労働保険事務組合名簿について
平成29年4月1日時点における千葉県内の労働保険事務組合名簿を掲載しています。
「労働保険事務組合制度について」をご確認のうえ、委託を希望する場合には直接労働保険事務
組合にお問い合わせください。
ただし、対応できる事業の種類や手続きを可能とする内容が限定されていることもありますので、予
めご了承ください。
名簿は公共職業安定所（ハローワーク）の管轄別（下表参照）に作成していますが、ホームページ
掲載の意向がない労働保険事務組合は除いています。
なお、「労働保険事務組合制度について」においてもご案内しておりますが、委託に際しては入会
金や委託手数料等が必要になります。詳細については各事務組合へお問い合わせください。

管 轄 地 域
千葉公共職業安定所管轄

千葉市のうち中央区(千葉南所の管轄区域を除く)、千葉市美浜
区、千葉市花見川区、千葉市稲毛区、千葉市若葉区、四街道市、
八街市、山武市、山武郡横芝光町

市川公共職業安定所管轄

市川市、浦安市

銚子公共職業安定所管轄

銚子市、匝瑳市、旭市

館山公共職業安定所管轄

館山市、鴨川市、南房総市、安房郡

木更津公共職業安定所管轄

木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市

佐原公共職業安定所管轄

香取市、香取郡

茂原公共職業安定所管轄

茂原市、長生郡、勝浦市、いすみ市、夷隅郡

松戸公共職業安定所管轄

松戸市、柏市、流山市、我孫子市、野田市

船橋公共職業安定所管轄

船橋市、習志野市、八千代市、鎌ヶ谷市、白井市

成田公共職業安定所管轄

成田市、佐倉市、印西市、富里市、印旛郡、山武郡芝山町

千葉南公共職業安定所管轄

千葉市のうち中央区(赤井町、今井、今井町、鵜の森町、大森町、
生実町、川崎町、川戸町、塩田町、白旗、蘇我町、蘇我、大巌寺
町、新浜町、仁戸名町、花輪町、浜野町、星久喜町、松ヶ丘町、南
生実町、南町、宮崎、宮崎町、村田町、若草)、千葉市緑区、市原
市、東金市、大網白里市、山武郡九十九里町

監

（建設の事業をはじめとした「二元適用事業」で、労災保険にかかる
事業を対象）

督

署

管

轄

※ 事業場（所）の所在地によって委託できる事務組合を制限するものではなく、所在地の目安として管轄別に作成しています。
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千葉公共職業安定所管轄
名

称

平成29年4月1日現在

郵便番号

所 在 地

電話番号

千葉土建一般労働組合千葉支部

263-0016

千葉市稲毛区天台5-24-8

043-290-0005

千葉民主商工会

260-0044

千葉市中央区松波3-3-2

043-253-3791

八街商工会議所

289-1115

八街市八街ほ224

043-443-3021

横芝光町商工会

289-1732

山武郡横芝光町横芝644-3

0479-82-0434

山武市商工会

289-1514

山武市松尾町松尾183-4

0479-86-5147

千葉県読売会

260-0013

千葉市中央区中央4-15-3
読売千葉ﾋﾞﾙ4階

043-224-1800

四街道市商工会

284-0003

四街道市鹿渡895-14

043-422-2037

千葉総合卸商業団地協同組合

260-0025

千葉市中央区問屋町1-55

043-242-2616

一般社団法人千葉労働基準協会

260-0026

千葉市中央区千葉港4-3
千葉県経営者会館内

043-242-2044

千葉市工業センター

262-0012

千葉市花見川区千種町49

043-259-5525

千葉商工会議所

260-0013

千葉市中央区中央2-5-1
ﾂｲﾝﾋﾞﾙ2号館13階

043-227-4103

千葉県労働保険指導協会

260-0023

千葉市中央区出洲港7-2

043-248-1222

千葉県電機商業組合

260-0843

千葉市中央区末広2-1-18

043-263-4354

千葉青果商業協同組合

261-0003

千葉市美浜区高浜2-2-1
千葉市地方卸売市場内

043-248-3511

三徳労働福祉協会

264-0015

千葉市若葉区大宮台4-4-9

043-263-1751

千葉事務管理協会

262-0033

千葉市花見川区幕張本郷2-2-1
ﾆｭｰｴｲﾄ本郷第6-203号

043-272-3081

千葉北労務管理協会

264-0029

千葉市若葉区桜木北3-12-42

043-234-0908

一般社団法人千葉県歯科医師会

261-0002

千葉市美浜区新港32-17

043-241-6471

真砂経営労務管理協会

289-1131

八街市希望ヶ丘590-79

043-309-8758

中小企業労働福祉協会

260-0045

千葉市中央区弁天2-14-3

043-287-1497

労働社会保険普及協会

262-0033

千葉ＳＲ経営労務センター

260-0015

協同組合千葉事務・労務センター

264-0032

千葉市若葉区みつわ台2-20-18

043-256-6694

千葉土建一般労働組合八街支部

289-1115

八街市八街ほ718-8

043-442-0280

八千代商工共済組合

264-0021

千葉市若葉区若松町419-59

043-312-3779

千葉西民主商工会

262-0023

千葉市花見川区検見川町3-337-1

043-275-4182

千葉経営労働情報協会

262-0033

千葉市花見川区幕張本郷2-2-20
富澤ビル401号

043-275-4188

千葉市花見川区幕張本郷1-11-3
ﾜｺｰﾋﾞﾙ2Ｆ
千葉市中央区富士見1-15-9
朝日生命千葉ﾋﾞﾙ3Ｆ
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043-275-1757
043-224-3779

市川公共職業安定所管轄
名

称

平成29年4月1日現在

郵便番号

所 在 地

電話番号

千葉土建一般労働組合市川支部

272-0812

市川市若宮3-23-1

047-336-5311

浦安商工会議所

279-0004

浦安市猫実1-19-36

047-351-3000

市川労務センター

272-0823

市川市東菅野5-8-21

047-338-1119

市川経営協会

272-0023

市川市南八幡4-12-5
京成ｻﾝｺｰﾎﾟ市川606

047-379-6767

市川浦安民主商工会

272-0832

市川市曽谷1-15-18

047-372-3413

京葉労働福祉共済会

272-0115

京葉経営労務福祉会

272-0133

市川市富浜2-2-1
ｾﾝﾄﾗﾙ富浜205
市川市行徳駅前2-3-1-303
ﾌｧﾐﾘｰｺｰﾎﾟ行徳
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047-396-5386
047-359-1232

銚子公共職業安定所管轄
名

称

平成29年4月1日現在

郵便番号

所 在 地

電話番号

旭市商工会

289-2516

旭市ロ795-6

0479-62-1348

協同組合千葉県東総地区
中小企業労務協会

288-0031

銚子市前宿町858-1

0479-22-2633

一般社団法人銚子労働基準協会

288-0048

銚子市双葉町2-19

0479-22-3998

匝瑳市商工会

289-2144

匝瑳市八日市場イ 2404-1

0479-72-2528

銚子商工会議所

288-0045

銚子市三軒町19-4

0479-25-3111

銚子民主商工会

288-0046

銚子市大橋町14-4

0479-24-5045
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館山公共職業安定所管轄
名

称

平成29年4月1日現在

郵便番号

所 在 地

電話番号

南房総市朝夷商工会

295-0004

南房総市千倉町瀬戸2294

0470-44-1331

千倉水産加工業協同組合

295-0011

南房総市千倉町北朝夷2898-1

0470-44-1811

安房労務改善協会

299-2526

南房総市沓見1378
亀井社会保険労務士事務所

0470-46-3014

南房総市内房商工会

299-2403

南房総市富浦町原岡918

0470-33-2257

安房労働保険協会

299-2404

南房総市富浦町多田良979-20

0470-33-4535

鋸南町商工会

299-2117

安房郡鋸南町勝山144

0470-55-3691
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木更津公共職業安定所管轄
名

称

平成29年4月1日現在

郵便番号

所 在 地

電話番号

富津市商工会

293-0012

富津市青木1573-1

0439-87-7071

林業・木材製造業労働災害防止
協会 千葉県支部君津分会

292-0838

木更津市潮浜1-17-59
木更津商工会館4Ｆ

0438-37-9620

千葉県君津郡市建築組合連合会

292-0065

木更津市吾妻2-10-13

0438-23-9554

一般社団法人君津労働基準協会

292-0838

木更津市潮浜1-17-59
木更津商工会館4Ｆ

0438-37-9620

木更津商工会議所

292-0838

木更津市潮浜1-17-59

0438-37-8700

袖ケ浦市商工会

299-0261

袖ケ浦市福王台3-1-3

0438-62-0539

君津商工会議所

299-1163

君津市杢師1-11-10

0439-52-2511

木更津企業管理センター

292-0057

木更津市東中央3-6-6

0438-23-8371

岩根労働保険事務協会

292-0826

木更津市畑沢南5-14-23

0438-30-1280

南総労働保険協会

292-0805

木更津市大和2-4-2

0438-23-5041

中小企業経営合理化協会

299-0261

袖ケ浦市福王台4-8-9

0438-53-8820

君津経営合理化センター

292-0826

木更津市畑沢南5-14-23

0438-37-0135

千葉土建一般労働組合かずさ支部

299-1163

君津市杢師3-2-5

0439-50-8860
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佐原公共職業安定所管轄
名

称

平成29年4月1日現在

郵便番号

所 在 地

電話番号

佐原商工会議所

287-0003

香取市佐原イ525-1

0478-54-2244

香取市商工会

289-0313

香取市小見川778-2

0478-82-3307

多古町商工会

289-2241

香取郡多古町多古2508-1

0479-76-2206

神崎町商工会

289-0221

香取郡神崎町神崎本宿158

0478-72-2548
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茂原公共職業安定所管轄
名

称

平成29年4月1日現在

郵便番号

所 在 地

電話番号

千葉土建一般労働組合長生支部

297-0017

茂原市東郷1173-6

0475-23-8331

御宿町商工会

299-5103

夷隅郡御宿町新町417-22

0470-68-2818

白子町商工会

299-4212

長生郡白子町古所3302-94

0475-33-2517

いすみ市商工会

298-0004

いすみ市大原7400-8

0470-62-1191

茂原商工会議所

297-0026

茂原市茂原443

0475-22-3361

一宮町商工会

299-4301

長生郡一宮町一宮3002-1

0475-42-3089

長生夷隅石材商組合

297-0037

茂原市早野1178-7

0475-26-0262

長生林産協会

297-0034

茂原市中の島町696

0475-22-2498

協同組合岬信販チケット連盟

299-4501

いすみ市岬町椎木1781

0470-87-2754

夷隅溶接工業会

299-5107

夷隅郡御宿町浜2164-1

0470-68-2011

睦沢町商工会

299-4403

長生郡睦沢町上市場911-61

0475-44-0112

一般社団法人茂原労働基準協会

297-0026

茂原市茂原443 茂原商工会館3Ｆ

0475-23-5276

千葉土建一般労働組合夷隅支部

298-0004

いすみ市大原9706-1

0470-62-4730

長柄町商工会

297-0218

長生郡長柄町桜谷687

0475-35-3450

大多喜町商工会

298-0216

夷隅郡大多喜町大多喜231-2

0470-82-2538

夷隅電気工事協会

298-0004

いすみ市大原6888

0470-62-3901

長生村商工会

299-4336

長生郡長生村岩沼822

0475-32-0152
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松戸公共職業安定所管轄
名

称

平成29年4月1日現在

郵便番号

所 在 地

電話番号

千葉土建一般労働組合柏流山支
部

277-0087

柏市常盤台3-16

04-7164-2093

野田商工会議所

278-0035

野田市中野台168-1

04-7122-3585

柏商工会議所

277-0011

柏市東上町7-18

04-7162-3311

松戸商工会議所

271-0092

松戸市松戸1879-1

047-364-3111

我孫子市商工会

270-1152

我孫子市寿1-13-27

04-7182-3131

流山商工会議所

270-0164

流山市流山2-312

04-7158-6111

大原労務経営研究会

271-0072

椎名労務経営研究会

270-0013

松戸麺類同業組合

271-0048

千葉土建一般労働組合松戸支部

270-2242

松戸市仲井町3-104-2

047-368-7700

草野経営労務研究会

270-0013

松戸市小金きよしヶ丘3-20-2
ｼｬﾝﾎﾞｰﾙ新松戸104

047-347-3411

東葛商工振興会

270-0121

流山市西初石5-174-19

04-7154-6400

青経会

271-0065

松戸市南花島4-67-20
紺野淳志事務所内

047-362-1463

平井労務研究会

270-0115

流山市江戸川台西3-30

04-7154-7751

鈴木労務研究会

278-0037

野田市野田491

04-7125-5811

商工労務研究会

278-0037

野田市野田762-6

04-7124-5366

千葉土建一般労働組合野田支部

270-0237

野田市中里589-5

04-7157-3555

一般社団法人柏青色申告会

277-0012

柏市桜台14-7

04-7165-1191

松戸労務経営管理研究会

270-0034

松戸市新松戸1-305-1

047-346-2351

柏市沼南商工会

277-0924

柏市風早1-6-16

04-7191-2803

野田市鉄工業協同組合

278-0043

野田市清水423

04-7166-4780

東葛労務経営センター

270-0235

野田市尾崎1492 斎藤事務所内

04-7127-2717

松戸民主商工会

271-0064

松戸市上本郷4608

047-367-3927

一般社団法人柏労働基準協会

277-0005

柏市柏261

04-7163-5220

東葛中小企業協会

271-0048

松戸市西馬橋広手町101-1

047-341-7427

中小企業商工者協会

277-0005

柏市柏5-8-12 山本第3ｺｰﾎﾟ

04-7167-7862

柏民主商工会

277-0831

柏市根戸406-4

04-7131-9366

千葉労働協会

270-0034

松戸市新松戸4-57-2

047-345-1218

近代雇用管理協会

271-0091

松戸市本町4-7 大清堂ﾋﾞﾙ4Ｆ

047-368-3624

松戸市竹ヶ花45-22
松戸ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙﾋﾞﾙ101号
松戸市小金きよしヶ丘3-20-2
ｼｬﾝﾎﾞｰﾙ新松戸401号
松戸市西馬橋広手町101-1
関原事務所内
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047-363-1350
047-348-3577
047-341-7427

東葛労務協会

270-2218

松戸市五香西1-20-13

047-701-7183

松柏労務管理協会

277-0021

柏市中央町5-21 穂高第1-301号

04-7160-4771

千葉労働保険管理協会

270-0163

流山市南流山8-22-16

04-7150-5111

松戸育英会

271-0087

松戸市三矢小台4-14-3

047-365-1373

東葛経営実務センター

278-0005

野田市宮崎56-154

04-7123-1515

野田市関宿商工会

270-0226

野田市東宝珠花237-1
いちいのﾎｰﾙ5F

04-7198-0161

東葛労働育成センター

277-0835

柏市松ヶ崎1170-134 ﾒｿﾞﾝ石山102 04-7132-6025

千葉土建一般労働組合
我孫子支部

270-1137

我孫子市岡発戸686-3

04-7185-9314

労務コンサルティング協会

278-0022

野田市山崎1743-13

04-7126-1651

東葛建設業協同組合

277-0902

柏市大井767-3

04-7192-3052

全建総連千葉県連合会
西部建設ユニオン

270-0113

流山市駒木台186-9

04-7153-6406

労務サポートセンター

277-0832

東葛労務ビズネット協同組合

277-0011

柏市北柏3-20-3
第2ﾏﾙｴﾝｺｰﾎﾟ103
柏市東上町2-28
第2水戸屋ビル2F
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04-7163-3218
04-7136-2654

船橋公共職業安定所管轄
名

称

平成29年4月1日現在

郵便番号

所 在 地

電話番号
047-431-0555
(草野経営労務研究会
047-347-3411)

千葉県電気工事業協同組合

273-0011

船橋市湊町3-19-10

千葉青年企業家協会

276-0046

八千代市大和田新田460-136

047-409-0411

船橋商工会議所

273-8511

船橋市本町1-10-10

047-435-8211

習志野商工会議所

275-0016

習志野市津田沼4-11-14

047-452-6700

八千代商工会議所

276-0033

八千代市八千代台南1-11-6

047-483-1771

千葉県調教師会

273-0013

船橋市若松1-4-8

047-431-2035

千葉土建一般労働組合
船橋習志野支部

274-0077

船橋市薬円台5-12-13

047-466-3333

白井市商工会

270-1422

白井市復1458

047-492-0721

千葉土建一般労働組合
八千代支部

276-0046

八千代市大和田新田113-1

047-489-4922

近代経営福祉協会

273-0005

船橋市本町5-6-14

047-423-0064

中小商工業振興会

273-0003

船橋市宮本2-1-4 ｽｶｲﾋﾞﾙ2Ｆ
小泉経営労務研究所内

047-423-3285

千葉土建一般労働組合鎌ヶ谷支部 273-0133

鎌ヶ谷市南佐津間6-5

047-444-4503

京葉中小企業労務協会

273-0001

船橋市市場4-1
東船橋和光台ﾊｲﾂ1-103

047-426-5050

千葉県中小企業指導協会

270-1423

白井市南山3-12-12

047-497-1184

鎌ヶ谷民主商工会

273-0112

鎌ヶ谷市東中沢1-10-28

047-444-2353

船橋市水産物仲卸協同組合

273-0001

船橋市市場1-8-1
船橋市中央卸売市場内

047-423-2706

船橋市私立幼稚園連合会

274-0073

船橋市田喜野井6-20-3

047-463-1986

京葉労働保険協会

273-0048

船橋市丸山1-47-4-1

047-438-3255

千葉県福利厚生援護会

273-0011

船橋市湊町2-16-11-101

047-420-8163

全国音楽生きがい普及協会

273-0005

船橋市本町1-9-9
ﾊﾟｰｸﾀﾜｰ船橋702

047-431-0121
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成田公共職業安定所管轄
名

称

平成29年4月1日現在

郵便番号

所 在 地

電話番号

成田商工会議所

286-0033

成田市花崎町736-62

0476-22-2101

佐倉商工会議所

285-0811

佐倉市表町3-3-10

043-486-2331

印西市商工会

270-1327

印西市大森3934-4

0476-42-2750

芝山町商工会

289-1624

山武郡芝山町小池991-2

0479-77-1270

富里市商工会

286-0221

富里市七栄653-1

0476-93-0136

協同組合千葉県労務協会

286-0134

成田市東和田444-1

0476-22-4130

酒々井町商工会

285-0927

印旛郡酒々井町酒々井1659-1

043-496-0063

千葉県中小企業労働保険協会

286-0048

成田市公津の杜3-6-4
公津タウンビル3Ｆ

0476-36-7220

印旛経営者労務管理協会

285-0005

佐倉市宮前3-5-1-101

043-483-6738

栄町商工会

270-1515

印旛郡栄町安食台1-2
栄町役場内4F

0476-95-0245

エアポート経営センター

286-0015

成田市中台3-4 12棟105号

0476-26-6081

千葉土建一般労働組合佐倉支部

285-0012

佐倉市田町70-1

043-309-7799
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千葉南公共職業安定所管轄
名

称

平成29年4月1日現在

郵便番号

所 在 地

電話番号

千葉土建一般労働組合市原支部

290-0022

市原市西広6-20-17

0436-36-4445

東金商工会議所

283-0068

東金市東岩崎1-5

0475-52-1101

九十九里町商工会

283-0104

山武郡九十九里町片貝6928-330

0475-76-4165

市原商工会議所

290-0081

市原市五井中央西1-22-25

0436-22-4305

千葉市土気商工会

267-0066

千葉市緑区あすみが丘1-45-3

043-294-2474

東金労働基準協会

283-0802

東金市東金587-6
南総通運㈱旧本社ﾋﾞﾙ3階

0475-52-1061

山武管工事業協同組合

283-0062

東金市家徳250-1

0475-55-5220

千葉県労働保険研究会

290-0081

千葉県経営者懇談会

267-0066

京葉労務協会

290-0081

市原市五井中央西1-33-15-6Ｆ

0436-20-7180

中小企業総務経理推進協会

266-0032

千葉市緑区おゆみ野中央4-9-21

043-291-6101

市原民主商工会

290-0055

市原市五井東3-16-21

0436-22-1531

千葉土建一般労働組合山武支部

283-0011

東金市上武射田1166-3

0475-58-8231

千葉中小企業振興会

266-0031

千葉市緑区おゆみ野3-40-8
河野ﾋﾞﾙ2Ｆ

043-291-9591

千葉中央経営労務管理協会

260-0807

千葉市中央区松ヶ丘町369

043-305-1056

市原市五井中央西2-22-5
ｱｲｴﾑﾋﾞﾙ2階
千葉市緑区あすみが丘1-38-6
みどり社会保険労務士事務所内
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0436-24-5568
043-294-3876

監督署管轄
名

平成29年4月1日現在

称

郵便番号

所 在 地

電話番号

千葉県板金工業組合

260-0854

千葉市中央区長洲1-33-14
本千葉ﾋﾞﾙ2F

043-306-2657

安房素材組合

299-2726

南房総市和田町小川433-1

0470-47-2542

建設業労働災害防止協会
千葉県支部かずさ分会

292-0834

木更津市潮見3-13-5
かずさ建設会館内

0438-38-4631

御宿岩和田漁業協同組合

299-5105

夷隅郡御宿町岩和田945-1

0470-68-2011
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