828-3860

245-0014

横浜市泉区中田南3-6-5

045-800-1345

特２ 川崎地区建設組合協議会

212-0016

川崎市幸区南幸町2-21
シノックスプラザ302

044-555-5101

特２ 川崎建築労働保険事務組合

210-0804

川崎市川崎区藤崎1-13-27

044-222-4447

特２ 川崎建設一般労働組合

210-0002

川崎市川崎区榎町2-4

044-211-2508

特２ 川崎市管工事業協同組合

210-0004

川崎市川崎区宮本町5-5

044-222-7700

210-0837

川崎市川崎区渡田1-11-14

044-355-0456

特２ 大島商工中央会

210-0023

川崎市川崎区小川町１４－２４－１３０２

044-233-9787

特２ 川崎中央労務協会

210-0023

川崎市川崎区小川町１４－２４－１３０２

044-233-9787

特２ 共栄労務協会

210-0818

川崎市川崎区中瀬２－６－１5

044-233-7718

特２ 経営労務福祉協会

212-0058

川崎市幸区鹿島田1-4-3
CLASSIMO 501

044-201-8969

212-0057

川崎市幸区北加瀬1-9-1

044-588-9339

特２

特２

特２

全建総連神奈川土建一般労働組合
横浜戸塚支部

全建総連神奈川土建一般労働組合
川崎支部

協同組合
川崎中小企業建設親方組合

川崎市川崎区宮前町8-14
竹原ビル3F
川崎市川崎区東田町5-3
ホンマビル5Ｆ

特２ 川崎市商工業協同組合

210-0012

044-211-4900

特２ 成栄労働保険協会

210-0005

特２ 中原建設連合会

211-0041

川崎市中原区下小田中2-5-10

044-751-4311

特２ 川崎北部建職建設労働保険事務組合

214-0022

川崎市多摩区堰1-18-17

044-833-7551

特２ 首都圏建設産業ユニオン川崎支部

213-0011

川崎市高津区久本3-16-11

044-822-7412

044-244-9400

5

種類
番号

名

称

郵便番号

所在地

電話番号

特２ 神奈川県電気工事工業組合川崎北地区本部

214-0008

川崎市多摩区菅北浦2-17-22
サンシティ北浦104号室

044-411-0587

特２ 川崎中部建設労働保険事務組合

211-0067

川崎市中原区今井上町1-22

044-722-4445

213-0035

川崎市高津区向ヶ丘21-17

044-865-7936

特２ 川崎北労働保険協会建設部会

211-0021

川崎市中原区木月住吉町25-20

044-433-6649

特２ 神奈川中小企業商工会

214-0022

川崎市多摩区堰3-4-21
ニックハイム106

044-822-1231

特２ 川崎北青色申告会

213-0014

川崎市高津区新作6-16-12

044-862-8685

214-0012

川崎市多摩区中野島3-23-28
リバーサイド多摩A

044-931-3336

特２ 神奈川建設労災事務センター

211-0043

川崎市中原区新城中町19－１３－１０３

044-982-7487

特２ 横須賀北部建設組合

237-0068

横須賀市追浜本町2-1-164

046-865-8409

特２ 社団法人横須賀三浦建設協会

238-0017

横須賀市上町3-2

046-822-5479

特２ 三浦建設業組合

238-0101

三浦市南下浦町上宮田3040

046-888-5321

特２ 久里浜建設工業組合

239-0831

横須賀市久里浜1-2-28

046-836-6327

特２ 浦賀建設工連合会

239-0822

横須賀市浦賀町5-4-1

046-841-9497

特２ 葉山町商工会労働保険事務組合

240-0112

三浦郡葉山町堀内1883-3

046-875-2810

特２ 逗子葉山建設組合

249-0006

逗子市逗子5-3-4
サンハイツⅢ101

046-871-2651

238-0006

横須賀市日の出町1-12-8

046-824-1049

特２ 大協労働福祉協力会

238-0024

横須賀市大矢部2-9-20
株式会社大神設備工業内

046-835-1882

特２ ヨコソー安全衛生協力会

238-0023

横須賀市森崎1-17-18

046-834-5191

特２ 横三塗協労災保険事務組合

238-0004

特２

特２

特２

全建総連神奈川土建一般労働組合
川崎中央支部

全建総連神奈川土建一般労働組合
川崎西支部

横須賀電気工事協同組合
労働保険事務組合

横須賀市小川町23-1
フドウ横須賀三笠ハイツ213

046-822-7504
6

種類
番号

名

称

郵便番号

所在地

電話番号

特２ 労働保険事務組合関東商工業組合

238-0042

横須賀市汐入町2-47
菱倉会計事務所内

046-824-0429

全建総連神奈川土建一般労働組合
横須賀三浦支部

239-0807

横須賀市根岸町4‐1‐28

046-835-7720

249-0004

逗子市沼間1-5-1

046-873-2774

249-0008

逗子市小坪1-1270-3

046-761-3888

特２ 湘央建設組合

254-0076

平塚市新町5-25

0463-31-2089

特２ 大磯一般建設労働保険組合

255-0005

中郡大磯町西小磯348

0463-61-4711

特２ 二宮建築総合互助会

259-0123

中郡二宮町二宮1156-4
二宮町商工会館内

0463-71-1082

特２ 平塚民主商工会

254-0811

平塚市八重咲町24-35

0463-21-1631

特２ 相模労務研究会

254-0014

平塚市四之宮2-2-38
社会保険労務士野崎事務所内

0463-21-3477

特２ 平塚労働保険協会

254-0044

平塚市錦町11-5

0463-72-7058

特２ 神奈川商工振興会

259-0131

中郡二宮町中里2-21-12

046-231-6979

特２ 湘南電設業協同組合

254-0018

平塚市東真土2-20-31

0463-55-5990

特２ Naito事務所一人親方組合

257-0035

秦野市本町2-1-27
内藤ビル4F

0463-82-1268

特２ 平塚産業能率協会

254-0054

平塚市中里23番3-2号

0463-30-3222

特２ 秦野商工会議所

257-8588

秦野市平沢2550-1

0463-81-1355

特２ 西湘企業団労働保険事務組合

257-0052

秦野市上今川町4-11

0463-81-3602

特２ 電気工事秦野支部労働保険事務組合

257-0052

秦野市上今川町4-11

0463-81-3602

全建総連神奈川土建一般労働組合
平塚支部

254-0087

平塚市豊田本郷1734

0463-33-3400

特２ 大船建築職組合労働保険事務組合

247-0056

鎌倉市大船4-16-22

0467-46-2906

特２

特２ 逗子市商工会労働保険事務組合
特２

特２

全建総連神奈川土建一般労働組合
鎌倉逗子葉山支部
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種類
番号

名

称

郵便番号

所在地

電話番号

特２ 湘南建設労働保険事務組合

251-0054

藤沢市朝日町19-10

0466-25-1415

特２ 寒川建築組合

253-0106

高座郡寒川町宮山141-1

0467-75-0185

特２ 建設美装ワイ・ケー会

247-0056

鎌倉市大船4-11-17

0467-46-7218

特２ 茅ヶ崎建築板金組合

253-0073

茅ヶ崎市中島111-3

0467-88-2589

特２ 湘栄労務管理協会

253-0101

高座郡寒川町倉見401-5

0467-75-1638

特２ 相模労務センター

253-0061

茅ヶ崎市南湖5-18-40

0467-82-8515

特２ 湘南共栄会

251-0871

特２ 湘和企業労働保険協会

253-0017

特２ 神奈川県建具協同組合

252-0815

藤沢市石川6-18-38

0466-87-8655

253-0083

茅ヶ崎市西久保７６８

0467-84-1075

251-0871

藤沢市善行1-16-15

0466-83-4516

251-0042

藤沢市辻堂新町1-2-21

0466-35-5888

252-0815

藤沢市石川2-25-17

0466-88-3643

253-0085

茅ヶ崎市矢畑1063-1

0467-57-0050

247-0073

鎌倉市植木501-6

0467-42-7150

250-0863

小田原市飯泉174-3

0465-47-2056

特２ 小田原大工職組合

250-0012

小田原市本町1-9-12

0465-24-3318

特２ 小田原市橘商工会

256-0813

小田原市前川391

0465-43-0113

特２ 小田原建築板金組合

250-0522

足柄下郡箱根町元箱根106-19

0460-83-7343

労働保険事務組合
茅ヶ崎労務指導協会
神奈川県電気工事工業組合
特２
藤沢地区本部労災事務局
特２

特２ 湘南青色申告会
全建総連神奈川土建一般労働組合
湘南支部
全建総連神奈川土建一般労働組合
特２
茅ヶ崎寒川支部
特２

特２ ハミドリ一人親方会
特２

小田原電設業協同組合
労働保険事務組合

藤沢市善行7-8-36
広枝ハイツ101号佐々木事務所内
茅ヶ崎市松林3-7-22
大山経営労務士事務所内

0466-81-6688
0467-51-3349
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種類
番号

名

称

郵便番号

所在地

電話番号

特２ 真鶴町商工会

259-0201

足柄下郡真鶴町真鶴1875-6

0465-68-0033

特２ 湯河原町商工会

259-0303

足柄下郡湯河原町土肥1-7-1

0465-63-0111

特２ 小田原工友会

250-0216

小田原市高田277

0465-42-4665

特２ 南足柄市商工会

250-0105

南足柄市関本961

0465-74-1346

256-0816

小田原市酒匂1374-18

0465-47-1700

特２ 足柄上商工会

258-0003

足柄上郡松田町松田惣領2083-2

0465-83-3211

特２ 厚木建築職組合

243-0004

厚木市水引1-15-18

046-224-7538

特２ 大和建設綜合組合

242-0018

大和市深見西6-6-24-105

046-261-8917

242-0021

大和市中央5-1-4 大和商工会議所会館３階

046-261-0650

243-0017

厚木市栄町2-3-20

046-295-1010

243-0422

海老名市中新田3-8-9
伊勢宮ビル2階

046-235-3515

242-0029

大和市上草柳1-4-9

046-200-5388

特２ 綾瀬建設総合組合

252-1107

綾瀬市深谷中4-9-17

0467-70-2811

特２ 愛甲商工会

243-0301

愛甲郡愛川町角田104-4

046-286-3672

242-0006

大和市南林間1-7-7
アンシャンテビル３階

046-274-3361

243-0211

厚木市三田2-13-18

046-242-3992

243-0438

海老名市めぐみ町6-2

046-231-5865

252-0016

座間市西栗原1-7-33

046-255-3215

252-0302

相模原市南区上鶴間6-11-11

042-745-8140

特２

全建総連神奈川土建一般労働組合
西相支部

神奈川県電気工事工業組合
大和地区本部
神奈川県電気工事工業組合
特２
厚木地区本部
特２

特２ 海老名市建築職組合
特２

全建総連神奈川土建一般労働組合
大和支部

大和民主商工会
労働保険事務組合
全建総連神奈川土建一般労働組合
特２
厚木支部
海老名商工会議所
特２
建設労災組合
全建総連神奈川土建一般労働組合
特２
座間海老名支部
特２

特２ 相模大野建設組合
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種類
番号

名

称

郵便番号

所在地

特２ 相模原総合建設労働保険事務組合

252-0232

特２ 県央総合建設業協会

252-0239

特２ 相模建職組合

252-0239

特２ 関東建設業協同組合

252-0303

相模原市南区相模大野3-20-1

042-765-5500

特２ 津久井建業組合

252-0159

相模原市緑区三ヶ木423-1

042-784-1379

特２ 相模中央建設組合

252-0321

相模原市南区相模台1-14-2

042-746-9845

特２ 相模湖商工会

252-0171

相模原市緑区与瀬896

042-684-3347

特２ 城山商工会

252-0105

相模原市緑区久保沢2-5-1

042-782-3338

全建総連神奈川土建一般労働組合
相模原支部

252-0239

相模原市中央区中央2-4-10

042-754-8023

特２ 労働保険事務組合湘北労務研究会

252-0239

相模原市中央区中央3-12-3
相模原商工会館本館２階

042-755-0134

特２ 社団法人相模原青色申告会建設業組合

252-0239

相模原市中央区中央3-11-5

042-756-4104

特２ 中小企業振興会

252-0311

相模原市南区東林間4-9-12

042-743-0222

特２ 高相建設業組合

252-0326

相模原市南区新戸1888

046-256-2321

特２ 神奈川建設ユニオン

252-0239

相模原市中央区中央2-13-12-2階

042-750-4144

特２

相模原市中央区矢部3-8-13

電話番号

相模原市中央区中央6-12-1
榎本第一ビル6号
相模原市中央区中央6-13-4
相模原ニチジュンビル3階307

042-757-0950
042-756-2253
042-755-5212
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（林業の一人親方）
種類
番号

名

称

特４ 足柄上商工会

郵便番号
258-0003

所在地
足柄上郡松田町松田惣領2083-2

電話番号
0465-83-3211

（医薬品の配置販売業者）
種類
番号

名

称

特５ 公益社団法人神奈川県医薬品配置協会

郵便番号
235-0007

所在地
横浜市磯子区西町14-11
神奈川県総合薬事保健センター408

電話番号
045-753-2361

（再生資源取扱業者）
種類
番号

名

称

郵便番号

所在地

電話番号

神奈川経営労務管理協会
関東ＪＣ協輸会

211-0025

川崎市中原区木月2-24-10-1F

044-411-0587

特６ 神奈川県資源回収商業協同組合

220-0023

横浜市西区平沼1-40-17-311

045-543-2706

特６
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（指定農業機械従事者）
種類
番号

名

称

郵便番号

所在地

電話番号

特８ J Aセレサ川崎農業労災保険加入組合

216-0033

川崎市宮前区宮崎2-13-38

044-877-2509

特８ 三浦市農業協同組合

238-0111

三浦市初声町下宮田3024-1

046-888-9005

特８ 秦野市農協農業労災組合

257-0015

秦野市平沢477

0463-81-7800

特８ 湘南農協労働保険事務組合

259-1142

伊勢原市田中250

0463-93-8116

特８ さがみ農業協同組合

252-0804

藤沢市湘南台5-14-10

0466-48-2501

250-0874

小田原市鴨宮627

0465-47-8176

特８ 厚木市農業協同組合

243-0004

厚木市水引2-9-2

046-221-2273

特８ 県央愛川農協労災組合

243-0303

愛甲郡愛川町中津747

046-286-2111

特８ 津久井郡農業協同組合

252-0157

相模原市緑区中野550

042-784-1321

特８ 相模原市農協農業労災保険加入組合

252-0237

相模原市中央区千代田1-2-17

042-755-2111

特８ 横浜農協農業労災組合

241-0821

横浜市旭区二俣川1‐6‐21

045-942-2314

特８

かながわ西湘農業協同組合
労働保険事務組合

（金属等の加工、洋食器加工作業）
種類
番号
特10 横浜東民主商工会

名

称

郵便番号
221-0823

所在地
横浜市神奈川区二ッ谷町11-13

電話番号
045-324-2767
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（事業主団体等委託訓練従事者）
種類
番号

名

称

特15 神奈川県委託訓練生組合
港湾職業能力開発短期大学校横浜校
事業主団体委託訓練生組合
関東職業能力開発促進センター
特15
事業主団体等委託訓練生組合
特15

郵便番号

所在地

電話番号

231-8588

横浜市中区日本大通1
神奈川県産業労働局労働部 産業人材課内

045-210-5715

231-0811

横浜市中区本牧ふ頭1

045-621-5932

241-0824

横浜市旭区南希望ヶ丘78

045-391-2848

（特定農作業従事者）
種類
番号

名

称

郵便番号

所在地

電話番号

特16 J Aセレサ川崎農作業労災保険加入組合

216-0033

川崎市宮前区宮崎2-13-38

044-877-2509

特16 よこすか葉山農業協同組合

238-0315

横須賀市林3-1-11

046-857-9656

特16 秦野市農協農業労災組合

257-0015

秦野市平沢477

0463-81-7800

特16 湘南農協労働保険事務組合

259-1142

伊勢原市田中250

0463-93-8116

特16 さがみ農業協同組合

252-0804

藤沢市湘南台5-14-10

0466-48-2501

かながわ西湘農業協同組合
労働保険事務組合

250-0874

小田原市鴨宮627

0465-47-8176

特16 県央愛川農協特定農作業労災組合

243-0303

愛甲郡愛川町中津747

046-286-2111

特16 厚木市農協特定農作業労災組合

243-0004

厚木市水引2-9-2

046-221-2273

特16 津久井郡農業協同組合

252-0157

相模原市緑区中野550

042-784-1321

特16 相模原市農協農業労災保険加入組合

252-0237

相模原市中央区千代田1-2-17

042-755-2111

特16 横浜農協農業労災組合

241-0821

横浜市旭区二俣川1‐6‐21

045-942-2314

特16
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（介護作業従事者）
種類
番号

名

称

特18 元町ケアサービス介護作業従事者団体

郵便番号

所在地

電話番号

231-0861

横浜市中区元町2-91

045-641-3769

234-0051

横浜市港南区日野1-1-1

045-843-6220

特18 金沢ケア・サービス団体

236-0016

横浜市金沢区谷津町157

045-784-8861

特18 笹島ケアステーション団体

230-0026

横浜市鶴見区市場富士見町9-35

045-501-0855

230-0023

横浜市鶴見区市場西中町7-32

045-501-5050

230-0062

横浜市鶴見区豊岡町32-11

045-581-3418

211-0042

川崎市中原区下新城3-13-1パークサイドヒロヤマ105号室

044-755-0229

238-0052

横須賀市佐野町2-36

046-851-1184

239-0843

横須賀市津久井4-21-8

046-839-2351

249-0006

逗子市逗子3-1-26 近藤ビル３F

046-871-5985

220-0045

横浜市西区伊勢町3-128
崎陽軒ビルヨコハマジャスト１号館６－Ｆ

045-242-9235

221-0822

横浜市神奈川区西神奈川3-17-22

045-432-1089

251-0027

藤沢市鵠沼桜が岡3-5-26

0466-25-2769

253-0053

茅ヶ崎市東海岸北3-9-3

0467-82-2448

特18

港南家政婦紹介所
介護作業従事者団体

関看護婦家政婦紹介所
介護家政婦団体
ひかり看護婦家政婦紹介所
特18
介護作業従事者団体
特18

特18 特定非営利活動法人ホールケアアロエ
特18

中央ライフ・ケア
介護作業従事者団体

特18 総合福祉協会介護作業従事者団体
特18

三和看護婦家政婦紹介所
介護家政婦団体

特18 キンロウ介護作業従事者団体
神奈川ケアサービス
介護作業従事者団体
湘南ケアサービス
特18
介護作業従事者団体
茅ヶ崎ケアサービス
特18
介護作業従事者団体
特18
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種類
番号

名

潮田介護サービス
特18 介護作業従事者団体
（鎌倉労務管理協会）
住吉ケアスタッフ
特18 介護作業従事者団体
（鎌倉労務管理協会）
特18

介護サービスサンライズ
介護作業従事者団体

称

郵便番号

電話番号

231-0041

横浜市鶴見区潮田町2-113-1

045-511-5590
(協会）0467-22-5968

211-0025

川崎市中原区木月447

044-411-4049
(協会）0467-22-5968

250-0005

小田原市中町1-9-6

0465-24-3053
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