
 

各行政機関等の雇用関係制度（常設のもの） 

 

１ 厚生労働省神奈川労働局 

（１）ハローワーク 

ア 概要 仕事を探す方への求人情報の提供や仕事に関する相談、求職活動に必要な

応募書類や面接のアドバイス、就職を支援するセミナーの開催、希望の仕

事に就くために必要なスキルを学べる職業訓練（ハロートレーニング）の

相談、雇用保険（失業給付）の給付手続きなどを、無料で実施する国（厚

生労働省）の機関です。 

事業主の方には、求人に関する相談・受付、従業員の雇用保険の手続き、

障害者や外国人の雇用、各種助成金制度等の相談を実施しています。 

イ 場所、問い合わせ先 

神奈川県内に 14 ヵ所（別紙３又は神奈川労働局 HPを参照してください。） 

  ウ HP https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-hellowork/ 

     

 

 

（２）神奈川助成金センター 

ア 概要 労働者の雇用維持や就職活動支援、スキルアップなどのための助成制度の

相談窓口です。 

・ 雇用調整助成金（休業や教育訓練、出向を通じて雇用の維持を支援する

ための助成金です。） 

・ 労働移動支援助成金（再就職と早期雇入れを支援するための助成金です。）  

・ 人材開発支援助成金（OJT と off-JT を支援するための助成金です。）等 

イ 場所 横浜市中区尾上町５-77-２馬車道ウエストビル５F 

ウ 時間 月曜日～金曜日 ８:30～17:15 

エ 問い合わせ先 045-277-8815 

オ HP https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/madoguchi_annai/joseikin-center.html 
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（３）労働基準監督署 

ア 概要 労働者や事業主の皆様から、賃金、労働時間、解雇、退職金、その他の待

遇等の労働条件関係、仕事中・通勤途中のけが等の労災保険関係、労働災

害防止、職業性疾病防止等の安全衛生関係の相談を実施しています。 

イ 場所、問い合わせ先 

神奈川県内に 12 ヵ所（別紙３又は神奈川労働局 HPを参照してください。） 

  ウ HP https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/madoguchi_annai/kankatu.html  

 

 

 

 

 

（４）総合労働相談コーナー 

ア 概要 労働者や事業主の皆様から、法令に直接違反しない労働条件の変更、配置

転換、パワハラ、いじめなどの職場で発生したトラブルや、トラブルの未

然防止に向けた情報提供などの相談を実施しています。 

イ 場所 横浜駅西口 横浜市西区北幸１-11-15 横浜 ST ビル 11F 

ほか神奈川労働局雇用環境・均等部、神奈川県内の 12の労働基準監督署内

に設置しています（神奈川労働局の HPを参照してください。）。 

ウ 時間 月曜日～金曜日 ８:30～17:15 （横浜駅西口のみ 11：00～18：30） 

エ 問い合わせ先 045-211-7358（神奈川労働局） 

オ HP https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/madoguchi_annai/soudanmadoguchi/socorner.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HP はこちらから 

 
HP はこちらから 

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/madoguchi_annai/kankatu.html
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/madoguchi_annai/soudanmadoguchi/socorner.html


 

２ 神奈川県 

（１）かながわ若者就職支援センター 

ア 概要 39 歳までの若年者を対象に、職業紹介機能を持つ国のハローワークと連携

しながら、キャリアカウンセリングをはじめ、様々な就職支援プログラム、

職業紹介等を実施しています。（事前予約制） 

  イ 場所 横浜市西区北幸１-11-15 横浜 ST ビル５階 

ウ 時間 月曜日～土曜日 ９:30～18:00（日曜日・祝日・年末年始休業） 

エ 問い合わせ先 045-410-3357（月曜日～土曜日 ９:30～18:00） 

オ HP https://www.kanagawa-wakamono.jp/ 

 

 

 

 

 

（２）シニア・ジョブスタイル・かながわ 

ア 概要 40 歳以上の中高年齢者を対象に、職業紹介機能を持つ国のハローワークと

連携しながら、キャリアカウンセリングをはじめ、起業・創業、年金・税

金、福祉のしごとに関する具体的な相談、再就職の心構えなどの実践的な

再就職支援セミナー等を実施しています。（事前予約制） 

イ 場所 横浜市西区北幸１-11-15 横浜 ST ビル５階 

ウ 時間 月曜日～土曜日 ９:30～18:00（日曜日・祝日・年末年始休業） 

エ 問い合わせ先 045-412-4123（月曜日～土曜日 ９:30～18:00） 

オ HP http://www.pref.kanagawa.jp/docs/z4r/cnt/f70015/index.html  
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（３）かながわ女性キャリアカウンセリング相談室 

ア 概要 職業紹介機能を持つ国の「マザーズハローワーク横浜」内の相談室です。

女性を対象に、就職や就業継続に関する悩みに対応したキャリアカウンセ

リングを実施しています。（事前予約制） 

  イ 場所 横浜市西区北幸１-11-15 横浜 ST ビル 16 階マザーズハローワーク横浜内 

  ウ 時間 月曜日～木曜日 ８:30～18:00（金曜日～日曜日・祝日・年末年始休業） 

  エ 問い合わせ先 045-290-0107（月曜日～木曜日 ８:30～17:30） 

  オ HP https://www.pref.kanagawa.jp/docs/z4r/josei/kanagawacc.html  

 

 

 

 

 

（４）かながわ労働センターの労働相談 

ア 概要 労働者や事業主が抱える労働相談の解決を促進するため、かながわ労働セン

ター本所及び３支所において職員による労働相談窓口を設置し、電話や面談

による相談を実施しています。 

  イ 場所、時間、問い合わせ先 

名 称 場 所 時 間 問い合わせ先 

本 所 
横浜市中区寿町１-４ 
かながわ労働プラザ２階 

月～金 
（祝日・年末

年始を除く） 

８:30～12:00 
13:00～17:15 

045-662-6110(直) 
045-633-6110(代) 

川崎支所 
川崎市高津区溝口１-6-12 
リンクス溝の口１階 

044-833-3141 

県央支所 
厚木市水引２-３-１ 
県厚木合同庁舎３号館２階 

046-296-7311 

湘南支所 
平塚市西八幡１-３-１ 
県平塚合同庁舎別館 

0463-22-2711(代) 

（問い合わせは、月曜日～金曜日 ８:30～17:15） 

  ウ HP  https://www.pref.kanagawa.jp/docs/k5n/soudan/index.html 
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３ 川崎市 

（１）キャリアサポートかわさき 

ア 概要  

（ア）求職者向け 

川崎市内在住・在勤・在学の求職者を対象に就職に関する相談、求人情報の開

拓・紹介、就職活動に役立つセミナー、市内求人企業との就業マッチング交流

会、臨床心理士による心理カウンセリング等を実施しています。（事前予約制） 

（イ）事業者向け 

  求人担当スタッフが「どのような人材をお探しか」ヒアリングした上で、キャ

リアサポートかわさきに登録している人材をご紹介します。 

  イ 場所 川崎市高津区溝口１-６-10 てくのかわさき５階 

  ウ 時間 月曜日～土曜日 ９:00～17:00（火曜日は 20:00 まで、祝日・12/29～１/３ 

を除く） 

  エ 問い合わせ先 0120-95-3087（平日９:00～17:00） 

           044-811-6088（月曜～土曜９:00～17:00、火曜は 20:00 まで） 

  オ HP https://cs-kawasaki.com/  

 

 

 

４ 横浜市 

（１）横浜市就職サポートセンター 

  ア 概要 来所者や電話での問合せに対し、就労支援に関する施設や事業を案内する

ほか、個別相談や就職支援セミナー、インターンシッププログラムなどそ

れぞれの必要性に応じた支援メニューを組み合わせて提供することで、効

果的な就職支援を実施。 

  イ 場所 横浜市中区万代町２-４-７ 横浜市技能文化会館３階 

  ウ 時間 月曜日～金曜日 ９:00～17:30（祝日・第２水曜日・12/29～１/３を除く） 

（水曜日は 19：30 まで（第２水曜日を除く）） 

  エ 問い合わせ先 0120-915-574 

  オ HP https://wsy.city.yokohama.lg.jp/ 
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５ 公益財団法人産業雇用安定センター 神奈川事務所 

（１）概要 経済産業団体や厚生労働省との 30年に渡る密接なつながりをもとに、「無料

職業紹介事業」として、人材を送り出す企業と人材を受け入れる企業との間

に立って、再就職・出向のマッチングの支援業務を実施している公的な機関

です。 

（２）場所 横浜市中区住吉町６-68-１ 横浜関内地所ビル４階 

（３）時間 ９:00～17:00 

（４）問い合わせ先 045-680-1231 

（５）HP https://www.sangyokoyo.or.jp/  

 

 

 

 

 

６ 川崎商工会議所 

（１）概要 事業者向け、従業員の雇止めや派遣契約終了に伴う法律、経営相談 

当所専門相談員（弁護士・社会保険労務士）による相談対応。 

（２）場所・本部・川崎幸支所：川崎市川崎区駅前本町 11-２川崎フロンティアビル３階 

・中原支所        ：川崎市中原区新丸子東２-926 ユタカビル３階 

・高津宮前支所  ：川崎市高津区溝口１-６-１クレール溝口３階 

・多摩麻生支所  ：川崎市多摩区登戸 2102-１第２井上ビル２階 

（３）時間 月曜日～金曜日 ９:00～17:15 

（４）問い合わせ先 

・本部・川崎幸支所 TEL:044-211-4114 FAX:044-211-4118 

・中原支所         TEL:044-433-7755 FAX:044-433-7754 

  ・高津宮前支所   TEL:044-811-2804 FAX:044-811-2836 

・多摩麻生支所   TEL:044-932-1100 FAX:044-932-1101 

（５）HP http://www.kawasaki-cci.or.jp/ 
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