
労働局 施設名称 電話番号 平日開庁時間 土曜開庁時間 所在地地図のリンク先 備考

ハローワークプラザ札幌　 011-242-8689 10:15～19:00（月～金）
10:00～17:00（土曜日）
（第1・第2・第3・第4土曜日）
※9月18日は臨時閉庁

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-
roudoukyoku/hello-work/hello-
mapping/kantoku03051.html

札幌わかものハローワーク 011-233-0202 10:30～19:00（月～金） －
https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-
roudoukyoku/hello-work/hello-
mapping/kantoku0305.html

旭川まちなかしごとプラザ 0166-23-1401 10:30～19:00（火～金）月曜閉庁

10:30～19:00（毎週土曜日）
※9月11日、9月25日は電話による職業紹
介サービスのみ
※9月18日は臨時閉庁

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-
hellowork/list/asahikawa/access.html

青森公共職業安定所 017-776-1561
 8:30～18:30（火・水・木）
 8:30～17:15（月・金）

－
https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-
roudoukyoku/hw/hellow01.html

ハローワークヤングプラザ 017-774-0220  8:30～17:15（月～金）  8:30～17:15（毎週土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-
roudoukyoku/hw/hellow01.html

八戸公共職業安定所 0178-22-8609
 8:30～18:30（火・水・木）
 8:30～17:15（月・金）

10:00～17:00（第1・第3土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-
roudoukyoku/hw/hellow01.html

ハローワーク盛岡菜園庁舎 職業相談コーナー 019-623-4800 10:00～18:30（月～金）
10:00～17:00（毎週土曜日）
※マザーズ、わかもの、訓練は土曜閉庁

https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/hw.html

盛岡新卒応援ハローワーク 019-653-8609 10:00～18:30（月～金） － https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/hw.html

ハローワークプラザ青葉 022-266-8609 10:00～18:30（月～金） 10:00～17:00（毎週土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/5/map-
aoba-h.html

マザーズハローワーク青葉 022-266-8604 10:00～18:30（月～金） 10:00～17:00（毎週土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/5/map-
aoba-h.html

仙台新卒応援ハローワーク（仙台学生職業センター） 022-726-8055 10:00～18:30（月～金） －
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/5/map-
shinsotsuO-h.html

秋田 ハローワークプラザ秋田（アトリオン） 018-836-7820
 9:00～18:30（火・木）
 9:00～17:15（月・水・金）

10:00～17:00（第2・第4土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/akita-
roudoukyoku/hw/hello_work/_119760.html

ハローワークプラザやまがた 023-646-7360  9:30～18:00（月～金） 10:00～17:00（毎週土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-
hellowork/kakushu_jouhou/sisetu_annai/al.html

やまがた新卒応援ハローワーク 023-646-7360  9:30～18:00（月～金） 10:00～17:00（毎週土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-
roudoukyoku/gakuseiouenkouner/_92553.html

ハローワークプラザさかた 0234-24-6611 10:00～18:00（月～金） －
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-
roudoukyoku/roudoukyoku/kanren_shisetsu/_89833.html

トータルジョブサポート酒田 0234-21-0810 10:00～18:00（月～金） －
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-
roudoukyoku/roudoukyoku/kanren_shisetsu/_89833/_119
966.html

福島公共職業安定所 024-534-4121
 8:30～18:30（火・木）
 8:30～17:15（月・水・金）

10:00～17:00（第2・第4土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/fukushima-
roudoukyoku/hw/kankatsu_shozaichi/map_fukushima.htm
l

福島新卒応援ハローワーク 024-529-7649 10:00～18:30（月～金） －
https://jsite.mhlw.go.jp/fukushima-
roudoukyoku/hw/kankatsu_shozaichi/map_fks_fsien.htm
l

福島わかものハローワーク 024-529-6626 10:00～18:30（月～金） －
https://jsite.mhlw.go.jp/fukushima-
roudoukyoku/hw/kankatsu_shozaichi/map_fks_wakamono.
html

いわき公共職業安定所 0246-23-1421
 8:30～18:30（火・木）
 8:30～17:15（月・水・金）

10:00～17:00（第2・第4土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/fukushima-
roudoukyoku/hw/kankatsu_shozaichi/map_iwaki_taira.h
tml

郡山公共職業安定所 024-942-8609
 8:30～18:30（月・水・金）
 8:30～17:15（火・木）

10:00～17:00（第2・第4土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/fukushima-
roudoukyoku/hw/kankatsu_shozaichi/map_koriyama.html

宮城

山形

福島

サービス提供時間延長実施施設（令和４年１月４日現在）

・次のハローワークにおいては、平日及び土曜日に開庁時間を延長して職業相談を実施しております（土曜日が祝祭日の場合は原則として閉庁しますが、一部施設については開庁するところもありま
す。土曜日が祝祭日となる場合の開庁状況については各施設まで電話でお問い合せ下さい）。
・施設によりサービス提供時間や開庁日が異なりますので、開庁時間欄をご確認下さい。
・特定の支援対象者（若年者など）の専門窓口として職業相談を実施している施設もありますので、詳しくは各施設まで電話でお問い合わせ下さい。

※新型コロナウイルス感染症対策等に伴い、一部施設において開庁延長時間を縮小しております。

北海道

青森

岩手
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サービス提供時間延長実施施設（令和４年１月４日現在）

・次のハローワークにおいては、平日及び土曜日に開庁時間を延長して職業相談を実施しております（土曜日が祝祭日の場合は原則として閉庁しますが、一部施設については開庁するところもありま
す。土曜日が祝祭日となる場合の開庁状況については各施設まで電話でお問い合せ下さい）。
・施設によりサービス提供時間や開庁日が異なりますので、開庁時間欄をご確認下さい。
・特定の支援対象者（若年者など）の専門窓口として職業相談を実施している施設もありますので、詳しくは各施設まで電話でお問い合わせ下さい。

※新型コロナウイルス感染症対策等に伴い、一部施設において開庁延長時間を縮小しております。

ハローワーク郡山マザーズコーナー 024-927-4626  8:30～18:00（月～金） －
https://jsite.mhlw.go.jp/fukushima-
roudoukyoku/hw/kankatsu_shozaichi/map_mother.html

郡山新卒応援ハローワーク 024-927-4633 10:00～18:30（月～金） －
https://jsite.mhlw.go.jp/fukushima-
roudoukyoku/hw/kankatsu_shozaichi/map_fks_ksien.htm
l

水戸公共職業安定所 029-231-6221
 8:30～17:15（月～金）
※火曜は17:15～18:30電話による相談・
紹介のみ

10:00～17:00（第4土曜日）
※電話による相談・紹介のみ

https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-
roudoukyoku/hw/hwork/annai04_h01.html

ひたちなか市地域職業相談室（ふるさとハローワーク） 029-354-5122  9:00～16:30（火～金）  9:00～16:30（毎週土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-
roudoukyoku/kanren_link/hitachinaka_area_hw.html

土浦わかものハローワーク 029-882-0172 10:00～18:00（月～金） －
https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-
roudoukyoku/hw/hwork/tsuchi_waka.html

ハローワーク宇都宮駅前プラザ 028-623-8609 10:30～19:00（月～金） 10:00～17:00（第1・第3・第5土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/tochigi-
roudoukyoku/content/contents/000615441.pdf

小山わかものハローワーク 0285-37-7127  9:30～18:00（月～金） 10:00～17:00（第2・第4土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/tochigi-
roudoukyoku/content/contents/09_oyama_wakamono.pdf

前橋公共職業安定所 027-290-2111
 8:30～19:00（月・水）
 8:30～17:15（火・木・金）

－
https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-
roudoukyoku/hw/h_map/h_map01.html

高崎公共職業安定所 027-327-8609
 8:30～19:00（火・木）
 8:30～17:15（月・水・金）

10:00～17:00（第2・第4土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-
roudoukyoku/hw/h_map/h_map02.html

太田公共職業安定所 0276-46-8609
 8:30～19:00（月）
 8:30～17:15（火・水・木・金）

10:00～17:00（第1土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-
roudoukyoku/hw/h_map/h_map06.html

ハローワークプラザ川口 048-255-8070  9:00～17:00（月～金）
10:00～17:00(第１土曜日)
※電話による相談・紹介のみ

https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-
hellowork/kanren/hellowork_plaza/kawaguchi-
plaza.html

ハローワークプラザ大宮 048-658-1145
 9:00～17:00（月～金）
※木曜は17:15～19:00電話による相談・
紹介のみ

10:00～17:00（第３土曜日）
※電話による相談・紹介のみ

https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-
hellowork/kanren/hellowork_plaza/omiya-
plaza.html

埼玉わかものハローワーク 048-658-8609  9:00～17:00（月～金） －
https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-
hellowork/kanren/wakamono_hellowork/saitama-
wakamono-ouen.html

マザーズハローワーク大宮 048-856-9500  9:00～17:00（月～金） －
https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-
hellowork/kanren/mothers_salon_corner/omiya-
mothers.html

川越公共職業安定所 049-242-0197
 8:30～17:15（月～金）
※火曜は17:15～19:00電話による相談・
紹介のみ実施

10:00～17:00（第４土曜日）
※電話による相談・相談のみ

https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-
hellowork/list/kawagoe/acces.html

浦和公共職業安定所 048-832-2461  8:30～17:15（月～金）
10:00～17:00（第２土曜日）
※電話による相談・紹介のみ

https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-
hellowork/list/urawa/access.html

ハローワーク浦和・就業支援サテライト　新卒コーナー 048-762-6522 10:00～19:00（月～金） － https://hwus.jp/access

ハローワーク浦和・就業支援サテライト　ハローワークコーナー 048-826-5048 10:00～19:00（月～金） －
https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-
hellowork/kanren/hellowork_satellite/urawa-
satellite.html
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労働局 施設名称 電話番号 平日開庁時間 土曜開庁時間 所在地地図のリンク先 備考

サービス提供時間延長実施施設（令和４年１月４日現在）

・次のハローワークにおいては、平日及び土曜日に開庁時間を延長して職業相談を実施しております（土曜日が祝祭日の場合は原則として閉庁しますが、一部施設については開庁するところもありま
す。土曜日が祝祭日となる場合の開庁状況については各施設まで電話でお問い合せ下さい）。
・施設によりサービス提供時間や開庁日が異なりますので、開庁時間欄をご確認下さい。
・特定の支援対象者（若年者など）の専門窓口として職業相談を実施している施設もありますので、詳しくは各施設まで電話でお問い合わせ下さい。

※新型コロナウイルス感染症対策等に伴い、一部施設において開庁延長時間を縮小しております。

ハローワークプラザ所沢 04-2993-5334  9:00～17:00（月～金）
10:00～17:00（第１土曜日）
※電話による相談・紹介のみ

https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-
hellowork/kanren/hellowork_plaza/tokoro-
plaza.html

春日部公共職業安定所 048-736-7611  8:30～17:15（月～金）
10:00～17:00（第４土曜日）
※電話による相談・紹介のみ

https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-
hellowork/list/kasukabe/access.html

草加公共職業安定所 048-931-6111  8:30～17:15（月～金）
10:00～17:00（第２土曜日）
※電話による相談・紹介のみ

https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-
hellowork/list/souka/access.html

越谷公共職業安定所 048-969-8609  8:30～17:15（月～金）
10:00～17:00（第３土曜日）
※電話による相談・紹介のみ

https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-
hellowork/list/koshigaya/access.html

市川公共職業安定所 047-370-8609  8:30～17:15（月～金）
10:00～17:00（第2土曜日）
※電話による相談・紹介のみ

https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-
roudoukyoku/hw/anteisyo/anteisyo02.html

浦安市ふるさとハローワーク 047-381-8609
 9:00～17:15
（月・火・木・金及び第2・4・5水曜
日）

 9:00～17:15（水曜日が閉庁の週の土曜
日）

http://www.city.urayasu.lg.jp/shisetsu/sonota/10098
52.html

松戸公共職業安定所 047-367-8609  8:30～17:15（月～金）
10:00～17:00（第1土曜日）
※電話による相談・紹介のみ

https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-
roudoukyoku/hw/anteisyo/anteisyo09.html

ハローワークプラザ柏 04-7166-8609 10:15～19:00（月～金） －
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-
roudoukyoku/hw/anteisyo/anteisyo09.html

柏わかものハローワーク 04-7166-8611 10:15～19:00（月～金） －
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-
roudoukyoku/hw/anteisyo/anteisyo09.html

船橋公共職業安定所
（第２庁舎（船橋スクエア２１ビル））

047-420-8609
 8:30～19:00（水）
　※17:15～電話による相談紹介
 8:30～17:15（月・火・木・金）

10:00～17:00（第1土曜日）
※電話による相談・紹介のみ

https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-
roudoukyoku/hw/anteisyo/anteisyo12.html

ハローワークプラザ市原 0436-23-6941  8:30～17:00（月・火・水・金）  8:30～17:00（毎週土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-
roudoukyoku/library/chiba-
roudoukyoku/topics/topics295.pdf

ハローワークプラザ千葉 043-238-8300 10:15～19:00（月～金） 10:00～17:00（第2土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-
roudoukyoku/hw/anteisyo/anteisyo01.html

千葉県ジョブサポートセンター 043-245-9420  9:00～17:00（月～金） 10:00～17:00（第1・第3・第5曜日） http://www.chiba-job.com/

飯田橋公共職業安定所 03-3812-6142

 8:30～19:00（月）
(17:15以降は電話による職業紹介サービ
ス）
 8:30～17:15（火・水・木・金）

10:00～17:00（第3土曜日）
※電話による職業紹介サービス

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-
hellowork/list/iidabashi/goriyoujikan_access/map01.
html

上野公共職業安定所 03-3847-2592

 8:30～19:00（火）
(17:15以降は電話による職業紹介サービ
ス）
 8:30～17:15（月・水・木・金）

10:00～17:00（第2土曜日）
※電話による職業紹介サービス

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-
hellowork/list/ueno/goriyoujikan_access/map01.html

品川公共職業安定所 03-5418-7315

 8:30～19:00（木）
(17:15以降は電話による職業紹介サービ
ス）
 8:30～17:15（月・火・水・金）

10:00～17:00（第1土曜日）
※電話による職業紹介サービス

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-
hellowork/list/shinagawa/goriyoujikan_access.html

蒲田ワークプラザ 03-5711-8609

 9:00～19:00（火）
(17:00以降は電話による職業紹介サービ
ス）
 9:00～17:00（月・水・木・金）

10:00～17:00（第2土曜日）
※電話による職業紹介サービス

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-
hellowork/list/oomori/goriyoujikan_access/_94674.ht
ml

埼玉

千葉

東京
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労働局 施設名称 電話番号 平日開庁時間 土曜開庁時間 所在地地図のリンク先 備考

サービス提供時間延長実施施設（令和４年１月４日現在）

・次のハローワークにおいては、平日及び土曜日に開庁時間を延長して職業相談を実施しております（土曜日が祝祭日の場合は原則として閉庁しますが、一部施設については開庁するところもありま
す。土曜日が祝祭日となる場合の開庁状況については各施設まで電話でお問い合せ下さい）。
・施設によりサービス提供時間や開庁日が異なりますので、開庁時間欄をご確認下さい。
・特定の支援対象者（若年者など）の専門窓口として職業相談を実施している施設もありますので、詳しくは各施設まで電話でお問い合わせ下さい。

※新型コロナウイルス感染症対策等に伴い、一部施設において開庁延長時間を縮小しております。

渋谷公共職業安定所
03-3476-8609

(部門コード41＃）

 8:30～19:00（金）
(17:15以降は電話による職業紹介サービ
ス）
 8:30～17:15（月・火・水・木）

10:00～17:00（第4土曜日）
※電話による職業紹介サービス

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-
hellowork/list/shibuya/goriyoujikan_access/map07sib
uya.html

東京わかものハローワーク 03-3409-0328 10:00～18:00（月～金） －
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-
hellowork/kyushokusha/_115186/wakaharo.html

新宿公共職業安定所（西新宿庁舎）
03-5325-9593

（部門コード44＃）

 8:30～19:00（月）
※17:15以降は電話による職業紹介サー
ビス
 8:30～17:15（火・水・木・金）

10:00～17:00（第3土曜日）
※電話による職業紹介サービス

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-
hellowork/list/shinjuku/goriyoujikan_access/elu_map
.html

東京新卒応援ハローワーク（学生職業総合支援センター） 03-5339-8609 10:00～18:00（月～金）
10:00～17:00（第1・第3土曜日）
※電話による職業紹介サービス

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-
hellowork/kyushokusha/_120809/_119933/tokyo_shinsot
su.html

新宿わかものハローワーク 03-5909-8609 10:00～18:00（月～金） －
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-
hellowork/kyushokusha/_115186/_102437.html

池袋公共職業安定所（サンシャイン庁舎）
03-5911-8609

（部門コード44＃）

 8:30～19:00（金）
※17:15以降は電話による職業紹介サー
ビス
 8:30～17:15（月・火・水・木）

10:00～17:00（第4土曜日）
※電話による職業紹介サービス

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-
hellowork/list/ikebukuro/goriyoujikan_access/map03.
html

足立公共職業安定所 03-3870-8905

 8:30～19:00（火）
※17:15以降は電話による職業紹介サー
ビス
 8:30～17:15（月・水・木・金）

10:00～17:00（第2土曜日）
※電話による職業紹介サービス

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-
hellowork/list/adachi/goriyoujikan_access/_121428.h
tml

日暮里わかものハローワーク 03-5850-8609 10:00～18:00（月～金）
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-
hellowork/kyushokusha/_115186/nippori_wakaharo.html

ＪＯＢコーナー町屋 03-3819-7771 10:00～18:00（月～金） －
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-
hellowork/list/adachi/goriyoujikan_access/map03.htm
l

墨田公共職業安定所 03-3634-4735

 8:30～19:00（木）
※17:15以降は電話による職業紹介サー
ビス
 8:30～17:15（月・火・水・金）

10:00～17:00（第1土曜日）
※電話による職業紹介サービス

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-
hellowork/list/sumida/goriyoujikan_access/map01.htm
l

船堀ワークプラザ 03-5659-8609

 9:00～19:00（金）
※17:00以降は電話による職業紹介サー
ビス
 9:00～17:00（月・火・水・木）

10:00～17:00（第4土曜日）
※電話による職業紹介サービス

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-
hellowork/list/kiba/goriyoujikan_access/map02.html

八王子新卒応援ハローワーク 042-631-9505 10:00～18:00（月～金） －
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-
hellowork/list/hachioji/goriyoujikan_access/map02.h
tml

ハローワーク立川　北口駅前JOBぷらっと 042-523-1509

10:00～19:00（木）
※17:15以降は電話による職業紹介サー
ビス
10:00～17:15（月・火・水・金）

10:00～17:00（第1土曜日）
※電話による職業紹介サービス

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-
hellowork/list/tachikawa/goriyoujikan_access/workpl
azamap.html

町田公共職業安定所　森野ビル庁舎 042-732-7309  8:30～17:15（月～金）
10:00～17:00（第3土曜日）
※電話による職業紹介サービス

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-
hellowork/list/machida/goriyoujikan_access/map01.ht
ml

ハローワーク飯田橋Ｕ－３５ 03-5212-8609 10:00～18:30（月～金）
 9:00～17:00（第3土曜日）
※電話による職業紹介サービス

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-
hellowork/list/iidabashi/goriyoujikan_access/map02.
html
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https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/list/iidabashi/goriyoujikan_access/map02.html


労働局 施設名称 電話番号 平日開庁時間 土曜開庁時間 所在地地図のリンク先 備考

サービス提供時間延長実施施設（令和４年１月４日現在）

・次のハローワークにおいては、平日及び土曜日に開庁時間を延長して職業相談を実施しております（土曜日が祝祭日の場合は原則として閉庁しますが、一部施設については開庁するところもありま
す。土曜日が祝祭日となる場合の開庁状況については各施設まで電話でお問い合せ下さい）。
・施設によりサービス提供時間や開庁日が異なりますので、開庁時間欄をご確認下さい。
・特定の支援対象者（若年者など）の専門窓口として職業相談を実施している施設もありますので、詳しくは各施設まで電話でお問い合わせ下さい。

※新型コロナウイルス感染症対策等に伴い、一部施設において開庁延長時間を縮小しております。

ハローワークプラザ横浜 045-410-1010

 9:30～18:00（月・水・金）
 9:30～19:00（火・木）
 ※18:00～電話による相談紹介

10:00～17:00（第3･4土曜日）
※電話による相談紹介
※時間外開庁の職業相談・職業紹介につ
いて備考欄のリンク先参照

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-
hellowork/list/marumaru/_119737.html

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-
hellowork/oshirase/news_topics/_11
9953_00013.html

川崎公共職業安定所 044-244-8609
 8:30～19:00（水）
 ※17:15～電話による相談紹介
 8:30～17:15（月・火・木・金）

10:00～17:00（第4土曜日）
※電話による相談紹介

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-
hellowork/list/hw-kawasaki.html

戸塚公共職業安定所 045-864-8609  8:30～17:15（月～金）
10:00～17:00（第3土曜日）
※電話による相談紹介

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-
hellowork/list/hw-totuka.html

横須賀公共職業安定所 046-824-8609  8:30～17:15（月～金）
10:00～17:00（第4土曜日）
※電話による相談紹介

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-
hellowork/list/hw-yokosuka.html

平塚公共職業安定所 0463-24-8609
 8:30～19:00（木）
 ※17:15～電話による相談紹介
 8:30～17:15（月・火・水・金）

10:00～17:00（第3土曜日）
※電話による相談紹介

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-
hellowork/list/hw-hiratuka.html

藤沢公共職業安定所 0466-23-8609
 8:30～19:00（水）
 ※17:15～電話による相談紹介
 8:30～17:15（月・火・木・金）

10:00～17:00（第4土曜日）
※電話による相談紹介

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-
hellowork/list/hw-fujisawa.html

ハローワーク相模原　相模大野職業相談コーナー 042-862-0040 10:30～19:00（月～金）
10:00～17:00（第3土曜日）
※電話による相談紹介

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-
hellowork/list/hellowork2/careerup.html

マザーズハローワーク相模原 042-862-0042 10:30～19:00（月～金） －
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-
hellowork/list/hellowork2/mothershellowork_sagamiha
ra.html

厚木公共職業安定所 046-296-8609
 8:30～19:00（水）
 ※17:15～電話による相談紹介
 8:30～17:15（月・火・木・金）

10:00～17:00（第4土曜日）
※電話による相談紹介

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-
hellowork/list/hw-atsugi.html

横浜南公共職業安定所 045-788-8609  8:30～17:15（月～金）
10:00～17:00（第3土曜日）
※電話による相談紹介

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-
hellowork/list/hw-yokohamaminami.html

川崎北公共職業安定所 044-777-8609  8:30～17:15（月～金）
10:00～17:00（第3土曜日）
※電話による相談紹介

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-
hellowork/list/hw-kawasakikita.html

ハローワークプラザ新百合ヶ丘 044-969-8615  9:30～18:00（月～金） －
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-
hellowork/list/hellowork2/plaza-shinyuri.html

港北公共職業安定所 045-474-1221  8:30～17:15（月～金）
10:00～17:00（第4土曜日）
※電話による相談紹介

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-
hellowork/list/hw-kouhoku.html

大和公共職業安定所 046-260-8609  8:30～17:15（月～金）
10:00～17:00（第3土曜日）
※電話による相談紹介

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-
hellowork/list/hw-yamato.html

横浜新卒応援ハローワーク 045-312-9206  9:30～18:00（月～金）
10:00～17:00（第3土曜日）
※電話による相談紹介

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-
hellowork/list/yokohama_shinsotsu.html

ハローワークプラザ新潟 025-240-4510
 9:30～18:15（月・水・金）
 9:30～19:00（火・木）

10:00～17:00（第1・第3土曜日） https://jsite.mhlw.go/list/nagaoka/info.html

マザーズハローワーク新潟 025-240-4510  9:30～18:15（月～金） －
https://jsite.mhlw.go.jp/niigata-
hellowork/list/niigata/_119859.html

神奈川

新潟

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-hellowork/list/marumaru/_119737.html
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https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-hellowork/list/hw-yokosuka.html
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https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-hellowork/list/hw-hiratuka.html
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-hellowork/list/hw-hiratuka.html
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-hellowork/list/hw-fujisawa.html
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-hellowork/list/hw-fujisawa.html
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-hellowork/list/hellowork2/careerup.html
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-hellowork/list/hellowork2/careerup.html
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-hellowork/list/hellowork2/mothershellowork_sagamihara.html
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-hellowork/list/hellowork2/mothershellowork_sagamihara.html
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-hellowork/list/hellowork2/mothershellowork_sagamihara.html
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-hellowork/list/hw-atsugi.html
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-hellowork/list/hw-atsugi.html
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-hellowork/list/hw-yokohamaminami.html
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-hellowork/list/hw-yokohamaminami.html
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-hellowork/list/hw-kawasakikita.html
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-hellowork/list/hw-kawasakikita.html
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https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-hellowork/list/hw-yamato.html
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労働局 施設名称 電話番号 平日開庁時間 土曜開庁時間 所在地地図のリンク先 備考

サービス提供時間延長実施施設（令和４年１月４日現在）

・次のハローワークにおいては、平日及び土曜日に開庁時間を延長して職業相談を実施しております（土曜日が祝祭日の場合は原則として閉庁しますが、一部施設については開庁するところもありま
す。土曜日が祝祭日となる場合の開庁状況については各施設まで電話でお問い合せ下さい）。
・施設によりサービス提供時間や開庁日が異なりますので、開庁時間欄をご確認下さい。
・特定の支援対象者（若年者など）の専門窓口として職業相談を実施している施設もありますので、詳しくは各施設まで電話でお問い合わせ下さい。

※新型コロナウイルス感染症対策等に伴い、一部施設において開庁延長時間を縮小しております。

わかものハローワーク新潟 025-240-4510  9:30～18:00（月～金） －
https://jsite.mhlw.go.jp/niigata-
hellowork/list/niigata/_119956.html

新潟新卒応援ハローワーク 025-240-4510  9:30～18:00（月～金） － https://jsite.mhlw.go/list/ouen/info.html

長岡公共職業安定所 0258-32-1181
 8:30～19:00（月・水・金）
 8:30～17:15（火・木）

10:00～17:00（第1・第3土曜日） https://jsite.mhlw.go/list/nagaoka/info.html

ハローワークプラザ長岡 0258-34-8010  9:30～18:00（月～金） － https://jsite.mhlw.go/list/nagaoka/info.html

ハローワークプラザ上越 025-523-0453  9:30～18:00（月～金） － https://jsite.mhlw.go/list/joetsu/info.html

富山 富山わかものハローワーク 076-433-1661 10:30～19:00（月～金） 10:00～17:00（第2・第4土曜日） https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/

金沢公共職業安定所 076-253-3030
 8:30～19:00（火・木）
 8:30～17:15（月・水・金）

10:00～17:00（第2・第4土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-
roudoukyoku/hw/map02.html

ヤングハローワーク金沢（金沢新卒応援ハローワーク） 076-261-9453  9:00～18:00（月～金） －
https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-
roudoukyoku/hw/map02.html

ハローワーク金沢マザーズコーナー 076-261-0026  9:00～18:00（月～金） －
https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-
roudoukyoku/hw/map02.html

しごとプラザ金沢 076-223-0765  9:00～18:00（月～金） －
https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-
roudoukyoku/hw/map02.html

福井公共職業安定所 0776-52-8153
 8:30～18:30（火・木）
 8:30～17:15（月・水・金）

10:00～17:00（第2・第4土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-
roudoukyoku/hw/list/fukui/tyousha.html

ハローワークプラザさばえ 0778-51-8800  8:30～17:00（月・水～金）火曜閉庁  8:30～17:00（毎週土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-
roudoukyoku/hw/list/takefu/2320tyousha.html

甲府公共職業安定所 055-232-6060
 8:30～19:00（月・水）
 8:30～17:15（火・木・金）

10:00～17:00（第2・4土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/yamanashi-
roudoukyoku/hw/2-3-5.html

甲府新卒応援ハローワーク 055-221-8609  9:30～18:00（月～金） －
https://jsite.mhlw.go.jp/yamanashi-
roudoukyoku/hw/2-3-5/younghellowork.html

山梨県求職者総合支援センター 055-226-8609  9:30～18:00（月～金） －
http://www.pref.yamanashi.jp/rosei-
koy/seikatu_syuurousoudan.html

長野公共職業安定所 026-228-1300
 8:30～19:00（水）
 8:30～17:15（月・火・木・金）

10:00～17:00（第1土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-
roudoukyoku/anteisyo/anteisyo01.html

長野新卒応援ハローワーク(学生就職支援室） 026-228-0989  9:00～17:30（月～金） －
https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-
roudoukyoku/anteisyo/anteisyo01-1.html

松本公共職業安定所 0263-27-0111
 8:30～19:00（木）
 8:30～17:15（月・火・水・金）

10:00～17:00（第2土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-
roudoukyoku/anteisyo/anteisyo02.html

茅野市地域職業相談室（茅野市ふるさとハローワーク） 0266-72-2029
10:00～17:30（月・火・水・金）
木曜閉庁

10:00～17:30（毎週土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-
roudoukyoku/anteisyo/_119869.html

岐阜公共職業安定所 058-247-3211
 8:30～19:00（火・木）
 8:30～17:15（月・水・金）

－
http://gifu-
roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hw/anteisyo/anteisyo-
tizu.html#gifu

ハローワーク岐阜　薮田サテライト 058-278-0525  9:15～18:00（月～金）  9:15～18:00（毎週土曜日）

福井

山梨

長野

岐阜

新潟

石川
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労働局 施設名称 電話番号 平日開庁時間 土曜開庁時間 所在地地図のリンク先 備考

サービス提供時間延長実施施設（令和４年１月４日現在）

・次のハローワークにおいては、平日及び土曜日に開庁時間を延長して職業相談を実施しております（土曜日が祝祭日の場合は原則として閉庁しますが、一部施設については開庁するところもありま
す。土曜日が祝祭日となる場合の開庁状況については各施設まで電話でお問い合せ下さい）。
・施設によりサービス提供時間や開庁日が異なりますので、開庁時間欄をご確認下さい。
・特定の支援対象者（若年者など）の専門窓口として職業相談を実施している施設もありますので、詳しくは各施設まで電話でお問い合わせ下さい。

※新型コロナウイルス感染症対策等に伴い、一部施設において開庁延長時間を縮小しております。

岐阜わかもの支援コーナー 058-264-7556
10:00～19:00（水）
10:00～18:00（月・火・木・金）

－
https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-
roudoukyoku/madoguchi_annai/syomu/gifu-
wakamono.html

岐阜新卒応援ハローワーク 058-264-7550
10:00～19:00（水）
10:00～18:00（月・火・木・金）

－
https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-
roudoukyoku/madoguchi_annai/syomu/031303.html

ハローワークプラザ静岡 054-250-8609  9:15～18:00（月～金） 10:00～17:00（第1・3土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-
roudoukyoku/hw/hw-annai/map_shizuokaplaza.html

静岡新卒応援ハローワーク 054-654-3003  9:30～18:00（月～金） －
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-
roudoukyoku/roudoukyoku/fuzoku/241003.html

浜松公共職業安定所 053-457-5156
 8:30～17:15（月・水・金）
 8:30～19:00（火・木）

10:00～17:00（第1・3土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-
roudoukyoku/hw/hw-annai/map_hamamatsu.html

浜松わかものハローワーク 053-540-2064  9:30～18:00（月～金） －
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-
roudoukyoku/roudoukyoku/fuzoku/300308.html

浜松新卒応援ハローワーク 053-540-0008  9:30～18:00（月～金） －
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-
roudoukyoku/roudoukyoku/fuzoku/300307.html

湖西市地域職業相談室 053-594-0855  9:30～17:00（火～金）月曜閉庁  9:30～17:00（毎週土曜日）

沼津公共職業安定所 055-931-0145  8:30～17:15（月～金） 10:00～17:00（第2・4土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-
roudoukyoku/hw/hw-annai/map_numazu.html

ハローワークプラザ裾野 055-993-8631 10:00～18:00（月～金） －
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-
roudoukyoku/hw/hw-annai/hwplaza-susono.html

清水公共職業安定所 054-351-8609  8:30～17:15（月～金） 10:00～17:00（第2・4土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-
roudoukyoku/hw/hw-annai/map_shimizu.html

ハローワークプラザ袋井 0538-49-4400
10:00～18:00（月～金）
月1回木曜日閉庁

10:00～18:00（第2土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-
roudoukyoku/hw/hw-annai/fuzoku-sisetsu.html

ハローワークプラザ藤枝 054-636-2126 10:00～18:00（月～金） －
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-
roudoukyoku/hw/hw-annai/hwplaza-fujieda.html

名古屋中公共職業安定所 052-855-3740
 8:30～19:00（火)
※17:15以降電話による相談・紹介のみ
 8:30～17:15（月・水・木・金）

10:00～17:00（第3土曜日）
※電話による相談・紹介のみ

https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-
hellowork/list/naka.html

名古屋東公共職業安定所 052-774-1115  8:30～17:15（月～金）
10:00～17:00（第2土曜日）
※電話による相談・紹介のみ

https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-
hellowork/list/higashi/goriyo_access.html

わかものハローワークみえ 059-325-7000  9:30～18:00（月～金） 10:00～17:00（第4土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/mie-
roudoukyoku/hello_work/kankatu/map-ka09.html

みえ新卒応援ハローワーク 059-229-9591  9:00～18:00（月～金） －
https://jsite.mhlw.go.jp/mie-
roudoukyoku/hello_work/kankatu/map-ka01.html

津公共職業安定所 059-228-9161
 8:30～18:00（水）
 8:30～17:15（月・火・木・金）

10:00～17:00（第1土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/mie-
roudoukyoku/hello_work/kankatu/map04.html

滋賀 大津公共職業安定所 077-522-3773
 8:30～18:00（水）
 8:30～17:15（月・火・木・金）

10:00～17:00（第3土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-
roudoukyoku/madoguchi_annai/list/7-5.html

京都西陣公共職業安定所 烏丸御池庁舎
（職業相談コーナー）

075-255-1161

 8:30～19:00（水）
※17:15以降は電話相談のみ
※保険・訓練・マザーズは17:15まで
 8:30～17:15（月・火・木・金）

－
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-
roudoukyoku/hw/kankathu_thiiki/fuzoku01.html

三重

京都

岐阜

静岡

愛知
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労働局 施設名称 電話番号 平日開庁時間 土曜開庁時間 所在地地図のリンク先 備考

サービス提供時間延長実施施設（令和４年１月４日現在）

・次のハローワークにおいては、平日及び土曜日に開庁時間を延長して職業相談を実施しております（土曜日が祝祭日の場合は原則として閉庁しますが、一部施設については開庁するところもありま
す。土曜日が祝祭日となる場合の開庁状況については各施設まで電話でお問い合せ下さい）。
・施設によりサービス提供時間や開庁日が異なりますので、開庁時間欄をご確認下さい。
・特定の支援対象者（若年者など）の専門窓口として職業相談を実施している施設もありますので、詳しくは各施設まで電話でお問い合わせ下さい。

※新型コロナウイルス感染症対策等に伴い、一部施設において開庁延長時間を縮小しております。

京都新卒応援ハローワーク 075-280-8614  9:00～19:00（月～金）  9:00～17:00（毎週土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-
roudoukyoku/hw/kankathu_thiiki/fuzoku_160401.html

京都ジョブパーク　ハローワークコーナー 075-682-8609  9:00～19:00（月～金）  9:00～17:00（毎週土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-
roudoukyoku/hw/kankathu_thiiki/fuzoku08.html

京都わかものハローワーク 075-278-8609  9:00～19:00（月～金）  9:00～17:00（毎週土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-
roudoukyoku/hw/kankathu_thiiki/wakamono.html

ハローワーク京都七条マザーズコーナー
(マザーズジョブカフェ)

075-662-8609  9:00～17:00（月～金）  9:00～17:00（毎週土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-
roudoukyoku/hw/kankathu_thiiki/fuzoku07.html

梅田公共職業安定所 06-6344-8609  8:30～19:00（月～金）
10:00～17:00
（毎週土曜日・日曜日、休祝日）

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-
hellowork/list/umeda/madoguchi_goannai/annai.html

阿倍野公共職業安定所(ルシアス庁舎) 06-6631-1675 10:00～18:30（月～金） 10:00～18:00（毎週土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-
hellowork/list/abeno/shokai-corner.html

布施公共職業安定所 06-6782-4221  8:30～17:15（月～金） 10:00～18:00（毎週土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-
hellowork/list/fuse/shisetu.html

堺公共職業安定所(職業紹介コーナー（堺東駅前庁舎）) 072-340-0944 10:00～18:30（月～金） 10:00～18:00（毎週土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-
hellowork/list/sakai/ekimae.html

枚方公共職業安定所 072-841-3363  8:30～17:15（月～金） 10:00～18:00（毎週土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-
hellowork/list/hirakata/_119655.html

大阪新卒応援ハローワーク 06-7709-9455 10:00～18:30（月～金） 10:00～18:00（毎週土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-
young/home/shisetsu.html

大阪わかものハローワーク 06-7709-9470 10:00～18:30（月～金） 10:00～18:00（毎週土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-
hellowork/kanren/owh/floormap.html

あべのわかものハローワーク 06-4396-7380 10:00～18:30（月～金） 10:00～18:00（毎週土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-
hellowork/kanren/wakamono.html

大阪外国人雇用サービスセンター 06-7709-9465 10:00～18:00（月～金） －
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-
foreigner/home/gaikokujin_center_goannai.html

大阪マザーズハローワーク 06-7653-1098 10:00～18:30（月～金） －
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-
mother/shisetsu_goannai/map.html

堺マザーズハローワーク 072-340-0964 10:00～18:30（月～金） －
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-
hellowork/kanren/smh.html

ハローワークプラザ難波 06-6214-9200 10:00～18:30（月～金） 10:00～18:00（毎週土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-
hellowork/kanren/namba/access.html

京都

大阪
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労働局 施設名称 電話番号 平日開庁時間 土曜開庁時間 所在地地図のリンク先 備考

サービス提供時間延長実施施設（令和４年１月４日現在）

・次のハローワークにおいては、平日及び土曜日に開庁時間を延長して職業相談を実施しております（土曜日が祝祭日の場合は原則として閉庁しますが、一部施設については開庁するところもありま
す。土曜日が祝祭日となる場合の開庁状況については各施設まで電話でお問い合せ下さい）。
・施設によりサービス提供時間や開庁日が異なりますので、開庁時間欄をご確認下さい。
・特定の支援対象者（若年者など）の専門窓口として職業相談を実施している施設もありますので、詳しくは各施設まで電話でお問い合わせ下さい。

※新型コロナウイルス感染症対策等に伴い、一部施設において開庁延長時間を縮小しております。

ハローワークプラザ泉北 072-291-0606  9:00～17:00（月～金） 9:00～17:00（毎週土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-
hellowork/list/sakai/senbokutirasi.html

ハローワークプラザ千里 06-6833-7811 10:00～18:00（月～金） 10:00～18:00（毎週土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-
hellowork/list/ikeda/sennri.html

八尾市地域職業相談室
（八尾市ワークサポートセンター）

072-929-3400 10:00～18:00（月～金） 10:00～18:00（毎週土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-
hellowork/list/fuse/shisetu/map-yao.html

高槻市地域職業相談室
（ワークサポートたかつき）

072-684-1112 10:00～18:00（月～金） 10:00～18:00（毎週土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-
hellowork/list/ibaraki/hp23.html

大東市地域職業相談室
（ワークサポート大東）

072-874-8733 10:00～18:00（月～金） －
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-
hellowork/list/kadoma/daito/map.html

しごと情報ひろば天下茶屋　阿倍野ハローワークコーナー 06-7655-5874 9:00～17:30(月～金） －
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-
hellowork/list/abeno/link/tenkatyaya.html

しごと情報ひろば平野　阿倍野ハローワークコーナー 06-7668-9180 9:00～17:30(月～金） －
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-
hellowork/list/abeno/link/tenkatyaya_00002.html

ハローワークin西淀川　しごと情報ひろば西淀川 06-7668-0150 9:00～17:30(月～金） －
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-
hellowork/list/umeda/kyusyoku/nishiyodogawa.html

OSAKAしごとフィールド　大阪東ハローワークコーナー 06-7669-9571 10:00～18:30(月～金） －
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-
hellowork/var/rev0/0141/1584/2017524141520.pdf

さかいJOBステーション　堺ハローワークコーナー 072-340-2603
10:00～19:00(火～金)
※日、月、祝、年末年始は休業日

10:00～19:00(毎週土曜日)
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-
hellowork/content/contents/000232345.pdf

神戸公共職業安定所 078-362-8609  8:30～17:15（月～金）
10:00～17:00（第3土曜日）
※電話による職業相談・職業紹介

https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-
roudoukyoku/roudoukyoku/info_hellowork/hellowork_ko
be.html

神戸新卒応援ハローワーク 078-361-1151 10:00～19:00（月～金） －
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-
roudoukyoku/library/hyogo-
roudoukyoku/hellowork/kobe_shinsotsu.pdf

ハローワークプラザ三宮 078-231-8609 10:00～18:30（月～金）
10:00～17:00（第4土曜日）
※電話による職業相談・職業紹介

https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-
roudoukyoku/newpage_00411.html

尼崎公共職業安定所 06-7664-8609

 8:30～18:00（月）
※17時15分以降は電話による職業相談・
職業紹介
 8:30～17:15（火～金）

10:00～17:00（第3土曜日）
※電話による職業相談・職業紹介

https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-
roudoukyoku/roudoukyoku/info_hellowork/hellowork_am
agasaki.html

西宮公共職業安定所 0798-75-6711

 8:30～18:00（火）
※17時15分以降は電話による職業相談・
職業紹介
 8:30～17:15（月・水・木・金）

10:00～17:00（第4土曜日）
※電話による職業相談・職業紹介

https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-
roudoukyoku/roudoukyoku/info_hellowork/hellowork_ni
shinomiya.html

姫路公共職業安定所 079-222-8609  8:30～17:15（月～金）
10:00～17:00（第3土曜日）
※電話による職業相談・職業紹介

https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-
roudoukyoku/roudoukyoku/info_hellowork/hellowork_hi
meji.html

ハローワークステーション姫路 079-285-1186 10:00～18:00（月～金） －
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-
roudoukyoku/var/rev0/0115/2432/20144115546.pdf

加古川公共職業安定所 079-421-8609

 8:30～18:00（火）
※17時15分以降は電話による職業相談・
職業紹介
 8:30～17:15（月・水・木・金）

10:00～17:00（第4土曜日）
※電話による職業相談・職業紹介

https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-
roudoukyoku/roudoukyoku/info_hellowork/hellowork_ka
kogawa.html

大阪

兵庫
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https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-hellowork/var/rev0/0141/1584/2017524141520.pdf
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労働局 施設名称 電話番号 平日開庁時間 土曜開庁時間 所在地地図のリンク先 備考

サービス提供時間延長実施施設（令和４年１月４日現在）

・次のハローワークにおいては、平日及び土曜日に開庁時間を延長して職業相談を実施しております（土曜日が祝祭日の場合は原則として閉庁しますが、一部施設については開庁するところもありま
す。土曜日が祝祭日となる場合の開庁状況については各施設まで電話でお問い合せ下さい）。
・施設によりサービス提供時間や開庁日が異なりますので、開庁時間欄をご確認下さい。
・特定の支援対象者（若年者など）の専門窓口として職業相談を実施している施設もありますので、詳しくは各施設まで電話でお問い合わせ下さい。

※新型コロナウイルス感染症対策等に伴い、一部施設において開庁延長時間を縮小しております。

明石公共職業安定所 078-912-2277  8:30～17:15（月～金）
10:00～17:00（第4土曜日）
※電話による職業相談・職業紹介

https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-
roudoukyoku/roudoukyoku/info_hellowork/hellowork_ak
ashi.html

三木市ふるさとハローワーク 0794-86-8609  9:00～17:00（火～金）  9:00～17:00（毎週土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-
roudoukyoku/var/rev0/0115/3072/201819143948.pdf

奈良公共職業安定所 0742-36-1601
 8:30～18:00（火）
 8:30～17:15（月・水・木・金）

10:00～17:00（第2土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/nara-
roudoukyoku/hw/03hellowork.html

奈良新卒応援ハローワーク 0742-36-1601
 8:30～18:00（火）
 8:30～17:15（月・水・木・金）

10:00～17:00（第2土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/nara-
roudoukyoku/riyousha_mokuteki_menu/kyushokuchu/02ky
usyoku.html

和歌山公共職業安定所 073-425-8609
 8:30～18:00（月・木）
 8:30～17:15（火・水・金）

10:00～17:00（第1・第3土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/wakayama-
roudoukyoku/hw/hw-wakayama_top_acs-op.html

わかやま新卒応援ハローワーク（ハローワークサロンほんまち） 073-421-1220  9:30～18:00（月・水・木・金）  9:30～18:00（毎週土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/wakayama-
roudoukyoku/hw/hw-wakayama_wakayama-shinsotuouen-
hw.html

鳥取公共職業安定所 0857-23-2021
 8:30～18:30（月・水）
 8:30～17:15（火・木・金）

10:00～17:00（毎週土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-
roudoukyoku/home.html

鳥取新卒応援ハローワーク 0857-23-2021  8:30～17:15（月～金） －
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-
roudoukyoku/home.html

島根 駅前しごとプラザ松江 0852-28-8700 10:00～18:30（月～金） 10:00～17:00（第2・第4土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/shimane-
roudoukyoku/hw/mothers.html

ハローワークプラザ岡山 086-222-2900
 9:00～19:00（月・水）
 9:00～17:15（火・木・金）

10:00～17:00（第1土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-okayama-
plaza/hello_work_okayama/access.html

おかやまマザーズハローワーク 086-222-2905  9:00～17:00（月～金） 10:00～17:00（第1土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-okayama-
plaza/hello_work_okayama/_117955.html

おかやま新卒応援ハローワーク 086-222-2904  9:00～18:00（月～金） －
https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-okayama-
plaza/hello_work_okayama/_115859/2017_09.html

倉敷中央公共職業安定所 086-424-3333
 8:30～19:00（木）
 8:30～17:15（月・火・水・金）

10:00～17:00（第3土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-
roudoukyoku/news_topics/_70188/antei.html

広島新卒応援ハローワーク 082-224-1120  9:30～18:00（月～金） －
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-
roudoukyoku/roudoukyoku/kanren_shisetsu/h-
shinsotsu.html

広島わかものハローワーク 082-236-8613 10:30～19:00（月～金） 10:00～17:00（第2土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-
roudoukyoku/roudoukyoku/kanren_shisetsu/hirowaka/sy
ukatumenu/specialmenuwa_00001.html

福山公共職業安定所 084-923-8609
 8:30～18:00（木）
 8:30～17:15（月・火・水・金）

10:00～17:00（第4土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-
roudoukyoku/hello_work/hello_main/hw_fukuyama.html

ハローワークプラザ下関 083-231-8189
10:00～19:00（火・木）
10:00～17:15（月・水・金）

10:00～17:00（第2・第4土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/yamaguchi-
roudoukyoku/hw/map/map02.html#02

山口新卒応援ハローワーク 083-973-8080  8:30～19:00（月～金）  8:30～17:00（毎週土曜日）
　https://jsite.mhlw.go.jp/yamaguchi-
roudoukyoku/hw/map/map01.html

徳島 駅のハローワーク 088-623-8010
10:00～18:30（火・木）
10:00～18:00（月・水・金）

10:00～17:00（第1・第3土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/tokushima-
roudoukyoku/hw/kankatsu_shozaichi/anteisyo01/anteis
yo01_01.html

しごとプラザ高松 087-823-8609  9:30～18:00（月～金）  9:30～18:00（第2・第4土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-
roudoukyoku/content/contents/000825300.pdf

高松新卒応援ハローワーク 087-823-8609  9:30～18:00（月～金）  9:30～18:00（第2・第4土曜日）

鳥取

岡山

広島

山口

香川

兵庫

奈良

和歌山
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労働局 施設名称 電話番号 平日開庁時間 土曜開庁時間 所在地地図のリンク先 備考

サービス提供時間延長実施施設（令和４年１月４日現在）

・次のハローワークにおいては、平日及び土曜日に開庁時間を延長して職業相談を実施しております（土曜日が祝祭日の場合は原則として閉庁しますが、一部施設については開庁するところもありま
す。土曜日が祝祭日となる場合の開庁状況については各施設まで電話でお問い合せ下さい）。
・施設によりサービス提供時間や開庁日が異なりますので、開庁時間欄をご確認下さい。
・特定の支援対象者（若年者など）の専門窓口として職業相談を実施している施設もありますので、詳しくは各施設まで電話でお問い合わせ下さい。

※新型コロナウイルス感染症対策等に伴い、一部施設において開庁延長時間を縮小しております。

ハローワークプラザ松山 089-913-7401
 8:30～19:00（月・金）
 8:30～17:15（火・水・木）

10:00～17:00（第2・第4土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/ehime-
roudoukyoku/library/ehime-
roudoukyoku/shisetsu/matuyama/map_matsuyama.pdf

愛媛わかものハローワーク 089-913-7404
 8:30～19:00（月・金）
 8:30～17:15（火・水・木）

10:00～17:00（第2・第4土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/ehime-
roudoukyoku/library/ehime-
roudoukyoku/shisetsu/matuyama/map_matsuyama.pdf

愛媛新卒応援ハローワーク 089-913-7416
 8:30～19:00（月・金）
 8:30～17:15（火・水・木）

10:00～17:00（第2・第4土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/ehime-
roudoukyoku/library/ehime-
roudoukyoku/shisetsu/matuyama/map_matsuyama.pdf

ハローワークジョブセンターほんまち 088-884-8105
10:00～19:00（月・木）
 9:00～17:15（火・水・金）

10:00～17:00（第2・第4土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/kochi-
roudoukyoku/hello_work/kokyo/syozaiti02.html

ハローワーク高知若者相談コーナー 088-802-2076 10:00～18:00（月～金） －
https://jsite.mhlw.go.jp/kochi-
roudoukyoku/hello_work/kokyo/syozaiti03.html

ハローワークプラザ福岡 092-716-8609 11:00～19:00（月～金） 10:00～17:00（第2・第4土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-
roudoukyoku/hw/fuzoku_kikan/kikan03/etcmap01.html

マザーズハローワーク天神 092-725-8609 10:00～18:00（月～金） －
https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-
roudoukyoku/hw/kankatsu_shozaichi/kikan02/antmap03.
html

福岡わかものハローワーク 092-726-5700 10:00～18:00（月～金） －
https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-
roudoukyoku/hw/fuzoku_kikan/kikan03/_120191.html

福岡新卒応援ハローワーク
（福岡学生職業センター）

092-714-1556 10:00～18:00（月～金） －
https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-
young/shisetsu_goannnai/access_madoguchi_goriyoujik
an.html

北九州新卒応援ハローワーク小倉 093-512-0304 10:00～18:00（月～金） －
https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-
roudoukyoku/library/fukuoka-
roudoukyoku/34jakunen/kokurashinsotsu.pdf

福岡県中高年就職支援センター 092-433-9211  9:30～18:00（月～金） － http://www.tsc-f.net/contents/about.html#page2

久留米公共職業安定所 0942-35-8609
 8:30～18:00（水）
 8:30～17:15（月・火・木・金）

10:00～17:00（第4土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-
roudoukyoku/hw/kankatsu_shozaichi/kikan02/antmap17.
html

ハローワーク久留米マザーズコーナー 0942-31-9177 10:00～18:00（月～金） －
https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-
roudoukyoku/hw/kankatsu_shozaichi/kikan02/_103749.h
tml

小倉公共職業安定所 093-941-8609  8:30～17:15（月～金） 10:00～17:00（第4土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-
roudoukyoku/hw/kankatsu_shozaichi/kikan02/antmap08.
html

マザーズハローワーク北九州 093-522-8609 10:00～18:00（月～金） －
https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-
roudoukyoku/hw/kankatsu_shozaichi/kikan02/antmap09.
html

佐賀公共職業安定所 0952-24-4361
 8:30～18:00（月・水・金）
 8:30～17:15（火・木）

10:00～17:00（毎週土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/saga-
roudoukyoku/hw/syozaiti02.html

ヤングハローワークSAGA 0952-24-2616  9:30～18:00（月～金） －
https://jsite.mhlw.go.jp/saga-
roudoukyoku/hw/syozaiti02.html

ハローワークプラザ長崎 095-823-1001 10:00～18:30（月～金） 10:00～17:00（第2・第4土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-
roudoukyoku/hw/hello/hello_plaza_nagasaki.html

ヤングハローワーク長崎
・長崎新卒応援ハローワーク
・長崎わかもの支援コーナー
・留学生コーナー

095-819-9000
10:00～18:30（月～金）
※長崎西洋館の休館日を除く

－
https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-
roudoukyoku/hw/hello/young_hello.html

ハローワーク長崎　西洋館センター
・就職氷河期世代支援コーナー

095-808-0251
10:00～18:00（月～金）
※長崎西洋館の休館日を除く

－
https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-
roudoukyoku/hw/hello/hello-center.html

高知

福岡

佐賀

長崎

愛媛
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労働局 施設名称 電話番号 平日開庁時間 土曜開庁時間 所在地地図のリンク先 備考

サービス提供時間延長実施施設（令和４年１月４日現在）

・次のハローワークにおいては、平日及び土曜日に開庁時間を延長して職業相談を実施しております（土曜日が祝祭日の場合は原則として閉庁しますが、一部施設については開庁するところもありま
す。土曜日が祝祭日となる場合の開庁状況については各施設まで電話でお問い合せ下さい）。
・施設によりサービス提供時間や開庁日が異なりますので、開庁時間欄をご確認下さい。
・特定の支援対象者（若年者など）の専門窓口として職業相談を実施している施設もありますので、詳しくは各施設まで電話でお問い合わせ下さい。

※新型コロナウイルス感染症対策等に伴い、一部施設において開庁延長時間を縮小しております。

ハローワークプラザ佐世保 0956-24-0810 10:00～18:30（月～金） 10:00～17:00（第1・第3・第5土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-
roudoukyoku/hw/hello/hello_sasebo_plaza.html

佐世保マザーズコーナー 0956-24-0810 10:00～18:00（月～金） －
https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-
roudoukyoku/hw/hello/mother-sasebo.html

熊本 くまジョブ 096-211-1233 10:00～19:00（月～金） 10:00～17:00（毎週土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/kumamoto-
roudoukyoku/library/kumamoto-
roudoukyoku/antei/HWoshirase/shigotosaport.pdf

大分 大分公共職業安定所　OASISひろば21職業相談窓口 097-538-8622  9:30～18:30（月～金） 10:00～17:00（第1・第3土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/oita-
roudoukyoku/hw/22/200866.html

ハローワークプラザ宮崎 0985-62-4141  9:30～18:00（月～金） 10:00～17:00（毎週土曜日）
https://ｊsite.mhlw.go.jp/miyazaki-
roudoukyoku/hw/kankatsu_shozaichi/kokyo_10.html

宮崎新卒応援ハローワーク 0985-62-4123  9:30～18:00（月～金） －
https://ｊsite.mhlw.go.jp/miyazaki-
roudoukyoku/hw/kankatsu_shozaichi/kokyo_10.html

ワークプラザ天文館 099-223-8010  9:30～18:00（月～金） 10:00～17:00（第2・第4土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-
roudoukyoku/roudoukyoku/hw/h_map/h_map23.html

鹿児島新卒応援ハローワーク（ヤングハローワーク） 099-224-3433  9:30～18:00（月～金） －
https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-
roudoukyoku/roudoukyoku/hw/h_map/h_map23.html

ワークサポートみなみ 099-257-5670 10:00～18:00（月～金） －
https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-
roudoukyoku/roudoukyoku/hw/h_map/h_map26.html

霧島わかものハローワーク 0995-64-2251 10:00～18:30（月～金） 10:00～17:00（毎週土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-
roudoukyoku/roudoukyoku/hw/h_map/h_map28.html

沖縄 ハローワークプラザ那覇 098-867-8010 10:30～19:00（月～金） 10:00～17:00（第2・第4土曜日）
https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-
roudoukyoku/hw/kankatsu_shozaichi/naha_hwp.html

長崎

宮崎

鹿児島
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