
◆　日本弁護士連合会
　最近よく聞く、労働問題。長時間労働やサービス残業、賃金の問題もあれば、セクハラ、パワハラなど
…そういったニュースを聞かない日がないくらいです。しかし、本来、〈働く〉ことは、実りある人生を送
るにあたって必要なこと。このまま放っておくわけにはいきません。
　では、どうしたら良いのでしょうか。もちろん、労働法など、労働者が働くにあたって、そもそもどの
ような権利が保障されているか、ワークルールを知識として持っておくことは重要です。しかし、そうし
た権利をどのように行使するか、問題をどのように解決してゆくのかを学ぶこともまた、大切なことでは
ないかと、私たちは考えています。さらに進んで、相手の立場や価値観を慮って行動したり、話し合いに
よってお互いの立場を理解し合えるようになれば、使用者も労働者も互いに幸せになれるような社会を築
くことができるのではないでしょうか。
　ワークルールの分野に限らず、そうした視点を育む「法教育」の普及・発展は非常に大切だと考えていま
す。
　私たち弁護士は、異なる立場であるがゆえに対立し、主張し合う両者のそれぞれの立場を考慮して、ど
のような形で解決するか考えることを職務としており、このような問題に日々向き合っています。全国の
弁護士会では、こうした私たちの得意分野・役割を踏まえ、弁護士を講師とした出前授業を行っています。
単なる知識ではなく、どのように問題を解決するかという手段やスキルについても、お伝えできると思い
ます。是非、一度、弁護士による出前授業を受けてみませんか！御希望がございましたら、各都道府県の
弁護士会又は日本弁護士連合会までお問い合わせ下さい。

　※　全国の弁護士会の連絡先については、後掲の連絡先一覧をご参照下さい。

◆　日本司法書士会連合会
　労働に関するトラブルは実に様々ですが、雇用や労働条件に関する問題は、生活がかかっているだけに
深刻です。
　給料や残業代の未払い、不当解雇、職場における様々なハラスメント、過重労働等の問題が挙げられま
すが、これら労働に関するトラブルは、労働者が一人で使用者に立ち向かい解決することが困難であるこ
とから、結果として泣き寝入りとなってしまうケースも少なくありません。
　全国の司法書士会および日本司法書士会連合会では、トラブルに対する相談だけではなく、子どもたち
が成長し、やがては社会の一員となっていくことから、「法教育」を積極的に推進し活動しています。具体
的には、全国の司法書士会における主要な活動として、学校や市民団体等へ出向き、出張法律講座等を行っ
ております。
　昨今では、労働に関する正しい知識や権利感覚を身に付けて労働トラブルを未然に防ぎ、トラブルにあっ
ても早期に「これは何かおかしいのではないか」と気づき相談することができるようにと、労働に関する法
律教室の依頼が増加傾向にあります。
　当該講座をご希望される場合は、全国の司法書士会又は日本司法書士会連合会へご連絡ください。

○ 関係機関からのメッセージと連絡先
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　○　連絡先
　　日本司法書士会連合会
　　〒160-0003　東京都新宿区四谷本塩町4番37号
 　電話番号　03-3359-4171

　※　全国の司法書士会の連絡先については、後掲の連絡先一覧をご参照下さい。

◆　日本行政書士会連合会
　日本行政書士会連合会は、各都道府県の行政書士会を通して、行政書士による教育機関・市民向け法教
育事業を推進しています。

 〇　「契約」等の生活に身近なテーマを中心とした「法教育」を実施
   　学校等に法教育の出前講座を実施している各都道府県行政書士会を通して、身近な生活に関連し

たテーマで「法教育」講義等を実施することで、児童・生徒・学生への周知・啓発を図っています。

＜参考：日本行政書士会連合会ホームページ＞
 ・　「日行連の活動 法教育」
  https://www.gyosei.or.jp/activity/legal-education/
 ・　「各都道府県の行政書士会」
  https://www.gyosei.or.jp/members-search/prefectural.html

　※　全国の行政書士会の連絡先については、後掲の連絡先一覧をご参照下さい。

◆　全国社会保険労務士会連合会
　会社員として働くことを前提として考えた場合、社会に出て働く期間は約40年あります。一生の半分
にもあたるこの期間をいきいきと前向きに働くことができるかということが、充実した人生を送れるかど
うかの大きなポイントとなります。しかし、現実には、正規・非正規労働者の格差、違法な長時間労働、
職場のメンタルヘルス不調者の増加等、労働者を取り巻く環境が厳しくなっています。このような状況を
受け、いま、国をあげて「働き方改革」への取り組みが進められています。「働き方改革」とは、仕事と生活
の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現、仕事と育児・介護等の両立、テレワークの推進等、多様な働
き方を選択できる社会を目指す取り組みです。
　私たち社会保険労務士は、この｢働き方改革｣を進める上で人事労務管理に関する国家資格者として、「多
くの人に、いきいきと職場で働いてもらいたい、幸せな人生を送ってもらいたい」という思いから、学校
教育の場に伺い、社会に出るまでに知ってもらいたい労働及び社会保険に関する基礎知識を伝えるための
出前講義等を実施しています。
　本資料の労働法教育に関して、外部協力講師として社会保険労務士に講義等を希望される学校関係者の
方は、各都道府県社会保険労務士会までお問い合わせください。

　※　各都道府県社会保険労務士会の連絡先については、後掲の連絡先一覧をご参照下さい。
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◆　厚生労働省（都道府県労働局）
　将来、学生の皆さんが、不当な職場環境に置かれた場合に、少しでも「おかしい」と気づけるように、そ
して「おかしい」と気づいた場合には、適切な所に相談するなどの対処ができるようになるため、本書の資
料を活用し、学生の皆さんには労働法や制度に関する知識を習得していただきたいと思います。
　さらに、学校関係者の皆様におかれましては、学生から労働環境について相談がなされた場合に、的確
な相談対応を行っていただくとともに、適切な相談先を学生に案内していただければと思います。また、
都道府県労働局では依頼をいただいた大学に対して職員を派遣し、労働基準法などの労働法令に関するセ
ミナーを開催しています。
　都道府県労働局職員の学校への講師派遣をご希望の場合は、各都道府県労働局の連絡先にお願いいたし
ます。

　※　各都道府県労働局の連絡先については、後掲の連絡先一覧をご参照下さい。
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弁護士会の連絡先一覧

 名称 所在地  電話番号
 札幌弁護士会 〒060-0001　札幌市中央区北一条西10丁目　札幌弁護士会館7F 011-281-2428
 函館弁護士会 〒040-0031　函館市上新川町1-3 0138-41-0232
 旭川弁護士会 〒070-0901　旭川市花咲町4丁目　旭川弁護士会館 0166-51-9527
 釧路弁護士会 〒085-0824　釧路市柏木町4番3号 0154-41-0214
 仙台弁護士会 〒980-0811　仙台市青葉区一番町2-9-18 022-223-1001
 福島県弁護士会 〒960-8115　福島市山下町4-24 024-534-2334
 山形県弁護士会 〒990-0042　山形市七日町2-7-10　NANA BEANS 8階 023-622-2234
 岩手弁護士会 〒020-0022　盛岡市大通1-2-1　岩手県産業会館本館（サンビル）2階 019-651-5095
 秋田弁護士会 〒010-0951　秋田市山王6-2-7 018-862-3770
 青森県弁護士会 〒030-0861　青森市長島1丁目3番1号　日赤ビル5階 017-777-7285
 東京弁護士会 〒100-0013　千代田区霞が関1-1-3　弁護士会館6階　東京弁護士会広報課内法教育総合センター 03-3581-2251
 第一東京弁護士会 〒100-0013　千代田区霞が関1-1-3　弁護士会館11階～ 13階 03-3595-8582
 第二東京弁護士会 〒100-0013　千代田区霞が関1-1-3　弁護士会館9階　法教育の普及・推進に関する委員会 03-3581-2869
 神奈川県弁護士会 〒231-0021　横浜市中区日本大通9番地 045-211-7711
 埼玉弁護士会 〒330-0063　さいたま市浦和区高砂4-7-20 048-863-5255
 千葉県弁護士会 〒260-0013　千葉市中央区中央4-13-9 043-227-8431
 茨城県弁護士会 〒310-0062　水戸市大町2-2-75 029-221-3501
 栃木県弁護士会 〒320-0845　宇都宮市明保野町1番6号 028-689-9000
 群馬弁護士会 〒371-0026　前橋市大手町3-6-6 027-233-4804
 静岡県弁護士会 〒420-0853　静岡市葵区追手町10-80　静岡地方裁判所構内 054-252-0008
 山梨県弁護士会 〒400-0032　甲府市中央1-8-7 055-235-7202
 長野県弁護士会 〒380-0872　長野市妻科432 026-232-2104
 新潟県弁護士会 〒951-8126　新潟市中央区学校町通一番町1　新潟地方裁判所構内 025-222-5533
 愛知県弁護士会 〒460-0001　名古屋市中区三の丸1-4-2 052-203-1651
 三重弁護士会 〒514-0032　津市中央3-23 059-228-2232
 岐阜県弁護士会 〒500-8811　岐阜市端詰町22 058-265-0020
 福井弁護士会 〒910-0004　福井市宝永4-3-1　サクラＮビル7階 0776-23-5255
 金沢弁護士会 〒920-0937　金沢市丸の内7番36号 076-221-0242
 富山県弁護士会 〒930-0076　富山市長柄町3-4-1 076-421-4811
 大阪弁護士会 〒530-0047　大阪市北区西天満1-12-5 06-6364-1681
 京都弁護士会 〒604-0971　京都市中京区富小路通丸太町下ル 075-231-2378
 兵庫県弁護士会 〒650-0016　神戸市中央区橘通1-4-3 078-341-7061
 奈良弁護士会 〒630-8237　奈良市中筋町22番地の1 0742-22-2035
 滋賀弁護士会 〒520-0051　大津市梅林1-3-3 077-522-2013
 和歌山弁護士会 〒640-8144　和歌山市四番丁5番地 073-422-4580
 広島弁護士会 〒730-0012　広島市中区上八丁堀2番73号 082-228-0230
 山口県弁護士会 〒753-0045　山口市黄金町2-15 083-922-0087
 岡山弁護士会 〒700-0807　岡山市北区南方1丁目8番29号 086-223-4401
 鳥取県弁護士会 〒680-0011　鳥取市東町2丁目221番地 0857-22-3912
 島根県弁護士会 〒690-0886　松江市母衣町55番地4　松江商工会議所ビル7階 0852-21-3225
 香川県弁護士会 〒760-0033　高松市丸の内2-22 087-822-3693
 徳島弁護士会 〒770-0855　徳島市新蔵町1-31 088-652-5768
 高知弁護士会 〒780-0928　高知市越前町1-5-7 088-872-0324
 愛媛弁護士会 〒790-0003　愛媛県松山市三番町4-8-8 089-941-6279
 福岡県弁護士会 〒810-0044　福岡市中央区六本松4-2-5　福岡県弁護士会館 092-741-6416
 佐賀県弁護士会 〒840-0833　佐賀市中の小路7-19 0952-24-3411
 長崎県弁護士会 〒850-0875　長崎市栄町1-25　長崎MSビル4階 095-824-3903
 大分県弁護士会 〒870-0047　大分市中島西1-3-14 097-536-1458
 熊本県弁護士会 〒860-0078　熊本市中央区京町1-13-11 096-325-0913
 鹿児島県弁護士会 〒892-0815　鹿児島市易居町2-3 099-226-3765
 宮崎県弁護士会 〒880-0803　宮崎市旭1-8-45 0985-22-2466
 沖縄弁護士会 〒900-0014　那覇市松尾2-2-26-6 098-865-3737
 日本弁護士連合会 〒100-0013　千代田区霞が関1-1-3　弁護士会館15階 03-3580-9841
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全国司法書士会の連絡先一覧

 名称 所在地  電話番号
 札幌司法書士会 〒060-0042　札幌市中央区大通西13-4　中華ビル6F 011-281-3505
 函館司法書士会 〒040-0033　函館市千歳町21-13　桐朋会館内3F 0138-27-0726
 旭川司法書士会 〒070-0901　旭川市花咲町4 0166-51-9058
 釧路司法書士会 〒085-0833　釧路市宮本1-2-4 0154-41-8332
 宮城県司法書士会 〒980-0821　仙台市青葉区春日町8-1 022-263-6755
 福島県司法書士会 〒960-8022　福島市新浜町6-28 024-534-7502
 山形県司法書士会 〒990-0021　山形市小白川町1-16-26 023-623-7054
 岩手県司法書士会 〒020-0015　盛岡市本町通2-12-18 019-622-3372
 秋田県司法書士会 〒010-0951　秋田市山王6-3-4 018-824-0187
 青森県司法書士会 〒030-0861　青森市長島3-5-16 017-776-8398
 東京司法書士会 〒160-0003　新宿区四谷本塩町4-37　司法書士会館2F 03-3353-9191
 神奈川県司法書士会 〒231-0023　横浜市中区山下町223-1　NU関内ビル4F 045-641-1372
 埼玉司法書士会 〒330-0063　さいたま市浦和区高砂3-16-58 048-863-7861
 千葉司法書士会 〒261-0001　千葉市美浜区幸町2-2-1 043-246-2666
 茨城司法書士会 〒310-0063　水戸市五軒町1-3-16 029-225-0111
 栃木県司法書士会 〒320-0848　宇都宮市幸町1-4 028-614-1122
 群馬司法書士会 〒371-0023　前橋市本町1-5-4 027-224-7763
 静岡県司法書士会 〒422-8062　静岡市駿河区稲川1-1-1 054-289-3700
 山梨県司法書士会 〒400-0024　甲府市北口1-6-7 055-253-6900
 長野県司法書士会 〒380-0872　長野市妻科399 026-232-7492
 新潟県司法書士会 〒950-0911　新潟市中央区笹口1丁目11番地15 025-244-5121
 愛知県司法書士会 〒456-0018　名古屋市熱田区新尾頭1-12-3 052-683-6683
 三重県司法書士会 〒514-0036　津市丸之内養正町17-17 059-224-5171
 岐阜県司法書士会 〒500-8114　岐阜市金竜町5-10-1 058-246-1568
 福井県司法書士会 〒918-8112　福井市下馬二丁目314番地　司調合同会館 0776-43-0601
 石川県司法書士会 〒921-8013　金沢市新神田4-10-18 076-291-7070
 富山県司法書士会 〒930-0008　富山市神通本町1-3-16　エスポワール神通3F 076-431-9332
 大阪司法書士会 〒540-0019　大阪市中央区和泉町1-1-6 06-6941-5351
 京都司法書士会 〒604-0973　京都市中京区柳馬場通夷川上ル5-232-1 075-241-2666
 兵庫県司法書士会 〒650-0017　神戸市中央区楠町2-2-3 078-341-6554
 奈良県司法書士会 〒630-8325　奈良市西木辻町320-5 0742-22-6677
 滋賀県司法書士会 〒520-0056　大津市末広町7-5　滋賀県司調会館2F 077-525-1093
 和歌山県司法書士会 〒640-8145　和歌山市岡山丁24番地 073-422-0568
 広島司法書士会 〒730-0012　広島市中区上八丁堀6-69 082-221-5345
 山口県司法書士会 〒753-0048　山口市駅通り2-9-15 083-924-5220
 岡山県司法書士会 〒700-0023　岡山市北区駅前町2-2-12 086-226-0470
 鳥取県司法書士会 〒680-0022　鳥取市西町1-314-1 0857-24-7013
 島根県司法書士会 〒690-0884　松江市南田町26 0852-24-1402
 香川県司法書士会 〒760-0022　高松市西内町10-17 087-821-5701
 徳島県司法書士会 〒770-0808　徳島市南前川町4-41 088-622-1865
 高知県司法書士会 〒780-0928　高知市越前町2-6-25 088-825-3131
 愛媛県司法書士会 〒790-0062　松山市南江戸1-4-14 089-941-8065
 福岡県司法書士会 〒810-0073　福岡市中央区舞鶴3-2-23 092-714-3721
 佐賀県司法書士会 〒840-0843　佐賀市川原町2-36 0952-29-0626
 長崎県司法書士会 〒850-0874　長崎市魚の町3-33　長崎県建設総合会館本館6F 095-823-4777
 大分県司法書士会 〒870-0045　大分市城崎町2-3-10 097-532-7579
 熊本県司法書士会 〒862-0971　熊本市中央区大江4-4-34 096-364-2889
 鹿児島県司法書士会 〒890-0064　鹿児島市鴨池新町1-3　司調センタービル3F 099-256-0335
 宮崎県司法書士会 〒880-0803　宮崎市旭1-8-39-1 0985-28-8538
 沖縄県司法書士会 〒900-0006　那覇市おもろまち4-16-33 098-867-3526

★各都道府県等の司法書士会の連絡先一覧
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各都道府県行政書士会の連絡先一覧

 単位会名 　所在地　  電話番号
 北海道行政書士会 〒060-0001 北海道札幌市中央区北１条西10-1-6　北海道行政書士会館 011-221-1221
 秋田県行政書士会 〒010-0951 秋田県秋田市山王4-4-14　秋田県教育会館3F 018-864-3098
 岩手県行政書士会 〒020-0024 岩手県盛岡市菜園1-3-6　農林会館5F 019-623-1555
 青森県行政書士会 〒030-0966 青森県青森市花園1-7-16 017-742-1128
 福島県行政書士会 〒963-8877 福島県郡山市堂前町10-10 024-973-7161
 宮城県行政書士会 〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町3-3-5 022-261-6768
 山形県行政書士会 〒990-2432 山形県山形市荒楯町1-7-8　山形県行政書士会館 023-642-5487
 東京都行政書士会 〒153-0042 東京都目黒区青葉台3-1-6　行政書士会館1F 03-3477-2881
 神奈川県行政書士会 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町2　産業貿易センタービル7F 045-641-0739 
 千葉県行政書士会 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-13-10　千葉県教育会館本館4F 043-227-8009
 茨城県行政書士会 〒310-0852 茨城県水戸市笠原町978-25　茨城県開発公社ビル5F 029-305-3731
 栃木県行政書士会 〒320-0046 栃木県宇都宮市西一の沢町1-22　栃木県行政書士会館 028-635-1411
 埼玉県行政書士会 〒330-0062 埼玉県さいたま市浦和区仲町3-11-11 048-833-0900
 群馬県行政書士会 〒371-0017 群馬県前橋市日吉町1-8-1　前橋商工会議所会館4F 027-234-3677
 長野県行政書士会 〒380-0836 長野県長野市南県町1009-3 026-224-1300
 山梨県行政書士会 〒400-0031 山梨県甲府市丸の内3-27-5　山梨県行政書士会館 055-237-2601
 静岡県行政書士会 〒420-0856 静岡県静岡市葵区駿府町2-113　静岡県行政書士会館 054-254-3003
 新潟県行政書士会 〒950-0911　新潟県新潟市中央区笹口3-4-8　新潟県行政書士会館 025-255-5225
 愛知県行政書士会 〒461-0004　愛知県名古屋市東区葵1-15-30　愛知県行政書士会館 052-931-4068
 岐阜県行政書士会 〒500-8113　岐阜県岐阜市金園町1-16　ＮＣリンクビル3F 058-263-6580
 三重県行政書士会 〒514-0006　三重県津市広明町328番地　津ビル2階 059-226-3137
 福井県行政書士会 〒910-0005　福井県福井市大手3-4-1　福井放送会館3階K室 0776-27-7165
 石川県行政書士会 〒920-8203　石川県金沢市鞍月2-2　石川県繊維会館3F 076-268-9555
 富山県行政書士会 〒930-0085 富山県富山市丸の内1-8-15　余川ビル2F 076-431-1526
 滋賀県行政書士会 〒520-0056  滋賀県大津市末広町2-1　滋賀県行政書士会館 077-525-0360
 大阪府行政書士会 〒540-0024 大阪府大阪市中央区南新町1-3-7 06-6943-7501
 京都府行政書士会 〒601-8034 京都府京都市南区東九条南河辺町85-3 075-692-2500
 奈良県行政書士会 〒630-8241 奈良県奈良市高天町10-1（株）T.T.ビル3F 0742-95-5400
 和歌山県行政書士会 〒640-8155 和歌山県和歌山市九番丁1　中谷ビル2F 073-432-9775
 兵庫県行政書士会 〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-1-3　神戸クリスタルタワー 13階 078-371-6361
 鳥取県行政書士会 〒680-0845 鳥取県鳥取市富安2-159　久本ビル5F 0857-24-2744
 島根県行政書士会 〒690-0888 島根県松江市北堀町15番地　島根県北堀町団体ビル2F 0852-21-0670
 岡山県行政書士会 〒700-0816 岡山県岡山市北区富田町1-7-15　富田町ビル2F 086-222-9111
 広島県行政書士会 〒730-0037 広島県広島市中区中町8-18　広島クリスタルプラザ10F 082-249-2480
 山口県行政書士会 〒753-0042 山口県山口市惣太夫町2番2号　山口県土地家屋調査士会館　3Ｆ 083-924-5059
 香川県行政書士会 〒761-0301 香川県高松市林町2217-15　香川産業頭脳化センター 4F　407号 087-866-1121
 徳島県行政書士会 〒770-0873 徳島県徳島市東沖洲2-1-8（マリンピア沖洲内） 088-679-4440
 高知県行政書士会 〒780-0935 高知県高知市旭町2-59-1　アサヒプラザ2F 088-802-2343
 愛媛県行政書士会 〒790-0877 愛媛県松山市錦町98-1　愛媛県行政書士会館 089-946-1444
 福岡県行政書士会 〒812-0045 福岡県福岡市博多区東公園2-31　福岡県行政書士会館 092-641-2501
 佐賀県行政書士会 〒849-0937 佐賀県佐賀市鍋島3-15-23　佐賀県行政書士会館 0952-36-6051
 長崎県行政書士会 〒850-0031 長崎県長崎市桜町3-12　中尾ビル5F 095-826-5452
 熊本県行政書士会 〒862-0956 熊本県熊本市中央区水前寺公園13-36　熊本県行政書士会館 096-385-7300
 大分県行政書士会 〒870-0045 大分県大分市城崎町1-2-3　大分県住宅供給公社ビル3Ｆ 097-537-7089
 宮崎県行政書士会 〒880-0812 宮崎県宮崎市高千穂通1-5-35　グラン高千穂1F 0985-24-4356
 鹿児島県行政書士会 〒890-0062 鹿児島県鹿児島市与次郎2-4-35　KSC鴨池ビル202号 099-253-6500
 沖縄県行政書士会 〒901-2132 沖縄県浦添市伊祖4-6-2　沖縄県行政書士会館 098-870-1488
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各都道府県社会保険労務士会の連絡先一覧
※「学校教育担当者」宛てにご連絡ください

  都道府県会 所在地 電話番号

 1 北海道社会保険労務士会 〒064-0804　札幌市中央区南4条西11丁目　サニー南四条ビル2Ｆ 011-520-1951

 2 青森県社会保険労務士会 〒030-0802　青森市本町5-5-6 017-773-5179

 3 岩手県社会保険労務士会 〒020-0821　盛岡市山王町1-1 019-651-2373

 4 宮城県社会保険労務士会 〒980-0014　仙台市青葉区本町1-9-5　五城ビル4F 022-223-0573

 5 秋田県社会保険労務士会 〒010-0921　秋田市大町3-2-44　大町ビル3F 018-863-1777

 6 山形県社会保険労務士会 〒990-0039　山形市香澄町3-2-1　山交ビル8F 023-631-2959

 7 福島県社会保険労務士会 〒960-8252　福島市御山字三本松19-3　第2信夫プラザ2F 024-535-4430

 8 茨城県社会保険労務士会 〒311-4152　水戸市河和田1－2470－2 029-350-4864

 9 栃木県社会保険労務士会 〒320-0851　宇都宮市鶴田町3492-46 028-647-2028

 10 群馬県社会保険労務士会 〒371-0846　前橋市元総社町528-9 027-253-5621

 11 埼玉県社会保険労務士会 〒330-0063　さいたま市浦和区高砂1-1-1　朝日生命浦和ビル7F 048-826-4864

 12 千葉県社会保険労務士会 〒260-0015　千葉市中央区富士見2-7-5　富士見ハイネスビル7F 043-223-6002

 13 東京都社会保険労務士会 〒101-0062　千代田区神田駿河台4-6　御茶ノ水ソラシティ　アカデミア4F 03-5289-0751

 14 神奈川県社会保険労務士会 〒231-0016　横浜市中区真砂町4-43　木下商事ビル4F 045-640-0245

 15 新潟県社会保険労務士会 〒950-0087　新潟市中央区東大通2-3-26　プレイス新潟1F 025-250-7759

 16 富山県社会保険労務士会 〒930-0018　富山市千歳町1-6-18　河口ビル2F 076-441-0432

 17 石川県社会保険労務士会 〒921-8002　金沢市玉鉾2-502　エーブル金沢ビル2F 076-291-5411

 18 福井県社会保険労務士会 〒910-0005　福井市大手3-7-1 繊協ビル3F 0776-21-8157

 19 山梨県社会保険労務士会 〒400-0805　甲府市酒折1-1-11 日星ビル2F 055-244-6064

 20 長野県社会保険労務士会 〒380-0935　長野市中御所1丁目16-11　鈴正ビル3F 026-223-0811

 21 岐阜県社会保険労務士会 〒500-8382　岐阜市薮田東2-11-11 058-272-2470

 22 静岡県社会保険労務士会 〒420-0833　静岡市葵区東鷹匠町9-2 054-249-1100

 23 愛知県社会保険労務士会 〒456-0032　名古屋市熱田区三本松町3-1 052-889-2800

 24 三重県社会保険労務士会 〒514-0002　津市島崎町255 059-228-4994

 25 滋賀県社会保険労務士会 〒520-0806　大津市打出浜2-1　「コラボしが21」6F 077-526-3760

 26 京都府社会保険労務士会 〒602-0939　京都市上京区今出川通新町西入弁財天町332 075-417-1881

 27 大阪府社会保険労務士会 〒530-0043　大阪市北区天満2-1-30　大阪府社会保険労務士会館 06-4800-8188

 28 兵庫県社会保険労務士会 〒650-0011　神戸市中央区下山手通7-10-4　兵庫県社会保険労務士会館 078-360-4864

 29 奈良県社会保険労務士会 〒630-8325　奈良市西木辻町343-1　奈良県社会保険労務士会館 0742-23-6070

 30 和歌山県社会保険労務士会 〒640-8317　和歌山市北出島1-5-46　和歌山県労働センター 1F 073-425-6584

 31 鳥取県社会保険労務士会 〒680-0845　鳥取市富安1-152　SGビル1号館4F 0857-26-0835

 32 島根県社会保険労務士会 〒690-0886　松江市母衣町55-4　松江商工会議所ビル6F 0852-26-0402

 33 岡山県社会保険労務士会 〒700-0815　岡山市北区野田屋町2-11-13　旧岡山あおば生命ビル７F 086-226-0164

 34 広島県社会保険労務士会 〒730-0015　広島市中区橋本町10-10　広島インテスビル5F 082-212-4481

 35 山口県社会保険労務士会 〒753-0074　山口市中央4-5-16　山口県商工会館2F 083-923-1720

 36 徳島県社会保険労務士会 〒770-0865　徳島市南末広町5-8-8　徳島経済産業会館（KIZUNAプラザ）2F 088-654-7777

 37 香川県社会保険労務士会 〒760-0006　高松市亀岡町1-60　エスアールビル4F 087-862-1040

 38 愛媛県社会保険労務士会 〒790-0813　松山市萱町4-6-3 089-907-4864

 39 高知県社会保険労務士会 〒780-8010　高知市桟橋通2-8-20 モリタビル2F 088-833-1151

 40 福岡県社会保険労務士会 〒812-0013　福岡市博多区博多駅東2-5-28　博多偕成ビル3F301号 092-414-8775

 41 佐賀県社会保険労務士会 〒840-0843　佐賀市川原町8-27　平和会館内1F 0952-26-3946

 42 長崎県社会保険労務士会 〒850-0027　長崎市桶屋町50-1　杉本ビル3FＢ 095-821-4454

 43 熊本県社会保険労務士会 〒860-0041　熊本市中央区細工町4-30-1　扇寿ビル5F-A 096-324-1124

 44 大分県社会保険労務士会 〒870-0021　大分市府内町1-6-21　山王ファーストビル3F 097-536-5437

 45 宮崎県社会保険労務士会 〒880-0878　宮崎市大和町83-2 鮫島ビル1F 0985-20-8160

 46 鹿児島県社会保険労務士会 〒890-0056　鹿児島市下荒田3-44-18　のせビル2F 099-257-4827

 47 沖縄県社会保険労務士会 〒900-0016　那覇市前島2-12-12　セントラルコーポ兼陽205号室 098-863-3180

  全国社会保険労務士会連合会 〒103-8346　中央区日本橋本石町3-2-12　社会保険労務士会館 03-6225-4864
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○都道府県労働局（雇用環境・均等部（室））一覧
★各都道府県労働局の本件に関する連絡先一覧
　※北海道、東京、神奈川、愛知、大阪、兵庫、福岡のみ「雇用環境・均等部」、その他の府県の労働局は「雇用環境・均等室」

  労働局 所在地  電話番号 総合労働相談コーナー電話番号

 1 北海道労働局 〒060-8566 札幌市北区北8条西2丁目1番1号　札幌第1合同庁舎9階 011-709-2715 011-707-2700

 2 青森労働局 〒030-8558 青森市新町2-4-25　青森合同庁舎8階 017-734-4211 017-734-4211

 3 岩手労働局 〒020-8522 盛岡市盛岡駅西通1丁目9番15号　盛岡第2合同庁舎5階 019-604-3010 019-604-3002

 4 宮城労働局 〒983-8585 仙台市宮城野区鉄砲町1番地　仙台第4合同庁舎8階 022-299-8844 022-299-8834

 5 秋田労働局 〒010-0951 秋田市山王7丁目1番3号　秋田合同庁舎4階 018-862-6684 018-862-6684

 6 山形労働局 〒990-8567 山形市香澄町3丁目2番1号　山交ビル3階 023-624-8228 023-624-8226

 7 福島労働局 〒960-8021 福島市霞町1-46　福島合同庁舎5階 024-536-4609 024-536-4600

 8 茨城労働局 〒310-8511 水戸市宮町1丁目8-31　茨城労働総合庁舎6階 029-277-8295 029-277-8295

 9 栃木労働局 〒320-0845 宇都宮市明保野町1番4号　宇都宮第2地方合同庁舎3階 028-633-2795 028-634-9112

 10 群馬労働局　 〒371-8567 前橋市大手町2-3-1　前橋地方合同庁舎8階 027-896-4739 027-896-4677

 11 埼玉労働局 〒330-6016 さいたま市中央区新都心11番地2　ランド・アクシス・タワー 16階 048-600-6210 048-600-6262

 12 千葉労働局 〒260-8612 千葉市中央区中央4丁目11番1号　千葉第2地方合同庁舎2階 043-306-1860 043-221-2303

 13 東京労働局 〒102-8305 千代田区九段南1丁目2番1号　九段第3合同庁舎14階 03-6867-0211 03-3512-1608

 14 神奈川労働局 〒231-8434 横浜市中区北仲通5-57　横浜第2合同庁舎13階 045-211-7380 045-211-7358

 15 新潟労働局 〒950-8625 新潟市中央区美咲町1-2-1　新潟美咲合同庁舎2号館4階 025-288-3527 025-288-3501

 16 富山労働局 〒930-8509 富山市神通本町1-5-5　富山労働総合庁舎4階 076-432-2740 076-432-2740

 17 石川労働局 〒920-0024 金沢市西念3丁目4番1号　金沢駅西合同庁舎6階  076-265-4429 076-265-4432

 18 福井労働局 〒910-8559 福井市春山1丁目1番54号　福井春山合同庁舎9階 0776-22-3947 0776-22-3363

 19 山梨労働局 〒400-8577 甲府市丸の内1-1-11　4階 055-225-2851 055-225-2851

 20 長野労働局 〒380-8572 長野市中御所1丁目22-1　長野労働総合庁舎4階 026-223-0560 026-223-0551

 21 岐阜労働局 〒500-8723 岐阜市金竜町5丁目13番地　岐阜合同庁舎4階 058-245-1550 058-245-8124

 22 静岡労働局 〒420-8639 静岡市葵区追手町9番50号　静岡地方合同庁舎5階 054-252-5310 054-252-1212

 23 愛知労働局 〒460-8507 名古屋市中区三の丸2丁目5番1号　名古屋合同庁舎第2号館2階 052-857-0312 052-972-0266

 24 三重労働局 〒514-8524 津市島崎町327番2　津第二地方合同庁舎2階 059-226-2110 059-226-2110

 25 滋賀労働局 〒520-0806 大津市打出浜14番15号　滋賀労働総合庁舎4階 077-523-1190 077-522-6648

 26 京都労働局 〒604-0846 京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451　1階 075-241-3212 075-241-3221

 27 大阪労働局 〒540-8527 大阪市中央区大手前4丁目1番67号　大阪合同庁舎第2号館8階 06-6941-8940 06-7660-0072

 28 兵庫労働局 〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号　神戸クリスタルタワー 15階 078-367-0820 078-367-0850

 29 奈良労働局 〒630-8570 奈良市法蓮町387　奈良第3地方合同庁舎2階 0742-32-0210 0742-32-0202

 30 和歌山労働局 〒640-8581 和歌山市黒田二丁目3-3　和歌山労働総合庁舎4階 073-488-1170 073-488-1020

 31 鳥取労働局 〒680-8522 鳥取市富安2丁目89-9　2階 0857-29-1709 0857-22-7000

 32 島根労働局 〒690-0841 松江市向島町134番10　松江地方合同庁舎5階 0852-20-7007 0852-20-7009

 33 岡山労働局 〒700-8611 岡山市北区下石井1丁目4番1号　岡山第2合同庁舎3階 086-225-2017 086-225-2017

 34 広島労働局 〒730-8538 広島市中区上八丁堀6番30号　広島合同庁舎第2号館5階 082-221-9247 082-221-9296

 35 山口労働局 〒753-8510 山口市中河原町6番16号　山口地方合同庁舎2号館5階 083-995-0390 083-995-0398

 36 徳島労働局 〒770-0851 徳島市徳島町城内6番地6　徳島地方合同庁舎4階 088-652-2718 088-652-9142

 37 香川労働局 〒760-0019 高松市サンポート3番33号　高松サンポート合同庁舎2階 087-811-8924 087-811-8924

 38 愛媛労働局 〒790-8538 松山市若草町4番地3　松山若草合同庁舎6階 089-935-5222 089-935-5208

 39 高知労働局 〒781-9548 高知市南金田1番39号　4階 088-885-6041 088-885-6027

 40 福岡労働局 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号　福岡合同庁舎新館4階 092-411-4894 092-411-4764

 41 佐賀労働局 〒840-0801 佐賀市駅前中央3丁目3番20号　佐賀第2合同庁舎5階 0592-32-7218 0592-32-7218

 42 長崎労働局 〒850-0033 長崎市万才町7-1　TBM長崎ビル3階 095-801-0050 095-801-0023

 43 熊本労働局 〒860-8514 熊本市西区春日2-10-1　熊本地方合同庁舎A棟9階 096-352-3865 096-352-3865

 44 大分労働局 〒870-0037 大分市東春日町17番20号　大分第2ソフィアプラザビル3階 097-532-4025 097-536-0110

 45 宮崎労働局 〒880-0805 宮崎市橘通東3丁目1番22号　宮崎合同庁舎4階 0985-38-8821 0985-38-8821

 46 鹿児島労働局 〒892-8535 鹿児島市山下町13番21号　鹿児島合同庁舎2階 099-223-8239 099-223-8239

 47 沖縄労働局 〒900-0006 那覇市おもろまち2丁目1番1号　那覇第2地方合同庁舎1号館3階 098-868-4380 098-868-6060
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