
特別加入団体一覧（関東農政局管内：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県）
都道府県 団体名 郵便番号 住所 電話番号 従事者の区分

※

茨城 つくば市大穂地区農業者労災保険特別加入組合 3050027 つくば市東岡３３５つくば市農業協同組合内 029-847-3122 指

茨城 阿見町労災保険特別加入組合 3000332 稲敷郡阿見町中央１－３－１ 029-885-0125 特
茨城 阿見町労災保険特別加入組合 3000332 稲敷郡阿見町中央１－３－１ 029-885-0125 指
茨城 稲敷地域農業者労災特別加入組合 3000504 稲敷市江戸崎甲３０１６－３ 029-892-6647 指
茨城 稲敷地域農業者労災特別加入組合 3000504 稲敷市江戸崎甲３０１６－３ 029-892-6647 指
茨城 茨城みなみ農業労災保険特別加入組合 3002337 つくばみらい市谷井田１６０９ 0297-58-5118 特
茨城 茨城みなみ農業労災保険特別加入組合 3002337 つくばみらい市谷井田１６０９ 0297-58-5118 指
茨城 茨城むつみ労災保険　特別加入組合 3060404 猿島郡境町長井戸２３ 0280-87-5172 指
茨城 茨城むつみ労災保険　特別加入組合 3060404 猿島郡境町長井戸２３ 0280-87-5172 特
茨城 茨城県南農業労災事務組合 3001502 取手市新川２９７ 0297-70-3503 指
茨城 茨城中央農業者労災保険特別加入組合 3091632 笠間市飯合１４６ 0296-74-4700 指
茨城 茨城町農業労災保険特別加入組合 3113138 東茨城郡茨城町城之内６８４－１ 029-293-6166 特

茨城 下館地区農業労災保険　特別加入組合 3080051 筑西市岡芹２２２２北つくば農協下館中央支店 0296-20-1288 指

茨城 下妻市労災保険特別加入組合 3040061 下妻市下妻丙６３０－１ 0296-43-4171 指
茨城 岩井労災保険特別加入組合 3060631 坂東市岩井２２２９ 0297-35-8336 特
茨城 岩井労災保険特別加入組合 3060631 坂東市岩井２２２９ 0297-35-8336 指

茨城 岩瀬町農業労災保険特別加入組合 3091211 桜川市岩瀬１９１１－１北つくば農協岩瀬支店 0296-75-3101 指

茨城 結城市農業者労災保険特別加入組合 3070053 結城市新福寺４－１３－３ 0296-35-0777 指
茨城 行方市労災保険特別加入組合 3113832 行方市麻生３３４６－２５ 0299-72-1879 指
茨城 高萩市農業者労災保険特別加入組合 3180033 高萩市本町１－１００－２ 0293-22-3617 指
茨城 鹿嶋市大野地区労災保険特別加入組合 3112203 鹿嶋市浜津賀８７１－１ 0299-69-0079 指
茨城 十王町農業者労災保険特別加入組合 3191302 日立市十王町伊師本郷４３－１ 0294-39-3006 指
茨城 城里町桂地区農業労災保険特別加入組合 3114344 東茨城郡城里町阿波山２７３７ 029-289-2712 指

茨城 城里町常北地区　農業者労災保険　特別加入組合 3114303 東茨城郡城里町石塚５７２－１ 029-288-2328 指

茨城 常総市石下地区農業者労災保険特別加入組合 3002706 常総市新石下５６７－６ 0297-42-1400 指
茨城 常陸太田市労災保険特別加入組合 3130013 常陸太田市山下町３８８９ 0294-72-2241 指

茨城
常陸大宮市御前山地区　農業者労災保険　特別加入
組合

3114503 常陸大宮市野口２８４０－１ 0295-55-2141 指

茨城 常陸大宮市山方地区農業労災保険特別加入組合 3193111 常陸大宮市山方９４２－３ 0295-57-2116 指

茨城 常陸大宮市緒川地区農業労働者災害特別加入組合 3192401 常陸大宮市上小瀬４２５７ 0295-56-2511 指



都道府県 団体名 郵便番号 住所 電話番号 従事者の区分
※

茨城 常陸大宮市大宮地区農業者労災保険特別加入組合 3192263 常陸大宮市南町１０７５－１ 0295-53-1235 指

茨城
常陸大宮市美和地区農業労働者災害保険特別加入組
合

3192601 常陸大宮市高部４１２１－３ 0295-58-2231 指

茨城 水海道市農業者　労災保険特別加入組合 3030006 常総市小山戸町３８３ 0297-22-0655 指

茨城 水海道市農業者特定農作業労災保険特別加入組合 3030006 常総市小山戸町３８３ 0297-22-0655 特

茨城 水戸市労災保険特別加入組合 3114143
水戸市大塚町１２６１－３（ＪＡ水戸上中妻営農資
材センター内）

029-251-8621 特

茨城 水戸市労災保険特別加入組合 3114143
水戸市大塚町１２６１－３（ＪＡ水戸上中妻営農資
材センター内）

029-251-8621 指

茨城 石岡市労災保険特別加入組合 3150015 石岡市南台３－２１－１４ 0299-56-5802 指
茨城 千代川農業労災保険特別加入組合 3040805 下妻市唐崎９１６ 0296-44-3911 指
茨城 大子町農業者　労災保険特別加入組合 3193551 久慈郡大子町池田１２６７－１ 0295-72-1190 特
茨城 大洋村労災保険特別加入組合 3112103 鉾田市汲上３０２７－２ 0291-39-2221 特
茨城 大洋村労災保険特別加入組合 3112103 鉾田市汲上３０２７－２ 0291-39-2221 指
茨城 潮来市労災保険特別加入組合 3113832 行方市麻生３３４６－２５ 0299-72-1879 指
茨城 土浦農協　労災保険特別加入組合 3000048 土浦市田中１－１－４ 029-823-7001 指
茨城 土浦農協労災保険持別加入組合 3000048 土浦市田中１－１－４ 029-823-7001 特
茨城 東海村農業者労災保険特別加入組合 3191115 那珂郡東海村船場５４４－２ 029-282-0203 指
茨城 那珂市農業者労災保険　特別加入組合 3110134 那珂市飯田１９９１ 029-295-7722 指

茨城 内原地区労災保険加入組合 3114143
水戸市大塚町１２６１－３（ＪＡ水戸上中妻営農資
材センター内）

029-251-8621 指

茨城 波崎町労災保険特別加入組合 3140254 神栖市太田１８８８－４７ 0479-48-7755 指
茨城 八千代町特定農作業労災保険特別加入組合 3003544 結城郡八千代町若１４７７ 0296-48-0711 特
茨城 八千代町労災保険特別加入組合 3003544 結城郡八千代町若１４７７ 0296-48-0711 指
茨城 鉾田地区農業労災保険特別加入組合 3111504 鉾田市安房１６５４－３ 0291-33-5343 指
茨城 北茨城市農業労災保険特別加入組合 3191543 北茨城市磯原町豊田１－１４５ 0293-43-0221 指
茨城 竜ヶ崎市農業者　労災保険特別加入組合 3010016 龍ヶ崎市８２００竜ケ崎市農業協同組合内 0297-62-2066 指
栃木 ＴＭＣ指定農業労災組合 3293157 那須塩原市大原間西１－１０－６ 0287-67-3023 指
栃木 ＴＭＣ農業労災組合 3293157 那須塩原市大原間西１－１０－６ 0287-67-3023 特

栃木 とちぎ農業労災保険組合 3210166 宇都宮市今宮２－１７－１むぎくら今宮ビル２－Ａ 028-666-0155 特

栃木 はが野　農業協同組合 3214303 真岡市八條９５ 0285-83-7701 特
栃木 はが野　農業協同組合 3214303 真岡市八條９５ 0285-83-7701 指
栃木 宇都宮農協労災保険　指定農業機械加入組合 3200031 宇都宮市戸祭元町３－１０ 028-625-3388 指
栃木 宇都宮農協労災保険　特定農作業加入組合 3200031 宇都宮市戸祭元町３－１０ 028-625-3388 特
栃木 塩野谷農協労災保険加入組合 3291312 さくら市櫻野１６７０－２ 028-681-7554 指



都道府県 団体名 郵便番号 住所 電話番号 従事者の区分
※

栃木 下野農協労災保険加入組合 3280053 栃木市片柳町２－１－４４ 0282-20-8828 指
栃木 下野農協労災保険加入組合　特定農作業 3280053 栃木市片柳町２－１－４４ 0282-20-8828 特
栃木 佐野農協葛生　労災保険加入組合 3270007 佐野市金吹町２３５１ 0283-20-2000 指
栃木 佐野農協佐野　労災保険加入組合 3270007 佐野市金吹町２３５１ 0283-20-2000 指
栃木 佐野農協田沼　労災保険加入組合 3270007 佐野市金吹町２３５１ 0283-20-2000 指
栃木 小山農協　労災保険　指定農業機械加入組合 3230034 小山市神鳥谷１－１１－３２ 0285-33-4321 指
栃木 小山農協労災保険特定農作業加入組合 3230034 小山市神鳥谷１－１１－３２ 0285-33-4321 特
栃木 上都賀農協　労災保険加入組合 3220044 鹿沼市鳥居跡町９８３－１ 0289-65-1000 指

栃木 上都賀農協　労災保険加入組合　特定農作業従事者 3220044 鹿沼市鳥居跡町９８３－１ 0289-65-1007 特

栃木 足利市農協　労災保険加入組合 3260036 足利市弥生町２０ 0284-41-7151 指

栃木 中小企業経営センター　那須野ケ原農業生産者組合 3292704 那須塩原市新南６９３－５ 0287-36-7676 指

栃木 那須南農業協同組合　機械士　労災保険組合 3240513 那須郡那珂川町白久１０ 0287-96-6150 指

栃木
那須南農業協同組合　特定農作業従事者労災保険組
合

3240513 那須郡那珂川町白久１０ 0287-96-6150 特

栃木 那須野農協　労災保険加入組合　特定農作業 3250017 那須塩原市黒磯６－１ 0287-62-5550 特
栃木 那須野農協労災保険加入組合 3250017 那須塩原市黒磯６－１ 0287-62-5550 指

栃木 酪農とちぎ農業協同組合　特定農作業加入組合 3210905 宇都宮市平出工業団地６－７ 028-660-2211 特

栃木
労働保険事務組合　栃木県酪農業協同組合　特定農
作業加入組合

3210985 宇都宮市東町７６ 028-662-7311 特

群馬 安中地区農業者労災加入組合 3790133 安中市原市６３４ 027-382-1131 特
群馬 伊参地区農業者　労災保険加入組合 3770432 吾妻郡中之条町五反田３５３４－３ 0279-75-3321 特
群馬 伊勢崎地区農業者労災保険加入組合 3720824 伊勢・市柴町２５ 0270-32-8686 特
群馬 伊勢崎地区農業者労災保険加入組合 3720824 伊勢崎市柴町２５ 0270-32-8686 指
群馬 奥多野農業労働安全会 3701504 多野郡神流町万場７８－２ 0274-57-2414 指
群馬 下仁田町農業者労災保険加入組合 3702601 甘楽郡下仁田町下仁田３８３－３ 0274-82-2155 特
群馬 宮城地区農業者　労災加入組合 3710244 前橋市鼻毛石町１９８－１１ 027-283-2501 特
群馬 境町地区農業者　労災加入組合 3700127 伊勢崎市境上武士８３１－１ 0270-74-7471 特
群馬 境町地区農業者　労災加入組合 3700127 伊勢崎市境上武士８３１－１ 0270-74-7471 指
群馬 玉村町農業者　労災保険加入組合 3701105 佐波郡玉村町福島４７１ 0270-65-8360 特
群馬 玉村町農業者　労災保険加入組合 3701105 佐波郡玉村町福島４７１ 0270-65-8360 指
群馬 群馬町国分地区農業者　労災保険加入組合 3703517 高崎市引間町２２５ 027-373-2014 特
群馬 桂萱地区農業者　労災保険加入組合 3710007 前橋市上泉町６６７－６ 027-231-2285 特
群馬 荒砥地区農業者　労災保険加入組合 3792106 前橋市荒子町３３８－１ 027-268-2311 特
群馬 高崎市農協　農業者労災保険加入組合 3700018 高崎市新保町１４８２ 027-352-5288 指
群馬 高崎市農協　農業者労災保険加入組合 3700018 高崎市新保町１４８２ 027-352-5288 指



都道府県 団体名 郵便番号 住所 電話番号 従事者の区分
※

群馬 佐波東村農業者　労災保険加入組合 3792222 伊勢崎市田部井町２-４０４-１ 0270-62-0011 特
群馬 佐波東村農業者　労災保険加入組合 3792222 伊勢崎市田部井町２-４０４-１ 0270-62-0011 指
群馬 子持地区農業者　労災加入組合 3703602 北群馬郡吉岡町大久保２２９６－２ 0279-20-5577 特
群馬 渋川市古巻農業者　労災加入組合 3703602 北群馬郡吉岡町大久保２２９６-２ 0279-20-5577 指
群馬 渋川市農協農業者　労災加入組合 3703602 北群馬郡吉岡町大久保２２９６－２ 0279-20-5577 特
群馬 松井田町農業者　労災保険加入組合 3790222 安中市松井田町松井田７８７－１ 027-393-1022 特
群馬 松井田町農業者労災加入組合 3790222 安中市松井田町松井田７８７－１ 027-393-1022 指
群馬 新田みどり農協農業者　労災保険加入組合 3792313 みどり市笠懸町鹿２３５－２ 0277-30-8511 特
群馬 榛名町農業者労災保険加入組合 3703345 高崎市上里見町３６０－１ 027-374-0256 特
群馬 西部地区　労災保険加入組合 3703573 前橋市青梨子町４５７－１ 027-251-9511 特
群馬 赤城橘農協　労災保険加入組合 3770062 渋川市北橘町真壁１３８６-１ 0279-52-2116 特
群馬 赤堀地区　農業者　労災保険加入組合 3792211 伊勢崎市市場町１－２４ 0270-62-0012 特
群馬 赤堀地区　農業者　労災保険加入組合 3792212 伊勢崎市市場町１－２４ 0270-62-0012 指
群馬 前橋南橘地区　農業者労災保険　加入組合 3710056 前橋市青柳町３３９－１ 027-231-2686 特
群馬 前橋南部地区農業　労災保険加入組合 3792141 前橋市鶴光路町２００－１ 027-265-0956 特
群馬 前橋南部地区農業　労災保険加入組合 3792141 前橋市鶴光路町２００－１ 027-265-0956 指
群馬 倉渕村農業者労災保険加入組合 3703402 高崎市倉渕町三ノ倉３０３ 027-378-3110 特
群馬 多野藤岡農協　農業者労災保険加入組合 3750037 藤岡市三本木４１０-１ 0274-23-4457 特
群馬 太田市農協労災保険加入組合 3730032 太田市新野町３２０-１ 0276-32-8216 特
群馬 太田市農協藪塚支部　労災保険加入組合 3730032 太田市新野町３２０-１ 0276-32-8216 特
群馬 大胡地区農業者　労災加入組合 3710223 前橋市大胡町６１ 027-283-2027 特
群馬 沢田地区農業者　労災保険加入組合 3770542 吾妻郡中之条町下沢渡１８ 0279-75-2305 特
群馬 中之条地区農業者労災保険　加入組合 3770423 吾妻郡中之条町伊勢町９７０ 0279-75-3077 特

群馬 長野原町農業機械士会　農業労災保険加入組合 3771412 吾妻郡長野原町北軽井沢１９９０－１１０ 0279-84-3511 特

群馬 嬬恋地区農業者労災保険加入組合 3771612 吾妻郡嬬恋村大前７６７－２ 0279-96-0611 特
群馬 富岡市農業者労災保険加入組合 3702316 富岡市富岡２６３８－１ 0274-64-1560 特
群馬 富岡市農業者労災保険加入組合 3702316 富岡市富岡２６３８－１ 0274-64-1560 指
群馬 富士見地区農業者　労災加入組合 3710114 前橋市富士見町田島２５９－１ 027-288-2233 特
群馬 芳賀地区農業者　労災保険加入組合 3710131 前橋市鳥取町８２９－１ 027-269-7272 特
群馬 箕郷町農業者　労災保険加入組合 3703107 高崎市箕郷町矢原４０１－３ 027-371-2235 特
群馬 妙義町　農業者労災保険　加入組合 3790206 富岡市妙義町中里１４３－１ 0274-73-2111 特
群馬 名久田地区農業者　労災保険加入組合 3770417 吾妻郡中之条町赤坂１６４ 0279-75-3751 特
群馬 木瀬地区農業者　労災加入組合 3792166 前橋市野中町２９４－１ 027-261-0219 特
群馬 木瀬地区農業者　労災加入組合 3792166 前橋市野中町２９４－１ 027-261-0219 指
群馬 利根沼田農協農業者　労災保険加入組合 3791204 利根郡昭和村森下２８０９－１ 0278-22-6633 特
埼玉 ＪＡふかや　労災保険加入租合 3660831 深谷市内ケ島７２８－１ 048-574-1159 指
埼玉 ＪＡ埼玉ひびきの　労災保険加入組合 3670030 本庄市早稲田の杜１－１４－１ 0495-24-7721 指
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埼玉 ＪＡ南彩特定農作業労災保険加入組合 3460105 久喜市菖蒲町新堀４７３ 0480-87-1135 特
埼玉 ＪＡ南彩労災保険加入組合 3460105 久喜市菖蒲町新堀４７３ 0480-87-1135 指
埼玉 いるま野農業協同組合　労災保険加入組合 3501105 川越市今成二丁目２９番地４ 049-238-1177 指

埼玉 ほくさい　農業協同組合　特定労災保険加入組合 3480052 羽生市東７－１５－３ 0485-61-6911 特

埼玉 ほくさい　農業協同組合　労災保険加入組合 3480052 羽生市東７－１５－３ 0485-61-6911 指
埼玉 越谷地区労災保険加入組合 3430851 越谷市七左町７－２０９－１ 048-962-3141 指
埼玉 花園地区労災保険加入組合 3691246 深谷市小前田１１６９花園農協内 048-584-2166 指
埼玉 花園地区労災保険特別加入組合 3691246 深谷市小前田１１６９花園農協内 048-584-2166 特
埼玉 吉見町労災保険加入組合 3550118 比企郡吉見町下細谷８０８ 0493-54-1551 指

埼玉 熊谷地区労災保険特別加入組合 3600014 熊谷市箱田５－８－２くまがや農業協同組合内 048-521-6586 指

埼玉 鴻巣地区労災保険加入組合 3650039 鴻巣市東２－１－２３ 0485-41-1680 指
埼玉 埼玉みずほ農業協同組合　労災保険加入組合 3400114 幸手市東３－１０－４３ 0480-44-2121 指

埼玉 埼玉みずほ農業協同組合特農労災保険加入組合 3400114 幸手市東３－１０－４３ 0480-44-2121 特

埼玉 小川町労災保険加入組合 3550312 比企郡小川町上横田５５６ 049-372-5275 指
埼玉 上尾地区労災保険加入組合 3620067 上尾市中分２－１２４ 048-725-7211 指
埼玉 吹上地区労災保険加入組合 3690113 鴻巣市下忍３２４８－１鴻巣市農協内 048-548-2101 指
埼玉 川島労災保険加入組合 3500121 比企郡川島町上八ツ林４１３ 049-297-1822 指
埼玉 川本町地区労災保険加入組合 3691105 深谷市本田３３９－１ 048-583-3231 指
埼玉 長瀞町労災保険加入組合 3691303 秩父郡長瀞町中野上３８５ 0494-66-3221 指
埼玉 東松山労災保険加入組合 3550075 東松山市下青鳥６４１－１ 0493-24-2698 指
埼玉 東秩父村労災保険加入組合 3550375 秩父郡東秩父村御堂６３３－１ 0493-82-1241 指

埼玉 農事組合法人駒崎転作組合　労災保険加入組合 3490134 蓮田市駒崎１６５ 048-766-9835 指

埼玉 八基地区労災保険組合 3660006 深谷市血洗島１８７ふかや農協八基支店内 048-587-2311 指
埼玉 鳩山町労災保険加入組合 3500303 比企郡鳩山町熊井２０３１－１ 0492-96-1255 指
埼玉 北本市労災保険加入組合 3620067 上尾市中分２－１２４ 048-725-7211 指
千葉 JAきみつ労災保険加入組合 292-1147 君津市塚原１８５ 0439-32-2581 指
千葉 JAきみつ労災保険加入組合 292-1147 君津市塚原１８５ 0439-32-2581 特
千葉 安房農協労災保険加入組合 296-0033 鴨川市八色５５７－１ 0470-93-3131 指
千葉 千葉県農林業厚生協会 289-1107 八街市八街は１８ 043-443-9260 指
千葉 山田特定農作業従事者組合 289-0411 香取市府馬４０８６－４ 0478-78-3111 指
千葉 千葉県長生労災保険加入組合 297-0029 茂原市高師1153 0475-24-5111 指

千葉 千葉県農業経営者協会（協同組合千葉県労務協会） 286-0134 成田市東和田４４４－１ 0476-22-4130 指



都道府県 団体名 郵便番号 住所 電話番号 従事者の区分
※

千葉
銚子市農業労災保険組合（協同組合千葉県東総地区
中小企業労務協会）

288-0045 銚子市三軒町１５－１（銚子市前宿町８５８－１） 0479-22-2633 指

千葉 農業労災保険普及協会  (労働社会保険普及協会) 262-0033
千葉市花見川区幕張本郷１－１１－３ワコービル２
階

043-275-1757 指

東京 ＪＡ東京みなみ農業者労災会 1910032
日野市三沢３－５３－１５
JA東京みなみ内

0425(94)1011 特

神奈川 ＪＡセレサ川崎　農業労災保険　加入組合 2160033 川崎市宮前区宮崎２－１３－３８ 044-877-2509 指
神奈川 ＪＡセレサ川崎農作業　労災保険加入組合 2160033 川崎市宮前区宮崎２－１３－３８ 044-877-2111 特

神奈川 かながわ西湘農業協同組合　労働保険事務組合 2500874 小田原市鴨宮６２７ 0465-47-8176 特

神奈川 かながわ西湘農業協同組合　労働保険事務組合 2500874 小田原市鴨宮６２７ 0465-47-8176 指

神奈川 さがみ　農業協同組合 2520804 藤沢市湘南台５－１４－１０ 0466-48-2501 特
神奈川 さがみ　農業協同組合 2520804 藤沢市湘南台５－１４－１０ 0466-48-2501 指
神奈川 よこすか葉山農協労災保険加入組合 2380315 横須賀市林３－１－１１ 046-857-9656 特
神奈川 伊勢原市　農業協同組合 2591142 伊勢原市田中２５０ 0463-93-8115 指
神奈川 伊勢原市農業協同組合　本所　営農部 2591142 伊勢原市田中２５０ 0463-93-8115 特
神奈川 横浜農業協同組合 2410821 横浜市旭区二俣川１－６－２１ 045-942-2314 特
神奈川 横浜農業協同組合 2410821 横浜市旭区二俣川１－６－２１ 045-942-2314 指
神奈川 県央愛川　農業協同組合 2430303 愛甲郡愛川町中津７４７ 0462-86-2111 特
神奈川 県央愛川　農業協同組合　農業労災組合 2430303 愛甲郡愛川町中津７４７ 0462-86-2111 指
神奈川 厚木市農業協同租合　農業労災組合担当部署 2430004 厚木市水引２－９－２ 0462-21-2273 特
神奈川 厚木市農業協同組合　農業労災組合担当部署 2430004 厚木市水引２－９－２ 046-221-2273 指
神奈川 三浦市農業協同組合　本店 2380111 三浦市初声町下宮田３０２４－１ 046-888-9005 指
神奈川 湘南農協労働保険事務組合 2591213 平塚市片岡６５７ 0463-58-2500 特
神奈川 湘南農協労働保険事務組合 2591213 平塚市片岡６５７ 0463-58-2500 指
神奈川 秦野市農協　農業労災組合 2570015 秦野市平沢４７７ 0463-81-7800 指
神奈川 秦野市農協農業労災組合 2570015 秦野市平沢４７７ 0463-81-7800 特
神奈川 相模原市農協　本店 2520239 相模原市中央区中央６－１０－１０ 0427-55-2111 特
神奈川 相模原市農業協同組合 2520239 相模原市中央区中央６－１０－１０ 042-755-2111 指
神奈川 津久井郡　農業協同組合 2520157 相模原市緑区中野５５０ 042-784-1321 特
神奈川 津久井郡　農業協同組合 2520157 相模原市緑区中野５５０ 042-784-1321 指
山梨 フルーツ山梨農業協同組合　加納岩支所 4050017 山梨市下神内川１８５ 0553-21-7700 指
長野 あづみ農協労災保険加入組合 3998205 安曇野市豊科４２７０－６ 0263-72-2933 特
長野 あづみ農協労災保険加入組合 3998283 安曇野市豊科４２７０－６ 0263-72-2930 指
長野 グリーン　長野農協労災加入組合 3888511 長野市篠ノ井布施高田９６１－２ 026-292-1158 特
長野 グリーン長野農協　労災加入組合 3888511 長野市篠ノ井布施高田９６１－２ 026-292-1158 指
長野 ちくま農協労災保険加入組合 3870015 千曲市鋳物師屋２００ 026-272-2323 指
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長野 ながの農協労災保険加入組合 3800935 長野市中御所岡田１３１－１４ 026-293-2000 指
長野 みなみ信州農協　労災保険加入組合 3950192 飯田市北方３８５２ー２２ 0265-28-1800 特
長野 みなみ信州農協　労災保険加入組合 3950151 飯田市北方３８５２－２２ 0265-28-1800 指
長野 塩尻市農協労災保険加入組合 3990795 塩尻市大門６－３－５６ 0263-53-4780 特
長野 栗林農業労災保険事務組合 3830056 中野市栗林８８ 0269-22-2735 指
長野 桑原リンゴ共同防除組合 3870023 千曲市八幡３１６９－３ 026-272-1502 指

長野 佐久浅間農協　労災保険加入組合　指定農作業 3858585 佐久市猿久保８８２ 0267-68-1112 指

長野 佐久浅間農協　労災保険加入組合　特定農作業 3858585 佐久市猿久保８８２ 0267-68-1112 特

長野 松本ハイランド　農協労災保険加入組合 3908555 松本市南松本１－２－１６ 0263-26-1400 特
長野 松本ハイランド　農協労災保険加入組合 3900832 松本市南松本１－２－１６ 0263-26-1400 指
長野 上伊那農協労災保険加入組合 3968510 伊那市狐島４２９１ 0265-72-8833 特
長野 上伊那農協労災保険加入組合 3968510 伊那市狐島４２９１ 0265-72-8833 指
長野 信州諏訪農協指定農機労災保険加入部会 3918522 茅野市仲町２４－４ 0266-71-2700 指
長野 信州諏訪農協特定農作業労災保険加入部会 3918522 茅野市仲町２４－４ 0266-71-2700 特
長野 須高農協労災保険加入組合 3828587 須坂市小山１２５３－５ 026-245-1300 指
長野 大北農協労災保険加入組合　（指定農機） 3980002 大町市大町光明寺３０９１－１ 0261-22-1840 指
長野 大北農協労災保険加入組合　（特定農作業） 3980002 大町市大町光明寺３０９１－１ 0261-22-1840 特
長野 中野市農協労災保険加入組合 3830025 中野市三好町１－２－８ 0269-22-4191 特
長野 中野市農協労災保険加入組合 3830025 中野市三好町１－２－８ 0269-22-4191 指
長野 長野八ヶ岳農業協同組合 3841305 南佐久郡南牧村野辺山１０６－１ 0267-91-1101 特
長野 北信州みゆき農協労災保険　加入組合 3892253 飯山市飯山３５６７ 0269-62-0055 特
長野 北信州みゆき農協労災保険　加入組合 3892253 飯山市飯山３５６７ 0269-62-0055 指
長野 木曽　農業協同組合 3976101 木曽郡木曽町福島神戸３８０７－１ 0264-22-2128 特
長野 労災保険加入組合信州うえだ農業協同組合 3868668 上田市大手２－７－１０ 0268-23-4040 特
長野 労災保険加入組合信州うえだ農業協同組合 3868668 上田市大手２－７－１０ 0268-24-4040 指
静岡 とぴあ浜松　伊和富農業地区労災保険組合 4311111 浜松市西区伊左地町４８０－１ 053-486-4302 指
静岡 とぴあ浜松南地区　労働保険加入組合 4300831 浜松市南区御給町３２３－１ 053-425-5931 指
静岡 伊豆の国農業協同組合 4102114 伊豆の国市南條８００ 055-949-3211 指
静岡 遠州夢咲農協地区　労災保険加入組合 4371514 菊川市下平川５２８０ 0537-73-5111 特
静岡 掛川市農業者　労災保険加入組合 4360008 掛川市千羽１００－１ 0537-20-0809 特
静岡 掛川市農業者　労災保険加入組合 4360008 掛川市千羽１００－１ 0537-20-0809 指
静岡 菊川農業者労災保険加入組合 4390031 菊川市加茂５７８０ 0537-35-3559 指
静岡 御殿場市小山町地区　労災保険加入組合 4120041 御殿場市茱莫沢５ 0550-84-4820 指
静岡 三ケ日特定農作業　労災保険加入組合 4311497 浜松市北区三ヶ日町三ヶ日８８５ 053-525-1019 特
静岡 三島函南地区　特定農作業労災保険加入組合 4110801 三島市谷田１４１－１ 055-971-8211 特
静岡 三島函南地区　労災保険加入組合 4110801 三島市谷田１４１－１ 055-971-8211 指
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静岡 城北地区労災保険加入組合 4200934 静岡市葵区岳美１５ 054-245-7211 指
静岡 森町地区労災保険加入組合 4370215 周智郡森町森１６６０ 0538-85-0003 指
静岡 静岡県農民連農業　労災保険組合 4250055 焼津市道原６６－４ 054-624-4558 特
静岡 静岡市清水労災加入組合 4240192 静岡市清水庵原町１ 054-367-3210 特
静岡 静岡市清水労災加入組合 4240192 静岡市清水庵原町１ 054-367-3210 指
静岡 袋井市地区労災保険加入組合 4370061 袋井市久能１３８５ 0538-42-4121 指
静岡 大井川農協指定農業機械労災保険加入組合 4268661 藤枝市緑の丘１－１ 054-646-5127 指
静岡 大井川農協特定農作業労災保険加入組合 4268661 藤枝市緑の丘１－１ 054-646-5127 特
静岡 長泉町地区労災加入組合 4110943 静岡県駿東郡長泉町下土狩１０２９－１ 055-986-1852 特
静岡 長泉町地区労災加入組合 4110943 駿東郡長泉町下土狩１０２９－１ 055-986-1852 指
静岡 長田地区労災保険加入組合 4210131 静岡市駿河区手越原２８８－２ 054-259-3221 指
静岡 天竜地区労働保険加入組合 4313314 浜松市天竜区二俣町二俣１９９－１ 053-925-4182 指
静岡 熱海地区労災保険加入組合 4140001 伊東市宇佐美１８０８－１ 0557-48-9300 指
静岡 磐田地区労災保険加入組合 4380002 磐田市大久保５７５－１ 0538-38-0067 指

※特：特定農作業従事者、指：指定農業機械作業従事者


