
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（求職者の方へ） 

 
 

 

 

◆ 個別支援や履歴書の書き方指導などは、事前の予約が必要な場合があります。 
 
◆ 「わかもの支援コーナー」は、県庁所在地を中心にすべての都道府県に設置し、全国で 50

か所あります（一覧参照）。そのほか、「わかもの支援窓口」を全国 161 カ所に設置しています

（設置場所は、各都道府県労働局にお問い合わせください）。 

 

厚生労働省 都道府県労働局 ハローワーク 

正規雇用を目指す若者を、専門的に支援します！ 

厚生労働省では、東京・愛知・大阪の３都府県に「わかものハローワーク」を、

そのほか、全国に「わかもの支援コーナー」「わかもの支援窓口」を設け、正規

雇用を目指す若年者（おおむね 45 歳未満）を対象に、以下のサービスを、すべ

て無料で行っています。お気軽にご利用ください。 

「わかもの支援」について詳しくは、最寄りのハローワークにお問い合わせください。 

 

 

応募の仕方、仕事の探し方、仕事への丌安など、仕事探しに当たっての疑問や悩みが生じた場

合は、いつでも相談に応じます。また、履歴書などの作成相談や面接指導も行っています。 

●仕事探しに関する相談に応じます 

 

専門の職員があなたの担当者として、個別支援を行います。  

初回の利用時に、あなたの状況に合わせ、正規雇用就職に向けた支援プランを作成します。 

専門の職員と二人三脚で就職を目指しましょう。 
 

早期就職実現のために、専門の職員がきめ細かい職業相談や紹介、アドバイスを行います。 

また、就職に役立つ各種セミナーなどの受講もできます。 

●担当者制による個別支援を行います 

 

地元企業はもちろん、全国の求人を探すことができます。 

求人情報はご自宅でも、｢ハローワークインターネットサービス https://www.hellowork.go.jp/

から検索できますが、わかものハローワーク・支援コーナー・支援窓口では、インターネット

上では公開していない求人も用意しています。ぜひ、ご利用ください。 

 

●全国各地の求人情報（仕事情報・企業情報）が検索できます 
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わかもの支援コーナー 

わかもの支援窓口 

ご案内 わかものハローワーク 
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◆ 「わかものハローワーク」一覧 ◆ 

 
名称 住所 ＴＥＬ ご利用時間 

東京 東京わかものハローワーク 

〒150-0002 

東京都渋谷区渋谷 2-15-1 

渋谷クロスタワービル８階 

03-3409-0328 平日 10:00～18：00 

愛知 愛知わかものハローワーク 

〒460-0008 

愛知県名古屋市中区栄 4-1-1 

中日ビル 12 階 

052-264-0601 平日  9:30～18：00 

大阪 あべの わかものハローワーク 

〒545-0052 

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-5-1 

あべのルシアス オフィス棟 10階 

06-4396-7380 
平日  10:00～18:30 

土曜  10:00～18:00 

 

◆ 「わかもの支援コーナー」一覧 ◆ 

 
名称 住所 ＴＥＬ ご利用時間 

北 海 道  
札幌 
わかもの支援コーナー  

〒060-8526 

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 

ヤングハローワーク札幌内 

011(233)0202 

月・水・金 

8:30～19:00 

火・木   8:30～17:15 

第 2・4土曜 

10:00～17:00 

青 森 
青森 
わかもの支援コーナー 

〒030-0822 

青森市中央 2-10-10 

ハローワーク青森内 

017(776)1561 平日   8:30～17:15 

岩 手 
ハローワーク盛岡 
わかもの支援コーナー 

〒020-0024 

岩手県盛岡市菜園１-12-18 

盛岡菜園センタービル 

019(621)2511 平日  10:00～18:30 

宮 城 
仙台 
わかもの支援コーナー 

〒983-0852 

仙台市宮城野区榴岡 4-2-3  

仙台ＭＴビル４階 ハローワーク仙台内 

022(299)8811 平日   8:30～17:15 

秋 田 
秋田 
わかもの支援コーナー 

〒010-1413 

秋田市御所野地蔵田 3-1-1 

秋田テルサ３階 

018(889)8609 平日   9:00～17:15 

山 形 
山形 
わかもの支援コーナー 

〒990-0828 

山形市双葉町 1-2-3 山形テルサ 1階 

ハローワークプラザやまがた内 

023(646)7360 
平日   9:30～18:00 

土曜  10:00～17:00 

福 島 
郡山 
わかもの支援コーナー 

〒963-8609 

郡山市方八町 2-1-26  

ハローワーク郡山１階 

024(942)8609 平日   8:30～17:15 



茨 城 
土浦 
わかもの支援コーナー 

〒300-0036 

土浦市大和町 9-3 

ウララビル３ ５階 501号  

キャリアアップハローワーク土浦内 

029(882)0172 
平日  10:30～19:00 

土曜  10:00～17:00 

栃 木 
宇都宮 
わかもの支援コーナー 

〒321-0964  

宇都宮市駅前通り 1-3-1  

フミックスステムビル２階  

ハローワーク宇都宮駅前プラザ内 

028(623)8609 平日   8:30～19:00 

群 馬 

 
ぐんまキャリアアップ 
わかもの支援コーナー 
 
 
高崎 
わかもの支援コーナー 

〒372-0007 

伊勢崎市安堀町 196-2 

ぐんまキャリアアップハローワーク内 

 

〒370-0842 

高崎市北双葉町 5-17 

 

0270(30)5021 

 

 

 

027(327)8609 

 

平日  10:30～19:00 

 

 

 

平日 8:30～17：00 

 

埼 玉 
埼玉 
わかもの支援コーナー 

〒330-0854 

さいたま市大宮区桜木町 1-9-4 

エクセレント大宮ビル４階 

埼玉キャリアアップハローワーク内 

048(658)8609 

月・水・金 

9:00～17:00 

火・木   9:00～19:00 

第 1・3土曜 

10:00～17:00 

千 葉 
松戸 
わかもの支援コーナー 

〒271-0092 

松戸市松戸 1307-1 松戸ビル３階 

ハローワーク松戸内 

047(367)8609 平日   8:30～17:15 

東 京 
東京  
わかもの支援コーナー 

〒160-0023 

新宿区西新宿 1-7-1  

松岡セントラルビル９階 東京キャリアア

ップハローワーク内 

03(5909)8609 平日   9:00～17:00 

神 奈 川 
横浜 
わかもの支援コーナー 

〒220－0004 

横浜市西区北幸 1-11-15  

横浜ＳＴビル５階 

045(311)1331 
平日   9:30～18:00 

土曜  10:00～17:00 

新 潟 
新潟 
わかもの支援コーナー 

〒950-0901 

新潟市中央区弁天 2-2-18 新潟 KSビル１階  

ハローワーク新潟 ときめきしごと館内 

025(240)4510 

平日  9：30～19：00 

第 1・3土曜 

10：00～17：00 

富 山 
富山 
わかもの支援コーナー 

〒930-0805 

富山市湊入船町 6-7 サンフォルテ２階 
076(444)8305 平日   9:00～17:15 

石 川 
金沢 
わかもの支援コーナー 

〒920-8609 

金沢市鳴和 1-18-42 ハローワーク金沢内 
076(253)3032 平日   8:30～17:15     

福 井 
福井 
わかもの支援コーナー 

〒910 ｰ 8509 

福井市開発 1-121-1 ハローワーク福井内 
0776(52)8153 平日   8:30～17:15 

山 梨 
甲府 
わかもの支援コーナー 

〒400-0851 

甲府市住吉 1-17-5 ハロ－ワーク甲府内 
055(232)6060 平日   8:30～17:15 

長 野 
松本 
わかもの支援コーナー 

① 〒390-0828  

松本市庄内 3-6-21 

  ハローワーク松本内 

② 〒390-0815  

松本市深志 1-4-25-1F 

松本フコク生命駅前ビル１階 

ヤングハローワーク松本内 

①0263(27)0111 

②0263(31)8600 
平日   8:30～17:15 



岐 阜 
岐阜 
わかもの支援コーナー 

〒500-8157 

岐阜市五坪 1-9-1 ハローワーク岐阜内 
058(247)3211 平日   8:30～17:15 

静 岡 
浜松 
わかもの支援コーナー 

〒430-7707 

浜松市中区板屋町 111-2  

浜松アクトタワー７階  

キャリアアップハローワーク浜松内 

053(540)2064 

平日  10:30～19:00 

第 1･3土曜  

 10:00～17:00 

愛 知 
刈谷 
わかもの支援コーナー 

〒448-0857 

刈谷市大手町 5-28 大手町５丁目ビル２階 

キャリアアップハローワークみかわ内 

0566(63)5908 
平日  10:30～19:00 

土曜  10:00～17:00 

三 重 
みえ 
わかもの支援コーナー 

〒510-0073 

四日市市西浜田町 12-13  

キャリアアップハローワークみえ内 

059(325)7000 
平日  10:30～19:00     

土曜  10:00～17:00 

滋 賀 
滋賀 
わかもの支援コーナー 

〒525-0025 

草津市西渋川 1-1-14 行岡第一ビル４階 

おうみ若者未来サポートセンター内 

077(563)0301 平日   9:00～17:00 

京 都 
京都 
わかもの支援コーナー 

〒604-0845 

京都市中京区烏丸御池上ル二条殿町 552 

明治安田生命京都ビル１階 

（烏丸御池北西角） 

075(221)8609 平日  10:30～19:00 

大 阪 
大阪キャリアアップハロ
ーワーク 
わかもの支援コーナー 

〒530-0017 

大阪市北区角田町 8-47 阪急グランドビル

18階 大阪キャリアアップハローワーク内 

 

06(7709)9470 
平日  10:00～18:30 

土曜  10:00～18:00 

兵 庫 
神戸 
わかもの支援コーナー 

〒650-0025 

神戸市中央区相生町 1-3-1 

ハローワーク神戸内 

078(362)4575 

月・水・金 

8:30～19:00 

火・木   

 8:30～17:15 

第 1・3土曜 

10:00～17:00 

奈 良 

奈良 
わかもの支援コーナー 

〒630-8113 

奈良市法蓮町 387 

奈良第三地方合同庁舎１階 

ハローワーク奈良内 

0742(36)1601 平日   8:30～17:15 

大和高田 
わかもの支援コーナー 

〒635-8585 

大和高田市池田 574-6 

ハローワーク大和高田内 

0745(52)5801 平日   8:30～17:15 

和 歌 山 
和歌山 
わかもの支援コーナー 

〒640-8331 

和歌山市美園町 5-4-7 

ハローワーク和歌山内 

073(424)9772 平日   8:30～17:15 

鳥 取 
鳥取 
わかもの支援コーナー 

〒680-0845 

鳥取市富安 2-89  

ハローワーク鳥取内 

0857(23)2021 平日   8:30～17:15 

島 根 
松江 
わかもの支援コーナー 

〒690-0841 

松江市向島町 134-10  

ハローワーク松江内 

0852(22)8609 

月・水・金 

8:30～19:00 

火・木   8:30～17:15 

第 2・4土曜 

10:00～17:00 

岡 山 
岡山 
わかもの支援コーナー 

〒700-0971 

岡山市北区野田 1-1-20  

ハローワーク岡山内 

086(241)3222 平日   8:30～17:15 

広 島 
広島 
わかもの支援コーナー 

〒730-0035 

広島市中区本通 6-11  

明治安田生命広島本通ビル８階 

キャリアアップハローワーク広島内 

082(236)8613 
平日  10:30～19:00 

土曜  10:00～17:00 



山 口 
山口 
わかもの支援コーナー 

〒753-0064 

山口市神田町 1-75  

ハローワーク山口内 

083(922)0043 平日   8:30～17:15 

徳 島 
ハローワーク徳島 
わかもの支援コーナー 

〒770-0823 

徳島市出来島本町 1-5 

ハローワーク徳島内 

088(622)6305 平日   8:30～17:15 

香 川 
高松 
わかもの支援コーナー 
（若年者支援コーナー） 

〒760-0054 

高松市常磐町 1-9-1  

しごとプラザ高松内 

087(834)8609 

平日    9:30～18:00 

第 2・4土曜 

9:30～18:00 

愛 媛 
松山 
わかもの支援コーナー 

〒790-0012 

松山市湊町 3-4-6 

銀天街ショッピングビル GET!４階  

ハローワークプラザ松山内 

089(913)7401 

月・金   8:30～19:00 

火・水・木 

8:30～17:15 

第 2・4土曜 

10:00～17:00 

高 知 
高知 
わかもの支援コーナー 

〒781-8560 

高知市大津乙 2536-6 

ハローワーク高知内 

088(878)5321 平日   8:30～17:15 

福 岡 
福岡 
わかもの支援コーナー 

〒810-8609 

福岡市中央区赤坂 1-6-19 

ハローワーク福岡中央内 

092(687)4456 平日   8:30～17:15 

佐 賀 
佐賀 
わかもの支援コーナー 

〒840-0826 

佐賀市白山 2-1-15  

ハローワーク佐賀内 

0952(24)4362 平日   8:30～17:15 

長 崎 
長崎 
わかもの支援コーナー 

〒852-8108 

長崎市川口町 13-1 長崎西洋館 中２階 

ヤングハローワーク長崎内 

095(819)9000 平日  10:00～18:30 

熊 本 
キャリアアップハローワー
ク熊本 
わかもの支援コーナー 

〒860-0844 

熊本市中央区水道町 8-6 

朝日生命熊本ビル１階 

キャリアアップハローワーク熊本内 

096(311)7410 平日  10:00～19:00 

大 分 
大分 
わかもの支援コーナー 

〒870-0029 

大分市高砂町 2-50  

OASISひろば 21 Ｂ１階 

097(538)9111 平日   8:30～17:15 

宮 崎 
宮崎 
わかもの支援コーナー 

〒880-2105 

宮崎市大塚台西 1-1-39  

ハローワークプラザ宮崎内 

0985(62)4141 平日   8:30～19:00 

鹿児島 
鹿児島 
わかもの支援コーナー 

〒892-0842 

鹿児島市東千石町 1－38 

鹿児島商工会議所ビル３階 

ヤングハローワークかごしま内 

099(224)3433 平日   9:30～18:00 

沖 縄 
那覇 
わかもの支援コーナー 

〒900-8601 

那覇市おもろまち 1-3-25 

ハローワーク那覇内 

098(916)6201 平日   8:30～17:15 

 
 
 


