別添
（求職者の方へ）

高齢者の再就職などに向けた

「生涯現役支援窓口」のご案内
65歳以上の方を、重点的に支援します！
平成28年４月1日から、全国80カ所のハローワークに「生涯現役支援窓口」
を設け、再就職などを目指す55歳以上の方を対象に、再就職などに向けた
以下のサービスを行います。
お気軽にご利用ください。
高年齢求職者向けの求人情報を提供します
高年齢者の雇用確保に意欲的な企業などの求人情報を提供する他、個々のニーズに応じた
求人開拓を行います。

各種技能講習を紹介します
就労に必要となるスキル習得のための各種技能講習（無料）を紹介します。

チームによる個別支援を行います
求職者本人の生活状況に応じて、チームによる手厚い就労支援を行います。

各種ガイダンスを実施します
履歴書、職務経歴書の書き方や面接の受け方、求職活動の方法等に関するガイダンスを
実施します。

多様な就業ニーズに応じた情報を提供します
求職者本人の就業ニーズに応じて、シルバー人材センターなどに関する情報も提供します。

◇ 個別支援やガイダンスなどは、事前の予約が必要な場合があります。
◇「生涯現役支援窓口」の設置場所については、次ページの「生涯現役支援窓口」を
開設しているハローワーク一覧を参照してください。
◇ 詳しいご利用時間については、最寄りのハローワークにお問い合わせください。

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

LL280401雇高02

「生涯現役支援窓口」を開設しているハローワーク一覧
名称

所在地

電話番号

北海道

ハローワーク札幌

札幌市中央区南10条西14丁目

011-562-0101

北海道

ハローワーク札幌東

札幌市豊平区月寒東1条3丁目2-10

011-853-0101

北海道

ハローワーク札幌北

札幌市東区北16条東4丁目3-1

011-743-8609

北海道

ハローワーク函館

函館市新川町26-6 函館地方合同庁舎分庁舎

0138-26-0735

青森県

ハローワーク青森

青森市中央2-10-10

017-776-1561

青森県

ハローワーク八戸

八戸市沼館4-7-120

0178-22-8609

青森県

ハローワーク五所川原

五所川原市敷島町37-6

0173-34-3171

岩手県

ハローワーク盛岡

盛岡市紺屋町7-26

019-624-8904

宮城県

ハローワーク仙台

仙台市宮城野区榴岡4-2-3 仙台MTビル3.4.5F

022-299-8811

秋田県

ハローワーク秋田

秋田市茨島1-12-16

018-864-4111

山形県

ハローワーク山形

山形市桧町2-6-13

023-684-1521

福島県

ハローワーク福島

福島市狐塚17-40

024-534-4121

茨城県

ハローワーク水戸

水戸市水府町1573-1

029-231-6223

茨城県

ハローワーク土浦

土浦市真鍋1-18-19

029-822-5124

茨城県

ハローワーク龍ケ崎

龍ケ崎市若柴町1229-1

0297-60-2727

栃木県

ハローワーク宇都宮

宇都宮市明保野町1-4 宇都宮第2地方合同庁舎1階

028-638-0369

群馬県

ハローワーク高崎

高崎市北双葉町5-17

027-327-8609

群馬県

ハローワーク伊勢崎

伊勢崎市太田町554-10

0270-23-8609

群馬県

ハローワーク太田

太田市飯田町893

0276-46-8609

埼玉県

ハローワーク大宮

さいたま市大宮区大成町1-525

048-667-8609

埼玉県

ハローワーク川口

川口市青木3-2-7

048-251-2901

千葉県

ハローワーク千葉

千葉市美浜区幸町1-1-3

043-242-1181

千葉県

ハローワーク松戸

松戸市松戸1307-1 松戸ビル3階

047-367-8609

東京都

ハローワーク大森

大田区大森北4-16-7

03-5493-8609

東京都

ハローワーク池袋

豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 3階

03-5911-8609

東京都

ハローワーク足立

足立区千住1-4-1東京芸術センター 6階

03-3870-8609

東京都

ハローワーク立川

立川市緑町4-2立川地方合同庁舎 2階

042-525-8609

神奈川県 ハローワーク横浜

横浜市中区山下町209 帝蚕関内ビル

045-663-8609

神奈川県 ハローワーク川崎

川崎市川崎区南町17-2

044-244-8609

新潟県

ハローワーク新潟

新潟市中央区美咲町1丁目2番1号 新潟美咲合同庁舎2号館 1階

025-280-8609

富山県

ハローワーク富山

富山市奥田新町45

076-431-8609

石川県

ハローワーク金沢

金沢市鳴和1-18-42

076-253-3032

福井県

ハローワーク福井

福井市開発1-121-1

0776-52-8153

山梨県

ハローワーク甲府

甲府市住吉1-17-5

055-232-6060

山梨県

ハローワーク富士吉田

富士吉田市竜ヶ丘2-4-3

0555-23-8609

長野県

ハローワーク長野

長野市中御所3-2-3

026-228-1300

長野県

ハローワーク松本

松本市庄内3-6-21

0263-27-0111

岐阜県

ハローワーク岐阜

岐阜市五坪1-9-1 岐阜労働総合庁舎

058-247-3211

静岡県

ハローワーク静岡

静岡市駿河区西島235-1

054-238-8603

静岡県

ハローワーク浜松

浜松市中区浅田町50-2

053-541-8609

「生涯現役支援窓口」を開設しているハローワーク一覧
名称

所在地

電話番号

静岡県

ハローワーク清水

静岡市清水区松原町2-15 清水合同庁舎1階

054-351-8609

静岡県

ハローワーク島田

島田市本通1-4677-4 島田労働総合庁舎1階

0547-36-8609

静岡県

ハローワーク焼津

焼津市駅北1-6-22

054-628-5155

愛知県

ハローワーク名古屋中

名古屋市中村区名駅南1－21－5

052-582-8171

愛知県

ハローワーク名古屋南

名古屋市熱田区旗屋2－22－21

052-681-1211

愛知県

ハローワーク名古屋東

名古屋市名東区平和が丘1-2

052-774-1115

三重県

ハローワーク四日市

四日市市本町3-95

059-353-5566

三重県

ハローワーク津

津市島崎町327-1

059-228-9161

滋賀県

ハローワーク大津

大津市中央4-6-52

077-522-3773

京都府

ハローワーク西陣

京都市上京区大宮通中立売下ル和水町439-1

075-451-8609

大阪府

ハローワーク大阪東

大阪市中央区農人橋2-1-36 ピップビル2階

06-6942-4771

大阪府

ハローワーク梅田

大阪市北区梅田1-2-2 大阪駅前第2ビル16階

06-6344-8609

兵庫県

ハローワーク神戸

神戸市中央区相生町1-3-1

078-362-4575

兵庫県

ハローワーク灘

神戸市灘区大内通5-2-2

078-861-7982

兵庫県

ハローワーク姫路

姫路市北条字中道250

079-222-4431

兵庫県

ハローワーク明石

明石市大明石町2-3-37

078-912-2305

兵庫県

ハローワーク西神

神戸市西区糀台5-3-8

078-991-1100

奈良県

ハローワーク奈良

奈良市法蓮町387番地 奈良第3地方合同庁舎１階

0742-36-1601

和歌山市美園町5丁目4-7

073-425-8609

和歌山県 ハローワーク和歌山
鳥取県

ハローワーク米子

米子市末広町311 イオン米子駅前店4F

0859-33-3911

島根県

ハローワーク松江

松江市向島町134‐10 松江地方合同庁舎2階

0852-22-8609

島根県

ハローワーク浜田

浜田市殿町21-6

0855-22-8609

岡山県

ハローワーク倉敷中央

倉敷市笹沖1378-1

086-424-3333

広島県

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

082-223-8609

山口県

ハローワーク下関

下関市貴船町3-4-1

083-222-4031

徳島県

ハローワーク徳島

徳島市出来島本町1丁目5番地

088-622-6308

香川県

ハローワーク高松

高松市花ノ宮町2-2-3

087-869-8609

香川県

ハローワーク丸亀

丸亀市中府町1-6-36

0877-21-8609

香川県

ハローワーク観音寺

観音寺市坂本町7-8-6

0875-25-4521

愛媛県

ハローワーク松山

松山市六軒家町3-27 松山労働総合庁舎1階

089-917-8609

高知県

ハローワーク高知

高知市大津乙2536-6

088-878-5321

福岡県

ハローワーク福岡中央

福岡市中央区赤坂1-6-19

092-712-8609

福岡県

ハローワーク小倉

北九州市小倉北区萩崎町1-11

093-941-8609

佐賀県

ハローワーク佐賀

佐賀市白山2丁目1-15

0952-24-4361

長崎県

ハローワーク長崎

長崎県長崎市宝栄町4-25

095-862-8609

熊本県

ハローワーク熊本

熊本県熊本市中央区大江6-1-38

096-371-8609

大分県

ハローワーク大分

大分県大分市都町4丁目1-20

097-534-8684

宮崎県

ハローワーク宮崎

宮崎県宮崎市柳丸町131

0985-23-2245

鹿児島県鹿児島市下荒田1-43-28

099‐250‐6060

沖縄県那覇市おもろまち1-3-25

098-866-8609

鹿児島県 ハローワーク鹿児島
沖縄県

ハローワーク那覇

