
特別加入団体一覧（北陸農政局管内：新潟県、富山県、石川県、福井県）
都道府県 団体名 郵便番号 住所 電話番号 従事者の区分

※

新潟
ＪＡえちご上越労災保険加入組合（指定農業機械作
業従事者）

9430817 上越市藤巻５－３０ 025-527-2035 指

新潟
ＪＡえちご上越労災保険加入組合（特定農作業従事
者）

9430817 上越市藤巻５－３０ 025-527-2035 特

新潟 ＪＡ新潟市労災保険加入組合 9500806 新潟市東区海老ヶ瀬５１２－１ 025-270-2295 特
新潟 ＪＡ新潟市労災保険加入組合 9500806 新潟市東区海老ケ瀬５１２－１ 025-270-2295 指
新潟 ＪＡ津南町　特定農作業従事者組合 9498201 中魚沼郡津南町大字下船渡戊１２５番地１ 025-765-3121 特
新潟 しおざわ農業協同組合 9496408 南魚沼市塩沢７－１ 025-782-1171 指

新潟 にいがた岩船農協　中核的農業者労災保険組合 9580854 村上市田端町８－５ 0254-52-0511 特

新潟 にいがた岩船農協　中核的農業者労災保険組合 9580854 村上市田端町８－５ 0254-52-0511 指

新潟
にいがた南蒲農協管内　農業者労災保険組合（指定
農業機械作業従事者）

9550046 三条市興野３－１０－７ 0256-39-7011 指

新潟
にいがた南蒲農協管内　農業者労災保険組合（特定
農作業従事者）

9550046 三条市興野３－１０－７ 0256-39-7011 特

新潟
ひすい農業協同組合　労災保険加入組合　指定農業
機械作業従事者

9410061 糸魚川市大町１－３－４ 025-552-0317 指

新潟
越後おぢや農業協同組合　労災保険加入組合　指定
農業機械作業従事者

9470031 小千谷市土川１－１２－２５ 0258-83-3424 指

新潟
越後おぢや農業協同組合　労災保険加入組合　特定
農作業従事者

9470031 小千谷市土川１－１２－２５ 0258-83-3424 特

新潟 越後さんとう農協　農業労災保険加入組合 9402305 長岡市大野２４９ 0258-41-2880 特
新潟 越後さんとう農協　農業労災保険加入組合 9402305 長岡市大野２４９ 0258-41-2881 指

新潟 越後ながおか農協労災保険　指定機械作業加入組合 9400033 長岡市今朝白２－７－２５ 0258-35-1300 指

新潟 越後ながおか農協労災保険　特定農作業加入組合 9400033 長岡市今朝白２－７－２５ 0258-35-1300 特

新潟 越後中央指定農業団体 9538503 新潟市西蒲区漆山８８３３ 0256-70-1540 指
新潟 越後中央特定農業団体 9538503 新潟市西蒲区漆山８８３３ 0256-70-1540 特
新潟 魚沼みなみ　地区労災保険加入組合 9497302 南魚沼市浦佐５１３０－１ 025-777-3786 特
新潟 魚沼みなみ　地区労災保険加入組合 9497302 南魚沼市浦佐５１３０－１ 025-777-3786 指

新潟 佐渡　農業協同組合　ＪＡ佐渡指定農機労災組合 9520016 佐渡市原黒３００－１サドノウキヨウナイ 0259-27-6161 指

新潟 佐渡　農業協同組合　ＪＡ佐渡農業労災組合 9520016 佐渡市原黒３００－１サドノウキヨウナイ 0259-27-6161 特

新潟 十日町指定農業機械作業　従事者労災保険加入組合 9480055 十日町市高山６４１－１ 025-757-1576 指



都道府県 団体名 郵便番号 住所 電話番号 従事者の区分
※

新潟 十日町特定農作業従事者　労災保険加入組合 9480055 十日町市高山６４１－１ 025-757-1576 特

新潟 新潟みらい農業協同組合　指定労災保険事務組合 9501298 新潟市南区七軒字前２１１－１ 025-373-2109 指

新潟 新潟みらい農業協同組合　特定労災保険事務組合 9501298 新潟市南区七軒字前２１１－１ 025-372-2109 特

新潟 新津さつき　農業協同組合　労災保険加入組合 9560007 新潟市秋葉区小戸下組２２２４ 0250-25-1211 特

新潟 水原町農協　労災保険加入組合 9592063 阿賀野市土橋２９７ 0250-62-1000 特
新潟 水原町農協　労災保険加入組合 9592063 阿賀野市土橋２９７ 0250-62-1000 指
新潟 柏崎農業者特定労災保険組合 9450055 柏崎市駅前１－３－２２ 0257-21-1000 特
新潟 柏崎農業者労災保険組合 9450055 柏崎市駅前１－３－２２ 0257-21-1000 指
新潟 北越後農業協同組合　労災保険組合 9570011 新発田市島潟字弁天１３４１－１ 0254-26-7000 特
新潟 北魚沼農業協同組合　農業者労災保険組合 9460076 魚沼市井口新田６４５－１３ 025-793-1770 特
新潟 北魚沼農業協同組合　農業者労災保険組合 9460076 魚沼市井口新田６４５－１３ 025-793-1770 指
富山 ＪＡなのはな　指定農業機械作業従事者組合 9318312 富山市豊田本町３－１８－２１ 076-438-2215 指
富山 ＪＡなのはな　特定労災保険加入組合 9318312 富山市豊田本町３－１８－２１ 076-438-2215 特
富山 あおば農協　農業機械運転者協会 9392376 富山市八尾町福島４７１－１ 076-454-3175 指
富山 いなば農機具運転者協会 9320053 小矢部市石動町１０－３０ 0766-67-2115 特
富山 いなば農協地区　特定農業者協会 9320053 小矢部市石動町１０－３０ 0766-67-2115 指
富山 いみず野農協地区　特定農作業者協会 9390276 射水市北野１５５５－１ 0766-52-6805 特
富山 いみず野農協地区　農業機械運転者協会 9390276 射水市北野１５５５－１ 0766-52-0023 指
富山 となみ野農協地区　特定農作業者協会 9391388 砺波市宮沢町３－１１ 0763-32-8619 特
富山 となみ野農協地区　農業機械運転者協会 9391388 砺波市宮沢町３一１１ 0763-32-8619 指
富山 なんと農協地区　農業機械運転者協会 9391843 南砺市金戸２６８－１ 0763-62-0261 指
富山 みな穂地区特定農作業者協会 9390626 下新川郡入善町入膳３４６１－１ 0765-72-1190 指
富山 みな穂地区農業運転者協会 9390626 下新川郡入善町入膳３４６１－１ 0765-72-1190 特
富山 滑川地区特定農作業者協会 9360852 滑川市上島２３５ 076-475-6900 特
富山 滑川地区農業機械　運転者協会 9360852 滑川市上島２３５ 076-475-6900 指
富山 高岡市農協　農業機械運転者協会 9338502 高岡市あわら町１－１ 0766-63-7331 指
富山 山田村農協地区　農業機械運転者協会 9302124 富山市山田中村２４４ 076-457-2211 指
富山 舟橋村農業機械　運転者協会 9300282 中新川郡舟橋村仏生寺３１ 076-464-1113 指
富山 上市町農協地区農業機械運転者協会 9300314 中新川郡上市町若杉３－３ 076-472-5519 指
富山 氷見市農協地区　農業機械運転者協会 9350023 氷見市朝日丘２－３２ 0766-74-8871 指
富山 富山市農協地区　農業機械運転者協会 9398153 富山市吉岡４６６－１ 076-429-7555 指
富山 福光農協地区　農業機械運転者協会 9391732 南砺市荒木５３１８ 0763-52-4153 特
富山 福光農協地区　農業機械運転者協会 9391732 南砺市荒木５３１８ 0763-52-4153 指
富山 立山町にいかわ農協地区農業機械運転者協会 9300221 中新川郡立山町前沢新町７１６ 076-462-9301 指
富山 立山町農協地区　特定農業者協会 9300221 中新川郡立山町前沢新町７１６ 076-462-9301 指



都道府県 団体名 郵便番号 住所 電話番号 従事者の区分
※

富山 立山町農協地区　農業機械運転者協会 9300221 中新川郡立山町前沢新町７１６ 076-462-9301 特

石川 ＪＡ小松市労災保険特別加入組合（指定農業機械） 9238611 小松市上小松町丙２５２ 0761-22-5111 指

石川
ＪＡ小松市労災保険特別加入組合（特定農作業従事
者）

9238611 小松市上小松町丙２５２ 0761-22-5111 特

石川
ＪＡ松任労災保険特別加入　組合（特定農作業従事
者）

9240032 白山市村井町１７７６ 076-274-1471 特

石川 ＪＡ能美受託者部会　労災保険加入組合 9231123 能美市吉光町イ６６－１ 0761-57-3235 特
石川 加賀市地区労災保険加入組合 9220423 加賀市作見町ホ－１０－１ 0761-73-1313 指
石川 金沢農業労災保険加入組合 9200011 金沢市松寺町未５９－１ 076-237-3953 特
石川 町野町農業労災保険加入組合 9280201 輪島市町野町広江４－３２ 0768-32-1107 指
石川 津幡東部地区　労災保険加入組合 9290326 河北郡津幡町字清水チ３２９ 076-288-3331 特
石川 津幡東部地区労災保険加入組合 9290326 河北郡津幡町字清水チー３２９ 076-288-3331 指
石川 柳田地区　労災保険組合 9280331 鳳珠郡能登町字柳田梅部１４１ 0768-76-1236 指
福井 ＪＡテラル越前　農作業労働保険組合 9128540 大野市中挾１－１３０１ 0779-65-1251 特
福井 ＪＡ花咲ふくい　三国町農業機械協議会 9130021 坂井市三国町楽円５４－４－２ 0776-81-3103 指
福井 ＪＡ福井市　労災保険特別加入組合 9188026 福井市渕４－６０６ 0776-33-8156 指

福井 芦原営農協議会機械部会 9104115
あわら市国影１５－４０－１ＪＡ花咲ふくい芦原支
店内

0776-78-5553 指

福井 越前たけふ農協　労災特別加入組合 9150811 越前市本多２－１０－２２ 0778-22-2222 指
福井 越前たけふ農協労災特別加入組合 9150811 越前市本多２－１０－２２ 0778-22-2222 特
福井 花咲ふくい　労災加入組合 9100254 坂井市丸岡町一本田３４－７ 0776-66-1133 特
福井 坂井町営農振興会　機械部会 9190522 坂井市坂井町上新庄２８－１－５ 0776-67-7766 指
福井 鯖江市技術信託組合 9160033 鯖江市中野町７３－１３ 0778-51-8004 指
福井 勝山市農作業労働災害保険加入組合 9110034 勝山市滝波町５－７０１ 0779-88-0342 特

福井 福井市南部　農業協同組合　農業機械作業組合 9190327 福井市大土呂町２０－５ 0776-38-2750 指

福井 福井丹南農協労災加入組合 9160033 鯖江市中野町７３－１３ 0778-51-8004 特
※特：特定農作業従事者、指：指定農業機械作業従事者


