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６ 就労関連 

 

 

 

労働基準法のほか，労働安全衛生法，じん肺法，最低賃金法，家内労働法，賃金の支払の

確保等に関する法律，労働者災害補償保険法等の法令等に基づき，労働条件確保・改善の指

導，安全衛生の指導，労災保険の給付等の業務を行っています。 

労災保険給付 

  業務上の事由又は通勤による労働者の負傷，疾病，障害，死亡等において，労働者やそ

の遺族のために，必要な保険給付等を行っています。 

 具体的には，保険給付の申請・相談等に対応し，調査の上，労災保険の給付等を行いま

す。  

 【窓 口】 

名  称 住  所 電 話 管轄地域 

広島中央 

労働基準監督署 

〒730-8528 

広島市中区上八丁堀 6-30 

広島合同庁舎 2 号館 1 階 

082-221-2461 

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，黒瀬松ケ丘を除く），安芸郡 

広島北 

労働基準監督署 

〒731-0223 

広島市安佐北区可部南 

3-3-28 

082-812-2115 
広島市のうち安佐南区， 

安佐北区，山県郡 

呉  

労働基準監督署 

〒737-0051 

呉市中央 3-9-15 

呉地方合同庁舎 5 階 

0823-88-2941 

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 

黒瀬松が丘 

三原 

労働基準監督署 

〒723-0016 

三原市宮沖 2-13-20 
0848-63-3939 

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 

尾道 

労働基準監督署 

〒722-0002 

尾道市古浜町 27-13 
0848-22-4158 尾道市，世羅町 

福山 

労働基準監督署 

〒720-8503 

福山市旭町 1-7 
084-923-0214 

福山市，府中市， 

神石高原町 

三次 

労働基準監督署 

〒728-0013 

三次市十日市東 1-9-9 
0824-62-2104 

三次市，庄原市 

安芸高田市 

廿日市 

労働基準監督署 

〒738-0024 

廿日市市新宮 1-15-40 
0829-32-1155 

広島市のうち佐伯区， 

廿日市市，大竹市 

 

（３４）労働基準監督署 
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 職業安定法に基づいて全国に設置される国の行政機関で，職業紹介，雇用対策，雇用保険

制度運営等を行っています。 

就職支援 

  個々の求職者に対する職業相談を通じて，求職者の置かれた状況に応じたきめ細やか

な就職支援を行っています。 

 

【窓 口】 

名  称 住  所 電 話 管轄区域 

ハローワーク 

広島 

〒730-8513 

広島市中区上八丁堀 8-2 

広島清水ビル 1～4 階 

082-223-8609 
広島市のうち中区，西区，

安 佐 南 区 ， 佐 伯 区 （ 湯 来

町，杉並台を除く） 

ハローワーク 

広島東 

〒732-0051 

広島市東区光が丘 13-7 
082-264-8609 

広島市のうち東区，南区，

安芸区，府中町，海田町，

熊野町，坂町 

ハローワーク 

可部 

〒731-0223 

広島市安佐北区可部南 3-3-

36 

082-815-8609 
広島市のうち安佐北区， 

安芸太田町，北広島町 

ハローワーク呉 
〒737-8609 

呉市西中央 1-5-2 
0823-25-8609 呉市，江田島市 

ハローワーク 

竹原 

〒725-0026 

竹原市中央 5-2-11 
0846-22-8609 竹原市，大崎上島町 

ハローワーク 

三原 

〒723-0004 

三原市館町 1-6-10 
0848-64-8609 三原市 

ハローワーク 

尾道 

〒722-0026 

尾道市栗原西 2-7-10 
0848-23-8609 尾道市，世羅町 

ハローワーク 

福山 

〒720-8609 

福山市東桜町 3-12 
084-923-8609 福山市 

ハローワーク 

府中 

〒726-0005 

府中市府中町 188-2 
0847-43-8609 府中市，神石高原町 

ハローワーク 

三次 

〒728-0013 

三次市十日市東 3-4-6 
0824-62-8609 三次市 

ハローワーク 

庄原 

〒727-0012 

庄原市中本町 1-20-1 
0824-72-1197 庄原市 

ハローワーク 

大竹 

〒739-0614 

大竹市白石 1-18-16 
0827-52-8609 大竹市 

ハローワーク 

広島西条 

〒739-0041 

東広島市西条町寺家 6479-1 
082-422-8609 東広島市 

ハローワーク 

廿日市 

〒738-0033 

廿日市市串戸 4-9-32 
0829-32-8609 

廿日市市，広島市佐伯区の

うち湯来町，杉並台 

ハローワーク 

安芸高田 

〒731-0501 

安芸高田市吉田町吉田 

1814-5 

0826-42-0605 安芸高田市 

（３５）ハローワーク（公共職業安定所） 
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全国の都道府県労働局，主な労働基準監督署庁舎内に設置され，労働問題に関するあら

ゆる相談，情報提供等のワンストップサービスを実施しています。 

相談業務 

  労働条件，募集・採用、いじめ・嫌がらせ等労働問題に関する様々な分野について

の相談を，専門の相談員が面談・電話で受け付けています。裁判所，地方公共団体等他

の紛争解決機関の情報も提供します。 

 

【窓 口】 

   受付時間 月～金曜日（祝日，年末年始を除く） 9：00～17:00 

名    称 住    所 電   話 

広島労働局総合労働 

相談コーナー 

〒730-8538 

広島市中区上八丁堀 6-30 

(広島労働局雇用環境･均等室内) 

082-221-9296 

広島中央総合労働相談コーナー 

〒730-8528 

広島市中区上八丁堀 6-30 

(広島中央労働基準監督署内) 

082-221-2410 

広島北総合労働相談コーナー 

〒731-0223 

広島市安佐北区可部南 3-3-28 

(広島北労働基準監督署内) 

082-812-2115 

呉総合労働相談コーナー 

〒737-0051 

呉市中央 3-9-15 

(呉労働基準監督署内） 

0823-88-2937 

三原総合労働相談コーナー 

〒723-0016 

三原市宮沖 2-13-20 

(三原労働基準監督署内) 

0848-63-3939 

尾道総合労働相談コーナー 

〒722-0002 

尾道市古浜町 27-13 

(尾道労働基準監督署内) 

0848-22-4158 

福山総合労働相談コーナー 

〒720-8503 

福山市旭町 1-7 

(福山労働基準監督署内) 

084-916-3186 

三次総合労働相談コーナー 

〒728-0013 

三次市十日市東 1-9-9 

(三次労働基準監督署内) 

0824-62-2104 

廿日市総合労働相談コーナー 

〒738-0024 

廿日市市新宮 1-15-40 

(廿日市労働基準監督署内) 

0829-32-1155 

 

 

 

 

 

 

 

（３６）総合労働相談コーナー 
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 広島県や独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構等が，設置・運営している施設

で，技術短期大学校，高等技術専門校，障害者職業能力開発校，職業能力開発促進センタ

ー，職業能力開発短期大学校などがあります。 

職業訓練 

  求職者に，就労に直接関係した技術を身につけるための研修コースなどを提供して

います。 

 

 【窓 口】 

名称・ホームページ 住    所 電   話 

県立技術短期大学校 

https://h-tc.ac.jp/ 

〒733-0851 

広島市西区田方 2-25-1 
082-273-2201 

県立広島高等技術専門校 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/183/  

〒733-0851 

広島市西区田方 2-25-1 
082-273-2292 

県立呉高等技術専門校 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/184/  

〒737-0003 

呉市阿賀中央 5-11-17 
0823-71-8816 

県立福山高等技術専門校 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/185/  

〒720-0092 

福山市山手町 6-30-1 
084-951-0260 

県立三次高等技術専門校 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/186/  

〒728-0014 

三次市十日市南 6-14-1 
0824-62-3439 

国立（県営）広島障害者職業能力開発校 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/188/  

〒734-0003 

広島市南区宇品東 4-1-23 
082-254-1766 

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構広島支部 

広島職業能力開発促進センター 

（ポリテクセンター広島） 

https://www3.jeed.go.jp/hiroshima/poly/ 

〒730-0825 

広島市中区光南 5-2-65 
082-245-0230 

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構広島支部 中国

職業能力開発大学校附属福山職業能力開発短期大

学校（ポリテクカレッジ福山） 

https://www3.jeed.go.jp/hiroshima/college/ 

〒720-0074 

福山市北本庄 4-8-48 
084-923-6391 

東広島地域職業能力開発協会 

（東広島地域職業訓練センター） 

https://www.hvtc.com/ 

〒739-0152 

東広島市八本松町吉川 

5782-58 

082-429-0810 

広島北部地域職業能力開発協会 

（三次市職業訓練センター） 

http://www.nhvtc.ac.jp/ 

〒728-0023 

三次市東酒屋町 306-69 
0824-62-8500 

 

 

  

（３７）公共職業能力開発施設等 
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 県内２箇所に「広島県労働相談コーナー」を設置し，労働問題全般についての相談業務

を行っています。 

また，「ひろしましごと館」は，全世代に対する就業支援情報や幅広い雇用関連サービス

をワンストップで提供する拠点として，広島県と厚生労働省広島労働局が連携して運営を

行っています。 

相談業務（広島県労働相談コーナー） 

  賃金，労働時間，解雇，退職など労働問題全般についての相談を電話や面談で受け

付けています。 

 また，法律問題や法的な対応が必要なケースについては，弁護士による特別労働相

談を行っています。 

【窓 口】 

名  称 住  所 電話番号 受付時間 

広島県労働相談 

コーナーひろしま 

〒730-8511 

広島市中区基町 10-52 

 県庁東館 3 階 

0120-570-207 
月～金曜日 

 9:00～12:00 

13:00～16:00 
（祝日・年末年始除く） 

 

広島県労働相談 

コーナーふくやま 

〒720-0031 

福山市三吉町 1-1-1 

県福山庁舎第３庁舎４階 

0120-570-237 

 

ひろしましごと館 

 ○ ひろしましごと館 

若者からシニア世代まで全世代の就業や多様な働き方の支援を行っています。 

名  称 電話番号 受付時間 

シニア・ミドル 

職業紹介コーナー 

082-224-0121 

082-224-0122 

月～金曜日 10:00～16:50 

（祝日・年末年始除く） 

U・I ターン 

職業紹介コーナー 

082-224-0121 

082-224-0122 

月～金曜日 10:00～16:45 

第１・第３土曜日 12:00～18:00 

（祝日・年末年始除く） 

若年者就業相談コーナー 082-224-0121 

月～金曜日 11:15～18:00 

第１・第３土曜日 12:00～18:00 

（祝日・年末年始除く） 

広島新卒応援ハローワーク 082-224-1120 
月～金曜日 9:30～18:00 

（祝日・年末年始除く） 

ハローワーク広島・広島東 

学卒部門 
082-225-0380 

月～金曜日 9:30～18:00 

（祝日・年末年始除く） 

 

○ ひろしましごと館福山サテライト 

  広島県東部地域において，就業や社会貢献活動の支援を行っています。 

 （所在地：〒720-0812  福山市霞町 1-10-1 まなびの館ローズコム３階） 

名  称 電話番号 受 付 時 間 

シニア・ミドル職業紹介コーナー 084-921-5799 
水・金曜日 10:00～16：40 

（祝日・年末年始除く） 
 

 

（３８）広島県労働相談コーナー・ひろしましごと館 
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■ ひろしましごと館 
  〒730-0011 広島市中区基町 12-8 宝ビル７階 
  電話 082-224-0121・082-224-0122 FAX 082-224-1033 
  ホームページ https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/work2/wn500192.html 
        ひろしましごと館   検 索  

 
■ 広島県雇用労働情報サイト「わーくわくネットひろしま」 
  ワンストップで雇用・労働情報を幅広く提供している，県の情報サイトです。 
  ホームページ https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/work2/ 
         わーくわくネットひろしま   検 索  
  
■ 広島県求人マッチングサイト「ひろしまワークス」 

勤務地はすべて広島県内の求人情報サイトです。企業ＰＲ動画や就職イベント情報な
ども掲載。サイトから求人応募も可能です。 

  【利用料無料】 
  ホームページ https://www.hiroshimaworks.jp/ 

        ひろしまワークス   検 索  
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長い間仕事に就いていなかったり，通学をしていなかったり，また自宅にいてなかなか

社会に出られない若者（15～49 歳まで）の，職業的自立を支援する公的機関です。  

相談業務 

  相談支援やコミュニケーション支援，キャリアコンサルティング，職場見学・体験等

を行っています。 

 【窓 口】 

名  称 電話番号 受付時間 

広島地域若者サポートステーション 

（若者交流館） 
082-511-2029 

月・金曜日   10:00～19:00 

火～木曜日     10:00～17:00 

土曜日(第５を除く) 13:00～17:00 

 

 出

張

相

談 

東広島市市民文化センター 
082-511-2029 

広島地域 

若者サポート 

ステーション 

水曜日     13:00～17:00 

 

 
ハローワーク呉 火曜日     10：00～17:00 

 

 
廿日市市総合健康福祉センタ― 火曜日     13:00～17:00 

ひろしま北部若者サポートステーション 082-516-6557 
月～金曜日    9:30～17:00 

第１土曜日    10:00～16:00 

 

 出

張

相

談 

ハローワーク三次 
082-516-6557 
ひろしま北部 
若者サポート 
ステーション 

第２・第４水曜日 13:00～16:00 

 ハローワーク可部 第３水曜日    13:00～16:00 

 ハローワーク安芸高田 不定期 

 安佐南区総合福祉センター 不定期 

 安佐北区総合福祉センター 不定期 

ふくやま地域若者サポートステーション 084-959-2348 
月～金曜日       10:00～17:00 

第２土曜日      13:00～17:00 

 

出

張

相

談 

ハローワーク福山 084-959-2348 
ふくやま地域 

若者サポート 

ステーション 

第２・４火曜日  13:00～15:00 

ハローワーク尾道 第２水曜日    13:00～15:00 

ハローワーク三原 第４水曜日    10:00～12:00 

ハローワーク府中 第４木曜日    10:00～12:00 

  ※ 祝・休日，年末年始を除く。 

  ※ 広島地域若者サポートステーション（若者交流館）では，臨床心理士による相談業務も行

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３９）地域若者サポートステーション 

■ 広島地域若者サポートステーション（若者交流館） 

  〒730-0011 広島市中区基町 12-8 宝ビル７階 

  電話 082-511-2029  FAX 082-228-6029 

  ホームページ https://wakamono-kouryukan.jp/ 

              広島 サポステ   検 索  

■ ひろしま北部若者サポートステーション 

  〒731-0223 広島市安佐北区可部南 5-13-21 

  電話 082-516-6557  FAX 082-516-6553 

  ホームページ https://hiroshimahokubu-sapo.roukyou.gr.jp/ 

ひろしま北部 サポステ   検 索 

■ ふくやま地域若者サポートステーション 

  〒720-0812 福山市霞町 1-8-5 霞ビル２階 

  電話 084-959-2348 

 

 


