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報道関係者各位

「出張ハローワーク！ ひとり親全力サポートキャンペーン」を実施します
千葉労働局（局長

塚本勝利）では、普段、仕事や育児に忙しいひとり親の皆さんに、

就労支援の機会を提供するため、児童扶養手当受給者が児童扶養手当の現況届を提出する
8 月の時期に合わせ、千葉県内のハローワークと各地域の市役所等の児童扶養手当窓口が
連携して「出張ハローワーク！ ひとり親全力サポートキャンペーン」を実施します。
概要は以下のとおりです。
記
１

実施期間
平成 2９年８月中をキャンペーン期間とします。
※ 児童扶養手当を継続して受給する方は、８月中に現況届の手続きを行う必要があります。

２

主な内容

（１）臨時相談窓口の設置（県内 3７か所）
普段、ハローワークに足を運ぶことが難しいひとり親の皆様の、児童扶養手当現
況届手続き窓口の近くに、ハローワーク職員による臨時相談窓口を設置して、ハロ
ーワークの支援メニュー（職業相談・職業紹介、公的職業訓練による能力開発等）
のご案内とご希望の方にはキャリア・コンサルティング等の就労支援を行います。
臨時相談窓口の設置場所・設置日時等は、「平成２９年度出張ハローワーク臨時
相談窓口設置状況等一覧」（別紙）をご参照ください。
（２）リーフレットの作成・配布等
キャンペーン期間は、各地域の実施内容のリーフレット（別添）を、各地域の市
役所等の児童扶養手当窓口を通じ配布する他、臨時相談窓口への看板の掲示や誘導
等、対象者への周知を実施します。

平成２９年度出張ハローワーク臨時相談窓口設置状況等一覧
千葉労働局職業安定部 訓練室
自治体名
千葉市
中央区
千葉市
花見川区
千葉市
稲毛区
千葉市
若葉区
千葉市
美浜区
千葉市
緑区
銚子市
市川市
船橋市
館山市
木更津市
松戸市
野田市
茂原市

臨時相談窓口設置場所

臨時相談窓口設置住所

平成29年臨時相談窓口
設置日時

千葉市自立・就労サポートセンター中央内臨時相談 千葉市中央区中央４-５-１きぼーる11階 ８月２日（水）、８月２５日（金）
コーナー設置※誘導看板あり。
千葉市中央保健福祉センター内
１０時～１５時
８月８日（火）、８月３０日（水）
千葉市花見川保健福祉センター1階 ※こども家庭課待合
千葉市花見川区瑞穂１－１
スペース近くでハローワーク職員の巡回相談実施
１０時～１５時
千葉市稲毛保健福祉センター 1階相談室
８月１８日（金）、８月３１日（木）
千葉市稲毛区穴川４－１２－４
（こども家庭課向い）
１０時～１５時
８月７日（月）、８月１６日（水）
千葉市若葉保健福祉センター1階 保健福祉総合相談窓
千葉市若葉区貝塚２－１９－１
口前 （千葉市自立・就労サポートセンター若葉隣）
１０時～１５時
８月２４日（木）、８月２９日（火）
千葉市美浜保健福祉センター 1階ロビー
千葉市美浜区真砂５－１５－２
１０時～１５時
８月３日（木）、８月２９日（火）
緑保健福祉センター １階
千葉市緑区鎌取町２２６-１
１０時～１５時
銚子市保健福祉センター すこやかなまなびの城
８月１６日（水）、８月１７日（木）
銚子市若宮町４－８
１階多目的スペース
午前９時～１６時
８月２日（水）、８月３０日（水）
市川市行徳支所内１階 現況届臨時窓口横
市川市末広１－１－３１
午前１０時～１７時
船橋市庁舎内 ２階児童家庭課
８月８日（火）、８月２１日（月）
船橋市湊町２－１－４
現況届窓口前及び相談室２
１０時～１５時
館山市役所
８月４日（金）
館山市北条１１４５－１
１階ロビー特設窓口
１０時～１５時
木更津市朝日庁舎２階 子育て支援課
８月７日（月）、８月１４日（月 ）
木更津市朝日３-１０-１９
現況届提出窓口
１０時３０分～１５時
松戸市役所本館３階
８月毎週火曜日と木曜日
松戸市根本３８７－５
ジョイントワーク松戸内臨時相談窓口
８時３０分～１７時
野田市役所１階
８月６日（日）
野田市鶴奉７－１
児童家庭課現況届臨時窓口
８時３０分～１７時１５分
８月３日（木）、８月２９日（火）
茂原市庁舎内 ２階子育て支援課窓口横
茂原市道表１
９時～１５時
成田市庁舎内２階子育て支援課向い
８月１日（火）～８月３１日（木）
成田市花崎町７６０
月曜日～金曜日８時30分～１７時
マザーズコーナー内

問い合わせ先

ハローワーク千葉 職業相談第１部門
ＴＥＬ ０４３-２４２-１１８１(４１#)

千葉市ふるさとハローワークみどり
ＴＥＬ ０４３-３００-１６１１
ハローワーク銚子 職業相談部門
ＴＥＬ ０４７９－２２－７４０６
ハローワーク市川 職業相談部門
ＴＥＬ ０４７-３７０-８６０９(４１#)
ハローワーク船橋 職業相談第１部門
ＴＥＬ ０４７-４２０-８６０９(４１#)
ハローワーク館山 求人・特別援助部門
ＴＥＬ ０４７０－２２－２２３６
ハローワーク木更津職業相談部門
ＴＥＬ ０４３８（２５）８６０９
松戸市役所子育て支援課
ＴＥＬ ０４７－３６６－７３４７
ハローワーク野田 職業相談部門
ＴＥＬ ０４－７１２４－４１８１
ハローワーク茂原職業相談部門
ＴＥＬ ０４７５－２５－８６０９

佐倉市

佐倉市庁舎内１階児童青少年課 現況届窓口

佐倉市海隣町９７

ハローワーク成田 駅前庁舎
職業相談部門
８月１０日（木） １３時～１６時 ＴＥＬ ０４７６-８９-１７００(４１#)

東金市

東金市役所 １階 市民相談室

東金市東岩崎１-１

８月２５日（金） ９時～１７時

習志野市庁舎第４分室 ２階
子育て支援課現況届窓口横

習志野市鷺沼１－１－１

８月４日（金）、８月２５日（金）
１０時～１５時

成田市

習志野市

ハローワーク千葉南 職業相談部門
ＴＥＬ ０４３－３００－８６０９（４１#）
ハローワーク船橋 職業相談第１部門
ＴＥＬ ０４７-４２０-８６０９(４１#)

柏市
市原市

流山市

八千代市
我孫子市
鎌ヶ谷市
君津市
富津市
浦安市
四街道市
袖ヶ浦市
八街市
白井市
南房総市

柏市役所 別館4階 かしわ就労自立
サポートセンター内 臨時相談窓口

８月１日（火）～８月３１日（木）
９時～１７時
８月４日（金）、８月７日（月）、
市原市役所 ３階 ３０１会議室
市原市国分寺台中央１-１-１
８月８日（火）、８月９日（水）、
現況届臨時窓口前
８月１０日（木） ９時～１７時
８月３日（木）、８月１５日（火）
流山市役所内 子ども家庭課
流山市平和台１－１－１
８月３１日（木）１０時～１５時
８月８日（火）、８月１７日（木）
流山市地域職業相談室
流山市江戸川台東１－４新川JAﾋﾞﾙ2階
８月２２日（火）１０時～１４時
八千代市庁舎内 ２階会議室
８月１４日（月）、８月１６日（水）
八千代市大和田新田３１２－５
子ども福祉課現況届臨時窓口内
１０時～１５時
８月２日（水）、８月１６日（水）
我孫子市役所 子ども支援課
我孫子市我孫子１８５８
８月２１日（月）、８月３０日（水）
１０時～１５時
鎌ヶ谷市総合福祉センター２階こども支援課
８月２３日（水）８月３０日（水）
鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷２－６－１
現況届窓口横
１０時～１５時
８月９日（水）
君津市役所１階会議室
君津市久保２－１３－１
１０時３０分～１５時
８月４日（金）
富津市役所２階子育て支援課現況届提出窓口
富津市下飯野２４４３
１０時３０分～１５時
８月２５日（金）、８月３１日（木）
浦安市庁舎2階こども課窓口横
浦安市猫実１－１－１
１０時～１７時
８月１５日（火）、８月２２日（火）
四街道市役所 保育課2階 会議室
四街道市鹿渡無番地
１０時３０分～１５時３０分
袖ケ浦市役所２階第２会議室（２日）、第１会議室（１
８月２日（水）、８月１５日（火）
袖ケ浦市坂戸市場１－１
５日）
１０時３０分～１５時
８月１４日（月）、８月２１日（月）
八街市総合保健福祉センター1階第２相談室
八街市八街ほ３５-２９
１０時３０分～１５時３０分
白井市保健福祉センター３階子育て支援課
白井市復１１２３
８月１５日（火） １０時～１５時
現況届窓口横
南房総市役所三芳分庁舎 １階
８月２４日（木）
南房総市谷向１００
入口右側 相談室
１０時～１５時
柏市柏５－１０－１

匝瑳市

匝瑳市役所1階相談室

匝瑳市八日市場ハ７９３－２

８月１４日（月） ９時～１６時

山武市

山武市役所1階 第２会議室

山武市殿台２９６

８月３日（木）
１０時３０分～１５時

九十九里町保健センター

山武郡九十九里町 片貝２９１０

８月２日（水） １０時～１５時

横芝光町役場 （健康こども課健康づくりセンター
プラム内） 1階 ボランティアルーム

山武郡横芝光町栗山１０７６

８月４日（金）
１０時３０分～１５時

九十九里町
横芝光町

※ 上記の日程以外の日にもハローワークでの就労支援の窓口や支援メニューのご案内を配布しています。

柏市役所こども福祉課 母子・父子自立
支援員 TEL ０４－71６７－１４５５
ハローワーク千葉南 職業相談部門
ＴＥＬ ０４３－３００－８６０９（４１#）
ハローワーク松戸就労自立支援コーナー
ＴＥＬ ０４７－３６７－８６０９(４５＃)
ハローワーク船橋 職業相談第１部門
ＴＥＬ ０４７-４２０-８６０９(４１#)
我孫子市役所子ども支援課
ＴＥＬ ０４－７１８５－１１１１ 内線８４９
ハローワーク船橋 職業相談第１部門
ＴＥＬ ０４７-４２０-８６０９(４１#)
ハローワーク木更津職業相談部門
ＴＥＬ ０４３８－２５－８６０９
ハローワーク市川 職業相談部門
ＴＥＬ ０４７-３７０-８６０９(４１#)
ハローワーク千葉 職業相談第１部門
ＴＥＬ ０４３-２４２-１１８１(４１#)
ハローワーク木更津職業相談部門
ＴＥＬ ０４３８－２５－８６０９
ハローワーク千葉 職業相談第１部門
ＴＥＬ ０４３-２４２-１１８１(４１#)
ハローワーク船橋 職業相談第１部門
ＴＥＬ ０４７-４２０-８６０９(４１#)
ハローワーク館山 求人・特別援助部門
ＴＥＬ ０４７０－２２－２２３６
ハローワーク銚子 職業相談部門
ＴＥＬ ０４７９－２２－７４０６
ハローワーク千葉 職業相談第１部門
ＴＥＬ ０４３-２４２-１１８１(４１#)
ハローワーク千葉南 職業相談部門
ＴＥＬ ０４３－３００－８６０９（４１#）
ハローワーク千葉 職業相談第１部門
ＴＥＬ ０４３-２４２-１１８１(４１#)

児童扶養手当受給中のみなさまへ

あなたの就職活動を
ハローワークと地方自治体
が連携して応援する制度
があります!
現況届時「出張ハローワーク！ひとり親全力サポートキャンペーン」
実施します。実施の詳細は各ハローワークへ

地方自
治体

（就職支援
ナビゲーター）

（福祉事務 連
所等）
携

こんなメニューを提案・
実施します!

就労支援メニュー
①

キャリア・コンサル
ティング
② 職業相談・職業紹介
③ 職業準備プログラム
④ トライアル雇用
⑤ 公的職業訓練等による
能力開発
⑥ 個別求人開拓
⑦ 広域型を含めたマッチ
ングなど
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児童扶養
手当の
支給

職場定着に向けた
フォローアップを
します!

ハローワーク

0
H27年度
支援対象者

H28年度
就職件数

（千葉労働局管内生保事業利用者の内数）

「出張ハローワーク！ひとり親全力サポートキャンペーン」とは
各ハローワークが管内の自治体の児童扶養手当支給担当部署と連携し、普段なかなかハローワークに
足を向ける機会が持てない「ひとり親」の方々を対象に、８月からの現況届の手続き時に、臨時窓口を開設
したり、就職支援ナビゲーター等の担当者を派遣して就労支援を実施します。
千葉労働局職業安定部訓練室 ＴＥＬ：０４３－２２１－４０８７
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