６．労働に関する相談
（１）県の労働相談窓口
（２）秋田労働局の総合労働相談窓口
（３）職業指導・職業紹介
（４）キャリアカウンセラーによる就職支援等
（５）求職者に対する職業訓練等
（６）ひとり親家庭の母等に対する就業自立支援
（７）労使紛争の調整や不当労働行為事件の審査等

（１）県の労働相談窓口
業務内容等

相談方法・日時等

所在地・電話番号等

○解雇、賃金等各種労働問 ○電話・面接相談（無料）
【県産業労働部雇用労働政策課】
題についての相談窓口等の
月～金 8:30～17:15
・代表電話 018-860-2334
情報提供
（土日、祝日、年末年始を除く） ・〒010-8572 秋田市山王三丁目1番1号

（２）秋田労働局の総合労働相談窓口
業務内容等

相談方法・日時等

○解雇、賃金引き上げ、職場 ○電話・面接相談（無料）
の男女差別、育児・介護休
月～金 8:30～17:15
業、ハラスメント等各種労働 （土日、祝日、年末年始を除く）
問題に関する相談、情報提
供

所在地・電話番号等
【総合労働相談コーナー】
○秋田労働局 雇用環境・均等室
・代表電話 018-862-6684
・〒010-0951 秋田市山王七丁目1番３号
秋田合同庁舎４階
・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
http://akita-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
○秋田
・代表電話 018-865-3671
・〒010-0951 秋田市山王七丁目1番4号
秋田第二合同庁舎2階秋田労働基準監督署内
○能代
・代表電話 0185-52-6151
・〒016-0895 能代市末広町4-20
能代労働基準監督署内
○大館
・代表電話 0186-42-4033
・〒017-0897 大館市字三の丸6番2号
大館労働基準監督署内
○横手
・代表電話 0182-32-3111
・〒013-0033 横手市旭川一丁目2番23号
横手労働基準監督署内
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業務内容等

相談方法・日時等

所在地・電話番号等
○大曲
・代表電話 0187-63-5151
・〒014-0063
大仙市大曲日の出町一丁目3番4号
大曲法務合同庁舎１階
大曲労働基準監督署内
○本荘
・代表電話 0184-22-4124
・〒015-0885 由利本荘市水林428
本荘労働基準監督署内

（３）職業相談・職業紹介
業務内容等
○職業相談
○職業紹介

相談方法・日時等

所在地・電話番号等

○電話・面接相談（無料）
【公共職業安定所（ハローワーク）】
月～金 8:30～17:15
○秋田
（土日、祝日、年末年始を除く） ・代表電話 018-864-4111
・〒010-0065 秋田市茨島一丁目12番16号
◇ハローワークプラザ アトリオン
・代表電話 018-836-7820
・〒010-0001 秋田市中通二丁目3番8号 アトリオン３F
◇ハローワークプラザ御所野
・代表電話 018-889-8609
・〒010-1413 秋田市御所野地蔵田三丁目１番１号
秋田テルサ３F

○男鹿出張所
・代表電話 0185-23-2411
・〒010-0511男鹿市船川港船川字新浜町1番地3
○能代
・代表電話 0185-54-7311
・〒016-0851 能代市緑町5番29号
○大館
・代表電話 0186-42-2531
・〒017-0046 大館市清水1丁目5番20号
○鷹巣出張所
・代表電話 0186-60-1586
・〒018-3331 北秋田市鷹巣字東中岱26番地1
○大曲
・代表電話 0187-63-0335
・〒014-0034 大仙市大曲住吉町33番3号
○角館出張所
・代表電話 0187-54-2434
・〒014-0372 仙北市角館町小館32番3号
○本荘
・代表電話 0184-22-3421
・〒015-0013由利本荘市石脇字田尻野18番1号
○横手
・代表電話 0182-32-1165
・〒013-0033 横手市旭川一丁目2番26号
○湯沢
・代表電話 0183-73-6117
・〒012-0033 湯沢市清水町四丁目4番3号
○鹿角
・代表電話 0186-23-2173
・〒018-5201 鹿角市花輪字荒田82番地4
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（４）キャリアカウンセラーによる就職支援等
業務内容等
○カウンセリングによる就職
支援

相談方法・日時等

所在地・電話番号等

※ご利用は無料です

○あきた就職活動支援センター
・カウンセリングコーナー直通 018-892-7701
月～金（祝日休み）第２、第４土曜 ・〒010-1413 秋田市御所野地蔵田三丁目１-１
（変更の場合あり）
秋田テルサ３Ｆ
9:00～17:15
・ホームページ http://syukatsu-akita.jp/
・サテライト
○北部サテライト
月～金（祝日休み）第２、第４土曜 ・代表電話 0186-44-5100
（変更の場合あり）
・〒017-0044 大館市御成町三丁目７番５８号
9:00～18:00
いとく大館ショッピングセン
ター.3F
○南部サテライト
・代表電話 0182-35-6005
・〒013-0043 横手市安田字向田147
イオン横手店２Ｆ

（５）求職者に対する職業訓練等
業務内容等

相談方法・日時等

○職業訓練
○能力開発セミナー
○能力開発相談

○各訓練等の日程による

所在地・電話番号等
【ポリテクセンター秋田】
・代表電話 018-873-3177
・〒010-0101 潟上市天王字上北野4番地143
・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www3.jeed.or.jp/akita/poly/

【ポリテクカレッジ秋田】
・代表電話 0186-42-5700
・〒017-0805 大館市字扇田道下6番1号
・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www3.jeed.or.jp/akita/college/

○職業訓練

○各訓練等の日程による

【鷹巣技術専門校】
・代表電話 0186-62-1626
・〒018-3301 北秋田市綴子字街道下191

【秋田技術専門校】
・代表電話 018-895-7166
・〒010-1623 秋田市新屋町字砂奴寄4番地53

【大曲技術専門校】
・代表電話 0187-62-2457
・〒014-0052 大仙市大曲川原町2番30号
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（６）ひとり親家庭の母等に対する就業・自立支援
業務内容等

相談方法・日時等

○就業相談（電話・面接)
○電話・面接相談（無料）
○生活相談（生活支援、養育
月～金 8:30～17:00
費等）
（土日、祝日、年末年始を除く）
○就業支援講習会の開催
※ 法律相談は予約により土日
(パソコン講習会等）
も相談可能

所在地・電話番号等
【秋田県ひとり親家庭就業・自立支援センター】
・代表電話 018-896-1531
・〒010-0922 秋田市旭北栄町1番5号
秋田県社会福祉会館5階
・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.hitori.on.arena.ne.jp/

（７）労使紛争の調整や不当労働行為事件の審査等
業務内容等

相談方法・日時等

所在地・電話番号等

○集団労働関係紛争のあっ ○電話・窓口受付
【労働委員会事務局】
せん・調停・仲裁（無料）
月～金 8:30～17:15
・代表電話 018-860-3282
○個別労働関係紛争のあっ （土日、祝日、年末年始を除く） ・〒010-0951 秋田市山王四丁目1番2号
せん（無料）
○不当労働行為の審査・判
定（無料）
○個別労働関係紛争のあっ ○電話・窓口受付
せん（無料）
月～金 8:30～17:15
○助言・指導（無料）
（土日、祝日、年末年始を除
く）
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【秋田労働局 雇用環境・均等室】
・代表電話 018-862-6684
・〒010-0951 秋田市山王七丁目1番３号
秋田合同庁舎４階

