労働保険事務組合名簿

(令和２年４月１日現在）

長崎公共職業安定所（西海出張所を含む）
労 働 保 険 事 務 組 合 名
長崎県建設産業労働組合

長崎建設組合 事務組合

所

在

地

〒852-8021

長崎市城山町17－58

〒850-0874

長崎市魚の町3-33
長崎県建設総合会館4Ｆ

長崎南商工会

〒851-0403

長崎市布巻町88-1

長崎中華料理同業組合

〒850-0842

長崎市新地町10-13

長崎市青果卸業協同組合

〒851-0134

長崎市田中町279-4

西そのぎ商工会（時津支所）

〒851-2105

西彼杵郡時津町浦郷428-14

西そのぎ商工会（長与支所）

〒85１-2128

西彼杵郡長与町嬉里郷431-4

東長崎商工会

〒851-0133

長崎市矢上町20-27

長崎漁船装備品工業協同組合

〒850-0961

長崎市小ヶ倉町3-81-2

長崎市医師会協同組合

〒850-8511

長崎市栄町2-22

長崎市北部商工会 （三重支所）（外海
支所）（琴海支所）

〒85１-2204

長崎市三重町958

長崎県食肉生活衛生同業組合

〒850-0053

長崎市玉園町2-28

野母崎三和漁業協同組合

〒851-0506

長崎市脇岬町3628-81

長崎民主商工会

〒850-0035

長崎市元船町5-11-1Ｆ

長崎経営者労働福祉協会

〒852-8133

長崎市本原町16-4

一般社団法人 長崎県労働基準協会

〒852-8117

長崎市平野町12-11 井手ビル２階

長崎商工会議所

〒850-0031

長崎市桜町4-1

長崎市印刷工業会

〒850-0862

長崎市出島町10-13

1

電話番号
ＦＡＸ番号
095-862-7121
095-862-5281
095-822-9352
095-822-9354
095-892-0078
095-892-0120
095-822-6540
095-822-6540
095-839-6191
095-839-6150
095-882-2240
095-882-0521
095-883-2145
095-883-2149
095-839-8866
095-839-8867
095-878-4156
095-878-4157
095-818-5511
095-818-5633
095-850-0050
095-850-0982
095-826-0003
095-822-4898
095-893-1131
095-834-8207
095-829-6798
095-829-6799
095-845-3871
095-845-7950
095-849-2450
095-849-2458
095-822-0111
095-825-1490
095-824-2508
095-824-2508

労働保険事務組合名簿
一般社団法人 長崎県保育協会

一般社団法人 長崎県歯科医師会

長崎商工労務協会

長崎青色申告会

長崎県私立幼稚園連合会

全中連長崎中小企業協会

長崎県労働者福祉協議会

長崎新聞販売センター協同組合

ティグレ長崎

〒852-8104

(令和２年４月１日現在）

長崎市茂里町3-24
総合福祉センター3Ｆ

095-846-8871
095-845-7932
095-848-5311

〒852-8104

長崎市茂里町3-19

〒850-0032

長崎市興善町4-2
金原ビル内

095-823-3900

長崎市桜町4-1
長崎商工会館3F

095-825-1989

長崎市万才町6-35
大樹生命長崎ビル3F

095-825-5273

〒850-0031

〒850-0033

〒850-0028

長崎市勝山町44-2

〒850-0031

長崎市桜町9-6
長崎県勤労福祉会館内

〒852-8104

長崎市茂里町3-1

〒850-0033

長崎市万才町7-1
ＴＢＭ長崎ﾋﾞﾙ8F

中小企業会

〒850-0022

長崎市馬町47-1

長崎ＳＲ経営労務センター

〒850-0027

長崎市桶屋町50-1 杉本ビル３階Ｂ

西海市商工会

〒851-3305

西海市西彼町喰場郷1686-3

095-849-4981

095-826-8792

095-825-2702

095-820-6841
095-824-6699
095-824-1080
095-811-6131
095-811-6132
095-844-7940
095-842-5250
095-827-3320
095-823-7459
095-825-1132
095-827-3658
095-807-4299
095-821-2515
0959-37-5400
0959-27-1677

佐世保公共職業安定所
労 働 保 険 事 務 組 合 名

所

在

地

佐世保青果卸売事業協同組合

〒857-0852

佐世保市干尽町1-20

小値賀町商工会

〒857-4701

北松浦郡小値賀町笛吹郷1537-54

宇久町商工会

〒857-4901

佐世保市宇久町平2524-23

佐世保民主商工会

〒857-0341

佐世保市万津町7-46

佐世保商工会議所

〒857-8577

佐世保市湊町6-10

佐世保商工会議所 （北松支所）

〒859-6143

佐世保市鹿町町深江潟86-7

2

電話番号
ＦＡＸ番号
0956-32-2502
0956-32-2502
0959-56-2323
0959-56-2755
0959-57-2163
0959-57-2822
0956-24-2539
0956-24-2538
0956-22-6121
0956-25-8616
0956-66-3121
0956-65-3880

労働保険事務組合名簿
長崎県建設産業労働組合 県北総支部 〒857-0843

佐世保市大黒町534-18

ながさき西海農業協同組合

〒859-6326

佐世保市吉井町立石12-1

佐々町商工会

〒857-0311

北松浦郡佐々町本田原免123

佐世保市北部商工会

〒859-6326

佐世保市吉井町立石472-3

(令和２年４月１日現在）
0956-32-3200
0956-32-7329
0956-64-3141
0956-64-2799
0956-62-3171
0956-62-6589
0956-64-2139
0956-64-2489

諫早公共職業安定所
労 働 保 険 事 務 組 合 名

所

在

地

諫早商工会議所

〒854-0016

諫早市高城町5-10

諫早市商工会（多良見支所）

〒859-0401

諫早市多良見町化屋759-15

諫早市商工会（東部支所）

〒859-0132

諫早市高来町三部壱252-14

諫早市商工会（飯盛支所）

〒854-1104

諫早市飯盛町上原6-8

諫早市商工会（森山支所）

〒854-0202

諫早市森山町慶師野1063

雲仙市商工会

〒854-0302

雲仙市愛野町乙555-1

長崎県央技能士会

〒854-0061

諫早市宇都町22-76

〒854-0004

諫早市金谷町7-15
ＫＡＮＡＹＡビル301

諫早民主商工会

県央商業工業会

〒854-0005

諫早市城見町17-11

長崎中央労務協会

〒854-0001

諌早市福田町2555-3

諫早医師会協同組合

〒854-0072

諫早市永昌町23-23

長崎県央農業協同組合

〒854-0055

諫早市栗面町174-1

橘湾東部漁業協同組合

〒854-0514

雲仙市小浜町北本町14-40

3

電話番号
ＦＡＸ番号
0957-22-3323
0957-24-3638
0957-43-0140
0957-43-2359
0957-32-2184
0957-32-2291
0957-48-1141
0957-48-1096
0957-20-5550
0957-35-2909
0957-36-3911
0957-36-3919
0957-22-0036
0957-22-9397
0957-23-2904
0957-23-4811
0957-22-1123
0957-21-3757
0957-21-5433
0957-21-3226
0957-25-2111
0957-25-3100
0957-24-3006
0957-24-4764
0957-74-3117
0957-74-3118

労働保険事務組合名簿

(令和２年４月１日現在）

大村公共職業安定所
労 働 保 険 事 務 組 合 名

所

在

地

西日本新聞エリアグループ長崎

〒856-0829

大村市松山町848-1

大村商工会議所

〒856-0832

大村市本町458-2

東彼商工会（川棚支所）

〒859-3605

東彼杵郡川棚町百津郷364-185

東彼商工会（波佐見支所）

〒859-3711

東彼杵郡波佐見町井石郷2220-1

東彼商工会（東彼杵支所）

〒859-3807

東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷483

波佐見陶磁器工業協同組合

〒859-3711

東彼杵郡波佐見町井石郷2239

電話番号
ＦＡＸ番号
0957-49-6662
0957-54-1214
0957-53-4222
0957-52-2511
0956-82-2068
0956-83-2449
0956-85-2069
0956-85-2103
0957-46-1700
0957-47-1173
0956-85-3003
0956-85-6108

島原公共職業安定所
労 働 保 険 事 務 組 合 名

所

在

地

南島原市商工会

〒859-2503

南島原市口之津町丁5611-7

南島原市商工会（両有家統合事務所）

〒859-2201

島原市有家町久保204-9

南島原市商工会（口加統合事務所）

〒859-2601

南島原市加津佐町己2818-2

南島原市商工会（有馬統合事務所）

〒859-2304

南島原市北有馬町丁35-1

南島原市商工会（深江布津統合事務所） 〒859-1504

南島原市深江町丁2169-2

島原商工会議所

〒855-8550

島原市高島2-7217

有明町商工会

〒859-1415

島原市有明町大三東戊1427-3

一般社団法人 島原市医師会

〒855-0851

島原市萩原1-1230

長崎県島原地区建設組合連合会

〒859-1504

南島原市深江町丁7452-6
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電話番号
ＦＡＸ番号
0957-76-1500
0957-86-3159
0957-82-2431
0957-82-8205
0957-87-3083
0957-87-4709
0957-84-2222
0957-84-2608
0957-72-2891
0957-72-2365
0957-62-2101
0957-62-2393
0957-68-0255
0957-68-0223
0957-62-4453
0957-63-7516
0957-72-2221
0957-72-3750

労働保険事務組合名簿

(令和２年４月１日現在）

江迎公共職業安定所
労 働 保 険 事 務 組 合 名

所

在

地

長崎セキスイハウス会

〒859-4773 松浦市御厨町上登木免412-1
,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,吉木労務管理事務所内

平戸商工会議所

〒859-5121

平戸市岩の上町1481-1

平戸市商工会
（田平支所）（生月支所）(大島支所）

〒859-4825

平戸市田平町山内免344-5

松浦商工会議所

〒859-4501

松浦市志佐町浦免1807

松浦市福鷹商工会

〒848-0403

松浦市福島町塩浜免679

松浦市福鷹商工会(鷹島支所）

〒859-4305

松浦市鷹島町中通免1892-2

電話番号
ＦＡＸ番号
0956-75-2141
0956-75-2156
0950-22-3131
0950-22-3130
0950-57-0223
0950-57-0083
0956-72-2151
0956-72-0199
0955-47-2152
0955-47-3273
0955-48-2117
0955-48-3490

五島公共職業安定所
労 働 保 険 事 務 組 合 名

所

在

地

福江商工会議所

〒853-0005

五島市末広町8-4

奈留町漁業協同組合

〒853-2201

五島市奈留町浦1839-7

新上五島町商工会

〒857-4404

南松浦郡新上五島町青方郷2303

新上五島町商工会 （有川支所）

〒857-4211

南松浦郡新上五島町有川郷700-15

五島市商工会

〒853-0701

五島市岐宿町岐宿2256-3

五島市商工会 （富江支所）

〒853-0201

五島市富江町富江357-57

五島市商工会 （三井楽支所）

〒853-0601

五島市三井楽町濱ノ畔1278-3

五島市商工会 （奈留支所）

〒853-2201

五島市奈留町浦1839-8

五島市商工会 （岐宿支所）

〒853-0701

五島市岐宿町岐宿2256-3

五島市商工会 （玉之浦支所）

〒853-0411

五島市玉之浦町玉之浦638

5

電話番号
ＦＡＸ番号
0959-72-3108
0959-74-1588
0959-64-3115
0959-64-3119
0959-52-2446
0959-52-8383
0959-42-0037
0959-42-1625
0959-82-0702
0959-82-0576
0959-86-0616
0959-86-1735
0959-84-2101
0959-84-3651
0959-64-2288
0959-64-2496
0959-82-0068
0959-82-0576
0959-87-2032
0959-87-2177

労働保険事務組合名簿

(令和２年４月１日現在）

対馬公共職業安定所（壱岐出張所を含む）
労 働 保 険 事 務 組 合 名

所

在

地

対馬市商工会

〒817-0022

対馬市厳原町国分1441

対馬市商工会 （厳原エリア）

〒817-0022

対馬市厳原町国分1441

対馬市商工会 （北部支所）

〒817-1701

対馬市上対馬町比田勝679-1

壱岐市商工会

〒811-5133

壱岐市郷ノ浦町本村触490-9

一般社団法人 長崎県建設業協会壱岐
支部

〒811-5136

壱岐市郷ノ浦町片原触5-1

対馬真珠養殖漁業協同組合

〒817-0016

対馬市厳原町東里238-6

壱岐汽船海運組合

〒811-5214

壱岐市石田町印通寺浦471-4

壱岐地区海運組合

〒811-5136

壱岐市郷ノ浦町片原触253-7

電話番号
ＦＡＸ番号
0920-52-0460
0920-52-6169
0920-52-0452
0920-52-6169
0920-86-2323
0920-86-3905
0920-47-6001
0920-47-1899
0920-47-0405
0920-47-3865
0920-52-0347
0920-52-0582
0920-44-6130
0920-44-5661
0920-47-0681
0920-47-4908

監督署（労災保険のみ）
労 働 保 険 事 務 組 合 名

所

在

地

上五島町漁業協同組合

〒857-4404

南松浦郡新上五島町青方郷2273

長崎電気工事業協同組合

〒852-8016

長崎市宝栄町23‐23

長与町農作業労働災害対策協議会

〒851-2128

西彼杵郡長与町嬉里郷659‐1

農事組合法人 古賀植木園芸組合

〒851-0131

長崎市松原町2636

時津町労働災害対策協議会

〒851-2198

西彼杵郡時津町浦郷274-1

佐世保電気工事業協同組合

〒857-0854

佐世保市福石町11-21

多良見みかん採取栽培労務対策協議会 〒859-0413

諫早市多良見町野副14

壱岐市農業協同組合

壱岐市郷ノ浦町東触560

〒811-5132

6

電話番号
ＦＡＸ番号
0959-52-2008
0959-52-2280
095-862-2033
095-862-2023
095-801-5837
095-883-3337
095-839-4472
095-839-4577
095-865-6104
095-882-5648
0956-31-7304
0956-32-5551
0957-43-1013
0957-43-1141
0920-47-1331
0920-47-1283

労働保険事務組合名簿

(令和２年４月１日現在）

《長崎労働局》
組 織 名
総務部労働保険徴収室

職業安定部職業安定課

所
〒850-0033

〒850-0033

在

地

電話番号
ＦＡＸ番号

長崎市万才町７－１
ＴＢＭ長崎ビル４階

（095）801-0025

長崎市万才町７－１
ＴＢＭ長崎ビル６階

（095）801-0040

（095）801-0026

（095）801-0041

《公共職業安定所・労働基準監督署》
組 織 名

所

在

地

電話番号
ＦＡＸ番号
（095）862-8609

長崎公共職業安定所

〒852-8522

長崎市宝栄町4-25

（西海出張所）

〒857-2303

西海市大瀬戸町瀬戸西浜郷412

佐世保公共職業安定所

〒857-0851

佐世保市稲荷町2-30

諫早公共職業安定所

〒854-0022

諫早市幸町4-8

大村公共職業安定所

〒856-8609

大村市松並1丁目213-9

島原公共職業安定所

〒854-0042

島原市片町633

江迎公共職業安定所

〒859-6101

佐世保市江迎町長坂182-4

五島公共職業安定所

〒853-0007

五島市福江町7-3

対馬公共職業安定所

〒817-0013

対馬市厳原町中村642-2

（壱岐出張所）

〒811-5133

壱岐市郷ノ浦町本村触620-4

〒852-8542

長崎市岩川町16-16
長崎合同庁舎内

（095）846-6353

五島市東浜町2-1-1
福江地方合同庁舎内

（0959）72-2951

佐世保市木場田町2-19
佐世保合同庁舎内

（0956）24-4161

長崎労働基準監督署

（五島駐在事務所）

佐世保労働基準監督署

江迎労働基準監督署

〒853-0015

〒857-0041

〒859-6101

佐世保市江迎町長坂123-19
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（095）864-0220
（0959）22-0033
（0959）23-3164
（0956）34-8609
（0956）32-5033
（0957）21-8609
（0957）23-7721
（0957）52-8609
（0957）52-1473
（0957）63-8609
（0957）63-5804
（0956）66-3131
（0956）66-3094
（0959）72-3105
（0959）74-1821
（0920）52-8609
（0920）52-6500
（0920）47-0054
（0920）47-5754

（095）846-6357

（0959）72-7116

（0956）24-4434
（0956）65-2141
（0956）65-2142

労働保険事務組合名簿

(令和２年４月１日現在）
（0957）62-5145

島原労働基準監督署

〒855-0033

島原市新馬場町905-1

諫早労働基準監督署

〒854-0081

諫早市栄田町47-37

〒817-0016

対馬市厳原町東里341-42
厳原地方合同庁舎内

（0920）52-0234

壱岐市郷ノ浦町本村触620-4
壱岐地方合同庁舎内

（0920）47-0467

対馬労働基準監督署

（壱岐駐在事務所）

〒811-5133
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（0957）62-5146
（0957）26-3310
（0957）26-3356

（0920）52-2622

（0920）47-0467

