
 

 

 

岐阜労働局 

 

京都労働局 

 

兵庫労働局 

労働局・ハローワーク         所在地 電話番号 

岐阜労働局 

助成金センター 

〒500-8842 

岐阜市金町 4-30 

明治安田生命岐阜金町ビル 3階 

 

058－263－5650 

 

労働局・ハローワーク         所在地 電話番号 

京都労働局職業対策課 

助成金センター 

604-8171 

京都市中京区烏丸御池下ル虎屋町 566-1 

井門明治安田生命ビル２Ｆ 

075-241-3269 

ハローワーク園部 
622-0001 

南丹市園部町宮町 71 
0771-62-0246 

ハローワーク福知山 
620-0933 

福知山市東羽合町 37 
0773-23-8609 

ハローワーク綾部 
623-0053 

綾部市宮代町宮ノ下 23 
0773-42-8609 

ハローワーク舞鶴 
624-0937 

舞鶴市字西小字西町 107-4 
0773-75-8609 

ハローワーク峰山 
627-0012 

京丹後市峰山町杉谷 147-13 
0772-62-8609 

ハローワーク宮津 

626-0046 

宮津市字中ノ丁 2534 

宮津地方合同庁舎 1階 

0772-22-8609 

労働局・ハローワーク 所在地 電話番号 

兵庫労働局職業安定部 

助成金デスク 

〒651-0083 

神戸市中央区浜辺通２丁目１番３０号 

三宮国際ビル５階 

 

078-221-5440 

 

雇用調整助成金の問い合わせ先について 



鳥取労働局 

 

島根労働局 

 

岡山労働局 

 

 

 

 

 

 

 

労働局・ハローワーク 所在地 電話番号 

鳥取労働局職業安定部 

職業対策課 

〒680-8522 

鳥取市富安 2-89-9 

0857-29-1708 

 

ハローワーク鳥取 〒680-0845 

鳥取市富安 2-89 

0857-23-2021 

 

ハローワーク米子 

 

〒683-0043 

米子市末広町 311  イオン米子駅前店 4F 

0859-33-3911 

 

ハローワーク米子 

根雨出張所 

〒689-4503 

日野郡日野町根雨 349-1 

0859-72-0065 

 

ハローワーク倉吉 〒682-0816 

倉吉市駄経寺町 2-15 

0858-23-8609 

労働局・ハローワーク          所在地 電話番号 

島根労働局職業安定部 

職業対策課 

〒690-0841 

松江市向島町 134-10 

松江地方合同庁舎 5F 

0852-20-7020 

 

ハローワーク浜田 
〒697-0027 

浜田市殿町 21-6 

0855-22-8609 

 

ハローワーク浜田 

川本出張所 

〒696-0001 

邑智郡川本町川本 301-2 

0855-72-0385 

 

労働局・ハローワーク 所在地 電話番号 

岡山労働局職業安定部 

職業対策課 

助成金事務室 

〒700-0984 

岡山市北区桑田町 18－28 

明治安田生命岡山桑田町ビル 6階 

086-238-5301 

 

岡山労働局職業安定部 

職業対策課 

〒700-8611 

岡山市北区下石井 1－4－1岡山第 2合同庁舎

3階 

086-801-5107 

 



広島労働局 

 

山口労働局 

労働局・ハローワーク 所在地 電話番号 

広島労働局職業安定部

職業対策課 

（ハローワーク広島お

よび広島東） 

〒730-0013 

広島市中区八丁堀 5-7 

広島 KSビル４階 

 

082-502-7832 

 

ハローワーク広島西条 
〒739-0041 

東広島市西条町寺家 6479-1 
082-422-8609 

ハローワーク竹原 
〒725-0026 

竹原市中央 5-2-11 
0846-22-8609 

ハローワーク呉 
〒737-8609 

呉市西中央 1-5-2 
0823-25-8609 

ハローワーク尾道 
〒722-0026 

尾道市栗原西 2-7-10 
0848-23-8609 

ハローワーク福山 
〒720-8609 

福山市東桜町 3-12 
084-923-8609 

ハローワーク三原 
〒723-0004 

三原市館町 1-6-10 
0848-64-8609 

ハローワーク三次 
〒728-0013 

三次市十日市東 3-4-6 
0824-62-8609 

ハローワーク安芸高田 
〒731-0501 

安芸高田市吉田町吉田 1814-5 
0826-42-0605 

ハローワーク庄原 
〒727-0012 

庄原市中本町 1-20-1 
0824-72-1197 

ハローワーク可部 
〒731-0223 

広島市安佐北区可部南 3-3-36 
082-815-8609 

ハローワーク府中 
〒726-0005 

府中市府中町 188-2 
0847-43-8609 

ハローワーク廿日市 
〒738-0033 

廿日市市串戸 4-9-32 
0829-32-8609 

ハローワーク大竹 
〒739-0614 

大竹市白石 1-18-16 
0827-52-8609 

労働局・ハローワーク 所在地 電話番号 

山口労働局職業安定部 

職業対策課 

〒753-8510 

山口市中河原町 6-16 

山口地方合同庁舎 2号館 

 

083-995-0383 

 



愛媛労働局 

 

福岡労働局 

労働局・ハローワーク         所在地    電話番号 

福岡労働局職業安定部 

福岡助成金センター 

〒812-0013 

福岡市博多区博多駅東 2-11-1 

福岡合同庁舎本館 1階 

 

092-411-4701 

 

福岡労働局職業安定部 

福岡助成金センター 

北九州雇用調整助成金 

臨時窓口 

〒806-8509 

北九州市八幡西区岸の浦 1-5-10 

八幡労働総合庁舎 1階 

 

093-616-0860 

 

 

高知労働局 

 

 

 

 

労働局・ハローワーク          所在地 電話番号 

愛媛労働局職業安定部 

職業対策課分室 

（助成金センター） 

〒790-0012 

松山市湊町 3丁目 4-6 

松山銀天街ショッピングセンターＧＥＴ！４

Ｆ 

 

089－987－6370 

 

労働局・ハローワーク  所在地  電話番号 

高知労働局職業安定部 

職業対策課 

〒780-8548 

高知市南金田 1-39 

 

088-885-6052 

 

ハローワーク高知 
〒781-8560 

高知市大津乙 2536-6 

 

088-878-5328 

 

ハローワーク須崎 
〒785-0012 

須崎市西糺町 4-3 

 

0889-42-2566 

 

ハローワーク四万十 
〒787-0012 

四万十市右山五月町 3-12 

 

0880-34-1155 

 

ハローワーク安芸 
〒784-0001 

安芸市矢の丸 4-4-4 

 

0887-34-2111 

 


