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労働法制の普及等に関する取組に係る協力依頼について 

 

 

貴職におかれましては、日頃より労働行政の推進につきまして、御理解、御協力を賜

り厚く御礼申し上げます。 

標記につきまして、厚生労働省としては、これから社会に出て働くことになる若者が、

労働法制の基礎知識の理解を深めることは、職業の意義と役割及び雇用と労働条件の改

善について考える上で重要なことと考えており、各都道府県に設置している都道府県労

働局（以下｢労働局｣という。）において、労働法制の普及等に関する取組を進めてまい

りました。 



 

さらに、本年９月 11 日に成立した「勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律」(平

成 27 年法律第 72 号)のうち、青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和 45 年法律第

98 号。以下「若者雇用促進法」という。）第 20 条（平成 28年４月１日以降は第 26条）

において、「国は、学校と協力して、その学生又は生徒に対し、職業生活において必要

な労働に関する法令に関する知識を付与するように努めなければならない」と規定され

たことを受け、貴省とも連携の上、労働法制の普及等に関する取組を更に推進していく

必要があります。 

そのため、各種学校教育の場において、１（１）ウのハンドブックを活用するなどに

より、学生等に対し、労働関係法令に関する知識が付与されるよう、御協力をお願いい

たします。また、今後、労働局において、１（１）の取組に加え、１（２）の取組も進

めてまいりますが、貴職におかれましては、若者雇用促進法の趣旨及びこのような取組

に御理解いただきますとともに、各中学校、高等学校及び大学等への周知について、御

協力を賜りたく、よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１ 労働局による労働法制の普及等に関する取組について 

 （１）従来より労働局で実施している取組等について 

ア 大学等への講師派遣について 

従来より、労働局では、労働法制の普及等を進めるため、大学等において実

施されるセミナーや講義等を活用した各種の労働法制の周知に関する取組を

行っており、大学等に協力する用意があることを申入れるとともに、大学等よ

り以下（ⅰ）（ⅱ）のとおり相談・要請があった場合には、積極的に対応して

いるところです。 

（ⅰ）セミナーや講義等への講師の派遣要請がなされた場合 

（ⅱ） 学生等に対するアルバイトによる労働トラブル発生時等の相談先の周知

などについて、相談・要請があった場合 

   イ 中学校、高等学校等への講師派遣について 

従来より、労働局では、中学校、高等学校等から要請があった場合には、労

働基準行政や労働関係法規等の講義の講師として、職員を積極的に派遣してい

るところです。 

なお、上記ア、イの取組は、労働局の業務の一環として行うものであり、労

働局職員の旅費等の経費については、当省において負担することとしておりま

す。 

ウ 労働法についてのハンドブックについて 

当省では、就職を控えた学生や若者が働くときに知っておくべき労働法につ

いてのハンドブックとして「知って役立つ労働法～働くときに必要な基礎知識



 

～」を作成し、当省ホームページ（※１）に掲載しているところですが、当該

ハンドブックを基に、学生・生徒の利用に適した、わかりやすい労働法のハン

ドブック「これってあり？まんが 知って役立つ労働法Ｑ＆Ａ」を作成し、こ

れについても当省ホームページ（※２）に掲載しておりますので、その活用に

ついても併せて周知のほど、よろしくお願いいたします。 

※１ 厚生労働省のホームページ（「知って役立つ労働法～働くときに必要な

基礎知識～」） 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/ro

udouzenpan/roudouhou/ 

※２ 厚生労働省のホームページ（「これってあり？まんが 知って役立つ労

働法Ｑ＆Ａ」） 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/mangaroudouhou/ 
 

（２）若者雇用促進法第 20 条を踏まえた取組の強化 

 若者雇用促進法第 20 条（平成 28 年４月１日以降は第 26 条）を踏まえて、取

組を更に強化することとしています。 

   具体的には、まずは中学校・高等学校等を中心に、ハローワークが労働法制の

普及等の重要性に関する周知を学校に対して実施することとしています。 

その周知の中で、中学校・高等学校等から要請があった場合は、労働局職業安

定部又は公共職業安定所の幹部職員により、地域の雇用環境・就職に向けての心

構え等と併せ、労働関係法令の基礎知識についての講義を行うこととしておりま

す。 

   当該講義についても、都道府県労働局又はハローワークの業務の一環として行

うものであり、旅費等の経費は当省で負担いたします。 

   このような取組に御理解いただくとともに、中学校・高等学校等への周知につ

いて、御協力を宜しくお願いいたします。 

   なお、基礎的な内容に加え、例えば労働基準法等労働基準関係法令について、

より専門的な講義要望がある場合については、上記１（１）イの講師派遣を御利

用いただくようお願いいたします。 

 

２ 相談・要請等に際しての労働局の窓口について 

上記取組にあたり相談・要請等がある場合の照会先については、 

・上記１（１）アの取組については、別添１ 

・上記１（１）イの取組については、別添２ 

・上記１（２）の取組については、別添３ 

のとおりお知らせいたしますので、上記１（１）アの取組については大学等への周知

について、上記１（１）イ及び（２）の取組については中学・高等学校等への周知（※）

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouzenpan/roudouhou/
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouzenpan/roudouhou/
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/mangaroudouhou/


 

について、御協力をお願いいたします。 

※上記１（１）イの周知については、別添４を御活用ください。 

また、労働トラブル発生時等の相談先については、各都道府県労働局・労働基準監

督署内等へ設置している「総合労働相談コーナー」において相談を受け付けています。

同コーナーについては、別添５「都道府県労働局内総合労働相談コーナー一覧」のと

おり都道府県労働局内に設置するとともに、当省ホームページ（※）において最寄り

のコーナーを確認できるようになっておりますので、併せて大学等への周知について

御協力をお願いいたします。 

※厚生労働省ホームページ（総合労働相談コーナー） 

 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html 

 

 

【照会先：厚生労働省（代表）03-5253-1111】 

上記１（１）アについて：大臣官房地方課企画室（内線 7255） 

上記１（１）イについて：労働基準局監督課（内線 5423） 

上記１（１）ウについて：政策統括官付労働政策担当参事官室（内線 7718、7720） 

上記１（２）について：職業安定局派遣・有期労働対策部企画課若年者雇用対策室（内線 5375） 

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html


北海道労働局総務部企画室 060-8566 札幌市北区北8条⻄2-1-1 札幌第1合同庁舎 ９階 011-709-2311

⻘森労働局総務部企画室 030-8558 ⻘森市新町2-4-25 ⻘森合同庁舎８F 017-734-4212

岩手労働局総務部企画室 020-8522 盛岡市盛岡駅⻄通1-9-15 盛岡第2合同庁舎5階 019-604-3002

宮城労働局総務部企画室 983-8585 仙台市宮城野区鉄砲町1 仙台第4合同庁舎 022-299-8834

秋田労働局総務部企画室 010-0951 秋田市⼭王7-1-3 秋田合同庁舎4階 018-883-4254

⼭形労働局総務部企画室 990-8567 ⼭形市香澄町3-2-1 ⼭交ビル3階 023-624-8226

福島労働局総務部企画室 960-8021 福島市霞町1-46 福島合同庁舎5階 024-536-4600

茨城労働局総務部企画室 310-8511 ⽔⼾市宮町1-8-31 茨城労働総合庁舎4階 029-224-6212

栃木労働局総務部企画室 320-0845 宇都宮市明保野町1-4 宇都宮第2地⽅合同庁舎 028-634-9112

群馬労働局総務部企画室 371-8567 前橋市大手町2-3-1 前橋地⽅合同庁舎9Ｆ 027-896-4733

埼玉労働局総務部企画室 330-6016 さいたま市中央区新都心11-2 明治安田生命さいたま新都心ビル ランド・アクシス・タワー16階 048-600-6201

千葉労働局総務部企画室 260-8612 千葉市中央区中央4-11-1 千葉第2地⽅合同庁舎 043-221-2303

東京労働局総務部企画室 102-8305 千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎14階 03-3512-1610

神奈川労働局総務部企画室 231-8434 横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎13階 045-211-7357

新潟労働局総務部企画室 950-8625 新潟市中央区美咲町1-2-1 新潟美咲合同庁舎2号館3階 025-288-3501

富⼭労働局総務部企画室 930-8509 富⼭市神通本町1-5-5 富⼭労働総合庁舎1階 076-432-2728

石川労働局総務部企画室 920-0024 ⾦沢市⻄念3-4-1 ⾦沢駅⻄合同庁舎6階 076-265-4421

福井労働局総務部企画室 910-8559 福井市春⼭1-1-54 福井春⼭合同庁舎14階 0776-22-0221

⼭梨労働局総務部企画室 400-8577 甲府市丸の内1-1-11 055-225-2851

⻑野労働局総務部企画室 380-8572 ⻑野市中御所1-22-1 ⻑野労働総合庁舎4階 026-223-0551

岐阜労働局総務部企画室 500-8723 岐⾩市⾦⻯町5-13 岐⾩合同庁舎4階 058-245-8124

静岡労働局総務部企画室 420-8639 静岡市葵区追手町9-50 静岡地⽅合同庁舎3階 054-254-6320

愛知労働局総務部企画室 460-8507 名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第2号館 052-972-0252

三重労働局総務部企画室 514-8524 津市島崎町327-2 津第二地⽅合同庁舎3階 059-226-2110

滋賀労働局総務部企画室 520-0057 大津市御幸町6-6 077-522-6648

京都労働局総務部企画室 604-0846 京都市中京区両替町通御池上ル⾦吹町451 075-241-3212

大阪労働局総務部企画室 540-8527 大阪市中央区大手前4-1-67 大阪合同庁舎第2号館8階 06-6949-6050

兵庫労働局総務部企画室 650-0044 神⼾市中央区東川崎町1-1-3 神⼾クリスタルタワー15階 078-367-0700

奈良労働局総務部企画室 630-8570 奈良市法蓮町387 奈良第3地⽅合同庁舎2階 0742-32-0202

和歌山労働局総務部企画室 640-8581 和歌⼭市⿊田2-3-3 和歌⼭労働総合庁舎3階 073-488-1101

鳥取労働局総務部企画室 680-8522 鳥取市富安2-89-9 0857-29-1701

島根労働局総務部企画室 690-0841 松江市向島町134-10 松江地⽅合同庁舎5階 0852-20-7007

岡山労働局総務部企画室 700-8611 岡⼭市北区下⽯井1-4-1 岡⼭第2合同庁舎3階 086-225-2017

広島労働局総務部企画室 730-8538 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館5階 082-221-9240

⼭口労働局総務部企画室 753-8510 ⼭口市中河原町6-16 ⼭口地⽅合同庁舎2号館 083-995-0365

徳島労働局総務部企画室 770-0851 徳島市徳島町城内6-6 徳島地⽅合同庁舎4階 088-652-9142

香川労働局総務部企画室 760-0019 ⾼松市サンポート3-33 ⾼松サンポート合同庁舎3階 087-811-8916

愛媛労働局総務部企画室 790-8538 松⼭市若草町4-3 松⼭若草合同庁舎6階 089-935-5201

高知労働局総務部企画室 780-8548 ⾼知市南⾦田1-39 労働総合庁舎4階 088-885-6028

福岡労働局総務部企画室 812-0013 福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館5階 092-411-4763

佐賀労働局総務部企画室 840-0801 佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第2合同庁舎3階 0952-32-7167

⻑崎労働局総務部企画室 850-0033 ⻑崎市万才町7-1 住友生命⻑崎ビル3階 095-801-0022

熊本労働局総務部企画室 860-8514 熊本市⻄区春⽇2-10-1 熊本地⽅合同庁舎Ａ棟9階 096-211-1706

大分労働局総務部企画室 870-0037 大分市東春⽇町17-20 大分第2ソフィアプラザビル3階 097-536-3218

宮崎労働局総務部企画室 880-0805 宮崎市橘通東3-1-22 宮崎合同庁舎内 0985-38-8821

⿅児島労働局総務部企画室 892-8535 ⿅児島市⼭下町13-21 ⿅児島合同庁舎2階 099-223-8239

沖縄労働局総務部企画室 900-0006 那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地⽅合同庁舎1号館3階 098-868-4403

【別添１】

「労働法制の普及等に関する取組」に係る都道府県労働局対応窓口一覧

平成27年9⽉末現在

※各都道府県に設置されている都道府県労働局総務部企画室へご相談下さい。

郵便番号 所 在 地 電 話 番 号
労働局

（窓口）



別添２

都道府県 問い合わせ先 郵便番号 住所 電話番号

北海道 北海道労働局労働基準部監督課 060-8566 札幌市北区北8西2-1-1 札幌第一合同庁舎9階 011-709-2311

青森県 青森労働局労働基準部監督課 030-8558 青森市新町2-4-25 青森合同庁舎2階 017-734-4112

岩手県 岩手労働局労働基準部監督課 020-0023 盛岡市内丸7-25 盛岡合同庁舎1号館4階 019-604-3006

宮城県 宮城労働局労働基準部監督課 983-8585 仙台市宮城野区鉄砲町1 仙台第四合同庁舎8階 022-299-8838

秋田県 秋田労働局労働基準部監督課 010-0951 秋田市山王7-1-3 秋田合同庁舎3階 018-862-6682

山形県 山形労働局労働基準部監督課 990-8567 山形市香澄町3-2-1 山交ビル3階 023-624-8222

福島県 福島労働局労働基準部監督課 960-8021 福島市霞町1-46 福島合同庁舎 5階 024-536-4602

茨城県 茨城労働局労働基準部監督課 310-8511 水戸市宮町1-8-31 茨城労働総合庁舎6階 029-224-6214

栃木県 栃木労働局労働基準部監督課 320-0845 宇都宮市明保野町1-4 宇都宮第2地方合同庁舎4階 028-634-9115

群馬県 群馬労働局労働基準部監督課 371-8567 前橋市大手町2－3－1 前橋地方合同庁舎 8・9階 027-896-4732

埼玉県 埼玉労働局労働基準部監督課 330-6016 さいたま市中央区新都心11-2 ランド･アクシス･タワー15階 048-600-6204

千葉県 千葉労働局労働基準部監督課 260-8612 千葉市中央区中央4-11-1 千葉第2地方合同庁舎3階 043-221-2304

東京都 東京労働局労働基準部監督課 102-8306 東京都千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎13階 03-3512-1612

神奈川県 神奈川労働局労働基準部監督課 231-8434 横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎8階 045-211-7351

新潟県 新潟労働局労働基準部監督課 951-8588 新潟市中央区川岸町1-56 第一庁舎2階 025-234-5922

富山県 富山労働局労働基準部監督課 930-8509 富山市神通本町1-5-5 富山労働総合庁舎5階 076-432-2730

石川県 石川労働局労働基準部監督課 920-0024 金沢市西念3-4-1 駅西合同庁舎5階 076-265-4423

福井県 福井労働局労働基準部監督課 910-8559 福井市春山1-1-54 福井春山合同庁舎9階 0776-22-2652

山梨県 山梨労働局労働基準部監督課 400-8577 甲府市丸の内1-1-11 055-225-2853

長野県 長野労働局労働基準部監督課 380-8572 長野市中御所1-22-1 026-223-0553

岐阜県 岐阜労働局労働基準部監督課 500-8723 岐阜市金竜町5-13 岐阜合同庁舎3階 058-245-8102

静岡県 静岡労働局労働基準部監督課 420-8639 静岡市葵区追手町9-50 静岡地方合同庁舎 3階 054-254-6352

愛知県 愛知労働局労働基準部監督課 460-8507 名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第2号館2階 052-972-0253

三重県 三重労働局労働基準部監督課 514-8524 津市島崎町327-2 津第2地方合同庁舎3階 059-226-2106

滋賀県 滋賀労働局労働基準部監督課 520-0057 大津市御幸町6-6 077-522-6649

京都府 京都労働局労働基準部監督課 604-0846 京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451番地 075-241-3214

大阪府 大阪労働局労働基準部監督課 540-8527 大阪市中央区大手前4-1-67 大阪合同庁舎第2号館 06-6949-6490

兵庫県 兵庫労働局労働基準部監督課 650-0044 神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー16Ｆ 078-367-9151

奈良県 奈良労働局労働基準部監督課 630-8570 奈良市法蓮町387 奈良第3地方合同庁舎 0742-32-0204

和歌山県 和歌山労働局労働基準部監督課 640-8581 和歌山市黒田2-3-3 和歌山労働総合庁舎2階 073-488-1150

鳥取県 鳥取労働局労働基準部監督課 680-8522 鳥取市富安2丁目89-9 0857-29-1703

島根県 島根労働局労働基準部監督課 690-0841 松江市向島134-10 松江地方合同庁舎5Ｆ 0852-31-1156

岡山県 岡山労働局労働基準部監督課 700-8611 岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎3階 086-225-2015

広島県 広島労働局労働基準部監督課 730-8538 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎第2号館 082-221-9242

山口県 山口労働局労働基準部監督課 753-8510 山口市中河原町6-16 山口地方合同庁舎 第2号館 083-995-0370

徳島県 徳島労働局労働基準部監督課 770-0851 徳島市徳島町城内6-6 徳島地方合同庁舎1階 088-652-9163

香川県 香川労働局労働基準部監督課 760-0019 高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎3階 087-811-8918

愛媛県 愛媛労働局労働基準部監督課 790-8538 松山市若草町4-3 松山若草合同庁舎5階 089-935-5203

高知県 高知労働局労働基準部監督課 780-8548 高知市南金田1-39 労働総合庁舎 088-885-6022

福岡県 福岡労働局労働基準部監督課 812-0013 福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館4階 092-411-4862

佐賀県 佐賀労働局労働基準部監督課 840-0801 佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第二合同庁舎 0952-32-7169

長崎県 長崎労働局労働基準部監督課 850-0033 長崎市万才町7-1 住友生命長崎ビル6階 095-801-0030

熊本県 熊本労働局労働基準部監督課 860-8514 熊本市春日2-10-1 熊本地方合同庁舎9階 096-355-3181

大分県 大分労働局労働基準部監督課 870-0037 大分市東春日町17-20 大分第2ソフィアプラザ6階 097-536-3212

宮崎県 宮崎労働局労働基準部監督課 880-0805 宮崎市橘通東3-1-22 宮崎合同庁舎 0985-38-8834

鹿児島県 鹿児島労働局労働基準部監督課 892-0816 鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎2階 099-223-8277

沖縄県 沖縄労働局労働基準部監督課 900-0006 那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎1号館3階 098-868-4303

講師派遣等に関する問い合わせ先一覧



【別添３】

局 課 電話 FAX 〒 住所

北海道労働局 職業安定課 011(709)2311代 011(738)1061 060-8566
札幌市北区北8条西2丁目1－1 札幌
第1合同庁舎3階

青森労働局 職業安定課 017(721)2000代 017(773)5372 030-8558
青森市新町2-4-25 青森合同庁舎7
階

岩手労働局 職業安定課 019(604)3004直 019(604)1533 020-8522
盛岡市中央通2-1-20 ニッセイ同和
損保盛岡ビル5階

宮城労働局 職業安定課 022(299)8061直 022(299)8064 983-8581
仙台市宮城野区鉄砲町1 仙台第4合
同庁舎

秋田労働局 職業安定課 018(883)0007代 018(865)6179 010-0951 秋田市山王3-1-7 東カンビル5階

山形労働局 職業安定課 023(626)6109直 023(635)0580 990-8567 山形市香澄町3-2-1 山交ビル3階

福島労働局 職業安定課 024(528)0250直 024(521)0449 960-8031
福島市栄町6-6 NBFユニックスビル6
階

茨城労働局 職業安定課 029(224)6218直 029(224)6279 310-8511 水戸市宮町1-8-31

栃木労働局 職業安定課 028(610)3555直 028(637)8609 320-0845
宇都宮市明保野町1-4 宇都宮第2
合同庁舎

群馬労働局 職業安定課 027(210)5007直 027(210)5103 371-0854
前橋市大渡町1-10-7 群馬県公社総
合ビル8階

埼玉労働局 職業安定課 048(600)6208直 048(600)6228 330-6016 さいたま市中央区新都心11-2

千葉労働局 職業安定課 043(221)4081直 043(202)5140 260-8612
千葉市中央区中央4-11-1 千葉第2
地方合同庁舎4階

東京労働局 職業安定課 03(3512)1653直 03(3512)1565 102-8305 千代田区九段南1-2-1

神奈川労働局 職業安定課 045(650)2800直 045(650)2804 231-0015
横浜市中区尾上町5-77-2 馬車道
ウエストビル3階

新潟労働局 職業安定課 025(234)5926代 025(232)3382 951-8588 新潟市中央区川岸町1-56

富山労働局 職業安定課 076(432)2782直 076(432)3801 930-8514
富山市桜橋通り2-25 富山第一生命
ビル2階

石川労働局 職業安定課 076(265)4427直 076(261)1407 920-0024
金沢市西念3-4-1 金沢駅西合同庁
舎5階

福井労働局 職業安定課 0776(26)8609直 0776(27)5320 910-8559
福井市春山1-1-54 福井春山合同
庁舎9階

山梨労働局 職業安定課 055(225)2857直 055(225)2785 400-8577 甲府市丸の内1-1-11

長野労働局 職業安定課 026(226)0865直 026(226)0157 380-8572 長野市中御所1-22-1

岐阜労働局 職業安定課 058(245)1311直 058(245)3105 500-8723
岐阜市金竜町5-13岐阜地方合同庁
舎4F

静岡労働局 職業安定課 054(271)9950直 054(271)9966 420-8639
静岡市葵区追手町9-50静岡地方合
同庁舎5階

愛知労働局 職業安定課 052(219)5504～6直 052(220)0571 460-0008
名古屋市中区栄2-3-1 名古屋広小
路ビルヂング15階

三重労働局 職業安定課 059(226)2305直 059(227)4331 514-8524
津市島崎町327-2 津第2地方合同庁
舎

滋賀労働局 職業安定課 077(526)8609直 077(528)5418 520-0051 大津市梅林1-3-10 滋賀ビル3階

京都労働局 職業安定課 075(241)3268直 075(241)3264 604-0846
京都市中京区両替町通御池上ル金
吹町451

大阪労働局 職業安定課 06(4790)6300直 06(4790)6307 540-0028
大阪市中央区常盤町1-3-8 中央大
通FNビル21階

兵庫労働局 職業安定課 078(367)0800直 078(367)3852 650-0044
神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸
クリスタルタワー14階

奈良労働局 職業安定課 0742(32)0208直 0742(32)0225 630-8570
奈良市法蓮町387 奈良第3地方合同
庁舎

和歌山労働局 職業安定課 073(488)1160直 073(475)0115 640-8581
和歌山市黒田二丁目３番３号和歌山
労働総合庁舎

都道府県労働局職業安定部連絡先一覧



鳥取労働局 職業安定課 0857(29)1707代 0857(22)7717 680-8522 鳥取市富安2-89-9

島根労働局 職業安定課 0852(20)7015直 0852(20)7025 690-7841
松江市向島町134-10 松江合同庁
舎5階

岡山労働局 職業安定課 086(801)5103直 086(801)4526 700-8611
岡山市下石井1-4-1 岡山第2合同
庁舎3階

広島労働局 職業安定課 082(502)7831直 082(502)7825 730-0013
広島市中区八丁堀16-11 日本生命
広島第2ビル3階

山口労働局 職業安定課 083(995)0380直 083(995)0384 753-8510
山口市中河原町6-16 山口地方合同
庁舎2号館

徳島労働局 職業安定課 088(611)5383直 088(622)2448 770-0851
徳島市徳島町城内6-6 徳島地方合
同庁舎4階

香川労働局 職業安定課 087(811)8922直 087(811)8934 760-0019
高松市サンポート3-33 高松サン
ポート合同庁舎

愛媛労働局 職業安定課 089(943)5221直 089(941)5200 790-8538
松山市若草町4-3 松山若草合同庁
舎5階、6階

高知労働局 職業安定課 088(885)6051直 088(885)6064 780-8548 高知市南金田48-2

福岡労働局 職業安定課 092(434)9801～5直 092(434)9821 812-0013
福岡市博多区博多駅東2-11-1 福
岡合同庁舎新館6階

佐賀労働局 職業安定課 0952(32)7216直 0952(32)7223 840-0801
佐賀市駅前3-3-20 佐賀第2合同庁
舎6階

長崎労働局 職業安定課 095(801)0040直 095(801)0041 850-0033
長崎市万才町7-1 住友生命長崎ビ
ル6階

熊本労働局 職業安定課 096(211)1703直 096(323)3663 860-8514
熊本市西区春日2-10-1 熊本地方
合同庁舎Ａ棟9階

大分労働局 職業安定課 097(535)2090直 097(535)2091 870-0037
大分市東春日町17-20 大分第2ソ
フィアプラザビル3階

宮崎労働局 職業安定課 0985(38)8823直 0985(38)8829 880-0812
宮崎市高千穂通2-1-33 明治安田生
命宮崎ビル7階

鹿児島労働局 職業安定課 099(219)8711直 099(216)9911 892-0847
鹿児島市西千石町1-1 鹿児島西千
石第一生命ビル1階

沖縄労働局 職業安定課 098(868)1655直 098(868)1635 900-0006
那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地
方合同庁舎3階



学校関係者の皆さまへ

働く人たちを守る法律についてご説明します
生徒の皆さんにとって将来必ず必要となる労働法知識を、今、この機会に

平成 24 年度に全国の都道府県労働局や労働基準監督署の総合労働相談

コーナーに寄せられた労働相談の件数は約 106 万件で、５年連続

で 100 万件を上回っています。

厚生労働省は、将来、社会に出て働く中学生や高校生が労働

関係法規について理解を深めることは、働くことの意義と役割

を学ぶだけでなく、労働関係のトラブルから身を守るためにも

大切なことと考えています。

このため、各学校から労働関係法規の講義に係る要請をいた

だいた場合、都道府県労働局から職員を派遣することとしてい

ます。

生徒の皆さんにとって将来必ず必要となる労働関係法規の知識を得るため

に、この制度を積極的に御活用ください。

講師派遣をご希望の場合は、裏面の都道府県労働局労働基準部監督課へご連絡ください。

（H26.6）

出張講座のポイント

☑ 経験豊富な職員が、働く人たちを守る

法律について、具体的な事例を示しながら

わかりやすく解説します。

☑ 45 分間や 60 分間など、ご希望の授業の

長さに合わせた講座を開催できます。

☑ 教材となる配布資料は、各都道府県労働局

で御用意いたします。

☑ 講師派遣に必要な交通費や礼金などは、

一切不要です。

「お給料って会社ごとに違うけど、自由に

決めてもいいのかしら。」

「仕事もしたいけど自分の時間もほしい。

休みって取れるの？」

「職場を突然辞めさせられることってあるの？」

働く人たちを守る法律って
何だろう？？

別添４



都道府県 問い合わせ先 郵便番号 住所 電話番号

北海道 北海道労働局労働基準部監督課 060-8566 札幌市北区北8西2-1-1 札幌第一合同庁舎9階 011-709-2311

青森県 青森労働局労働基準部監督課 030-8558 青森市新町2-4-25 青森合同庁舎2階 017-734-4112

岩手県 岩手労働局労働基準部監督課 020-0023 盛岡市内丸7-25 盛岡合同庁舎1号館4階 019-604-3006

宮城県 宮城労働局労働基準部監督課 983-8585 仙台市宮城野区鉄砲町1 仙台第四合同庁舎8階 022-299-8838

秋田県 秋田労働局労働基準部監督課 010-0951 秋田市山王7-1-3 秋田合同庁舎3階 018-862-6682

山形県 山形労働局労働基準部監督課 990-8567 山形市香澄町3-2-1 山交ビル3階 023-624-8222

福島県 福島労働局労働基準部監督課 960-8021 福島市霞町1-46 福島合同庁舎 5階 024-536-4602

茨城県 茨城労働局労働基準部監督課 310-8511 水戸市宮町1-8-31 茨城労働総合庁舎6階 029-224-6214

栃木県 栃木労働局労働基準部監督課 320-0845 宇都宮市明保野町1-4 宇都宮第2地方合同庁舎4階 028-634-9115

群馬県 群馬労働局労働基準部監督課 371-8567 前橋市大手町2－3－1 前橋地方合同庁舎 8・9階 027-896-4732

埼玉県 埼玉労働局労働基準部監督課 330-6016 さいたま市中央区新都心11-2 ランド･アクシス･タワー15階 048-600-6204

千葉県 千葉労働局労働基準部監督課 260-8612 千葉市中央区中央4-11-1 千葉第2地方合同庁舎3階 043-221-2304

東京都 東京労働局労働基準部監督課 102-8306 東京都千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎13階 03-3512-1612

神奈川県 神奈川労働局労働基準部監督課 231-8434 横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎8階 045-211-7351

新潟県 新潟労働局労働基準部監督課 951-8588 新潟市中央区川岸町1-56 第一庁舎2階 025-234-5922

富山県 富山労働局労働基準部監督課 930-8509 富山市神通本町1-5-5 富山労働総合庁舎5階 076-432-2730

石川県 石川労働局労働基準部監督課 920-0024 金沢市西念3-4-1 駅西合同庁舎5階 076-265-4423

福井県 福井労働局労働基準部監督課 910-8559 福井市春山1-1-54 福井春山合同庁舎9階 0776-22-2652

山梨県 山梨労働局労働基準部監督課 400-8577 甲府市丸の内1-1-11 055-225-2853

長野県 長野労働局労働基準部監督課 380-8572 長野市中御所1-22-1 026-223-0553

岐阜県 岐阜労働局労働基準部監督課 500-8723 岐阜市金竜町5-13 岐阜合同庁舎3階 058-245-8102

静岡県 静岡労働局労働基準部監督課 420-8639 静岡市葵区追手町9-50 静岡地方合同庁舎 3階 054-254-6352

愛知県 愛知労働局労働基準部監督課 460-8507 名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第2号館2階 052-972-0253

三重県 三重労働局労働基準部監督課 514-8524 津市島崎町327-2 津第2地方合同庁舎3階 059-226-2106

滋賀県 滋賀労働局労働基準部監督課 520-0057 大津市御幸町6-6 077-522-6649

京都府 京都労働局労働基準部監督課 604-0846 京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451番地 075-241-3214

大阪府 大阪労働局労働基準部監督課 540-8527 大阪市中央区大手前4-1-67 大阪合同庁舎第2号館 06-6949-6490

兵庫県 兵庫労働局労働基準部監督課 650-0044 神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー16Ｆ 078-367-9151

奈良県 奈良労働局労働基準部監督課 630-8570 奈良市法蓮町387 奈良第3地方合同庁舎 0742-32-0204

和歌山県 和歌山労働局労働基準部監督課 640-8581 和歌山市黒田2-3-3 和歌山労働総合庁舎2階 073-488-1150

鳥取県 鳥取労働局労働基準部監督課 680-8522 鳥取市富安2丁目89-9 0857-29-1703

島根県 島根労働局労働基準部監督課 690-0841 松江市向島134-10 松江地方合同庁舎5Ｆ 0852-31-1156

岡山県 岡山労働局労働基準部監督課 700-8611 岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎3階 086-225-2015

広島県 広島労働局労働基準部監督課 730-8538 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎第2号館 082-221-9242

山口県 山口労働局労働基準部監督課 753-8510 山口市中河原町6-16 山口地方合同庁舎 第2号館 083-995-0370

徳島県 徳島労働局労働基準部監督課 770-0851 徳島市徳島町城内6-6 徳島地方合同庁舎1階 088-652-9163

香川県 香川労働局労働基準部監督課 760-0019 高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎3階 087-811-8918

愛媛県 愛媛労働局労働基準部監督課 790-8538 松山市若草町4-3 松山若草合同庁舎5階 089-935-5203

高知県 高知労働局労働基準部監督課 780-8548 高知市南金田1-39 労働総合庁舎 088-885-6022

福岡県 福岡労働局労働基準部監督課 812-0013 福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館4階 092-411-4862

佐賀県 佐賀労働局労働基準部監督課 840-0801 佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第二合同庁舎 0952-32-7169

長崎県 長崎労働局労働基準部監督課 850-0033 長崎市万才町7-1 住友生命長崎ビル6階 095-801-0030

熊本県 熊本労働局労働基準部監督課 860-8514 熊本市春日2-10-1 熊本地方合同庁舎9階 096-355-3181

大分県 大分労働局労働基準部監督課 870-0037 大分市東春日町17-20 大分第2ソフィアプラザ6階 097-536-3212

宮崎県 宮崎労働局労働基準部監督課 880-0805 宮崎市橘通東3-1-22 宮崎合同庁舎 0985-38-8834

鹿児島県 鹿児島労働局労働基準部監督課 892-0816 鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎2階 099-223-8277

沖縄県 沖縄労働局労働基準部監督課 900-0006 那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎1号館3階 098-868-4303

講師派遣等に関する問い合わせ先一覧
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01 北海道 060-8566 札幌市北区北8条⻄2-1-1 札幌第1合同庁舎 ９階 011-707-2700

02 ⻘森 030-8558 ⻘森市新町2-4-25 ⻘森合同庁舎８F 017-734-4212

03 岩手 020-8522 盛岡市盛岡駅⻄通1-9-15 盛岡第2合同庁舎5階 019-604-3002

04 宮城 983-8585 仙台市宮城野区鉄砲町1 仙台第4合同庁舎 022-299-8834

05 秋田 010-0951 秋田市⼭王7-1-3 秋田合同庁舎4階 018-883-4254

06 山形 990-8567 ⼭形市香澄町3-2-1 ⼭交ビル3階 023-624-8226

07 福島 960-8021 福島市霞町1-46 福島合同庁舎5階 024-536-4600

08 茨城 310-8511 ⽔⼾市宮町1-8-31 茨城労働総合庁舎4階 029-224-6212

09 栃木 320-0845 宇都宮市明保野町1-4 宇都宮第2地⽅合同庁舎 028-634-9112

10 群馬 371-8567 前橋市大手町2-3-1 前橋地⽅合同庁舎9Ｆ 027-896-4733

11 埼玉 330-6016
さいたま市中央区新都心11-2 明治安田生命さいたま新都心ビル

ランド・アクシス・タワー16階
048-600-6262

12 千葉 260-8612 千葉市中央区中央4-11-1 千葉第2地⽅合同庁舎 043-221-2303

13 東京 102-8305 千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎14階 03-3512-1608

14 神奈川 231-8434 横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎13階 045-211-7358

15 新潟 950-8625 新潟市中央区美咲町1-2-1 新潟美咲合同庁舎2号館3階 025-288-3501

16 富山 930-8509 富⼭市神通本町1-5-5 富⼭労働総合庁舎1階 076-432-2728

17 石川 920-0024 ⾦沢市⻄念3-4-1 ⾦沢駅⻄合同庁舎6階 076-265-4432

18 福井 910-8559 福井市春⼭1-1-54 福井春⼭合同庁舎14階 0776-22-3363

19 ⼭梨 400-8577 甲府市丸の内1-1-11 055-225-2851

20 ⻑野 380-8572 ⻑野市中御所1-22-1 ⻑野労働総合庁舎4階 026-223-0551

21 岐阜 500-8723 岐⾩市⾦⻯町5-13 岐⾩合同庁舎4階 058-245-8124

22 静岡 420-8639 静岡市葵区追手町9-50 静岡地⽅合同庁舎3階 054-252-1212

23 愛知 460-8507 名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第2号館 052-972-0266

24 三重 514-8524 津市島崎町327-2 津第二地⽅合同庁舎3階 059-226-2110

25 滋賀 520-0057 大津市御幸町6-6 077-522-6648

26 京都 604-0846 京都市中京区両替町通御池上ル⾦吹町451 075-241-3221

27 大阪 540-8527 大阪市中央区大手前4-1-67 大阪合同庁舎第2号館8階 06-6949-6050

28 兵庫 650-0044 神⼾市中央区東川崎町1-1-3 神⼾クリスタルタワー15階 078-367-0850

29 奈良 630-8570 奈良市法蓮町387 奈良第3地⽅合同庁舎2階 0742-32-0202

30 和歌山 640-8581 和歌⼭市⿊田2-3-3 和歌⼭労働総合庁舎3階 073-488-1020

31 鳥取 680-8522 鳥取市富安2-89-9 0857-22-7000

32 島根 690-0841 松江市向島町134-10 松江地⽅合同庁舎5階 0852-20-7009

33 岡山 700-8611 岡⼭市北区下⽯井1-4-1 岡⼭第2合同庁舎3階 086-225-2017

34 広島 730-8538 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館5階 082-221-9296

35 山口 753-8510 ⼭口市中河原町6-16 ⼭口地⽅合同庁舎2号館 083-995-0398

36 徳島 770-0851 徳島市徳島町城内6-6 徳島地⽅合同庁舎4階 088-652-9142

37 香川 760-0019 高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎3階 087-811-8916

38 愛媛 790-8538 松⼭市若草町4-3 松⼭若草合同庁舎6階 089-935-5208

39 高知 780-8548 高知市南⾦田1-39 労働総合庁舎4階 088-885-6027

40 福岡 812-0013 福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館5階 092-411-4764

41 佐賀 840-0801 佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第2合同庁舎3階 0952-32-7167

42 ⻑崎 850-0033 ⻑崎市万才町7-1 住友生命⻑崎ビル3階 095-801-0023

43 熊本 860-8514 熊本市⻄区春日2-10-1 熊本地⽅合同庁舎Ａ棟9階 096-211-1706

44 大分 870-0037 大分市東春日町17-20 大分第2ソフィアプラザビル3階 097-536-0110

45 宮崎 880-0805 宮崎市橘通東3-1-22 宮崎合同庁舎内 0985-38-8821

46 ⿅児島 892-8535 ⿅児島市⼭下町13-21 ⿅児島合同庁舎2階 099-223-8239

47 沖縄 900-0006 那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地⽅合同庁舎1号館3階 098-868-6060

※上記の他、各労働基準監督署にも総合労働相談コーナーは設置されています。

 最寄りの総合労働相談コーナーのご利⽤を希望される場合は厚生労働省ホームページ（以下URL）にてご確認をお願いいたします。

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

【別添５】

労 働 局 郵便番号 所 在 地 電 話 番 号

都道府県労働局内総合労働相談コーナー一覧
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