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 各都道府県のジョブカフェ設置状況等  
  

ジョブカフェ設置 
○ 設置 ４３都道府県   ○ 未設置 ４県 

↓            

設置時期 

○ 平成１５年度に設置 

７府県（岩手、秋田、石川、京都、兵庫、和歌山、沖縄） 

○ 平成１６年度に設置 

  ３６都道府県 
・ ４月設置 １３県（青森、宮城、福島、茨城、栃木、神奈川、岐阜、 

滋賀、鳥取、山口、徳島、長崎、大分） 
・ ５月設置  ７県（埼玉、新潟、長野、三重、奈良、岡山、高知） 
・ ６月設置  ４県（山形、千葉、静岡、広島） 
・ ７月設置 １２都道府県（北海道、群馬、東京、富山、福井、愛知、 

大阪、島根、愛媛、福岡、熊本、鹿児島） 

 

ハローワークの併設 
○ あり          ○ なし 

３５都道府県        ８府県 

 

利用実績（16 年度上半期） 
○ 利用者数   約３１万３千人 

○ 就職者数   約９千２百人 



平成１６年７月末日現在　

都道府県 名　称 開設時期 設置場所、電話番号・ＵＲＬ
ハロー

ワークの併
設

札幌市中央区北４条西５丁目　三井生命札幌共同ビル７階

℡　０１１－２０９－４５１０
www.jobcafe-h.jp

青森市安方１－１－４０　青森県観光物産館アスパム３階

℡　０１７－７３１－１３１１

盛岡市菜園１－１２－１８　GEエジソンビル菜園１階

℡　０１９－６２１－１１７１
www.isop.ne.jp/f-iwate/y_job/iyjsc.htm

仙台市青葉区中央１－３－１　アエル２３階

℡　０２２－２６４－４５１０

秋田市御所野地蔵田３－１－１　秋田テルサ３階
県北サテライト：大館市、県南サテライト：横手市

℡　０１８－８２６－１７３５
www.fresh-akita.or.jp/info.html

山形プラザ：山形市本町２－４－１５　千足屋ビル２階
℡　０２３－６１５－７６１７

庄内プラザ：酒田市中町２－５－１０　酒田産業会館１階
℡　０２３４－２１－９７５５

郡山市駅前２丁目１１－１　ビッグアイＷＥＳＴ　うつくしまジョブ
パーク   ℡　０２４－９２７－４７７２
www.pref.fukushima.jp/syoko/roudou/jobpark/

コーナーふくしま　　福島市三河町　コラッセふくしま２階
℡　０９０－７８００－０００４

宇都宮市本町３－９　県庁南庁舎２号館（本町合同ビル）１階

℡　０２８－６２３－３２２６

さいたま市大宮区桜木町１－９－４　エクセレント大宮ビル６階

℡　０４８－６５０－００００

船橋市本町１－３－１　船橋駅南口再開発ビルFace９階

℡　０４７－４２６－８４７１
www.nicefuture.jp

千代田区飯田橋３－１０－３　東京しごとセンター３階

℡　０３－５２１１－２３１０
http://www.tokyoshigoto.jp/young/

横浜市西区北幸１－１１－１５　横浜ＳＴビル１２階

℡　０４５－４１０－３３５７

（高崎）群馬県高崎市旭町34－５　旭町ビル３階
　　　　 ℡　０２７－３３０－４５１０　　　　　　　　　http://www.wakamono.jp/
（桐生）桐生市本町５－46　ジョイタウン２階
　　　　 ℡　０２７７－２０－８２２８
（沼田）沼田市下之町888　グリーンベル21　５階
　　　　 ℡　０２７８－２０－１１５５

北海道若年者就職支援センター（ジョブカフェ北
海道）

いばらき就職支援センター：　水戸市三の丸１－７－４１
℡　０２９－３００－１９１６
日立地区センター：　日立商工会議所会館内
℡　０２９４－３７－４９４２
鹿行地区センター：　鉾田合同庁舎内
℡　０２９１－３２－６３１２
県南地区センター：　土浦合同庁舎内
℡　０２９－８２４－８２５３
県西地区センター：　下館合同庁舎内
℡　０２９６－２３－２８７８

4月27日

7月1日

5月6日

6月21日

7月26日

7月1日

4月19日

１５年度

4月12日

１５年度
（ｻﾃﾗｲﾄ８月）

6月19日

4月1日
（コーナーい
わき未定)

4月1日

4月5日

ヤングキャリアセンター埼玉

ちば若者キャリアセンター

東京しごとセンター

かながわ若者就職支援センター

青森県若年者就職支援センター
（ジョブカフェあおもり）

いわてヤングジョブサポートセンター

みやぎ若年者就職支援センター

フレッシュワークＡＫＩＴＡ
県北サテライトセンター、県南サテライトセンター

山形県若者就職支援センター

福島県就職サポートセンター
就職サポートコーナーふくしま
就職サポートコーナーいわき

いばらき就職支援センター
いばらき就職支援センター日立地区センター
いばらき就職支援センター鹿行地区センター
いばらき就職支援センター県南地区センター
いばらき就職支援センター県西地区センター

とちぎ就職支援センター

群馬県若者就職支援センター（高崎）
群馬県若者就職支援センター東毛サテライト（桐
生）群馬県若者就職支援センター北毛サテライト
（沼田）

あり

あり

あり

あり

あり

あり

なし

あり

なし

あり

なし

神奈川

群馬

埼玉

千葉

東京

山形

福島

茨城

栃木

各都道府県の「若年者のためのワンストップサービスセンター（ジョブカフェ）」概要

北海道

青森

岩手

あり

あり

あり

宮城

秋田
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都道府県 名　称 開設時期 設置場所、電話番号・ＵＲＬ
ハロー

ワークの併
設

富山市湊入船町９－１　とやま自遊館２階

℡　０７６－４４５－１９９６
http://www.youngjob-tym.jp

金沢市広坂２－１－１　石川県広坂庁舎１号館１階

℡　０７６－２３５－４５１０
www.cwi.pref.ishikawa.jp/

福井市西木田２－８－１　福井商工会議所ビル１階

℡　０７７６－３２－４５１０
fukui-jobcafe@sunny.ocn.nc.jp

山梨 （設置なし） － － －

松本市深志１－４－２５　松本フコク生命駅前ビル１、２階

℡　０２６３－３９－２２５０

岐阜センター：岐阜市藪田南５－１４－１２　岐阜県シンクタンク
庁舎２階　　　　　　　　　　℡　０５８－２７８－１１４９
西濃センター：大垣市、中濃センター：美濃加茂市、東濃セン
ター：多治見市、飛騨センター：高山市

www.pref.gifu.jp/challenge/

静岡市黒金町、沼津市大手町、浜松市鍛冶町

（静岡）０５４－２５１－４７８０
（沼津）０５５－９５１－８２２９
（浜松）０５３－４５４－２５２３

名古屋市中区栄４－１－１　中日ビル１２階

℡　０５２－２６４－０６６５

津市羽所町７００　アスト津３階

 ℡　０５９－２２２－３３００，３３０９、０５９－２２９－９５９１
www.oshigoto.pref.mie.jp/

大津市梅林１－３－１０　滋賀ビル５階

℡　０７７－５２１－０６００

京都市南区東九条下殿田町７０（新町通九条下ル）　京都テル
サ西館３階

℡　０７５－６６２－７６８６
www.pref.kyoto.jp/shigoto/

大阪市中央区北浜東３－１４　大阪府立労働センター（エル・お
おさか）本館２階

℡　０６－４７９４－９１９８
www.jobcafeosaka.jp

神戸市中央区東川崎１－１－３　神戸クリスタルタワー１２階

℡　０７８－３５１－３３７１
hyogo.hyogo-iic.ne.jp/shigoto/soudan/index.html

奈良市西木辻町９３－６　奈良しごと i センター

℡　０７４２－２３－５７３０

和歌山市美園町５－６－１２

℡　０７３－４０２－５７５７

新潟市弁天２－２－１８　新潟ＫＳビル２階
℡　０２５－２４０－４５１０
長岡サテライト：長岡市大手通２－２－６　ながおか市民センター
３階
℡　０２５８－３９－３２７１
上越サテライト：上越市本町３－４－１
℡　０２５－５２６－３３１０

7月5日

5月24日

4月27日

6月1日

7月5日

１５年度

7月1日

１５年度

１５年度

5月20日

5月6日

4月28日

5月10日

7月1日

１５年度

若者しごと倶楽部

ならジョブカフェ（ヤングコーナー）

和歌山県若年者就職支援センター
（ジョブカフェ・わかやま）

おしごと広場みえ

滋賀県ジョブ倶楽部

京都府若年者就業支援センター

ＪＯＢカフェＯＳＡＫＡ

若年者就業サポートセンター（ジョブカフェ信州）

岐阜県人材チャレンジセンター
（県内５か所：岐阜地域人材チャレンジセンター、
西濃地域人材チャレンジセンター、中濃地域人
材チャレンジセンター、東濃地域人材チャレンジ
センター、飛騨地域人材チャレンジセンター）

若者就職相談センター（静岡ヤングジョブステーション）
若者就職相談センター（沼津ヤングジョブステーション）
若者就職相談センター（浜松ヤングジョブステーション）

ヤング・ジョブ・あいち（通称：Ｙ．Ｊ．Ａ）

若者しごと館
若者しごと館長岡サテライト
若者しごと館上越サテライト

富山県若者就業支援センター（ヤングジョブとや
ま）

石川県若者しごと情報館
（チャレンジワーク石川）

福井県若者就職支援センター

あり

なし

なし

あり

あり

なし

あり

あり

あり

あり

あり

あり

あり

あり

あり

大阪

兵庫

奈良

和歌山

愛知

三重

滋賀

京都

福井

長野

岐阜

静岡

新潟

富山

石川
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都道府県 名　称 開設時期 設置場所、電話番号・ＵＲＬ
ハロー

ワークの併
設

鳥取市扇町７　鳥取フコク生命駅前ビル１階

℡　０８５７－３６－４５１０

松江市朝日町４９８－６　第一生命ビル３階
℡　０１２０－６７－４５１０
http://www.teiju.or.jp/jobcafe/

浜田コーナー：浜田市相生町1391-8　いわみぶらっと
℡　０８５５－２５－１６００

岡山市本町６－３６　第１セントラルビル７階

℡　０８６－２３６－１５１５

広島市中区八丁堀１６－１４　第二広電ビル３、５階

℡　０８２－２２４－１０３２
shigotokan@wakamono.org

吉敷郡小郡町高砂町１－２０　１、２階

℡　０８３－９７６－１１４５
http://yamaguchi-dennou.com/html/kyoutu/wakamono.htm

徳島市寺島本町西１－７－１　日通朝日徳島ビル１階

℡　０８８－６０２－１１８８

香川 （設置なし） － － －

松山市湊町３－４－６　松山銀天街ショッピングビルＧＥＴ！４階

℡　089-913-8686

高知市帯屋町２－２－５　地下１階

℡　088-802-2025

福岡市中央区天神１－４－２　エルガーラ１１、１２階

℡　092-720-8830

佐賀 （設置なし） － － －

熊本市水前寺１－４－１　水前寺ビル２階

℡　０９６－３８２－５４５１
http://www.pref.kumamoto.jp/work/jobcafe

大分市高砂町２－５０　オアシスひろば２１地下１階

℡　０９７－５３３－８８７８

宮崎 （設置なし） － － －

鹿児島市東千石町１－３８　　鹿児島商工会議所ビル（アイムビ
ル）８階

℡　０９９－２１６－９００１

那覇市おもろまち１－３－２５　沖縄職業総合庁舎３階

℡　０９８－８６６－５４６５
www.career-ce.jp

4月1日

7月1日

7月16日

4月22日

１５年度

7月6日

7月1日

5月10日

5月29日

7月1日

4月21日

6月1日

4月1日

4月1日

沖縄県キャリアセンター

フレッシュワーク長崎
フレッシュワーク佐世保

ジョブカフェくまもと

ジョブカフェおおいた

鹿児島県若者就職サポートセンター（キャッチ
ワークかごしま）

徳島県若年者就職サポートセンター

愛媛県若年者就職支援センター（愛ｗｏｒｋ）

高知県就職支援相談センター

若年者しごとサポートセンター

しまね若年者就業支援センター（ジョブカフェしま
ね）

おかやま若者就職支援センター

ひろしま若者しごと館

山口県若者就職支援センター

とっとり若者仕事ぷらざ

あり

なし

あり

あり

あり

あり

あり

なし

あり

あり

あり

あり

あり

あり

沖縄

長崎

熊本

大分

鹿児島

徳島

愛媛

鳥取

高知

福岡

島根

岡山

広島

山口

長崎市銅座町４－１　りそな長崎ビル４階
℡　０９５－８２９－０４９１
佐世保市湊町７－７　三洋ビル３階
℡　０９５６－２４－７４３１
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