
令和元年度下半期(１月17日以降）の都道府県労働局の説明会予定

（派遣労働者の同一労働同一賃金）

令和２年1月17日時点

労働局 日 時間 主な対象者
申し込み方法
問い合わせ先

電話番号 ＵＲＬ

10:00～11:30 札幌第一合同庁舎３階　職業安定部会議室

13:30～15:00 札幌第一合同庁舎７階　労働局会議室

10:00～11:30

13:30～15:00

２月17日（月） 9:30～11:30 札幌エルプラザ男女共同参画センター４階大研修室 札幌市北区北８条西３丁目　札幌エルプラザ 派遣元

10:00～11:30

13:30～15:00

10:00～11:30

13:30～15:00

10:00～11:30

13:30～15:00

 9:30～11:30

13:30～15:30

１月24日（金） 13:30～15:30

１月20日（月） 14:00～15:30 水沢公共職業安定所　会議室 奥州市水沢東中通り1-5-35

１月22日（水） 14:00～15:30 一関公共職業安定所　会議室 一関市山目字前田13-3

10:30～12:00

13:30～15:00

※調整中 宮城労働局需給調整事業課 022-292-6071

秋田 ※調整中 秋田労働局需給調整事業室 018-883-0007

山形 ※調整中 山形労働局需給調整事業室 023－626-6109

１月20日（月） 13:20～15:30 いわき新舞子ハイツ多目的ホール いわき市平下高久字南谷地16-4 

１月30日（木） 13:20～15:30 ビッグパレットふくしま 郡山市南二丁目52番地

２月３日（月） 9:40～11:50

２月３日（月） 13:20～15:30

※調整中 茨城労働局需給調整事業室 029－224-6239

１月20日（月） 13:30～16:00 とちぎ福祉プラザ　多目的ホール 宇都宮市若草1-10-6 派遣元・派遣先

１月24日（金） 13:30～16:00 佐野市文化会館　小ホール 佐野市浅沼町508-5 派遣元・派遣先

群馬 ※調整中 群馬労働局需給調整事業室 027－210-5105

午前

午後

千葉 ※調整中 千葉労働局需給調整事業課 043-221-5500

１月24日（金） 14:00～16:00 東京労働局　需給調整事業部 東京都港区海岸3-9-45海岸庁舎4階会議室

２月７日（金） 14:00～16:00

３月11日（水） 14:00～16:00

１月29日（水） 14:00～16:00

２月12日（水） 14:00～16:00

３月27日（金） 14:00～16:00

１月20日（月） 9:30～11:00 メルパルクホール 東京都港区芝公園2-5-20 派遣元

１月20日（月） 14:00～15:30 メルパルクホール 東京都港区芝公園2-5-20 派遣元

１月30日（木） 14:00～15:30 日本教育会館　一ツ橋ホール 東京都千代田区一ツ橋2-6-2　3F 派遣元・派遣先

１月22日（水） 14:00～16:00 ハローワーク横浜
港労働出張所会議室 横浜市中区海岸通4-23 派遣先

２月13日（木） 14:00～16:30 関内ホール・小ホール 横浜市中区住吉町4-42-1 派遣元

２月14日（金） 14:00～16:00 ハローワーク横浜
港労働出張所会議室 横浜市中区海岸通4-23 派遣先

３月２日（月） 14:00～16:30 関内ホール・小ホール 横浜市中区住吉町4-42-1 派遣元

３月11日（水） 14:00～16:00 ハローワーク横浜港労働出張所会議室 横浜市中区海岸通4-23 派遣先

派遣元

東京労働局需給調整事業部 03-3452-1474 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/

岩手労働局需給調整事業室派遣先

神奈川労働局需給調整事業課 045-650-2810

埼玉労働局需給調整事業課 048－600-6211

場所

派遣先

019－604-3004

青森労働局需給調整事業室 017-721-2000

024-529-5746

栃木労働局需給調整事業室 028-610-3556

福島労働局需給調整事業室

北海道 北海道労働局需給調整事業課 011-738-1015

１月30日（木） 札幌市北区北８条西２丁目１－１ 派遣先

２月13日（木） 札幌第一合同庁舎３階　職業安定部会議室 札幌市北区北８条西２丁目１－１ 派遣先

２月26日（水） 札幌第一合同庁舎３階　職業安定部会議室 札幌市北区北８条西２丁目１－１ 派遣先

３月６日（金） 札幌第一合同庁舎３階　職業安定部会議室 札幌市北区北８条西２丁目１－１ 派遣先

３月26日（木） 札幌第一合同庁舎３階　職業安定部会議室 札幌市北区北８条西２丁目１－１ 派遣先

東京労働局　需給調整事業部 東京都港区海岸3-9-45海岸庁舎4階会議室

宮城

茨城

栃木

１月29日（水） さいたま市中央区新都心
11-2 ﾗﾝﾄﾞ･ｱｸｼｽ･ﾀﾜｰ14階 派遣元・派遣先

１月17日（金）

青森 青森合同庁舎　７階会議室 青森市新町二丁目4-25 派遣元

神奈川

東京

福島

埼玉

福島市市民会館４階会議室（４０１） 福島市霞町1番52号

派遣元・派遣先

岩手

１月29日（水） 盛岡第２合同庁舎　３階共用会議室 盛岡市盛岡駅西通1-9-15
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10:30～12:00 派遣先

14:00～16:00 派遣元

10:30～12:00 派遣先

14:00～16:00 派遣元

１月29日（水） 10:00～12:00 派遣元

10:30～12:00

14:00～15:30

10:30～12:00 新潟美咲合同庁舎２号館２階局会議室

14:00～15:30 新潟美咲合同庁舎２号館４階大会議室

※調整中 富山労働局需給調整事業室 076-432-2718

石川 ※調整中 石川労働局需給調整事業室 076-265-4435

福井 ※調整中 福井労働局需給調整事業室 0776ｰ26-8617

山梨 ※調整中 山梨労働局需給調整事業室 055-225-2862

１月28日（火） 13:30～15:30 ハローワーク松本　会議室 松本市庄内3-6-21 派遣元

１月31日（金） 13:30～15:30 ハローワーク伊那　会議室 伊那市狐島4098-3 派遣元

２月３日（月） 13:30～15:30 ハローワーク小諸　会議室 小諸市御幸町2-3-18 派遣元

２月４日（火） 13:30～15:30 長野労働局　２階会議室 長野市中御所1-22-1 派遣元

※調整中 岐阜労働局需給調整事業室 058－245-1312

※調整中 静岡労働局需給調整事業課 054-271-9980

１月30日（木） 10:00～11:00

２月10日（月） 10:00～11:00

２月19日（水） 10:00～11:00

３月４日（水） 10:00～11:00 愛知労働局　伏見庁舎12階会議室

３月17日（火） 10:00～11:00

１月21日（火） 10:00～11:30

２月６日（木） 10:00～11:30

10：00～11：30

14：00～15：30

１月28日（火） 滋賀県立文化産業交流会館　小劇場 米原市下多良２丁目137

１月30日（火） 滋賀労働総合庁舎　６階共用会議室 大津市打出浜14番15号

京都 ※調整中 京都労働局需給調整事業課 075-241-3225

大阪 ※調整中 大阪労働局需給調整事業部 06-4790-6319

１月27日（月） 10:00～11:30

２月10日（月） 13:30～15:00

２月19日（水） 13:30～15:00

３月13日（金） 10:00～11:30

１月17日（金） 13:00～16:00

１月22日（水） 13:00～16:00

１月17日（金） 13:30～16:00 ハローワーク大和郡山 大和郡山市観音寺町168－1 派遣先

２月26日(水） 10:00～12:30 ホテルリガーレ春日野 奈良市法蓮町757-2

２月26日(水） 14:00～16:30 ホテルリガーレ春日野 奈良市法蓮町757-2

３月３日(火） 13:30～16:00 かしはら万葉ホール 橿原市小房町11－5

和歌山 ※調整中 和歌山労働局需給調整事業室 073-488-1160

0742-88-0245

滋賀労働局需給調整事業室 077-526-8617

ハイブ長岡　D・E会議室

長野労働局需給調整事業室 026-226-0864

https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-
roudoukyoku/home/sintyaku_itiran/news_topics/eve
nt/_122717_00074.html

14：00～17：00
（15：30～個別相談会）

派遣先

愛知県名古屋市中区錦2-14-25　ヤマイチビル

愛知労働局　伏見庁舎10階会議室

派遣元

愛知労働局需給調整事業部 052-685-2555

https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-

roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudousha_ha

ken/hourei_seido/hakensaki_00006.html

新潟美咲合同庁舎２号館４階大会議室 新潟市中央区美咲町１－２－１新潟美咲合同庁舎
１月20日（月）

２月６日（木）

富山

岐阜

静岡

三重労働局需給調整事業室 059-226-2165派遣元三重

長岡市千秋3-315-11

２月17日（月）

１月17日（金）

兵庫労働局 神戸市中央区東川崎町1-1-3

派遣元兵庫県民会館　けんみんホール 神戸市中央区下山手通4-16-3

派遣元・派遣先

兵庫労働局需給調整事業課 078-367-0831

愛知労働局　伏見庁舎10階会議室
派遣先

奈良労働局需給調整事業室

津市勤労者福祉センター（サン・ワーク津） 津市島崎町143-6

新潟労働局需給調整事業室 025-288-3510
https://jsite.mhlw.go.jp/niigata-

hellowork/home.html

派遣先

２月10日（月） 新潟市中央区美咲町１－２－１新潟美咲合同庁舎

新潟

奈良

滋賀

兵庫

派遣元・派遣先

愛知

長野

https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudousha_haken/hourei_seido/hakensaki_00006.html
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudousha_haken/hourei_seido/hakensaki_00006.html
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudousha_haken/hourei_seido/hakensaki_00006.html
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鳥取 ※調整中 鳥取労働局職業安定課 0857-29-1707

※調整中 島根労働局職業安定課 0852-20-7017

１月22日（水） ハローワーク玉野 玉野市築港2-23-12

広島 ※調整中 広島労働局需給調整事業課 082-511-1066

※調整中 山口労働局需給調整事業室 083－995-0385

徳島 ※調整中 徳島労働局需給調整事業室 088－611－5386

香川 ２月14日（金） 13:30～15:30 高松サンポート合同庁舎　アイホール 高松市サンポート3-33　アイプラザ2階 派遣元 香川労働局需給調整事業室 087－806-0010

愛媛 ※調整中 愛媛労働局需給調整事業室 089-943-5833

※調整中 高知労働局職業安定課 088-885-6051

10:00～12:00 派遣先

13:30～16:30 派遣元

２月10日（月） 13:30～16:00 福岡合同庁舎　本館5階共用第4会議室 福岡市博多区博多駅東2-11-1 派遣元

２月13日（木） 13:30～16:00 福岡合同庁舎　本館5階共用第2会議室 福岡市博多区博多駅東2-11-1 派遣元

２月18日（火） 13:30～16:00 福岡合同庁舎　本館1階共用第1会議室 福岡市博多区博多駅東2-11-1 派遣元

２月20日（木） 13:30～16:00 福岡合同庁舎　本館1階共用第1会議室 福岡市博多区博多駅東2-11-1 派遣元

２月25日（火） 13:30～16:00 福岡合同庁舎　本館1階共用第1会議室 福岡市博多区博多駅東2-11-1 派遣元

佐賀 ※調整中 佐賀労働局需給調整事業室 0952－32－7219

１月17日（金） 13:30～16:00 ハローワーク諫早 諫早市幸町４－８ 派遣元・派遣先

１月22日（水） 13:30～16:00 ハローワーク長崎 長崎市宝栄町４－２５ 派遣元・派遣先

１月29日（水） 13:30～16:00 ハローワーク長崎 長崎市宝栄町４－２５ 派遣元・派遣先

１月17日（金）

宮崎 ※調整中 宮崎労働局需給調整事業室 0985－38－8823

鹿児島 ※調整中 鹿児島労働局需給調整事業室 099－803－7111

※調整中 沖縄労働局需給調整事業室 098-868-1637

※調整中のものや既に募集を締め切っているものは、グレーで着色しています。
※労働者派遣法単独で開催しているもののほか、労働基準法やパート・有期雇用労働法と併催していることもあります。
　また、事前申し込みが必要な場合があります。
　詳細は都道府県労働局へお問い合わせください。

ＪＲ九州ホール 福岡市博多区博多駅中央街１－１ＪＲ博多シティ９Ｆ

沖縄

大分 14：00～16：00 大分労働局共用第一会議室

https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-

roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/syokugy

ou/20jyukyu_00002.html

092-434-9711

１月23日（木）

14:00～16:00 派遣元・派遣先

福岡労働局需給調整事業課

長崎労働局需給調整事業室 095-801-0045

岡山労働局需給調整事業室 086－801-5110

熊本労働局需給調整事業室 096-211-1731

https://jsite.mhlw.go.jp/kumamoto-

roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudousha_ha

ken.html

https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-

roudoukyoku/news_topics/event/2019/seminar-

19121004.html

大分市東春日町17-20 第２ソフィアプラザビル４F 派遣元 大分労働局需給調整事業室 097-535-2095
https://jsite.mhlw.go.jp/oita-
roudoukyoku/riyousha_mokuteki_menu/2014kaisyu2/2
014haken.html

熊本 1月21日（火） 14:00～16:00 熊本地方合同庁舎B棟2階大会議室(A) 熊本市西区春日2-10-1 B棟2階 派遣元・派遣先

長崎

福岡

岡山

島根

山口

高知

https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/syokugyou/20jyukyu_00002.html
https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/syokugyou/20jyukyu_00002.html
https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/syokugyou/20jyukyu_00002.html
https://jsite.mhlw.go.jp/kumamoto-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudousha_haken.html
https://jsite.mhlw.go.jp/kumamoto-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudousha_haken.html
https://jsite.mhlw.go.jp/kumamoto-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudousha_haken.html
https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku/news_topics/event/2019/seminar-19121004.html
https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku/news_topics/event/2019/seminar-19121004.html
https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku/news_topics/event/2019/seminar-19121004.html
https://jsite.mhlw.go.jp/oita-roudoukyoku/riyousha_mokuteki_menu/2014kaisyu2/2014haken.html
https://jsite.mhlw.go.jp/oita-roudoukyoku/riyousha_mokuteki_menu/2014kaisyu2/2014haken.html
https://jsite.mhlw.go.jp/oita-roudoukyoku/riyousha_mokuteki_menu/2014kaisyu2/2014haken.html

