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報道関係者 各位 
 

 

「平成 30年度個別労働紛争解決制度施行状況」 

～ハラスメント・均等三法相談件数等の状況～ 

大分労働局（局長 坂田善廣）は、平成 30年度における個別労働紛争解決制度の施行状

況等について、次のとおり取りまとめました。 

 

Ⅰ 個別労働紛争解決制度の施行状況 

１ 民事上の個別労働紛争相談件数は 1,935 件で前年度より 8.6％の減少 

２ 相談内容では「いじめ・嫌がらせ」が 506 件（26.1％）でトップ 

３ 助言・指導申出件数は 75件で前年度より 25.0％の増加 

４ あっせん受理件数は 10件で前年度同数の横ばい 

Ⅱ ハラスメントに関する相談状況相談件数は 744 件 

相談の内容としては、「いじめ・嫌がらせ」（68.0%）が最も多く、次いで、

「セクシュアルハラスメント」（13.6%）が多い 

 

大分労働局では、労働相談への適切な対応に努めるとともに、助言・指導及びあっせん・調停の運

用を的確に行うなど、引き続き、個別労働紛争の未然防止と迅速な解決に向けて取り組んでいきます。 

また、男女雇用機会均等法・育児・介護休業法・パートタイム労働法の均等三法に沿った雇用管理

について周知・徹底を図るとともに、特に、以下を重点として対策を講じてまいります。 

（１）ハラスメント相談が多いことから、ハラスメント防止対策の取組について周知啓発を実施する

とともに、男女雇用機会均等法・育児・介護休業法について不利益な取扱いに係る事案等に対す

る行政指導の実施 

併せて、パワハラ防止対策が義務付けられることについて、労使へ周知 

（２）妊娠・出産を経ても働き続けやすい、また、育児・介護関係制度が取得しやすい職場づくりに

向けた労使への一層の周知 

（３）現行のパートタイム労働法とあわせ改正後のパートタイム・有期雇用労働法の労使への周知 

令和元年７月１日 
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平成 30 年度大分労働局における個別労働紛争解決制度等の施行状況 

Ⅰ 個別労働紛争解決制度の施行状況 

1 相談状況 

◆大分労働局及び県下労働基準監督署内の合計６カ所に、労働に関するあらゆる相談にワンスト

ップで対応するための「総合労働相談コーナー」を開設している。 

◆総合労働相談コーナーに寄せられた相談件数は、平成 28 年度 7,195 件、平成 29 年度 6,943 件、

平成 30年度 6,666 件と推移している。 

◆このうち、個々の労働者と事業主との間の労働関係法令上の違反を伴わない「いじめ・嫌がら

せ」「解雇」及び「退職勧奨」等のいわゆる「民事上の個別労働紛争」(注)相談件数は 1,935 件

であり、前年度より 8.55％の減少となった（第１図参照）。 

(注)「民事上の個別労働紛争」とは、労働条件その他労働関係に関する個々の労働者と事業主との間の紛争(労働基

準法等違反に関するものなどを除く。)のこと。 

 

（１）民事上の個別労働紛争相談内容の内訳は、「いじめ・嫌がらせ」が 506 件（26.1％）と最も多

く、次いで、「自己都合退職」が 468 件（24.2％）、「その他の労働条件」が 293 件（15.1％）、

「解雇」が 194 件（10.0％）、「労働条件引下げ」が 171 件（8.8％）、「退職勧奨」が 157 件

（8.1％）の順となっている（第２、３図参照）。 

(注) 一人の相談者から複数の内容にまたがる相談が寄せられた場合には、それぞれの相談内

容を 1件として計上している。 

 (２) 相談者の種類は、労働者からの相談が 1,541 件（79.6％）、事業主からの相談が 200 件

（10.3％）となっている。 

(３) 相談があった労働者の就労形態を見ると、「正社員」が 879 件（57.0％）、「短時間労働者」

が 337 件（21.9％）、「有期雇用労働者」が 207件(13.4％)、「派遣労働者」が 37件（2.4％）

となっている。 

 

第１図  総合労働相談件数及び個別労働関係紛争相談件数の推移
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          第２図 民事上の個別労働関係紛争相談の推移 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

いじめ・嫌がらせ 432 407 473 467 506
自己都合退職 450 504 564 526 468
その他の労働条件 231 196 251 257 293
解雇 203 166 162 213 194
労働条件引下げ 161 191 198 165 171
退職勧奨 173 176 227 238 157
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第３図 民事上の個別労働関係紛争相談内容（平成 30年度） 
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2 大分労働局長による助言・指導 

 ◆平成 30年度における個別労働紛争解決制度のうち「助言・指導」申出件数は 75件であり、

前年度比で 25.0％の増加となった（第４図参照）。 

  

（１）申出の主な内容は、「その他の労働条件」(注)が 17 件（22.6％）と最も多く、次いで「解

雇」９件（12.0％）、「いじめ・嫌がらせ」８件(10.6％)、「労働条件引下げ」８件（10.7％）、

「自己都合退職」５件(6.7％)、「退職勧奨」２件（2.6％）の順になっている。 

   (注)「その他の労働条件」とは、労働条件引下げ、出向・配転、昇給・昇格を除く、賃金、労働時間、勤務シフト、

休日、休暇、休職・復職、福利厚生等の職場における一切の待遇に関するもの。 

 

(２）助言・指導を行った 75件のうち、57件が解決(一定の改善を含む)（76.0％）している。 

 

３ 大分紛争調整委員会（注）によるあっせん 

◆平成 30年度における個別労働紛争解決制度に係る「あっせん」受理件数は 10件であり、前

年度と同数となった（第４図参照）。   

 

（１） 申請の主な内容は、「いじめ・嫌がらせ」３件(30.0％)、「解雇」３件(30.0％)、「労働条

件引下げ」１件(10.0％)、「その他の労働条件」１件(10.0％)の順となっている。 

（２）あっせんの解決状況については、合意が成立したものが２件、紛争当事者の意見の隔たりが

大きく合意に達しないなどの理由により、あっせんが打ち切られたものが６件である。 

(注)紛争調整委員会とは、弁護士等の労働問題の専門家である学識経験者により組織された委員会であり、都道府県

労働局ごとに設置されている。この紛争調整委員会の委員のうちから指名された委員が、個別労働紛争の解決に向

けてあっせんを実施するものとなっている。 

 

第４図 助言・指導申出及びあっせん受理件数の推移 
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Ⅱ ハラスメントに関する相談状況 

 

◆相談件数は７４４件。相談の内容としては、「いじめ・嫌がらせ」（68.0%）が最も 

多く、次いで、「セクシュアルハラスメント」（13.6%）が多い。 

   ◆平成 29年 1月施行された改正男女雇用機会均等法及び改正育児・介護休業法の施

行前後に問合せ・相談等が多かった「妊娠・出産等に関するハラスメント」の件数

は落ち着いてきている一方、「セクシュアルハラスメント」の相談割合が増加して

いる。 

 

（１） 相談件数 

 

（２） 相談内容の内訳                                    （件） 

 

セクシュアルハラスメント 59 7.2% 16.9% 64 9.4% 29.5% 101 13.6% 42.4%

妊娠・出産等ハラスメント（注） 143 17.4% 41.0% 59 8.6% 27.2% 57 7.7% 23.9%

育児ハラスメント（注） 88 10.7% 25.2% 68 9.9% 31.3% 74 9.9% 31.1%

介護ハラスメント（注） 59 7.2% 16.9% 26 3.8% 12.0% 6 0.8% 2.5%

小　計 349 100.0% 217 100.0% 238 100.0%

いじめ・嫌がらせ 473 57.5% 467 68.3% 506 68.0%

合　計 822 100.0% 684 100.0% 744 100.0%

平成29年度 平成30年度平成28年度

 
(注）「妊娠・出産等ハラスメント」、「育児ハラスメント」「介護ハラスメント」に関する相談件数には、

妊娠・出産、育児・介護休業等を理由とする不利益取扱いに関する相談、上司等からの就業を害する

行為に関する相談や事業主からの規定改正に伴う相談として寄せられたものを計上しています。 

   (注)「いじめ・嫌がらせ」は、２頁の「民事上の個別労働紛争」の件数を計上しています。 
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Ⅲ 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法の施行状況 

１ 男女雇用機会均等法の施行状況 

（１）相談状況 

◆ 相談件数は１９８件。相談の内容としては、「セクシュアルハラスメント」

（51.0％）が最も多く、  次いで、「妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い」及び

「母性健康管理対策」が同数となっている。 

◆ 平成 29年 1月に施行された改正男女雇用機会均等法の施行前後に問合せ・相談等

が多かった「妊娠・出産等に関するハラスメント」の件数は落ち着いてきている一方、

「セクシュアルハラスメント」の相談件数が増加している。 

 

① 相談件数 

 

 

② 相談内容の内訳                                  （件） 

平成28年度 平成29年度 平成30年度

性差別 19(7.2%) 7(4.6%) 6(3.0%)

妊娠、出産等を理由とする不利益取扱い 79(29.9%) 27(17.6%) 30(15.2%)

セクシュアルハラスメント 59(22.3%) 64(41.8%) 101(51.0%)

妊娠・出産等に関するハラスメント 64(24.2%) 32(20.9%) 27(13.6%)

母性健康管理対策 35(13.3%) 19(12.4%) 30(15.2%)

その他 8(3.05) 4(2.6%) 4(2.0%)

合  計 264(100.0%) 153(100.0%) 198(100.0%)
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（２）行政指導の状況 

◆ １９５事業所を対象に雇用管理の実態把握（報告徴収）を行い、このうち何らかの男

女雇用機会均等法違反のあった１７９事業所（91.8％）に対し、４１０件の行政指導を

行った。 

◆ 行政指導の内容は「妊娠・出産等に関するハラスメント」が１６１件、「セクシュア

ルハラスメント」が１２８件、「母性健康管理」が１２１件の順となっている。 

 

行政指導件数                                         （件） 

  平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

性差別 2 (0.8%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 

間接差別 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 

妊娠、出産等を理由とする不利益取扱い 1 (0.4%) 1 (0.4%) 0 (0.0%) 

セクシュアルハラスメント 96 (40.0%) 75 (29.5%) 128 (31.2%) 

妊娠・出産等に関するハラスメント 2 (0.8%) 125 (49.2%) 161 (39.3%) 

母性健康管理対策 139 (57.9%) 53 (20.9%) 121 (29.5%) 

その他 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 

合  計 240 (100.0%) 254 (100.0%) 410 （100.0%) 

 

（３）紛争解決の援助 

① 労働局長による紛争解決の援助（受理件数）               （件） 

  平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

妊娠、出産等を理由とする不利益取扱い 1 1 1 

セクシュアルハラスメント 3 1 2 

 

※労働局長は紛争当事者（労働者・事業主）双方から事情を聴き、紛争解決に必要な助言、指導又は勧告を行うこと

ができる。 

 

② 機会均等調停会議による調停（受理件数）                  （件） 

  平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

妊娠、出産等を理由とする不利益取扱い 1 1 0 

セクシュアルハラスメント 1 0 0 

 

※労働局長は、紛争解決のために必要があると認める時は、専門家で構成される第三者機関である「機会均等

調停会議」に調停を行わせることができる。 
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２ 育児・介護休業法の施行状況 

（１）相談状況 

◆相談件数は３５６件。（育児関係２６９件（75.6％）、介護関係８４件（23.6％）） 

◆相談内容別に見ると、育児関係では、「育児休業」が 42.8％、次いで「育児休業以外

（看護休暇、所定外労働時間の短縮措置等など）」が 29.7％の順となっている。 

◆介護関係では、「介護休業」が 52.4％、「介護休業以外（介護休暇、所定労働時間の短

縮措置等など）」が 40.5％となっている。 

 

① 相談件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 育児関係（269 件）の内訳      ③ 介護関係（84件）の内訳 
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④ 相談内容の内訳                          （件） 

平成28年度 平成29年度 平成30年度

育児休業 166 (38.9%) 190 (55.7%) 115 (42.8%)

育児休業以外（子の看護休暇、所定外労働の制
限、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労
働時間の短縮措置等、労働者の配置に関する配
慮）

173 (40.5%) 83 (24.3%) 80 (29.7%)

育児休業に関わる不利益取扱い 38 (8.9%) 30 (8.8%) 34 (12.6%)

育児休業以外に関わる不利益取扱い 25 (5.9%) 6 (1.8%) 14 (5.2%)

育児休業等に関するハラスメント 25 (5.9%) 32 (9.4%) 26 (9.7%)

小計 427 (100.0%) 341 (100.0%) 269 (100.0%)

介護休業 112 (34.0%) 69 (46.9%) 44 (52.4%)

介護休業以外（介護休暇、所定外労働の制限、
時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時
間の短縮措置等、労働者の配置に関する配慮）

158 (48.0%) 52 (35.4%) 34 (40.5%)

介護休業に関わる不利益取扱い 39 (11.9%) 2 (1.4%) 0 (0.0%)

介護休業以外に関わる不利益取扱い 5 (1.5%) 2 (1.4%) 1 (1.2%)

介護休業等に関するハラスメント 15 (4.6%) 22 (15.0%) 5 (6.0%)

小計 329 (100.0%) 147 (100.0%) 84 (100.0%)

7 11 3

763 499 356

育
児
関
係

介
護
関
係

合 計

その他（職業家庭両立推進者等）
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（２）行政指導の状況 

◆２２２事業所を対象に雇用管理の実態把握（報告徴収）を行い、このうち何らかの育児・介

護休業法違反のあった、２１９事業所（98.6%）に、１，０５６件の行政指導を行った。 

◆平成 29 年 1 月に施行された改正育児・介護休業法行で義務化された、「育児・介護休業

等に関するハラスメント防止措置」の件数が、育児１６０件、介護１６０件と最も多く、次いで、

「介護休業」１０４件、「所定労働時間の短縮措置等（介護関係）」９８件の順となっている。 

◆主に、就業規則の育児・介護休業等に関する規定に不備があり、法に沿った制度の利用

ができない場合に指導を行った。 

 

行政指導件数                             (件) 

  平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

育
児
関
係 

育児休業 69 (19.0%) 99 (28.4%) 91 (21.7%) 

子の看護休暇 59 (16.3%) 37 (10.6%) 42 (10.0%) 

所定外労働の制限 40 (11.0%) 25 (7.2%) 35 (8.3%) 

時間外労働の制限 46 (12.7%) 21 (6.0%) 35 (8.3%) 

深夜業の制限 24 (6.6%) 11 (3.2%) 18 (4.3%) 

所定労働時間の短縮措置等 40 (11.0%) 25 (7.2%) 39 (9.3%) 

所定労働時間の短縮措置等（努力義務） 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 

不利益取扱い 2 (0.6%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 

育児休業等に関するハラスメント 83 (22.9%) 131(37.5%) 160 (38.1%) 

労働者の配置に関する配慮 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 

休業期間等の通知 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 

小計 363 (100.0%) 349 (100.0%) 420 (100.0%) 

介
護
関
係 

介護休業 72 (19.1%) 116 (25.4%) 104 (21.3%) 

介護休暇 54 (14.4%) 32 (7.0%) 37 (7.6%) 

所定外労働の制限 48 (12.8%) 42 (9.2%) 50 (10.2%) 

時間外労働の制限 29 (7.7%) 17 (3.7%) 24 (4.9%) 

深夜業の制限 21 (5.6%) 11 (2.4%) 16 (3.3%) 

所定労働時間の短縮措置等 69 (18.4%) 109 (23.9%) 98 (20.0%) 

所定労働時間の短縮措置等（努力義務） 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 

不利益取扱い 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 

介護休業等に関するハラスメント 83 (22.1%) 130 (28.4%) 160 (32.7%) 

労働者の配置に関する配慮 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 

休業期間等の通知 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 

小計 376（100.0%) 457 (100.0%) 489 (100.0%) 

職業家庭両立推進者 106 73 147 

合計 845 879 1056 
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（３）紛争解決の援助 

①労働局長による紛争解決の援助（受理件数）              （件） 

     平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

育児休業に係る不利益取扱い 2 0 1 

 

※労働局長は紛争当事者（労働者・事業主）双方から事情を聴き、紛争解決に必要な助言、指導又は勧告

を行うことができる。 

 

②両立支援調停会議の申請（受理件数）               （件） 

平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

0 0 0 

    
※労働局長は、紛争解決のために必要があると認める時は、専門家で構成される第三者機関である「両立支

援調停会議」に調停を行わせることができる。 
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３ パートタイム労働法の施行状況 

（１）相談状況 

◆相談件数は１２件。 

◆相談内容別に見ると、「正社員転換」が４件で最も多く、次いで「均等・均衡待遇関

係」及び「体制整備（労働条件の文書交付、相談体制整備など）」が同数となっている。 

 

① 相談件数 

 
 

② 相談内容の内訳                         （件） 

  平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

均等・均衡待遇関係※1 4(30.8%) 1(9.1%) 3(25.0%) 

体制整備※2 3(23.1%) 3(27.3%) 3(25.0%) 

正社員転換 5(38.5%) 5(45.5%) 4(33.3%) 

その他 1(7.7%) 2(18.2%) 2(16.7%) 

合計 13(100.0%) 11(100.0%) 12(100.0%) 

    
     ※1 短時間労働者の待遇の原則（法第 8条）、差別的取扱いの禁止（第 9条）、賃金の均衡待遇（第 10

条）、教育訓練（第 11条）、福利厚生施設（第 12条） 

※2 労働条件の文書交付等（法第 6条）、就業規則の作成手続（第 7条）、措置の内容の説明（第 14条

第 1項）、待遇に関する説明（第 14条第 2項）、相談のための体制整備（第 16条）、短時間雇用管理

者の 選任（第 17条） 
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（２）行政指導の状況 

    ◆１４０事業所を対象に雇用管理の実態把握（報告聴取）を行い、このうち何らかのパートタイ

ム労働法違反が確認された１１６事業所（82.9%）に対し、２８１件の行政指導を実施。 

    ◆行政指導の内容は、「措置の内容の説明」が７４件、次いで「通常の労働者への転換」が７２

件、「労働条件の文書交付等」が５０件の順となっている。 

 

行政指導件数                             (件) 

  平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

労働条件の文書交付等 101 (24.2%) 48 (18.0%) 50 (17.8%) 

就業規則の作成手続 8 (1.9%) 9 (3.4%) 2 (0.7%) 

差別的取扱いの禁止 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 

賃金の均衡待遇 29 (7.0%) 14 (5.3%) 21 (7.5%) 

教育訓練 0 (0.0%) 1 (0.4%) 0 (0.0%) 

福利厚生施設 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 

通常の労働者への転換 95 (22.8%) 71 (26.7%) 72 (25.6%) 

措置の内容の説明 96 (23.0%) 70 (26.3%) 74 (26.3%) 

相談のための体制の整備 60 (6.7%) 15 (5.6%) 17 (6.0%) 

短時間雇用管理者の選任 28 (6.7%) 38 (14.3%) 43 (15.3%) 

その他（指針等） 0 (0.0%) 0 (0.0%) 2 (0.7%) 

合 計 417(100.0%) 266(100.0%) 281(100.0%) 

 

（３）紛争解決の援助 

紛争解決援助の申請及び調停申請は過去３年間なかった。                    

   
※労働局長は紛争当事者（労働者・事業主）双方から事情を聴き、紛争解決に必要な助言、指導又は勧告を

行うことができる。 

※労働局長は、紛争解決のために必要があると認める時は、専門家で構成される第三者機関である「均衡待

遇調停会議」に調停を行わせることができる。 
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個別労働紛争解決制度とは 

・ 「総合労働相談」とは、大分労働局、各労働基準監督署内の計６か所に、あらゆる労働問題

に関する相談にワンストップで対応するための総合労働相談コーナーを設置し、専門の相談員

が対応している。 

・ 「助言・指導」とは、民事上の個別労働紛争について、都道府県労働局長が紛争当事者に対

して解決の方向を示すことにより、紛争当事者の自主的な解決を促進する制度である。 

・ 「あっせん」とは、都道府県労働局に設置されている紛争調整委員会のあっせん委員が紛争

当事者の間に入って話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度である。 

 

企 業 

労働者 事業主 

当事者間の自主的解決 

都道府県労働局 

 総合労働相談コーナー  

労働問題に関する相談 

情報提供のワンストップサービス 

大分労働局長による助

言・指導 

法違反に対する是正指導等 

・都道府県 

労政主管事務所 

労働委員会等 

 

・法テラス 

 

・労使団体に 

おける相談窓口 

      等 

連携 

労働基準監督署、公共職業安定所、雇用環境・均等室 

紛争解決援助の対象とすべき事案 

個別労働紛争 

紛争解決が困難 

大分紛争調整委員会による 

あっせん 

（次ページの事例参照） 
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≪あっせんの事例紹介≫ 

事例１：「普通解雇」にかかるあっせん 

 

【事案の概要】 

申請人は、数年前から 1 年契約の期間契約社員として勤務していたが、社長から、一方的な解雇通告を

受けた。一方的な解雇通告に対し納得がいかないため、雇用継続を求めるも、認められなかった。その後、

残りの契約期間分の補償金の支払いを求めるも、認められなかった。 

このため、補償金として残りの契約期間分の賃金相当額 120 万円の支払いを求めたいとしてあっせん

申請したもの。 

 

【ポイント・結果】 

 あっせん委員が双方の主張を聞いたところ、被申請人は解雇の事実はなく、申請人自らが退職を申し

出たと主張していたものの、あっせん委員より、そのような主張をするためには退職届の提出を求め

る等の対応が必要であった旨を伝え、解決を促したところ、被申請人は、解決金として 10 万円を支

払う考えを示したもの。 

 申請人は提示された解決金額について同意したため、解決金として 10 万円支払うことで合意が成立

し、解決した。 

 

事例２：「いじめ・嫌がらせ」にかかるあっせん 

 

【事案の概要】 

 申請人は、期間契約社員として勤務していたが、在職中に支店長から「ミスを 3 回したらクビだ。」と

言われ、ミスしてはいけないと精神的に追い込まれたため体調を崩した。社内の相談窓口に相談するも改

善がなかったため、退職せざるを得なかった。退職後に、精神的・経済的損害に対する補償金を請求する

も、支払われなかった。 

このため、精神的・経済的損害を被ったことについての補償金として、100 万円の支払いを求めたい

としてあっせん申請したもの。 

 

【ポイント・結果】 

 あっせん委員が双方の主張を聞き、被申請人に対し、解決に向けた考えを確認したところ、被申請人

は、ミスがないようにという旨の指示をしたことはあったが、ミスを 3 回したら解雇にするという意

図はなかったとして、いじめ・嫌がらせの事実は認められなかったとしたものの、問題を解決するた

めに、金銭による解決の考えを示したもの。 

 解決金として双方譲歩可能な金額を確認し、調整した結果、解決金として 60 万円を支払うことで合

意が成立し、解決した。 

 

あっせん利用者の感想例 

（例）裁判になったかもしれないところを、無料で早期に解決できてありがたかったです。 

（例）第三者に入っていただき、感情的になることなく、話し合いができました。 
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≪個別労働紛争連携機関連絡先≫ 

機関名 担当部署名

大分県労働委員会 事務局

大分県労政・相談情報センター
大分県商工労働部
雇用労働政策課

大分地方・簡易裁判所 民事部

大 分 県 弁 護 士 会 事務局

法 テ ラ ス 大 分
日本司法支援センター

大分地方事務所

（代　　　表）　０９７－５３２－４０２５ 

（相談コーナー）　０９７－５３６－０１１０

　　　大分市東春日町17-20
　　　　大分第２ソフィアプラザビル3Ｆ

雇用環境・均等室

　　　大分市中島西1-3-14 ０９７－５３６－１４５８

大分市城崎町2-1-7 ０５０－３３８３－５５２０

大分市大手町3-1-1 県庁舎本館7F ０９７－５３６－３６５０

大分市大手町3-1-1 県庁舎本館7F
０１２０－６０１－５４０
０９７－５３２－３０４０

大分市荷揚町７－１５ ０９７－５３２－７１６１

所在地 電話番号

大分労働局

 

 

 

労働基準法・労災保険・職場での安全衛生などに関するご相談は労働基準監督署、求

人・職業紹介・雇用保険などに関するご相談は公共職業安定所(ハローワーク)で受け付

けています。 

大  分労働基準監督署   電話０９７－５３５－１５１２ 

中  津労働基準監督署   電話０９７９－２２－２７２０ 

佐  伯労働基準監督署   電話０９７２－２２－３４２１ 

日  田労働基準監督署   電話０９７３－２２－６１９１ 

豊後大野労働基準監督署   電話０９７４－２２－０１５３ 

大  分公共職業安定所  電話０９７－５３８－８６０９ 

別  府公共職業安定所  電話０９７７－２３－８６０９ 

中  津公共職業安定所  電話０９７９－２４－８６０９ 

日  田公共職業安定所  電話０９７３－２２－８６０９ 

佐  伯公共職業安定所  電話０９７２－２４－８６０９ 

宇  佐公共職業安定所  電話０９７８－３２－８６０９ 

豊後大野公共職業安定所  電話０９７４－２２－８６０９ 


