
特別加入団体一覧（北海道）
都道府県 団体名 郵便番号 住所 電話番号 従事者の区分

※

北海道 ＪＡ道北なよろ地区　労災保険加入組合 0980504 名寄市風連町本町６２番地 01655-3-2521 特

北海道 ＴＭＣ北海道　農業労災組合 0640920
札幌市中央区南１条西１０丁目４南大通ビルアネッ
クス２Ｆ児玉税経内

0155-44-2044 特

北海道 あさひかわ農協　労災保険加入組合 0788234 旭川市豊岡４条１丁目１番１８号 0166-37-8855 特
北海道 イチヤン地区労災保険　加入組合 0740022 深川市北光町１丁目１０番１０号 0164-22-6619 特
北海道 いわみざわ農協地区労災　保険特別加入組合 0680022 岩見沢市２条西１丁目１番地 0126-25-2215 指
北海道 いわみざわ農協地区労災保険加入組合 0680022 岩見沢市２条西１丁目１番地 0126-25-2215 特
北海道 えんゆう特定農作業　労災保険加入組合 0996501 紋別郡湧別町上湧別屯田市街地２３０番地 01586-2-2161 特
北海道 おうむ農協労災保険加入組合 0981702 紋別郡雄武町雄武８７０－１１ 01588-4-2311 特
北海道 オホーツクはまなす　農業労災保険加入組合 0940007 紋別市落石町４丁目８番９号 0158-23-5211 特
北海道 オホーツク網走地区　労災保険加入組合 0930004 網走市南４条東２丁目１０番地 0152-43-2311 特
北海道 オホーツク網走地区　労災保険加入組合 0930004 網走市南４条東２丁目１０番地 0152-43-2311 特
北海道 オロロン特定労災保険加入　組合 0784106 苫前郡羽幌町南６条２丁目１６番地の４ 0164-62-2141 特
北海道 オロロン労災保険加入組合 0784106 苫前郡羽幌町南６条２丁目１６番地の４ 0164-62-2141 指
北海道 きたみらい農協労災保険加入組合 0900813 北見市中ノ島町１丁目１－８ 0157-32-8777 特
北海道 きょうわ農協特定農作業　従事者組合 0450122 岩内郡共和町発足１９０番地 0135-74-3011 特
北海道 そらち南労災保険加入組合 0691511 夕張郡栗山町中央３丁目１０４番地 0123-72-1313 特
北海道 そらち南労災保険加入組合 0691511 夕張郡栗山町中央３丁目１０４番地 0123-72-1313 特
北海道 たいせつ　労災保険加入組合 0718101 旭川市東鷹栖１条３丁目６３５番地の５８ 0166-57-2357 特
北海道 たきかわ地区特定農作業　労災保険加入組合 0730000 滝川市本町４丁目１－３１ 0125-22-3401 特
北海道 とうや湖　労災保険加入組合 0495831 虻田郡洞爺湖町香川５５番地７ 0142-89-2468 特
北海道 とうや湖労災保険加入組合 0495831 虻田郡洞爺湖町香川５５番地７ 0142-89-2468 指
北海道 とまこまい広域労災保険　加入組合 0591693 勇払郡厚真町錦町１０番地の２ 0145-27-2241 特

北海道 ながぬま農協地区　労災保険特別加入組合 0691393
夕張郡長沼町銀座北１丁目５番１９号ながぬま農協
内

0123-88-2226 特

北海道 ながぬま農協地区　労災保険特別加入組合 0691393
夕張郡長沼町銀座北１丁目５番１９号ながぬま農協
内

0123-88-2226 指

北海道 ひだか東農協　特定農作業従事者　特別加入組合 0570033 浦河郡浦河町堺町東２丁目５番５号 0146-22-1500 特

北海道 ひだか東農業協同組合 0570033 浦河郡浦河町堺町東２丁目５番５号 01462-2-1500 指
北海道 ピンネ農協労災保険加入組合 0731103 樺戸郡新十津川町字中央６－２９ 0125-76-2221 特
北海道 みついし農協労災保険　加入組合 0593231 日高郡新ひだか町三石本桐２２４番地６ 0146-34-2011 特
北海道 メム地区労災保険加入組合 0740002 深川市２条２番３０号 0164-22-2171 特
北海道 ようてい農協　労災保険加入組合 0440011 虻田郡倶知安町南一条東２－５－２ 0136-21-2314 特
北海道 阿寒地区労災保険加入組合 0850216 釧路市阿寒町北新町１丁目４番１号 0154-66-3211 特
北海道 愛別町特定農作業　労災保険加入組合 0781405 上川郡愛別町本町１２５ 01658-6-5311 特
北海道 芦別地区指定機械農作業　労災保険加入組合 0750004 芦別市北４条西１丁目１番地６ 0124-23-1111 指
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北海道 芦別地区特定農作業　労災保険加入組合 0750004 芦別市北４条西１丁目１番地６ 0124-23-1111 特
北海道 伊達市農協　労災保険加入組合 0528666 伊達市末永町７４ 0142-23-2181 特
北海道 雨竜地区労災保険加入組合 0782607 雨竜郡雨竜町字満寿３０－１９３ 0125-77-2331 特
北海道 浦幌町労災保険加入組合 0895695 十勝郡浦幌町新町１５－１ 01557-6-4011 特

北海道 音更地区特定農作業従事者　労災保険加入組合 0800101 河東郡音更町大通５－１ 0155-42-2131 特

北海道 音更町木野地区　農作業労災加入組合 0800301 河東郡音更町木野大通西６－１ 0155-31-2131 特
北海道 音江地区労災保険加入組合 0740022 深川市広里町１丁目３番６号 0164-22-1311 特
北海道 音別地区　特定農作業　労災保険加入組合 0880115 釧路市音別町本町１丁目１５番地 01547-6-2111 特
北海道 歌登地区労災保険加入組合 0985891 枝幸郡枝幸町幸町８１２１番地３ 0163-62-1711 特
北海道 芽室地区特定労災保険　加入組合 0828650 河西郡芽室町西４条南１丁目１－９ 0155-62-2313 特
北海道 興部町農業労災保険加入組合 0981693 紋別郡興部町字興部５１８番地 0158-82-2101 特

北海道 計根別地区特定農作業　労災加入組合 0882682 標津郡中標津町計根別本通東３丁目１７番地１ 01537-8-2111 特

北海道 月形地区特定農作業　労災保険加入組合 0610500 樺戸郡月形町１０６９ 0126-53-2111 特
北海道 更別地区労災保険加入組合 0891592 河西郡更別村字更別南２線９２番地 0155-52-2375 特
北海道 今金地区　特定労災保険加入組合 0494308 瀬棚郡今金町今金１４１ 01378-2-0211 特
北海道 根室地区特定農作業　労災保険加入組合 0870027 根室市光和町１丁目１５番地 0153-22-2121 特
北海道 佐呂間地区　労災保険加入組合 0930502 常呂郡佐呂間町永代町５７ 01587-2-3341 特
北海道 札内地区労災保険加入組合 0890592 中川郡幕別町札内中央町４６７番地 0155-56-2131 特
北海道 札幌地区労災保険組合 0600010 札幌市中央区北１０条西２４丁目１－１０ 011-621-1346 特
北海道 士別地区　特定農作業労災保険加入組合 0950021 士別市西１条８丁目７０１番地１ 0165-23-2115 特
北海道 士幌町労災保険　加入組合 0801200 河東郡士幌町字士幌西２線１５９番地 01564-5-2311 特
北海道 鹿追町労災保険加入組合 0810293 河東郡鹿追町新町４ー５１ 0156-66-2131 特
北海道 斜里地区労災保険加入組合 0994113 斜里郡斜里町本町３６－１ 01522-3-3151 特
北海道 十勝高島地区労災保険加入組合 0893152 中川郡池田町高島７ 01557-3-2111 特
北海道 十勝清水町農協　労災保険加入組合 0890198 上川郡清水町南２条１丁目８番地 0156-62-2161 特
北海道 十勝清水町農協　労災保険組合 0890198 上川郡清水町南二条１－８ 01566-2-2161 指
北海道 女満別地区　労災保険加入組合 0992324 網走郡大空町女満別西４条５丁目１番２７号 0152-74-2131 特
北海道 小清水地区　労災保険加入組合 0993600 斜里郡小清水町小清水３７９ 0152-62-2111 特
北海道 小樽地区労災保険加入組合 0482405 余市郡仁木町北町３丁目４ 0135-32-2428 特
北海道 上士幌町農業労災保険加入組合 0801493 河東郡上士幌町字上士幌東２線２３８ 01564-2-2131 特
北海道 上川町農協労災保険　加入組合 0781744 上川郡上川町北町１８９番地 01658-2-1111 特
北海道 常呂地区特定農作業労災保険加入組合 0930210 北見市常呂町字常呂６０８番地 0152-54-2121 特

北海道 新砂川農協地区特定農作業　労災保険加入組合 0730131 砂川市東１条南１丁目１番２０号 0125-54-3181 特

北海道 新篠津村地区　特定労災保険加入組合 0681100 石狩郡新篠津村第４７線北１３番地 0126-57-2311 特
北海道 新得町農協　労災保険加入組合 0810011 上川郡新得町一条南３－１ 01566-4-5433 特
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北海道 新函館労災保険加入組合 0411201 北斗市本町１丁目１－２１ 0138-77-5555 特
北海道 仁木地区労災保険加入組合 0482405 余市郡仁木町北町３－４ 0135-32-2525 特
北海道 清里町農業協同組合　労災保険加入組合 0994405 斜里郡清里町羽衣町２ 01522-5-2211 特
北海道 西春別地区　労災保険加入組合 0882592 野付郡別海町西春別駅前寿町１５ 0153-77-2111 特
北海道 石狩地区労災保険加入組合 0613361 石狩市八幡２丁目３３２番地１１ 0133-66-3321 特
北海道 積丹地区労災保険加入組合 0482405 余市郡仁木町北町３丁目４ 0135-32-2428 特
北海道 足寄地区労災保険加入組合 0893713 足寄郡足寄町南３条１丁目１８ 01562-5-2131 特
北海道 足寄地区労災保険加入組合 0893713 足寄郡足寄町南３条１丁目１８ 0156-25-2131 特
北海道 多度志地区労災保険加入組合 0740141 深川市多度志１０１０番地 0164-27-2111 特
北海道 太田地区労災保険加入組合 0881145 厚岸郡厚岸町太田５の通り１９番地の１ 0153-52-7151 特
北海道 帯広市川西農協地区　労災保険加入組合 0891182 帯広市川西町西２線６１－１ 0155-59-2111 特
北海道 大樹町労災保険加入組合 0892152 広尾郡大樹町西本通３３番地２ 01558-6-3131 特
北海道 大正地区労災保険加入組合 0891241 帯広市大正本町東１条２丁目１番地 0155-64-4591 特
北海道 稚内地区特定農作業　労災保険加入組合 0970002 稚内市潮見１丁目５番２５号 0162-32-8710 特
北海道 中札内地区　労災保険加入組合 0891341 河西郡中札内村東一条南２－１４ 0155-67-2211 特

北海道 中春別地区　特定農作業労災保険加入組合 0860652 野付郡別海町中春別南町３中春別農業協同組合内 01537-6-2311 特

北海道 中頓別町農協地区　労災保険加入組合 0985551 枝幸郡中頓別町字中頓別２３番地２ 01634-6-1231 特
北海道 中標津町農協　労災保険加入組合 0861007 標津郡中標津町東七条南２－１ 01537-2-3275 特
北海道 忠類特定農作業　労災保険加入組合 0891792 中川郡幕別町忠類栄町２５９番地 01558-8-2311 特
北海道 津別町特定農作業従事者　特別加入組合 0920231 網走郡津別町字大通３３番地 01527-6-3322 特
北海道 鶴居トラクター利用組合 0851206 阿寒郡鶴居村鶴居東４－４５ 0154-64-2311 特
北海道 天塩町農協　労災保険加入組合 0983395 天塩郡天塩町新地通６丁目２３４３番地 01632-2-1050 特
北海道 東旭川農協地区　労災保険加入組合 0788261 旭川市東旭川南１条５丁目８－２２ 0166-36-2111 特

北海道 東宗谷農協地区　農業労災加入者組合 0985725 枝幸郡浜頓別町大通２丁目１９番地東宗谷農協内 01634-2-2229 特

北海道 東神楽地区　労災保険加入組合 0711512 上川郡東神楽町北一条東１－１－３ 0166-83-2323 特
北海道 東川町農協　労災保険加入組合 0711425 上川郡東川町西町１丁目５－１ 0166-82-2121 特
北海道 道央農業労災保険加入組合 0611352 恵庭市島松仲町２丁目１０番１号 0123-36-0602 特

北海道 苫前町農業協同組合　特定農作業従事者加入組合 0783621 苫前郡苫前町字古丹別２０３番地の１ 0164-65-4411 特

北海道 南るもい農協　指定機械労災保険加入組合 0770021 留萌市高砂町３丁目４番６号 0164-42-1122 指
北海道 南るもい農協　特定農作業労災保険加入組合 0770021 留萌市高砂町３丁目４番６号 0164-42-1122 特
北海道 南幌地区特定農作業　労災保険加入組合 0690293 空知郡南幌町栄町１丁目４番７号 011-378-2221 特
北海道 納内地区労災保険加入組合 0780151 深川市納内町北６－７８ 0164-24-2211 特
北海道 白糠町農協　労災保険加入組合 0880393 白糠郡白糠町茶路基線２０番地１ 01547-2-2235 特
北海道 比布町農協地区　労働保険加入組合 0780342 上川郡比布町西町３丁目５－１４ 0166-85-3111 指
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北海道 比布町農協地区特定農作業　労災保険加入組合 0780342 上川郡比布町西町３丁目５－１４ 0166-85-3111 特

北海道 美唄市農協地区　労災保険特別加入組合 0720001 美唄市大通東一条北１－２－１ 01266-3-2161 特
北海道 美瑛町農協地区　労災保険加入組合 0710207 上川郡美瑛町中町２－６－３２ 0166-92-2111 特
北海道 美深・下川・中川地区　労災保険加入組合 0982220 中川郡美深町大通北２丁目１２番地 01656-2-1601 特

北海道 標茶地区特定農作業　労災保険加入組合 0882311 川上郡標茶町開運９丁目６標茶町農業協同組合内 01548-5-2125 特

北海道 標津地区特定農作業　労災保険加入組合 0861451 標津郡標津町川北基線西２番地 01538-5-2121 特
北海道 浜中町農協地区労災保険加入組合 0881363 厚岸郡浜中町茶内栄６１番地 0153-65-2121 特
北海道 富良野地区特定農作業　労災保険加入組合 0768666 富良野市朝日町３番１号 0167-23-3534 特
北海道 平取町農協労災保険加入組合 0550107 沙流郡平取町本町４０－１ 01457-2-2211 特
北海道 別海地区労災保険加入組合 0860214 野付郡別海町別海緑町１１６番地９ 0153-75-2201 特
北海道 峰延地区機械利用組合 0790192 美唄市字峰延３７番地 0126-67-2111 指
北海道 峰延地区特定農作業　労災保険加入組合 0790192 美唄市峰延３７番地 0126-67-2111 特
北海道 豊頃地区特定農作業　労災保険加入組合 0895235 中川郡豊頃町中央若葉町１２ 01557-4-2101 特
北海道 北いぶき農協特定農作業　労災保険加入組合 0782193 雨竜郡秩父別町１２９８番地の８ 0164-33-2011 特
北海道 北宗谷農業協同組合 0984140 天塩郡豊富町字豊富停車場通８番地 0162-82-2112 特
北海道 北石狩農業協同組合　労災保険加入組合 0610295 石狩郡当別町錦町５３－５７ 0133-23-2531 特
北海道 北部檜山地区特定労災保険加入組合 0494501 久遠郡せたな町北檜山区北檜山２０ 01378-4-5311 特
北海道 北竜地区特定農機具　労災保険加入組合 0782512 雨竜郡北竜町字和３６－３ 0164-34-2211 指
北海道 北竜地区労災保険加入組合 0782512 雨竜郡北竜町字和３６番地の３ 0164-34-2211 特
北海道 幌延町労災保険加入組合 0983202 天塩郡幌延町２条北１丁目１４番地 01632-5-1211 特
北海道 幌加内地区労災保険加入組合 0740411 雨竜郡幌加内町字幌加内１２９９番地 0165-35-2025 特
北海道 幌呂特定農作業　労災保険加入組合 0851141 阿寒郡鶴居村幌呂西３丁目１５番地 0154-65-2311 特
北海道 本別地区労災保険加入組合 0893334 中川郡本別町北５丁目２－１（農協内） 0156-22-3111 特
北海道 摩周湖農協　労災保険加入組合 0883211 川上郡弟子屈町中央３丁目７番１２号 01548-2-2104 特
北海道 幕別地区　労災加入組合 0890693 中川郡幕別町本町４５ 0155-54-4199 特
北海道 鵡川地区特定労災保険　加入組合 0540051 勇払郡むかわ町文京２丁目２番地１ 0145-42-2616 特
北海道 門別町農業機械　労災保険加入組合 0592121 沙流郡日高町門別本町２１０－３ 01456-2-5111 特
北海道 湧別町農協労災保険加入組合 0996414 紋別郡湧別町錦町２７９番地１ 01586-5-2121 特
北海道 夕張市農協地区労災保険特別加入組合 0680751 夕張市沼ノ沢２１３番地２７ 01235-7-3111 指
北海道 陸別地区労働災害保険　加入組合 0894313 足寄郡陸別町字陸別東２条１丁目１番地 0156-27-3111 特

※特：特定農作業従事者、指：指定農業機械作業従事者


