
構成組織

団体名 所在地

全日本自治団体労働組合沖縄県本部
〒 900-0029
沖縄県那覇市旭町 112-18（旭町会館 1 階）
TEL：098-975-5546 ㈹　／　FAX：098-975-5576

全駐留軍労働組合沖縄地区本部
〒 901-2221
沖縄県宜野湾市伊佐 3-8-16
TEL：098-898-8822　／　FAX：098-898-8833

沖縄県教職員組合
〒 900-0015
沖縄県那覇市久茂地 3 丁目 9 番地 23 号
TEL：098-867-0161　／　FAX：098-863-2026

日本郵政グループ労働組合沖縄地方本部
〒 900-8797
沖縄県那覇市東町 26-29（日本郵政グループ那覇ビル 1 階）
TEL：098-861-1047　／　FAX：098-861-1330

沖縄電力関連産業労働組合総連合
〒 901-2131
沖縄県浦添市牧港 5 丁目 5-17　沖縄電労会館内
TEL：098-877-4344　／　FAX：098-876-1182

航空連合沖縄

UA ゼンセン沖縄県支部
〒 901-2122
沖縄県浦添市勢理客 2-18-5 GK ビル 202
TEL：098-879-8673　／　FAX：098-875-6985

情報産業労働組合連合会沖縄県協議会
〒 901-2133
沖縄県浦添市城間 4-35-1 NTT 城間ビル 7 階
TEL：098-870-4100

沖縄国家公務員労働組合
〒 900-0021
沖縄県那覇市泉崎 2 丁目 105-18-3F
TEL：098-963-8288

自動車総連沖縄地方協議会

日本食品関連産業労働組合連合会
沖縄地区協議会

サービス・ツーリズム産業労働組合
連合会沖縄地方連合会

私鉄沖縄県労働組合連合会
〒 900-0021
沖縄県那覇市泉崎 1-14-2　宮里ビル 202 沖縄バス労組内
TEL：098-867-3336　／　FAX：098-867-1354

全日本海員組合沖縄支部
〒 900-0031
沖縄県那覇市若狭 3-4-1
TEL：098-868-1884/1958　／　FAX：098-863-6375

JEC 連合沖縄地方連絡会

政府関係法人労働組合連合
沖縄地方連絡会議

http://www.jichiro.okinawa/
http://www.gflu-oki.info/
http://oki-tu.org/
http://okinawa.jprouso.or.jp/
https://uazensen.jp/branch/%E6%B2%96%E7%B8%84%E7%9C%8C%E6%94%AF%E9%83%A8/


団体名 所在地

全水道沖縄企業局労働組合
〒 900-0021
沖縄県那覇市泉崎 1 丁目 2-2-12F
TEL：098-868-7501

全国労働金庫労働組合連合会
沖縄県労働金庫労働組合

〒 900-0029
沖縄県那覇市旭町 1-9
TEL：096-867-5286

日本放送労働組合九州支部沖縄分会

全国ガス労働組合連合会
沖縄ガス労働組合

全農林沖縄農場分会

全自交沖縄地方連合会
〒 903-0102
沖縄県中頭郡西原町字嘉手苅 42-6　共同交通内
TEL：098-945-5432　／　FAX：098-945-4191

全日本港湾運輸労働組合同盟

日本放送協会集金労働組合沖縄支部

全労済労働組合九州支部沖縄分会

全国林野関連労働組合
九州地方本部沖縄森林管理署分会

全日本運輸産業労働組合連合会



特別参加組織

団体名 所在地

第一次産業労連
（沖縄県第一次産業関連労働組合連絡会）

〒 901-0405
沖縄県島尻郡八重瀬町字伊覇 290-1-1F
TEL：098-987-1732

沖縄県建設ユニオン
（全国建設労働組合総連合沖縄県建設ユニ
オン）

〒 900-0012
沖縄県那覇市泊 3-11-1
TEL：098-862-5520　／　FAX：098-866-5860

東陽バス労（東陽バス労働組合）

連合おきなわユニオン

OCS 労組（OCS 労働組合）

拓南労（拓南製鉄労働組合）

新報発送労（琉球新報発送労働組合）

名護鉄工労（名護鉄工所労働組合）

国税労（沖縄国税労働組合）

http://www.kensetuunion.gr.jp/


関連団体

団体名 所在地

自治労（全日本自治団体労働組合）
〒 102-8464
東京都千代田区六番町 1 自治労会館
TEL：03-3263-0262

全駐労（全駐留軍労働組合）
〒 105-0014
東京都港区芝 3-41-8
TEL：03-3455-5971　／　FAX：03-3455-5973

日教組（日本教職員組合）

JP 労組（日本郵政グループ労働組合）
〒 110-0015
東京都台東区東上野 5-2-2
TEL：03-5830-2655 ㈹　／　FAX：03-5830-2484

電力総連
（全国電力関連産業労働組合総連合）

〒 108-0073
東京都港区三田 2-7-13　TDS 三田 3 階
TEL：03-3454-0231　／　FAX：03-3798-1470

航空連合
〒 144-0041
東京都大田区羽田空港 1-6-5　第 5 綜合ビル 5F
TEL：03-5708-7161　／　FAX：03-5708-7163

UA ゼンセン（全国繊維化学食品流通サー
ビス一般労働組合同盟）

〒 102-8273
東京都千代田区九段南 4-8-16
TEL：03-3288-3737　／　FAX：03-3288-7174

情報労連（情報産業労働組合連合会）
〒 101-0062
東京都千代田区神田駿河台 3-6 全電通労働会館 5 階
TEL：03-3219-2231　／　FAX：03-3253-3268

国公連合（国公関連労働組合連合会）
〒 101-0062
東京都千代田区神田駿河台 3-2-11 連合会館 5 階　公務労協内
TEL：03-5209-6205　／　FAX：03-5209-6206

自動車総連
（全日本自動車産業労働組合総連合会）

〒 108-0074
東京都港区高輪 4-18-21　View-well Square

フード連合
（日本食品関連産業労働組合総連合会）

〒 108-0014
東京都港区芝 5 丁目 26-30　専売会館
TEL：03-6435-2882　／　FAX：03-6435-2888

サービス連合（サービス・ツーリズム産
業労働組合連合会）

〒 160-0002
東京都新宿区四谷坂町 9-6 坂町Ｍビル 2 階
TEL：03-5919-3261　／　FAX：03-5919-3264

私鉄総連（日本私鉄労働組合総連合会）
〒 108-0074
東京都港区高輪 4-3-5
TEL：03-3473-0166　／　FAX：03-3447-3927

海員組合（全日本海員組合）
〒 106-0032
東京都港区六本木 7-15-26
TEL：03-5410-8329　／　FAX：03-5410-8337

http://www.jichiro.gr.jp/
https://www.zenchuro.com/
https://www.jtu-net.or.jp/
https://www.jprouso.or.jp/system/servlet/yusei.UserTop
http://www.denryokusoren.or.jp/
http://www.denryokusoren.or.jp/
http://www.jfaiu.gr.jp/
https://uazensen.jp/
https://uazensen.jp/
https://www.joho.or.jp/
http://www.kokko-rengo.org/index.html
https://www.jaw.or.jp/
https://www.jaw.or.jp/
http://www.jfu.or.jp/
http://www.jfu.or.jp/
http://www.net-stu.com/
http://www.net-stu.com/
https://www.pru.or.jp/
http://www.jsu.or.jp/


団体名 所在地

JEC 連合（日本化学エネルギー産業労働
組合連合会）

〒 110-0008
東京都台東区池之端 2-7-17　井門池之端ビル 2 階
TEL：03-5832-9612　／　FAX：03-5832-9818

政労連（政府関係法人労働組合連合）
〒 101-0052
東京都千代田区神田小川町 1-10-3　保坂ビル５Ｆ
TEL：03-5298-6360　／　FAX：03-5298-6362

全水道（全日本水道労働組合）
〒 113-0033
東京都文京区本郷 1-4-1 全水道会館 2 階
TEL：03-3816-4132　／　FAX：03-3818-1430

全労金（全国労働金庫労働組合連合会）
〒 101-0063
東京都千代田区神田淡路町 1-11　淡路町 MH アネックス 3F
TEL：03-3256-1015　／　FAX：03-3256-1045

日放労（日本放送労働組合） 〒 150-8001
東京都渋谷区神南 2-2-1

全国ガス（全国ガス労働組合連合会）
〒 143-0015
東京都大田区大森西 5-11-1
TEL：03-5493-8381　／　FAX：03-5493-8216

全農林（全農林労働組合）
〒 100-0013
東京都千代田区霞が関１- ２- １農林水産省内
TEL：03-3508-1395　／　FAX：03-5512-7555

全自交（全国自動車交通労働組合連合会）
〒 151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷 3-7-9
TEL：03-3408-0875　／　FAX：03-3497-0107

港運同盟（全日本港湾運輸労働組合同盟）
〒 144-0052
東京都大田区蒲田 5-10-2　日港福会館 4F
TEL：03-3733-8821　／　FAX：03-3733-8825

Ｎ集労（日本放送協会集金労働組合）

労済労連（全労済労働組合連合会）

〒 151-8571
東京都渋谷区代々木 2-12-10
こくみん共済 coop 会館（全労済会館）内 B1
TEL：03-3299-0161　／　FAX：03-3299-0126

林野労組（全国林野関連労働組合）
〒 100-0013
東京都千代田区霞が関 1-2-1 農林水産省内
TEL：03-3519-5981　／　FAX：03-3519-5984

運輸労連
（全日本運輸産業労働組合連合会）

〒 100-0013
東京都千代田区霞が関 3 丁目 3-3　全日通霞が関ビル 5F
TEL：03-3503-2171

https://www.jec-u.com/
https://www.jec-u.com/
http://www.lafgo.gr.jp/index.html
http://zensuido.or.jp/wordpress/
http://www.zenrokin.or.jp/
https://www.zgas.jp/
http://www.zennorin.jp/index.php
http://www.zenjiko.or.jp/
https://zenkowan.org/
http://rosai.roren.jp/#
https://rinya-rouso.jp/
https://www.unyuroren.or.jp/
https://www.unyuroren.or.jp/

