
特別加入団体一覧（九州農政局管内：福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県）（沖縄県）
都道府県 団体名 郵便番号 住所 電話番号 従事者の区分

※

福岡 アグリ指定労災組合 8380032 朝倉市中島田５１５－１ 0946-24-5439 指
福岡 アグリ特定労災組合 8380032 朝倉市中島田５１５－１ 0946-24-5439 特

福岡
おんが・北九州地域農業者　指定農機労災保険加入
組合

8060049 北九州市八幡西区穴生１－８－２ 093-631-2366 指

福岡 ふくおか農商工連携協会　農作業労災部会 8240121 京都郡みやこ町豊津１１０８ 0930-33-2086 指
福岡 久留米市農協宮の陣機械化営農組合 8390803 久留米市宮ノ陣町大杜４２６－１ 0942-34-4121 指
福岡 久留米市農協筑邦農作業受託部会 8300062 久留米市荒木町白口２３７１ 0942-26-7196 指
福岡 西小田特定農作業　従事者団体 8180032 筑紫野市大字西小田７４７番地 092-926-2632 特
福岡 筑紫農業者労災保険加入組合 8188642 筑紫野市杉塚３－３－１０ 092-924-1313 指
福岡 田川農業者　労働災害保険組合 8250002 田川市伊田３５５０ 0947-45-8396 指

福岡 南筑後指定農業機械労災加入組合 8358501 みやま市瀬高町下庄７７４－１ＪＡみなみ筑後 0944-63-8813 指

福岡 南筑後特定農作業　労災加入組合 8358501 みやま市瀬高町下庄７７４－１ＪＡみなみ筑後 0944-63-8813 特

福岡 農業労災事務センター 8120011
福岡市博多区博多駅前２－１７－１４ライオンズマ
ンション８０３

092-409-2531 指

福岡 農業労災事務センター　特定農作業部会 8120011
福岡市博多区博多駅前２－１７－１４ライオンズマ
ンション８０３

092-409-2531 特

福岡 農事組合法人　アグリ柳川 8320051 柳川市佃町３７２－１ 0944-72-7277 指
福岡 武島地区機械利用組合 8300071 久留米市安武町武島７９８－２ 0942-27-2660 特
福岡 武島地区機械利用組合 8300071 久留米市安武町武島７９８－２ 0942-27-2660 指
福岡 福岡ＳＲ農作業労災協会 8100073 福岡市中央区舞鶴２－２－３－６０５ 092-751-9017 特
福岡 福岡嘉穂農協筑穂支所労災保険加入部会 8200701 飯塚市長尾１２４７－１ 0948-72-0020 特
福岡 福岡嘉穂農協筑穂支所労災保険加入部会 8200701 飯塚市長尾１２４７－１ 0948-72-0020 指

福岡 福岡県特定農業者　労災保険組合 8100021 福岡市中央区今泉１－１３－１９福岡県農民会館内 092-741-2001 特

福岡 福岡県農業者労災保険組合 8100021 福岡市中央区今泉１－１３－１９福岡県農民会館内 092-741-2001 指

福岡 福岡市農業者労災保険組合 8100001 福岡市中央区天神４－９－１ 092-711-2063 指
福岡 福岡八女指定農業機械労災加入組合 8340063 八女市本村４２２ 0943-23-1378 指

福岡 福岡八女特定農作業　労災加入組合 8340063 八女市本村４２２ＪＡ福岡八女担い手対策課内 0943-23-1378 特

福岡 豊前市農業労災保険組合 8288501 豊前市大字吉木９５５豊前市役所農林水産課内 0979-82-1111 指

佐賀 五町田地区労災保険加入組合 8491425 嬉野市塩田町五町田甲３０９３－１ 0954-66-2352 指

佐賀 佐賀県農業協同組合　さが東部支部　機械利用組合 8490114 三養基郡みやき町中津隈６１１－１ 0942-94-9111 指



都道府県 団体名 郵便番号 住所 電話番号 従事者の区分
※

佐賀 佐賀県農業協同組合　東部地区中央支所 8490101 三養基郡みやき町原古賀５４７３－１ 0942-94-9111 特
佐賀 佐城指定農業機械組合 8450001 小城市小城町東小路１５８－１ 0952-73-4141 指
佐賀 佐城特定農作業組合 8450001 小城市小城町東小路１５８－１ 0952-73-4141 特
佐賀 唐津地区特定農作業　従事者組合 8495193 唐津市浜玉町浜崎５９８－１ＪＡからつ内 0955-70-5222 特
佐賀 唐津農業協同組合 8495193 唐津市浜玉町浜崎５９８－１ 0955-70-5222 指
佐賀 浜玉地区大型機械　オペレーター組合 8495131 唐津市浜玉町浜崎５９８－１ 0955-56-8111 指
長崎 壱岐市農業協同組合 8115132 壱岐市郷ノ浦町東触５６０ 0920-47-1331 特
熊本 ＪＡ鹿本労災保険加入組合 8610562 山鹿市鹿央町持松１５９－１ 0968-41-5182 特
熊本 ＪＡ本渡五和労災保険加入組合 8630031 天草市南新町９－２２ 0969-23-2231 特
熊本 ＴＭＣ北九州　農業労災組合 8614202 熊本市南区城南町宮地７５６ 0287-67-3023 特
熊本 宇城地区労災保険加入組合 8690502 宇城市松橋町松橋３５７－１ 0964-34-3382 特
熊本 熊本県農業者労災保険組合 8620954 熊本市中央区神水１－３０－７ 096-383-1368 指

熊本 熊本市農業協同組合　労災保険特定農作業加入組合 8608503 熊本市中央区南熊本１丁目７－２６ 096-372-6974 特

熊本 天草地区農業労災保険加入組合 8630032 天草市太田町１－２ 0969-22-1100 特

大分
ＪＡグループ大分　労災加入組合　（指定農業機
械）

8700844 大分市大字古国府１２２０番地 097-538-6368 指

大分 ＪＡグループ大分　労災加入組合　（特定農作業） 8700844 大分市大字古国府１２２０番地 097-538-6368 特

大分
大分県農業協同組合　中西部事業部　労働保険事務
組合

8794122 日田市天瀬町合田３１１８番地 0973-57-9111 指

大分 大分市　農作業受委託組合 8700854 大分市羽屋６００－１０ 097-546-1117 指

大分
豊後大野市農業労災保険加入組合　豊後大野市役所
産業課

8797198 豊後大野市三重町市場１２００番地 0974-22-1001 指

宮崎 ＪＡ串間市大束　労災保険加入組合 8893531 串間市大字奈留５２３７－１ 0987-74-1101 特
宮崎 ＴＭＣ南九州　農業労災組合 8860213 小林市野尻町三ヶ野山１５７７－１ 0984-44-0192 指
宮崎 えびの市農協　労働保険事務組合 8894311 えびの市大明司１０６１－１ 0984-33-3100 特
宮崎 えびの市農協労働保険事務組合 8894311 えびの市大字大明司１０６１－１ 0984-33-3100 指

宮崎
こばやし農協　特定農作業従事者　労災保険加入組
合

8858520 小林市大字細野１３２１ 0984-23-1313 特

宮崎 こばやし農業協同組合 8868520 小林市大字細野１３２１ 0984-23-1313 指
宮崎 はまゆう地区労災加入組合 8870041 日南市吾田東２－５－１５ 0987-23-5151 指

宮崎 はまゆう農協　特定農作業　労災保険加入組合 8880013 串間市東町７－７ 0987-72-2111 特

宮崎 綾町地区　労災保険加入組合 8801303 東諸県郡綾町大字南俣４８０－１ 0985-77-1212 特
宮崎 延岡農協　労災保険加入組合 8820033 延岡市川原崎町２８１－１ 0982-23-1891 特
宮崎 宮崎中央農協　労災保険加入組合 8800813 宮崎市丸島町１－１７ 0985-20-1001 特
宮崎 高千穂地区農協　労災保険加入組合 8821101 西臼杵郡高千穂町大字三田井１ 0982-73-1300 特



都道府県 団体名 郵便番号 住所 電話番号 従事者の区分
※

宮崎 児湯農協労災保険加入組合 8840002 児湯郡高鍋町大字北高鍋９９－１ 0983-22-4571 特
宮崎 西都地区労災保険加入組合 8810003 西都市大字右松２０７１ 0983-43-3113 特

宮崎 都城農協　特定農作業従事者　労災保険加入組合 8850012 都城市上川東３－４－１ 0986-23-5111 特

宮崎 都城農協労災保険加入組合 8850012 都城市上川東３－４－１ 0986-23-5111 指
宮崎 日向地区労災保険加入組合 8830052 日向市鶴町１－３－１２ 0982-55-2500 特
宮崎 日向農協地区労災保険加入組合 8830052 日向市鶴町１－３－１２ 0982-55-2500 指
宮崎 尾鈴農協　指定農作業労災保険加入組合 8891301 児湯郡川南町大字川南１３６５８－１ 0983-27-1121 指
宮崎 尾鈴農協特定農作業　労災保険加入組合 8891301 児湯郡川南町大字川南１３６５８－１ 0983-27-1121 特

鹿児島 ＪＡ鹿児島きもつき　鹿屋地区オペレーター部会 8930047 鹿屋市下堀町９６８７ 0994-41-6020 指

鹿児島 さつま地区労災保険加入組合 8951811 薩摩郡さつま町虎居７４５ 0996-53-3907 特
鹿児島 さつま地区労災保険加入組合 8951811 薩摩郡さつま町虎居７４５ 0996-53-3907 指
鹿児島 公益財団法人　志布志市農業公社　機械銀行 8997503 志布志市有明町蓬原１４２３－１ 099-475-2290 指

鹿児島
鹿児島県農協　労災保険加入組合　（指定農業機
械）

8908515 鹿児島市鴨池新町１５番地 099-258-5111 指

鹿児島 鹿児島県農協　労災保険加入組合　（特定農作業） 8908515 鹿児島市鴨池新町１５番地 099-258-5111 特

鹿児島 出水市農業機械銀行 8990405 出水市高尾野町下水流８９０ 0996-64-2630 指
鹿児島 大口地区農業者労災加入組合 8952511 伊佐市大口上町３０－６ 09952-2-1431 特
鹿児島 大口地区農業者労災加入組合 8952511 伊佐市大口上町３０－６ 09952-2-1431 指
鹿児島 菱刈町農業機械銀行 8952701 伊佐市菱刈前目６６１ 09952-6-1241 指
沖縄 沖縄県内農業従事者労災保険加入組合 9000032 那覇市松山２ー１６ー１２３階 098-868-2622 指

※特：特定農作業従事者、指：指定農業機械作業従事者


