
(別紙3)

（平成22年4月1日現在）

マザーズハローワーク札幌 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
　　　　　　 011-233-0301

ハローワーク函館マザーズコーナー 函館市新川町26-6 函館地方合同庁舎分庁舎 0138-26-0735

ハローワーク旭川マザーズコーナー 旭川市春光町10‐58 0166-51-0176

ハローワーク帯広マザーズコーナー 帯広市西五条南5‐2 0155-23-8296

ハローワーク釧路マザーズコーナー 釧路市富士見3‐2‐3 0154-41-1201

ハローワーク苫小牧マザーズコーナー 苫小牧市表町6-2-1苫小牧駅前プラザegao6階 0144-35-8689

ハローワーク小樽マザーズコーナー 小樽市色内1-10-15 0134-32-8689

ハローワーク千歳マザーズコーナー 千歳市東雲町4-2-6 0123-24-2177

ハローワーク北見マザーズコーナー 北見市青葉町6-8　北見地方合同庁舎 0157-23-6251

ハローワーク室蘭マザーズコーナー 室蘭市中島町2-24-1　栗林中島ビル1階 0143-47-8103

ハローワーク青森マザーズサロン 青森市中央2-10-10 017-732-6600

ハローワーク八戸マザーズコーナー 八戸市沼館4‐7‐120 0178-22-8609

ハローワーク弘前マザーズコーナー 弘前市大字南富田町5-1 0172-38-8609

ハローワーク盛岡マザーズサロン 盛岡市菜園1-12-18　盛岡菜園センタービル2階　　　 019-907-0203

ハローワーク水沢マザーズコーナー 奥州市水沢区東中通り1‐5‐35 0197-24-8609

ハローワーク宮古マザーズコーナー 宮古市小山田1-1-1　宮古合同庁舎 0193-63-8609

マザーズハローワーク青葉 仙台市青葉区中央2-11-1　オルタス仙台ビル4階 022-266-8604

ハローワーク石巻マザーズコーナー 石巻市泉町4‐1‐18 石巻合同庁舎 0225-95-0158～9

ハローワーク古川マザーズコーナー 大崎市古川中里6-7-10　古川合同庁舎 0229-22-2305～6

ハローワーク秋田マザーズサロン 秋田市中通2-3-8　アトリオンビル3階 018-836-9001

ハローワーク横手マザーズコーナー 横手市条里三丁目２番７号　よねやハッピータウン（よこてパートバンク内） 0182-33-8103

ハローワーク山形マザーズサロン 山形市双葉町1-2-3　山形テルサ1階 023-646-7360

ハローワーク鶴岡マザーズコーナー 鶴岡市道形町1-13 0235-25-2501

ハローワーク郡山マザーズサロン 郡山市駅前2-11-1　ビッグアイ・モルティ4階 024-927-4626

ハローワーク福島マザーズコーナー 福島市狐塚17‐40 024-534-4123

ハローワーク平マザーズコーナー いわき市平字堂根町4‐11いわき地方合同庁舎 0246-23-1421

ハローワーク会津若松マザーズコーナー 会津若松市西栄町2-23 0242-26-3333

ハローワーク水戸マザーズサロン 水戸市水府町1573-1 029-231-2050

ハローワーク日立マザーズコーナー 日立市若葉町2-6-2 0294-21-6441

ハローワーク古河マザーズコーナー 古河市東3-7-23 0280-32-0461

ハローワーク宇都宮マザーズサロン 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

ハローワーク足利マザーズコーナー 足利市丸山町688-14 0284-41-3178

ハローワーク大田原マザーズコーナー 大田原市紫塚1-14-2 0287-22-2268

ハローワーク前橋マザーズサロン 前橋市天川大島町130ｰ1 027-290-2111

ハローワーク太田マザーズコーナー 太田市飯田町893 0276-46-8609

ハローワーク大宮マザーズサロン 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（ハローワークプラザ大宮内） 048-658-1145

ハローワーク川口マザーズコーナー 川口市青木3‐2‐7 048-251-2901

ハローワーク熊谷マザーズコーナー 熊谷市筑波2-48-1大栄日生熊谷ビル1階（熊谷パートバンク内） 048-524-3531

ハローワーク所沢マザーズコーナー 所沢市並木2-4-1航空公園駅ビル2階（所沢パートバンク内） 04-2993-5334

ハローワーク川越マザーズコーナー 川越市豊田本277-3　川越合同庁舎 049-242-0197

ハローワーク越谷マザーズコーナー 越谷市東越谷1-5-6 048-969-8609

マザーズハローワークちば 千葉市中央区新町3-13　千葉ＴＮビル1階 043-238-8100

ハローワーク松戸マザーズコーナー 松戸市松戸1307‐1 松戸ビルヂング3階 047-367-8609

ハローワーク千葉南マザーズコーナー 市原市五井8187-1　市原市勤労会館1階 0436-26-8186

ハローワーク木更津マザーズコーナー 木更津市富士見１－２－１　アクア木更津ビル5階 0438-25-8609

電話番号労働局 住所名称
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群馬

茨城
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電話番号労働局 住所名称

マザーズハローワーク東京 渋谷区渋谷1-13-7　千秋ビル３階 03-3409-8609

ハローワーク池袋マザーズコーナー 豊島区東池袋3‐1‐1サンシャイン60 3階 03-5911-8609

ハローワーク足立マザーズコーナー 足立区千住1-4-1東京芸術センター6階 03-3870-8609

ハローワーク木場マザーズコーナー 江戸川区船堀3-7-17　第5トヨダビル6階　（船堀ワークプラザ内） 03-5659-8609

ハローワーク八王子マザーズコーナー 八王子市子安町1‐13‐1 042-648-8609

ハローワーク立川マザーズコーナー 立川市曙町2-7-16鈴春ビル5階　（立川ワークプラザ内） 042-523-1509

ハローワーク府中マザーズコーナー 調布市国領町2-5-15　コクティー2階　（調布国領しごと情報広場内） 042-480-8103

ハローワーク大森マザーズコーナー 大田区大森北4-16-7 03-5493-8609

ハローワーク町田マザーズコーナー 町田市森野2-28-14　町田合同庁舎1階 042-732-8609

マザーズハローワーク横浜 横浜市西区北幸1-11-15　横浜ＳＴビル16階 045-410-0338

ハローワーク川崎マザーズコーナー 川崎市川崎区南町17-2 044-244-8609

ハローワーク藤沢マザーズコーナー 藤沢市朝日町5‐12藤沢労働総合庁舎 0466-23-8609

ハローワーク厚木マザーズコーナー 厚木市寿町3‐7‐10 046-296-8609

ハローワーク港北マザーズコーナー 横浜市港北区新横浜3-24-6　横浜港北地方合同庁舎 045-474-1221

ハローワーク新潟マザーズサロン 新潟市中央区弁天2-2-18　新潟KSビル1階 025-240-4510

ハローワーク長岡マザーズコーナー 長岡市大手通2-2-6ながおか市民センター3階 0258-34-8010

ハローワーク上越マザーズコーナー 上越市春日野1‐5‐22 上越地方合同庁舎内 025-523-6121

ハローワーク富山マザーズサロン 富山市湊入船町6-7　富山県民共生センター2階 076-461-8617

ハローワーク高岡マザーズコーナー 高岡市御旅町1222－2　エルパセオ1階(高岡パートバンク内) 0766-26-1147

石川 ハローワーク金沢マザーズサロン 金沢市広坂2-1-1 石川県広坂庁舎１階 076-261-0026

福井 ハローワーク福井マザーズサロン 福井市大手3-4-1　福井放送会館3階 0776-22-2800

山梨 ハローワーク甲府マザーズサロン 甲府市住吉一丁目17-5 055-232-6060

ハローワーク長野マザーズサロン 長野市新田町1485-1長野市もんぜんぷら座4階 026-228-0333

ハローワーク松本マザーズコーナー 松本市庄内3‐6‐21 0263-27-0111

ハローワーク上田マザーズコーナー 上田市天神2-4-70 0268-23-8609

ハローワーク岐阜マザーズサロン 岐阜市五坪1-9-1　岐阜労働総合庁舎１階 058-249-2755

ハローワーク大垣マザーズコーナー 大垣市藤江町1-1-8 0584-73-8609

ハローワーク浜松マザーズサロン 浜松市中区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館5階 053-454-1910

ハローワーク静岡マザーズコーナー 静岡市駿河区西島235‐1 054-238-8602

ハローワーク沼津マザーズコーナー 沼津市市場町9‐1 沼津合同庁舎1階 055-931-0145

ハローワーク三島マザーズコーナー 三島市文教町1‐3‐112 三島労働総合庁舎1階 055-980-1301

ハローワーク磐田　袋井マザーズコーナー 袋井市上山梨4-1-2ショッピングセンターパティオ1階 0538-49-4400

ハローワーク富士マザーズコーナー 富士市本町２－２高橋ビル１階 0545-60-5100

あいちマザーズハローワーク 名古屋市中村区名駅南2-14-19　住友生命名古屋ビル23階 052-581-0821

ハローワーク春日井マザーズコーナー 春日井市大手町2‐135 0568-81-5135

ハローワーク豊橋マザーズコーナー 豊橋市大国町111　豊橋地方合同庁舎内 0532-52-7191

ハローワーク名古屋東マザーズコーナー 名古屋市名東区平和が丘1-2 052-774-1115

ハローワーク四日市マザーズサロン 四日市市浜田町4-20　JA三重四日市ビル6階 059-359-1710

ハローワーク津マザーズコーナー 津市島崎町327‐1 059-228-9161

ハローワーク伊勢マザーズコーナー 伊勢市岡本1-1-17 0596-27-8609

ハローワーク大津マザーズサロン 大津市中央4-6-52 077-522-3773

ハローワーク彦根マザーズコーナー 彦根市西今町58‐3 彦根地方合同庁舎１階 0749-22-2500

ハローワーク東近江マザーズコーナー 東近江市八日市緑町11-19 0748-22-1020

マザーズハローワーク烏丸御池 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 075-222-8609

ハローワーク宇治マザーズコーナー 宇治市宇治池森16‐4 0774-20-8619

大阪マザーズハローワーク 大阪市中央区難波4-4-4　難波御堂筋センタービル７階 06-6632-5503

ハローワーク堺マザーズコーナー 堺市堺区三国ヶ丘御幸通152 堺ジョルノビル8階 072-238-8301

ハローワーク枚方マザーズコーナー 枚方市新町1-12-1太陽生命枚方ビル3階（ハローワークプラザ枚方内） 072-861-3150

ハローワーク池田マザーズコーナー 豊中市新千里東町1-4-1 阪急千里中央ビル10階（千里パートバンク内） 06-6833-7811

ハローワーク茨木マザーズコーナー 茨木市東中条町1-12 072-623-2551

岐阜

神奈川

長野

愛知

静岡

三重

滋賀

京都

富山

大阪

新潟

東京



電話番号労働局 住所名称

マザーズハローワーク三宮 神戸市中央区小野柄通7-1-1　日本生命三宮駅前ビル1階 078-231-8603

ハローワーク尼崎マザーズコーナー 尼崎市南塚口町2-1-3-501塚口さんさんタウン3番館5階 06-6421-0810

ハローワーク姫路マザーズコーナー 姫路市駅前町265番地姫路KTビル3階 079-285-1186

ハローワーク西宮マザーズコーナー 西宮市青木町2-11 0798-75-6711

ハローワーク加古川マザーズコーナー 加古川市野口町良野1742 079-421-8609

ハローワーク奈良マザーズサロン 奈良市法蓮町387　奈良第三地方合同庁舎１階 0742-36-8614

ハローワーク大和高田マザーズコーナー 大和高田市池田574‐6 0745-52-5801

ハローワーク和歌山マザーズサロン 和歌山市美園町5-4-7 073-424-9771

ハローワーク橋本マザーズコーナー 橋本市東家5-2-2　橋本地方合同庁舎1階 0736-33-8609

ハローワーク鳥取マザーズサロン 鳥取市富安2-89 0857-23-2021

ハローワーク米子マザーズコーナー 米子市明治町250児玉ビル1階 0859-35-4311

ハローワーク倉吉マザーズコーナー 倉吉市駄経寺町2-15 0858-23-8609

島根 ハローワーク松江マザーズサロン 松江市朝日町478-18　松江テルサ3階 0852-20-2949

ハローワーク岡山マザーズサロン 岡山市北区本町6-36　第一セントラルビル7階 086-222-2905

ハローワーク津山マザーズコーナー 津山市山下9-6 0868-22-8341

マザーズハローワーク広島 広島市中区上八丁堀8-2　広島清水ビル4階 082-221-8609

ハローワーク呉マザーズコーナー 呉市西中央1‐5‐2 0823-25-8609

ハローワーク福山マザーズコーナー 福山市東桜町1-21エストパルク1階 084-921-8189

ハローワーク廿日市マザーズコーナー 廿日市市串戸4-9-32 0829-32-8609

ハローワーク下関マザーズサロン 下関市貴船町3-4-1 083-222-4031

ハローワーク山口マザーズコーナー 山口市神田町1‐75 083-922-0043

ハローワーク宇部マザーズコーナー 宇部市北琴芝2‐4‐30 0836-31-0164

ハローワーク徳山マザーズコーナー 周南市大字徳山7510-8 0834-31-1950

徳島 ハローワーク徳島マザーズサロン 徳島市寺島本町西1-61　徳島駅クレメントプラザ5階 088-611-1211

ハローワーク丸亀マザーズサロン 丸亀市中府町1-6-36 0877-21-8609

ハローワーク高松マザーズコーナー 高松市常磐町1-9-1しごとプラザ高松内 087-834-8609

ハローワーク松山マザーズサロン 松山市湊町3-4-6　松山銀天街ショッピングビルGET！　4階　 089-913-7410

ハローワーク今治マザーズコーナー 今治市南宝来町2‐1‐6 0898-32-5020

ハローワーク新居浜マザーズコーナー 新居浜市一宮町1-14-16 0897-34-7100

高知 ハローワーク高知マザーズサロン 高知市大津乙2536ｰ6 088-878-5326

マザーズハローワーク天神 福岡市中央区天神1-4-2　エルガーラ12階 092-725-8609

マザーズハローワーク北九州 北九州市小倉北区浅野3-8-1　AIMビル8階 093-522-8609

ハローワーク飯塚マザーズコーナー 飯塚市芳雄町12‐1 0948-24-8609

ハローワーク久留米マザーズコーナー 久留米市天神町8リベール5階(くるめパートバンク内) 0942-31-9177

ハローワーク福岡南マザーズコーナー 春日市春日公園3-2 092-513-8609

ハローワーク福岡東マザーズコーナー 福岡市東区千早6-1-1 092-672-8609

ハローワーク八幡マザーズコーナー 北九州市八幡西区岸の浦1-5-10 093-622-5566

ハローワーク直方マザーズコーナー 直方市大字頓野3334-5 0949-22-8609

ハローワーク佐賀マザーズサロン 佐賀市白山2-7-1  エスプラッツ2階 0952-41-4700

ハローワーク鳥栖マザーズコーナー 鳥栖市東町1丁目1073 0942-82-3108

ハローワーク長崎マザーズサロン 長崎市築町3-18　メルカつきまち3階 095-829-5254

ハローワーク佐世保マザーズコーナー 佐世保市松浦町2-28号　ＪＡながさき西海会館３階 0956-24-0810

ハローワーク諫早マザーズコーナー 諫早市幸町4-8 0957-21-8609

ハローワーク熊本マザーズサロン 熊本市水道町8-6　朝日生命熊本ビル1階 096-322-8010

ハローワーク菊池マザーズコーナー 菊池市隈府字南田771‐1 0968-24-8609

ハローワーク大分マザーズサロン 大分市高砂町2-50　OASISひろば21地下1階 097-533-6969

ハローワーク中津マザーズコーナー 中津市大字中殿550-21 0979-24-8609

ハローワーク宮崎マザーズサロン 宮崎市柳丸町131 0985-23-2245

ハローワーク都城マザーズコーナー 都城市上町2街区11号　都城合同庁舎1階 0986-22-1745

ハローワーク鹿児島マザーズサロン 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 099-223-2821

ハローワーク鹿屋マザーズコーナー 鹿屋市北田町3-3-11鹿屋市産業支援センター1階 0994-42-4135

ハローワーク那覇マザーズサロン 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

ハローワークプラザ沖縄マザーズコーナー 沖縄市中央2-28-1コリンザ3階 098-939-8010

鳥取

和歌山

沖縄

山口

香川

愛媛

福岡

鹿児島

佐賀

大分

宮崎

広島

長崎

熊本

岡山

奈良

兵庫


