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 地方連合会 〒 住　　　　　　　　　　　　　所 ＴＥＬ ＦＡＸ
北  海  道 〒060-0004 札幌市中央区北四条西12丁目　ほくろうビル6F  011-210-0050 011-272-2255
青　　  森 〒030-0802 青森市本町3-3-11　青森県労働福祉会館内 017-735-0551 017-735-0553
岩　　　手 〒020-0022 盛岡市大通一丁目1-16　岩手教育会館4階 019-625-5505 019-623-1105
秋　　　田 〒010-0001 秋田市中通6-7-36　フォーラムアキタ 018-833-0505 018-833-0506
山　　　形 〒990-0044 山形市木の実町12-37　大手門パルズ内 023-625-0555 023-624-7661
宮　　　城 〒980-0014 仙台市青葉区本町2-12-7　ハーネル仙台7F 022-263-9762 022-263-9763
福　　　島 〒960-8105 福島市仲間町4-8　ラコパふくしま4F 024-522-0500 024-522-0501
群　　　馬 〒379-2166 前橋市野中町361-2　群馬県勤労福祉センター内 027-263-0555 027-261-0549
栃　　　木 〒320-0052 宇都宮市中戸祭町821　栃木県労働者福祉センター3F 028-650-5555 028-650-5566
茨　　　城 〒310-0022 水戸市梅香2-1-39　茨城県労働福祉会館 029-231-2020 029-227-8610
埼　　　玉 〒330-0064 さいたま市浦和区岸町7-5-19　あけぼのビル2F 048-834-2300 048-834-2301
千　　　葉 〒260-0013 千葉市中央区中央4-13-10　千葉県教育会館新館6F 043-201-2022 043-201-2023
東　　　京 〒108-0023 港区芝浦3-2-22　田町交通ビル2F 03-5444-0510 03-5444-0303
神  奈  川 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町24-1　ワークピア横浜4F 045-211-1133 045-201-8866
山　  　梨 〒400-0858 甲府市相生2-7-17　山梨県労農福祉センター内 055-228-0050 055-222-1189
長　　　野 〒380-8545 長野市県町532-3　長野県労働会館3F 026-234-1626 026-234-1349
静　　　岡 〒422-8067 静岡市駿河区南町11-22 054-283-0105 054-288-0105
愛　  　知 〒456-0002 名古屋市熱田区金山町1-14-18 ワークライフプラザれあろ4F　 052-684-0005 052-684-0010
岐　  　阜 〒500-8163 岐阜市鶴舞町2-6-7　ワークプラザ岐阜2F 058-240-6605 058-240-6571
三　  　重 〒514-0004 津市栄町1-891　三重県勤労者福祉会館2F 059-224-6152 059-223-3633
新　  　潟 〒950-8558 新潟市中央区新光町6-2　労福協会館内 025-281-7555 025-281-7556
富　  　山 〒930-0857 富山市奥田新町8-1　ボルファートとやま7F 076-431-2525 076-431-1188
石　  　川 〒920-0024 金沢市西念3-3-5　石川県勤労者福祉文化会館6F 076-265-5505 076-263-3705
福　  　井 〒918-8231 福井市問屋町1-35　ユニオンプラザ2階 0776-27-5556 0776-27-2472
滋　　　賀 〒520-0807 大津市松本2-10-6  連合福祉会館 077-523-0500 077-523-5600
京　　　都 〒604-8854 京都市中京区壬生仙念町30-2　京都労働者総合会館8F 075-822-0050 075-822-0200
奈　  　良 〒630-8325 奈良市西木辻町93ｰ6　エルトピア奈良 0742-25-0500 0742-27-0838
和  歌  山 〒640-8317 和歌山市北出島1-5-46 和歌山県労働センター4F 073-436-0501 073-436-5226
大　　　阪 〒540-0008 大阪市中央区大手前2-1-7　大阪赤十字会館5F 06-6949-1105 06-6944-0055
兵　　　庫 〒650-0011 神戸市中央区下山手通6-3-30  (財)兵庫勤労福祉センター3F 078-361-0505 078-371-6005
鳥　　　取 〒680-0847 鳥取市天神町30-5　鳥取県労働会館内 0857-26-6605 0857-26-6615
島　  　根 〒690-0007 松江市御手船場町557-7　島根県中央労働福祉センター内 0852-21-8105 0852-23-4105
岡  　　山 〒700-0086 岡山市北区津島西坂1-4-18　労働福祉事業会館2F 086-214-0077 086-214-0091
広　　　島 〒732-0825 広島市南区金屋町1-17　広島労働会館5F 082-262-8755 082-262-8711
山  　　口 〒753-0078 山口市緑町3-29　労福協会館3F 083-932-1123 083-932-1131
香　　　川 〒760-0017 高松市番町3-5-15四国労金番町ビル4階 087-835-0815 087-835-0607
徳　　　島 〒770-0942 徳島市昭和町3-35-1　労働福祉会館内 088-655-4105 088-655-4113
高　　　知 〒780-0870 高知市本町4-1-32 こうち勤労センター内 088-824-5111 088-824-3002
愛　　　媛 〒790-0066 松山市宮田町132　愛媛県勤労会館4F 089-941-0500 089-947-8010
福　　　岡 〒812-0025 福岡市博多区店屋町6-5　小松ビル2F 092-283-5529 092-283-5611
佐　  　賀 〒840-0804 佐賀市神野東4-7-3　労働会館2F 0952-33-3705 0952-33-2805
長　  　崎 〒850-0031 長崎市桜町9ｰ6　長崎県勤労福祉会館1F 095-826-8905 095-826-8950
熊　  　本 〒862-0976 熊本市中央区九品寺1-17-9　熊本県労働者福祉会館2階 096-375-3811 096-375-3017
大　　　分 〒870-0035 大分市中央町4-2-5　ソレイユ6F 097-535-2255 097-536-5780
宮　　　崎 〒880-0802 宮崎市別府町3-9　宮崎県労働福祉会館4F 0985-26-4649 0985-26-4923
鹿  児  島 〒890-0064 鹿児島市鴨池新町5-7　鹿児島県労働者福祉会館6F 099-250-5757 099-250-5570
沖　　　縄 〒900-0036 那覇市西3-8-14　連合会館 098-866-8905 098-866-8955

 ﾌﾞﾛｯｸ連絡会 住　　　　　　　　　　　　　所 ＴＥＬ ＦＡＸ
北　海　道 〒060-0004 札幌市中央区北四条西12丁目　ほくろうビル6F  011-210-0050 011-272-2255
東　　　北 〒980-0014 仙台市青葉区本町2-12-7　ハーネル仙台7F 022-263-9762 022-263-9763
関　　　東 〒108-0023 港区芝浦3-2-22　田町交通ビル2F 03-5444-0510 03-5444-0303
東  　　海 〒456-0002 名古屋市熱田区金山町1-14-18 ワークライフプラザれあろ4F　 052-684-0005 052-684-0010
北　　　陸 〒920-0024 金沢市西念3-3-5　石川県勤労者福祉文化会館6F 076-265-5505 076-263-3705
近  　　畿 〒540-0008 大阪市中央区大手前2-1-7　大阪赤十字会館5F 06-6949-1105 06-6944-0055
中　　　国 〒732-0825 広島市南区金屋町1-17　広島労働会館5F 082-262-8755 082-262-8711
四　　　国 〒770-0942 徳島市昭和町3-35-1　労働福祉会館内 088-655-4105 088-655-4113
九　　　州 〒812-0025 福岡市博多区店屋町6-5　小松ビル2F 092-283-5529 092-283-5611
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