
連合群馬構成組織 2018年1月現在

産別名 労働組合名
自動車総連

全トヨタ労連 群馬トヨタ自動車労働組合

全トヨタ労連 トヨタエルアンドエフ群馬労働組合

全トヨタ労連 トヨタカローラ高崎労働組合

全トヨタ労連 ネッツトヨタ高崎労働組合

全トヨタ労連 トヨタレンタリース群馬労働組合

日産労連 日産販労 群馬日産グループ労組

日産労連 日産販労 日産プリンス群馬販売労組

日産労連 日産販労 群馬日産ディーゼル＆ロジスティクス労組

日産労連 日産販労 日産部品群馬販売労組

日産労連  ライフエレックス労働組合

日産労連  大塚工機労働組合

日産労連  キリウテクノ労働組合

日産労連  カルソニックカンセイ労働組合群馬分会

日産労連  ファルテック労働組合館林分会

日産労連  日本プラスト労働組合伊勢崎分会

日産労連  フセラシ労働組合群馬分会

日産労連  群馬河西労働組合

日産労連 フコク労働組合群馬分会

日産労連 フコク労働組合群馬第二分会

日産労連 和光工業労働組合

日産労連 ミツバ労働組合

日産労連 両毛システムズ労働組合

日産労連 両毛ビジネスサポート労働組合

日産労連 サンユー労働組合

全本田労連 エイチワン労働組合 北関東支部

全本田労連 ホンダ販売労働組合 ホンダカーズ群馬中央支部

三菱自動車ふそう労連 群馬三菱自動車販売労働組合

スズキ労連 スズキ販売労働組合 自販群馬支部

 全ダイハツ労連 群馬ダイハツ自動車労働組合

全国マツダ労連　関東マツダ労働組合

SUBARU労連 SUBARU労働組合 群馬事務所

SUBARU労連 SUBARU労働組合 矢島事務所

SUBARU労連 SUBARU労働組合 大泉事務所

SUBARU労連 富士機械労働組合

SUBARU労連 桐生工業労働組合

SUBARU労連 坂本工業労働組合

SUBARU労連 イチタン労働組合

SUBARU労連 千代田工業労働組合

SUBARU労連 ヨシカワ労働組合

SUBARU労連 大嶋電機製作所労働組合

SUBARU労連 東亜工業労働組合

SUBARU労連 しげる工業労働組合

SUBARU労連 富士部品工業労働組合

SUBARU労連 正田製作所労働組合

日野労連 日野自動車労働組合新田支部

日野労連 澤藤電機労働組合

日野労連 理研鍛造労働組合

部品労連 オギハラ労働組合

部品労連 富士テクニカ宮津労働組合　大泉支部

部品労連 日本発条労働組合群馬支部
自治労

群馬県職員労働組合

群馬県企業局労働組合

前橋市役所職員労働組合
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産別名 労働組合名

高崎市役所職員労働組合

桐生市役所職員労働組合連合会

伊勢崎市職員労働組合

太田市役所職員労働組合

沼田市役所職員労働組合

渋川市役所職員労働組合

藤岡市役所職員労働組合

富岡市役所職員労働組合

安中市職員労働組合

みどり市職員労働組合

榛東村職員組合

吉岡町職員組合

甘楽町職員労働組合

下仁田町職員労働組合

中之条町職員労働組合

東吾妻町職員組合

長野原町職員組合

嬬恋村職員組合

草津町職員組合

片品村職員組合

みなかみ町職員組合

昭和村職員労働組合

玉村町職員組合

大泉町職員労働組合

邑楽町職員労働組合

群馬県埋蔵文化財調査事業団労働組合

群馬県社会福祉事業団労働組合

群馬県市町村職員共済組合職員労働組合

鐘の鳴る丘愛誠園労働組合

赤城会職員労働組合

前橋あそか会労働組合

渋川広域市町村圏振興整備組合職員労働組合

富岡地域医療事務組合職員労働組合

群馬県土地改良事業団体連合会職員組合

群馬県庁生活協同組合職員労働組合

下仁田厚生病院従業員労働組合

みやま園労働組合

高崎財団労働組合

群馬県森林・緑整備基金労働組合

群馬県住宅供給公社労働組合

前橋市社会福祉協議会非常勤職員労働組合

みなかみ町社会福祉協議会職員労働組合

群馬県健康づくり財団職員労働組合

太田市行政管理公社職員労働組合

群馬県国民健康保険団体連合会職員労働組合

全国一般群馬地方労働組合
電機連合

三菱電機関連労働組合連合会　三菱電機労働組合群馬支部

太陽誘電労働組合

アドバンテスト労働組合

ルネサスグループ労働組合連合会　高崎地区支部

日立グループ連合　日立オートモティブシステムズ労働組合 第２支部 群馬分会

パナソニックグループ労働組合連合会　パナソニックＡＰ空調冷設機器労働組合

ＯＫＩグループ労働組合連合会　沖電気工業労働組合北関東支部

パナソニックグループ労働組合連合会　パナソニック アプライアンス労働組合　群馬地区支部
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産別名 労働組合名

パナソニックグループ労働組合連合会　パナソニック ヘルスケア労働組合首都圏広域支部

ＯＫＩグループ労働組合連合会　沖データユニオン

ONN労働組合 群馬支部

全富士通労働組合連合会　ＦＤＫ労働組合トワイセル支部
日立グループ連合群馬地域協議会

明電舎労働組合太田支部

日新グループ労働組合連合会　日新電機労働組合前橋支部

ヨコオ労働組合

東芝グループ連合　ﾓﾒﾝﾃｨﾌﾞ･ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ･ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ労働組合
全富士通労働組合連合会　ＦＪＦＳ労働組合

パナソニックグループ労働組合連合会　パナソニックエコソリューションズ内装建材労働組合

パナソニックグループ労働組合連合会　パナソニックエコソリューションズ朝日労働組合

光電労働組合

ＮＥＣグループ連合　ＮＥＣパーソナルコンピュータ労働組合群馬Office
富田電機労働組合

ホシデン労働組合伊勢崎支部

ＯＫＩグループ労働組合連合会ＯＫＩアイディエスユニオン

エスティシー労働組合

三菱電機エンジニアリングユニオン群馬支部

イチカワ労働組合

東京パーツ工業労働組合

群馬電機労働組合

三和電機労働組合

日本精密測器労働組合
ＪＡＭ

関東高圧労働組合

関東精機労働組合

日本精工労働組合赤城支部

日本精工労働組合総社支部

日本精工労働組合前橋支部

藤生製作所労働組合

前橋ギアー労働組合

牧機械労働組合

日本精工労働組合高崎支部

小島鉄工所労働組合

上備製作所労働組合

高崎冶金工業労働組合

水島鉄工所労働組合

八木工業労働組合

エスビック労働組合

榛名モールド労働組合

オリエント労働組合

光陽精密労働組合

渋川製作所労働組合

上毛電業労働組合

市光工業労働組合藤岡支部

ＮＳＳカンラ労働組合

岡本工作機械労働組合

松巳鉄工労働組合

柳河マシンテック労働組合

山田製作所労働組合

岡部工業労働組合

共立鋳造労働組合

コガックス労働組合

サンデン労働組合
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産別名 労働組合名

サンワファブテック労働組合

神山工業労働組合

ジーエス・ユアサ労働組合群馬支部

ＪＳテック労働組合

明星電気労働組合

三興製作所労働組合

ジーテクト労働組合群馬支部

リンテックス労働組合太田支部

ＡＣＥ群馬地区

UAゼンセン

カネボウ労働組合新町支部　　　　　

カネボウ労働組合関越支部

日清紡労働組合館林支部　　　　

クラボウ労働組合群馬支部

ニプロ医工労働組合 　　　　　　

イオンリテールワーカーズユニオン　 　　　　　

長崎屋労働組合桐生支部

イトーヨーカドー労働組合　

フレッセイ労働組合 　　　　　　

とりせん労働組合　　　　　　　

セキチュー労働組合 　　　　　

ヤマダ電機労働組合　　　　　

Ｓ.Ｓ.Ｕ.Ａ文真堂書店労働組合　　

森産業労働組合

白石工業労働組合白艶華支部

花菱縫製労働組合新前橋支部 　　

しみず労働組合 　　　　　　　　

スナガ労働組合

赤城興産労働組合　　　　　　　

日望会グループ労働組合

板垣労働組合

朝倉染布労働組合 　　　　　　　

モミモ労働組合 　　　　　　　　

モーリン化学労働組合 　　　　　

ＲＰ東プラ労働組合 　

日東グラステックス労働組合　　

マタイ紙工労働組合　　　　　　

キッチンハウス労働組合

前橋青果従業員組合

群馬中央バス労働組合

上毛電業労働組合

グンセン労働組合

旭化成パックス労働組合群馬支部

スズラン労働組合

髙島屋労働組合高崎支部

ガトーフェスタハラダ労働組合

高崎モータースクール労働組合

関東浄化槽技術センター労働組合

カルチャー労働組合

榛桐会労働組合

ミート工房かわば労働組合
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産別名 労働組合名

太陽誘電エナジーデバイス労働組合

パークレーン高崎労働組合　

東洋ポリーズ労働組合
JP労組

JP労組前橋支部
JP労組渋川支部

JP労組桐生支部
JP労組太田支部
JP労組高崎支部
JP労組群馬西部支部

基幹労連

大同特殊鋼渋川工場労働組合

ダイヤメット労働組合藤岡支部

大同スターテクノ労働組合

王子製鉄労働組合

東邦亜鉛労働組合安中支部

東邦亜鉛労働組合藤岡支部

安中運輸労働組合

新潟原動機労働組合太田支部

ＩＨＩ労働組合連合会富岡支部

ユニバーサル製缶労働組合群馬支部

小林製工運送労働組合
電力総連

関電工労働組合群馬支部

東京電力労働組合 群馬地区本部

東京電力常傭職員労働組合群馬総支部

関東電気保安協会労働組合群馬支部

群馬電工労働組合

東京電設サービス労働組合

東京パワーテクノロジー労働組合

東電タウンプランニング労働組合

東電物流労働組合

東京発電労働組合群馬支部
情報労連

ＮＴＴ労働組合群馬県グループ連絡会(再渇)

ＮＴＴ労働組合北関東信越総支部群馬分会

ＮＴＴ労働組合ドコモCS中央分会群馬部会
ＮＴＴ労働組合持株グループ本部ファシリティーズ総分会群馬部会
ＮＴＴ労働組合データ群馬県部会
ＮＴＴ労働組合東日本本社総支部インフラネット分会
通建連合・ミライトグループ労働組合関東支部群馬分会
通建連合・東京情報通信建設労働組合エクシオテック支部群馬分会
小倉クラッチ労働組合

群電労働組合

全済生会労働組合前橋支部

群馬トラベルセンター労働組合

インターワイヤード桐生工場労働組合

桐生給食センター労働組合

三立応用化工労働組合
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産別名 労働組合名
フード連合

明治グループ労働組合連合会（明治労働組合）群馬支部

明治グループ労働組合連合会（明治労働組合）関東支社支部群馬

雪印メグミルク労働組合群馬工場支部 

雪印メグミルク労働組合群馬高崎支部

協同乳業労働組合群馬支部 

やまひろ群馬工場労働組合

マルハニチロ労働組合　群馬支部

マルハニチロ労働組合　関東支部　高崎支局

宝幸ユニオン

味の素冷凍食品労働組合北関東支部 

テーブルマーク労働組合北関東分会

キッコーマン労働組合営業支部高崎分会

正田醤油労働組合  

岡崎醤油労働組合  

日清製粉労働組合館林支部 

昭和産業労働組合本社支部太田分会

星野物産労働組合  

全森永労働組合高崎支部

第一屋製パン労働組合 高崎支部 

明治グループ労働組合連合会（Meiji Seika　ファルマ労組）東京支部高崎職場

サントリー労働組合利根川支部 

サントリー労働組合榛名支部 

サッポロビール労働組合群馬支部 

TaKaRa労働組合高崎支部

美峰酒類労働組合 本部 

全日本たばこ産業労働組合群馬県協議会上信越支部

全日本たばこ産業労働組合ＴＳネットワーク支部 　高崎分会

日本アクセス労働組合群馬支部 

全三和労働組合 群馬支部 

東海漬物労働組合榛名支部 
運輸労連

ヤマト運輸労働組合群馬支部

トナミ運輸労働組合北関東支部高崎分会

上電通運労働組合

ホクブトランスポート労働組合

運輸労連群馬合同労組 上州貨物自動車支部

日通太田運輸労働組合

日通前橋運輸労働組合

全日通労働組合 群馬支部

ｾｲﾉｰｽｰﾊﾟｰｴｸｽﾌﾟﾚｽ労働組合信越支部 高崎分会

高崎通運労働組合
JEC連合

日本カーリット労働組合群馬支部

日本カーリット労働組合赤城支部

日本化薬労働組合高崎支部

ピー・アンド・ジー高崎工場労働組合

関東電工労働組合

関東電化労働組合渋川支部

理研コランダム労働組合　沼田分会

群栄化学工業労働組合

モーリン化学労働組合

ニッショー・ニプロ支部

大星ビル管理労働組合

協和発酵キリン労働組合医薬高崎支部
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産別名 労働組合名
JR総連

東日本旅客鉄道労働組合 高崎地方本部 （JR東労組）
日本貨物鉄道労働組合 関東地本高崎支部　(JR貨物労組)

ホテル聚楽労働組合
日教組

群馬県教職員組合

群馬県教職員組合 北群馬支部

群馬県教職員組合 多野支部

群馬県教職員組合 甘楽支部

群馬県教職員組合 碓氷支部

群馬県教職員組合 吾妻支部

群馬県教職員組合 利根支部

群馬県教職員組合 邑楽支部

群馬県教職員組合 県央支部

群馬県教職員組合 高崎支部

群馬県教職員組合 桐生支部

群馬県教職員組合 太田支部

群馬県教職員組合　関係職員労働組合
交通労連

関東西濃運輸労働組合

日本中央労働組合
私鉄総連

東武鉄道労働組合浅草支部

群馬バス労働組合

上信電鉄労働組合

上毛電気鉄道労働組合

谷川岳登山交通労働組合

上信ハイヤー労働組合

上信観光バス労働組合

関越交通労働組合
印刷労連

凸版印刷労働組合秋葉原支部

(凸版印刷労働組合秋葉原支部群馬分会)
政労連

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園労働組合

社会保険診療報酬支払基金労働組合群馬支部

雇用支援機構労働組合群馬支部
日本政策金融公庫国民生活事業労働組合前橋支部
日本政策金融公庫国民生活事業労働組合高崎支部

緑資源機構労働組合関東支部　前橋水源林整備事務所分会

高齢・障害求職者雇用支援機構労働組合

日本製線労働組合
全労金

中央労働金庫労働組合前橋支部

中央労働金庫労働組合高崎支部

中央労働金庫労働組合桐生支部

中央労働金庫労働組合太田支部

中央労働金庫労働組合渋川支部

中央労働金庫労働組合中之条支部

中央労働金庫労働組合館林支部

中央労働金庫労働組合伊勢崎支部

中央労働金庫労働組合富岡支部

中央労働金庫労働組合藤岡支部

中央労働金庫労働組合安中支部

中央労働金庫労働組合沼田支部
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産別名 労働組合名

中央労働金庫労働組合群馬県庁支部

中央労働金庫労働組合前橋東支部

中央労働金庫労働組合高崎東支部
全国ガス

東京ガス労働組合

伊勢崎ガス労働組合

館林ガス労働組合
森林労連

林野労組 群馬森林管理署分会

林野労組 利根沼田森林管理署分会

林野労組 吾妻森林管理署分会

林野労組 関東森林管理局分会
全農林

全財務前橋支部

全農林ぐんま分会
NHK労連

日本放送労働組合 管理地域系列　前橋分会
労済労連

全労済労働組合東日本総支部群馬支部


