別紙

年末緊急職業相談窓口一覧
労働局

窓口開設ハローワーク（※）

所在地

電話番号

ハローワーク札幌（ハローワークプラザ札幌）

札幌市中央区北四条西５丁目 三井生命札幌共同ビル５階 ０１１－２４２－８６８９

ハローワーク函館

函館市新川町２６－６ 函館地方合同庁舎分庁舎 ０１３８－２６－０７３５

ハローワーク旭川

旭川市春光町１０－５８

０１６６－５１－０１７６

青森

ハローワーク青森

青森市中央２－１０－１０

０１７－７７６－１５６４

岩手

ハローワーク盛岡（ハローワークプラザ盛岡）

盛岡市菜園１－１２－１８ 盛岡菜園センタービル２階 ０１９－６２３－４８００

宮城

ハローワーク仙台（ハローワークプラザ青葉）

仙台市青葉区中央２－１１－１ オルタス仙台ビル４階 ０２２－２６６－８６０９

秋田

ハローワーク秋田

秋田市茨島１‐１２‐１６

山形

ハローワーク山形（ハローワークプラザやまがた） 山形市双葉町１－２－３ 山形テルサ１階 ０２３－６４６－７３６０

北海道

福島

０１８－８６４－４１１１

ハローワーク福島

福島市狐塚１７－４０

０２４－５３４－４１２１

ハローワーク郡山

郡山市方八町２－１－２６

０２４－９４２－７７０６

ハローワーク平

いわき市平字堂根町４－１１ いわき地方合同庁舎１階 ０２４６－２３－１４２７

茨城

ハローワーク水戸

水戸市水府町１５７３－１

栃木

ハローワーク宇都宮（ハローワークプラザ宇都宮）

宇都宮市駅前通り１－３－１ フミックスステムビル２階 ０２８－６２３－８６０９

群馬

ハローワーク前橋

前橋市天川大島町１３０－１

ハローワーク大宮（ハローワークプラザ大宮）

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 ０４８－６５８－１１４５

ハローワーク川越

川越市豊田本２７７－３ 川越合同庁舎

０４９－２４２－０１９７

ハローワーク千葉（ハローワークプラザちば） 千葉市中央区新町３－１３ 千葉TNビル１階

０４３－２３８－８３００

埼玉

千葉

東京

０２９－２３１－６２２３

０２７－２９０－２１１１

ハローワーク船橋

船橋市本町２－１－１ 船橋スクエア２１ビル ０４７－４２０－８６０９

ハローワーク松戸（ハローワークプラザ柏）

柏市柏２－５－７ 住友生命柏ビル３階

ハローワーク池袋

豊島区東池袋３－１－１ サンシャイン６０ ３階 ０３－５９１１－８６０９

ハローワーク大森

大田区大森北４‐１６‐７

ハローワーク足立

足立区千住１－４－１ 東京芸術センター６階 ０３－３８７０－８９０５

０４－７１６６－８６１３

０３－５４９３－８６０９

ハローワーク新宿（キャリアアップハローワーク） 新宿区西新宿１－７－１ 松岡セントラルビル９階

０３－５９０９－８６０９

ハローワーク八王子

０４２－６４８－８６３４

八王子市子安町１－１３－１

ハローワーク横浜（ハローワークプラザよこはま） 横浜市西区北幸１－１１－１５ 横浜STビル１階 ０４５－４１０－１０１０

神奈川

ハローワーク川崎

川崎市川崎区南町１７－２

０４４－２４４－８６０９

ハローワーク横須賀

横須賀市平成町２－１４－１９

０４６－８２４－８６０９

ハローワーク相模原

相模原市富士見６－１０－１０ 相模原地方合同庁舎 ０４２－７７６－８６０９

新潟

ハローワーク新潟（ハローワークプラザ新潟） 新潟市中央区弁天２－２－１８ 新潟ＫＳビル

０２５－２４０－４５１０

富山

ハローワーク富山

富山市奥田新町４５

０７６－４３１－８６０９

石川

ハローワーク金沢

金沢市鳴和１－１８－４２

０７６－２５３－３０３２

福井

ハローワーク福井（ハローワークプラザ福井） 福井市大手３－４－１ 福井放送会館３階

０７７６－２３－２５００

山梨

ハローワーク甲府

甲府市住吉１－１７－５

０５５－２３２－６０６０

長野

ハローワーク長野

長野市中御所３－２－３

０２６－２２８－１３００

岐阜

ハローワーク岐阜

岐阜市五坪１－９－１ 岐阜労働総合庁舎内 ０５８－２４７－２７１１

ハローワーク浜松

浜松市中区浅田町５０－２

０５３－４５７－５１５６

ハローワーク静岡（ハローワークプラザ静岡）

静岡市葵区追手町５－４ アーバンネット静岡追手町ビル１階

０５４－２５０－８６１０

ハローワーク名古屋中（キャリアアップハローワークあいち）

名古屋市中区栄４－１－１ 中日ビル１１階 ０５２－２５２－８６１９

ハローワーク豊橋

豊橋市大国町１１１ 豊橋地方合同庁舎内

ハローワーク岡崎

岡崎市羽根町字北乾地５０－１ 岡崎合同庁舎内 ０５６４－５２－８６２４

ハローワーク豊田

豊田市常盤町３－２５－７

０５６５－３１－１４０１

ハローワーク津

津市島崎町３２７－１

０５９－２２８－９１６１

静岡

愛知

三重

０５３２－５２－７１９１

滋賀

ハローワーク大津

大津市中央４－６－５２

０７７－５２２－３７７３

京都

ハローワーク京都西陣（ハローワークプラザ烏丸御池）

京都市中京区烏丸御池上ル北西角 明治安田生命京都ビル１階

０７５－２５５－１１６１

ハローワーク梅田

大阪市北区梅田１－２－２ 大阪駅前第2ビル16階 ０６－６３４４－８６０９

ハローワーク大阪西（ハローワークプラザ難波）

大阪市中央区難波２－２－３ 御堂筋グランドビル４階 ０６－６２１４－９２００

ハローワーク堺

堺市堺区三国ヶ丘御幸通１５２ 堺ジョルノビル８階 ０７２－２３８－８３０１

ハローワーク布施

東大阪市長栄寺７－６

０６－６７８２－４２２１

ハローワーク茨木

茨木市東中条町１－１２

０７２－６２３－２５５１

ハローワーク神戸

神戸市中央区相生町１－３－１

０７８－３６２－４５７５

ハローワーク姫路

姫路市北条字中道２５０

０７９－２２２－４４３１

ハローワーク西宮

西宮市青木町２－１１

０７９８－７５－６７１４

ハローワーク尼崎

尼崎市名神町３－１２－２

０６－６４２８－００６１

ハローワーク奈良

奈良市法蓮町３８７ 奈良第３地方合同庁舎 ０７４２－３６－１６０１

ハローワーク和歌山

和歌山市美園町５－４－７

０７３－４２４－９７７１

鳥取

ハローワーク鳥取

鳥取市富安２－８９

０８５７－２３－２０２１

島根

ハローワーク松江

松江市向島町１３４－１０ 松江地方合同庁舎２階

０８５２－２２－８６０９

大阪

兵庫

奈良
和歌山

岡山
広島
山口

ハローワーク岡山（ハローワークプラザ岡山） 岡山市北区本町６－３６ 第１セントラルビル７階

０８６－２２２－２９００

ハローワーク倉敷中央（おかやまキャリアアップハローワーク） 倉敷市笹沖１２７４－１ ゆめタウン倉敷 駐車場内別館 ０８６－４３０－０７０５

ハローワーク広島

広島市中区上八丁堀８－２ 広島清水ビル ０８２－２２３－８６０９

ハローワーク福山

福山市東桜町３－１２

０８４－９２３－８６０９

ハローワーク山口

山口市神田町１－７５

０８３－９２２－００４３

ハローワーク下関

下関市貴船町３－４－１

０８３－２２２－４０３１

徳島

ハローワーク徳島（徳島駅内庁舎（駅のハローワーク）） 徳島市寺島本町西１－６１ 徳島駅クレメントプラザビル５階 ０８８－６２３－８０１０

香川

ハローワーク高松（ハローワークプラザ高松） 高松市常磐町１－９－１ しごとプラザ高松内

０８７－８３４－８６０９

愛媛

ハローワーク松山（ハローワークプラザ松山） 松山市湊町３－４－６ GET４階

０８９－９１３－７４０１

高知

ハローワーク高知（ハローワークジョブセンターはりまや） 高知市はりまや町１－５－１ デンテツターミナルビル４階 ０８８－８８４－８１０５

ハローワーク福岡中央（ハローワークプラザ福岡） 福岡市中央区天神１－４－２ エルガーラ１２階 ０９２－７１６－８６０９

福岡

ハローワーク小倉

北九州市小倉北区萩崎町１－１１

０９３－９４１－８６０９

ハローワーク久留米

久留米市諏訪野町２４０１

０９４２－３５－８６０９

佐賀

ハローワーク佐賀（ハローワークプラザ佐賀） 佐賀市白山２－７－１ エスプラッツ２階

０９５２－４１－４７００

長崎

ハローワーク長崎（ハローワークプラザ長崎） 長崎市築町３－１８ メルカつきまち３階

０９５－８２３－１００１

熊本

ハローワーク熊本

０９６－３７１－８２６１

大分

ハローワーク大分（ハローワークプラザおおいた） 大分市高砂町２－５０ OASISひろば２１ 地下１階 ０９７－５３８－８６２２

宮崎

ハローワーク宮崎（ハローワークプラザ宮崎） 宮崎市大塚台西１丁目１－３９

０９８５－６２－４１４１

ハローワーク鹿児島（ワークプラザ天文館）

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）６階

０９９－２２３－８０１０

ハローワーク那覇（ハローワークプラザ那覇）

那覇市おもろまち３－３－１ コープあっぷるタウン３階 ０９８－８６７－８０１０

鹿児島
沖縄

熊本市大江６－１－３８

※（ ）書きがある場合、（ ）内の施設で年末緊急職業相談を実施します。

