分類

窓口

労働相談窓口ガイド
所在地

連絡先

利用時間

全般的 ハローワーク広島西条(広 東広島市西条町寺 082-422- 月～金
な相談 島西条公共職業安定所) 家6479-1
8609
8:30～17：15

広島市中区上八丁
広島労働局総合労働相談
082-221- 月～金
堀6-30広島合同庁
コーナー
9296
8:30～17：00
舎2号館5階

広島市中区上八丁
082-221- 月～金
広島中央労働基準監督署 堀6-30広島合同庁
2460
8:30～17：15
舎2号館1階

業務・相談内容
・職業紹介や求人情報提供を行うととも
に、求職者に対するアドバイスや職業
訓練等相談・事業者からの相談、各種
助成金の手続きなどの受付
労働条件、募集・採用、いじめ・嫌がら
せ、職場環境を含め、労働問題に関す
るあらゆる分野の労働者、事業主から
のご相談を専門相談員が面接、電話で
対応
賃金・退職金・労働時間、解雇など労
働条件及び労災に関する相談 管轄
区域：広島市のうち中区、西区、東区、
南区、安芸区、 東広島市(安芸津町、
河内町、福富町、 豊栄町、黒瀬町、黒
瀬学園台、黒瀬春日野、 黒瀬切田が
丘、黒瀬桜が丘、黒瀬松ヶ丘を除く)、
安芸郡

呉労働基準監督署

呉市中央3-9-15
呉地方合同庁舎5
階

0823-22- 月～金
0005
8:30～17：15

管轄区域：呉市、江田島市、東広島市
のうち黒瀬町、黒瀬学園台、 黒瀬春日
野、黒瀬切田が丘、黒瀬桜が丘、黒瀬
松ヶ丘

三原労働基準監督署

三原市宮沖2-1320

0848-63- 月～金
3939
8:30～17：15

管轄区域：三原市、竹原市、豊田郡、
東広島市のうち安芸津町、 河内町、福
富町、豊栄町

広島県労働相談コーナー
ひろしま

広島市中区基町
012010-52県庁東館3階 570-207

各種労
働相談

広島労働局雇用環境・均
等室

月～金
9:00～12：00
13:00～16：00

広島市中区上八丁
082-221- 月～金
堀6-30広島合同庁
9247
8:30～17：15
舎2号館5階

①月～金
11：30～17：30
土
13：30～17：30
②月～金
9：30～18：00
③月～金
9：30～18：00
月～金
広島市中区本通6082-236- 10：30～19：00
広島わかものハローワーク 11明治安田生命広
若者・学
8613
土
島本通ビル８階
生の職
10：00～17：00
業相談
月～金
広島地域若者サポートス 広島市中区基町
082-511- 10：00～17：00
テーション「若者交流館」
12-8 宝ビル7階
2029
土
13：00～17：00
ひろしましごと館
①若年者就業相談コー
ナー ②広島新卒応援ハ
ローワーク
③ハロー
ワーク広島・広島東学卒部
門

①広島中区基町
12-８ 宝ビル
②③広島市中区基
町12－8 宝ビル6
階

①082224-0121
②082224-1120
③082225-0380

広島若者サポートステー
東広島市西条西本
082-511- 毎週水曜日
ション「若者交流館」東広島 町28-6サンスクエ
2029
※予約制
相談コーナー
ア東広島
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賃金や労働時間、解雇、退職など労働
問題全般について面接、電話で対応
※奇数月第3水曜の13時～15時まで弁
護士相談実施(予約制)
セクシュアル・ハラスメントの相談、母性
健康管理の相談、育児休業制度や介
護休業制度等の導入の仕方、一般事
業主行動計画の策定・認定申請の仕
方等、パートタイム労働者の均衡待遇
に関する取組等の相談
①概ね４０歳未満の若年者等を対象に
したキャリア・コンサルティング、職業適
性診断
②③学校卒業予定者、卒業後概ね３年
以内の方を対象とした各種セミナー、
職業相談、職業紹介等
正規雇用を目指すおおむね４５歳未満
の若年者を対象とした職業相談、職業
紹介等
学校を卒業、中退、あるいは仕事を辞
めた後、一定期間無業の状態にあるお
おむね15歳以上40歳未満の方とその
保護者を対象とした、相談事業や自立
的社会参加への援助等
学校を卒業、中退、あるいは仕事を辞
めた後、一定期間無業の状態にあるお
おむね15歳以上40歳未満の方とその
保護者を対象とした、相談事業等

分類

窓口

労働相談窓口ガイド
所在地

連絡先

利用時間
月・火・木・金
東京都港区虎ノ門
東京ふるさと就職情報コー
03-3580- 10:00～17:00
1-2-8虎の門琴平タ
ナー
0851
水
ワー22階
10:00～16:00

大阪市北区梅田1大阪ふるさと就職情報コー
06-6345- 月～金
3-1-800大阪駅前
U・Ⅰ ナー
5821
9:30～16：15
第1ビル8階
ターン希
望者の
広島市中区基町
就職相
Ｕ・Ｉターン職業紹介コー
12-８
082-224- 月～金
談
ナー
宝ビル７階
0122
10：00～16：45
ひろしましごと館内

業務・相談内容
関東圏域の方のＵ・Ｉターン希望者に対
する相談、情報提供、斡旋
関西圏域の方のＵ・Ｉターン希望者に対
する相談、情報提供、斡旋

関東、関西圏域以外の地域の方のＵ・Ｉ
ターン希望者に対する相談、情報提
供、斡旋

広島県無料職業紹介所(雇 広島市中区基町
082-513- 月～金
用労働政策課)
10-52県庁東館3階 3422
8:30～17：15

Ｕ・Ｉターン希望者(家族を含む。)に対す
る相談、情報提供、斡旋

東広島市こども家庭課(母
子就労支援担当)

児童扶養手当を受給している方の自
立・就労のための支援

東広島市西条栄町 082-420- 月～金
8-29
0407
9:00～16：00

しごとプラザマザーズひろ
しま
①082①②広島市中区立
①マザーズハローワーク広
542-8609 ①②月～金
町1-20ＮＲＥＧ広島
女性等 島
②0828:30～17：15
立町ビル3階
の職業
②わーくわくママサポート
542-0222
相談 コーナー
東広島市西条西本
エスポワール(東広島市男
082-424- 火～土
町28-6サンスクエ
女共同参画推進室)
3833
10:00～16:45
ア東広島2階

①子育てしながら働きたい女性等、働く
ことを希望する女性への職業相談、職
業紹介等
②子育てしながら働きたい女性等、働く
ことを希望する女性への相談対応と情
報提供による就職活動のサポート
産業カウンセラーやキャリアコンサルタ
ントによる相談。新卒(既卒)就職、起
業、仕事の悩み(家庭との両立、職場で
の人間関係、セクシュアル・ハラスメン
ト、パワーハラスメント)、再就職、転職
の相談

東広島市西条町西
082-490- 月～金
条414-31サポート
4050
8:30～17：15
オフィスQUEST内

障害者及び雇用する事業主に対して、
障害者の就労と生活を一体的に支援

東広島市西条町西
広島県発達障害者支援セ
082-490- 月～金
条414-31サポート
ンター
3455
9:00～17：00
オフィスQUEST内

発達障害のある本人・家族・関係機関
などに対する相談支援、および普及・
啓発活動

広島中央障害者就業・生
活支援センター

障害者
の職業
相談
東広島市産業振興課

東広島市西条栄町 082-420- 月～金
８-２９
0921
8:30～17：15
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≪東広島市障害者雇用奨励金制度≫
対象者：東広島市に住所を有するもの
で、障害者の雇用の促進等に関する法
律第２条第２号に規定する身体障害
者、同条第４号に規定する知的障害者
又は同条６号に規定する精神障害 交
付対象事業主：東広島品の事業所にお
いて、対象者を継続して常時雇用する
労働者として新規に雇用し、市長が認
定した事業主で、納期限の到来した市
税を完納しているもの 奨励金の額及
び交付期間：<障害者>奨励金学(月
額)：15,000円、期間：12ヶ月<重度障害
者>奨励金学(月額)：17,000円、期間：
18ヶ月 新生：交付対象事業主の認定
を受けようとする事業主は、対象者を
雇用した日から90日以内に、申請書を
提出

分類
高年齢
者の職
業相談

窓口

労働相談窓口ガイド
所在地

連絡先

利用時間

(公・社)東広島市シルバー 東広島市西条栄町 082-426- 月～金
人材センター
9-18
4683
8:30～17：15

業務・相談内容
６０歳以上の高年齢者向けの職業紹
介、技能講習
高年齢者及び障害者の雇用に関する
相談・援助・給付金・助成金の支給申
請の受け付け、障害者雇用納付金制
度に基づく申告・申請の受付、啓発等
の業務を実施

障害者・
高年齢 広島高齢・障害者雇用支
者の雇 援センター
用相談

広島市中区八丁堀
082-511- 月～金
16-14第二広電ビ
2631
8：45～17：00
ル7階

外国人
の職業
相談

広島外国人雇用サービス
コーナー(ハローワーク広
島内)

外国人向けの労働相談・援助、職業相
広島市中区上八丁
月～金
082-228談等の再就職援助。※スペイン語・ポ
堀8-2広島清水ビ
8：30～12：00
0522
ルトガル語/月・木・第2・4、英語/火、中
ル2階
13：00～17：15
国語/月・水・金 10：00～16：00

(公財)介護労働安定セン
ター広島支部

広島市中区八丁堀
082-222- 月～金
7-2JDS八丁堀ビル
3063
8:30～17：00
6階

介護労働者の職場環境改善、介護職
員向け研修

(社福)広島県社会福祉協
議会 広島県社会福祉人
材育成センター

広島市南区比治山 082-256- 月～金
本町12-2
4848
8:30～17：00

福祉の仕事に関心のある人や就職希
望の人のために、相談員による就職相
談、求人情報の提供等

東広島市八本松町 082-429- 月～金
吉川5782-58
0810
9:00～17：00

各種職業教育訓練、就職支援及び相
談http://www.hvtc.com/

東広島市鏡山313-26

企業の技術者、研究者等を対象とした
実践的な技術研修を実施
http://www.h-techno.co.jp/

介護労
働相談

東広島地域職業訓練セン
技能・技 ター
術習得
の相談
(株)広島テクノプラザ

082-420- 月～金
0500
8:30～17：15

求職者と求人企業が相互にアクセスで
きるインターネット上のデータベースで
す。登録されている企業の求人情報の
詳細を見ることができ、また、希望する
情報が掲載された時には、内容がメー
ルで届きます。

https://www.work2.
pref.hiroshima.jp/jo
bsite/

ひろしま就活応援サイト
インター
Go! ひろしまデータベース
ネットで
の情報
収集
ハローワークインターネット https://www.hellow
サービス
ork.mhlw.go.jp/

融資相
談

中国労働金庫西条支店
ローンセンター西条

勤労者
安芸津共同福祉会館
施設

全国のハローワークの求人情報が、イ
ンターネットで検索できます。

月～金
東広島市西条大坪 0120-68- 9：00～18：00
町1-36
4160
土・日
9:00～16：00

0846-45東広島市安芸津町 4141（安
9：00～22：00
三津5515
芸津町商
工会）
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対象者:東広島市に勤務、または居住し
ている勤労者等 資金使途：教育費、
住宅費、医療費、介護器具購入費、冠
婚葬祭費、東広島墓園の永代使用料
等、東広島市の下水道整備に伴う改築
費用
融資限度額：200万円
融資期間：7年以内
※審査の結果、ご希望にそえないこと
もあります。
市内に居住する勤労者、市内の中小
企業に働く勤労者、市内中小企業が利
用する場合は、半額免除。休館日/月
曜日(月曜日が祝日の場合は、その翌
日)、年末年始。多目的ホール/区分利
用(定員63名)、多目的ホール/全室利
用(定員126名)、研修室Ａ(定員24名)、
研修室Ｂ(定員28名)、和室Ａ(定員45
名)、和室Ｂ(定員16名)

