
監督署 名            称 電話番号 郵便番号 所　　在　　地

大阪中央 一般社団法人関西電気管理技術者協会 06-6943-9577 540-0034 大阪市中央区島町１－２－３ 三和ビル５階

大阪中央 大末建設大阪安全衛生協力会 06-6121-7396 541-0056
大阪市中央区久太郎町２－５－２８
久太郎町恒和ビル６階

大阪中央 関西ガラス・サッシ工事安全協力会 06-6941-9401 540-0003 大阪市中央区森ノ宮中央１－２１－１７

大阪中央 近畿建設一人親方特別加入共済会 06-6946-2134 540-0034
大阪市中央区島町２－１－５
大阪府建団連会館内

大阪中央
竹中工務店大阪本店
安全衛生協力会 一人親方会

06-6262-6340 541-0053
大阪市中央区本町４－１－１３
（株）竹中工務店大阪本店安全衛生協力会事務所

大阪中央 前建関西一人親方会 06-6243-2419 541-0056 大阪市中央区久太郎町２－５－３０

大阪中央 マルダイ安全協力会 06-6966-4737 540-0008 大阪市中央区大手前１－７－３１　ＯＭＭビル１５階

大阪中央 共進建設一人親方会 06-6648-8770 556-0016 大阪市浪速区元町２－８－１

大阪中央 近畿労働保険協会 06-6271-2260 541-0053 大阪市中央区本町１－５－６　大阪山甚ビル７階

大阪中央 中央一人親方労災保険組合 06-6941-8744 540-0012 大阪市中央区谷町１－３－４－４０３

大阪中央
カンパニーリスクマネジメント協会
一人親方会

06-6966-4737 540-0008 大阪市中央区大手前１－７－３１　ＯＭＭビル１５階

大阪中央 一般社団法人労働保険中央事務センター 06-6777-9123 542-0061 大阪市中央区安堂寺町２－１－１５

大阪中央 労災センター共済会関西支部 050-3785-7662 541-0045
大阪市中央区道修町２－２－５
イヌイ第二ビル２階

大阪中央 林和会大阪支部 06-6944-1571 540-6031
大阪市中央区城見１－２－２７
クリスタルタワー３１階

大阪中央 アンシン労災一人親方組合 050-3852-2371 541-0053
大阪市中央区本町４－８－１
ＳＤ本町ビル７０２号
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監督署 名            称 電話番号 郵便番号 所　　在　　地

大阪中央 大阪東部一人親方労災事務組合 06-6961-0781 536-0014 大阪市城東区鴫野西５－１６－４８

大阪中央 大阪建設労働組合 06-6632-2875 556-0015 大阪市浪速区敷津西２－７－１７

大阪中央 清水建設㈱大阪災防協労災保険事務組合 06-6263-2316 541-0053
大阪市中央区本町３－５－７
御堂筋本町ビル１０階

大阪中央 大阪労務事務所建設部会 06-6947-7648 540-0003
大阪市中央区森ノ宮中央１－１４－２
鵲森之宮ビル６階

大阪中央 大阪商組一人親方労災保険会 06-6762-9613 543-0017 大阪市天王寺区城南寺町７－１３

大阪中央 ＴＳＣ大阪 06-6943-2888 540-0008
大阪市中央区大手前１－７－３１
大阪マーチャンダイズ・マートビル

大阪中央 大阪府労働保険協会建設部会 06-6949-4111 540-0003 大阪市中央区森ノ宮中央１－１６－２

大阪中央
一般社団法人近代労務管理センター
一人親方部会

06-6765-3900 543-0023
大阪市天王寺区味原町１３－９
サンエイ下味原第二ビル５０２号

大阪中央 北浜経営者倶楽部一人親方建設部会 06-4397-3632 540-0031
大阪市中央区北浜東６－６
アクアタワー４階

大阪中央 一人親方労災組合ＮＩＰＲＥ大阪 06-6484-7881 541-0053
大阪市中央区本町３－２－６
ドリームビル４階

大阪中央 旭化成ホーム関西「緑の会」匠の会 06-6942-8987 540-6010 大阪市中央区城見１－２－２７

大阪中央 大阪府左官工業組合一人親方団体協力会 06-6946-2148 540-0034 大阪市中央区島町２－１－５

大阪中央 一人親方団体大阪府建設産業協会 06-6633-6274 556-0015 大阪市浪速区敷津西２－１１－４

大阪中央 大阪府瓦商工業協同組合 06-6762-6721 542-0061
大阪市中央区安堂寺町２－１－１０
安堂寺町第１７松屋ビル６７０

大阪中央 大阪消防設備業組合 06-6263-5509 542-0081
大阪市中央区南船場１－３－１７
キャメルビル８階  大阪商工業労務協会内
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監督署 名            称 電話番号 郵便番号 所　　在　　地

大阪中央 西大阪労働保険協会マイスターユニオン 06-4397-0024 556-0017
大阪市浪速区湊町１－４－１
ＯＣＡＴビル４階

大阪中央 一人親方特別加入団体ティグレ大阪 06-6946-6350 540-0012 大阪市中央区谷町２－６－４　谷町ビル

大阪中央 日本総合労務マネジメント協会 06-4708-5918 541-0048 大阪市中央区瓦町４－８－５　ＮＫビル５階

大阪南 建築一人親方企業合理化センター大阪支部 03-3643-0075 557-0044 大阪市西成区玉出中２－６－１８－２０５

大阪南 ㈱ネット安全衛生協力会 06-6709-6771 547-0027 大阪市平野区喜連１－６－３３

大阪南 大阪建設労働組合阿倍野 06-6624-7325 545-0011 大阪市阿倍野区昭和町１－３－１２

大阪南 カタオカ安全衛生協力会 06-6623-6922 546-0031 大阪市東住吉区田辺１－８－１　（株）カタオカ内

大阪南 一人親方安全互助会 06-6705-1952 546-0012
大阪市東住吉区中野４－６－９
岩井正弘様方

大阪南
大阪府労務ネットワーク協会
一人親方建設部会

06-6791-0882 547-0044 大阪市平野区平野本町５－１４－２０

大阪南 住吉住之江民商一人親方労災組合 06-6694-8484 558-0041 大阪市住吉区南住吉３－１－４

大阪南 関西一人親方建設組合 06-7507-2613 545-0021
大阪市阿倍野区阪南町５－２３－１５－４０１
クオーレ労務協会内

大阪南 大阪府労災センター 06-6701-6031 547-0034 大阪市平野区背戸口５－６－２４

大阪南 大阪産業協会建設業協力会 06-6621-0660 545-6032
大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－４３
あべのハルカス３２階

大阪南 建設部会大阪府社会保険センター 06-6701-8989 547-0034
大阪市平野区背戸口５－６－２４
大阪府社会保険センター内

大阪南 関西中小企業経営協会 06-6703-1170 546-0022 大阪市東住吉区住道矢田６－１３－１０
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監督署 名            称 電話番号 郵便番号 所　　在　　地

天　満 関西一人親方建設協会 06-6365-9055 530-0047
大阪市北区西天満３－１４－２６
中之島ロイヤルハイツ３０１号

天　満 昭和工務店安全協力会 06-6928-8822 534-0027 大阪市都島区中野町５－７－８

天　満 建設・建設資材厚生協会大阪府支部 06-6355-2905 530-0034 大阪市北区錦町２－２　国労大阪会館２階

天　満 東レ建設㈱関西災防協特別加入部会 06-6447-5169 530-0005 大阪市北区中之島３－３－３

天　満 ミサワホーム近畿建設会 06-6341-1301 530-0003
大阪市北区堂島２－２－２
近鉄堂島ビル１３階

天　満 関西配管工事業協同組合一人親方組合 06-6371-5905 531-0071
大阪市北区中津１－２－１９
新清風ビル７階

天　満 旭興西武大阪地区一人親方協会 06-6453-5971 531-0076
大阪市北区大淀中１－１－３０
梅田スカイタワーウエスト１６階　旭興㈱内

天　満 通商㈱ 近畿災害防止協議会 06-6448-5622 530-6129
大阪市北区中之島３－３－２３
中之島ダイビル２９階

天　満 ワイズ一人親方労災会 06-6881-3578 530-0044
大阪市北区東天満２－２－１７
東天満パークビル４階

天　満
一人親方特別加入団体
ベストパートナーズ会

06-6367-7895 530-0047 大阪市北区西天満５－１０－１７

天　満
一般社団法人Ｓｅｎ
あんぜん労災一人親方建設協会近畿支部

0120-111-270 530-0001
大阪市北区梅田１－１１－４
大阪駅前第４ビル２０階

天　満 一般社団法人一人親方労災機構 06-6940-4182 531-0041 大阪市北区天神橋７－１５－２－６０３

天　満 ヤマヒサ労災保険組合 06-7663-7223 530-0051
大阪市北区大融寺町３－２４
日本生命梅田第二ビル４階

天　満
一人親方団体大林組協力会社災害防止協会
大阪支部

06-6342-0051 530-0003
大阪市北区堂島２－２－２８
オーク堂島ビル３階

天　満
きんでん大阪支社安全品質協力会
一人親方労働保険加入団体

06-6367-9200 530-8570 大阪市北区末広町２－１０
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監督署 名            称 電話番号 郵便番号 所　　在　　地

天　満 大阪府建設業組合 06-6371-2000 531-0074 大阪市北区本庄東３－９－１３

天　満
大和ハウス工業近畿地区協力会
労働保険事務組合

06-6342-1451 530-0001
大阪市北区梅田３－３－５
大和ハウス工業大阪支部協力会内

天　満 一般社団法人天満産業会 06-6312-5858 530-0047 大阪市北区西天満６－３－１１

天　満 大阪府塗装工業協同組合 06-6313-0315 530-0047 大阪市北区西天満５－６－１０ 富田町パークビル

天　満 大阪福祉協会 06-4800-3231 530-0041
大阪市北区天神橋４－７－１３
イトーピア扇町ビル

天　満 北一人親方建設組合 06-6356-8817 530-0041
大阪市北区天神橋２丁目北１－２１
八千代ビル東館７階Ｂ号

天　満 近畿労務管理協会大阪会 06-6365-1433 530-0054
大阪市北区南森町１－４－１９
サウスホレストビル６階

天　満 ＭＡＬＳ建設部会 06-6353-8890 530-0041 大阪市北区天神橋３－２－５

天　満 大阪ＳＲ一人親方建設部会 06-4800-8231 530-0043
大阪市北区天満２－１－３０
大阪府社会保険労務士会館８階

天　満 中央労務協会 06-6311-5001 530-0051
大阪市北区太融寺町２－２１
ニュープラザビル５０８

大阪西
あと施工アンカー工事協同組合
一人親方部会

06-4390-1100 550-0014 大阪市西区北堀江１－７－４

大阪西 ハウス技研通商協力業者会 06-6532-7555 550-0005
大阪市西区西本町１－４－１
ハウス技研通商（株）内

大阪西 近畿内装工事一人親方協会 06-6531-8424 550-0015 大阪市西区南堀江４－３０－３２　（株）ナカジマ内

大阪西 近装連一人親方特別加入共済会 06-6448-2661 550-0004
大阪市西区靭本町２－７－１１
大阪室内装飾事業協同組合内

大阪西 大正民商一人親方労働保険事務組合 06-6551-8274 551-0003 大阪市大正区千島３－２３－４
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監督署 名            称 電話番号 郵便番号 所　　在　　地

大阪西 大正工業会一人親方組合 06-6552-6661 551-0031 大阪市大正区泉尾１－２７－１６

大阪西 大阪西労務協会 06-6531-5413 550-0014
大阪市西区北堀江１－２２－２０
北堀江ファーストビル２階

西野田 家島建設安全衛生協力会 06-6458-6171 533-0001 大阪市福島区海老江１－２－１６

西野田 パネ協大阪みどり会 06-6462-3871 553-0007 大阪市福島区大開２－３－１

西野田 一人親方レイア関西 06-6195-6780 555-0031 大阪市西淀川区出来島２－８－１０

西野田 鳳工業安全協力会一人親方団体鳳親会 06-6464-6871 554-0002 大阪市此花区伝法４－３－５９

西野田 このはな建設部会 06-6468-0781 554-0011 大阪市此花区朝日２－１８－８

西野田 大阪労務管理センター建設部会 06-6452-9890 553-0001
大阪市福島区海老江７－２－４３
あさひビル４階

淀　川 能勢建設組合 072-734-0460 563-0352 大阪府豊能郡能勢町大里１４２

淀　川 淀川鋼製建具取付組合 06-6309-3563 532-0026 大阪市淀川区塚本２－２９－６

淀　川
パナソニックホームズ施工チェーン会共済会
特別加入協力会

06-6834-8538 560-8543
豊中市新千里西町１－１－４
千里中央ツインビル

淀　川 近畿住宅建設安全協力会 06-6873-7531 560-0082
豊中市新千里東町１－５－３
千里朝日阪急ビル１７階　三井ホーム（株）
関西建設事業部施工グループ内

淀　川 北摂民主商工会 06-6854-8201 560-0026 豊中市玉井町１－１０－６－２０２

淀　川 近畿一人親方建設協会 06-6308-2290 532-0025 大阪市淀川区新北野２－２－９－２Ａ
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監督署 名            称 電話番号 郵便番号 所　　在　　地

淀　川
三和シャッター関西取付工事協力会
一人親方部会

06-6302-5300 532-0011
大阪市淀川区西中島５－５－１５
新大阪セントラルタワー南館７階

淀　川 建設業一人親方会 06-6327-8707 533-0014
大阪市東淀川区豊新３－２１－６
西本ビル２０２号

淀　川 大阪中小企業経営労務センター 06-6885-1577 532-0011 大阪市淀川区西中島３－２０－８　新和ビル６階

淀　川 コネクト一人親方労災会 06-4866-5463 561-0856 豊中市穂積２－６－５

淀　川 北大阪建設組合 06-6838-1712 532-0011
大阪市淀川区西中島３－８－２
ＫＧビル１０階　淀川労務協会内

淀　川 東能勢工業組合 072-739-1647 563-0219 大阪府豊能郡豊能町余野１００８

淀　川 淀川民主商工会 06-6303-3841 532-0012 大阪市淀川区木川東２－３－１４

淀　川 北大阪中小企業振興会 06-6301-5486 532-0027 大阪市淀川区田川１－６－１９

淀　川 十三労務協会 06-6392-6103 532-0004 大阪市淀川区西宮原１－８－３３

淀　川 大阪府電気工事工業組合三国労働保険部会 06-6394-5315 532-0033 大阪市淀川区新高４－１－５５

淀　川 関西労経センター 06-6328-5001 533-0014 大阪市東淀川区豊新５－１６－１８

東大阪 大阪一人親方建設福祉協会 06-6721-6588 577-0802
東大阪市小阪本町１－５－２２
細川ビル２０３号

東大阪 リック近畿一人親方団体組合 06-6746-1041 577-0013
東大阪市長田中２－３－３４
リック大阪ビル２階

東大阪 かわちの一人親方労災保険組合 06-6785-7133 577-0012
東大阪市長田東２－１－３１
プレミール福山ビル３０１

東大阪 大阪府板金工業組合 06-6730-5331 578-0935 東大阪市若江東町１－１－４４
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監督署 名            称 電話番号 郵便番号 所　　在　　地

東大阪 大阪商工経営センター建設福祉会 06-6724-6661 577-0818 東大阪市小若江１－１７－１６

東大阪 八尾建設労務協会 0729-22-0313 581-0003 八尾市本町３－７－３０

東大阪 東大阪建設労働組合 06-6721-1291 577-0843 東大阪市荒川３－１８－１７

岸和田 阪南ブロック一人親方建設部会 072-453-8181 590-0451 泉南郡熊取町野田２－９－２０

岸和田 泉州電気工事工業協同組合泉州労働保険会 072-436-1061 596-0046 岸和田市藤井町３－１３－２５

堺 東建地質試錐工事協同組合 072-265-2651 593-8321 堺市西区宮下町１２－１９

堺
ビケ会サービスマン労災防止組合
近畿支部

072-236-4096 599-8242 堺市中区陶器北３７

堺 大阪一人親方会 072-289-5050 590-0132 堺市南区原山台１－６－１－１０２

堺 堺市内民商一人親方労災保険組合 072-223-9010 590-0023 堺市堺区南三国ヶ丘町５－１－７

堺 下園工務店一人親方安全協力会 072-264-0011 592-8343 堺市西区浜寺元町４－４６１－１

堺 大阪建設労働組合堺支部 072-275-8009 591-8044 堺市北区中長尾町４－４－１１

堺 堺電気工事工業協同組合 072-232-4572 590-0946 堺市堺区熊野町東２－１－２２

堺 一人親方労災組合大阪中小企業経営センター 072-221-5115 590-0053 堺市堺区甲斐町東４丁１番１０号

堺 堺労働保険協会 072-285-3597 599-8103 堺市東区菩提町５－２３８－３

堺 大阪南労務協会 072-299-9381 590-0137 堺市南区城山台３－１７－１
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羽曳野
河内ブロック商工会連絡協議会
一人親方建設部会

072-958-2331 583-0854 羽曳野市軽里１－１－１

羽曳野 一人親方労災保険組合羽曳野民商建設会 072-954-8822 583-0881 羽曳野市島泉１－１４－１　羽曳野民商会館

羽曳野 松原商工会議所一人親方建設会 072-331-0291 580-0043 松原市阿保１－２－３０

北大阪 大阪建設労働組合枚方 072-898-3991 573-1192
枚方市西禁野２－１５７３
藤井ビル１号館３０５

北大阪 京阪奈一人親方労災センター 072-898-6641 573-0016 枚方市村野本町１－１７　スタークレスト１階

北大阪 北大阪労災保険事務組合 072-807-7262 576-0043 交野市松塚１２－２４　松塚ビル３階

北大阪
大東四條畷民主商工会一人親方
労働保険事務組合

072-872-1731 574-0027 大東市三住町４－１　カワヤスビル３階

北大阪 協同組合大東商工経営センター 072-871-4646 574-0026 大東市住道２－２－４０３

北大阪 枚方労務協会建設部会 072-841-3808 573-0027 枚方市大垣内町２－１２－８ 荒堀ビル３階

北大阪 シティズ商工サービスセンター建設連絡会 072-896-0321 573-0117 枚方市杉３－１５－１０

北大阪 守口民主商工会建設業一人親方労災会 06-6906-0180 570-0021 守口市八雲東町２－４９－２

北大阪 西日本中小企業建設部会 06-6902-5149 571-0039 門真市速見町６－２

北大阪 関西福祉協会建設部会 06-6992-8625 570-0085 守口市松町５－６

泉大津 パル建設組合 072-263-9609 592-0005 高石市千代田６－１４－１

泉大津 和泉商工会議所一人親方建設労災組合 0725-53-0320 594-1144 和泉市テクノステージ３－１－１０
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茨　木 小規模事業主組合 072-681-6008 569-0804
高槻市紺屋町３－１－３１５
グリーンプラザたかつき３号館

茨　木 セーフティ ・ ワーク近畿 072-697-3731 569-1145 高槻市富田丘町２－２－１００３

茨　木 近畿三洋労働保険特別加入会 06-6385-5241 564-0063
吹田市江坂町１－１２－３８
江坂ソリトンビル１０階

茨　木 高槻建設ユニオン 072-661-5412 569-0082 高槻市明野町７－１７

茨　木 企業発展支援協会 072-683-0419 569-0804 高槻市紺屋町１１－１ ＦＫビル４０１

茨　木 一人親方団体イワタニテクノ共栄会 06-6190-7157 564-0053 吹田市江の木町６－１８　岩谷テクノ（株）内

茨　木 ㈱松川商会安全協力会 06-6385-1541 564-0063 吹田市江坂町１－８－２０（株）松川商会内

茨　木 一人親方労災保険組合 06-6318-7754 565-0862 吹田市津雲台６－２２－３　トレックビル３０５

茨　木 大東建託協力会一人親方会関西支部 072-645-6625 567-0028
茨木市畑田町１２－１０
アルンドーインディカ茨木１階

茨　木 グッドワン建設職人保険組合 06-6368-3030 564-0043 吹田市南吹田５－２－１－５０５

茨　木 北摂労経管理協会 072-624-3121 567-0046 茨木市南春日丘５－９－１５

茨　木 関西第一セキスイハウス建設業組合 06-6338-1121 564-0063
吹田市江坂町１－２３－４３
ファサード江坂ビル５０４号

茨　木 吹田商工会議所建設労災組合 06-6330-8001 564-0041 吹田市泉町２－１７－４

茨　木 摂津市商工会一人親方部会 06-6318-2800 566-0021 摂津市南千里丘４－３５－３Ｆ
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茨　木 高槻民主商工会一人親方労災保険組合 072-685-6981 569-1121 高槻市真上町２－１１－８
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