
支部 会員氏名 事務所名・所在地 連絡先 HP

北信 ＣＯＣＯＲＯ社会保険労務士法人 ℡026-214-7014

〒381-2211

⾧野市稲里町下氷鉋397

飯森社会保険労務士事務所 ℡090-8011-7103

〒381-0043

⾧野市吉田5-30-6

小野澤社会保険労務士事務所 ℡026-244-6803

〒381-0053

⾧野市神楽橋７５−５０

小湊社会保険労務士事務所 ℡026-243-0593

〒381-0044

⾧野市中越1-4-20

佐藤文彦社会保険労務士事務所 ℡090-4843-1538

〒380-3873

⾧野市新諏訪2丁目18-27

神宮司事務所 ℡026-227-3644

〒380-0936

⾧野市岡田町30-16林業センタービル3Ｆ

N・T社会保険労務士事務所 ℡090-9685-4571

〒381-0056

⾧野市浅川押田139-1ウエスト押田B1

武野社労士事務所 ℡080-1304-6851

〒382-0003

須坂市旭ヶ丘9-37

玉野井社労士事務所 ℡026-477-2919

〒381-0041

⾧野市徳間3314 2階

北信社会保険労務士事務所 ℡0269-26-6331

〒383-0015

中野市大字吉田757-5

用調整助成金」の申請等のお手伝いしますのでご相談ください。雇用調整助成金を活用し大切

な会社と従業員の雇用を守るために社会保険労務士は貴社を支援します。なお、社会保険労務

士に助成金の提案・提出代行等を依頼される場合には社会保険労務士への費用が必要です。

武野 圭太

小野澤 良則

塚田 峯雄

令和２年５月25日現在

〇青木 怜司

飯森 和彦

小湊 直樹

佐藤 文彦

髙橋 奈美

玉野井 康司

    新型コロナウイルス感染症緊急対応

   社会保険労務士が雇用調整助成金の申請等を支援します

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う経済活動への影響は、中小企業を中心に売り上

げの減少、雇用への不安が大きくなっております。長野県社会保険労務士会では、労務管理等

を専門とする国家資格者の社会保険労務士が雇用を維持して、従業員を休業させる支援策「雇

神宮司恵理子



支部 会員氏名 事務所名・所在地 連絡先 HP

北信 傳田清一社会保険労務士事務所 ℡026-213-6338

〒380-0803

⾧野市三輪6-23-16

とよみ社労士事務所 ℡080-3350-4864

〒389-0821

千曲市上山田温泉1-5-3

なかむら社労士事務所 ℡026-266-0400

〒381-0043

⾧野市吉田3-9-19信濃吉田駅前A-2ビル1F

⾧崎社会保険労務士事務所 ℡026-213-5018

〒380-0948

⾧野市差出南2丁目12-16

特定社労士 西澤秀友事務所 ℡080-5145-2492

〒383-0021

中野市西1-3-5
社会保険労務士法人ＳＲＫ ℡026-285-0239
〒381-2222
⾧野市金井田110番１
増田経営労務管理事務所 ℡026-219-4020
〒380-0867
⾧野市往生寺1306-1
峯岸社会保険労務士事務所 ℡026-217-2428
〒380-0802
⾧野市上松4―5-10ブレインＵ101号
アイビス社労士事務所 ℡026-217-5023
〒380-0941

⾧野市安茂里8038犀北ハイツ101

茂木社会保険労務士事務所 ℡026-292-9321

〒381-2223

⾧野市里島8-2里島ビル2F南

山口社会保険労務士事務所 ℡026-228-8869

〒380-0928

⾧野市若里7-12-15モアエテルノ101

山田社会保険労務士事務所 ℡026-244-7903

〒380-0901

⾧野市居町109-15

⾧野グロース社会保険労務士事務所 ℡050-1541-7266

〒380-0921

⾧野市大字栗田103番地1 Ａー205

東信 社会保険労務士 行政書士 麻生事務所 ℡090-5577-5989

〒389-0111

北佐久郡軽井沢町⾧倉2967-14

麻生 直美

⾧崎 政明

山田 和男

山口 正人

峯岸 久喜

西澤 秀友

〇

濵 民恵

増田 一三

〇飛田 豊美

〇中村 光子

室賀 伸二朗 〇

茂木 正治

傳田 清一

山本 直哉



支部 会員氏名 事務所名・所在地 連絡先 HP

東信 小野澤社会保険労務士事務所 ℡080-1029-9355

〒389-0206

北佐久郡御代田町大字御代田4101-46

木島社会保険労務士事務所 ℡0268-72-0098

〒386-2202

上田市真田町本原337-16

北村社会保険労務士事務所 ℡0268-27-3995

〒386-0011

上田市中央北2-6-17

神津社会保険労務士事務所 ℡0267-68-3060

〒385-0006

佐久市志賀5702

社会保険労務士法人酒井総合事務所 ℡0268-24-2260

〒386-0033

上田市御所601番地1

笹井社会保険労務士事務所 ℡0267-56-1584

〒384-2305

北佐久郡立科町大字芦田1260-1

笹渕・友野合同事務所 ℡0267-78-3666

〒385-0051

佐久市中込1-30-9 2F

社会保険労務士よつば総合事務所 ℡0267-65-8826

〒385-0022

佐久市岩村田1335-3-101

中信 浅川社会保険労務士事務所 ℡0263-83-3006
〒399-8305 ℡070-4077-9986

安曇野市穂高牧892-3
いはら社会保険労務士事務所 ℡080-5144-5726

〒397-0002
木曽郡木曽町新開3187
太田社会保険労務士事務所 ℡0263-87-1180

〒390-0877
松本市沢村1-10-29 宮下ビル3階
春日直哉社会保険労務士事務所 ℡0263-38-4864

〒390-0221
松本市大字里山辺1832番地1
まりも社会保険労務士事務所 ℡0263-87-2527

〒399-0746

塩尻市大門並木町6番18号

社労士事務所イーリス ℡090-7214-9620

〒399-6461

塩尻市宗賀71-699りんどうハイツ碧202号

上條 通夫

伊原 信彦

浅川 竹生

柴山 早織

春日 直哉

木島 好禅

北村 修一

小野澤 和子

〇

笹井 秀逸

神津 節雄

〇笹渕 浩一

酒井 喜雄

太田 富晴

柳田 松美



支部 会員氏名 事務所名・所在地 連絡先 HP

中信 清水社会保険労務士事務所 ℡0263-87-5222

〒390-0852

松本市島立1054番地15吉沢ビル3Ｆ

武居社会保険労務士事務所 ℡0263-53-3075

〒399-6461

塩尻市大字宗賀2853

社会保険労務士田中麻乃事務所 ℡0261-85-0176

〒399-9301

北安曇郡白馬村大字北城3020-3

木曽労務センター ℡0264-22-3684

〒397-0003

木曽郡木曽町新開福4963-5

成迫社会保険労務士法人 ℡070-2239-0573

〒390-0817

松本市巾上9-9

⾧谷川社会保険労務士事務所 ℡0263-88-5401

〒399-0012

松本市白瀬渕2125-10 2F

深澤社会保険労務士事務所 ℡090-9359-7044

〒390-0861

松本市蟻ケ崎5丁目2-43

山本綾子社会保険労務士事務所 ℡0263-75-7616

〒390-0871

松本市桐3-4-2 STBビル2F

永森社会保険労務士事務所 ℡0263-77-2324

〒399-8101

安曇野市三郷明盛999-12

諏訪 社会保険労務士法人はやぶさ ℡0266-62-5511

〒399-0214

諏訪郡富士見町落合9834番地1

小泉社会保険労務士事務所 ℡0266-78-3631

〒391-0001

茅野市ちの3502番地1ベルビア2F106号室

髙林社会保険労務士事務所 ℡090-4462-1277

〒394-0003

岡谷市加茂町1-1-19

社会保険労務士中村勝事務所 ℡0266-55-3187

〒392-0012

諏訪市四賀3140-2

⾧野県労務協会 ℡0266-22-1230

〒394-0004

岡谷市神明町3-16-28

⾧谷川 千晃

〇

成迫 升敏 〇

深澤 健二

山本 綾子

〇小泉 弘人

中村 勝

羽吹 秀臣

田中 麻乃

德原 睦美

武居 智則

清水 豊

吉城 宏

北原 光比

髙林 清治



社会保険労務士藤澤仙芳事務所 ℡0266-52-7548

〒392-0012

諏訪市四賀7101番地4

支部 会員氏名 事務所名・所在地 連絡先 HP

伊那 伊東社会保険労務士事務所 ℡0265-78-1315

〒399-4432

伊那市東春近9511

上野社会保険労務士事務所 ℡0265-81-6169

〒399-4115

駒ヶ根市上穂栄町19-8

人事労務サポートオフィス銀嶺 ℡080-1196-9763

〒399-4431

伊那市西春近7121-1

橘田社会保険労務士事務所 ℡0265-81-1622

〒399-4106

駒ヶ根市東町5-3

北澤FP社労士事務所 ℡0265-72-8043

〒396-0025

伊那市荒井4712-15

社会保険労務士法人駒ヶ根労務協会 ℡0265-83-7106

〒399-4114

駒ケ根市上穂南9-3

竹渕社会保険労務士事務所 ℡0266-75-1890

〒399-0421

上伊那郡辰野町大字辰野505-1

辻社会保険労務士事務所 ℡080-1278-4532

〒396-0009

伊那市日影5862-7

細田社会保険労務士事務所 ℡0265-98-5105

〒399-4112

駒ケ根市中央16-17興進ビル３Ｆ

森社会保険労務士事務所 ℡0265-76-3274

〒396-0023

伊那市山寺2844-10

飯田 社会保険労務士大平俊郎事務所 ℡0265-28-1308

〒395-0156

飯田市中村176-1

みつば社会保険労務士共同事務所 ℡0265-49-5250

〒395-0002

飯田市上郷飯沼1750-1

ふくしま社労士事務所 ℡0265-37-3004

〒399-3301

下伊那郡松川町上片桐３２９２−１

〇

〇北澤 幸利

藤澤 仙芳

伊東 優

福島 進一郎

西尾 玲子

久保田 史郎

大平 俊郎

森 芳之

唐澤 知子

橘田 利雄

竹渕 広美

辻 渉

上野 美穂

細田 卓爾


