都道府県就職サイト一覧
都道府県
北海道

経済部 雇用労政課

担当部署

青森県

商工労働部 労政・能力開発課

連絡先
雇用労政グループ011-204-5350
keizai.korou1＠pref.hokkaido.lg.jp
労政・能力開発課 地域雇用対策グループ017-734-9398

秋田県

産業労働部 雇用労働政策課

就業支援・労政班018-860-2301、2331、2332

岩手県
山形県
宮城県
福島県

商工労働観光部 雇用対策・労働室
商工労働観光部 雇用対策課
経済商工観光部 雇用対策課
商工労働部 雇用労政課

茨城県

商工労働部 労働政策課

栃木県
群馬県

産業労働観光部 労働政策課
産業経済部 労働政策課

千葉県

商工労働部 雇用労働課

山梨県

産業労働部 労政雇用課

静岡県
富山県

経済産業部 就業支援局 雇用推進課
商工労働部 労働雇用課

雇用対策担当019-629-5587
雇用対策課023-630-2375
雇用推進班022-211-2772 koyour@pref.miyagi.jp
雇用労政課024-521-7290 koyourousei@pref.fukushima.lg.jp
労働経済・福祉グループ029-301-3640
雇用促進対策室029-301-3645 rosei@pref.ibaraki.lg.jp
労働政策課028-623-3217 rousei@pref.tochigi.lg.jp
労働政策課027-226-3402 rouseika@pref.gunma.lg.jp
労働企画班043-223-2767
若年者就労支援班043-223-2745
雇用対策グループ 045-210-5867
労政雇用課025-280-5260 ngt050050@pref.niigata.lg.jp
雇用促進室026-224-7492 メッセージはお問い合わせから
労政担当055-223-1561,055-223-1563
地域雇用担当055-223-1562
雇用推進課054-221-2826 koyou@pref.shizuoka.lg.jp
雇用対策係076-444-8897

石川県

商工労働部 労働企画課

労働企画課076-225-1531 e191300a@pref.ishikawa.lg.jp

愛知県

産業労働部労政担当局 就業促進課

福井県

産業労働部 労働政策課

就業促進課 若年者雇用対策052-954-6366
shugyo@pref.aichi.lg.jp
労働政策課0776-20-0389 rousei@pref.fukui.lg.jp

京都府

商工労働観光部 総合就業支援室

総合就業支援室075-682-8912 syugyo@pref.kyoto.lg.jp

大阪府

雇用推進室 就業促進課

兵庫県

産業労働部政策労働局しごと支援課

滋賀県

商工観光労働部 労働雇用政策課 就業支援室

本庁(代表)06-6941-0351
しごと企画班078-362-3227 雇用就業班078-362-3357
しごと支援課 shigotoshien@pref.hyogo.lg.jp
就業支援室077-528-3758 e-mail: fe0004＠pref.shiga.lg.jp

奈良県

産業雇用振興部 雇用労政課

神奈川県 産業労働局 労働部 雇用対策課
新潟県
産業労働観光部 労政雇用課
長野県
産業政策課 商工観光部 雇用促進室

和歌山県 商工観光労働部 商工労働政策局 労働政策課
三重県
雇用経済部 雇用対策課

雇用促進係0742-27-8832 労政福祉係0742-27-8828
nakagawa-takako@office.pref.nara.lg.jp
労働政策課073-441-2790 e0606001@pref.wakayama.lg.jp
雇用政策班059-224-2461 若者就労支援班059-222-3300
就業支援室0857-26-7225
ふるさと鳥取県定住機構 takahama@furusato-tori.org
雇用政策課0852-225-297 koyo-seisaku@pref.shimane.lg.jp
雇用対策班086-226-7391
労働雇用政策課k-koyo@pref.okayama.jp
本庁（代表）082-513-3420 メッセージはお問い合わせから
雇用・労働企画班083-933-3254
労働政策課a15900@pref.yamaguchi.lg.jp

鳥取県

商工労働部 雇用人材総室 就業支援室

島根県

商工労働部 雇用政策課

岡山県

産業労働部 労働雇用政策課

広島県

商工労働部 産業人材課

山口県

商工労働部 労働政策課

徳島県

商工労働部 労働雇用課

香川県

商工労働部 労働政策課

愛媛県

経済労働部 雇用対策室 雇用対策グループ

高知県

商工労働部 雇用労働政策課

福岡県
佐賀県

福祉労働部 労働局 労働政策課
農林水産商工本部 雇用労働課

労働政策課087-832-3366 rosei@pref.kagawa.lg.jp
雇用対策グループ087-832-3368
雇用対策グループ089-912-2505
就業支援担当088-823-9766 雇用対策室088-823-9764
雇用労働政策課151301@ken.pref.kochi.lg.jp
労働政策課092-643-3583 rosei@pref.fukuoka.lg.jp
雇用労働課0952-25-7310 koyouroudou@pref.saga.lg.jp

長崎県

産業労働部 雇用労政部

雇用労政課095-895-2711

労働雇用課088-621-2345 roudoukoyouka@pref.tokushima.lg.jp

大分県
商工労働部 雇用人材育成課
熊本県
商工観光労働部 労働雇用課
鹿児島県 商工労働水産部 雇用労政課

雇用人材育成班097-506-3340 a14540@pref.oita.lg.jp
雇用対策班096-333-2340 roudoukoyou@pref.kumamoto.lg.jp
雇用労政課099-286-3014 sokushin@pref.kagoshiam.lg.jp

宮崎県

商工観光労働部 労働政策課 地域雇用対策室

地域雇用対策室0985-26-7105 rodoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp

沖縄県

商工労働部 雇用政策課

雇用政策課098-866-2324 メッセージはお問い合わせから

ＵＲＬなど
「ジョブカフェ北海道」http://www.jobcafe-h.jp/
「ジョブカフェあおもり」http://www.jobcafe-aomori.jp/
秋田県庁雇用労働政策課のページ
http://www.pref.akita.lg.jp/www/genre/0000000000000/1000000001032/index.html
「ジョブカフェいわて」http://www.jobcafe-i.jp/index.html
「山形県若者就職支援センター」http://www.yamagatajob.com/
「みやぎジョブカフェ」http://www.miyagi-jobcafe.jp/pc/
「ふるさと福島就職情報センター」http://www.f-turn.jp/
いばらき就職支援センターhttp://www.jobcafe-ibaraki.jp/
「ジョブカフェとちぎ」http://www.tochigi-work2.net/
「ジョブカフェぐんま」http://www.wakamono.jp/
「ジョブカフェちば」http://www.ccjc-net.or.jp/~jobcafe/
「かながわ若者就職支援センター」http://www.kanagawa-wakamono.jp/
「にいがたＵターン情報センター（東京・表参道）」http://www.niigata-uturn.jp/
「ジョブカフェ信州」http://www.jobcafe-shinshu.pref.nagano.lg.jp/
「ネットジョブカフェやまなし」http://job.pref.yamanashi.jp/jobcafe/
「しずおかジョブステーション」http://youngjob.pref.shizuoka.jp/
「ヤング・ジョブ・とやま」https://www.youngjob-tym.jp/
①石川県庁労働企画課ＨＰhttp://www.pref.ishikawa.lg.jp/roudou/
②「ジョブカフェ石川」http://www.jobcafe-ishikawa.jp/index.php
「ヤング・ジョブ・あいち」http://www.pref.aichi.jp/yja/http://www.pref.aichi.jp/yja/
「ふくいジョブカフェ」http://www.fukui-jobcafe.com/
①『京都ジョブパーク』 http://www.pref.kyoto.jp/jobpark/
②『きょうと就職支援net』 http://www.shusyokusien.net/
関西優良企業就活ガイド2015の紹介
『若者しごと倶楽部』 http://www.hyogo-wakamono.jp/
『WORK滋賀』 https://www.workshiga.com/
送付先：就業支援室 fe0004＠pref.shiga.lg.jp
『ジョブならnet』 https://www.job-nara.pref.nara.jp/
『UIわかやま就職ガイド』 http://www.wakayama-uiturn.jp/
『おしごと三重』 http://www.oshigoto.pref.mie.lg.jp/
http://furusato.tori-info.co.jp/syusyoku
「公益財団法人ふるさと鳥取県定住機構」
未確定 『ジョブカフェしまね』 http://www.gogo-jobcafe-shimane.jp/
『おかやま若者就職支援センター』 http://www.y-workokayama.jp/
『岡山県HP内の就職支援ページ』http://www.pref.okayama.jp/page/279571.html
『YYジョブナビ』 http://www.joby.jp/student/
『ジョブナビとくしま』 http://www.pref.tokushima.jp/jobnavi/
あくまで企業紹介、求人がない場合もある
『jobナビかがわ』http://jobnavikagawa.com/
『jobナビかがわplus』http://www.jobnavikagawa-plus.com/
『ジョブカフェ愛work』 http://www.ai-work.jp/index.html
『KENjIN [高知の企業] 就職ナビ』 http://www.kenjin.ne.jp/2100.asp
『若者仕事サポート』 http://www.ssc-f.net/index.html
『さが就活ナビ』 https://shukatsu.saga-s.co.jp/
①『フレッシュワーク長崎』 http://freshwork.pref.nagasaki.jp/
②『ながさきお仕事市場』 http://oshigotoichiba.pref.nagasaki.jp/
『大分県 就職支援・UIターン』 http://www.pref.oita.jp/life/4/24/78/
『熊本仕事いいネット』 http://furusato-shigotonet.jp/index.php
『キャッチワークかごしま』 http://www.c-work-kagoshima.jp/
①『ふるさと宮崎人材バンク』 http://www.back-to-miyazaki.jp/
②『ヤングJOBサポートみやざき』 http://job-miyazaki.com/
③『WORK NET みやざき』 http://www.work-miyazaki.net/
『沖縄県キャリアセンター』

