
会員名簿

都道府県名 団体名称1 愛称 郵便番号 住所1 電話番号

北海道 一般財団法人　旭川市勤労者共済センター 070-0035
旭川市５条通１０丁目
旭川市五条庁舎２Ｆ

0166-23-9997

北海道 一般財団法人　室蘭市勤労者共済センター 050-0083
室蘭市東町４-２９-１
室蘭市中小企業センター３Ｆ

0143-42-3670

北海道 一般財団法人　釧路市勤労者共済センター パレットくしろ 085-0016
釧路市錦町２丁目４番地
ＭＯＯ２階

0154-23-9468

北海道 一般財団法人　とかち勤労者共済センター あおぞら共済 080-0016 帯広市西６条南６丁目３ソネビル４Ｆ 0155-22-6186

北海道 一般財団法人　北見市勤労者福祉サービスセンター 090-0040
北見市大通西３丁目１番地
まちきた駐車場ビル１F

0157-22-7115

北海道 岩見沢市勤労者共済会 068-8686
岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
岩見沢市経済部商工労政課商工労政係内

0126-23-4111
（273）

北海道 網走市勤労者共済会 093-8555
北海道網走市南６条東４丁目
網走市役所西庁舎２階

0152-44-6111
（339）

北海道 一般財団法人　苫小牧市勤労者共済センター 053-0011
苫小牧市末広町１-１５-７
苫小牧市労働福祉センター内

0144-35-2172

北海道 　士別中小企業勤労者福祉協会 095-0015
士別市東５条９丁目１６０７番地１４
士別市勤労者センター

0165-23-2482

青森県 青森市勤労者互助会 030-0131
青森市問屋町１-１０-１０
青森市はまなす会館事務局内

017-764-5061

青森県 八戸市勤労者福祉サービスセンター 031-8686
八戸市内丸１-１-１
八戸市商工労働部雇用支援対策課内

0178-71-2145

岩手県 一般財団法人　盛岡市勤労者福祉サービスセンター アスピーク 020-0821
盛岡市山王町１０-６
山王ハイツ内

019-653-1910

岩手県 一般社団法人　胆江地区勤労者福祉サービスセンター ハートアイ 023-0801
奧州市水沢区字横町２-１
メイプル内

0197-51-1484

宮城県 公益財団法人　仙台ひと・まち交流財団 グリーン・パル 980-0803
仙台市青葉区国分町３-１０-１０
仙台市役所国分町分庁舎

022-214-1373

宮城県
一般財団法人　石巻地区勤労者福祉
サービスセンター

Ｉワークサポート 986-0032
宮城県石巻市開成１－３５
石巻ルネッサンス館１階

0225-93-9238

秋田県 秋田市勤労者福祉サービスセンター ワークパル 010-1413
秋田市御所野地蔵田３-１-１
秋田テルサ１Ｆ

018-889-8986

秋田県 横手市勤労者互助会 ほっとわーく 013-8502
秋田県横手市旭川一丁目３－４１
秋田県平鹿地域振興局　横手市商工労働課内

0182-32-2115

山形県 一般社団法人　山形勤労者福祉サービスセンター ナイスサポート 990-2477
山形市長苗代６１番地
山形市スポーツ会館内１階

023-647-7122

山形県 酒田市中小企業共済会 998-0858
酒田市緑町１９番１０号
労働センター内

0234-43-0743

山形県 長井市勤労者互助会 993-0011 長井市館町北６番２７号 0238-83-3311

福島県
一般財団法人　福島市中小企業福祉
サービスセンター

えふ・サポ－ト 960-8053
福島市三河南町１-２０
コラッセふくしま３Ｆ

024-528-2288

福島県
一般財団法人　会津若松市勤労者福祉
サービスセンター

あしすと 965-0807
会津若松市城東町１４－５２
会津若松市勤労青少年ホーム内

0242-36-5622

福島県 郡山市勤労者互助会 みゅーあい郡山 963-8014
郡山市虎丸町７-７
郡山市労働福祉会館内

024-990-0906

福島県
一般財団法人　いわき市勤労者福祉
サービスセンター

ハッピーワークいわき 970-8026
いわき市平字堂ノ前２２番地
いわき市労働福祉会館１Ｆ

0246-35-6844

茨城県 一般財団法人 水戸市勤労者福祉サービスセンター 310-0804 水戸市白梅３-９-３１ 029-233-1124

茨城県
公益財団法人　ひたちなか市生活･文化
・スポーツ公社

ひたちなか市勤労者
総合福祉センター

312-0052
ひたちなか市東石川１２７９番地
（ワークプラザ勝田内）

029-271-0520

栃木県 一般財団法人　両毛地区勤労者福祉共済会 両毛メート 326-0808
足利市本城３-２１４５
足利市役所水道庁舎１Ｆ

0284-22-2171

栃木県 栃木市勤労者福祉サービスセンター ウェルワークとちぎ 328-0016
栃木市入舟町１５-５
栃木市役所入舟庁舎内

0282-20-5183

栃木県 公益財団法人　鹿沼市勤労者福祉共済会 フレンドリーかぬま 322-0054
鹿沼市下横町１３０２-５
まちなか交流プラザ

0289-63-2204

栃木県 一般財団法人　小山市勤労者共済サービスセンター リング・ジョイ 323-0031
小山市八幡町1-４-５
小山市勤労者福祉会館1F

0285-20-3660

群馬県 太田市勤労者福祉サービスセンター ライフ・アップおおた 373-0853
太田市浜町２-３５
太田市役所５階（産業観光課内）

0276-40-1661

埼玉県 公益財団法人　川越市勤労者福祉サービスセンター わくらふ川越 350-0833 川越市芳野台１-１０３－５７ 049-227-7301

埼玉県
一般財団法人　大里地域勤労者福祉
サービスセンター

ワークメイト大里 360-0816
熊谷市石原１４１０-１
熊谷市立勤労会館内

048-524-6655

埼玉県 公益財団法人　川口市勤労福祉サービスセンター ゆとりぶ 333-0845
川口市上青木西１-２０-３
川口市産業文化会館内

048-257-5551

埼玉県 所沢市中小企業勤労者福祉サービスセンター Ｗith（ウィズ） 359-1143
所沢市宮本町１-１-２
市役所旧庁舎４Ｆ

04-2940-1800

埼玉県 一般財団法人　狭山市勤労者福祉サービスセンター トライ夢（ム） 350-1305
狭山市入間川１丁目３番３号
狭山市産業労働センター１階

04-2955-7811

埼玉県 公益財団法人　上尾市勤労者福祉サービスセンター 362-0011
上尾市大字平塚９５１番地２
イコス上尾３階

048-771-5700

埼玉県 一般財団法人　入間市勤労者福祉サービスセンター WORKWELLいるま 358-0001
入間市向陽台１-１-７
入間市産業文化センター内

04-2964-6393

埼玉県
公益財団法人　さいたま市産業創造財団
勤労者福祉サービスセンター

ＷＯＲＫＪＯＹさいたま
　(ワークジョイさいたま)

338-0002
さいたま市中央区下落合５-４-３
さいたま市産業文化センター4Ｆ

048-840-1133

埼玉県 ふじみ野市勤労者福祉共済会 ARCO(アルコ) 356-0011
埼玉県ふじみ野市福岡１－１－２
ふじみ野市役所第２庁舎１階

0492-93-8835
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千葉県 公益財団法人　千葉市産業振興財団 260-0013
千葉市中央区中央４-５-１
Qiball（きぼーる）13階

043-216-3838

千葉県 市川市勤労者互助会 272-0023
千葉県市川市南八幡２-２０-１　市川市勤労者福祉センター2F
市川市商工振興課雇用労政担当室内

047-376-5133

千葉県
公益財団法人　船橋市中小企業勤労者
福祉サービスセンター

ＦＣＳ 273-0005
船橋市本町４－１９－６
船橋市勤労市民センター２Ｆ

047-426-1155

千葉県
一般社団法人　野田市中小企業勤労者
福祉サービスセンター

ライフアップのだ 278-0037
野田市野田３３９
野田商工会議所別館１Ｆ

04-7126-8864

東京都 公益財団法人　中央区勤労者サービス公社 レッツ中央 104-0061
中央区銀座４-９-８
銀座王子ビル２F

03-3546-8610

東京都 みなとぴっく福利厚生倶楽部 みなとぴっく 108-0014
東京都港区芝５－１８－２
港区立港勤労福祉会館内

03-3457-7591

東京都 公益財団法人　新宿区勤労者・仕事支援センター　 ぱる新宿 160-0022
東京都新宿区新宿７－３－２９
新宿ここ・から広場　しごと棟１階

03-3208-2311

東京都
公益財団法人　台東区産業振興事業団
勤労者サービスセンター

111-0056
台東区小島２-９-１８
台東区中小企業振興センター

03-5829-4123

東京都 公益社団法人　墨田区勤労者福祉サービスセンター フレンズすみだ 131-0045 東京都墨田区押上２丁目１２番７－２１５ 03-3626-3723

東京都 江東区勤労者福祉サービスセンター カナルこうとう 135-0016
江東区東陽４－５－１８
江東区産業会館

03-5634-0521

東京都 品川区勤労者共済会 141-0033
品川区西品川１-２８-３
品川区立中小企業センター４Ｆ

03-3787-3044

東京都 公益財団法人　目黒区勤労者サービスセンター 153-0063
目黒区目黒２-４-３６
目黒区民センター２F

03-3715-4135

東京都 大田区勤労者共済 144-0035
東京都大田区南蒲田１-２０-２０
大田区産業プラザ5階

03-3733-6107

東京都 杉並区産業振興センター ジョイフル杉並 167-0043
杉並区上荻１－２－１
インテグラルタワー２階

03-3391-0317

東京都 一般財団法人　東京城北勤労者サービスセンター フレンドリーげんき 170-0013
豊島区東池袋１-２０-１５
豊島区立生活産業プラザ６Ｆ

03-3980-3133

東京都 公益財団法人　板橋区産業振興公社　 ハイライフいたばし 173-0004
板橋区板橋１-５５-１６
板橋区立ハイライフプラザ

03-5375-8102

東京都 一般社団法人　練馬区産業振興公社 ねりまファミリーパック 176-0001
東京都練馬区練馬１-１７-１
Ｃoconeri 4階

03-3993-6600

東京都 公益財団法人　足立区勤労福祉サービスセンター ゆう 120-8575
足立区綾瀬１-３４-７-１０２
足立区勤労福祉会館内

03-3838-3586

東京都 葛飾区中小企業勤労者福利共済会 ほっと・たいむ葛飾 125-0062
東京都葛飾区青戸７丁目１番１号
テクノプラザかつしか

03-3838-5552

東京都
公益社団法人　八王子市勤労者福祉
サービスセンター

やまゆりセンター 192-8501 八王子市元本郷町 ３-２４-１ 042-620-7380

東京都 一般社団法人　立川市勤労者福祉サービスセンター ライフアップたちかわ 190-0022
立川市錦町３－３－２０
たましんRISURUホール（立川市市民会館）５階

042-523-2142

東京都 武蔵野市勤労者互助会 180-8777 武蔵野市緑町２-２-２８ 0422-60-1832

東京都 青梅市中小企業従業員等互助会 198-8585
青梅市上町３７３－１
青梅商工会議所内

0428-23-0111

東京都 公益財団法人　府中市勤労者福祉振興公社 ワークぴあ府中 183-0055
府中市府中町２-２５-１
中央文化センター５Ｆ

042-361-1188

東京都 昭島市勤労市民共済会 196-0015 昭島市昭和町３-１０-２ 042-543-1959

東京都 一般財団法人　町田市勤労者福祉サービスセンター さるびあタウン 194-0022
町田市森野２-２７-１０
エムコーポ森野１Ｆ

042-723-0667

東京都 一般社団法人　日野市勤労者福祉サービスセンター かわせみセンター 191-0062
日野市多摩平７-２３-２３
日野市商工会館２Ｆ

042-581-6711

東京都
公益財団法人　東村山市勤労者福祉
サービスセンター

きららわ～く東村山 189-0014
東村山市本町１-１-１
東村山市役所北庁舎１階

042-394-4021

東京都 国分寺市勤労者福祉サービスセンター 185-0013 国分寺市西恋ヶ窪三丁目３３番地３ 042-300-2299

東京都 国立市勤労市民共済会 186-0003
国立市富士見台３-１６-４
国立市商工会内

042-573-2313

東京都 東久留米市勤労市民共済会 くるる 203-8555
東京都東久留米市本町３‐３‐１
東久留米市役所内５Ｆ

042-470-7777
（4950）

東京都 多摩市勤労者市民共済会 206-8666
多摩市関戸６-１２-１
多摩市役所内

042-338-6830

東京都 稲城市中小企業勤労者福祉サービスセンター ＩＣＳ 206-0802
稲城市東長沼２１１２-１
稲城市地域振興プラザ3階

042-378-2200

東京都 西東京市勤労者福祉サービスセンター 202-8555
西東京市中町１-５-１
西東京市役所保谷庁舎内

042-464-1311
（2897）

神奈川県 川崎市勤労者福祉共済 かわさきハッピーライフ 210-0007
川崎市川崎区駅前本町１１－２
川崎フロンティアビル６階川崎市経済労働局労働雇用部

044-200-2275

神奈川県 湘南勤労者福祉サービスセンター しおかぜ湘南 251-0052 藤沢市藤沢６０７番地の１ 0466-50-3900

神奈川県 小田原市勤労者共済会 スマイル共済会 250-8555
小田原市荻窪３００番地
小田原市役所・経済部産業政策課内

0465-33-1852

神奈川県
公益財団法人　相模原市勤労者福祉
サービスセンター

あじさいメイツ 252-0131 相模原市緑区西橋本５-４-２０ 042-775-5505

神奈川県 公益財団法人　厚木市勤労者福祉サービスセンター ハートピア 243-0018
厚木市中町３丁目１６番１号
厚木市役所第二庁舎８階

046-206-4151

神奈川県 大和市勤労者サービスセンター ふくりこ・やまと 242-0004
大和市鶴間１-３２-１２
勤労福祉会館内

046-264-6780

神奈川県 座間市勤労者サービスセンター 252-8566
座間市緑ヶ丘１－１－１
座間市商工観光課内

046-252-7604
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新潟県 公益財団法人　新潟市勤労者福祉サービスセンター ニピイ 951-8061
新潟市中央区西堀通６－８７８－１
西堀７番館ビル３Ｆ

025-201-6113

新潟県 公益財団法人　長岡市勤労者福祉サービスセンター ナッキー 940-0033 長岡市今朝白１-１０-１２ 0258-37-5656

新潟県 三条市勤労者福祉共済 955-8686
三条市旭町二丁目３番１号
三条市役所 経済部 商工課 内

0256-34-5511
（381）

新潟県
公益財団法人　新発田市勤労者福祉
サービスセンター

957-0053
新発田市中央町３-７-２
まちの駅２Ｆ

0254-22-8000

新潟県 公益財団法人　燕西蒲勤労者福祉サービスセンター タンポポ 959-1263
燕市大曲３０１５番地
燕勤労者総合福祉センター内

0256-61-1430

新潟県 公益財団法人　上越勤労者福祉サービスセンター さくちゃん 942-0063
上越市下門前４７７番地
ワークパル上越内

025-545-9055

富山県 公益財団法人　富山市勤労者福祉サービスセンター Ｕサポートとやま 930-0084
富山市大手町６-１４
富山市民プラザ３Ｆ

076-493-1354

富山県 公益財団法人　高岡市勤労者福祉サービスセンター 933-0014
高岡市野村９２０
高岡市職業訓練センター内

0766-28-1080

富山県 射水市ゆとりライフ互助会 934-8555 富山県射水市本町二丁目１０番３０号 0766-82-1955

石川県 公益財団法人　金沢勤労者福祉サービスセンター 920-0022
金沢市北安江３-２-２０
金沢勤労者プラザ１Ｆ

076-234-7871

山梨県 一般財団法人　甲府市勤労者福祉サービスセンター 400-0862
甲府市朝気二丁目２番２２号
甲府市勤労者福祉センタ－内

055-232-8753

長野県 一般財団法人　長野市勤労者共済会 ユメワーク長野 380-0814
長野市大字鶴賀西鶴賀町１４８１-１
長野市勤労者女性会館しなのき１Ｆ

026-237-8310

長野県 一般財団法人　松本市勤労者共済会 390-0811
松本市中央４－７－２６
長野県松本勤労者福祉センター1F

0263-39-1052

長野県 一般財団法人　諏訪湖勤労者福祉サービスセンター ウェルワーク諏訪湖 394-0031
岡谷市田中町３-７-２８
岡谷市勤労青少年ホーム内

0266-24-3010

長野県 一般財団法人　飯田勤労者共済会 395-0024
飯田市東栄町３１０８番地１
長野県飯田勤労者福祉センター

0265-52-6566

長野県 諏訪市勤労者互助会 392-8511
諏訪市高島１-２２-３０
諏訪市役所内

0266-52-4141
（432）

長野県 小諸・北佐久勤労者互助会 384-8501
小諸市相生町３-３-３
小諸市商工観光課内

0267-22-1700
（260）

長野県 駒ヶ根市勤労者互助会 399-4192 長野県駒ヶ根市赤須町２０番１号
0265-83-2111

（435）

長野県 大北勤労者互助会 398-8601
長野県大町市大町３８８７
大町市役所

0261-22-0420
（542）

長野県
一般財団法人　塩尻筑南勤労者福祉
サービスセンター

ハピネスセンター 399-0786
塩尻市大門七番町４－３
塩尻総合文化センター　２階

0263-53-9797

長野県 安曇野市勤労者互助会 399-8281
安曇野市豊科６０００番地
安曇野市商工観光部商工労政課内

0263-71-2202

長野県 箕輪町勤労者互助会 399-4695 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪１０２９８
0265-79-3111

（171）

長野県 木曽勤労者共済会 399-5601
木曽郡上松町大字上松１５９-４
上松町ひのきの里総合文化センター内

0264-52-5300

長野県 一般財団法人　更埴地域勤労者共済会 サポートネット 389-0603
埴科郡坂城町大字南条４９１０-１４
坂城勤労者総合福祉センター内

0268-81-1234

岐阜県 一般財団法人　大垣市勤労者福祉サービスセンター 503-0997
大垣市長松町８４７-９５
大垣市勤労者総合福祉センター内

0584-93-1100

岐阜県
一般財団法人　中津川･恵那地域勤労者
福祉サービスセンター

ジョイセブン 508-0015
中津川市手賀野１７２-１
中津川市サンライフ

0573-65-1177

静岡県 公益財団法人　静岡市勤労者福祉サービスセンター ジョイブ静岡 420-0011 静岡市葵区安西２丁目２１番地 054-251-2318

静岡県 公益財団法人　浜松市勤労福祉協会 わ～くん浜松 432-8011
浜松市中区城北１-８-１
Ｕホール

053-471-5900

静岡県 沼津市・清水町勤労者共済会 410-0046
沼津市米山町６－５
沼津商工会議所会館４Ｆ

055-924-1294

静岡県 熱海市勤労者共済会 413-0015
熱海市中央町１-２６
福祉センター５F

0557-86-5675

静岡県 三島函南勤労者福祉サービスセンター 411-0036
三島市一番町２-２９
三島商工会議所会館２Ｆ

055-973-1930

静岡県 富士宮市勤労者共済会 ハピネスふじやま 418-0073
富士宮市弓沢町１５０
富士宮市役所地階

0544-28-0737

静岡県 伊東市勤労者共済会 414-0028
伊東市銀座元町6番11号
伊東商工会議所内

0557-38-7237

静岡県 島田榛北勤労者福祉共済会 島田榛北共済会 427-0056
島田市大津通り１９６４-４
島田市労働福祉会館内

0547-36-7733

静岡県 一般財団法人　富士市勤労者福祉サービスセンター ふくりこＦｕｊｉ 417-0052
富士市中央町二丁目７番１１号
ラ・ホール富士 １階

0545-57-0310

静岡県 一般財団法人　磐田市勤労者福祉サービスセンター とらいあんぐる磐田 438-0077 磐田市国府台７番地９ 0538-37-4566

静岡県 一般財団法人　志太勤労者福祉サービスセンター ワークピア志太 425-0026
焼津市焼津４-１５－２４
焼津商工会議所会館２Ｆ

054-628-9882

静岡県 一般財団法人　藤枝市勤労者福祉サービスセンター サポ－ト ふじえだ 426-0033
藤枝市小石川町四丁目１番１１号
藤枝市勤労者福祉サービスセンター　（サンライフ藤枝内）

054-645-2044

静岡県 公益財団法人　駿東勤労者福祉サービスセンター ベネフィ駿東 412-0033
御殿場市神山１１９１－２
駿東地域職業訓練センター内

0550-87-7575

静岡県 遠州ライフサポートセンター 437-0125
袋井市上山梨４-３-１
山名公民館内

0538-48-8522

静岡県 榛南地区勤労者共済会 421-0422 牧之原市静波１７７１－５ 0548-22-9671
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静岡県
一般財団法人　小笠掛川勤労者福祉
サービスセンター

ＯＫ！ワーク 439-0031 菊川市加茂２１５６番地 0537-35-0298

愛知県 公益財団法人　名古屋市中小企業共済会 464-0856
名古屋市千種区吹上二丁目６番３号
名古屋市中小企業振興会館６Ｆ

052-735-2131

愛知県 公益財団法人　岡崎幸田勤労者共済会 444-0802
岡崎市美合町字五本松６８番地１２
岡崎市勤労文化センター内

0564-54-8495

愛知県 豊田市勤労者サービスセンター ワークフレンドとよた 471-8501
豊田市西町３-６０
豊田市役所

0565-35-4470

愛知県
一般財団法人　知多地区勤労者福祉
サービスセンター

わーくりぃ知多 477-0037
東海市高横須賀町桝形１-７
東海市立勤労センター３Ｆ

0562-33-7401

三重県 一般社団法人　三重中勢勤労者サービスセンター ジョイフル中勢 514-0002
津市島崎町１４３-６
津市労働会館内

059-222-1500

三重県
一般社団法人　伊勢地域勤労者福祉
サービスセンター

ジョイワーク 516-0076
伊勢市八日市場町１３-１３
サンライフ伊勢内

0596-20-1177

三重県 公益財団法人　松阪市勤労者サービスセンター 遊＆輝 （ゆうとぴあ） 515-0041
松阪市上川町２１２-１
ワークセンター松阪内

0598-29-6510

滋賀県 一般財団法人　大津市勤労者互助会 520-0806 大津市打出浜1番６号 077-522-6499

滋賀県 彦根地域勤労者互助会 ジョイフルひこね 522-0074
彦根市大東町４-２８
彦根勤労福祉会館内

0749-27-6787

滋賀県 湖北地域勤労者互助会 526-0067
長浜市港町４-９
勤労者福祉会館「臨湖」内

0749-50-7327

滋賀県
一般財団法人　近江八幡地域勤労者
福祉サービスセンター

ワークピア 523-0898
滋賀県近江八幡市鷹飼町南４丁目４-５
アクティ近江八幡内

0748-38-8400

滋賀県 東近江地域勤労者互助会 527-0023 東近江市八日市緑町１-９ 0748-23-7400

滋賀県 一般社団法人　草津市勤労者福祉サービスセンター サポートセンターくさつ 525-0034
草津市草津３-１３-７５
西井ビル２階

077-567-4377

滋賀県 一般財団法人　守山野洲勤労福祉サービスセンター 524-0033
守山市浮気町３００-２４
ライズヴィル都賀山１Ｆ

077-581-2408

滋賀県 栗東市勤労者互助会 520-3047
栗東市手原三丁目１－２５
栗東市商工会館２Ｆ

077-554-0400

滋賀県 甲賀広域勤労者互助会 KOKOワーク 528-0051
甲賀市水口町北内貴１-２
サントピア水口　甲賀市共同福祉施設内

0748-63-1809

滋賀県 髙島市勤労者互助会 520-1217
高島市安曇川町田中８９番地
   高島市商工会内

0740-32-8188

京都府 公益財団法人　京都中小企業振興センター ＫＰＣ 600-8009
京都市下京区四条通烏丸西入る函谷鉾町８０番地
きらっ都プラザ（京都産業会館）２階

075-255-6655

京都府 一般財団法人　乙訓勤労者福祉サービスセンター ピロティおとくに 617-0833
長岡京市神足２丁目３番１号
バンビオ1番館1F

075-957-3311

大阪府
公益財団法人　大阪市中小企業勤労者
福祉サービスセンター

ＯＣＳセンター 541-0053
大阪市中央区備後町１丁目７番１０号
ニッセイ備後町ビル６階

06-6260-0733

大阪府 公益財団法人　堺市勤労者福祉サービスセンター ＳＣＫサービスセンター 590-0014
堺市堺区田出井町２-１
サンスクエア堺Ｂ棟内

072-221-6700

大阪府 岸和田市勤労者互助会 596-0053
岸和田市沼町２５-１３
岸和田市立労働会館内

072-423-8895

大阪府 池田市勤労者互助会 563-0025
池田市城南1-1-1
池田商工会議所内

072-751-3344

大阪府 高槻市勤労者互助会 569-0067
高槻市桃園町２-１
高槻市役所内

072-674-7469

大阪府 貝塚市中小企業勤労者福祉共済センター 597-8585
貝塚市畠中１-１７-１
貝塚市役所商工観光課内

072-433-7191

大阪府 枚方市勤労市民会 573-1191
枚方市新町２-１-５
メセナひらかた会館

072-841-5788

大阪府 茨木市勤労者互助会 567-8588
茨木市岩倉町２－１５０
立命館いばらきフューチャープラザ１Ｆ　茨木商工会議所内

072-622-6631

大阪府
公益財団法人　八尾市中小企業勤労者
福祉サービスセンター

八尾市共済センター 581-0006
八尾市清水町１－１－６
八尾商工会議所内

072-991-5607

大阪府 泉佐野市勤労者福祉共済サービスセンター 598-0007
泉佐野市上町３丁目１１-４８
泉佐野市役所まちの活性課

072-469-3131

大阪府 富田林市勤労者共済会 ときん 584-8511
富田林市常盤町１-１
富田林市役所内

0721-25-1000
（481）

大阪府 寝屋川市勤労者互助会 572-0042
寝屋川市東大利町２番１４号
寝屋川市立産業振興センター内

072-801-7665

大阪府
公益財団法人　河内長野市勤労者
福祉サービスセンター

ラーク 586-0025 河内長野市昭栄町７-３ 0721-53-9900

大阪府 箕面市勤労者互助会 562-0003
箕面市西小路４-６-１
箕面市役所箕面営業室内

072-723-2121
（3242）

大阪府 羽曳野市勤労者互助会 ういんぐ 583-8585 大阪府羽曳野市誉田 ４の１の１ 072-947-3714

大阪府 高石市勤労者福祉互助会 592-8585
高石市加茂４-１-１
高石市役所　経済課内

072-265-1001
（7314）

大阪府 公益財団法人　東大阪市産業創造勤労者支援機構 ゆとりーと共済 577-0804
東大阪市中小阪５-１４-３０
東大阪市立勤労市民センター

06-6721-6000

兵庫県 公益財団法人　兵庫県勤労福祉協会　共済部 ファミリーパック 650-0011
神戸市中央区下山手通６-３-２８
兵庫県中央労働センター　１Ｆ

078-351-6786

兵庫県 神戸市勤労者福祉共済 ハッピーパック 651-0096
神戸市中央区雲井通５-３-１
サンパル１０Ｆ

078-231-8189

兵庫県 公益財団法人　姫路市中小企業共済センター ひめじきょうさい 670-0955
姫路市安田３-１
姫路市自治福祉会館６Ｆ

079-284-5670

兵庫県 尼崎市中小企業勤労者福祉共済 ハートプル 660-0881
尼崎市昭和通２-６-６８
尼崎市中小企業センター内

06-6482-5591
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兵庫県 西宮市中小企業勤労者福祉共済 662-0912
西宮市松原町２－３７
勤労青少年ホーム（ぷらっとアイ）内

0798-23-3775

兵庫県 一般財団法人　加古川勤労者福祉サービスセンター あいわーく かこがわ 675-0017
加古川市野口町良野１７３９
加古川市立勤労会館内

079-426-1431

兵庫県 川西市中小企業勤労者福祉サービスセンター パセオかわにし 666-8501
川西市中央町１２-１
市役所内

072-757-9700

奈良県
一般財団法人　奈良市総合財団
勤労者福祉サービスセンター

うぇるびい奈良 630-8106
奈良市佐保台西町１１５
奈良市勤労者総合福祉センター

0742-71-2434

和歌山県
公益財団法人　和歌山市中小企業勤労者
福祉サービスセンター

ふくふくセンター 640-8227
和歌山市西汀丁３４
和歌山市勤労者総合センター内

073-426-1333

鳥取県
一般財団法人　鳥取市中小企業勤労者
福祉サービスセンター

ひまわりセンター 680-0031
鳥取市本町３-２０１
鳥取産業会館・鳥取商工会議所ビル１F

0857-37-1937

鳥取県
一般財団法人　米子市勤労者福祉
サービスセンター

ジョイサポートよなご 683-0822 米子市中町２０ 0859-38-1122

島根県 一般財団法人　島根県東部勤労者共済会 ジョイメイトしまね 690-0886
松江市母衣町５５－４
松江商工会議所ビル２Ｆ

0852-28-6555

島根県 一般財団法人　島根県西部勤労者共済会 697-0026
浜田市田町１７１１
みのりやビル２Ｆ

0855-23-5365

岡山県 一般財団法人　岡山市勤労者サポートプラザ ときめきプラザ 700-0905
岡山市北区春日町５-６
岡山市勤労者福祉センター1Ｆ

086-223-6364

岡山県 倉敷市勤労者福祉サービスセンター ほっと倉敷。 710-0822
倉敷市稲荷町５番３８号３０３号室
倉敷市倉敷労働会館内

086-434-8770

岡山県 津山圏域勤労者互助会 708-0022
津山市山下９２-１
津山圏域雇用労働センター内

0868-24-3633

岡山県
一般財団法人　玉野産業振興公社
玉野勤労者福祉サービスセンター

玉野勤労者福祉
サービスセンター

706-0002
玉野市築港１-１-３
産業振興ビル４Ｆ

0863-33-5000
（401）

岡山県 井原地域勤労者互助会 715-0014
井原市七日市町１０番地
井原市地場産業振興センター内

0866-62-8850

広島県 公益財団法人　広島市文化財団　 ドゥプレ 733-0833
広島市西区商工センター３-１-１
広島サンプラザ２Ｆ

082-278-8001

広島県 一般財団法人　くれ勤労者福祉サービスセンター 737-0046
呉市中通１-２-３１
ふれあい会館

0823-25-3691

広島県 一般財団法人　備後地域地場産業振興センター ふくふく共済 721-0974 福山市東深津町三丁目２-１３ 084-922-7000

山口県 一般社団法人　山口県勤労福祉共済会 ハートピア共済 753-8501
山口市滝町１-１
県庁労働政策課内

083-933-3223

徳島県 公益財団法人　徳島県勤労者福祉ネットワーク 770-0942
徳島市昭和町３-３５-１
徳島県労働福祉会館4Ｆ

088-655-2940

徳島県 徳島市勤労者福祉サービスセンター事業部 あわ～ず徳島 770-0942
徳島市昭和町３-３５-１
徳島県労働福祉会館４Ｆ

088-611-3322

香川県 高松市中小企業勤労者福祉共済 ウェルぱる高松 761-0113
高松市屋島西町２３６６－１
高松テルサ内

087-844-3516

香川県 中讃勤労者福祉サービスセンター ふれんど中讃 763-0034
丸亀市大手町一丁目５番３号
丸亀商工会議所会館内

0877-24-7700

愛媛県 松山市勤労者福祉サービスセンター ワークCom松山 790-8571
松山市二番町４-７-２
松山市役所産業経済部地域経済課内

089-948-6399

高知県 公益財団法人　高知勤労者福祉サービスセンター
KUMPEL高知
－クンペル高知－

780-0802
高知市丸池町１-１-１４
高知市勤労者交流館１Ｆ

088-885-9739

福岡県 公益財団法人　福岡市中小企業従業員福祉協会 ＦＣＦ 812-0011
福岡市博多区博多駅前２-９-２８
福岡商工会議所ビル内

092-472-4728

福岡県
公益社団法人　久留米広域勤労者
福祉サービスセンター

ＫＳＣ 830-0031
久留米市六ツ門町３-１１
くるめりあ六ツ門ビル６階

0942-39-7811

佐賀県
公益財団法人　佐賀県地域産業支援センター
中小企業勤労者福祉サービスセンター

849-0932
佐賀市鍋島町八戸溝１１４
(公財)佐賀県地域産業支援センター2Ｆ

0952-34-5522

長崎県 一般財団法人　長崎市勤労者サービスセンター 850-0022
長崎市馬町２５-２
長崎市役所馬町ビル２Ｆ

095-820-0020

長崎県
公益財団法人　佐世保市中小企業勤労者
福祉サービスセンター

Wel's　Sasebo
（ウェルズサセボ）

857-0851
佐世保市稲荷町２番２８号
佐世保市労働福祉センター内

0956-27-8101

熊本県 一般財団法人　熊本市勤労者福祉センター ふれあう共済 860-0862 熊本市中央区黒髪３-３-１２ 096-345-7311

大分県 一般財団法人　おおいた勤労者サービスセンター 870-0035
大分市中央町４-２-５
全労済ソレイユ３Ｆ

097-548-5500

大分県
一般財団法人　大分県東部勤労者
福祉サービスセンター

ピアワーク 874-0910 大分県別府市石垣西５-４-５５ 0977-25-0030

大分県
一般財団法人　大分県北部勤労者
福祉サービスセンター

オー・サービス 871-0054
大分県中津市１５２４（京町）
新博多町交流センター内

0979-23-7121

鹿児島県
公益財団法人　鹿児島市中小企業勤労者
福祉サービスセンター

よかセンター鹿児島 890-0053
鹿児島市中央町１０番地
キャンセビル７Ｆ（鹿児島市勤労者交流センター内）

099-285-0003

鹿児島県 一般財団法人　鹿屋市勤労者サービスセンター かのやハッピーワーク 893-0007 鹿児島県鹿屋市北田町３番３－２４号 0994-40-9931

鹿児島県
公益財団法人　奄美広域中小企業勤労者
福祉サービスセンター

奄美ゆいセンター 894-0025
奄美市名瀬幸町２０番３号
奄美市役所第２別館２Ｆ

0997-53-3366

沖縄県
公益財団法人　沖縄中部勤労者福祉
サービスセンター

ゆいワーク 904-0014 沖縄市仲宗根町３５-８ 098-929-4001

東京都 全国中小企業勤労者福祉共済会 105-0011
東京都港区芝公園２-６-１５
黒龍芝公園ビル　西館2F

03-3459-5521
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