
特別加入団体一覧（中国四国農政局管内：鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県）
都道府県 団体名 郵便番号 住所 電話番号 従事者の区分

※

鳥取 以西果樹病害虫防除組合 6892521 東伯郡琴浦町竹内３５３ 0858-55-7408 指
鳥取 郡家町特定農作業機械　運転者組合 6800463 八頭郡八頭町宮谷２００－１ 0858-72-0019 指

鳥取
鳥取西部農業協同組合　大山口支所　特定農作業従
事者部会

6893309 西伯郡大山町国信５４９－１ 0859-53-3511 特

鳥取
鳥取西部農業協同組合　中山支所　特定農作業機械
化部会

6893112 西伯郡大山町下甲２９０ 0858-58-2211 指

鳥取
鳥取西部農業協同組合　中山支所　特定農作業従事
者部会

6893112 西伯郡大山町下甲２９０ 0858-58-2211 特

鳥取
鳥取西部農業協同組合　日南支所　特定農作業機械
化部会

6895212 日野郡日南町霞７７８ 0859-82-1121 指

鳥取
鳥取西部農業協同組合　本所　特定農作業機械化部
会

6830802 米子市東福原１－５－１６ 0859-34-1141 指

鳥取 鳥取中央指定農業機械作業従事者部会 6820867 倉吉市越殿町１４０９ 0858-23-3019 指
鳥取 鳥取中央特定農作業従事者部会 6820867 倉吉市越殿町１４０９ 0858-23-3019 特

島根 ＪＡしまね　指定農業機械作業労災保険加入組合 6990631 出雲市斐川町直江５０３０ 0853-25-8142 指

島根 ＪＡしまね　農作業労災保険加入組合 6990631 出雲市斐川町直江５０３０ 0853-25-8142 特
岡山 ＪＡ岡山西　特定農作業従事者組合 7138113 倉敷市玉島八島１５１０－１ 086-441-6770 特

岡山
勝英農業者労災保険加入組合（指定農業機械作業従
事者）

7070003 美作市明見１７２－２ 0868-72-1341 指

岡山 勝英農業者労災保険加入組合（特定農作業従事者） 7070003 美作市明見１７２－２ 0868-72-1341 特

岡山 労働保険事務組合　津山農業協同組合 7080862 津山市横山１２８ 0868-22-8066 特
岡山 労働保険事務組合　津山農業協同組合 7080862 津山市横山１２８ 0868-22-8066 指

広島 せとうち農業労災センター 720-0067 福山市西町２－１０－１(福山商工会議所ビル６Ｆ) 084-924-7505 指

広島 一人親方組合「アグリ安全協会」 731-0112 広島市安佐南区東原３－２５－１８ 082-874-8947 特
広島 広島県内農業従事者労災保険加入組合 731-0112 広島市安佐南区東原３－２５－１８ 082-874-8947 指
山口 菊川町防災組合 7500321 下関市菊川町大字上岡枝７０３番地１ 083-287-1237 特
山口 菊川町防災組合 7500321 下関市菊川町大宇上岡枝７０３番地１ 083-287-1237 指
山口 三隅地区労災保険加入組合 7593802 長門市三隅中１５５８－１ 08374-3-0411 特
山口 山口市農業者労働災害防止組合 7538537 山口市維新公園三丁目１１－１ 083-922-5633 特
山口 山口市農業者労働災害防止組合 7538537 山口市維新公園三丁目１１－１ 083-922-5633 指
山口 周防大島労災保険加入組合 7422806 大島郡周防大島町大字西安下庄３９２０－４ 0820-77-1255 特
山口 南すおう労災保険加入組合 7428646 柳井市中央３－１６－１ 0820-22-9787 特
山口 南すおう労災保険加入組合 7428646 柳井市中央３－１６－１ 0820-22-9787 指



都道府県 団体名 郵便番号 住所 電話番号 従事者の区分
※

山口 農事組合法人　あいさいの里 7420111
柳井市日積４１５６番地１ＪＡ南すおうライスセン
ター内

0820-28-0094 特

山口 農事組合法人　おおじもファーム 7530101 萩市大字佐々並１６２２－５ 0838-56-0556 特
山口 農事組合法人　かわかみ 7580141 萩市川上２１３９－１ 0838-54-2624 特
山口 農事組合法人　グリーンフアーム府谷 7400723 岩国市錦町府谷２０４０ 0827-72-2284 特
山口 農事組合法人　ク゛リーンファーム名田島 7540892 山口市名田島３９３８ 083-987-2819 特
山口 農事組合法人　せいりゅう 7596301 下関市豊浦町大字川棚３５９０－１ 083-772-4222 特
山口 農事組合法人　つかり 7430105 光市大字束荷１３２２－１ 0820-48-2514 特
山口 農事組合法人　とくぢ伊賀地農場 7470232 山口市徳地伊賀地５３５ 0835-52-1483 指
山口 農事組合法人　なべくらの郷 7591513 山口市阿東徳佐下１４４１番地 083-956-0972 特
山口 農事組合法人　ねこれ 7592131 美祢市伊佐町堀越３１８１－１ 0837-53-1518 特
山口 農事組合法人　ファーム上ケ゛ 7593803 長門市三隅下２９５５ 0837-43-0801 特
山口 農事組合法人　むかたお 7400902 岩国市錦町宇佐郷５４６－１ 0827-74-0755 特
山口 農事組合法人　むつみ 7580305 萩市吉部下４０９９－１ 08388-6-0658 特
山口 農事組合法人　阿賀営農組合 7401231 岩国市美和町生見２５７７番地１ 090-3370-4942 特
山口 農事組合法人　河原 7594504 長門市油谷河原１３９１ 0837-32-2635 特
山口 農事組合法人　吉見ファーム 7596523 下関市大字吉見下２０４６－５ 083-286-6649 指
山口 農事組合法人　周防江崎 7540896 山口市江崎１５３６－１ 083-989-4843 特
山口 農事組合法人　小国ファーム 7580301 萩市大字片俣６９１－１ 08388-8-5111 指
山口 農事組合法人　植柳ファーム 7592142 美祢市東厚保町川東１０１８ 0837-52-3761 特
山口 農事組合法人　西開作 7540892 山口市名田島６７２－２ 083-972-5036 特
山口 農事組合法人　石城の里 7430102 光市大字三輪８８８ 0820-48-2218 指
山口 農事組合法人　川西 7540895 山口市深溝９３３－１ 083-989-5026 指
山口 農事組合法人　船路れんけ゛の里 7470342 山口市徳地船路２３２０ 0835-56-0236 特
山口 農事組合法人　内日三町生産組合 7500252 下関市大字内日上２５５０ 083-289-2872 指
山口 農事組合法人　二島西 7540893 山口市秋穂二島１００１ 083-987-0020 特
山口 農事組合法人　二島東 7540893 山口市秋穂二島７０２４－１ 083-987-2915 特
山口 農事組合法人　睦の里河原 7592221 美祢市伊佐町河原南下原１０２２－１ 0837-52-4438 特
山口 農事組合法人　用路 7591421 山口市阿東地福上２６７５－１ 090-1680-1877 指
山口 農事組合法人　椹野 7540892 山口市名田島３６０７－２ 083-987-3270 特
山口 農事組合法人赤郷 7540302 美祢市美東町赤中原５２６ 08396-2-0923 指
山口 万倉中央機械化集団裁培組合 7570214 宇部市大字西万倉１５４５－１ 0836-67-0202 指
山口 油谷農作業　安全協議会　特定農作業部門 7594503 長門市油谷新別名８９９ 0837-32-1121 特
山口 油谷農作業安全協議会 7594503 長門市油谷新別名８９９ 08373-2-1121 指
徳島 ＪＡ美馬特定農業一人親方特別加入組合 7712106 美馬市美馬町字天神１１６－３ 0883-63-3181 特

徳島
徳島県農業機械等安全推進協議会　労働保険事務組
合

7700011
徳島市北佐古一番町５番１２号ＪＡ会館８階徳島県
農業会議内

088-678-5611 指



都道府県 団体名 郵便番号 住所 電話番号 従事者の区分
※

徳島
徳島県農業機械等安全推進協議会　労働保険事務組
合

7700011
徳島市北佐古一番町５番１２号ＪＡ会館８階徳島県
農業会議内

088-678-5611 特

徳島 徳島県農業厚生協会 7700847 徳島市幸町３丁目３－７（建交労徳島内） 088-622-4347 特
徳島 美馬機械銀行 7712106 美馬市美馬町字天神１１６－３ 0883-63-3181 指
徳島 脇町農業機械銀行 7793601 美馬市脇町字拝原１３００ 0883-53-7222 指
香川 さぬき市農業機械銀行受託者会 7692322 さぬき市寒川町石田西１５２５ 0879-53-2222 指
香川 綾歌南部農業機械銀行 7612103 綾歌郡綾川町陶４７４２－１ 087-876-9680 指
香川 観音寺地域農作業労災加入協議会 7680012 観音寺市植田町１７３５ 0875-25-4796 特

香川 香川県農協　三木町支部　農作業労災加入協議会 7610612 木田郡三木町氷上３６４－１ 087-891-1018 特

香川
香川県農業協同組合　指定農業機械作業労災保険加
入組合

7618084 高松市一宮町字刷塚１４３１－１ 087-818-4177 指

香川 香川県農業協同組合　特定農作業労災保険加入組合 7618084 高松市一宮町字刷塚１４３１－１ 087-818-4177 特

香川 香川地区農業機械銀行 7611706 高松市香川町川東上９５５ 0878-79-3221 指
香川 香南町農業機械銀行 7611706 高松市香川町川東上９５５ 087-879-3221 指
香川 高松南部農業機械銀行 7610433 高松市十川西町２９８－１ 087-848-0064 指
香川 大内地区農業機械銀行 7692605 東かがわ市中筋４５－１ 0879-25-1719 指
香川 飯南地域農業機械銀行 7620083 丸亀市飯山町下法軍寺５４５－１ 0877-98-3101 指
愛媛 ＪＡえひめ中央　労災保険加入組合 7900011 松山市千舟町８－１２８－１ 089-943-2231 特
愛媛 ＪＡおちいまばり　労災保険加入組合 7991603 今治市朝倉下甲５５８－１ 0898-56-1036 特
愛媛 ＪＡひがしうわ機械作業　労災保険加入部会 7970045 西予市宇和町坂戸６５２ 0894-62-1299 指
愛媛 ＪＡひがしうわ農作業　労災保険加入部会 7970045 西予市宇和町坂戸６５２ 0894-62-1299 特
愛媛 ＪＡ愛媛たいき　指定農機労災部会 7958506 大洲市東大洲１９８ 0893-24-4181 指
愛媛 ＪＡ愛媛たいき労災部会 7958506 大洲市東大洲１９８ 0893-24-4181 特
愛媛 ＪＡ松山市　指定農業機械作業労災部会 7900051 松山市生石町５４８ 089-968-1218 指
愛媛 ＪＡ新居浜市農作業　労災加入協議会 7920812 新居浜市坂井町３－１０－４０ 0897-41-5701 指
愛媛 ＪＡ西条労災保険加入組合 7930041 西条市神拝字出口甲４７８－１ 0897-56-1800 特

愛媛 愛媛県農機具災害防止協会 7911102 松山市来住町１０７９－２建交労愛媛県本部内 089-976-5550 指

愛媛 周桑労災保険加入協議会 7910502
西条市丹原町願連寺５２７－１周桑農業協同組合営
農管理研修センター内

0898-68-7812 特

愛媛 農民組合愛媛県連合会 7900931 松山市西石井１－９－２２第９４杉フラット２０１ 089-958-8660 指

高知 安芸市農業機械銀行 7848503 安芸市幸町１－１６ 0887-34-1515 特
高知 高知県農業災害防止協会 7808040 高知市神田４０３－８ 088-833-2586 指
高知 高知県農業災害防止協会　高知支部 7808040 高知市神田４０３－８ 088-833-2586 指
高知 高知県農業災害防止協会　高幡支部 7808040 高知市神田４０３－８ 088-833-2586 指



都道府県 団体名 郵便番号 住所 電話番号 従事者の区分
※

高知 南国市農業協同組合 7830032 南国市上野田３０３－１ 088-863-2415 指
※特：特定農作業従事者、指：指定農業機械作業従事者


