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「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 

～８月に県内関係ハローワークが地方公共団体の庁舎内等で出張相談を実施～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 キャンペーン期間における主な実施内容  

○ 既にハローワークの常設相談窓口が設置されている地方公共団体（現在、12か所設置）に加え、

地方公共団体の庁舎内等にハローワークの臨時相談窓口（計15か所）を設置し、きめ細やかな職業

相談・職業紹介を実施します。 

 （※各ハローワークの臨時相談窓口等の開設状況は別紙のとおりです。） 

○ キャンペーンに係る周知用リーフレットを作成の上、地方公共団体他関係機関を通じて配布する

等、ハローワークでの支援の内容等について積極的な周知を実施するとともに、当該常設相談窓口

や臨時相談窓口を設置する地方公共団体に対しては、現況届受理時に当該相談窓口への積極的な誘

導を依頼することにより、児童扶養手当受給者の就労支援等に地方公共団体と連携、協力して取り

組みます。 

 

 参 考  

○ 本キャンペーンの取組は、平成27年度から実施。 

○ 福岡労働局における児童扶養手当受給者に対する就労支援の実績（就労自立促進事業実績） 

 

年  度 支援対象者数 就職者数 就職率 備考 

平成29年度 2,579人 1,747人 68% 就職者数：全国１位 

平成28年度 2,502人 1,757人 70% 就職者数：全国１位 

平成27年度 2,575人 1,828人 71% 就職者数：全国１位 

平成３０年７月３１日 

福岡労働局 職業安定部 訓練室 

室  長  井邊 靖宏（内線４９１９） 

室長補佐  齊藤  集 （内線４９２０） 

（直通電話）０９２－４３４－９８０５ 

福岡労働局（局長 岩崎 修）及び福岡県内のハローワークでは、ひとり親の

就労支援を強化するため、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月に、ハローワークが地方公共団体の庁舎等に臨時相談窓口を設置する等の

取組を行う「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。 



○ 児童扶養手当制度の概要 

⑴ 目的 

   離婚によるひとり親世帯等、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活 

の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について手当を支給し、児童の福祉の増進を図る 

もの。（平成22年8月から父子家庭も対象。） 

 

⑵ 支給対象者 

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童（障害児の場合は20歳未満）を監 

護する母、監護し、かつ生計を同じくする父又は養育する者（祖父母等）。 

 

⑶ 支給要件 

   父母が婚姻を解消した児童、父又は母が死亡した児童、父又は母が一定程度の障害の状態にあ 

る児童、父又は母の生死が明らかでない児童などを監護等していること。 

  ※ ただし、国内に住所を有しないとき、児童が父又は母と生計を同じくするとき、母又は父の配 

偶者に養育されるとき等は支給されない。平成26年12月より、受給者等の年金額が手当額を

下回る場合は、その差額分の手当を支給。 

 

⑷ 手当額（月額） 

  受給資格者（ひとり親家庭の母や父など）が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得等 

により決められます。※個々の手当額については、市町村にお問い合わせください。  

平成30年4月～ 

○子ども１人の場合 

全部支給：４２，５００円  

一部支給：４２，４９０円～１０，０３０円（所得に応じて決定されます。）  

○子ども２人目の加算額 

 全部支給： １０，０４０円 

 一部支給： １０，０３０円～５，０２０円（所得に応じて決定されます。） 

○子ども３人目以降の加算額（１人につき） 

 全部支給： ６，０２０円 

 一部支給： ６，０１０円～３，０１０円（所得に応じて決定されます。） 

 

 



臨時窓口相談日 相談時間 実施安定所

8月9日（木）

8月16日（木）

8月23日（木）

10:00～12:00
〔ワークショップ：職業興味検査
                      13:30～15:00〕

8月 6日（月）

8月20日（月）

8月13日（月）

8月27日（月）

8月 8日（水）

8月22日（水）

8月10日（金）

8月24日（金）

8月 6日（月）

8月13日（月）

8月27日（月）

8月20日（月）

8月30日（木）

8月 9日（木）

8月21日（火）

8月24日（金） 13:30～16:00

8月 7日（火）

8月14日（火）

8月21日（火）

8月28日（火）

8月 7日（火）

8月 9日（木）

8月13日（月） 13:00～16:00

8月16日（木） 13:00～16:00

8月 8日（水） 9:30～17:00

8月16日（木） 9:30～17:00

ハローワーク福岡東

那珂川町
勤労青少年ホーム2階

第1会議室

宗像市
ふるさとハローワーク

臨時相談窓口設置日一覧

 臨時相談窓口設置場所

八女市役所 103会議室
ハローワーク八女

ハローワーク大牟田

大牟田市役所1階 13:00～16:00

筑後市役所1階 相談室

みやま市役所2階

柳川市役所柳川庁舎内

13:30～17:00

9:00～12:00

10:15～12:15

10:00～15:00

ハローワーク福岡西

8月30日（木）

福津市役所1階

篠栗町役場内

13:30～16:00

糸島市役所4階
会議室前

10:00～15:30

春日市役所
2階201会議室

太宰府市役所1階
保育児童課内

大野城市役所1階
子育て支援課 相談室

9:00～12:00

ハローワーク福岡南

10:00～12:00

9:30～12:00

筑紫野市役所
第1別館2階 第2会議室

筑紫野市
ふるさとハローワーク



【福岡市】

対象自治体 名称
設置場所
（所在地）

福岡市南区
福岡市南
福祉・就労支援コーナー

福岡市南区役所　別館内
〒815-8501
福岡市南区塩原3‐25-1

福岡市東区
福岡市東
福祉・就労支援コーナー

福岡市東区保健福祉センター　3階
〒812-0053
福岡市東区箱崎2‐54‐27

福岡市城南区
福岡市城南
福祉・就労支援コーナー

福岡市城南区役所　2階
〒814-0192
福岡市城南区鳥飼6‐1‐1

福岡市西区
福岡市西
福祉・就労支援コーナー

福岡市西区役所　1階
〒819-8501
福岡市西区内浜1‐4‐1

福岡市博多区
福岡市博多
福祉・就労支援コーナー

福岡市博多区役所　2階
〒812-8512
福岡市博多区博多駅前2‐9‐3

福岡市中央区
福岡市中央
福祉・就労支援コーナー

福岡市中央区役所　3階
〒810-8622
福岡市中央区大名2‐5‐31

福岡市早良区
福岡市早良
福祉・就労支援コーナー

福岡市早良区役所　別館1階
〒814-0006
福岡市早良区百道2‐1‐36

【北九州市】

対象自治体 名称
設置場所
（所在地）

北九州市八幡西区
八幡西区
福祉・就労支援コーナー

八幡公共職業安定所コムシティ6階
〒806-8510
北九州市八幡西区黒崎3‐15‐3

北九州市小倉北区
小倉北区
福祉・就労支援コーナー

小倉北区役所　2階
〒803-8510
北九州市小倉北区大手町1‐1

北九州市小倉南区
小倉南区
福祉・就労支援コーナー

小倉南区役所　2階
〒802-8510
北九州市小倉南区若園5‐1‐2

【久留米市】

対象自治体 名称
設置場所
（所在地）

久留米市
ハローワーク久留米相談窓口
（自立促進事業常設窓口）

久留米市役所　地下1階
〒830-8520
久留米市城南町15‐3

【飯塚市】

対象自治体 名称
設置場所
（所在地）

飯塚市
飯塚市
福祉・就労支援コーナー

飯塚市役所　2階
〒820-8501
飯塚市新立岩5‐5

地方公共団体庁舎内の一体的実施施設（常設相談窓口）設置一覧

【ご注意】
　常設相談窓口は、生活保護受給者、児童扶養手当受給者の方々などを対象としてお
り、一般の求職者への職業相談、職業紹介は行っておりません。



●担当者制による個別就職支援 ※予約制
●ご希望に応じた求人情報の提供
●公的職業訓練情報の提供
●就職活動ノウハウの提供
（応募書類の作成・添削,面接指導など）
●就職後のフォローアップ

ハローワーク福岡南
（福岡南公共職業安定所）

春日市春日公園３－２

☎０９２－５５８－４４７２
☎０９２－５５８－４４７３

担当：職業相談第２部門

お問い合わせ

お住まいの筑紫野市に、ハローワークの臨時相談窓口を設置します。

児童扶養手当の現況届を提出される際には、ぜひご利用ください。

出張ハローワーク！
ひとり親全力サポート

キャンペーン！

支 援 内 容

臨時相談窓口日程

【会 場】筑紫野市役所 第１別館２階第２会議室

８月 ６日（月）
８月２０日（月）

８月１３日（月）
８月２７日（月）

【会 場】筑紫野市ふるさとハローワーク

10時15分～ 12時15分

10時～15時



担当者制による相談

＊支援期間は６カ月間です。期間の延長、途中終了も可能です。
＊守秘義務に基づいて相談は行われます。
＊面談日は予約制です。待ち時間なく相談できます。
（１週間から１０日に１回程度、実施していきます。）
（相談時間は、１回５０分程度です。）

支援内容は・・・

利用ご希望の方は・・・

＊総合受付にお越しください。担当窓口にご案内いたします。
＊ご持参いただく書類等はございません。窓口では、求職申込書の記入などをお願いします。
＊皆様のご利用をお待ちしております。

【所在地 】
春日市春日公園３丁目２番地

【電話】

☎092-558-4472

☎092-558-4473

【窓口取扱時間】
平日 ８時３０分～１７時１５分

【アクセス】
西鉄大牟田線「白木原駅」下車
徒歩１５分

ＪＲ鹿児島本線「大野城駅」下車
徒歩１０分

庁舎敷地内に１７台、臨時駐車場に３４台（春日公園団地前のＪＲ線路沿い）の駐車場を設けておりますが、
満車となることも多く、できるだけ公共の交通機関による来所をお願いいたします。
なお、周辺地域は住宅地であり駐車禁止区域となっております。

＊求人検索機の利用方法、求人票の見方をていねいに説明します。
＊ご自身で見られた求人情報誌、知人からの求人情報についてもご相談ください。
＊応募書類の作成支援、履歴書、職務経歴書の添削を行います。
＊面接対策を行います。
＊技能習得、スキルアップのための職業訓練に関する情報、現在の就職状況など
各種就職情報を提供しています。

＊就職後のフォローアップも行います。（希望者の方に対して行います。）
＊就職に向けた不安や悩みをご相談ください。

ハローワーク福岡南では、みなさんの就職に
向けて様々な支援を行っています

ハローワーク福岡南では、みなさんの就職に
向けて様々な支援を行っています
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