特別加入団体一覧（近畿農政局管内：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県）
都道府県
団体名
滋賀 ＪＡグループ滋賀 労災保険特別加入組合
滋賀 ＪＡ新旭町機械銀行 労災保険加入組合
レーク伊吹農業協同組合 指定農業機械作業従事者
滋賀
会
滋賀 レーク伊吹農業協同組合 農作業受託者会
レーク大津農業協同組合 農作業受託組合 レーク
滋賀
ファーム
滋賀 甲賀町農業機械銀行
滋賀 甲南地区労災保険加入組合
滋賀 滋賀農民連 産直農業協同組合
滋賀 信楽地区労災保険加入組合
滋賀 新旭町農業機械銀行 労災保険加入組合
滋賀 水口地区労災保険加入組合
滋賀 土山地区労災保険加入組合
滋賀 農事組合法人 アグネット深川
滋賀 農事組合法人 アグリあぶらひ
滋賀 農事組合法人 いいみちふァーム
滋賀 農事組合法人 うしかい
滋賀 農事組合法人 エコファーム神保
滋賀 農事組合法人 こうか高野
滋賀 農事組合法人 サンファームそまなか
滋賀 農事組合法人 しもやま夢の里
滋賀 農事組合法人 すごいえぇのう鮎河
滋賀 農事組合法人 はり営農
滋賀 農事組合法人 磯尾里山農場
滋賀 農事組合法人 黄瀬営農組合
滋賀 農事組合法人 甲賀エコファームいちの
滋賀 農事組合法人 市原地区布引営農組合
滋賀 農事組合法人 春日営農組合
滋賀 農事組合法人 上野ファーム
滋賀 農事組合法人 八田営農組合
滋賀 農事組合法人 野上野アグリ
滋賀 農事組合法人朝国農業生産組合

郵便番号
住所
5200044 大津市京町４―３―３８
5201501 高島市新旭町旭１－１０－５

電話番号
従事者の区分※
077-521-1621
特
0740-25-2628
特

5260828 長浜市加田町３１４３

0749-63-2101

指

5260828 長浜市加田町３１４３

0749-63-2101

特

5200806 大津市打出浜１４－１

077-525-4343

指

5203435
5203311
5211301
5291803
5201501
5280005
5280212
5203322
5203413
5280046
5280045
5203404
5203434
5280043
5280063
5280202
5203231
5203312
5291801
5203412
5270224
5280065
5203421
5280066
5280224
5203251

0748-88-4374
0748-86-5775
0748-46-3505
0748-83-0137
0740-25-2626
0748-62-0685
0748-66-1151
0748-86-2859
0748-88-3266
0748-62-4830
0748-62-2163
0748-88-3524
0748-88-5613
0748-76-2355
0748-62-3903
0748-60-4828
0748-72-7644
0748-86-2802
0748-83-0399
0748-88-4006
0748-27-2210
0748-60-8098
0748-88-3513
0748-62-2986
0748-66-0453
0748-72-7182

指
特
特
特
指
特
特
特
指
指
指
指
指
指
指
指
指
指
指
特
指
特
指
指
指
特

甲賀市甲賀町相模４５１
甲賀市甲南町竜法師４２４
近江八幡市安土町大中６１６－２
甲賀市信楽町牧１７１９
高島市新旭町旭１－１０－５
甲賀市水口町水口６１１１－１
甲賀市土山町南土山甲７６９－２
甲賀市甲南町深川１１５８
甲賀市甲賀町油日２５２２
甲賀市水口町三大寺８６４
甲賀市水口町牛飼９４０
甲賀市甲賀町神保１３５８番地３
甲賀市甲賀町高野７１８－１
甲賀市水口町杣中６１４
甲賀市水口町下山１１９７－３
甲賀市土山町鮎河１２２６－１
湖南市針６７４－１
甲賀市甲南町磯尾１６２５
甲賀市信楽町黄瀬１２５１－１
甲賀市甲賀町櫟野２８１－１
東近江市市原野町３７２２
甲賀市水口町春日２７５３
甲賀市甲賀町上野２４１６上野会館内
甲賀市水口町八田４９１
甲賀市土山町野上野１３９－１
湖南市朝国６２６

滋賀

北びわこ労災保険加入組合

5290341 長浜市湖北町速水２７２１北びわこ農業協同組合内

0749-78-2415

特

滋賀
京都

労災保険加入組合 マキノ町農業協同組合
ＪＡグループ京都 労災保険特別加入組合

5201821 高島市マキノ町沢１３５０－１
6018002 京都市南区東九条上殿田町２６

0740-27-1190
075-681-4324

指
特

都道府県
京都
京都
京都
京都
京都
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫
兵庫

団体名
京都農業有志の会
京都府農林業厚生協会
農民組合京都府 連合会
農民組合京都府 連合会
労働保険事務組合 宇治市茶生産組合 労災保険特
別加入部会
ＪＡあわじ島農作業安全 推進協議会
ＪＡたじま 労災保険加入組合
ＪＡたじま農業機械安全使用協議会
ＪＡ丹波ひかみ指定農業機械労災保険部会
ＪＡ兵庫西姫路西地区農作業受託オペレーター協議
会

郵便番号
6018136
6291264
6120029
6120029

住所
京都市南区上鳥羽岩ノ本町５２
綾部市西原町中ケ沢３１－７
京都市伏見区深草西浦町５－１９－１
京都市伏見区深草西浦町５－１９－１

電話番号
従事者の区分※
075-693-6757
特
0773-42-2595
指
075-642-0931
特
075-642-0931
指

6118501 宇治市宇治琵琶３３宇治市役所農林茶業課内

0774-20-8723

指

6560462
6670111
6680051
6693461

0799-42-5200
0796-65-1500
0796-24-6671
0795-82-5349

特
特
指
指

6792122 姫路市豊富町御蔭９６４－１

079-264-6971

指

南あわじ市市青木１８番地の１
養父市大薮１１６８
豊岡市九日市上町５５０－１
丹波市氷上町市辺４４０番地

兵庫

ＪＡ兵庫西姫路農作業受託 オペレーター協議会

6792122 姫路市豊富町御蔭９６４－１

079-264-6971

指

兵庫
兵庫
兵庫

ＪＡ兵庫六甲 農業機械安全使用協議会
ＪＡ兵庫六甲 農作業安全協議会
しそう農作業受託部会

078-981-6871
078-981-6871
0790-62-2300

指
特
指

兵庫

たつの市集落営農連絡協議会

0791-66-3111

特

兵庫
兵庫

079-593-0091
0790-87-0239

指
指

6792315 神崎郡市川町西川辺６２５－１

0790-26-3111

指

兵庫

西紀農機具利用組合
赤佐地域きのこ生産振興会
兵庫西農協 神飾支部 機械利用部会 オペレー
ター協議会
豊岡請負耕作組合

6511313 神戸市北区有野中町２－１２－１３
6511313 神戸市北区有野中町２－１２－１３
6712573 宍粟市山崎町今宿１０１－１
たつの市揖西町竹万９７兵庫西農業協同組合揖龍営
6794014
農生活センター内
6692736 篠山市西木之部ライスセンター内
6795512 佐用郡佐用町南中山２１６

0796-24-3641

指

兵庫

揖龍地域認定農業者等連絡協議会

6680854 豊岡市八社宮４９０
たつの市揖西町竹万９７兵庫西農業協同組合揖龍営
6794014
農生活センター内
634-0138 高市郡明日香村越131-1
639-2301 御所市元町1-1御所市産業振興ｾﾝﾀ-内
636-0153 生駒郡斑鳩町龍田南4-7-2
634-0138 高市郡明日香村越131-1
6430032 有田郡有田川町大字天満４７－１
6408305 和歌山市栗栖６４２

0791-66-3111

特

0744-54-5310
0745-62-6262
0745-74-2701
0744-54-5310
0737-53-2323
073-471-3731

指
指
特
特
指
指

和歌山 紀の里 農業協同組合 指定農業機械作業従事者

6496416 紀の川市上野１２ー５

0736-77-7801

指

和歌山 紀の里 農業協同組合 特定農作業従事者
和歌山 紀州農業協同組合
和歌山 和歌山県農業開発協会

6496416 紀の川市上野１２－５
0736-77-7801
特
6450011 日高郡みなべ町気佐藤３２１－６
0739-72-2650
指
6440003 御坊市島６０－２６
0738-22-2832
指
※特：特定農作業従事者、指：指定農業機械作業従事者

兵庫

奈良
奈良
奈良
奈良
和歌山
和歌山

奈良県農民連
御所労働保険事務組合
奈良県特定農作業経営者組合
農民連・奈良県農民組合
ありだ農業協同組合
わかやま 農業協同組合

