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※特に記載のあるものを除いて、記載内容は令和元年９月現在のものです。

職場でのトラブル、労働条件などの相談

大阪府労働環境課（労働相談センター）

相談方法

ご利用時間

令和２年４月現在

〇「電話」及び「面談」による相談
〇相談費用無料、予約不要、秘密厳守
〇弁護士・社会保険労務士による相談もあります（事前に、相談員が相
談内容を整理した上で、予約制により 1 回限り 45 分間で行います）
※「セクハラ・女性相談」については、ご希望により女性相談員による
対応も可能です
月曜日～金曜日 午前９時～12時15分
一般相談
午後１時～６時
夜間相談

毎週木曜日

午後 8 時まで

【相談電話番号等】
名

称

労働相談センター

電話番号

所在地

【労働相談】
大阪市中央区石町2-5-3
06-6946-2600
労働センター
【セクハラ・女性相談】 （エル・おおさか）南館３階
06-6946-2601

＜出張労働相談＞
【お問い合わせ・予約】06-6946-2600 ※面談のみ・前日までに要予約
（祝日と重なった場合、振替は行いません）
①豊能出張労働相談窓口（豊能府民センタービル 1 階ロビー 相談コーナー）
【利 用 日 時】 第１・３・５木曜日 午前 10 時～午後 1 時
第２・４木曜日
午後 1 時 30 分～午後 4 時 30 分
②泉北出張労働相談窓口（泉北府民センタービル 2 階 相談コーナー）
【利 用 日 時】 第１・３・５火曜日 午前 10 時～午後 1 時
第２・４火曜日
午後 1 時 30 分～午後 4 時 30 分
③南河内出張労働相談窓口（南河内府民センタービル 1 階
【利 用 日 時】 毎週金曜日 午後 2 時～午後 5 時
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談話スペース）

労働争議の調整、不当労働行為の申立て等

大阪府労働委員会
労働委員会は、労使関係の中でも主に集団的労使関係を対象とした労使紛争の解決を援
助するための独立した行政機関です。
主に、労働組合と使用者の間の労働争議の調整、不当労働行為の審査や労働組合の資格
審査などを行っています。
【お問い合わせ】大阪府労働委員会事務局 06-6941-7191
（大阪市中央区北浜東３番１４号 エル・おおさか本館８階）
【ホームページ】http://www.pref.osaka.lg.jp/rodoi/rodo/

仕事探し、スキルアップ

ＯＳＡＫＡしごとフィールド
「ＯＳＡＫＡしごとフィールド」は、お仕事をお探しのすべての方に向けて就職支援、
求人紹介等を行う施設です。
自分自身の状況に応じて、カウンセリングや就職活動に役立つセミナーなどを受講する
ことができます。大阪東ハローワークコーナーでは、求人検索、職業相談等が利用できま
す。
また、求職者と企業の出会いの場作りにも取り組んでいます。
【お問い合わせ】06-4794-9198
（大阪市中央区北浜東3-14 エル・おおさか本館2・3階）
【利 用 時 間】月～金 9:30～20:00
土
9:30～16:00
休館日 日・祝・年末年始
【ホームページ】http://shigotofield.jp/
《ＯＳＡＫＡしごとフィールドの主な提供メニュー》

＜お仕事をお探しの方へ＞
■ カウンセリング（要予約）※月～金 10:00～20:00
これまでの仕事内容や希望をお伺いし、早期就職決定につながるサポートを行います。
■ 面接特訓（要予約）
応募先を想定し、本番さながらの模擬面接を行います。応募書類も併せてチェック。
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■ セミナー（要予約）
マナーや身だしなみ、書類の書き方や多様な業界の研究など、就活に役立つ講座を開
講しています。
■ 働くママ応援コーナー ※月～金 10:00～17:30、土・日・祝・年末年始休
子育てしながら仕事を始めたいと思っているママに対して、キャリアカウンセリング
や保育所探しのアドバイス等を行います。また、就職活動中は無料で一時保育サービス
やリクルートスーツの貸出サービスをご利用いただけます。（事前予約制・定員あり）
■ 大阪東ハローワークコーナー ※月～金 10:00～18:30、土・日・祝・年末年始休
求人閲覧・検索のほか、ハローワーク職員による職業相談、職業紹介を行います。
■ 大阪府地域若者サポートステーション
働くことに悩みを抱える15歳から39歳以下の無業状態にある若者などに対し、専門的
な相談や就業体験などにより、就職に向けた支援を行います。
■ シニア就業促進センター
55歳以上の方を対象に、それぞれの希望にあわせたお仕事探しのアドバイスや関係機
関をご紹介します。

＜企業の方へ＞
■

中小企業人材支援センター
セミナーやコンサルティング、求職者との出会いの場の提供等、様々なメニューをご
用意し、府内企業の採用・育成・定着をサポートします。
【お問い合わせ】06-6910-3765
【営 業 時 間】月～金 9:30～18:30（土・日・祝・年末年始休）
【ホームページ】http://business.shigotofield.jp/

■

企業主導型保育事業相談窓口
企業主導型保育施設の設置、運営に関するご相談を承ります。
【お問い合わせ】06-6232-8580
【営 業 時 間】月～金 9:30～17:30（土・日・祝・年末年始休）
【ホームページ】http://business.shigotofield.jp/nursing/

●

さかい JOB ステーション
【お問い合わせ】フリーダイヤル 0120-245108
（堺市堺区田出井町 2－1 サンスクエア堺 A 棟１F）
【利 用 時 間】火～土 10：00～19:00（受付18：45終了）
休業日 日・月・祝・サンスクエア堺の休館日・年末年始
第2・第4月曜日が祝日の場合は翌日火曜日
【対 象 者】JOBカフェSAKAI（15歳～39歳まで）
女性しごとプラザ（全年齢の女性）
SAKAI JOB CLUB（就業中の15歳～39歳の若年者と全年齢の女性）
堺ハローワークコーナー（15歳～39歳の若年者と全年齢の女性）
【ホームページ】http://www.sakai-jobstation.jp

●

ＪＯＢナビすいた－ＪOB カフェすいた
（※対象者：吹田市在住・在勤・在学の方）
【お問い合わせ】06-6310-5866 （吹田市片山町1-1 メロード吹田一番館2階）
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【利 用 時 間】月～金・第１土 11:00～19:00
（受付は18:45終了・職業紹介受付は18:30終了）
休館日 土（第１土を除く）・日・祝・年末年始
【ホームページ】http://www.jn-suita.jp/
●

地域若者サポートステーション （府内9か所に設置）
15歳から概ね39歳までの無業状態にある若者のうち、働くことに悩みを抱えている
若者などを対象に、
・キャリアカウンセラーや臨床心理士によるカウンセリングなど総合的な相談支援
・グループ体験（コミュニケーショントレーニング）や就業体験など職業的自立支援
プログラムの実施による就職・進路決定へのサポート
・地域における若者支援機関のネットワークの中核として各支援機関への適切な誘導
等を行います。

「大阪府地域若者サポートステーション」http://osapo.jp
実施団体：ＮＰＯ法人ＨＥＬＬＯｌｉｆｅ
所 在 地：大阪市中央区北浜東3-14エル・おおさか本館2階（OSAKAしごとフィールド内）
【お問い合わせ】
【利用時間】
ＴＥＬ 06-4794-9200
開館時間 月～金曜日
9:30～20:00
ＦＡＸ 06-6232-8581
土曜日
9:30～16:00
相談時間 月～金曜日
10:00～16:00
夜間相談
18:00～20:00(不定期木曜日)
※各日予約制・相談無料
休 館 日
日・祝・年末年始
「三島地域若者サポートステーション」https://saposute6.wixsite.com/saposute
実施団体：社会福祉法人花の会
所 在 地：高槻市高槻町4－17
【お問い合わせ】
【利用時間】
ＴＥＬ072-668-4632
開館時間
月～金曜日
9:00～17:00
ＦＡＸ072-668-4632
第 1・3・5 土曜日 9:00～17:00
休 館 日
日・祝・年末年始
「泉州地域若者サポートステーション」http://www.oyws.com/sapportstation/
実施団体：特定非営利活動法人おおさか若者就労支援機構
所 在 地：泉佐野市下瓦屋222-1 泉佐野市立北部市民交流センター本館２階
【お問い合わせ】
【利用時間】
ＴＥＬ 072-464-0002
開館時間 月～土曜日 10:00～18:00
ＦＡＸ 072-464-0154
休 館 日 日・祝・年末年始
「大阪市地域若者サポートステーション（大阪市若者自立支援事業 コネクションズおおさか）
」
http://www.sodateage.net/yss/osaka/
実施団体：認定特定非営利活動法人育て上げネット
所 在 地：大阪市北区梅田1-2-2-400 大阪駅前第2ビル4階
【お問い合わせ】
【利用時間】
ＴＥＬ 06-6344-2660
開館時間 火曜日
11:00～18:30
ＦＡＸ 06-6344-2677
木～土曜日 11:00～18:30
休 館 日 月・水・日・祝・年末年始
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「中河内地域若者サポートステーション」 http://www.tsumugigroup.net/yss/
実施団体：社会福祉法人つむぎ福祉会
所 在 地：東大阪市高井田元町2-4-6 岸田興産ビル(２階受付)
【お問い合わせ】
【利用時間】
ＴＥＬ 06-6787-2008
開館時間 月～金曜日 10：00～17:00（受付終了16:00）
ＦＡＸ 06-6787-2018
第1・3金曜日10：00～20:00（受付終了19:00)
第2・4土曜日10：00～17:00（受付終了16:00)
休 館 日 土・日・祝・夏季休暇・年末年始
「北河内地域若者サポートステーション」 http://stepf.org/saposute/
実施団体：一般社団法人ステップフォワード
所 在 地：枚方市岡東町12-1 ひらかたサンプラザ１号館3階305号
【お問い合わせ】
【利用時間】
ＴＥＬ 072-841-7225
開館時間 月～金曜日
9:00～17:30
ＦＡＸ 072-841-7225
第3水曜日・第3金曜日 9:00～20:00
第4土曜日
9:00～17:30
休 館 日 土・日・祝・年末年始
「とよの地域若者サポートステーション」 http://www.toyosapo.com/
実施団体：一般社団法人キャリアブリッジ
所 在 地：豊中市服部西町4-13-1 豊中市立青年の家いぶき 3階
【お問い合わせ】
【利用時間】
ＴＥＬ 06-6151-3017
開館時間 火～土曜日 10:00～18:30
ＦＡＸ 06-6151-3037
休 館 日 月・日・祝・夏季休暇・年末年始
「南河内地域若者サポートステーション」 http://saposute.wixsite.com/index/
実施団体：一般社団法人大阪青少年支援機構ポラリス
所 在 地：富田林市常盤町3-17 リベルテタナカ501号
【お問い合わせ】
【利用時間】
ＴＥＬ 0721-26-9441
開館時間 月～金曜日 10:00～17:00
ＦＡＸ 0721-26-9445
※第3土曜日 14:00～16:00
休 館 日 土・日・祝・年末年始
「堺地域若者サポートステーション」 http://www.sakaiyouth.net/
実施団体：特定非営利活動法人み・らいず
所 在 地：堺市北区百舌鳥赤畑町１丁３番１
堺市三国ヶ丘庁舎５階
【お問い合わせ】
【利用時間】
ＴＥＬ 072-248-2518
開館時間 月～金曜日 9:00～17:30
ＦＡＸ 072-248-0723
休 館 日 土・日・祝・年末年始
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―国の関係窓口―
●

労働局による総合的な相談・情報提供
大阪労働局雇用環境・均等部指導課（総合労働相談コーナー）
【お問い合わせ】総合労働相談ダイヤル
0120-939-009（フリーダイヤル）
（※大阪府外及び携帯電話・IP電話等からはご利用になれません。）
06-7660-0072（フリーダイヤルにつながらない場合）
【利 用 時 間】火曜日を除く 月～金曜日 9:00～17:00（土・日・祝・年末年始休み）
火曜日のみ 9:00～18:00
各労働基準監督署内総合労働相談コーナー
【利用時間】月～金 9:00～17:00（土・日・祝・年末年始休み）
ただし、平成31年4月1日より泉大津コーナーのみ9：30～17：00
【ホームページ】
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/roudoukyoku/kanren_sh
isetsu/corner.html

●

外国人労働者のための相談
外国人労働者相談コーナー
【お問い合わせ】大阪労働局労働基準部監督課（英語、ポルトガル語、中国語）
06－6949－6490
【利 用 時 間】9:30～17:00（正午から午後１時までを除きます。）
英語：月（第４月曜日は除く）・水・金、ポルトガル語：水・木、中国語：水
※来所の際には事前に電話していただき、相談員の予定と時間を確認してくださ
い。
【ホームページ】
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuz
uki/advisor_foreign_workers.html
労働基準監督署外国人労働者相談センター
【お問い合わせ】
①大阪中央労働基準監督署 06-7654-1176
②天満労働基準監督署
06-7658-4564
③堺労働基準監督署
072-340-4038
【利 用 時 間】
①第１・第３水曜日、②第２・第４水曜日、③第４月曜日
時間はすべて共通して、9:30～12:00、13:00～17:00

●

男女雇用機会均等法、女性活躍推進法、育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進
法及びパートタイム・有期雇用労働法等についての相談
【お問い合わせ】大阪労働局雇用環境・均等部指導課 06-6941-8940
【利 用 時 間】月～金 8:30～17:15（土・日・祝・年末年始休み）

●

雇用関係助成金に係る相談及び受理業務等（雇用環境・均等部等に係るものは除く）
大阪労働局職業安定部雇用保険課（助成金センター） 06-7669-8900
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●

労働者派遣事業・職業紹介事業の許可・届出 事業報告などの業務
大阪労働局需給調整事業部需給調整事業第1課 06-4790-6303

●

労働者派遣事業・職業紹介事業の指導監督業務、労働者派遣法・職業安定法に関する
派遣労働者等からの苦情・相談業務
大阪労働局需給調整事業部需給調整事業第２課 06-4790-6319

―労働条件や労災保険のお問い合わせ―
●

労働基準監督署
（相談）総合労働相談コーナー
（監督）賃金、労働時間、解雇等に関すること
（安衛）災害防止、労働安全衛生管理等に関すること
（労災）労働保険の加入、労災補償等に関すること
名称

電話番号

大阪中央

（相談）06-7654-1176
（監督）06-7669-8726
（安衛）06-7669-8727
（労災）06-7669-8728

大阪市中央区森ノ宮中央
1-15-10
大阪中央労働総合庁舎
４・５階

中央区・東成区・城東区・
天王寺区・浪速区・生野
区・鶴見区

大阪南

（相談）06-7655-1115
（監督）06-7688-5580
（安衛）06-7688-5581
（労災）06-7688-5582

大阪市西成区玉出中
2-13-27

住之江区・住吉区・西成
区・阿倍野区・東住吉
区・平野区

天

満

（相談）06-7658-4564
（監督）06-7713-2003
（安衛）06-7713-2004
（労災）06-7713-2005

大阪市北区天満橋1-8-30
OAPタワー7階

北区・都島区・旭区

大阪西

（相談）06-7664-3840
（監督）06-7713-2021
（安衛）06-7713-2022
（労災）06-7713-2023

大阪市西区北堀江1-2-19
西区・港区・大正区
アステリオ北堀江ビル9階

西野田

（相談）06-7222-3013
（監督・安衛）
06-7669-8787
（労災）06-7669-8788

大阪市此花区西九条
5-3-63

此花区・西淀川区・福島
区

淀

（相談）06-7668-0037
（監督）06-7668-0268
（安衛）06-7668-0269
（労災）06-7668-0270

大阪市淀川区西三国
4-1-12

東淀川区・淀川区・池田
市・豊中市・箕面市・能
勢町・豊能町

川

所
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在

地

管轄区域

名称

電話番号

所

東大阪

（相談）06-7655-6431
（監督）06-7713-2025
（安衛）06-7713-2026
（労災）06-7713-2027

東大阪市永和2-1-1
東大阪商工会議所3階

東大阪市・八尾市

岸和田

（相談）072-449-8740
（監督）072-498-1012
（安衛）072-498-1013
（労災）072-498-1014

岸和田市岸城町23-16

岸和田市・貝塚市・泉佐
野市・泉南市・阪南市・
熊取町・田尻町・岬町

堺

（相談）072-340-4038
（監督）072-340-3829
（安衛）072-340-3831
（労災）072-340-3835

堺市堺区南瓦町2-29
堺地方合同庁舎３階

堺市

羽曳野

（相談）072-942-4520
（監督・安衛）
072-942-1308
（労災）072-942-1309

羽曳野市誉田3-15-17

富田林市・河内長野市・
松原市・柏原市・羽曳野
市・藤井寺市・大阪狭山
市・太子町・河南町・千
早赤阪村

北大阪

（相談）072-391-2953
（監督）072-391-5825
（安衛）072-391-5826
（労災）072-391-5827

枚方市東田宮1-6-8

守口市・枚方市・寝屋川
市・大東市・門真市・四
條畷市・交野市

泉大津

（相談）0725-27-0898
（監督・安衛）
0725-27-1211
（労災）0725-27-1212

泉大津市旭町22-45
テクスピア大阪6階

泉大津市・和泉市・高石
市・忠岡町

茨木

（相談）072-604-5491
（監督）072-604-5308
（安衛）072-604-5309
（労災）072-604-5310

茨木市上中条2-5-7

茨木市・高槻市・吹田市・
摂津市・島本町
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在

地

管轄区域

―職業紹介や雇用保険のお問い合わせ―
●

ハローワーク（公共職業安定所） 8:30～17:15
【ホームページ】https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-hellowork/
平日の17:15以降や土・日・祝も開庁している施設もあります（☆印）。詳しくは、各
施設へお問い合わせください。（平日の17:15以降や土・日・祝に関しては、求人情報の
提供、職業紹介業務のみの取扱い）
名

称

(利用時間)

電話番号

所

在

地

管轄区域または業務内容

06-6942-4771

大阪市中央区農人橋
2-1-36（ピップビル1～3階）

中央区（大阪西公共職業安定
所の管轄区域を除く。）天王
寺区・東成区・生野区・城東
区・鶴見区

06-6344-8609

大阪市北区梅田1-２-2
大阪駅前第2ビル16階

北区・都島区・旭区・此花区・
福島区・西淀川区

06-6582-5271

大阪市港区南市岡1-2-34

西区・浪速区・港区・大正区・
中央区のうち、安堂寺町、上
汐、上本町西、瓦屋町、高津、
島之内、心斎橋筋、千日前、
宗右衛門町、谷町6～9丁目、
東平、道頓堀、中寺、難波、
難波千日前、西心斎橋、日本
橋、東心斎橋、松屋町、南船
場

06-6214-9226

大阪市中央区難波2-2-3
御堂筋グランドビル4階

ハローワーク大阪西管轄事
業所の求人の受理等、求人者
に対する各種支援

阿倍野

06-4399-6007

大阪市阿倍野区文の里
1-4-2

阿倍野区・西成区・住吉区・
平野区・住之江区・東住吉区

阿倍野職業紹介
コーナー（ルシア
ス庁舎）☆
10:00～18:30（月～金）
10:00～18:00（土）
(日・祝・年末年始休み)

06-6631-1675

大阪市阿倍野区阿倍野筋
求人情報提供・職業紹介
1-5-1あべのルシアスオフィス棟８階

淀川

06-6302-4771

大阪市淀川区十三本町
3-4-11

東淀川区・淀川区・吹田市

06-6782-4221

東大阪市長堂1-8-37
イオン布施駅前店4階

東大阪市・八尾市

大阪東
梅田☆
8:30～19:00（月～金）
10:00～17:00（土・日・祝）
(年末年始休み)

大阪西

ハローワーク
プラザ難波
求人コーナー☆
10:00～18:00（月～金）
(土・日・祝・年末年始休み)

布施☆
8:30～1７:１５（月～金）
10:00～18:00（土）
(日・祝・年末年始休み)
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名

称

（利用時間）

所

在

地

管轄区域または業務内容

072-238-8301

堺市堺区南瓦町2-29
堺地方合同庁舎1～3階

072-340-0944

堺市堺区三国ヶ丘御幸通
求人情報提供・職業紹介
59 髙島屋堺店9階

072-431-5541

岸和田市作才町1264

池田

072-751-2595

池田市栄本町12-9

泉大津

0725-32-5181

泉大津市旭町22-45
テクスピア大阪2階

岸和田市・貝塚市
池田市・豊中市・箕面市・能
勢町・豊能町
泉大津市・和泉市・高石市・
忠岡町

藤井寺

072-955-2570

藤井寺市岡2-10-18
ＤＨ藤井寺駅前ビル3階

柏原市・松原市・羽曳野市・
藤井寺市

072-841-3363

枚方市岡本町7-1
ピオルネ・イオン枚方店
6階

枚方市・寝屋川市・交野市

泉佐野

072-463-0565

泉佐野市上町2-1-20

茨木

072-623-2551

河内長野

0721-53-3081

門真

06-6906-6831

堺
堺
堺東駅前庁舎☆
10:00～18:30（月～金）
10:00～18:00（土）
(日・祝・年末年始休み)
岸和田

枚方☆
8:30～17:15（月～金）
10:00～18:00（土）
(日・祝・年末年始休み)

●

電話番号

堺市

泉佐野市・泉南市・阪南市・
熊取町・田尻町・岬町
茨木市・高槻市・摂津市・島
茨木市東中条町1-12
本町
河内長野市・富田林市・大阪
河内長野市昭栄町7-2
狭山市・太子町・河南町・千
早赤阪村
門真市殿島町6-4
守口市・大東市・門真市・
（守口門真商工会館２階） 四條畷市

港湾事業所及び日雇労働者専門のハローワーク
名

称

電話番号

所

在

地

大阪港労働

06-6572-5191

大阪市港区築港1-12-18

あいりん労働

06-6649-1491

大阪市西成区萩之茶屋
1-11-18
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管轄区域または業務内容
港湾事業所及び日雇労働者
専門のハローワーク
日雇労働者専門のハローワ
ーク

●

専門ハローワーク等
一部の施設では、平日夜間・土曜・休祝日も開庁しています。詳しくは各施設へお問い
合わせください。
名

称

（利用時間）

大阪新卒応援
ハローワーク
大阪わかもの
ハローワーク
10:00～18:30（月～金）
10:00～18:00（土）
（日・祝・年末年始休み）
あべの・わかもの
ハローワーク
10:00～18:30（月～金）
10:00～18:00（土）
(日・祝・年末年始休み)
大阪外国人雇用サービスセンター
10:00～18:00（月～金）
(土・日・祝・年末年始休み)
外国人雇用サービスコーナー
13:00～17:00(月～金)
（土・日・祝・年末年始休み）
大阪マザーズハローワーク
10:00～18:30（月～金）
（土・日・祝・年末年始休み）
堺マザーズハローワーク
10:00～18:30（月～金）
10:00～18:00 (土)

電話番号

在

地

06-7709-9455

大阪市北区角田町8-47
阪急グランドビル18階

06-7709-9470

大阪市北区角田町8-47
阪急グランドビル18階

06-4396-7380

業務内容
新規大学等卒業予定者及び
既卒者(卒業後3年以内)の方
への就職支援

正社員での就職を希望され
る 概 ね35歳 未 満 の 方 へ の 就
大阪市阿倍野区阿倍野筋 職支援
1-5-1
あべのルシアスオフィス
棟10階

06-7709-9465

大阪市北区角田町8-47
阪急グランドビル16階

留学生を含む外国人の方へ
の就職支援

072-222-5049

堺市堺区南瓦町2-29
堺地方合同庁舎1～3階
ハローワーク堺内

外国人求職者の方への就職
支援

06-7653-1098

大阪市中央区難波2-2-3
御堂筋グランドビル4階

072-340-0964

（日・祝・年末年始休み）
ﾊﾛｰﾜｰｸ大阪東
ﾏｻﾞｰｽﾞｺｰﾅｰ
06-6942-4771
8:30～17:15（月～金）
（土・日・祝・年末年始休み）
ﾊﾛｰﾜｰｸ梅田
ﾏｻﾞｰｽﾞｺｰﾅｰ
06-6344-8609
8:30～17:15（月～金）
（土・日・祝・年末年始休み）
ﾊﾛｰﾜｰｸ阿倍野ﾙｼｱ
ｽ庁舎ﾏｻﾞｰｽﾞｺｰﾅｰ
06-6631-1675
10:00～18:30（月～金）
（土・日・祝・年末年始休み）
ﾊﾛｰﾜｰｸ淀川
ﾏｻﾞｰｽﾞｺｰﾅｰ
8:30～17:15（月～金）
（土・日・祝・年末年始休み）

所

06-6302-4771

○予約制・担当者制による支
援対象者への就職支援

堺市堺区三国ケ丘御幸通
59 髙島屋堺店9階
※支援対象者とは
①仕事と子育ての両立を希
望する方（現在子育て中で
大阪市中央区農人橋
はないが、将来的に仕事と
2-1-36（ピップビル2階）
子
育ての両立を希望して
ハローワーク大阪東内
いる方も含みます）
②子育てを終えているが、長
大阪市北区梅田1-2-2
期の職業上のブランクが
大阪駅前第2ビル16階
ある方
ハローワーク梅田内
大阪市阿倍野区阿倍野筋
1-5-1 あべのルシアス
オフィス棟8階
ﾊﾛｰﾜｰｸ阿倍野ﾙｼｱｽ庁舎内
大阪市淀川区十三本町
3-4-11
ハローワーク淀川内2階
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○各種託児付きセミナーの
開催
※マザーズハローワークで
は、セミナーの一部を民間
事業者へ委託しています。

名

称

（利用時間）
ﾊﾛｰﾜｰｸ布施
ﾏｻﾞｰｽﾞｺｰﾅｰ
8:30～17:15（月～金）
（土・日・祝・年末年始休み）
ﾊﾛｰﾜｰｸ泉大津
ﾏｻﾞｰｽﾞｺｰﾅｰ
8:30～17:15（月～金）
（土・日・祝・年末年始休み）
ﾊﾛｰﾜｰｸ藤井寺
ﾏｻﾞｰｽﾞｺｰﾅｰ
8:30～17:15（月～金）
（土・日・祝・年末年始休み）
ﾊﾛｰﾜｰｸ枚方
ﾏｻﾞｰｽﾞｺｰﾅｰ
8:30～17:15（月～金）
（土・日・祝・年末年始休み）
ﾜｰｸﾎﾟｰﾄたかつき
ﾏｻﾞｰｽﾞｺｰﾅｰ
10:00～18:00（月～金）
（土・日・祝・年末年始休み）
ﾊﾛｰﾜｰｸﾌﾟﾗｻﾞ千里
ﾏｻﾞｰｽﾞｺｰﾅｰ
10:00～18:00（月～土）
（日・祝・年末年始休み）

電話番号

06-6782-4221

所

在

地

東大阪市長堂1-8-37
イオン布施駅前店4階
ハローワーク布施内

0725-32-5181

泉大津市旭町22-45
テクスピア大阪2階
ハローワーク泉大津内

072-955-2570

藤井寺市岡2-10-18
ＤＨ藤井寺駅前ビル3階
ハローワーク藤井寺内

072-841-3363

枚方市岡本町7-1
ビオルネ・イオン枚方店6
階 ハローワーク枚方内

072-604-1233

高槻市紺屋町1-2
クロスパル高槻
（総合市民交流センター）5階

06-6833-7811

豊中市新千里東町1-4-1
阪急千里中央ビル10階
ﾊﾛｰﾜｰｸﾌﾟﾗｻﾞ千里内

ﾊﾛｰﾜｰｸﾌﾟﾗｻﾞ難波
10:00～18:30（月～金）
10:00～18:00（土）
（日・祝・年末年始休み）
ﾊﾛｰﾜｰｸﾌﾟﾗｻﾞ泉北
9:00～17:00(月～土)
（日・祝・年末年始休み）
ﾊﾛｰﾜｰｸﾌﾟﾗｻﾞ千里
10:00～18:00（月～土）
（日・祝・年末年始休み）
高槻市地域職業相談室
（ワークサポートたかつき）
10:00～18:00（月～土）
（日・祝・年末年始休み）
八尾市地域職業相談室
（八尾市ワークサポートセンター）
10:00～18:00（月～土）
（日・祝・年末年始休み）
大東市地域職業相談室
（ワークサポート大東）
10:00～18:00（月～金）
（土・日・祝・年末年始休み）

06-6214-9200

大阪市中央区難波2-2-3
御堂筋グランドビル4階

072-291-0606

堺市南区茶山台1-2-3
泉ヶ丘ひろば専門店街1階

06-6833-7811

豊中市新千里東町1-4-1
阪急千里中央ビル10階

072-684-1112

高槻市紺屋町1-2
クロスパル高槻
（総合市民交流センター)5階

072-929-3400

八尾市光町2-60
八尾光町駅前ビル1階

072-874-8733

大東市住道2-2
大東サンメイツ2番館4階
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業務内容

○予約制・担当者制による支
援対象者への就職支援
※支援対象者とは
①仕事と子育ての両立を希
望する方（現在子育て中で
はないが、将来的に仕事と
子育ての両立を希望して
いる方も含みます）
②子育てを終えているが、長
期の職業上のブランクが
ある方
○各種託児付きセミナーの
開催
※マザーズハローワークで
は、セミナーの一部を民間
事業者へ委託しています。

求人情報提供・職業紹介等
※雇用保険関係業務及び職
業訓練関係業務は取り扱
っていません。
※ﾊﾛｰﾜｰｸﾌﾟﾗｻﾞ難波では求人
ｺｰﾅｰを併設しています。
求人情報提供・職業紹介等
※雇用保険関係業務、職業訓
練関係業務及び求人関係
業務は取り扱っていませ
ん。

求人検索パソコンによる求
人情報提供・職業紹介
※雇用保険関係業務、職業訓
練関係業務及び求人関係
業務は取り扱っていませ
ん。

●

その他自治体と一体的に実施する職業紹介施設
これらの施設では、雇用保険・職業訓練・求人関係業務は取り扱っておりません。
詳しくは各施設へお問い合わせください。
名

称

（利用時間）
しごと情報ひろば天下茶屋
阿倍野ハローワークコーナー
9:30～19:00（月～金）
（土・日・祝・年末年始休み）
ハローワークin
西淀川
しごと情報ひろば西淀川
9:00～17:30（月～金）
（土・日・祝・年末年始休み）
しごと情報ひろば平野
阿倍野ハローワークコーナー
9:00～17:30（月～金）
（土・日・祝・年末年始休み）
ねやがわシティ・ステーション
ﾊﾛｰﾜｰｸ枚方職業
紹介ｺｰﾅｰ
9:00～17:00（月～金）
（土・日・祝・年末年始休み）
アゼリア柏原
ハローワークコーナー
（ﾊﾛｰﾜｰｸ藤井寺
職業紹介ｺｰﾅｰ）
9:00～17:00（月～金）
（土・日・祝・年末年始休み）

電話番号

06-7655-5874

06-7668-0150

所

在

地

業務内容

大阪市西成区岸里
1-1-10

大阪市内在住の方の就労相談
（大阪市）
求人検索パソコンによる求人
情報の提供、職業相談・職業
大 阪 市 西 淀 川 区 御 幣 島 紹介（ハローワークコーナー）
1-2-10
西淀川区役所1階

06-7668-9180

大阪市平野区背戸口
3-8-19 平野区役所1階

大阪市内在住の方の就労相談
（大阪市）
求人検索パソコンによる求人
情報の提供、職業相談・職業
紹介（ハローワークコーナー）

072-391-6850

寝屋川市早子町
16-11-101
京阪寝屋川市駅
南口１階

寝屋川市が実施する市民向け
就労相談、ハローワークの職
業相談・職業紹介

柏原市上市1-2-2
アゼリア柏原6階

柏原市が実施する市民向け子
育て相談、ハローワークの職
業相談・職業紹介
※ハローワークコーナーは女
性に限らずどなたでもご利
用いただけます。

所

業務内容

072-972-0082

● 東大阪市が運営する就職支援施設
名
称
（利用時間）
就活ファクトリ
ー東大阪

電話番号

06-4306-5360

9:00～17:30（月～金）

在

地

東大阪市長堂
1-8-37
ｳﾞｪﾙ・ﾉｰﾙ布施４階

（土・日・祝・年末年始休み）

39歳以下の若者や女性（年齢
不問）に対する就職や仕事の
相談、セミナー情報の提供、
ハローワークと連携した就労
支援 等

―働く人の健康と安全な職場―
●

地域産業保健センター
地域産業保健センターでは、労働者数50人未満の小規模事業場の事業者や小規模事業場
で働く人を対象として、健康診断結果に基づく意見聴取、保健指導、メンタルヘルス不調
者に対する相談・指導、長時間労働者・高ストレス者に対する面接指導などのサービスを
無料で受けることができます。
【ホームページ】http://osakas.johas.go.jp/sanpo-center/
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―女性の活躍推進、両立支援等で企業を支援―
●

（公財）21世紀職業財団関西事務所 06-4963-3820
大阪市中央区本町4-4-24 住友生命本町第2ビル9階

―地域における雇用・就労に向けた相談―
●

地域就労支援センター
相談日時はセンターによって異なりますので、お電話でご確認ください。
（令和元年9月現在）
市町村名

電話番号

大阪市

06-6567-6890

大阪市浪速区木津川2-3-8

堺

0120-010908

堺市堺区大仙西町2-69-9

岸和田市

072-423-9621

岸和田市岸城町7-1岸和田市魅力創造部産業政策課内

豊中市

06-6334-5211
06-6858-6861

豊中市三和町1-1-63 豊中市立労働会館内
豊中市北桜塚2-2-1 生活情報センターくらしかん内

池田市

072-751-0574

池田市栄本町9-1

吹田市

06-6310-5866
06-6388-5504

吹田市片山町1-1
メロード吹田1番館2階(JOBナビすいた内)
吹田市岸部中1-22-2 吹田市交流活動館内

泉大津市

0725-23-8689

泉大津市東雲町9-12
泉大津市総合政策部人権くらしの相談課内

高槻市

072-674-7767

高槻市桃園町2-1
高槻市健康福祉部福祉事務所生活福祉支援課内

貝塚市

072-433-7086

貝塚市畠中1-17-1
貝塚市福祉部市民相談室内

守口市

06-6992-1490

守口市京阪本通2丁目5-5
守口市市民生活部地域振興課内

枚方市

072-844-8788

枚方市岡東町12-1-502 サンプラザ1号館5階
枚方人権まちづくり協会内

茨木市

072-620-1620

市

八尾市

所在地
Ａ’ワーク創造館内
(公財)堺市就労支援協会内

池田市立コミュニティセンター4階

茨木市駅前3-8-13
茨木市産業環境部商工労政課内

072-929-0040
072-922-1827
072-922-1892
072-922-2911

八尾市光町2-60 八尾市ﾜｰｸｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ内
八尾市桂町2-37 桂人権ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ内
八尾市安中町8-5-30 安中人権ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ内
八尾市南太子堂2-1-45 龍華ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ内

072-922-3661

八尾市山本町1-8-11

山本ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ内

泉佐野市上町3-11-48

泉佐野市

072-469-3131
072-464-5726
072-466-6464

富田林市

0721-24-3700

泉佐野市生活産業部まちの活性課内
泉佐野市下瓦屋222-1
泉佐野市立北部市民交流センター内
泉佐野市南中樫井476-2
泉佐野市立南部市民交流センター内
富田林市若松町1-9-12
富田林市立人権文化センター内
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市町村名

電話番号

寝屋川市

072-828-0751

寝屋川市早子町16-11-101
京阪寝屋川市駅南口1階 ねやがわｼﾃｨ･ｽﾃｰｼｮﾝ内

河内長野市

0721-53-1111

河内長野市原町1-1-1
河内長野市環境経済部産業観光課内

松原市

072-337-3112

松原市阿保1-1-1

大東市

072-870-5370
072-879-1818
072-877-5050

大東市住道2－2 大東サンメイツ2番館4階
ワークサポート大東内
大東市野崎1-24-1 野崎人権文化センター内
大東市北条3-10-5 北条人権文化センター内

和泉市

0725-99-8124

和泉市府中町2-7-5 和泉市環境産業部商工労働室内
和泉市伯太町6-1-20 ゆう・ゆうプラザ内
和泉市いぶき野5-4-7和泉シティプラザ南棟２F
和泉市太町552 和泉市北部リージョンセンター
和泉市仏並町398-1 和泉市南部リージョンセンター

箕面市

072-724-6727
072-722-7400
072-721-4800

箕面市西小路4-6-1 箕面市地域創造部箕面営業室内
箕面市萱野1-19-4 萱野中央人権文化センター内
箕面市桜ヶ丘4-19-3 桜ヶ丘人権文化センター内

柏原市

072-972-5573
072-972-5586

柏原市大正2-10-1

羽曳野市

072-937-0860
072-958-1111

羽曳野市向野2-9-7 羽曳野市立人権文化センター内
羽曳野市誉田4-1-1羽曳野市生活環境部産業振興課内

門真市

06-6902-6079

門真市中町1-1

摂津市

06-6383-1362

摂津市三島1-1-1

摂津市市民生活部産業振興課内

高石市

072-275-6164

高石市加茂4-1-1

高石市政策推進部経済課内

藤井寺市

072-939-1337

藤井寺市岡1-1-1

藤井寺市政策企画部魅力創生課内

06-6784-5811

東大阪市荒本2-6-1

06-6727-1920

東大阪市永和1-15-2

泉南市

072-485-1401

泉南市樽井9-16-2

四條畷市

072-877-2121

四條畷市中野本町1-1
四條畷市健康福祉部福祉政策課内

東大阪市

所在地

松原市市民生活部産業振興課内

柏原市産業会館内2F

門真市市民生活部人権女性政策課内

荒本人権文化センター内
シルバー人材センター内

泉南市立市民交流センター内

交野市天野が原町5-5-1
交野市

072-817-0997

交野市立保健福祉総合センター
交野市総務部人権と暮らしの相談課内

大阪狭山市

072-366-6789

大阪狭山市狭山1-2384-1
大阪狭山市市民生活部農政商工グループ内

阪南市

072-472-6111

阪南市尾崎町35-1
阪南市市民部まちの活力創造課内

島本町

075-961-7830

豊能町

072-739-3424

能勢町

072-734-3976

三島郡島本町広瀬2-22-27
島本町立人権文化センター内
豊能郡豊能町余野414-1
豊能町建設環境部農林商工課内
豊能郡能勢町宿野28
能勢町環境創造部地域振興課内
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1階
1階

市町村名

電話番号

所在地

忠岡町

0725-22-1122

泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
忠岡町産業まちづくり部産業振興課内

熊取町

072-452-6085

泉南郡熊取町野田1-1-1
熊取町住民部産業振興課内

田尻町

072-466-5008

泉南郡田尻町嘉祥寺883-1
田尻町総合保健福祉センター内

岬

町

072-492-3270

泉南郡岬町多奈川谷川1905-2
岬町文化センター内

太子町

0721-98-5521

南河内郡太子町大字山田88
太子町まちづくり推進部観光産業課内

河南町

0721-93-2500

南河内郡河南町大字白木1359-6
河南町まち創造部環境・まちづくり推進課内

千早赤阪村

0721-26-7123

南河内郡千早赤阪村大字水分180
千早赤阪村観光・産業振興課内

―障がい者雇用等についての相談ー
●

地域障害者職業センター
障害者に対する専門的な職業リハビリテーションサービス、事業主に対する障害者の雇
用管理に関する相談・援助、地域の関係機関に対する助言・援助を実施しています。
名

称

住

所

連

絡

先

管轄エリア

大阪障害者職業センター

大阪市中央区久
太郎町2-4-11
TEL 06-6261-7005
クラボウアネックスビル
FAX 06-6261-7066
4階

ハローワーク大阪東、梅田、
大阪西、淀川、布施、池田、
枚方、茨木、門真の管轄地域
にお住まいの方、並びに所在
する事業主及び関係機関

大阪障害者職業センター
南大阪支所

堺市北区長曽根町
130-23
TEL 072-258-7137
堺商工会議所会館 FAX 072-258-7139
5階

ハローワーク阿倍野、堺、岸
和田、泉大津、藤井寺、泉佐
野、河内長野の管轄地域にお
住まいの方、並びに所在する
事業主及び関係機関

●

障害者就業・生活支援センター
職業生活における自立を図るために就業及びこれに伴う日常生活または社会生活上の支援
を必要とする障がいのある方に対して、地域の雇用関係機関や福祉関係機関と連携を図り、
基礎訓練から就職・職場定着に至るまでの指導・助言・その他の支援を行っています。
名

称

大阪市障害者
就業・生活支援
センター

住

所

大阪市天王寺区
東上町4-17
ﾜｰｸｾﾝﾀｰ中授内

連

絡

先

TEL 06-6776-7336
FAX 06-6776-7338

堺市障害者
堺市堺区旭ヶ丘中
TEL 072-275-8162
就業・生活支援
町4-3-1
FAX 072-275-8163
ｾﾝﾀｰ エマリス堺 堺市立健康福祉プラザ4階
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活動区域
大阪市

堺市

名

称

住

所

連

絡

先

活動区域

豊能北障害者
就業・生活支援センター

箕面市稲1-11-2
TEL 072-723-3818
ふれあい就労支
FAX 072-723-8803
援センター３階

池田市、箕面市、
豊能町、能勢町

とよなか障害者
就業・生活支援センター

豊中市寺内1-1-10 TEL 06-4866-7100
ローズコミュニティ・緑地1階
FAX 06-4866-7755

豊中市

高槻市障害者
就業・生活支援センター

高槻市高槻町4-17

茨木・摂津障害者 摂津市学園町
就業・生活支援センター
2-9-28

TEL 072-668-4510
FAX 072-668-4530

高槻市、島本町

TEL 072-665-7670
FAX 072-665-7671

茨木市、摂津市

すいた障害者
吹田市高浜町7－7
TEL 06-6317-3749
就業・生活支援セ ぷくぷくサポート
FAX 06-4867-3030
ンター
office
枚方市障害者
就業・生活支援センター

吹田市

枚方市大垣内町
TEL 090-2064-2188
2-1-20
枚方市
（相談専用）
枚方市
役所別館1階
FAX 072-848-8911

寝屋川市障害者
寝屋川市寝屋南
TEL 072-822-0502
就業・生活支援セ 2-14-12 隆 光 学
FAX 072-812-5247
ンター
園真心ハウス3階

寝屋川市

北河内西障害者
就業・生活支援センター

守 口 市 日 吉 町
1-2-12
守 口 市 TEL 06-6994-3988
障害者・高齢者交 FAX 06-6994-3988
流会館３階

守口市、門真市

北河内東障害者
就業・生活支援
ｾﾝﾀｰ みぃーん

大東市赤井
1-7-102

大東市、四條畷市、交野市

東大阪市障害者
就業・生活支援
センター
Ｊ－ＷＡＴ

東 大 阪 市 菱 江
5-2-34 東大阪市 TEL 072-975-5711
立障害児者支援セ FAX 072-975-5718
ンターレピラ4階

八尾・柏原障害者
八尾市楽音寺
就業・生活支援セ
1-85-１
ンター

TEL 072-871-0047
FAX 072-889-1007

TEL 072-940-1215
FAX 072-943-0294

東大阪市

八尾市、柏原市

南河内北障害者
羽 曳 野 市 白 鳥
TEL 072-957-7021
就業・生活支援セ 3-16-１
FAX 072-957-1604
ンター
木村ビル4階

松原市、羽曳野市、藤井寺市

南河内南障害者
河内長野市昭栄町 TEL 0721-53-6093
就業・生活支援セ
2-1-101
FAX 0721-53-6095
ンター

富田林市、河内長野市、大阪
狭山市、太子町、河南町、千
早赤阪村

泉州北障害者
就業・生活支援センター

和 泉 市 府 中 町
TEL 0725-26-0222
1-8-3和泉ｼｮｯﾋﾟﾝ
FAX 0725-26-0031
ｸﾞｾﾝﾀｰ2階

泉大津市、和泉市、高石市、
忠岡町

泉州中障害者
就業・生活支援センター

貝塚市堤371-1
ﾀｹﾓﾄﾋﾞﾙ4階A室

岸和田市、貝塚市

泉州南障害者
就業・生活支援センター

泉佐野市下瓦屋
222-1 泉佐野市立 TEL 072-463-7867
北 部 市 民 交 流 セ ン FAX 072-463-7890
ター本館

TEL 072-422-3322
FAX 072-433-9923
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泉佐野市、泉南市、阪南市、
熊取町、田尻町、岬町

―高齢者雇用、障害者雇用、職業能力の開発を支援―
●

(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構大阪支部
摂津市三島1-2-1 （ポリテクセンター関西内）
■ 高齢・障害者業務課（06-7664-0782）
高年齢者雇用に関する相談・援助、障害者雇用に関する講習、地方アビリンピック
開催に関する業務
■ 高齢・障害者窓口サービス課（06-7664-0722）
高年齢者雇用に関する助成金、障害者雇用納付金の申告・申請、障害者雇用に関する
給付金・助成金に関する業務
■ 納付金調査課（06-7664-0099）
障害者雇用納付金の調査に関する業務

―職業に必要な技能の習得のために―
●

職業能力開発施設
名

称

電話番号

所

在

地

北大阪高等職業技術専門校

072-808-2151

枚方市津田山手2-11-40

東大阪高等職業技術専門校

072-964-8836

東大阪市菱江6-9-10

南大阪高等職業技術専門校

0725-53-3005

和泉市テクノステージ2-3-5

夕陽丘高等職業技術専門校

06-6776-9900

大阪市天王寺区上汐4-4-1

大阪障害者職業能力開発校

072-296-8311

堺市南区城山台5-1-3

近畿職業能力開発大学校

072-489-2111

岸和田市岸の丘3丁目1番1号

関西職業能力開発促進センター

06-6383-0949

摂津市三島1-2-1

大阪港湾労働分所

06-6552-4012

大阪市大正区鶴町2-20-21

大阪地域職業訓練センター
A’ワーク創造館

06-6562-0410

大阪市浪速区木津川2-3-8

〃

―ひとり親家庭等への就職支援―
●

母子家庭等就業・自立支援センター（無料の職業紹介所）
実施主体

電話番号

所在地

委託（指定管理）先

大阪府
高槻市
東大阪市
枚方市
八尾市
寝屋川市

06-6762-9498

大阪市中央区谷町 5-4-13
大阪府谷町福祉センター内

社会福祉法人大阪府
母子寡婦福祉連合会

大阪市

06-6371-7146

大阪市北区中津 1-4-10
大阪市立愛光会館内

堺

市

072-224-7766

豊中市

06-6852-5160

堺市堺区南瓦町 2-1
堺市総合福祉会館内
大阪府豊中市中桜塚
2-29-31
20

公益社団法人大阪市
ひとり親家庭福祉連
合会
一般財団法人堺市母
子寡婦福祉会
社会福祉法人豊中市
母子寡婦福祉会

―健康保険（資格関係）や厚生年金のお問い合わせ―
●

年金事務所
※利用時間 8:30～17:15（月～金）
・時間延長 週初の開所日 ～19：00
・週末相談 第２土曜 9：30～16：00
名

称

電話番号

所在地

大手前

06-6271-7301

大阪市中央区久太郎町
2-1-30
（船場ダイヤモンドビル6階～
8階）

今 里

06-6972-0161

大阪市東成区
大今里西2-1-8

06-6356-5511

大阪市北区天神橋
4-1-15

天 満

淀 川

06-6305-1881

福 島

06-6458-1855

堀 江

06-6531-5241

大阪市淀川区西中島
4-1-1（日清食品ビ
ル2階・3階）
大阪市福島区福島
8-12-6
大阪市西区北堀江
3-10-1

天王寺

06-6772-7531

大阪市天王寺区
悲田院町7-6

貝 塚

072-431-1122

貝塚市海塚305-1

難 波

06-6633-1231

城 東

06-6932-1161

東大阪

06-6722-6001

吹 田

06-6821-2401

守 口

06-6992-3031

市 岡

06-6571-5031

玉 出

06-6682-3311

平 野

06-6705-0331

八 尾

072-996-7711

大阪市浪速区敷津東
1-6-16
大阪市城東区中央
1-8-19
東大阪市永和
1-15-14
吹田市片山町
2-1-18
守口市京阪本通
2-5-5
守口市役所内7階
大阪市港区磯路
3ｰ25-17
大阪市住之江区
新 北 島 1-2-1(オ ス
カードリーム4階)
大阪市平野区喜連西 6-2-7
8
八尾市桜ヶ丘1-65
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管轄区域
健康保険・厚生年金保険

国民年金

中央区・浪速区・
東成区・生野区・ 中 央 区 ・ 都 島
城東区・都島区・ 区
旭区・鶴見区
―
北区の一部（淀川
年金事務所管内
の地域を除く）
東淀川区・淀川区
北 区 の 一 部
(※)

東成区・生野
区
北区
東淀川区・淀
川区

福島区・西淀川区
西区

西区・大正区

天王寺区・阿倍野区・富田林市・
河内長野市・松原市・羽曳野市・
藤井寺市・大阪狭山市・太子町・
河南町・千早赤阪村
貝塚市・岸和田市・泉佐野市・泉
南市・阪南市・熊取町・田尻町・
岬町
―

浪速区

―

城東区・旭区・
鶴見区

東大阪市
吹田市・高槻市・茨木市・摂津市・
島本町
守口市・大東市・門真市
港区・大正区・
此花区

港区・此花区

西成区・住吉区・住之江区
東住吉区・平野区
八尾市・柏原市

名

称

電話番号

管轄区域

所在地

健康保険・厚生年金保険

国民年金

豊中市岡上の町
4-3-40

豊中市・池田市・箕面市・豊能町・
能勢町
枚方市・寝屋川市・四條畷市・交野
枚 方
072-846-5011
枚方市新町2-2-8
市
堺市のうち堺区・
堺市堺区南瓦町
中区・東区・南区 堺市
堺 東
072-238-5101
2-23
・北区・美原区
堺市のうち西区・
泉大津市・和泉
堺市西区浜寺石津町 西 泉 大 津 市 ・ 和 泉
市・高石市・忠
堺 西
072-243-7900
市・高石市・忠岡
4-2-18
岡町
町
※大淀北一丁目・二丁目、大淀中一丁目～五丁目、大淀南一丁目～三丁目、国分寺一丁目・
二丁目、
天神橋七丁目・八丁目、豊崎一丁目～七丁目、中津一丁目～七丁目、長柄中一丁目～三
丁目、
長柄西一丁目・二丁目、長柄東一丁目～三丁目、本庄西一丁目～三丁目、本庄東一丁目
～三丁目
豊 中

06-6848-6831

―健康保険の給付や任意継続等に関するお問い合わせ―
●
●

健康保険組合等に加入している方は、各健康保険組合等へお問い合わせください。
全国健康保険協会に加入している大阪支部の方
全国健康保険協会大阪支部 06-7711-4300(代表)
〒550-8510 大阪市西区靱本町1-11-7 信濃橋三井ビル6階
【ホームページ】 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/osaka

― あいりん地域の労働者・ホームレスの方の就労について ―
名

称

（公財）西成
労働福祉セ
ンター
大阪ホーム
レス就業支
援センター

電話番号

所

在

地

業務内容

06-6641-0131

大阪市西成区萩 あいりん地域の労働者の方への無料
之茶屋1-3-28
職業紹介及び労働に関する相談等

06-6645-1951

ホームレス自立支援センター入所
大阪市西成区萩
者・あいりん地域労働者に対する就労
之茶屋3-6-29
開拓・就労相談・職場体験講習等

―就職差別など、採用時の人権に関する相談・お問い合わせー
●

大阪府商工労働部雇用推進室
06-6210-9518
● 住所地を管轄するハローワーク（P9～10参照）
● 大阪労働局職業安定部職業対策課 大阪市中央区常盤町1-3-8 中央大通FNビル２１階
06-4790-6310
● 大阪労働局雇用環境・均等部指導課（男女雇用機会均等に関すること）
大阪市中央区大手前4-1-67 大阪合同庁舎2号館8階
06-6941-8940
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※

大阪府では、公正採用選考人権啓発推進員の責務と果たすべき役割を認識していただ
くため、推進員に係る基礎的な知識を身につけていただく「公正採用選考人権啓発推進
員新任・基礎研修」を行っています。
【ホームページ】
http://www.pref.osaka.lg.jp/rosei/koseisaiyo/400-suisin-kensyu.html

―障がい者雇用支援などに関するお問い合わせ－
● 大阪府商工労働部 雇用推進室 就業促進課 障がい者雇用促進グループ
（大阪府障がい者雇用促進センター）
大阪府では、働きたいと願う障がい者が、適性や個性を活かして仕事に就き、働き続け
ることができる「障がい者雇用日本一・大阪」の実現に向けて様々な取組みを実施してい
ます。
【お問い合わせ】 06-6360-9077
【ホームページ】 http://www.pref.osaka.lg.jp/koyotaisaku/syogaisyakoyo/
■

大阪府障害者の雇用の促進等と就労の支援に関する条例（ハートフル条例）
本条例により、府と関係のある事業主の皆様に対して、障がい者雇用率（いわゆる法
定雇用率）の達成に向けた取組みを誘導・支援しています。

■

大阪ハートフル基金
障がい者の働く場と機会を広げるため、府民や企業の皆さまから広くご寄付を募り、
障がい者の雇用に取り組む事業主の皆さまを応援します。

■

ハートフル税制
障がい者の雇用の促進及び職業の安定を図るため、障がい者を多数雇用する中小企業
等の法人事業税を軽減します。

■

大阪府障がい者サポートカンパニー制度
障がい者の雇用や就労支援に積極的に取り組んでいただいている企業等を登録し、そ
の取り組みを広く周知することで、障がい者雇用の一層の拡大を図る制度です。

―テレワークに関するお問い合わせ－
●

テレワーク相談センター
（東京都千代田区神田駿河台1－8－11東京ＹWＣＡ会館303 一般社団法人日本テレワーク協会内）
在宅勤務などのテレワーク導入に関する様々なご相談に対応する窓口です。
【お問い合わせ】0120-91-6479（フリーダイヤル）
【ホームページ】http://www.tw-sodan.jp/
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労働相談センター・地図
◆労働相談センター

労働相談センター
エル・おおさか南館3階

● 労働環境課

労働相談センター

大阪市中央区石町2－5－3 大阪府立労働センター（エル・おおさか）南館３階
【電話】労働相談：06-6946-2600
セクハラ・女性相談：06-6946-2601
【利用時間】月曜日～金曜日 9:00～12:15、13:00～18:00
（土・日・祝日及び年末年始を除く）
【夜間相談】毎週木曜日 20:00まで（祝日の場合は翌日）
※「セクハラ・女性相談」は、ご希望により女性相談員の対応も可能です。
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