
特別加入団体一覧（東北農政局管内：青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県）
都道府県 団体名 郵便番号 住所 電話番号 従事者の区分

※

青森 おいらせ農協労災保険加入組合 0330022 三沢市三沢堀口１６－７ 0176-54-2211 特

青森 黒石市農業機械利用組合 0360301 黒石市一番町２６（津軽みらい農協営農指導課） 0172-52-4333 指

青森 七戸町農業機械利用組合 0392792 上北郡七戸町森ノ上１３１－４ 0176-62-2111 指
青森 十和田おいらせ農業協同組合 0340081 十和田市西十三番町４－２８ 0176-23-0331 指
青森 十和田市地区農民労災保険加入組合 0340081 十和田市西十三番町４－２８ 0176-23-0311 特
青森 水元農協共同農作業連絡協議会 0383542 北津軽郡鶴田町廻堰下桂井６０－１ 0173-22-3132 指
青森 泉山防除組合 0390111 三戸郡三戸町泉山泉山５ 0179-23-3468 指

青森 津軽みらい農協　尾上支店　労災保険加入組合 0360242 平川市猿賀南野１－３ 0172-57-3513 指

青森 田子町農業機械銀行　労働災害保険加入組合 0390201 三戸郡田子町田子下田子１３－１ 0179-32-4633 指

岩手 ＴＭＣ北東北　農業労災組合 0218633 一関市山目中野１４０－５ササキビル中野３階 0191-21-8500 特

岩手
いわい東農協　労災保険加入組合　指定農業機械作
業従事者部会

0290523 一関市大東町摺沢菅生前６１－３ 0191-75-3312 指

岩手
いわい東農協　労災保険加入組合　特定農作業従事
者部会

0290523 一関市大東町摺沢菅生前６１－３ 0191-75-3312 特

岩手
いわて平泉農協　労災保険加入組合　指定農業機械
作業従事者部会

0210002 一関市中里上大林１５７－１ 0191-23-3006 指

岩手
いわて平泉農協　労災保険加入組合　特定農作業従
事者部会

0210002 一関市中里上大林１５７－１ 0191-23-3006 特

岩手 煙山労災保険加入組合 0283615 紫波郡矢巾町南矢幅１４－１０９ 019-697-6211 特
岩手 煙山労災保険加入組合 0283615 紫波郡矢巾町南矢幅１４－１０９ 019-697-6211 指
岩手 遠野地区労災保険加入組合 0280541 遠野市松崎町白岩２５－２４－２ 0198-62-9585 指

岩手 岩手ふるさと農協　前沢地域労災保険　加入組合 0294208 奥州市前沢区七日町裏５５ 0197-56-2154 指

岩手 岩手ふるさと農業協同組合　衣川労災保険加入組合 0294332 奥州市衣川区古戸３９３－４ 0197-52-3211 指

岩手 岩手県北ホップ農業協同組合 0286103 二戸市石切所荷渡１９－８ 0195-23-6135 指
岩手 岩手中央農協紫波地域　農業機械銀行 0283307 紫波郡紫波町桜町上野沢３８－１ 019-672-1582 指
岩手 岩手町農業機械利用組合連絡協議会 0284307 岩手郡岩手町五日市１２－６０－２ 0195-65-2370 指
岩手 金ケ崎町酪農機械　オペレーター組合 0294503 胆沢郡金ケ崎町西根高谷野原７９－１１２４ 0197-43-2773 指
岩手 九戸村農業機械　労災保険加入組合 0286502 九戸郡九戸村伊保内７－２５－１ 0195-42-3111 指
岩手 江刺地域農機銀行受託者協議会 0231101 奥州市江刺区岩谷堂反町３６２－１ 0197-35-0211 特
岩手 江刺地域農業機械銀行受託者協議会 0231101 奥州市江刺区岩谷堂反町３６２－１ 0197-35-0211 指
岩手 江釣子地区労災保険加入組合 0240071 北上市上江釣子１７－２１０－１ 0197-77-2511 指
岩手 笹間地区労災保険加入組合 0250132 花巻市北笹間１３－４５ 0198-29-2011 指



都道府県 団体名 郵便番号 住所 電話番号 従事者の区分
※

岩手 新岩手農業協同組合　労働保険事務組合 0200667 滝沢市鵜飼向新田７－７６ 019-688-9131 特
岩手 新岩手農業協同組合　労働保険事務組合 0200667 滝沢市鵜飼向新田７－７６ 019-699-3348 指
岩手 水沢地域オペレーター協議会 0230828 奥州市水沢区東大通り１－８－１７ 0197-24-5106 特
岩手 水沢地域オペレーター協議会 0230828 奥州市水沢区東大通り１－８－１７ 0197-24-5106 指
岩手 全日本黒毛福祉連合会　東北支部 0280663 遠野市附馬牛町下附馬牛９－１３２－２ 01986-4-2452 特
岩手 太田地区労災保険加入組合 0250037 花巻市太田３１－３１９－２ 0198-28-4141 指
岩手 大迫労災保険加入組合 0283203 花巻市大迫町大迫４－４１ 0198-48-3111 特
岩手 都南地域農業機械・労力銀行 0200853 盛岡市下飯岡２１－１８０ 019-639-1323 指
岩手 東和地域　指定農業機械労災加入組合 0280114 花巻市東和町土沢６－１１１ 0198-42-3111 指
岩手 東和地域　特定農作業者労災加入組合 0280114 花巻市東和町土沢６－１１１ 0198-42-3111 特
岩手 藤根地区　労働災害保険加入組合 0240334 北上市和賀町藤根１８－３９－３ 0197-73-5111 特
岩手 藤根地区　労働災害保険加入組合 0240334 北上市和賀町藤根１８－３９－３ 0197-73-5111 指
岩手 徳田労災保険加入組合 0283615 紫波郡矢巾町南矢幅１４－１０９ 019-697-6211 指
岩手 不動労災保険加入組合 0283615 紫波郡矢巾町南矢幅１４－１０９ 019-697-6211 特
岩手 不動労災保険加入組合 0283615 紫波郡矢巾町南矢幅１４－１０９ 019-697-6211 指
岩手 北上市西南地区　農業機械銀行 0240323 北上市和賀町煤孫１０－１１－１ 0197-73-7166 指
岩手 北上市農協　労災保険　加入組合 0248505 北上市流通センター１９－３３ 0197-71-1300 指
岩手 北上地域　農業機械銀行 0248505 北上市流通センター１９－３３ 0197-71-1300 指

宮城
ＪＡあさひな農業労災保険加入組合　指定農業機械
作業従事者部会

9813626 黒川郡大和町吉岡南３一６一２ 022-345-0111 指

宮城
ＪＡあさひな農業労災保険加入組合　特定農作業従
事者部会

9813626 黒川郡大和町吉岡南３－６－２ 022-345-0111 特

宮城 ＪＡ加美よつば　労災保険加入組合　指定農機部会 9814265 加美郡加美町字矢越２２０ 0229-63-3761 指

宮城
ＪＡ加美よつば　労災保険加入組合　特定農作業部
会

9814265 加美郡加美町字矢越２２０ 0229-63-3761 特

宮城
ＪＡ岩沼市　労災保険加入組合　（指定農業機械作
業従事者）

9892432 岩沼市中央２－５－３０ 0223-22-1255 指

宮城
ＪＡ岩沼市　労災保険加入組合　（特定農作業従事
者）

9892432 岩沼市中央２－５－３０ 0223-22-1255 特

宮城
ＪＡ栗っこ　農業労働災害保険加入組合　（特定農
作業従事者）

9895693 栗原市志波姫堀口見渡２－１ 0228-22-2030 特

宮城
ＪＡ栗っこ農業労働災害保険加入組合（指定農業機
械作業従事者）

9895693 栗原市志波姫堀口見渡２－１ 0228-22-2030 指

宮城
ＪＡ仙台農業労災保険加入組合（指定農業機械作業
従事者）

9830039 仙台市宮城野区新田東２－１５－２ 022-236-2413 指

宮城
ＪＡ仙台農業労災保険加入組合（特定農作業従事
者）

9830039 仙台市宮城野区新田東２－１５－２ 022-236-2413 特



都道府県 団体名 郵便番号 住所 電話番号 従事者の区分
※

宮城
いしのまき農協労災組合（指定農業機械作業従事
者）

9860815 石巻市中里５－１－１２ 0225-22-1182 指

宮城 いしのまき農協労災組合（特定農作業従事者） 9860815 石巻市中里５－１－１２ 0225-22-1182 特

宮城
いわでやま農業労災保険加入者協議会（特定農作業
従事者）

9896461 大崎市岩出山字松沢１９ 0229-72-2778 特

宮城
みどりの農協　労災保険加入組合　（指定農業機械
作業従事者）

9870012 遠田郡美里町字素山町１ 0229-33-2131 指

宮城
みどりの農協　労災保険加入組合　（特定農作業従
事者）

9870012 遠田郡美里町字素山町１ 0229-33-2131 特

宮城
みやぎ仙南農業　労災保険加入組合　（特定農作業
従事者）

9891622 柴田郡柴田町西船迫１－１０－３ 0224-55-1111 特

宮城
みやぎ仙南農業労災保険加入組合（指定農業機械作
業従事者）

9891622 柴田郡柴田町西船迫１－１０－３ 0224-55-1111 指

宮城
みやぎ登米農業労災保険加入組合（指定農業機械作
業従事者）

9870511 登米市迫町佐沼字中江３－９－１ 0220-23-1603 指

宮城
みやぎ登米農業労災保険加入組合（特定農作業従事
者）

9870511 登米市迫町佐沼字中江３－９－１ 0220-23-1603 特

宮城
みやぎ亘理農業労災加入組合（指定農業機械作業従
事者）

9892383 亘理郡亘理町逢隈田沢字遠原３６ 0223-34-0388 指

宮城 みやぎ亘理農業労災加入組合（特定農作業従事者） 9892383 亘理郡亘理町逢隈田沢字遠原３６ 0223-34-0388 特

宮城 多賀城市農業機械化作業者組合 9850873 仙台市宮城野区新田東２－１５－２ 022-368-3417022-236-2413 指
宮城 南三陸農業協同組合　労災保険加入組合 9860775 本吉郡南三陸町志津川字廻舘９７ 0226-47-4585 特

宮城 名取岩沼農業協同組合（指定農業機械作業従事者） 9811224 名取市増田１－１２－３６ 022-384-5111 指

宮城
労災保険加入組合　名取岩沼農業協同組合　（特定
農作業従事者）

9811224 名取市増田１－１２－３６ 022-384-5111 特

秋田 秋田しんせい農業協同組合 0188538 由利本荘市荒町塒台１－１ 0184-27-1601 指
秋田 秋田しんせい農業協同組合 0188538 由利本荘市荒町塒台１－１ 0184-27-1601 特
秋田 こまち農業協同組合 0120825 湯沢市北荒町５－８ 0183-78-2234 特
秋田 こまち農業協同組合 0120825 湯沢市北荒町５－８ 0183-78-2234 指
秋田 秋田おばこ農協　農業労災組合 0140017 大仙市佐野町５－５ 0187-86-0850 指
秋田 秋田おばこ農協　農業労災保険組合 0140017 大仙市佐野町５－５ 0187-86-0850 特

秋田 増田地区指定農機作業従事者組合 0190701
横手市増田町増田字平鹿２０７（秋田ふるさと農協
営農経済部園芸果樹課内）

0182-23-6266 指

秋田 大潟村農業協同組合 0100443 南秋田郡大潟村中央１－５ 0185-45-2211 指
秋田 大潟村農業協同組合　特定農作業 0100443 南秋田郡大潟村中央１－５ 0185-45-2211 特



都道府県 団体名 郵便番号 住所 電話番号 従事者の区分
※

秋田 農技会 0190702 横手市増田町亀田字半助村８３ 0182-45-3531 指
秋田 農事組合法人　むつば 0130409 横手市大雄字東四津屋１７８ 0182-52-3065 特
秋田 由利本荘市由利地区農業機械銀行 0150404 由利本荘市矢島町七日町字羽坂５０ 0184-53-3224 指
山形 あぐりビジネス　助成会 9980863 酒田市日の出町２－３８－１０ 0234-23-7810 指
山形 たがわ地区農業労災加入組合 9977611 鶴岡市上藤島備中下３－１ 0235-64-3725 特
山形 たがわ地区農業労災加入組合 9977611 鶴岡市上藤島備中下３－１ 0235-64-3725 指
山形 ふぁーむわーく　助成会 9980863 酒田市日の出町２－３８－１０ 0234-23-7810 特
山形 金山農協　特定農作業従事者会 9995402 最上郡金山町金山４５６－３０ 0233-52-2011 特
山形 山形　農業　協同組合 9900047 山形市旅篭町１－１２－３５ 023-641-3121 指
山形 山形おきたま　農業協同組合 9990121 東置賜郡川西町上小松９７８－１ 0238-46-3111 指

山形 山形おきたま農業協同組合　労働保険事務組合 9990121 東置賜郡川西町大字上小松９７８－１ 0238-57-4791 特

山形 山形農業協同組合 9908535 山形市旅篭町１－１２－３５ 023-641-3121 特

山形
指定農業機械作業　従事者団体　あぐりビジネス山
形助成会

9900041 山形市緑町４－２６－２７ 023-633-3765 指

山形 庄内みどり　農業協同組合 9980862 酒田市曙町１－１ 0234-26-5500 指
山形 新庄もがみ農業協同組合 9994601 最上郡舟形町舟形２７３－１ 0233-32-8270 特

山形
特定農作業　従事者団体　ふぁーむわーく山形助成
会

9900041 山形市緑町４－２６－２７ 023-633-3765 特

山形 余目地区農業労災加入組合 9997781 東田川郡庄内町余目三人谷地１７２ 0234-45-1503 特
山形 余目地区労災保険加入組合 9997781 東田川郡庄内町余目三人谷地１７２ 0234-45-1503 指
福島 ＪＡふくしま未来指定農業機械労災保険部会 9610185 福島市北矢野目原田東１－１ 024-554-5500 指
福島 ＪＡふくしま未来　特定農作業労災保険部会 9600185 福島市北矢野目原田東１－１ 024-554-5500 特
福島 ＪＡ会津よつば　指定農業機械労災保険部会 9670004 南会津郡南会津町田島行司７６ 0241-63-1155 指
福島 ＪＡ会津よつば　特定農作業労災保険部会 9670004 南会津郡南会津町田島行司７６ 0241-63-1155 特
福島 ＪＡ夢みなみ指定農業機械　労災保険部会 9620047 須賀川市松塚赤坂１－１ 0248-72-5238 指
福島 ＪＡ夢みなみ特定農作業　労災保険部会 9620047 須賀川市松塚赤坂１－１ 0248-72-5238 特
福島 ＴＭＣ東北　農業労災組合 9620059 須賀川市吉美根字土橋２３８－１ 0248-72-3008 特

福島
会津よつば農業協同組合　あいづ西部機械銀行受託
者会

9650111 会津若松市北会津町下荒井宮東５３１－４ 0242-58-3717 指

福島
会津よつば農業協同組合　集落営農組織労災保険部
会

9650025 会津若松市扇町３５－１ 0242-37-2303 特

福島 会津よつば農業協同組合　猪苗代機械銀行受託者会 9693133 耶麻郡猪苗代町千代田トウフケ５－１ 0242-62-4211 指

福島 喜多方地区　労災保険加入組合 9660922 喜多方市慶徳町豊岡字木曾原７２１ 0241-23-1803 指
福島 山都町　高郷町　労災保険加入組合 9694135 喜多方市山都町字広中新田１２１４ 0241-38-2131 特
福島 指定農機具使用者協会 9608254 福島市南沢又東谷地２１－７ 024-563-7801 指
福島 只見町農作業受託組合 9680441 南会津郡只見町黒谷町１８０－１ 0241-84-2214 指



都道府県 団体名 郵便番号 住所 電話番号 従事者の区分
※

福島 湯川村特定農作業従事者組合 9693544 河沼郡湯川村清水田川入１２ 0241-27-8221 特
福島 湯川村特定農作業従事者組合 9693544 河沼郡湯川村清水田川入１２ 0241-27-8221 指
福島 福島県農民福祉協会 9608254 福島市南沢又東谷地２１－７ 024-563-7801 特
福島 福島県農民福祉対策協議会 9608252 福島市御山仲ノ町１０３－６ 024-573-7306 指
福島 福島県農民連労災保険組合 9601101 福島市大森字日ノ下４－１ 024-546-7229 特
福島 福島県農民連労災保険組合 9601101 福島市大森日ノ下４－１ 024-546-7229 指
福島 霊山町農業者福祉協議会 9600801 伊達市霊山町掛田段居４５ 024-586-3404 特
福島 霊山町農業者福祉協議会 9600801 伊達市霊山町掛田段居４５ 024-586-3404 指

※特：特定農作業従事者、指：指定農業機械作業従事者


