平成 30 年７月豪雨等に伴う
雇用保険基本手当の特例措置について
１ ハローワークに来所できない場合は、
「失業の認定日の変更」ができます。
災害の影響により、指定された失業の認定日にやむを得ず、ハローワークに来所できな
かったときは、来所可能な日に失業の認定日を変更することができます（事前の申し出や
やむを得ない理由を証明する書類は不要）。
失業の認定日に来所できなかった方は、来所日の前日までの失業認定を一括で行います。
※ やむを得ない理由があると認められる場合には、求職活動実績は問いません。

２ 他のハローワークでも失業認定の手続ができます。
災害による交通の途絶や遠隔地への避難などにより、居住地を管轄するハローワークに
来所できないときは、その他のハローワークで基本手当の受給手続を行うことができます。
※ 受給手続に必要な確認書類がない場合でも手続を行うことができます。

３ 「災害時における雇用保険の特例措置」があります。
災害の時点で被災地域内の事業所で勤務していた方について、①災害により休業した場
合、②災害により一時的に離職した場合に雇用保険の失業給付を受給できる特例措置があ
ります。
① 激甚災害法の指定地域内の事業所が災害により休止・廃止したために、休業して賃
金を受けることができない方については、実際に離職していなくとも、基本手当を
受給できます。
② 災害救助法指定地域及び激甚災害法の指定地域に隣接する地域内の事業所が、災害
により事業を休止・廃止したために、一時的に離職した方については、事業再開後の
再雇用が予定されている場合であっても、基本手当を受給できます。
○
○

雇用保険に６か月以上加入している等の要件を満たす方が対象となります。
勤務していた事業所から発行された「雇用保険被保険者休業票」
（①の場合）又は「雇用保険被保険
者離職票」
（②の場合）、身分証明書（運転免許証など）、本人名義の預（貯）金通帳（カード）
、写真
（縦３㎝×横２.５㎝）が必要です（ただし、受給手続に必要なこれらの確認書類がない場合でも手続
を行うことができますので、お近くのハローワークにご相談ください。）
。

※制度利用に当たっての留意事項
本特別措置制度を利用して、基本手当の支給を受けた方については、休業が終了し又
は一時離職後に雇用保険被保険者資格を取得しても、当該休業又は一時離職前の雇用保
険の被保険者であった期間は通算されません。

また、激甚災害法の指定地域にお住まいの方が自己の都合で退職した場合も、給付制
限の短縮（３か月→１か月）により、給付開始時期が早まります。
詳細な内容や、お困りのことがあれば、裏面のハローワークや労働局にご相談ください。

岐阜労働局管内ハローワーク
労働局・ハローワーク

所在地

電話番号

岐阜労働局職業安定課

〒500-8723
岐阜市金竜町 5 丁目 13 番地岐阜合同庁舎４階

058-245-1311

ハローワーク岐阜

〒500-8719
岐阜市五坪 1 丁目 9 番 1 号

058-247-3211

ハローワーク大垣

〒503-0893
大垣市藤江町 1-1-8

0584-73-8609

ハローワーク大垣

〒501-0605

揖斐出張所

揖斐郡揖斐川町極楽寺村前 95-1

ハローワーク多治見

〒507-0037
多治見市音羽町 5-39-1

0572-22-3381

ハローワーク高山

〒506-0055
高山市上岡本町 7-478

0577-32-1144

ハローワーク恵那

〒509-7203
恵那市長島町正家 1-3-12 恵那合同庁舎

0573-26-1341

ハローワーク関

〒501-3803
関市西本郷通 4-6-10

0575-22-3223

ハローワーク関

〒501-4235

岐阜八幡出張所

郡上市八幡町有坂 1209-2 郡上八幡地方合同庁舎

ハローワーク美濃加茂

〒505-0043
美濃加茂市深田町 1-206-9

0574-25-2178

ハローワーク中津川

〒508-0045
中津川市かやの木町 4-3 中津川合同庁舎

0573-66-1337

※下記 QR コードより、岐阜労働局 HP へアクセスできます。

0585-22-0149

0575-65-3108

京都労働局管内ハローワーク
労働局・ハローワーク

所在地

電話番号

京都労働局職業安定課

〒604-0846
京都市中京区両替町通御池上ル金吹町４５１

ハローワーク西陣
烏丸御池庁舎

〒604-0845
京都市中京区烏丸御池上ル北西角明治安田生命 075-283-0140
京都ビル 1 階

ハローワーク園部

〒622-0001
南丹市園部町宮町 71

ハローワーク京都七条

〒600-8235
京都市下京区西洞院通塩小路下ル東油小路町 803

075-241-3268

0771-62-0246
075-341-8609

ハローワーク伏見

〒612-8058
京都市伏見区風呂屋町 232

075-602-8609

ハローワーク宇治

〒611-0021
宇治市宇治池森 16-4

0774-20-8609

ハローワーク京都田辺

〒610-0334
京田辺市田辺中央 2 丁目 1-23

0774-65-8609

ハローワーク木津

〒619-0214
木津川市木津駅前一丁目 50 番地木津地方合同庁 0774-73-8609
舎1階

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

※下記 QR コードより、京都労働局 HP へアクセスできます。

兵庫労働局管内ハローワーク
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課

〒650-0044
078-367-0803
神戸市中央区東川崎町１丁目１番３号神戸クリス
タルタワー１４F

ハローワーク神戸

〒650-0025
神戸市中央区相生町 1-3-1

078-362-4572

ハローワーク神戸
三田出張所

〒669-1531
三田市天神 1-5-25

079-563-8609

ハローワーク灘

〒657-0833

078-861-7987

神戸市灘区大内通 5-2-2
ハローワーク尼崎

〒660-0827
尼崎市西大物町 12-41 アマゴッタ 2F

06-7664-8604

ハローワーク西宮

〒662-0862
西宮市青木町 2-11

0798-75-6713

ハローワーク姫路

〒670-0947
姫路市北条字中道 250

079-222-4434

ハローワーク加古川

〒675-0017
加古川市野口町良野 1742

079-421-8669

ハローワーク伊丹

〒664-0881

072-772-8610

伊丹市昆陽 1-1-6 伊丹労働総合庁舎
ハローワーク明石

〒673-0891
明石市大明石町 2-3-37

078-912-2280

ハローワーク豊岡

〒668-0024
豊岡市寿町 8-4

0796-23-3101

ハローワーク豊岡
香住出張所

〒669-6544
美方郡香美町香住区香住 844-1

0796-36-0136

ハローワーク豊岡
八鹿出張所

〒667-0021
養父市八鹿町八鹿 1121-1

079-662-2217

ハローワーク豊岡

〒669-5202

079-672-2116

和田山分室

朝来市和田山町東谷 105-2

ハローワーク西脇

〒677-0015
西脇市西脇 885-30 西脇地方合同庁舎

0795-22-3181

ハローワーク洲本

〒656-0021
洲本市塩屋 2 丁目 4-5 兵庫県洲本総合庁舎 1 階

0799-22-0620

ハローワーク柏原

〒669-3309
丹波市柏原町柏原字八之坪 1569

0795-72-1070

ハローワーク柏原
篠山出張所

〒669-2341
篠山市郡家 403-11

079-552-0092

ハローワーク西神

651-2273
神戸市西区糀台 5-3-8

078-991-1100

ハローワーク龍野

679-4167
たつの市龍野町富永 1005-48

0791-62-0981

ハローワーク龍野
相生出張所

678-0031
相生市旭 1-3-18 相生地方合同庁舎

0791-22-0920

ハローワーク龍野
赤穂出張所

678-0232
赤穂市中広字北 907-8

0791-42-2376

※下記 QR コードより、兵庫労働局 HP へアクセスできます。

鳥取労働局管内ハローワーク
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課

〒680-8522
鳥取市富安 2 丁目 89-9

0857-29-1707

ハローワーク鳥取

〒680-0845
鳥取市富安 2 丁目 89

0857-23-2021

ハローワーク米子

〒683-0043
米子市末広町 311 イオン米子駅前店ビル 4 階

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

※下記 QR コードより、鳥取労働局 HP へアクセスできます。

島根労働局管内ハローワーク
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課

〒690-0841
松江市向島町 134-10 松江地方合同庁舎 5Ｆ

0852-20-7016

ハローワーク松江

〒690-0841
松江市向島町 134-10 松江地方合同庁舎 2F

0852-22-8609

ハローワーク松江
隠岐の島出張所

〒685-0016
隠岐郡隠岐の島町城北町 55

08512-2-0161

ハローワーク松江

〒692-0011

0854-22-2545

安来出張所

安来市安来町 903-1

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

ハローワーク出雲

〒693-0023
出雲市塩冶有原町 1-59

0853-21-8609

ハローワーク益田

〒698-0027
益田市あけぼの東町 4-6

0856-22-8609

ハローワーク雲南

〒699-1311

0854-42-0751

雲南市木次町里方 514-2
ハローワーク石見大田

〒694-0064
大田市大田町大田口 1182-1

0854-82-8609

※下記 QR コードより、島根労働局 HP へアクセスできます。

岡山労働局管内ハローワーク
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課

〒700-8611

086-801-5103

岡山市北区下石井１丁目４番１号岡山第２合同庁舎
ハローワーク岡山

〒700-0971

086-241-3222

岡山市北区野田 1-1-20

11# 雇用保険給付課
12# 雇用保険適用課

ハローワーク津山

〒708-8609

0868-22-8341

津山市山下 9-6 津山労働総合庁舎

11# 雇用保険給付課
12# 雇用保険適用課

ハローワーク津山

〒707-0041

0868-72-1351

美作出張所

美作市林野 67-2

ハローワーク倉敷中央

〒710-0834

086-424-3333

倉敷市笹沖 1378-1

11# 雇用保険給付課
12# 雇用保険適用課

ハローワーク倉敷中央

〒719-1131

総社出張所

総社市中央 3-15-111

ハローワーク倉敷中央

〒711-0912

児島出張所

倉敷市児島小川町 3672-16

ハローワーク玉野

〒706-0002

0866-92-6001
086-473-2411
0863-31-1555

玉野市築港 2-23-12
ハローワーク和気

〒709-0451

0869-93-1191

和気郡和気町和気 481-10
ハローワーク和気

〒705-0022

備前出張所

備前市東片上 227

ハローワーク高梁

〒716-0047

0869-64-2340
0866-22-2291

高梁市段町 1004-13
ハローワーク高梁

〒718-0003

新見出張所

新見市高尾 2379-1

ハローワーク笠岡

〒714-0081

0867-72-3151
0865-62-2147

笠岡市笠岡 5891
ハローワーク西大寺

〒704-8103
岡山市東区河本町 325-4

※下記 QR コードより、岡山労働局 HP へアクセスできます。

086-942-3212

広島労働局管内ハローワーク
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課

〒730-0013
広島市中区八丁堀 5-7 広島ＫＳビル 4Ｆ

082-502-7831

ハローワーク広島

〒730-8513
広島市中区上八丁堀 8-2 広島清水ビル

082-223-8609

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

ハローワー広島西条
竹原出張所

〒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

0848-64-8609

三原市館町 1-6-10
ハローワーク三次

〒728-0013
三次市十日市東 3-4-6

0824-62-8609

ハローワーク三次
安芸高田出張所

〒731-0501
安芸高田市吉田町吉田 1814-5

0826-42-0605

ハローワーク三次
庄原出張所

〒727-0012
庄原市中本町 1-20-1

0824-72-1197

ハローワーク可部

〒731-0223

082-815-8609

広島市安佐北区可部南 3-3-36
ハローワーク府中

〒726-0005
府中市府中町 188-2

0847-43-8609

ハローワーク広島東

〒732-0051
広島市東区光が丘 13-7

082-264-8609

ハローワーク廿日市

〒738-0033
廿日市市串戸 4-9-32

0829-32-8609

ハローワーク廿日市
大竹出張所

〒739-0614
大竹市白石 1-18-16

※下記 QR コードより、広島労働局 HP へアクセスできます。

0827-52-8609

山口労働局管内ハローワーク
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課

〒753-8510
山口市中河原町 6-16
山口地方合同庁舎 2 号館 7Ｆ

083-995-0380

岩国公共職業安定所

〒740-0022
岩国市山手町 1-1-21

0827-21-3281

柳井公共職業安定所

〒742-0031
柳井市南町 2-7-22

0820-22-2661

下松公共職業安定所

〒744-0017

0833-41-0870

下松市東柳 1-6-1
徳山公共職業安定所

〒745-0866
周南市大字徳山 7510-8

0834-31-1950

※下記 QR コードより、山口労働局 HP へアクセスできます。

愛媛労働局管内ハローワーク
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課

〒790-8538
松山市若草町４番地３松山若草合同庁舎５Ｆ

089-943-5221

ハローワーク松山

〒791-8522
松山市六軒家町３－２７松山労働総合庁舎１～３Ｆ

089-917-8609

ハローワーク今治

〒794-0043
今治市南宝来町 2-1-6

0898-32-5020

ハローワーク八幡浜

〒796-0010
八幡浜市大字松柏丙 838-1

0894-22-4033

ハローワーク宇和島

〒798-0036
宇和島市天神町 4-7

0895-22-8609

ハローワーク新居浜

〒792-0025
新居浜市一宮町 1-14-16

0897-34-7100

ハローワーク西条

〒793-0030
西条市大町受 315-4

0897-56-3015

ハローワーク四国中央

〒799-0405
四国中央市三島中央 1-16-72

0896-24-5770

ハローワーク大洲

〒795-0054
大洲市中村 210-6

0893-24-3191

※下記 QR コードより、愛媛労働局 HP へアクセスできます。

福岡労働局管内ハローワーク
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
職業安定課

〒812-0013
福岡市博多区博多駅東 2-11-1
福岡合同庁舎新館６F

092-434-9801

ハローワーク福岡中央

〒810-8609
福岡市中央区赤坂 1-6-19

092-712-8609

ハローワーク福岡中央
赤坂駅前庁舎

〒810-0041
福岡市中央区大名 2-4-22
新日本ビル２階

092-712-6508

ハローワーク飯塚

〒820-8540
飯塚市芳雄町 12-1

0948-24-8609

ハローワーク大牟田

〒836-0047
大牟田市大正町 6-2-3

0944-53-1551

ハローワーク八幡

〒806-8509
北九州市八幡西区岸の浦 1-5-10

093-622-5566

ハローワーク八幡
黒崎駅前庁舎

〒806-0021
北九州市八幡西区黒崎 3-15-3
コムシティ６階

093-622-5566

ハローワーク八幡

〒808-0034

若松出張所

北九州市若松区本町 1-14-12

ハローワーク八幡
戸畑分庁舎

〒804-0067
北九州市戸畑区汐井町 1-6
ウェルとばた８階

093-871-1331

ハローワーク久留米

〒830-8505
久留米市諏訪野町 2401

0942-35-8609

ハローワーク久留米
大川出張所

〒831-0041
大川市大字小保 614-6

0944-86-8609

ハローワーク小倉

〒802-8507
北九州市小倉北区萩崎町 1-11

093-941-8609

ハローワーク小倉
門司出張所

〒800-0004
北九州市門司区北川町 1-18

093-381-8609

ハローワーク直方

〒822-0002
直方市大字頓野 3334-5

0949-22-8609

ハローワーク田川

〒826-8609
田川市弓削田 184-1

0947-44-8609

ハローワーク行橋

〒824-0031
行橋市西宮市 5-2-47

093-771-5055

0930-25-8609

ハローワーク行橋
豊前出張所

〒828-0021
豊前市大字八屋 322-70

0979-82-8609

ハローワーク福岡東

〒813-8609
福岡市東区千早 6-1-1

092-672-8609

ハローワーク八女

〒834-0023
八女市馬場 514-3

0943-23-6188

ハローワーク朝倉

〒838-0061
朝倉市菩提寺 480-3

0946-22-8609

ハローワーク福岡南

〒816-8577
春日市春日公園 3-2

092-513-8609

ハローワーク福岡西

〒819-8552
福岡市西区姪浜駅南 3-8-10

092-881-8609

※下記 QR コードより、福岡労働局 HP へアクセスできます。

高知労働局管内ハローワーク
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課

〒781-8560
高知市南金田１番３９号

088-885-6051

ハローワーク高知

〒781-8560
高知市大津乙２５３６－６

088-878-5320

ハローワーク香美

〒782-0033
香美市土佐山田町旭町 1-4-10
土佐山田町地方合同庁舎１F

0887-53-4171

ハローワーク須崎

〒785-0012

0889-42-2566

須崎市西糺町 4-3
ハローワーク四万十

〒787-0012
四万十市右山五月町３－１２中村地方合同庁舎

0880-34-1155

ハローワーク安芸

〒784-0001
安芸市矢ノ丸 4-4-4

0887-34-2111

ハローワークいの

〒781-2120
吾川郡いの町枝川 1943-1

088-893-1225

※下記 QR コードより、高知労働局 HP へアクセスできます。

