
令和元年６月現在

所掌 名　　　　　称 郵便番号 所　　在　　地 電話番号
所在地
の管轄
監督署

所在地
の管轄
安定所

安定所 川口トラック協同組合 332-0031 川口市青木2-13-1 048-251-0044 川口 川口

安定所 川口商工会議所 332-8522 川口市本町4-1-8　川口センタービル8階 048-228-2220 川口 川口

安定所 鳩ヶ谷商工会 334-0002 川口市鳩ケ谷本町2-1-1 048-281-5555 川口 川口

安定所 埼玉県自動車整備振興会川口支部 332-0031 川口市青木1-6-25 048-256-1737 川口 川口

安定所 埼玉県麺類業生活衛生同業組合川口支部 333-0833 川口市西新井宿567-1 048-283-8685 川口 川口

安定所 川口木型工業協同組合 332-0035 川口市西青木1-26-9　RSビル301号 048-252-2945 川口 川口

安定所 埼玉商工労働福祉協会 332-0021 川口市西川口4-8-5 048-251-5390 川口 川口

安定所 川口鋳物工業協同組合 332-0011 川口市元郷2-1-3 048-224-6200 川口 川口

安定所 川口機械工業協同組合 332-0012 川口市本町3-3-6 048-224-8111 川口 川口

安定所 埼玉土建一般労働組合川口支部 333-0847 川口市芝中田2-47-23 048-262-8000 川口 川口

安定所 首都圏労務協議会 333-0822 川口市源左衛門新田300-2 048-296-0236 川口 川口

安定所 コーエー労務管理協会 333-0866 川口市芝6990-10 048-266-9845 川口 川口

安定所 川口民主商工会 333-0855 川口市芝西2-30-1 048-266-9776 川口 川口

安定所 武南労務福祉協会 333-0802 川口市戸塚東1-26-15 048-294-8812 川口 川口

安定所 あいか経営サポートセンター 332-0002 川口市弥平2-12-13 048-222-9226 川口 川口

安定所 埼玉土建一般労働組合蕨戸田支部 335-0023 戸田市本町3-8-13 048-444-7171 川口 川口

安定所 戸田市商工会 335-0022 戸田市上戸田1-21-23 048-441-2617 川口 川口

安定所 埼玉県中小企業労務指導協会 335-0022 戸田市上戸田1-17-19  葵ビル403 048-433-7537 川口 川口

安定所 戸田民主商工会 335-0022 戸田市上戸田94-2 048-443-7474 川口 川口

安定所 労働法務研究センター 335-0011 戸田市下戸田1-21-11 048-280-6151 川口 川口

労働保険事務組合名簿
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安定所 蕨商工会議所 335-0004 蕨市中央5-1-19 048-432-2655 川口 川口

安定所 県南経営労務協会 335-0002 蕨市塚越5-50-13 048-442-8368 川口 川口

安定所 全建総連埼玉県建設南部 335-0005 蕨市錦町5-14-14 048-443-0116 川口 川口

安定所 熊谷商工会議所 360-0041 熊谷市宮町2-39 048-521-4600 熊谷 熊谷

安定所 くまがや市商工会 360-0201 熊谷市妻沼1706－１ 048-588-0140 熊谷 熊谷

安定所 熊谷労働福祉協会 360-0853 熊谷市玉井1973-142 048-532-8440 熊谷 熊谷

安定所 埼玉県北部読売会 360-0036 熊谷市桜木町1-11　桜木ビル2階 048-523-7113 熊谷 熊谷

安定所 埼玉県北商工労務協会 360-0033 熊谷市曙町5-25　熊谷社会文化会館3階 048-522-0088 熊谷 熊谷

安定所 埼玉県商工労働センター 360-0011 熊谷市池上165-2 048-525-8531 熊谷 熊谷

安定所 熊谷民主商工会 360-0832 熊谷市小島654-9 048-524-1272 熊谷 熊谷

安定所 埼玉土建一般労働組合熊谷支部 360-0833 熊谷市広瀬412-4 048-524-3333 熊谷 熊谷

安定所 全建総連埼玉県建設北部 360-0816 熊谷市石原1063-3 048-525-6251 熊谷 熊谷

安定所 葵ビジネス労働福祉会 360-0816 熊谷市石原2-67 048-526-0116 熊谷 熊谷

安定所 深谷商工会議所 366-0823 深谷市本住町17-1 048-571-2145 熊谷 熊谷

安定所 ふかや市商工会 369-1243 深谷市永田1420 048-584-2325 熊谷 熊谷

安定所 トキワビジネス協同組合 366-0042 深谷市東方町2-25-7 048-571-2231 熊谷 熊谷

安定所 深谷民主商工会 366-0818 深谷市萱場248-3 048-572-1055 熊谷 熊谷

監督署 ふかや農協 366-0831 深谷市内ヶ島728-1 048-574-1159 熊谷 熊谷

安定所 寄居町商工会 369-1203 大里郡寄居町寄居1267-2 048-581-2161 熊谷 熊谷

安定所 埼玉土建一般労働組合深谷寄居支部 369-1202 大里郡寄居町桜沢20-34 048-581-5000 熊谷 熊谷
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安定所 本庄商工会議所 367-8555 本庄市朝日町3-1-35 0495-22-5241 熊谷
熊谷

（本庄）

安定所 児玉商工会 367-0212 本庄市児玉町児玉325-5 0495-72-1556 熊谷
熊谷

（本庄）

安定所 埼玉土建本庄支部 367-0206 本庄市児玉町共栄464-1 0495-73-1422 熊谷
熊谷

（本庄）

安定所 全建総連埼玉県建設埼北 367-0218 本庄市児玉町児玉南1-2-1 0495-72-7181 熊谷
熊谷

（本庄）

安定所 本庄民主商工会 367-0035 本庄市西富田448-8 0495-21-6265 熊谷
熊谷

（本庄）

監督署 埼玉ひびきの農業協同組合 367-0030 本庄市早稲田の杜1-14-１ 0495-24-7721 熊谷
熊谷

（本庄）

安定所 上里町商工会 369-0306 児玉郡上里町七本木5591 0495-33-0520 熊谷
熊谷

（本庄）

安定所 美里町商工会 367-0112 児玉郡美里町木部323-3 0495-76-0144 熊谷
熊谷

（本庄）

安定所 神川町商工会 367-0245 児玉郡神川町植竹900-4 0495-77-3181 熊谷
熊谷

（本庄）

安定所 大宮麺類業組合 330-0855 さいたま市大宮区上小町292　蓜島方
連絡先

048-885-2816
さいたま 大宮

安定所 中小企業労働福祉協会 330-0854 さいたま市大宮区桜木町3-116-4　アライ設計ビル2階 048-653-3097 さいたま 大宮

安定所 大宮労務コンサルタント福祉協会 331-0815 さいたま市北区大成町4-639-1 048-666-3325 さいたま 大宮

安定所 大宮労働コンサルタント協会 330-0805 さいたま市大宮区寿能町1-83 048-641-9801 さいたま 大宮

安定所 社会労働福祉協会 331-0052 さいたま市西区三橋6-312-2　東英内 048-831-8414 さいたま 大宮

安定所 全建総連埼玉県建設 331-0812 さいたま市北区宮原町4-144-1 048-780-2000 さいたま 大宮

安定所 埼玉土建一般労働組合さいたま北支部 331-0811 さいたま市北区吉野町2-285-3 048-669-5277 さいたま 大宮

安定所 埼玉県商工労務協会 331-0823 さいたま市北区日進町2-986-3 048-677-7385 さいたま 大宮

安定所 大宮卸売市場労働福祉協議会 331-0811 さいたま市北区吉野町2-226-1 048-667-0801 さいたま 大宮

安定所 中央労務福祉協会 337-0012 さいたま市見沼区東宮下2019-6 048-684-9228 さいたま 大宮

安定所 宮原労働福祉協会 331-0812 さいたま市北区宮原町3-55-106 048-767-5277 さいたま 大宮
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安定所 埼玉県鍍金工業組合 331-0811 さいたま市北区吉野町2-222-7 048-651-9338 さいたま 大宮

安定所 埼玉県室内装飾事業協同組合 331-0814 さいたま市北区東大成町2-453-1　サンハイツ栗原301 048-667-5522 さいたま 大宮

安定所 大宮経営労務協会 337-0014 さいたま市見沼区大谷1854-44 048-688-3143 さいたま 大宮

安定所 さきたま環境労働保険組合 331-0825 さいたま市北区櫛引町2-331
連絡先

03-3664-8900
さいたま 大宮

安定所 コスモス労務コンサルタント協会 339-0005 さいたま市岩槻区東岩槻6-5-1 048-756-0050 春日部 大宮

安定所 大宮民主商工会 330-0856 さいたま市大宮区三橋3-262 048-623-6731 さいたま 大宮

安定所 彩明労務協会 331-0823 さいたま市北区日進町1-63-16 048-667-4384 さいたま 大宮

安定所 中小企業労働保険協会 331-0813 さいたま市北区植竹町1-628 048-663-4168 さいたま 大宮

安定所 埼玉県東部私立幼稚園協会 339-0005 さいたま市岩槻区東岩槻6-5-1 048-756-0050 春日部 大宮

安定所 全建総連埼玉県建設中部 331-0061 さいたま市西区西遊馬1338-12 048-624-9145 さいたま 大宮

安定所 全建総連埼玉県建設岩槻 339-0037 さいたま市岩槻区浮谷2355-2 048-798-1277 春日部 大宮

安定所 岩槻民主商工会 339-0074 さいたま市岩槻区本宿400-4 048-758-5820 春日部 大宮

安定所 合同経営協会 339-0043 さいたま市岩槻区城南5-8-6 048-792-0501 春日部 大宮

安定所 さいたま労働福祉協会 331-0823 さいたま市北区日進町2-1229-1 048-653-1924 さいたま 大宮

安定所 埼玉中小企業育成協会 330-0854 さいたま市大宮区桜木町4-241-1
　荒井ビル5階 048-644-1810 さいたま 大宮

安定所 埼玉県自動車車体整備協同組合 331-0823 さいたま市北区日進町1-7-2　ファンシーマンション210 048-725-1263 さいたま 大宮

安定所 埼玉福利厚生援護会 330-0843 さいたま市大宮区吉敷町1-64-1　THE OMIYA TOWERS 205号 048-640-6543 さいたま 大宮

安定所 旭化成ホーム埼玉・北関東「緑の会」 330-0854 さいたま市大宮区桜木町1-10-16 048-642-0185 さいたま 大宮

安定所 TSC埼玉 330-0845 さいたま市大宮区仲町1-104　大宮仲町AKビル4階 048-690-4996 さいたま 大宮

安定所 ティグレ埼玉 330-0844 さいたま市大宮区下町2-16-1  アクロスビル8階 048-648-1851 さいたま 大宮

4 / 16 ページ



令和元年６月現在

所掌 名　　　　　称 郵便番号 所　　在　　地 電話番号
所在地
の管轄
監督署

所在地
の管轄
安定所

労働保険事務組合名簿

安定所 蓮田市商工会 349-0111 蓮田市東6-1-8 048-769-1661 春日部 大宮

安定所 埼玉土建一般労働組合岩槻蓮田支部 349-0113 蓮田市桜台3-7-10 048-797-6571 春日部 大宮

安定所 埼玉中小企業経営協会 362-0804 北足立郡伊奈町本町2-198 048-721-1457 さいたま 大宮

安定所 伊奈町商工会 362-0806 北足立郡伊奈町小室9454-1 048-722-3751 さいたま 大宮

安定所 上尾商工会議所 362-8703 上尾市二ツ宮750 048-773-3111 さいたま 大宮

安定所 むさし野労務協会 362-0059 上尾市平方2065 048-725-1263 さいたま 大宮

安定所 埼玉商工業者協会 362-0034 上尾市愛宕2-20-17 048-775-1315 さいたま 大宮

安定所 埼経労働福祉協会 362-0063 上尾市小泉6-1-8 048-781-4338 さいたま 大宮

安定所 埼玉土建一般労働組合上尾伊奈支部 362-0003 上尾市菅谷295 048-773-9863 さいたま 大宮

安定所 現代労務経営指導協会 362-0047 上尾市今泉178-1 048-781-2651 さいたま 大宮

安定所 上尾労務コンサルタント協会 362-0024 上尾市五番町12-16 048-722-4539 さいたま 大宮

安定所 産業労働福祉協会 362-0073 上尾市浅間台3-32-26 048-774-6170 さいたま 大宮

安定所 上尾民主商工会 362-0014 上尾市本町1-4-31 048-775-3793 さいたま 大宮

安定所 埼玉県板金工業組合 362-0017 上尾市二ツ宮1016-28 048-770-6810 さいたま 大宮

監督署 埼玉県電気工事工業組合上尾支部 362-0017 上尾市二ツ宮979-4
連絡先

048-885-2816
さいたま 大宮

安定所 桶川市商工会 363-0024 桶川市鴨川1-4-3 048-786-0903 さいたま 大宮

安定所 北本市商工会 364-0002 北本市宮内7-148 048-591-4461 さいたま 大宮

安定所 埼央中小事業主協会 364-0033 北本市本町4-145-1 048-592-4000 さいたま 大宮

安定所 埼京労働福祉協会 364-0035 北本市西高尾6-6-1 048-592-0475 さいたま 大宮

安定所 埼玉土建一般労働組合中部支部 364-0025 北本市石戸宿1-217-2 048-593-3381 さいたま 大宮
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安定所 埼玉セキスイハウス会 364-0035 北本市西高尾6-6-1 048-592-0475 さいたま 大宮

安定所 鴻巣市商工会 365-0038 鴻巣市本町6－4－20 048-541-1008 さいたま 大宮

安定所 大宮労働福祉共済会 365-0039 鴻巣市東2-2-10 048-541-4099 さいたま 大宮

安定所 埼玉県住宅産業協会 365-0078 鴻巣市加美1-1-25 048-542-5051 さいたま 大宮

監督署 埼玉県左官業協会 365-0071 鴻巣市寺谷71-1 048-596-3581 さいたま 大宮

安定所 川越商工会議所 350-8510 川越市仲町1-12 049-229-1870 川越 川越

安定所 埼玉土建一般労働組合川越支部 350-0825 川越市月吉町4-6 049-224-2222 川越 川越

安定所 埼玉中央労働福祉協会 350-0838 川越市宮元町55-10 049-277-3801 川越 川越

安定所 川越・東松山民主商工会　　　　　　　　　 350-0036 川越市小仙波町3-15-5 049-222-4344 川越 川越

安定所 全建総連埼玉県建設西部 350-0823 川越市神明町11-2 049-222-6628 川越 川越

安定所 武蔵中小事業主福祉協会 350-1124 川越市新宿町3-20-6-413 049-245-1479 川越 川越

安定所 八幡共栄会 350-1112 川越市上野田町58-1 049-243-6587 川越 川越

安定所 一般社団法人川越中小企業労務協会 350-1126 川越市旭町1-2-48 049-245-3432 川越 川越

安定所 中小企業関東共栄会 350-1118 川越市豊田本4-3-15 049-242-6440 川越 川越

監督署 いるま野農業協同組合 350-1105 川越市今成2-29-4 049-227-6153 川越 川越

安定所 埼玉土建一般労働組合ふじみ野支部 354-0022 富士見市山室2-3-21 049-251-2540 川越 川越

安定所 富士見市商工会 354-0033 富士見市羽沢3-23-15 049-251-7801 川越 川越

安定所 富士見労働福祉協会 354-0002 富士見市上南畑3196-5 049-251-6584 川越 川越

安定所 入間東部民主商工会 354-0033 富士見市羽沢3-7-28 049-253-2686 川越 川越

安定所 ふじみ野市商工会 356-0004 ふじみ野市上福岡1-5-14 049-261-3156 川越 川越
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安定所 埼玉中小企業事業主協会 356-0004 ふじみ野市上福岡1-10-13 049-264-6121 川越 川越

安定所 鶴ヶ島市商工会 350-2204 鶴ヶ島市鶴ヶ丘855 049-287-1255 川越 川越

安定所 坂戸市商工会 350-0229 坂戸市薬師町31-3 049-282-1331 川越 川越

安定所 埼玉土建一般労働組合坂戸支部 350-0214 坂戸市千代田1-1-25 049-281-8001 川越 川越

安定所 坂戸民主商工会 350-0214 坂戸市千代田4-14-4 049-284-1177 川越 川越

安定所 東松山市商工会 355-0016 東松山市材木町2-3 0493-22-0775 川越
川越

（東松山）

安定所 東松山労政協会 355-0015 東松山市本町2-9-6 0493-23-1955 川越
川越

（東松山）

安定所 埼玉土建一般労働組合東松山支部 355-0033 東松山市山崎町2-16 0493-23-3302 川越
川越

（東松山）

安定所 川島町商工会 350-0131 比企郡川島町平沼1175 049-297-6565 川越
川越

（東松山）

安定所 吉見町商工会 355-0118 比企郡吉見町下細谷1210 0493-54-0701 川越
川越

（東松山）

安定所 滑川町商工会 355-0811 比企郡滑川町羽尾4972-11 0493-56-3110 川越
川越

（東松山）

安定所 嵐山町商工会 355-0221 比企郡嵐山町菅谷445-1 0493-62-2895 川越
川越

（東松山）

安定所 小川町商工会 355-0328 比企郡小川町大塚7-9 0493-72-0280 川越
川越

（東松山）

安定所 埼玉中小事業振興協会 355-0331 比企郡小川町靭負540-7 0493-72-4820 川越
川越

（東松山）

安定所 ときがわ町商工会 355-0342 比企郡ときがわ町玉川2475-5 0493-65-0170 川越
川越

（東松山）

安定所 埼玉土建一般労働組合比企西部支部 355-0342 比企郡ときがわ町玉川923-4 0493-66-1120 川越
川越

（東松山）

安定所 鳩山町商工会 350-0321 比企郡鳩山町赤沼2601 049-296-0591 川越
川越

（東松山）

安定所 東秩父村商工会 355-0375 秩父郡東秩父村御堂369 0493-82-1315 川越
川越

（東松山）

安定所 埼玉土建一般労働組合さいたま南支部 336-0031 さいたま市南区鹿手袋6-18-7 048-861-7111 さいたま 浦和

安定所 さいたま商工会議所 330-0063 さいたま市浦和区高砂3－17－15 048-838-7701 さいたま 浦和
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安定所 埼玉県読売会 330-0061 さいたま市浦和区常盤5-8-41 048-822-1347 さいたま 浦和

安定所 一般財団法人埼玉県総合労働福祉協会 330-0055 さいたま市浦和区東高砂町27-5 048-885-2816 さいたま 浦和

安定所 東埼経営者福祉協会 330-0061 さいたま市浦和区常盤5-3-2　常盤ハイツ106 048-833-3336 さいたま 浦和

安定所 企業厚済会埼玉県支部 330-0061 さいたま市浦和区常盤9-15-8-101 048-824-6988 さいたま 浦和

安定所 関東経労福祉協会 330-0074 さいたま市浦和区北浦和5-15-8 048-831-8566 さいたま 浦和

安定所 企業経営労務協会　 330-0054 さいたま市浦和区東岸町16-7-A-105 048-881-2591 さいたま 浦和

安定所 埼玉中央労政協会 338-0002 さいたま市中央区下落合3-19-6 048-853-6667 さいたま 浦和

安定所 中央経営労務協会 336-0031 さいたま市南区鹿手袋2-17-6 048-862-8537 さいたま 浦和

安定所 中央商工経営協会 336-0026 さいたま市南区辻4-21-25 048-861-6620 さいたま 浦和

安定所 埼玉労使関係実務研究会 338-0011 さいたま市中央区新中里4-13-11-206 048-832-8771 さいたま 浦和

安定所 関東中小事業主協会 336-0022 さいたま市南区白幡3-6-10-3F　㈱さきたま出版会内
連絡先

03-6261-1913
さいたま 浦和

安定所 関東中小企業経営者福祉協会 330-0061 さいたま市浦和区常盤5-3-2　常盤ハイツ106 048-833-3336 さいたま 浦和

安定所 埼玉県麺類業生活衛生同業組合浦和支部 338-0824 さいたま市桜区上大久保189-1
連絡先

048-885-2816
さいたま 浦和

安定所 浦和労務コンサルタント協会 330-0052 さいたま市浦和区本太1-39-2 048-887-1221 さいたま 浦和

安定所 埼玉県労働保険指導協会 330-0074 さいたま市浦和区北浦和4-2-7　中村第2ビル2階 048-833-4181 さいたま 浦和

安定所 埼玉県商工団体連合会 338-0002 さいたま市中央区下落合7-11-1 048-824-3961 さいたま 浦和

安定所 ゼネラルマネジメントクラブ 338-0011 さいたま市中央区新中里4-13-11-206 048-832-8771 さいたま 浦和

安定所 浦和民主商工会 330-0052 さいたま市浦和区本太5-38-3 048-886-5200 さいたま 浦和

安定所 県南経営労務管理協会 336-0026 さいたま市南区辻8-21-15-407 048-863-0376 さいたま 浦和

安定所 埼玉県再生資源事業協同組合 338-0002 さいたま市中央区下落合3-13-2　長谷川内 048-831-8414 さいたま 浦和
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安定所 一般社団法人埼玉県歯科医師会 330-0075 さいたま市浦和区針ヶ谷4-2-65　彩の国すこやかプラザ5階 048-829-2323 さいたま 浦和

安定所 一般社団法人労務管理サポートセンター 336-0967 さいたま市緑区美園6-8-10 048-711-5600 さいたま 浦和

安定所 埼玉ＳＲ経営労務センター 330-0061 さいたま市浦和区常盤9-31-16　荘司ビル3階 048-824-3981 さいたま 浦和

安定所 埼玉県連合産経会 330-0063 さいたま市浦和区高砂1-2-1 ｴｲﾍﾟｯｸｽﾀﾜｰ浦和ｵﾌｨｽ西館609 産経新聞社さいたま総局内 048-822-1956 さいたま 浦和

安定所 埼玉県産業福祉協会 336-0015 さいたま市南区太田窪3205 048-885-9904 さいたま 浦和

安定所 埼玉建設・金属業組合 330-0061 さいたま市浦和区常盤1-3-9-312 048-824-5647 さいたま 浦和

安定所 埼玉県中華料理生活衛生同業組合 330-0062 さいたま市浦和区仲町4-1-15 048-862-1640 さいたま 浦和

安定所 埼玉県連合毎日会 330-0063 さいたま市浦和区高砂4-7-2　毎日新聞　浦和西部販売所内 048-862-5707 さいたま 浦和

安定所 やすだ労務管理協会 336-0018 さいたま市南区南本町2-6-6 048-864-0023 さいたま 浦和

安定所 経営管理協会 336-0967 さいたま市緑区美園6-8-10 048-812-0003 さいたま 浦和

安定所 経営協会フォレスト 330-0074 さいたま市浦和区北浦和4-5-8　吉田ビル4階D号 048-829-9962 さいたま 浦和

安定所 TMC埼玉労働保険組合 338-0001 さいたま市中央区新都心4-15　Mioxフジコー501号室 048-840-3023 さいたま 浦和

安定所 埼玉県調教師会 336-0977 さいたま市緑区上野田696
連絡先

048-885-2816
さいたま 浦和

安定所 合同会社ＧＭＩ 336-0926 さいたま市緑区東浦和7-41-21-103 048-764-8911 さいたま 浦和

監督署 浦和土建労働組合 338-0011 さいたま市中央区新中里4-13-11-206 048-832-8771 さいたま 浦和

監督署 埼玉県電気工事工業組合浦和支部 336-0021 さいたま市南区別所3-17-24　岡安ビル3階B号室
連絡先

048-885-2816
さいたま 浦和

監督署 さいたま市管工事業協同組合 338-0002 さいたま市中央区下落合4-14-11
連絡先

048-885-2816
さいたま 浦和

安定所 埼玉土建一般労働組合所沢支部 359-1142 所沢市上新井1-45-11 04-2935-6311 所沢 所沢

安定所 所沢商工会議所 359-1121 所沢市元町27-1 所沢ハーティア東棟3階 04-2922-2196 所沢 所沢

安定所 埼玉県労務経営協会 359-1144 所沢市西所沢1-12-4　西所沢駅前ビル5階 04-2941-6372 所沢 所沢
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安定所 埼玉建築所沢部会 359-1114 所沢市北有楽町4-12 04-2922-6307 所沢 所沢

安定所 所沢中小企業労務協会 359-0025 所沢市上安松213-5　メゾンドエスポワール105 04-2008-0441 所沢 所沢

安定所 埼玉県西部労務協会 359-0003 所沢市中富南4-1-2-101 04-2994-9040 所沢 所沢

安定所 南関東経営指導協会 359-1113 所沢市喜多町2-4-203　　　　　　　 04-2922-8507 所沢 所沢

安定所 総合労務センター 359-1114 所沢市北有楽町4-12 04-2922-6307 所沢 所沢

安定所 全建総連埼玉県建設所沢 359-1156 所沢市北野南3-20-34 04-2938-1117 所沢 所沢

安定所 経営事務労務管理協会 359-1161 所沢市狭山ヶ丘2-64-31 04-2948-2588 所沢 所沢

安定所 企業者労務福祉協会 359-1115 所沢市御幸町3-12-508 04-2921-1480 所沢 所沢

安定所 圏友協同組合 359-0021 所沢市東所沢和田3-22-11　1階 04-2968-3198 所沢 所沢

安定所 狭山商工会議所 350-1305 狭山市入間川3-22-8 04-2954-3333 所沢 所沢

安定所 狭山市建設業 350-1305 狭山市入間川3-22-8 04-2954-3333 所沢 所沢

安定所 狭山中小企業労務協会 350-1315 狭山市北入曽1444-12 04-2956-6661 所沢 所沢

安定所 総合労務経営協会 350-1308 狭山市中央1-44-19 04-2957-3434 所沢 所沢

安定所 狭山労務管理協会 350-1308 狭山市中央1-5-3 04-2959-3009 所沢 所沢

安定所 中央経営協会 350-1331 狭山市新狭山2-15-3　新狭山商事ビル4階 04-2954-4602 所沢 所沢

安定所 埼玉土建一般労働組合狭山支部 350-1334 狭山市狭山32-14 04-2954-0402 所沢 所沢

安定所 埼玉経営管理センター 350-1304 狭山市狭山台3-5-5 04-2956-1771 所沢 所沢

安定所 ＴＫＳ研究会 350-1302 狭山市東三ツ木60-8 04-2953-7070 所沢 所沢

安定所 埼玉土建一般労働組合入間支部 358-0033 入間市狭山台197-1 04-2934-2225 所沢 所沢

安定所 入間市商工会 358-0001 入間市向陽台1-1-7　入間市産業文化センターＡ棟3階 04-2964-1212 所沢 所沢
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安定所 狭山茶農業協同組合 358-0003 入間市豊岡1-15-13 04-2962-3644 所沢 所沢

安定所 埼京労務協会 358-0013 入間市上藤沢390-4-101 04-2962-3184 所沢 所沢

安定所 入間民主商工会 358-0011 入間市下藤沢1325 04-2963-3038 所沢 所沢

安定所 三芳町商工会 354-0041 入間郡三芳町藤久保185-4 049-274-1110 所沢 所沢

監督署 入間市建設協会 358-0001 入間市向陽台1-1-7　入間市産業文化センター内 04-2964-1212 所沢 所沢

安定所 飯能商工会議所 357-0021 飯能市双柳353-4　東京電力パワーグリッド㈱川越支社飯能事務所内 042-974-3111 所沢
所沢

（飯能）

安定所 原市場材友会 357-0013 飯能市芦苅場776-1 042-974-1717 所沢
所沢

（飯能）

安定所 吾野材友会 357-0201 飯能市北川161 042-978-0316 所沢
所沢

（飯能）

安定所 飯能労務管理協会 357-0021 飯能市双柳353-52 042-974-1733 所沢
所沢

（飯能）

安定所 埼玉土建一般労働組合飯能日高支部 357-0005 飯能市原町142-5 042-974-0330 所沢
所沢

（飯能）

安定所 飯能民主商工会 357-0003 飯能市青木210-1 042-972-4432 所沢
所沢

（飯能）

安定所 日高市商工会　 350-1206 日高市南平沢1083 042-985-2311 所沢
所沢

（飯能）

安定所 越生町商工会 350-0416 入間郡越生町越生1126-9 049-292-2021 川越
所沢

（飯能）

安定所 毛呂山町商工会 350-0465 入間郡毛呂山町岩井西4-6-16 049-294-1545 川越
所沢

（飯能）

安定所 秩父商工会議所 368-0046 秩父市宮側町1-7 0494-22-4411 秩父 秩父

安定所 関東信越税理士会秩父支部 368-0033 秩父市野坂町2-7-23 0494-22-1259 秩父 秩父

安定所 荒川商工会 369-1802 秩父市荒川上田野1427-1 0494-54-1059 秩父 秩父

安定所 秩父商工労働福祉協会 369-1503 秩父市下吉田1481 0494-77-2334 秩父 秩父

安定所 秩父中小企業労務協会 368-0033 秩父市野坂町2-2-20 0494-24-8020 秩父 秩父

安定所 秩父税経労務福祉事業組合 368-0033 秩父市野坂町2-7-23 0494-22-1259 秩父 秩父
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安定所 埼玉土建一般労働組合秩父支部 368-0004 秩父市山田1651-1 0494-21-1361 秩父 秩父

安定所 あおば労務管理協会 368-0025 秩父市桜木町9-15　国土ビル201 0494-25-0497 秩父 秩父

安定所 長瀞町商工会 369-1304 秩父郡長瀞町本野上189-6 0494-66-0268 秩父 秩父

安定所 皆野町商工会 369-1412 秩父郡皆野町皆野1423 0494-62-1311 秩父 秩父

安定所 西秩父商工会 368-0105 秩父郡小鹿野町小鹿野298-1 0494-75-1381 秩父 秩父

安定所 春日部商工会議所 344-8585 春日部市粕壁東2-2-29 048-763-1122 春日部 春日部

安定所 庄和商工会 344-0112 春日部市西金野井256 048-746-0611 春日部 春日部

安定所 東部労務コンサルタント福祉協会 344-0038 春日部市大沼1-14-3 048-734-3531 春日部 春日部

安定所 春日部労務協会 344-0067 春日部市中央5-1-17　市川ビル3階 048-736-7345 春日部 春日部

安定所 埼東労務協会 344-0064 春日部市南3-10-7 048-739-1816 春日部 春日部

安定所 グリーンクロス労務協栄会 344-0067 春日部市中央6-8-3　住地ビル202 048-733-2511 春日部 春日部

安定所 一般社団法人アイデックス経営労務情報センター 344-0038 春日部市大沼2-62-20 048-733-0401 春日部 春日部

安定所 埼玉土建一般労働組合春日部支部 344-0062 春日部市粕壁東6-7-12 048-754-5837 春日部 春日部

安定所 白岡市商工会 349-0204 白岡市篠津944-13 0480-92-9151 春日部 春日部

安定所 幸手市商工会 340-0114 幸手市東3-8-3 0480-43-3830 春日部 春日部

安定所 春日部労働福祉共済会 340-0115 幸手市中4-22-32 0480-42-0450 春日部 春日部

安定所 幸手労働福祉協会 340-0164 幸手市香日向4-6-13 0480-44-4630 春日部 春日部

監督署 埼玉みずほ農業協同組合 340-0114 幸手市東3-10-43 0480-44-2121 春日部 春日部

安定所 久喜市商工会 346-0003 久喜市久喜中央4-7-20 0480-21-1154 春日部 春日部

安定所 埼玉土建一般労働組合久喜幸手支部 340-0217 久喜市鷲宮58-5 0480-59-3812 春日部 春日部
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安定所 山加労務協会 346-0003 久喜市久喜中央2-3-37 0480-21-1446 春日部 春日部

安定所 中央労務協会 346-0016 久喜市久喜東3-1-2　関口第2ビル2階 0480-38-6816 春日部 春日部

監督署 埼玉県電気工事工業組合久喜支部 346-0006 久喜市上町5-7 0480-22-5532 春日部 春日部

安定所 宮代町商工会 345-0801 南埼玉郡宮代町百間1015-1 0480-35-1661 春日部 春日部

安定所 埼玉土建一般労働組合宮代支部 345-0831 南埼玉郡宮代町須賀2244-3 0480-35-0350 春日部 春日部

安定所 全建総連埼玉県建設埼葛 345-0821 南埼玉郡宮代町中央3-11-31 0480-34-3335 春日部 春日部

安定所 杉戸町商工会 345-0036 北葛飾郡杉戸町杉戸1-10-21 0480-32-3719 春日部 春日部

安定所 行田商工会議所 361-0077 行田市忍2-1-8 048-556-4111 行田 行田

安定所 南河原商工会 361-0084 行田市南河原921-6 048-557-0742 行田 行田

安定所 埼玉土建一般労働組合行田羽生支部 361-0017 行田市若小玉1536 048-553-2321 行田 行田

監督署 埼玉県電気工事工業組合行田支部 361-0072 行田市宮本15-5 048-555-3481 行田 行田

安定所 加須市商工会 347-0055 加須市中央1-11-41 0480-61-0842 行田 行田

安定所 埼玉経営労務管理協会 347-0032 加須市花崎2-21-1 0480-65-9290 行田 行田

安定所 埼玉労働事務管理協議会 347-0063 加須市久下2-21-10 0480-61-2578 行田 行田

安定所 埼玉土建一般労働組合加須支部 347-0017 加須市南篠崎2-2-5 0480-65-7114 行田 行田

安定所 全建総連埼玉県建設北埼 347-0043 加須市馬内185-11 0480-62-0207 行田 行田

安定所 全日本建設交運一般労働組合埼玉県本部ダンプ北部支部 347-0105 加須市騎西28-13 0480-70-2260 行田 行田

安定所 羽生市商工会 348-0058 羽生市中央3-7-5 048-561-2134 行田 行田

監督署 ほくさい農業協同組合 348-8513 羽生市東7-15-3 048-563-3000 行田 行田

安定所 草加商工会議所 340-0016 草加市中央2-16-10 048-928-8111 春日部 草加
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安定所 埼玉土建一般労働組合草加支部 340-0005 草加市中根3-34-26 048-931-2424 春日部 草加

安定所 埼玉東部労務福祉協会 340-0006 草加市八幡町141-5 048-931-6928 春日部 草加

安定所 東部中小企業労働保険協会 340-0017 草加市吉町5-5-9 048-924-1841 春日部 草加

安定所 八潮市商工会 340-0816 八潮市中央1-6-18 048-996-1926 春日部 草加

安定所 埼玉土建一般労働組合八潮支部 340-0816 八潮市中央2-29-8 048-997-4675 春日部 草加

安定所 三郷市商工会 341-0041 三郷市花和田650-4 048-952-1231 春日部 草加

安定所 三郷民主商工会 341-0042 三郷市谷口523-5 048-952-8467 春日部 草加

安定所 埼玉土建一般労働組合三郷支部 341-0038 三郷市中央3-2-10 048-952-8461 春日部 草加

安定所 埼玉県電気工事工業組合志木支部 351-0036 朝霞市北原2-9-17
連絡先

048-885-2816
さいたま 朝霞

安定所 朝霞市商工会 351-0033 朝霞市浜崎669-1 048-470-5959 さいたま 朝霞

安定所 埼玉土建一般労働組合朝志和支部 351-0007 朝霞市岡3-24-37 048-462-1303 さいたま 朝霞

安定所 埼玉労働保険協会 351-0025 朝霞市三原4-7-37 048-461-5103 さいたま 朝霞

安定所 朝霞和光蕎麦商組合 351-0025 朝霞市三原4-7-37 048-461-5103 さいたま 朝霞

安定所 埼玉県クリーニング生活衛生同業組合 351-0025 朝霞市三原4-7-37 048-461-5103 さいたま 朝霞

安定所 朝霞和光中華料理組合 351-0025 朝霞市三原4-7-37 048-461-5103 さいたま 朝霞

安定所 朝霞和光鮨商組合 351-0025 朝霞市三原4-7-37 048-461-5103 さいたま 朝霞

安定所 和光市商工会 351-0114 和光市本町31-2-109 048-464-3552 さいたま 朝霞

安定所 首都圏建設産業ユニオン埼玉支部 351-0115 和光市新倉2-21-51 048-465-5933 さいたま 朝霞

安定所 志木市商工会 353-0004 志木市本町1-6-30 048-471-0049 さいたま 朝霞

安定所 埼玉西南民主商工会 353-0002 志木市中宗岡1-19-27 048-476-2433 さいたま 朝霞

14 / 16 ページ



令和元年６月現在

所掌 名　　　　　称 郵便番号 所　　在　　地 電話番号
所在地
の管轄
監督署

所在地
の管轄
安定所

労働保険事務組合名簿

安定所 埼玉土建新座支部労働保険事務組合 352-0011 新座市野火止8-1-27 048-481-1200 さいたま 朝霞

安定所 新座市商工会 352-0011 新座市野火止1-9-62 048-478-0055 さいたま 朝霞

安定所 新座民主商工会 352-0004 新座市大和田3-11-25 048-479-8733 さいたま 朝霞

安定所 関東雇用管理協会 343-0041 越谷市千間台西1-9-4 048-973-3636 春日部 越谷

安定所 越谷商工会議所 343-0817 越谷市中町7-17 048-966-6111 春日部 越谷

安定所 埼玉県中小企業労務コンサルタント協会 343-0817 越谷市中町6-6　ゴールドパレス越谷101Ｃ 048-964-7171 春日部 越谷

安定所 埼東労働福祉協議会 343-0843 越谷市蒲生茜町35-2 048-985-0113 春日部 越谷

安定所 埼玉労務管理センター 343-0032 越谷市袋山1204-1　リストレジデンス越谷大袋1302号 048-975-1525 春日部 越谷

安定所 サン労務コンサルタント協会 343-0043 越谷市上間久里1005-3 048-976-6546 春日部 越谷

安定所 埼玉東南地区私立幼稚園協会 343-0845 越谷市南越谷5-20-5 048-986-5645 春日部 越谷

安定所 埼玉東民主商工会 343-0047 越谷市弥十郎187-3 048-972-4191 春日部 越谷

安定所 埼玉土建一般労働組合越谷支部 343-0805 越谷市神明町2-35-1 048-969-3650 春日部 越谷

安定所 全建総連埼玉県建設東部 343-0835 越谷市蒲生西町2-17-2 048-988-7335 春日部 越谷

安定所 しらこばと経営労務センター 343-0023 越谷市東越谷2-11-3 048-960-6555 春日部 越谷

安定所 中小企業労働支援センター 343-0845 越谷市南越谷1-1-52 048-990-7787 春日部 越谷

監督署 埼玉県電気工事工業組合越谷支部 343-0813 越谷市越ヶ谷1－14－8　サテライト第3ビル102 048-969-2200 春日部 越谷

安定所 吉川市商工会 342-0056 吉川市平沼1-21-16 048-981-1211 春日部 越谷

安定所 社会保険指導センター 342-0055 吉川市吉川1-30-27　加崎ビル3階 048-982-3300 春日部 越谷

安定所 労働保険管理協会 342-0051 吉川市川野436-1 048-981-1711 春日部 越谷

安定所 埼玉土建一般労働組合吉川松伏支部 342-0005 吉川市川藤66-1 048-981-9841 春日部 越谷
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安定所 松伏町商工会 343-0117 北葛飾郡松伏町田中2-4-8 048-992-1771 春日部 越谷
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