労働保険事務組合名簿（平成２９年４月１日現在）
労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務処理を代行するため、
厚生労働大臣の認可を受けた事業主の団体です。
○ 事務処理委託のメリット
・労働保険の事務を事務組合が代行しますので、事務の省略化が図られます。
・労働保険料の納付が、額の多少にかかわらず、３回に分割できます。
・事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。
（一定の条件があります。）
○ 事務委託の手続き
「労働保険事務委託書」を委託しようとする事務組合に提出します。委託手数料等については、事務組合
ごとの規約によって定められていますので、詳細については各事務組合にお問い合わせください。
（ハローワーク松江管内）
名
称
島根県左官工業協同組合
（協）島根県鐵工会
松江市建築組合
松江商工会議所
松江旅館ホテル組合
島根事協
まつえ北商工会
松江商工労務管理協会
山陰中央新報販売店（協）
松江造園（協）
（一社）島根労働基準協会
島根県東部読売会
広瀬地区素材生産者組合
（一社）島根県建築組合連合会
島根ＳＲ経営労務センター
まつえ南商工会
東出雲町商工会

郵便番号
690-0826
690-8567
690-0007
690-0886
690-0852
690-0065
690-0333
690-0044
690-0887
690-0044
690-0825
690-0023

所 在 地
松江市学園南2-8-23
松江市西津田1-9-50
松江市御手船場町585 たちきビル201
松江市母衣町55-4 3階
松江市千鳥町83
松江市灘町116
松江市鹿島町古浦607-3
松江市浜乃木7-15-19
松江市殿町383 山陰中央ビル
松江市浜乃木2-14-1
松江市学園1-5-35
松江市竹矢町1765
松江市黒田町544-15
690-0876
松尾社会保険労務士事務所内
690-0045 松江市乃白町2041
690-0886 松江市母衣町55-4 松江商工会議所6階
699-0408 松江市宍道町昭和1
699-0109 松江市東出雲町錦浜583-18

電話番号
0852-23-9460
0852-24-2157
0852-21-9768
0852-23-1616
0852-22-0020
0852-25-3456
0852-82-2266
0852-21-7234
0852-27-2672
0852-25-1811
0852-23-1730
0852-38-8202
0852-25-2078
0852-22-3520
0852-26-0402
0852-66-0861
0852-52-2344

（ハローワーク松江・隠岐の島出張所管内）
名
称
郵便番号
隠岐の島町商工会
685-0013
隠岐建設業協同組合
685-0014
西ノ島町商工会
684-0211
隠岐國商工会
684-0404

所 在 地
隠岐郡隠岐の島町中町目貫の二54-1
隠岐郡隠岐の島町西町名田の四34-1
隠岐郡西ノ島町浦郷677-11
隠岐郡海士町福井1375-1

電話番号
08512-2-1157
08512-2-0199
08514-6-1021
08514-2-0376

（ハローワーク松江・安来出張所管内）
名
称
安来商工会議所
島根県安来建設業協会
安来市商工会
安来労務管理協会
安来建築組合

所 在 地
安来市安来町878-8
安来市広瀬町石原331-3
安来市広瀬町広瀬753-40
安来市飯島町494-5
安来市荒島町224-4

電話番号
0854-22-2380
0854-32-2403
0854-32-2155
0854-23-0590
0854-28-7011

郵便番号
692-0011
692-0401
692-0404
692-0014
692-0007
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（ハローワーク浜田管内）
名
称
浜田建築組合
浜田商工会議所
浜田専門店（協）
浜田連合専門店会（協）
浜田中央水産加工業（協）
石央商工会
浜田労働管理組合
浜田左官同業組合
江津市建築組合
江津商工会議所
石見中央労務管理協会

郵便番号
697-0027
697-0027
697-0031
697-0037
697-0052
697-0121
697-0027
697-0034
695-0011
695-0016
695-0001

所 在 地
浜田市殿町59-10
浜田市殿町124-2
浜田市紺屋町84-3
浜田市新町17-3
浜田市港町221-6
浜田市金城町下来原1409-2
浜田市殿町83-195
浜田市相生町3850
江津市江津町1040-12
江津市嘉久志町2306-4
江津市渡津町1017-3

電話番号
0855-22-3873
0855-22-3025
0855-22-2885
0855-22-6021
0855-22-4352
0855-42-0070
0855-23-1632
0855-23-3147
0855-52-2783
0855-52-2268
0855-52-2585

（ハローワーク浜田・川本出張所管内）
名
称
川本町商工会
美郷町商工会
邑南町商工会
桜江町商工会

郵便番号
696-0001
699-4621
696-0103
699-4226

所 在 地
邑智郡川本町川本558-10
邑智郡美郷町粕淵400-7
邑智郡邑南町矢上3854-2
江津市桜江町川戸51-1

電話番号
0855-72-0123
0855-75-0805
0855-95-0278
0855-92-1331

出雲新産会
西部労務管理協会
出雲民主商工会
島根県中小企業労務協会
出雲中小企業経営労務協会
（一社）島根県東部地区採石業協会
斐川町建築組合
斐川町商工会
出雲商工会
大社町建築組合

郵便番号
691-0015
691-0001
691-0001
691-0001
693-0004
693-0021
693-0011
693-0066
693-0021
693-0062
693-0006
693-0051
693-0021
693-0011
699-0631
699-0505
699-0711
699-0711

所 在 地
出雲市西郷町726
出雲市平田町2280-1
出雲市平田町1135
出雲市平田町2467-6
出雲市渡橋町38-2
出雲市塩冶町1225-56
出雲市大津町1131-1
出雲市高岡町151-12
出雲市塩冶町1287-7
出雲市中野町764-5
出雲市白枝町1181-2
出雲市小山町260-3
出雲市塩冶町1225-56
出雲市大津町1123-3
出雲市斐川町直江594-1
出雲市斐川町上庄原1749-3
出雲市大社町杵築南1344
出雲市大社町杵築南987-2

電話番号
0853-62-2016
0853-63-3211
0853-63-3800
0853-62-5666
0853-22-3004
0853-21-1469
0853-25-3707
0853-22-7780
0853-23-7036
0853-23-1604
0853-21-5142
0853-23-5858
0853-21-1469
0853-25-9120
0853-72-2893
0853-72-0674
0853-53-2558
0853-53-2161

（ハローワーク益田管内）
名
称
益田建築組合
益田商工会議所

郵便番号
所 在 地
698-0025 益田市あけぼの西町4-6
698-0033 益田市元町12-7

（ハローワーク出雲管内）
名
称
平田建築組合
平田商工会議所
尚友会
出雲労務管理協会
出雲建築組合
出雲地区板金工業会
出雲商工会議所
出雲商栄会

-2-

電話番号
0856-22-0837
0856-22-0088

益田市保育研究会
島根県石油（協）益田支部
益田民主商工会
美濃商工会
津和野町商工会
吉賀町商工会
鹿足建設事業（協）

698-0036
698-0041
698-0041
698-0203
699-5605
699-5512
699-5604

益田市須子町3-1
益田市高津8-8-4
益田市高津6-17-22
益田市美都町都茂1809-2
鹿足郡津和野町後田ﾛ187
鹿足郡吉賀町広石562
鹿足郡津和野町森村ｲ511-1

0856-23-3607
0856-22-3315
0856-22-1560
0856-52-2537
0856-72-3131
0856-77-1255
0856-72-0127

（ハローワーク雲南管内）
名
称
奥出雲町商工会
仁多郡建設（協）
雲南市商工会
大東商栄（協）
飯南町商工会

郵便番号
699-1511
699-1511
690-2404
699-1251
690-3513

所 在 地
仁多郡奥出雲町三成324-15
仁多郡奥出雲町三成664-25
雲南市三刀屋町三刀屋274-10
雲南市大東町大東2343-17
飯石郡飯南町下赤名877-1

電話番号
0854-54-0158
0854-54-1144
0854-45-2405
0854-43-2412
0854-76-2118

（ハローワーク大田管内）
名
称

郵便番号

大田市建築組合

694-0064

大田商工会議所
大田市労務管理協会
銀の道商工会

694-0064
694-0064
699-2511

所 在 地
大田市大田町大田ｲ309-2
島根中央地域職業訓練センター内
大田市大田町大田ｲ309-2
大田市大田町大田ｲ164-4
大田市温泉津町小浜ｲ308-6

（労災保険のみを取り扱う事務組合）
名
称
島後林業協会
島根県農業協同組合
益田地区建築技術協会

郵便番号
所 在 地
685-0027 隠岐郡隠岐の島町原田奥ノ原986-6
699-0631 出雲市斐川町直江5030
698-0004 益田市東町8-33
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電話番号
0854-82-0789
0854-82-0765
0854-82-5850
0855-65-1110

電話番号
08512-2-0189
0853-25-8142
0856-23-0889

