埼玉県内

内職相談窓口一覧

※対象者はそれぞれの市町在住の方に限られる場合があります。ご利用の際には事前に下記問い合わせ先にお問い合わせください。
相談内容、利用時間、場所などの詳細についても、各々にお問い合わせくださるようお願いします。
（令和3年10月1日現在）
名称

所在地

問い合わせ先

利用時間

さいたま市

ワークステーションさいたま内
内職等相談窓口

北浦和インフォメーションセンター１階
（さいたま市浦和区北浦和3-3-1）

048(834)6166

毎週月～金 9時～17時（祝日・年末年始を除く）

上尾市

内職相談室

プラザ館5階
（上尾市柏座1-1-15 上尾駅東口）

048(773)3200

毎週火・金 10時～12時、13時～16時(祝日・年末年始を除く)

朝霞市

内職相談

朝霞市役所1階市民相談室

048(463)1903

毎週火・金 9時～12時、13時～16時 （祝日、年末年始を除く）
※相談日の変更がある場合は市HPでお知らせします。

入間市

内職相談室

入間市役所1階

04(2964)1111（内線1116）
04(2962)9272（直通）

毎週月・火・木・金 9時～12時、13時～16時（祝日・年末年始を除く）

小川町

にぎわい創出課

小川町役場2階

0493(72)1221

毎週月～金 8時30分～17時15分（祝日、年末年始を除く)

桶川市

内職相談室

桶川市勤労福祉会館内
(桶川市北1-12-10)

048(773)1121

毎週水・金 10時～12時、13時～15時（祝日、年末年始を除く）

春日部市

勤労者会館「ライム」

春日部市HPから情報検索

048(752)5540

毎週月～金 8時30分～17時15分（祝日、年末年始を除く)

産業振興課

加須市三俣2-1-1

0480(62)1111（内線252）

毎週月～金 8時30分～17時15分（祝日、年末年始除く)

騎西総合支所地域振興課

加須市騎西36番地1

0480(73)1111（内線122）

毎週月～金 8時30分～17時15分（祝日、年末年始除く)

北川辺総合支所地域振興課

加須市麦倉1481番地1

0280(61)1205（直通）

毎週月～金 8時30分～17時15分（祝日、年末年始除く)

大利根総合支所地域振興課

加須市北下新井1679番地1

0480(72)1319（直通）

毎週月～金 8時30分～17時15分（祝日、年末年始除く)

川越市

広聴課
市民相談担当

市民相談室
（川越市新宿町1-17-17ウェスタ川越3F)

049-249-7855（市民相談室）

毎週月 10時～12時、13時～16時
（祝日・年末年始を除く）

北本市

産業観光課

勤労福祉センター内相談室
(北本市宮内1-120）

048(591)8551

毎週火・金 13時～16時

行田市

商工観光課

行田市役所２階

048（556）1111（内線383）

毎週月～金 9時～17時（祝日・年末年始を除く）

久喜市

久喜ブランド推進課

久喜市役所本庁舎
（久喜市下早見85-3）

0480(85)1111（内線134）

毎週火・金 10時～12時、13時～16時
(祝日及び12月29日～1月3日を除く)

商工観光課

鴻巣市中央1-1

048(541)1321

毎週月～金 8時30分～17時15分（祝日・年末年始を除く）

ジョブサポートこうのす
（就労支援センター）

鴻巣市本町1-2-1
エルミこうのすアネックス3階

048（577）3517

毎週月～金 9時～17時（祝日・年末年始を除く）
※求職相談のみとなります。

越谷市

経済振興課

越谷市産業雇用支援センター
「ステップワークこしがや」3階相談室

048(967)4680

毎週火・木 10時～12時・13時～15時30分（祝日・年末年始を除く）

坂戸市

内職相談室

坂戸市役所2階 商工労政課内

049(284)5872

毎週火・金 10時～12時、13時～16時（祝日・年末年始を除く）

幸手市

商工観光課

幸手市役所本庁舎１階 相談室

0480(43)1111(内線594）

毎週月～金 9時～17時(祝日・年末年始を除く) 予約制
※電話で相談日の日程調整を行います。

狭山市

内職相談室

狭山市産業労働センター2階事務室内

04(2946)7643

毎週火・木 10時～12時、13時～16時（祝日・年末年始を除く）

杉戸町

商工観光課

杉戸町清地2-9-29

0480-33-1111

毎週月～金 8時30分～17時15分 (祝日・年末年始を除く)
※内職情報一覧の配布のみ

草加市

くらし安全課

月曜日:市民相談室
木曜日:勤労福祉会館

048(941)6111

毎週月曜日及び木曜日 10時～12時、13時～15時（祝日・年末年始を除く）

秩父市

ジョブプラザちちぶ

秩父地域地場産業振興センター 3階

0494(24)5222

毎週月～金 9時～16時

鶴ヶ島市

内職相談室

鶴ヶ島市役所2階 内職相談室

049(271)1111 （内線203）

毎週火・木 10時～12時、13時～16時(祝日・年末年始を除く)

所沢市

産業振興課

所沢市役所別館

04(2998)9157

毎週月～金 8時30分～17時15分 (祝日・年末年始を除く)

新座市

経済振興課

新座市役所本庁舎3階

048-477-6346

毎週月～金 8時30分～17時15分 (祝日・年末年始を除く)
※内職情報一覧の配布のみ

羽生市

商工課

羽生市民プラザ

048(560)3111

毎週月～金 9時～17時（祝日・年末年始を除く）

飯能市

産業振興課

飯能市役所本庁舎別館1階 相談室3

042(986)5083

毎週火・木曜日 10時～1２時、１３～16時（第5木曜日を除く）（祝日・年末年始を
除く）

東松山市

商工観光課

東松山市役所分室１階打合せ室

0493(21)1427

毎週火 10時～16時
毎週木 10時～12時

日高市

産業振興課

産業振興課内

042(989)2111

毎週火 9時30分～16時

深谷市

内職・就職相談室

アリオ深谷３階 キララ上柴内
ミーティングルーム１

048(573)1171

毎週月・木 10時～12時、13時～15時(祝日を除く) 予約制
※相談日以外は商工振興課に転送され、予約のみ受け付けます。

富士見市

産業経済課

富士見市役所2階 第2相談室

049(257)6827

毎週水・金 10時～12時、13時～15時

ふじみ野市

産業振興課

内職相談室（ふじみ野市役所 本庁舎）

049(262)9023

毎週火・水・金 10時～12時、13時～16時 (祝日・年末年始を除く)

本庄市

商工観光課

本庄市役所4階

0495(25)1175

毎週月～金 開庁時間

三郷市

商工観光課

三郷市役所2階 内職相談室

048(930)7727

毎週月・木 8時30分～17時15分

三芳町

内職相談室

三芳町役場２階内職相談室
(環境課隣)

049(258)0019（内線292）

毎週水 10時～12時、13時～16時(祝日・年末年始を除く)

八潮市

商工観光課

市民相談室(八潮市役所2階)

048(996)2111(内線274)

毎週火 10時～12時、13時～15時30分（祝日・年末年始を除く）

寄居町

よりいジョブセンター

寄居町役場2階

048(586)1331

毎週火・金 9時～17時(祝日・年末年始を除く)

和光市

産業支援課

和光市役所6階

048(424)9114

毎週月～金 8時30分～17時15分（祝日、年末年始を除く）
※内職情報一覧の配布のみ

加須市

鴻巣市

※ この表は、現時点で女性キャリアセンターが把握しているものについてまとめております。
変更される場合がありますので、最新情報については各市町へ直接お問い合わせください。
埼玉県女性キャリアセンター
電話 ０４８（６０１）５８１０
ホームページ http://www.pref.saitama.lg.jp/swcc/

彩の国 埼玉県
埼玉県のマスコット
コバトン＆さいたまっち

