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相談内容 実施機関 所在地 電話番号

あらゆる労働相談、個別労働
紛争解決制度

総合労働相談コーナー
（鳥取労働局コーナー）

鳥取市富安2丁目89-9 0857-22-7000

総合労働相談コーナー
（鳥取コーナー）

鳥取市富安2丁目89-4
鳥取労働基準監督署内

0857-24-3245

総合労働相談コーナー
（倉吉コーナー）

倉吉市駄経寺町2-15
倉吉労働基準監督署内

0858-22-5640

総合労働相談コーナー
（米子コーナー）

米子市東町124-16
米子労働基準監督署内

0859-34-2263

賃金、労働時間、安全衛生、
労働災害、労災保険等の労働
基準関係法令全般

鳥取労働基準監督署 鳥取市富安2丁目89-4
鳥取第一地方合同庁舎4F

0857-24-3211

倉吉労働基準監督署 倉吉市駄経寺町2-15
倉吉地方合同庁舎3F

0858-22-6274

米子労働基準監督署 米子市東町124-16
米子地方合同庁舎5F

0859-34-2231

職業紹介、雇用保険

鳥取公共職業安定所 鳥取市富安2丁目89 0857-23-2021

倉吉公共職業安定所 倉吉市駄経寺町2-15 0858-23-8609

米子公共職業安定所 米子市末広町311
イオン米子駅前店ビル4階

0859-33-3911

米子公共職業安定所
根雨出張所

日野郡日野町根雨349-1 0859-72-0065

労働行政機関の窓口
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相談内容 実施機関 所在地 電話番号

職業紹介

ヤングハローワークとっとり

（鳥取新卒応援ハローワーク）

鳥取市扇町7
鳥取フコク生命駅前ビル1F

0857-36-4510

鳥取県ふるさとハローワーク八頭 八頭郡八頭町郡家100
鳥取県八頭庁舎別館1階

0858-76-7076

しごとプラザ琴浦 東伯郡琴浦町徳万５９１－２

琴浦町役厚生棟１階

0858-53-6060

ふるさとハローワーク境港 境港市上道町3000
境港市役所別館内

0859-44-1733

派遣労働、職業訓練
鳥取労働局職業安定部 鳥取市富安2丁目89-9 0857-29-1707

男女均等取扱い、セクハラ、育
児・介護休業、パート労働

鳥取労働局雇用環境・均等室 鳥取市富安2丁目89-9 0857-29-1709

職業訓練

ポリテクセンター鳥取 鳥取市若葉台南7-1-11 0857-52-8781

ポリテクセンター米子 米子市古豊千520 0859-27-0111
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相談内容 実施機関 所在地 電話番号

労働争議の調整、個別労働関
係紛争

鳥取県労働委員会
（労使ネットとっとり）

鳥取市東町1-271
県庁第2庁舎内

0857-26-7560
0120-77-6010

労働問題全般

みなくる鳥取 鳥取市天神町30-5
鳥取県労働会館2階

0120-451-783
0857-25-3000

みなくる倉吉 倉吉市昭和町286-2
中国労金倉吉支店の2階

0120-662-390
0858-23-6131

みなくる米子 米子市東町189-2
西部労働者福祉会館2階

0120-662-396
0859-31-8785

奨学金支援助成
鳥取県商工労働部雇用人材局
雇用政策課

鳥取市東町1-220 0857-26-7648

職業紹介、ＩＪＵターン

鳥取県立鳥取ハローワーク 鳥取市東品治町111-1
ＪＲ鳥取駅構内

0857-51-0501

鳥取県立倉吉ハローワーク 倉吉市山根557-1
パープルタウン1階

0858-24-6112

鳥取県立米子ハローワーク 米子市末広町311
イオン米子駅前店ビル4階

0859-21-4585

鳥取県立境港ハローワーク 境港市上道町3000
境港市役所別館1階

0859-44-3395

職業相談
鳥取県ふるさとハローワーク八頭 八頭郡八頭町郡家100

鳥取県八頭庁舎別館1階
0858-72-3986

人材育成
鳥取県商工労働部雇用人材局
産業人材課

鳥取市東町1-220 0857-26-7222

鳥取県行政機関の窓口
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相談内容 実施機関 所在地 電話番号

職業訓練

鳥取県産業人材育成センター
倉吉校

倉吉市福庭町2-1 0858-26-2247

鳥取県産業人材育成センター
米子校

米子市夜見町3001-8 0859-24-0371

心の悩み相談
鳥取県立精神保健福祉センター 鳥取市江津318-1 0857-21-3034

悩みごと相談

鳥取県男女共同参画センター
東部相談室

鳥取市東町1-271
鳥取県庁第2庁舎1階

0857-26-7887

鳥取県男女共同参画センター
よりん彩相談室

倉吉市駄経寺町212-5
倉吉未来中心内

0858-23-3939

鳥取県男女共同参画センター
西部相談室

米子市末広町294
米子コンベンションセンター4F

0859-33-3955

架空請求、不当請求、消費者
金融などのトラブル

鳥取県消費生活センター
東部消費生活相談室

鳥取市東町一丁目271
県庁第二庁舎2階

0857-26-7605

鳥取県消費生活センター
中部消費生活相談室

倉吉市駄経寺町187-1
倉吉交流プラザ2階

0858-22-3000

鳥取県消費生活センター
西部消費生活相談室

米子市末広町294
米子コンベンションセンター4階

0859-34-2648

人権相談

鳥取県人権局 鳥取市東町1-220 0857-26-7677

鳥取県中部総合事務所地域振興
局

倉吉市東厳城町2 0858-23-3270

鳥取県西部総合事務所地域振興
局

米子市糀町1-160 0859-31-9649
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相談内容 実施機関 所在地 電話番号

県立高校生の就職
鳥取県教育委員会事務局高等学
校課

鳥取市東町1-271 0857-26-7929

私立高校生の就職、大学生等
の就職情報

鳥取県子育て・人財局総合教育
推進課

鳥取市東町1-220 0857-26-7516

大学生等の就職、インターン
シップ

国立大学法人鳥取大学学生部学
生生活課 キャリアセンター

鳥取市湖山町南4丁目101 0857-31-5456

公立大学法人公立鳥取環境大学
学務課

鳥取市若葉台北一丁目1-1 0857-38-6700

鳥取看護大学キャリア支援部 倉吉市福庭854 0858-26-9223

鳥取短期大学キャリア支援部 倉吉市福庭854 0858-26-9223

独立行政法人国立高等専門学校
機構 米子工業高等専門学校
キャリア支援室

米子市彦名町4448 0859-24-5000

教育関係機関の窓口
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※高校生の就職の相談窓口は、各高等学校又は特別支援学校となります。
専修学校生の就職の相談窓口は、各専修学校やハローワークとなります。



相談内容 実施機関 所在地 電話番号
なんでも労働相談 日本労働組合総連合会鳥取県連

合会 非正規労働センター
鳥取市天神町30-5 0120-154-052

0857-26-6605

起業、創業

鳥取県商工会議所連合会 鳥取市本町3丁目201
鳥取商工会議所内

0857-26-6666

鳥取県商工会連合会 鳥取市湖山町東4丁目100 0857-31-5555

就活ルール
一般社団法人鳥取県経営者協会 鳥取市本町3丁目201

鳥取商工会議所ビル4F
0857-22-8424

インターンシップ
鳥取県中小企業団体中央会 鳥取市富安1丁目96 0857-26-6671

経済団体・労働団体の窓口
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相談内容 実施機関 所在地 電話番号

ＩＪＵターン就職、定住の相談

公益財団法人ふるさと鳥取県定
住機構（ネット相談はこちら
https://furusato.tori-
info.co.jp/about/contact/）

鳥取市扇町115-1
鳥取駅前第一生命ビル1階

0857-24-4740

若者無業者等の相談

とっとり若者サポートステーション 鳥取市扇町7
鳥取フコク生命駅前ビル1階

0857-30-4677

よなご若者サポートステーション 米子市末広町311
イオン米子駅前店4階

0859-21-5678

法律相談

日本司法支援センター法テラス鳥
取

鳥取市西町2-311
鳥取市福祉文化会館5F

050-3383-5495

法テラス倉吉法律事務所 倉吉市山根572
サンク・ピエスビル202号室

050-3383-5497

健康保険
全国健康保険協会鳥取支部 鳥取市扇町58

ナカヤビル4階
0857-25-0050

厚生年金保険

鳥取年金事務所 鳥取市扇町176 0857-27-8311

倉吉年金事務所 倉吉市山根619-1 0858-26-5311

米子年金事務所 米子市西福原2-1-34 0859-34-6111

治療と就労
山陰労災病院
両立支援相談窓口

米子市皆生新田1丁目8-1 0859-33-8181
（内線6785）

サポート機関の窓口
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KAGDC
下線

https://furusato.tori-info.co.jp/about/contact/


相談内容 実施機関 所在地 電話番号

長期療養と就職
独立行政法人国立病院機構米子
医療センターがん相談支援ｾﾝﾀｰ

米子市車尾4-17-1 0859-37-3930

障がい者の就労

障がい者就業・生活支援センター
しらはま 【東部地域・社会福祉
法人鳥取県厚生事業団】

鳥取市伏野2259-17
しらはま交流センター内

0857-59-6060

障がい者就業・生活支援センター
くらよし 【中部地域・社会福祉法
人鳥取県厚生事業団】

倉吉市昭和町一丁目156 0858-23-8448

障がい者就業・生活支援センター
しゅーと 【西部地域・社会福祉
法人あしーど】

米子市道笑町二丁目126-4
稲田地所第5ビル1階

0859-37-2140

人権相談

鳥取地方法務局人権擁護課 鳥取市東町2-302 0857-22-2475

鳥取地方法務局倉吉支局 倉吉市駄経寺町2-15 0858-22-4108

鳥取地方法務局米子支局 米子旗ケ崎2-10-12 0859-22-6161
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