雇用・労働
（雇用）
分野
就職相談

制度・相談等
就職相談、就職情報

内容等
職業相談、職業紹介、求人者に対す

実施機関・問い合わせ先
各ハローワーク（公共職業安定所）

る雇用相談
ハローワークインターネットサービス
福井労働局職業安定部
電話：0776-26-8609
「働くなら、福井！」

就職関連イベントや県内企業情報等

県 若者・定住支援課

若者就職ナビ

若者の就職に役立つ情報の提供

電話：0776-20-0387

若者の就職情報および

概ね３９歳までの若者を対象とした就

福井県人材確保支援センター

相談

職相談から職業紹介、定着指導等の

電話：0776-32-4510

サービスをワンストップで提供

福井市西木田 2-8-1
福井商工会議所ビル 1 階

学生向け就職情報および

学生向けの総合就活支援窓口

相談

Ｆスクエア・キャリアナビセンター
電話：0776-97-6820
福井市手寄 1-4-1
アオッサ 7 階

若年無業者（ニート）の相

働きたいのに働けない、はじめの一歩

ふくい若者サポートステーション

談、支援

が踏み出せない若者や保護者のため

（サポステふくい）

の総合相談・カウンセリング・支援プロ

電話：0776-21-0311

グラム

福井市光陽 2-3-22
福井県社会福祉センター 1 階

従業員の採用および相談

従業員の採用を計画している事業主

各ハローワーク（公共職業安定所）

への雇用情報提供や採用についての
各種相談

福井労働局職業安定部

※ハローワーク求人担当窓口に求人

電話：0776-26-8609

申込書を提出
企業における人材の確保や働きやす

福井県人材確保支援センター

い職場のルール・環境づくり、人材育

電話：0776-32-4560

成等を支援

福井市西木田 2-8-1
福井商工会議所ビル１階

学校卒業者の採用および

（採用）

相談

新規学校卒業者の採用を計画してい

各ハローワーク（公共職業安定所）

る事業主への雇用情報提供や採用に

福井労働局職業安定部

ついての各種相談

電話：0776-26-8609

※求人申込みは、ハローワークへ所
定の求人票を提出し、求人内容の確
認を受けた後に学校へ申込み
（職業紹介）
中学校を除き各学校で実施
（就職についての相談）
各学校やハローワークで実施

分野
就職相談

制度・相談等

内容等

実施機関・問い合わせ先

U ターン就職希望者の就

Ｕ・Ｉターン就職を希望する場合の求人

ふるさと福井移住定住促進機構

職情報・相談

情報の提供、職業紹介

（福井Ｕターンセンター）福井オフィス
電話：0776-43-6295
福井市手寄 1 丁目ＡＯＳＳＡ7 階

ふるさと福井移住定住促
進機構

※県外オフィスは、事前のご予約が必

ふるさと福井移住定住促進機構

（福井Ｕターンセンター）

要

（福井Ｕターンセンター）東京オフィス

「ふくいＵターン就職ネッ

電話：03-6273-4322

ト」

〒100-0006
東京都千代田区有楽町 2-10-1
東京交通会館 5 階
ふるさと福井移住定住促進機構
（福井Ｕターンセンター）大阪オフィス
電話：06-6226-1688
〒541-0048 大阪市中央区瓦町 2-2-14
福井県大阪事務所内
ふるさと福井移住定住促進機構
（福井Ｕターンセンター）名古屋オフィス
電話：052-218-4113
〒460-0002 名古屋市中区丸の内 1-17-19
キリックス丸の内ビル 2 階
(株)アイバック名古屋オフィス内
県 若者・定住支援課
電話：0776-20-0387

定住相談

福井県への定住相談

福井県への定住を考えている方への

ふるさと福井移住定住促進機構

「ふくい移住ナビ」

暮らし・定住支援情報の提供、住宅な

（福井Ｕターンセンター）福井オフィス

どの相談対応

電話：0776-43-6295
福井市手寄 1 丁目ＡＯＳＳＡ7 階

学生の就業

福井県インターンシップ

体験

大学等在学中に企業での就業体験を

福井県経営者協会

希望する場合の受入企業紹介

電話：0776-63-6201
福井市西木田 2-8-1
福井商工会議所ビル 7 階

看護学生のインターンシ

県内外の看護学生を対象とした県内

福井県ナースセンター

ップ

医療機関での就業体験

電話：0776-52-1857
福井市北四ツ居町 601
（福井県看護協会会館内）

就職相談

パートタイマーとして働き

パートタイマーとして働きたい方への

福井ハローワークプラザ

（パート）

たい人

求人情報の提供、職業相談、紹介

電話：0776-23-2500

労 働 時 間 、労 働 日な ど の 就労 条 件

福井市大手 3-4-1

の、就業前の確認

福井放送会館 3 階

分野

制度・相談等

内容等

実施機関・問い合わせ先

就職相談

パートタイマーとして働き

パートタイマーとして働きたい方への

パートバンクさばえ

（パート）

たい人

求人情報の提供、職業相談、紹介

電話：0778-51-8800

労 働 時 間 、労 働 日な ど の 就労 条 件

鯖江市桜町 2- 7－1

の、就業前の確認

嚮陽会館内 1 階
各ハローワーク（公共職業安定所）
福井労働局 職業安定部
電話：0776-26-8609

熟年者の

高年齢者の職業相談

就職

職業相談、職業紹介、求人者に対す

各ハローワーク（公共職業安定所）

る雇用相談
福井労働局 職業安定部
電話：0776-26-8613
高齢者無料職業紹介

職業相談、職業紹介、求人者に対す

福井県福祉人材・高齢者無料職業紹介所

る雇用相談

電話：0776-22-6456

月～金 9：00～17：00

福井市光陽 2-3-22
（福井県社会福祉センター内）

シルバー人材センター

高年齢者に、臨時的、短期的な仕事

（社）福井県シルバー人材センター連合

を提供する高年齢者の自主的団体

電話：0776-29-1195
福井県福井市大手 3-7-1

（登録会員の希望に応じて、請負また
は委任などの形式によって就業の場

または
各市町シルバー人材センター

を提供）
高年齢者を雇用する企業

企業に対して定年の延長や継続雇用

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援

への相談援助

制度導入にかかる相談・助言を実施

機構 福井支部

高年齢者を雇用する企業

高年齢者の雇用の推進を図ることを

への助成

目的として、事業主の方に助成金・奨

電話：0778-23-1021
越前市行松町 25-10

励金支給
高年齢者への職業紹介

障害者の
就労
（障害者向け）

就業相談

長年企業に勤め、専門的な技術や経

福井県シニア人材活躍支援センター

験を有する 60 才以上のシニア人材の

電話：0776-43-0881

マッチングを総合的に支援

福井市手寄 1-4-1 AOSSA7 階

障害者の就業相談、就職後の職場適

福井障害者就業・生活支援センター

応指導などを実施

ふっとわーく
電話：0776-97-5361
嶺南障害者就業・生活支援センター ひびき
電話：0770-20-1236
福井労働局 職業安定部
電話：0776-26-8613
各ハローワーク（公共職業安定所）

分野
障害者の

制度・相談等
就業相談

就労

内容等

実施機関・問い合わせ先

障害者の就業およびこれに伴う日常

福井障害者就業・生活支援センター

生活上必要な援助の相談

ふっとわーく

（障害者向け）

電話：0776-97-5361
嶺南障害者就業・生活支援センター ひびき
電話：0770-20-1236
全国障害者技能競技大

障害者の職業能力の向上を図るとと

県 労働政策課

会（アビリンピック）参加

もに、広く障害者に対する理解と認識

電話：0776-20-0388

を深め、その雇用促進と地位向上を
図ることを目的に開催
参加資格：１５歳以上の障害者で知事
の推薦を受けた者
障害者の

障害者の採用相談

就労

障害者の採用、配置、職業管理など

福井障害者職業センター

相談・助言

電話：0776-25-3685

（事業主向け）

福井市光陽 2-3-32
福井労働局 職業安定部
電話：0776-26-8613
各ハローワーク（公共職業安定所）
障害者雇用率制度

事業主に、身体障害者または知的障

福井労働局 職業安定部

害者を、一定の割合（雇用率）以上雇

電話：0776-26-8613

用することを義務付け制度
各ハローワーク（公共職業安定所）
障害者を雇用する企業へ

障害者の雇用の推進を図ることを目

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援

の相談援助

的に、相談・助言を実施

機構 福井支部
電話：0778-23-1021

障害者を雇用する企業へ

障害者の雇用の推進を図ることを目

の助成

的として、事業主の方に助成金・奨励

越前市行松町 25-10

金を支給
福祉関係へ

看護師の就職相談

の就職

・看護師等の資格を持ち、再就職を希

福井県ナースセンター

望している方に応じ、職場を紹介

電話：0776-52-1857

・再就職を希望する方が、最新の看護

福井市北四ツ居町 601

技術や知識を習得できるよう講習会

（福井県看護協会会館内）

や体験研修を開催し、再就職をバック
アップ
福祉施設等への

求人情報の提供、社会福祉施設等へ

就職相談

の職業あっ旋など

福井県福祉人材センター
（福井県社会福祉協議会）
電話：0776-21-2294
福井市光陽 2-3-22
県社会福祉センター1 階
嶺南福祉人材バンク
（敦賀市社会福祉協議会）
電話：0770-22-3133
敦賀市東洋町 4-1
敦賀市福祉総合センター内

分野

制度・相談等

内容等

実施機関・問い合わせ先

福祉関係へ

保健師、看護師、准看護

看護師・准看護師などの養成所に在

県 地域医療課

の就職

師になるための修学資金

学し、卒業後県内の医療機関などに

電話：0776-20-0345

貸与

勤務しようとする人に、修学資金を貸
与

介護福祉士、社会福祉士

介護福祉士または社会福祉士の養成

福井県社会福祉協議会

になるための修学資金貸

施設に在学している福井県出身者

電話：0776-24-4987

与

に、修学資金を貸与

介護職に再就職するため

県内で介護職に再就職しようとする介

福井県社会福祉協議会

の準備金貸与

護職経験者に準備金を貸与

電話：0776-24-4987

勤労者への

勤労者ライフプラン資金

勤労者の生活の維持・向上に必要な

北陸労働金庫 県内各支店

助成

貸付金制度

資金に対する低利の融資

（勤労者生活安定資金）

職業訓練

勤労者ライフプラン資金

育児・介護休業を取得している勤労者

県 労働政策課

貸付金制度（育児・介護

の生活の維持・向上に必要な資金に

電話：0776-20-0389

休業生活資金）

対する低利の融資

職業訓練

・離職者･若年者･障害者など就職を

福井産業技術専門学院

希望する人に対して、公共職業能力

福井市林藤島町 20－1－3

開発施設において、職業に必要な技

電話：0776-52-2120

能を教授
・在職者に対して、スキルアップ講座

敦賀産業技術専門学院

を実施

敦賀市道口 19－2－1
電話：0770-22-0143
県 労働政策課
電話：0776-20-0388
高齢・障害・求職者雇用支援機構
（福井職業能力開発促進センター）
越前市行松町 25-10
電話：0778-23-1010

職業訓練などへの助成

認定職業訓練を 行う中小企 業事業

県 労働政策課

主、中小企業事業主の団体またはそ

電話：0776-20-0388

の連合団体に、訓練に要した経費の
一部を助成

分野

制度・相談等

内容等

実施機関・問い合わせ先

企業向けの

中小企業退職金

退職金制度を持つことが困難な中小

勤労者退職金共済機構

支援制度

共済制度

企業の事業主が、勤労者退職金共済

電話：03-6907-1234

機構と契約を結び、毎月掛金を納め
ると、事業主にかわって同機構が従
業員に直接退職金を支払う制度
女 性 の職 場復帰等 支援

育児・介護等による離職者を再雇用

県 労働政策課

事業奨励金

する制度や、手厚い育児・介護支援

電話：0776-20-0389

制度等を導入し、その利用者がある
企業に対し奨励金を支給
雇用保険

雇用保険制度

失業した場合などに給付し、生活の安

各ハローワーク（公共職業安定所）

定と再就職を促進する制度
※雇用する事業主は雇用保険に加入
が必要
失業給付

失業した場合に、本人が、住所を管轄

福井労働局 職業安定部

する公共職業安定所へ所定の書類を

電話：0776-26-8609

提出し、求職を申込むことにより給付
育児休業給付金

１歳未満の子を養育するための育児

各ハローワーク（公共職業安定所）

休業により、賃金が８０％未満に低下
した場合に受給できる給付金（保育所
における保育の実施が行われない等
の場合は１歳６ｶ月）
介護休業給付金

配偶者、父母、子、配偶者の父母等を

福井労働局 職業安定部

介護するために介護休業した方に対

電話：0776-26-8609

して、休業開始日から３ヵ月間を限度
とする給付金
教育訓練給付金

厚生労働大臣が指定した教育訓練を
受け、修了した場合に受けられる給付
金

雇用者の
住宅確保

雇用促進住宅

対象：住居を移転して就職した人、転

各ハローワーク（公共職業安定所）

勤などにより住居の移転を必要とする
人、住宅が確保できず困っている勤
労者の方

福井労働局 職業安定部
電話：0776-26-8609

（扶養親族と同居すること、月収が家
賃と共益費の４倍以上であることなど
条件あり）

（労働）
分野

制度・相談等

労働相談

中小企業労働相談所

賃金、労働問題などの労働条件や労

中小企業労働相談所（県労働政策課内）

（労働政策課内）

使間の問題、退職金制度など労働福

電話：0776-20-0389

内容等

実施機関・問い合わせ先

祉についての相談
月～金 9：00～17：00（祝日を除く）
福井県労使相談センター

労働相談一般

賃金、労働問題などの労働条件、労

労使相談センター 丹南事務所

使間の問題、退職金制度など労働福

電話：0778-22-1006

祉についての相談

労使相談センター 嶺南事務所

月～金 9：00～17：00（祝日を除く）

電話：0770-22-1015

・労働時間、解雇、賃金不払い等の労

福井労働局 総合労働相談コーナー

働条件に関する相談

電話：0776-22-3363

・職場の安全衛生、健康管理に関す
る相談

福井総合労働相談コーナー

・賃金、退職金に関する相談

電話：0776-54-6167

・労災保険に関する相談

武生総合労働相談コーナー

・労災年金受給者の年金・介護に関

電話：0778-23-1440

する相談

敦賀総合労働相談コーナー
電話：0770-22-0745
大野総合労働相談コーナー
電話：0779-66-3838

労働者個人と使用者との

弁護士をはじめとした学識経験者、労

県 労働委員会事務局

間のトラブルの相談など

働組合役員および企業経営者などか

電話：0776-20-0597

ら選ばれた３名の経験豊かなあっせ
・職場のトラブルＱ＆Ａ（よ

ん員が、当事者双方の言い分を十分

くある相談）

お聞きし、お互いの歩みよりを勧め、
話し合いによる迅速・円満な解決を援

労働組合

・申請書等

助

労使の団体交渉のトラブ

労働組合と使用者との間の対立が自

県 労働委員会事務局

ルの相談など

主的に解決できない場合に、あっせ

電話：0776-20-0597

ん・調停・仲裁を実施
・申請書等
使用者から不当な取扱い

組合員であることや正当な組合活動

を受けた労働組合（員）の

を し た こ とを 理由 に、 使用 者か ら 解

申立て

雇、配転、賃金差別等の不利益取扱
いを受けた場合や、正当な理由もなく

・申立書等

労働組合が使用者から団体交渉を拒
否された場合にできる、「不当労働行
為の救済申立て」

労働組合の資格審査

労働組合が、不当労働行為の救済申
立てをするとき、法人登記をするとき、

・申請書等

労働委員会の労働者委員候補者を推
薦するとき等に必要な、労働委員会で
の資格審査
（労働組合をつくっても、届け出る必要
なし）

分野
技能五輪など

制度・相談等
技能検定の受検

内容等

実施機関・問い合わせ先

技能の社会一般の評価を高め、労働

福井県職業能力開発協会

者の技能と地位の向上を図るための

電話：0776-27-6360

国家検定

〒910-0003
福井市松本 3 丁目 16 番 10 号（福井県職員

試験：前期・後期の年２回

会館ビル 4 階）

検定職種：機械加工など１２６職種
県 労働政策課
電話：0776-20-0388
技能五輪全国大会

２３歳以下の青年技能者の技能レベ

への参加

ル日本一を競う技能競技大会
（国際大会が開催される前年の大会
は、国際大会への派遣選手選考会を
兼ねる）

若年者ものづくり

職業能力開発施設、工業高校等にお

競技大会への参加

いて技能を習得中の２０歳以下の者
に対して技能向上を図ることを目的に
開催

