地方自治体就職支援窓口一覧
Ｎｏ. 自治体名

自治体窓口部署名

就職支援 HPアドレス

01 北海道 北海道経済部労働政策局雇用労政課
http://www.jobcafe-h.jp/
02 青森県 青森県商工労働部労政・能力開発課産業人財確保支援グループ https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/job/jakunen-top.html
03 岩手県 岩手県商工労働観光部定住推進・雇用労働室
https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/koyouroudou/koyou/index.html
04 宮城県 宮城県経済商工観光部雇用対策課
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/koyou/gakuseishushokusien.html
05 秋田県 秋田県東京事務所総務企画課
https://kocchake.com/
06 山形県 山形県商工労働部雇用対策課
https://www.yamagatajob.com/
07 福島県 福島県商工労働部雇用労政課
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011c/job-cafe.html
08 茨城県 茨城県産業戦略部労働政策課雇用促進対策室
https://jobcafe.pref.ibaraki.jp/Index/index
09 栃木県 栃木県とちぎUIJターン就職サポートセンター事務局
https://workwork-tochigi.jp/
10 群馬県 群馬県産業経済部労働政策課
http://www.wakamono.jp/recruit/index.php
11 埼玉県 埼玉県産業労働部雇用労働課
https://hwus.jp/corner/young
12 千葉県 千葉県商工労働部雇用労働課
http://www.jobcafe-chiba.jp/
13 東京都 東京都産業労働局雇用就業部就業推進課
https://www.tokyoshigoto.jp/young/
14 神奈川県 神奈川県産業労働局労働部雇用労政課
https://www.kanagawa-wakamono.jp/seekers/
15 新潟県 新潟県産業労働部労政雇用課
https://www.nico.or.jp/nespace/uturn.html
16 富山県 富山県総合政策局移住・ＵＩＪターン促進課UIJターン促進係
http://uturn.pref.toyama.lg.jp/
17 石川県 石川県商工労働部労働企画課
https://ishikawa-ilac.jp/student/index.html
18 福井県 福井県交流文化部定住交流課
https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/shinsotsu/
19 山梨県 山梨県産業労働部労政雇用課やまなし暮らし支援センター
https://www.pref.yamanashi.jp/rosei-koy/yama-navi/uiturn-shienshitsu.html
20 長野県 長野県産業労働部労働雇用課
https://www.shukatsu-nagano.jp/
21 岐阜県 岐阜県商工労働部産業人材課
https://www.jinzai-gifu.jp/kigyo_kobetsu100
22 静岡県 静岡県経済産業部就業支援局労働雇用政策課
https://www.koyou.pref.shizuoka.jp/Student/default.asp
23 愛知県 愛知県労働局就業促進課
https://www.uij-aichi.jp/
24 三重県 三重県雇用経済部雇用対策課
https://www.oshigoto-mie.jp/hiroba/eventstudent/
25 滋賀県 滋賀県商工観光労働部労働雇用政策課
http://www.shiga-yjob.com/
26 京都府 京都府商工労働観光部人材確保推進室
https://www.pref.kyoto.jp/jobpark/index.html
27 大阪府 大阪府商工労働部就業促進課
https://shigotofield.jp/
28 兵庫県 兵庫県企画県民部地域創生局地域創生課
http://www.yume-hyogo.com/
29 奈良県 奈良県産業・雇用振興部雇用政策課
http://www.pref.nara.jp/23545.htm
30 和歌山県 和歌山県商工観光労働部 商工労働政策局 労働政策課
http://www.jobcafe-w.com/jobcafe_top/
31 鳥取県 鳥取県東京本部産業振興・定住支援・県立ハローワークチーム
https://www.tori-hello-w.jp/
32 島根県 島根県商工労働部雇用政策課
https://www.gogo-jobcafe-shimane.jp/
33 岡山県 岡山県産業労働部労働雇用政策課
https://www.y-workokayama.jp/
34 広島県 広島県商工労働局雇用労働政策課
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hiroshima-uij/1176968866161.html
35 山口県 山口県商工労働部労働政策課
https://www.joby.jp/
36 徳島県 徳島県労働雇用戦略課雇用促進戦略担当
https://jobnavi-tokushima.jp/uijturn/madoguchi.html
37 香川県 香川県香川県東京事務所産業振興部
https://www.pref.kagawa.lg.jp/tokyo/uturn/uturn.html
38 愛媛県 愛媛県経済労働部産業人材室
https://www.ten-shoku.net/ehime-uiturn/
39 高知県 高知県商工労働部商工政策課
https://kochi-jinzai.jp/student/
40 福岡県 福岡県福祉労働部労働局労働政策課
http://www.ssc-f.net/index.html
41 佐賀県 佐賀県産業労働部産業人材課
https://saga-uturn.jp/
42 長崎県 長崎県産業労働部若者定着課
https://n-navi.pref.nagasaki.jp/
43 熊本県 熊本県商工観光労働部商工労働局労働雇用創生課
https://jobcafe-kumamoto.com/
44 大分県 大分県商工観光労働部雇用政策課
https://enisie-oita.net/jobcafe/
45 宮崎県 宮崎県商工観光労働部雇用労働政策課
https://iju.pref.miyazaki.lg.jp/
46 鹿児島県 鹿児島県商工労働水産部雇用労政課雇用促進係
https://www.c-work-kagoshima.jp/
47 沖縄県 沖縄県商工労働部雇用政策課雇用企画班
https://www.career-ce.jp/
※就職支援協定締結自治体数は３５自治体（３４県１市） Ｎｏ.1北海道との就職支援協定は札幌市と締結 、上記ＨＰアドレスは代表的なものを抜粋

作成：キャリア形成支援課（2020年5月13日現在）
電話番号

窓口メールアドレス・ＨＰアドレス

011-209-4510 http://www.jobcafe-h.jp/secure/advice_m/index.html
017-734-9398 roseinoryoku@pref.aomori.lg.jp
03-3524-8284 u-tokyo@pref.iwate.jp
022-211-2772 koyousu@pref.miyagi.lg.jp
0120-122-255 a-plaza@mail2.pref.akita.jp
023-647-0363 ykoyo@pref.yamagata.jp
03-3214-9009 fturn-soudan@pref.fukushima.lg.jp
029-300-1916 rousei2@pref.ibaraki.lg.jp
070-4376-3151 tochigi-uij@workentry.co.jp

027-330-4510 arimatsu-ryo@pref.gunma.lg.jp
048-830-4538 https://www.facebook.com/hwus.jp/
047-426-8471 koyou4@mz.pref.chiba.lg.jp
03-5211-2851 https://www.tokyoshigoto.jp/contact/
045-410-3537 https://www.kanagawa-wakamono.jp/information/inquiry/
03-5771-7713 niigata_u-turn@pref.niigata.lg.jp
0120-108-250 http://uturn.pref.toyama.lg.jp/contact/
03-6734-1497 support@ishikawa-note.jp
0776-20-0638 teiju-koryu@pref.fukui.lg.jp
03-6273-4306 yamanashi@furusatokaiki.net
026-235-7201 shukatsu@pref.nagano.lg.jp
058-278-1149 c11369@pref.gifu.lg.jp
054-221-2573 koyou@pref.shizuoka.lg.jp
03-6717-4427 info@uij-aichi.jp
059-222-3309 oshihiro@mie-kinfukukyo.or.jp
077-563-0301 takemura-yasuaki@pref.shiga.lg.jp
075-682-8915 info@kyoto-jobpark.jp
06-4794-9198 https://www.shinsei.pref.osaka.lg.jp/ers/input?tetudukiId=2008100096
03-6262-5995 hyogo_comeback@pref.hyogo.lg.jp
0742-23-5730 https://www.job-nara.pref.nara.jp/
073-402-5757 http://www.jobcafe-w.com/contact/
03-6280-6951 tokyo@pref.tottori.lg.jp
0852-22-5365 https://jobcafe-shimane.kurashimanet.jp/contact/?root=job
086-226-7391 rosei@pref.okayama.lg.jp
03-3580-0851 uiturn.tokyo@pref.hiroshima.jp
086-976-1145 info@joby.jp
03-5212-9022 jobstation@tk2.nmt.ne.jp
03-5212-9100 tokyo@pref.kagawa.lg.jp
0120-224-377 https://www.ai-work.jp/mailform/uiturn_stu/
088-823-9572 https://kochi-jinzai.jp/student/register
092-720-8830 info@ssc-f.net
0952-25-7066 sagashigoto@pref.saga.lg.jp
095-895-2732 n-navi-info@pref.nagasaki.lg.jp
096-382-5451 info@jobcafe-kumamoto.com
097-533-8878 jobcafe@enisie-oita.net
03-6273-4200 info-tokyo@miyazaki-hinatagurashi.jp
099-216-9001 https://www.c-work-kagoshima.jp/mailsoudan
098-866-5465 info@.career-ce.jp
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