１６ 雇

用

相談の名称・内容等

相談日

相談時間

実施機関
下田公共職業安定所

0558-22-0288

三島公共職業安定所

055-980-1300

（伊東出張所）
沼津公共職業安定所 ※１
（御殿場出張所）

就職相談、雇用保険、失業給
付、求人申込、各種助成金の相
談

月～金曜日

※２の公共職業安定所について
は、求人申込・各種助成金の相談、 ※1、※3、の実施機
就職相談・就職紹介（学卒者限定） 関については、
平日夜間開庁及び
のみ実施

土曜開庁（10：00～
17：00）を行い、就職
※３のハローワークプラザ静岡につ 相談、職業紹介を実
いては就職相談、職業紹介のみ実 施。
施
開庁日は各公共職
業安定所にお問合
※４の公共職業安定所について
せください。

は、雇用保険事務手続き・求人申
込・各種助成金の相談のみ実施

8:30～17:15

*相談日は、特記のないものは祝祭日及び年末年始を除く。
電話番号
場所（会場）

0557-37-2605
055-931-0145
0550-82-0540

富士公共職業安定所 ※１

0545-51-2151

富士宮公共職業安定所

0544-26-3128

清水公共職業安定所 ※１

054-351-8609

静岡公共職業安定所

054-238-8609

（ハローワークプラザ静岡）
※３

054-250-8609

焼津公共職業安定所

054-628-5155

島田公共職業安定所

0547-36-8609

（榛原出張所）

0548-22-0148

掛川公共職業安定所

0537-22-4185

磐田公共職業安定所

0538-32-6181

（磐田駅前庁舎）※２
浜松公共職業安定所※１

0538-21-3662
053-541-8609

（浜北出張所）

053-584-2233

（細江出張所）

053-522-0165

（アクトタワー庁舎）※４

053-457-5160

〒415-8509
下田市4-5-26
〒411-0033
三島市文教町1-3-112 三島労働総合庁舎1階

〒414-0046
伊東市大原1-5-15
〒410-0831
沼津市市場町9-1 沼津合同庁舎1階・3階
〒412-0039
御殿場市かまど字水道1111
〒417-8609
富士市南町1-4
〒418-0031
富士宮市神田川町14-3
〒424-0825
静岡市清水区松原町2-15 清水合同庁舎1階

〒422-8045
静岡市駿河区西島235-1
〒420-0853
静岡市葵区追手町5-4 アーバンネット静岡
追手町ビル1階
〒425-0028
焼津市駅北1-6-22
〒427-8509
島田市本通1-4677-4 島田労働総合庁舎1階

〒421-0421
牧之原市細江4138-1
〒436-0073
掛川市金城71
〒438-0086
磐田市見付3599-6 磐田地方合同庁舎1階
〒438-0078
磐田市中泉1丁目6-16 天平のまち2階
〒432-8537
浜松市中区浅田町50-2
〒434-0037
浜松市浜北区沼269-1
〒431-1302
浜松市北区細江町広岡312-3
〒430-7707
浜松市中区板屋町111-2 浜松アクトタワー7階

静岡県下の公共職業安定所（ハローワーク）
http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hw/hw-annai.html
静岡県下のハローワークの付属施設
http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/fuzoku.html

相談の名称・内容等

看護職員就業相談
看護職員の求人・求職に関する情
報提供、就職の相談・あっせん
看護に関する仕事の悩み相談
再就業支援のための研修

相談日

相談時間

月・金曜日
火～木曜日

9:00～16:00
9:00～18:00

実施機関
静岡県ナースセンター
本所（静岡県看護協会）

054-202-1761

木曜日

9:00～16:00

下田相談所

080-2650-0327

東部支所

055-920-2088

西部支所

053-454-4335

天竜相談所

080-2650-0237

月～金曜日

火曜日
福祉関係職場への就職相談

9:00～12:00
13:00～16:00

9:00～16:00

月～金曜日

8:30～17:00

月～金曜日

8:30～12:00
13:00～17:00

福祉関係の求人求職に関する情報
提供、就職相談、紹介、斡旋等

静岡県社会福祉人材セン
ター
静岡県・静岡市 保育士・保
育所支援センター
静岡県社会福祉人材セン
ター東部支所

静岡県農業振興公社

電話番号

054-271-2110

場所（会場）
〒422-8067
静岡市駿河区南町14-25 エスパティオ3階
〒415-0016
下田市中531-1 静岡県下田総合庁舎別館2階

〒410-0055
沼津市高島本町1-3 静岡県東部総合庁舎
別館2階
〒430-0929
浜松市中区中央1丁目12-1 静岡県浜松総
合庁舎10階
〒431-3313
浜松市天竜区二俣町鹿島559 静岡県北遠
総合庁舎1階
〒420-0856
静岡市葵区駿府町1-70 静岡県総合社会
福祉会館 シズウエル3階

055-952-2942
054-250-8991

〒410-0801

（新規就農）

〒420-0853
静岡市葵区追手町9番18号 静岡中央ビル
7階

soudan@shizuoka-nk.or.jp

054-250-8989

沼津市大手町1-1-3 沼津商連会館ビル2階

（企業参入）

新規就農相談
新規就農に関する相談、農業に
関する研修情報等の提供、企業
の農業参入相談

月～金曜日

8:30～17:15

県農業ビジネス課

054-221-2754

賀茂農林事務所企画経営
課
東部農林事務所企画経営
課
富士農林事務所企画経営
課
中部農林事務所企画経営
課

0558-24-2076

志太榛原農林事務所企画
経営課
中遠農林事務所企画経営
課
西部農林事務所企画経営
課

054-644-9214

055-920-2158
0545-65-2197
054-286-9276

0538-37-2269
053-458-7209

〒420-8601
静岡市葵区追手町9番6号 県庁東館9階
〒415-0016
下田市中531-1 静岡県下田総合庁舎6階
〒410-0055
沼津市高島本町1-3 静岡県東部総合庁舎7階

〒416-0906
富士市本市場441-1 静岡県富士総合庁舎4階

〒422-8031
静岡市駿河区有明町2-20 静岡県静岡総
合庁舎5階
〒426-0075
藤枝市瀬戸新屋362-1 静岡県藤枝総合庁
舎4階
〒438-8558
磐田市見付3599-4 静岡県中遠総合庁舎3階

〒430-0929
浜松市中区中央1丁目12-1 静岡県浜松総
合庁舎5階

相談の名称・内容等

相談日

相談時間

しずおかジョブステーション
東部

就職相談
学生、若者、中高年齢者、子育て女
性など、就職活動に関する相談や
面接指導、セミナー等

月～金曜日

9:00～17:00

ハローワークコーナーでの職業
相談、職業紹介

農業関係無料職業紹介
農業に関する求人、求職のあっ
せん

月～金曜日

電話番号

場所（会場）

055-951-8229

〒410-0801
沼津市大手町1-1-3 沼津商連会館ビル2
階
静岡県東部県民生活センター内

054-284-0027

〒422-8067
静岡市駿河区南町14-1 水の森ビル3階
静岡県中部県民生活センター内

053-454-2523

〒430-0929
浜松市中区中央1-12-1 県浜松総合庁舎１
階・3階
静岡県西部県民生活センター内

8:30～17:15

(公社)静岡県農業振興公社
無料職業紹介所「ハローア 054-250-8991
soudan@shizuoka-nk.or.jp
グリしずおか」

9:00～17:00

林業労働力確保支援セン 054-255-4485
ター
県林業振興課
県林業振興課

〒420-8601
静岡市葵区追手町9-6 県庁西館9階公益
社団法人静岡県山林協会 内

漁業就業者確保育成セン
ター（県水産振興課内）

〒420-8601
静岡市葵区追手町9-6 県庁東館8階

〒420-0853
静岡市葵区追手町9-18 中央ビル7階

センター

月～金曜日

054-221-2667

漁業就業相談
静岡県内漁業への就業に関する相
談

しずおかジョブステーション
中部

しずおかジョブステーション
西部

林業への就業相談
林業への就業情報の提供、就業講
習会、就業ガイダンス等

実施機関

月～金曜日

8:30～17:15

054-221-2744

