
令和４年１０月１４日 

報 道 発 表 資 料 

ＪＦＥスチール株式会社の高炉等休止に伴う雇用関係の支援施策を順次実施します 

 ＪＦＥスチール株式会社東日本製鉄所（京浜地区）が令和５年９月末を目途に高炉等を休

止することに伴い、取引先関連事業者の雇用への影響を考慮し、「ＪＦＥスチール株式会社

の高炉等休止に係る関係行政機関連携本部雇用部会（厚生労働省神奈川労働局、神奈川県、

横浜市、川崎市、公益財団法人産業雇用安定センター）」において支援施策を検討した結果、

次の施策を順次実施することとなりましたので、お知らせします。 

なお、各行政機関等が実施している一般向けの労働相談窓口や支援制度等についても参

考までに掲載しておりますので、別紙を御参照ください。 

【 今後実施予定の支援施策 】 

（１）取引先関連事業者向け支援施策説明会・相談会 

（２）求職者向け特別相談窓口の設置 

（３）合同企業面接会 

【 参 考 】 

別紙１ 各行政機関等の雇用関係制度（常設のもの） 

別紙２ 「特別経営相談窓口」（令和４年７月７日（木）～開設中） 

別紙３ 雇用・労働に関する「事業主向け特別相談窓口」（令和４年９月５日（月）～開設中） 

その他 川崎市ＨＰ「ＪＦＥスチール株式会社高炉等休止に伴う支援施策について」 

    https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000143262.html 

    （※今後、こちらのページを順次更新いたします。） 

【問合せ先】 

川崎市経済労働局労働雇用部 鈴木 

電話 ０４４－２００－２２７８



ＪＦＥスチール株式会社の高炉等休止に伴う今後実施予定の支援施策 

１ 今後実施予定の雇用支援施策 

（１）取引先関連事業者向け支援施策説明会・相談会 

  ア 概 要 JFE スチール株式会社の高炉等休止に伴い、影響を受ける取引先関連事

業者を対象とし、今後実施する雇用関係の支援施策や各行政機関等が実

施している雇用・経営等に関する支援制度について説明します。説明会

終了後、各行政機関等に相談できる場も設けます。 

  イ 日 時 令和 4年 11 月 14 日（月）10:00～11:30、14:00～15：30 

11 月 22 日（火）10:00～11:30、14:00～15：30 の計 4回実施 

  ウ 場 所 JFE スチール株式会社東日本製鉄所（京浜地区） 

水江教育センター4階講堂 

  エ 説明者 厚生労働省神奈川労働局・神奈川県・横浜市・川崎市・公益財団法人産

業雇用安定センター神奈川事務所・川崎商工会議所・JFE スチール株式

会社 

  オ 参加方法 川崎市 HP、メールもしくは FAX にて事前申し込み        

         （※詳細は別添のリーフレットを御参照ください。） 

  カ 問合せ 川崎市経済労働局労働雇用部 

電 話 044-200-1731 

ＦＡＸ 044-200-3598 

メール 28roudou@city.kawasaki.jp 

川崎市 HP  

https://sc.city.kawasaki.jp/multiform/multiform.php?form_id=7511

申込フォームはこちらから



（２）求職者向け特別相談窓口の設置 

  ア 概 要 JFE スチール株式会社の高炉等休止に伴い、影響を受ける取引先関連事

業者の従業員等を対象とした窓口を設置します。 

  イ 設置日 令和 5年 2月予定 

  ウ 設置場所 神奈川県内ハローワーク予定 

  エ その他 詳細が決まり次第、神奈川労働局 HP 及び川崎市 HP等で公表 

（３）合同企業面接会 

  ア 概 要 JFE スチール株式会社の高炉等休止に伴い、影響を受ける取引先関連事

業者の従業員等を対象とした再就職のマッチングを行うため、合同企業

面接会を実施します。 

  イ 開催日 令和 5年 7月、9月、10 月の 3回実施予定 

  ウ 開催場所 川崎市内及び横浜市内（未定） 

  エ その他 詳細が決まり次第、川崎市 HP等で公表 



各行政機関等の雇用関係制度（常設のもの） 

１ 厚生労働省神奈川労働局 

（１）ハローワーク 

ア 概要 仕事を探す方への求人情報の提供や仕事に関する相談、求職活動に必要な

応募書類や面接のアドバイス、就職を支援するセミナーの開催、希望の仕

事に就くために必要なスキルを学べる職業訓練（ハロートレーニング）の

相談、雇用保険（失業給付）の給付手続きなどを、無料で実施する国（厚

生労働省）の機関です。 

事業主の方には、求人に関する相談・受付、従業員の雇用保険の手続き、

障害者や外国人の雇用、各種助成金制度等の相談を実施しています。 

イ 場所、問い合わせ先 

神奈川県内に 14 ヵ所（別紙 3又は神奈川労働局 HPを参照してください。） 

  ウ HP https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-hellowork/ 

（２）神奈川助成金センター 

ア 概要 労働者の雇用維持や就職活動支援、スキルアップなどのための助成制度の

相談窓口です。 

・ 雇用調整助成金（休業や教育訓練、出向を通じて雇用の維持を支援する

ための助成金です。） 

・ 労働移動支援助成金（再就職と早期雇入れを支援するための助成金です。）  

・ 人材開発支援助成金（OJT と off-JT を支援するための助成金です。）等 

イ 場所 横浜市中区尾上町 5-77-2 馬車道ウエストビル 5F 

ウ 時間 月曜日～金曜日 8:30～17:15 

エ 問い合わせ先 045-277-8815 

オ HP https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/madoguchi_annai/joseikin-center.html

HP はこちらから

HP はこちらから

別紙１ 



（３）労働基準監督署 

ア 概要 労働者や事業主の皆様から、賃金、労働時間、解雇、退職金、その他の待

遇等の労働条件関係、仕事中・通勤途中のけが等の労災保険関係、労働災

害防止、職業性疾病防止等の安全衛生関係の相談を実施しています。 

イ 場所、問い合わせ先 

神奈川県内に 12 ヵ所（別紙 3又は神奈川労働局 HPを参照してください。） 

  ウ HP https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/madoguchi_annai/kankatu.html

（４）総合労働相談コーナー 

ア 概要 労働者や事業主の皆様から、法令に直接違反しない労働条件の変更、配置

転換、パワハラ、いじめなどの職場で発生したトラブルや、トラブルの未

然防止に向けた情報提供などの相談を実施しています。 

イ 場所 横浜駅西口 横浜市西区北幸 1-11-15 横浜 STビル 11F 

ほか神奈川労働局雇用環境・均等部、神奈川県内の 12の労働基準監督署内

に設置しています（神奈川労働局の HPを参照してください。）。 

ウ 時間 月曜日～金曜日 8:30～17:15 （横浜駅西口のみ 11：00～18：30） 

エ 問い合わせ先 045-211-7358（神奈川労働局） 

オ HP https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/madoguchi_annai/soudanmadoguchi/socorner.html

HP はこちらから

HP はこちらから



２ 神奈川県 

（１）かながわ若者就職支援センター 

ア 概要 39歳までの若年者を対象に、職業紹介機能を持つ国のハローワークと連携

しながら、キャリアカウンセリングをはじめ、様々な就職支援プログラム、

職業紹介等を実施しています。（事前予約制） 

  イ 場所 横浜市西区北幸 1-11-15 横浜 ST ビル 5階 

ウ 時間 月曜日～土曜日 9:30～18:00（日曜日・祝日・年末年始休業） 

エ 問い合わせ先 045-410-3357（月曜日～土曜日 9:30～18:00） 

オ HP https://www.kanagawa-wakamono.jp/ 

（２）シニア・ジョブスタイル・かながわ 

ア 概要 40歳以上の中高年齢者を対象に、職業紹介機能を持つ国のハローワークと

連携しながら、キャリアカウンセリングをはじめ、起業・創業、年金・税

金、福祉のしごとに関する具体的な相談、再就職の心構えなどの実践的な

再就職支援セミナー等を実施しています。（事前予約制） 

イ 場所 横浜市西区北幸 1-11-15 横浜 ST ビル 5階 

ウ 時間 月曜日～土曜日 9:30～18:00（日曜日・祝日・年末年始休業） 

エ 問い合わせ先 045-412-4123（月曜日～土曜日 9:30～18:00） 

オ HP http://www.pref.kanagawa.jp/docs/z4r/cnt/f70015/index.html  

HP はこちらから

HP はこちらから



（３）かながわ女性キャリアカウンセリング相談室 

ア 概要 職業紹介機能を持つ国の「マザーズハローワーク横浜」内の相談室です。

女性を対象に、就職や就業継続に関する悩みに対応したキャリアカウンセ

リングを実施しています。（事前予約制） 

  イ 場所 横浜市西区北幸 1-11-15 横浜 ST ビル 16 階マザーズハローワーク横浜内 

  ウ 時間 月曜日～木曜日 8:30～18:00（金曜日～日曜日・祝日・年末年始休業） 

  エ 問い合わせ先 045-290-0107（月曜日～木曜日 8:30～17:30） 

  オ HP https://www.pref.kanagawa.jp/docs/z4r/josei/kanagawacc.html  

（４）かながわ労働センターの労働相談 

ア 概要 労働者や事業主が抱える労働相談の解決を促進するため、かながわ労働セ

ンター本所及び３支所において職員による労働相談窓口を設置し、電話や

面談による相談を実施しています。 

  イ 場所、時間、問い合わせ先 

名 称 場 所 時 間 問い合わせ先 

本 所 
横浜市中区寿町１-４ 

かながわ労働プラザ２階 
月～金  

（祝日・年末 

 年始を除く） 

8:30～12:00 

 13:00～17:15

045-662-6110(直) 

045-633-6110(代) 

川崎支所 
川崎市高津区溝口１-6-12 

リンクス溝の口１階 
044-833-3141 

県央支所 
厚木市水引２-３-１  

県厚木合同庁舎３号館２階 
046-296-7311 

湘南支所 
平塚市西八幡１-３-１  

県平塚合同庁舎別館 
0463-22-2711(代) 

（問い合わせは、月曜日～金曜日 8:30～17:15） 

ウ  HP  https://www.pref.kanagawa.jp/docs/k5n/soudan/index.html 

ＨＰはこちらから

ＨＰはこちらから



３ 川崎市 

（１）キャリアサポートかわさき 

ア 概要  

（ア）求職者向け 

川崎市内在住・在勤・在学の求職者を対象に就職に関する相談、求人情報の開

拓・紹介、就職活動に役立つセミナー、市内求人企業との就業マッチング交流

会、臨床心理士による心理カウンセリング等を実施しています。（事前予約制） 

（イ）事業者向け 

  求人担当スタッフが「どのような人材をお探しか」ヒアリングした上で、キャ

リアサポートかわさきに登録している人材をご紹介します。 

  イ 場所 川崎市高津区溝口 1-6-10 てくのかわさき５階 

  ウ 時間 月曜日～土曜日 9:00～17:00（火曜日は 20:00 まで、祝日・12/29～1/3 

を除く） 

  エ 問い合わせ先 0120-95-3087（平日 9:00～17:00） 

           044-811-6088（月曜～土曜 9:00～17:00、火曜は 20:00 まで） 

  オ HP https://cs-kawasaki.com/  

４ 横浜市 

（１）横浜市就職サポートセンター 

  ア 概要 来所者や電話での問合せに対し、就労支援に関する施設や事業を案内する

ほか、個別相談や就職支援セミナー、インターンシッププログラムなどそ

れぞれの必要性に応じた支援メニューを組み合わせて提供することで、効

果的な就職支援を実施。 

  イ 場所 横浜市中区万代町 2-4-7 横浜市技能文化会館 3階 

  ウ 時間 月曜日～金曜日 9:00～17:30（祝日・第 2水曜日・12/29～1/3 を除く） 

（水曜日は 19：30 まで（第 2水曜日を除く）） 

  エ 問い合わせ先 0120-915-574 

  オ HP https://wsy.city.yokohama.lg.jp/ 

HP はこちらから

HP はこちらから



５ 公益財団法人産業雇用安定センター 神奈川事務所 

（１）概要 経済産業団体や厚生労働省との 30年に渡る密接なつながりをもとに、「無料

職業紹介事業」として、人材を送り出す企業と人材を受け入れる企業との間

に立って、再就職・出向のマッチングの支援業務を実施している公的な機関

です。 

（２）場所 横浜市中区住吉町 6-68-1 横浜関内地所ビル 4階 

（３）時間 9:00～17:00 

（４）問い合わせ先 045-680-1231 

（５）HP https://www.sangyokoyo.or.jp/  

６ 川崎商工会議所 

（１）概要 事業者向け、従業員の雇止めや派遣契約終了に伴う法律、経営相談 

当所専門相談員（弁護士・社会保険労務士）による相談対応。 

（２）場所・本部・川崎幸支所：川崎市川崎区駅前本町 11-2 川崎フロンティアビル 3階 

・中原支所        ：川崎市中原区新丸子東 2-926 ユタカビル 3階 

・高津宮前支所  ：川崎市高津区溝口 1-6-1 クレール溝口 3階 

・多摩麻生支所  ：川崎市多摩区登戸 2102-1 第 2 井上ビル 2階 

（３）時間 月曜日～金曜日 9:00～17:15 

（４）問い合わせ先 

・本部・川崎幸支所 TEL:044-211-4114 FAX:044-211-4118 

・中原支所         TEL:044-433-7755 FAX:044-433-7754 

  ・高津宮前支所   TEL:044-811-2804 FAX:044-811-2836 

・多摩麻生支所   TEL:044-932-1100 FAX:044-932-1101 

（５）HP http://www.kawasaki-cci.or.jp/ 

HP はこちらから

HP はこちらから



「特別経営相談窓口」（令和４年７月７日（木）～開設中） 

１ 概要 経営や資金繰りに関する相談の窓口です。 

２ 設置場所、問い合わせ先     

名  称 電  話 相談内容 

経済産業省関東経済産業

局産業部製造産業課 

048-600-0311 中小企業・小規模事業

者への支援 

（経済産業省施策関

係） 

神奈川

県 

公益財団法人 

神奈川産業振興

センター 

経営総合相談課 

045-633-5200 経営に関する相談 

（県内中小企業） 

神奈川県産業労

働局中小企業部

金融課 

金融相談窓口 

045-210-5695 資金繰りに関する相談 

（融資に関する相談

（県内中小企業）） 

神奈川県信用保

証協会 

（営業部）045-681-7178 

（川崎支店）044-222-7811 

（小田原支店）0465-23-0138

（横須賀支店）046-822-3821

（藤沢支店）0466-23-0792 

（厚木支店）046-221-0633 

（相模原支店）042-752-0575

資金繰りに関する相談 

（信用保証に関する相

談（県内中小企業）） 

川崎市 川崎市産業振興

財団 川崎市中

小企業サポート

センター 

044-548-4141 経営に関する相談（川

崎市内中小企業） 

経済労働局経営

支援部 金融課 

（金融課） 

044-544-1846 

（中小企業溝口事務所） 

044-812-1112 

資金繰りに関する相談

（融資に関する相談

（川崎市内中小企業））

川崎市信用保証

協会  

（企業支援課 [川崎・幸・中

原区]） 

044-211-0501 

資金繰りに関する相談

（信用保証に関する相

談（川崎市内中小企

別紙２ 



（北支所企業支援課 [高津・

宮前・多摩・麻生区]） 

044-850-0055 

業）） 

横浜市 公益財団法人横

浜企業経営支援

財団（IDEC 横

浜） 

045-225-3711 経営に関する相談 

（横浜市内中小企業） 

横浜市経済局金

融課 

045-671-2592 資金繰りに関する相談 

（中小企業融資制度に

関する相談（横浜市内

中小企業）） 

横浜市信用保証

協会 

（本所）045-662-6623 

（北部支所）045-470-5600 

（西部支所）045-319-5335 

（南部支所）045-844-6621 

資金繰りに関する相談 

（信用保証に関する相

談（横浜市内中小企

業）） 

３（参考）川崎商工会議所が実施している経営相談等 

（１）関連会社に対する新規販路開拓・事業転換相談 

当所 55 名の専門相談員による窓口相談や専門家の派遣による相談で対応。 

（２）新規販路開拓にかかる資金調達・関連会社従業員の独立開業に向けた創業相談 

資金調達については日本政策金融公庫と連携、創業計画については当所専門相談制度

を活用し、窓口相談や専門家の派遣による相談で対応。 

（３）場所 ・本部・川崎幸支所：川崎市川崎区駅前本町 11-2 川崎フロンティアビル 3階 

・中原支所        ：川崎市中原区新丸子東 2-926 ユタカビル 3階 

・高津宮前支所  ：川崎市高津区溝口 1-6-1 クレール溝口 3階 

・多摩麻生支所  ：川崎市多摩区登戸 2102-1 第 2 井上ビル 2階 

（４）時間 月曜日～金曜日 9:00～17:15 

（５）問い合わせ先 ・本部・川崎幸支所 TEL:044-211-4114 FAX:044-211-4118 

・中原支所         TEL:044-433-7755 FAX:044-433-7754 

・高津宮前支所   TEL:044-811-2804 FAX:044-811-2836 

・多摩麻生支所   TEL:044-932-1100 FAX:044-932-1101 



雇用・労働に関する「事業主向け特別相談窓口」（令和４年９月５日（月）～開設中） 

１ 事業主向け特別相談窓口【再就職の支援に関する窓口】 

（１）概要 従業員の再就職、人材開発支援、障害者・外国人の雇用、雇用保険等の相談

窓口です。 

（２）設置場所、問い合わせ先      

 所在地 電話 

ハローワーク川崎  川崎市川崎区南町 17-2 044-244-8609 

管轄：川崎区、幸区、鶴見区 

ハローワーク川崎北 川崎市高津区千年 698-1（新

城庁舎） 

※求職者向けは溝口庁舎にな

ります。ご注意ください。 

044-777-8609 

管轄：中原区、高津区、多摩区、宮前区、麻生区 

ハローワーク横浜  横浜市中区山下町 209 帝蚕関

内ビル 

045-663-8609 

管轄：神奈川区、西区、中区、南区、港南区、保土ヶ谷区、旭区、磯子区 

ハローワーク戸塚  横浜市戸塚区戸塚町 3722 045-864-8609 

管轄：戸塚区、泉区、瀬谷区、栄区 

ハローワーク港北 横浜市港北区新横浜ルーシッ

ドスクエア新横浜 2 階 

（令和 4 年 10 月以降） 

横浜市港北区新横浜 3-24-6 

横浜港北地方合同庁舎 

045-474-1221 

管轄：港北区、緑区、青葉区、都筑区 

ハローワーク横浜南 横浜市金沢区寺前 1-9-6  045-788-8609 

管轄：金沢区、横須賀市のうち船越町、港が丘、田浦港町、田浦町、田浦大作町、

田浦泉町、長浦町、箱崎町、鷹取町、湘南鷹取、追浜本町、夏島町、浦郷町、追

浜東町、追浜町、浜見台、追浜南町、逗子市、三浦郡（葉山町） 

ほか神奈川県内の全 14 のハローワーク内に設置 

２ 事業主向け特別相談窓口【各種雇用関係助成金に関する窓口】 

（１）概要 労働者の雇用維持や就職活動支援、スキルアップなどのための助成制度の相

別紙３ 



談窓口です。 

・雇用調整助成金（休業や教育訓練、出向を通じて雇用の維持を支援するため

の助成金です。） 

・労働移動支援助成金（再就職と早期雇入れを支援するための助成金です。） 

・人材開発支援助成金（OJT と off-JT を支援するための助成金です。）等 

（２）設置場所、問い合わせ先      

 所在地 電話 

神奈川助成金センター 横浜市中区尾上町 5-77-2 045-277-8815 

管轄：神奈川県内全域 

３ 事業主向け特別相談窓口【解雇等の労働問題に関する窓口】 

（１）概要 解雇や賃金・退職金の支払、配置転換、安全衛生等の労働関係法令の相談 

窓口です。 

（２）設置場所、問い合わせ先      

 所在地 電話 

川崎南労働基準監督署  川崎市川崎区宮前町 8-2  044-244-1271 

管轄：川崎区、幸区、鶴見区扇島 

鶴見労働基準監督署 横浜市鶴見区鶴見中央 2-6-18 045-501-4968 

管轄：鶴見区（鶴見区扇島を除く） 



右記二次元コードから申込フォーム（川崎市ＨＰ）へお進みいただくか、裏面の申込書

をＦＡＸもしくはメールにてお送りください。【申込締切：開催日の一週間前まで】

日時

■お申し込み

ＪＦＥスチール株式会社の高炉等休止に伴う

支援施策説明会・相談会

第１回 令和４年１１月１４日（月） １０：００～１１：３０

第２回 令和４年１１月１４日（月） １４：００～１５：３０

第３回 令和４年１１月２２日（火） １０：００～１１：３０

第４回 令和４年１１月２２日（火） １４：００～１５：３０

場所
ＪＦＥスチール株式会社東日本製鉄所（京浜地区）
水江教育センター４階講堂
（川崎市川崎区水江町６－１）

内容
(予定) １．今後実施する支援施策

２．各行政機関における雇用・経営等支援制度
厚生労働省神奈川労働局
経済産業省関東経済産業局
公益財団法人産業雇用安定センター
神奈川県、川崎市、横浜市
川崎商工会議所

３．質疑応答
４．個別相談会

■お問い合わせ

川崎市経済労働局労働雇用部 電話：044-200-1731 メール：28roudou@city.kawasaki.jp
■主催
ＪＦＥスチール株式会社の高炉等休止に係る関係行政機関連携本部雇用部会（厚生労働省、神奈川県、横浜市、川崎市、

公益財団法人産業雇用安定センター）、同地域経済部会、川崎商工会議所、ＪＦＥスチール株式会社

対象 取引先関連事業者の事業主・総務責任者等

別添



『ＪＦＥスチール株式会社の高炉等休止に伴う

支援施策説明会・相談会』 申込書

【１】川崎市ホームページ申込フォームから申し込む

https://sc.city.kawasaki.jp/multiform/multiform.php?form_id=7511

【２】ＦＡＸ・Ｅｰｍａｉｌで申し込む

■お問い合わせ

川崎市経済労働局労働雇用部 電話：044-200-1731 メール：28roudou@city.kawasaki.jp

貴社名 部署名・役職

ご担当者名 参加人数（ご担当者様含む）

電話番号 ＦＡＸ番号

説明会・相談会で聞きたい内容、具体的なお困りごと等

参加希望回に
チェックして
ください。 □ 第１回 令和４年１１月１４日（月） １０：００～１１：３０

□ 第２回 令和４年１１月１４日（月） １４：００～１５：３０
□ 第３回 令和４年１１月２２日（火） １０：００～１１：３０
□ 第４回 令和４年１１月２２日（火） １４：００～１５：３０

申込書【送信先】 ＦＡＸ ０４４－２００－３５９８
E-mail 28roudou@city.kawasaki.jp

【FAX】下表に必要事項をご入力いただいた後、下部記載の送信先にお送りください。

【E-mail】下表記載の必要事項をメール本文に入力いただき、下部記載のアドレスにお送りください。

※申込情報は、支援施策、支援施策説明会・相談会のご案内にのみ使用いたします。

【申込締切：開催日の一週間前まで】


