
 

 

 

 

 

 

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 

 

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月の時期に合わせ、ハローワークが市役所内に臨時窓口を設置する等の取組みを

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。概要は以

下のとおりです。 

 

記 

 

１ 実施期間 

平成 29年８月１日（火）から８月 31日（木）まで 

   

２ 主な内容 

（１）臨時相談窓口の設置 

上記期間中に、市役所・町役場庁舎内へハローワークの臨時相談窓口を設置し、

きめ細かな職業相談・職業紹介を実施。 

 各ハローワークの臨時相談窓口設置日等は別添のとおり。 

（２）リーフレットの作成・配布等 

キャンペーンに係るリーフレットを作成の上、地方公共団体及び関係機関を通

じ配布する他、臨時相談窓口への看板の掲示等、対象者への周知を実施。 

（３）その他 

ハローワーク岐阜、ハローワーク大垣及びハローワーク高山では、地方自治体

と国の一体的実施施設である「はたらき支援ルーム」（岐阜市役所内）、「ワー

クプラザおおがき」（大垣市役所内）、「ワークサロンたかやま」（高山市役所

内）にて常時（土日祝日を除く）職業相談・職業紹介を実施しています。 

山県市、瑞穂市、大垣市、養老町、土岐市、関市、高山市、美濃市においては、

岐阜県との連携により、岐阜県ひとり親家庭等就業・自立支援センターの相談員

等が実施する巡回相談と同日実施します。 

【担当・紹介先】 
 

岐阜労働局 職業安定部 訓練室 

室 長 岩田 数成（内線 360） 

訓 練 係 里見 昭嘉（内線 362） 

（直通電話）058-245-1266 
 

平成 2９年 7 月２７日 
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ハローワーク名
地方公共団体名

（場所）
県ひとり親巡回相談

時間等

岐阜市役所南庁舎内
はたらき支援ルーム（※）

8:45～17:30

山県市
（山県市役所）

8月3日（木） 10:00～16:00

8月9日(水) 10:00～16:00

8月16日(水)

大垣市役所内
ワークプラザおおがき（※）

8:30～17:15
8月22日(火)
10:00～16:00

（2階第1会議室）

養老町
（養老町役場）

8月2日(水) 10:00～16:00

8月8日(火)

8月22日(火)

8月29日(火)

土岐市
（土岐市文化プラザ

1F展示室）
8月3日（木） 10:00～16:00

ハローワーク高山
高山市役所内

ワークサロンたかやま（※）
8:30～17:15

8月7日(月)
10:00～16:00
（202会議室）

関市
（関市役所）

8月4日(金) 10:00～16:00

美濃市
（美濃市役所）

8月1日(火) 10:00～16:00

郡上市
（郡上市役所）

臨時窓口設置日時

ハローワーク岐阜

岐阜市
（岐阜市役所本庁舎）

8月１日(火)～8月3日(木)

13:00～15:00

8月15日(火)～8月17日(木)

8月22日(火)～8月24日(木)

8月29日(火)～8月31日(木)

上記以外に随時設置

8月1日(火)～8月31日(木)

10:00～15:00

瑞穂市
（瑞穂市役所）

13:00～16:00

9:30～12:00

臨時相談窓口設置地方公共団体及び日時等

岐阜労働局職業安定部

◎上記以外のハローワーク及び地方公共団体については、地方公共団体からハローワークへの誘導等
　によりハローワークにて職業相談・職業紹介を実施

※ 「はたらき支援ルーム」、「ワークプラザおおがき」、「ワークサロンたかやま」は地方自治体と国の一体的実施施設（常設窓口）

8月1日(月)～8月31日(木)

ハローワーク関

14:00～15:30

9:30～12:00

予約制

ハローワーク大垣

8月1日(火)～8月31日(木)

10:00～15:00

ハローワーク多治見

多治見市
（市役所駅北庁舎）

9:00～12:00

9:30～16:00



ハローワークが応援します！

専任の就職支援ナビゲーターが、あなたの状況やニーズに応じながら、一緒に考え就職に至るよう

アドバイス・支援をします。

H29.6（岐阜市）

ハローワーク岐阜では

住所　　　

氏名
フリガナ

昭和・平成　　　年　　　月　　　日生まれ

電話番号

ハローワーク岐阜　住居・生活支援窓口
〒500-8719　岐阜市五坪1-9-1

電話　０５８－２０６－５０６５

ハローワーク岐阜　はたらき支援ルーム
岐阜市神田町1丁目11番地岐阜市福祉事務所内

電話　０５８－２１４－６１５７
または

※上記支援をご希望される方は必要事項を記入頂き、岐阜市子ども支援課か下記ハローワークへ提出願
います。
　後日改めてハローワークより連絡させて頂きます。

はぴねすワーク・サポート事業 

 ・相談は予約制で待ち時間がありません。  

 ・担当者制で一貫した就職支援を行います。 

   ＜主な支援内容＞ 

    履歴書・職務経歴書の添削・アドバイス・求人情報提供 

    各種就職支援セミナーや職業訓練等の情報提供 

    採用後のフォロー  

  ・岐阜市の子ども支援課と個人情報を共有します。 

    ハローワークと担当課が連携し、一日も早く就職できるようサポートいたします。 

          こんな人が利用できます 
  

● 児童扶養手当受給者の方で 

 ・   子どもが大きくなってきたのでパートから正社員に働 

   き方を変えたい。  

 ・  出産・子育てがひと段落して働きたいけどブランクが 

   あるし、どのように就職活動してよいかわからない。 

● 児童扶養手当受給の相談中の方で 

   就職や転職を考えている。     

 



ハローワークが応援します！

専任の就職支援ナビゲーターが、あなたの状況やニーズに応じながら、一緒に考え就職に至るよう

アドバイス・支援をします。

ハローワーク岐阜では

ハローワーク岐阜　住居・生活支援窓口
〒500-8719　岐阜市五坪1-9-1

電話　０５８－２０６－５０６５

住所　　　

氏名
フリガナ

昭和・平成　　　年　　　月　　　日生まれ

電話番号

※上記支援をご希望される方は必要事項を記入頂き、各市町の児童扶養手当担当課か下記ハローワーク
へ提出願います。
　後日改めてハローワークより連絡させて頂きます。

H29.6（全市町）

はぴねすワーク・サポート事業 

 ・相談は予約制で待ち時間がありません。  

 ・担当者制で一貫した就職支援を行います。 

   ＜主な支援内容＞ 

    履歴書・職務経歴書の添削・アドバイス・求人情報提供 

    各種就職支援セミナーや職業訓練等の情報提供 

    採用後のフォロー  

  ・各市町の児童扶養手当担当課と個人情報を共有します。 

    ハローワークと６市３町担当課と連携し、一日も早く就職できるようサポートいたします。 

     ◎岐阜市・羽島市・各務原市・山県市・瑞穂市・本巣市・岐南町・笠松町・北方町 

          こんな人が利用できます 
  

● 児童扶養手当受給者の方で 

 ・   子どもが大きくなってきたのでパートから正社員に働 

   き方を変えたい。  

 ・  出産・子育てがひと段落して働きたいけどブランクが 

   あるし、どのように就職活動してよいかわからない。 

● 児童扶養手当受給の相談中の方で 

   就職や転職を考えている。     

 



〒503－0893　大垣市藤江町１－１－８
ハローワーク大垣　　℡0584－73－9294

児童扶養手当受給者の皆さまへ

 ○ 相談は予約制で待ち時間がありません。 
  

 ○ 担当者制で一貫した就職支援を行います。 
    ＜主な支援内容＞ 

     経歴・経験を考慮した個別支援 

     履歴書・職務経歴書の添削・アドバイス 

     面接対策・模擬面接 

     仕事に関する情報提供（求人情報） 

     採用後のフォロー 
  

 ○ 各市の子ども支援課と連携します。 
       ハローワークとお住まいの地方公共団体の子ども支援課と連携し、 

    一日も早く就職できるようにサポートします。 

 専任の就職支援ナビゲーターが、 あなたの状況やニーズに 

応じながら一緒に考え、就職に至るよう支援をします。 

 是非、ご相談ください。 

      こんな方が利用できます 
  

 ● 児童扶養手当受給者の方で 

  ① パート・契約社員で働いているけど 

     正社員として働きたい。  

  ② 働きたいけど ブランクがあるし、 

    どのように就職活動してよいかわからない。 

 

 ● 児童扶養手当受給の相談中の方で、 

   就職したいが、不安や悩みがある方 

 ハローワーク大垣では、児童扶養手当を受けている方、又は児童 

 扶養手当受給の相談をされている方の就職支援を 

 「はぴねすワーク・サポート事業」として実施しています。 
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  ８月８日（火）、２２日（火）、２９日（火） 

  ９時～１２時００分 

  多治見市役所駅北庁舎 １階相談室   

             

 

お問合わせ先：ハローワーク多治見（担当 土本・校條）０５７２－２２－３３８４ 

厚生労働省・岐阜労働局・ハローワーク多治見 
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窓口案内図 



 

 

 

 

 

              

              

 

 

 

 

《主な支援内容》 

 ★利用される方のニーズに応じた職業相談・職業紹介をします。 

 ★希望条件に見合う求人情報の提供をします。 

 ★各種就職支援セミナー情報の提供をします。 

 ★履歴書の書き方・面接対策の指導をします。 

 

 

  

 

  

はじめて利用される方は、求職登録が必要です。 

「求職申込書」をご記入ください。 

既にハローワークに求職登録済の方（ハローワークカードをお持ちの方）は、 

求職申込書の記入は不要です。 

ハローワーク関「総合受付」へお申し出ください。 

 

                   ・・・・・お気軽にご相談ください。

          

  ハローワーク関では関市と連携して、児童扶養手当受給中の方、又は相談されて

いる方の就職支援を実施しています。 

 

普段は忙しくてハローワークに出向くことができないお父さん、お母さん、 

児童扶養手当の現況届の提出の際に、ぜひハローワークへもお寄りください。 

（毎月５日を目途に市役所にてハローワークによる巡回相談も実施しています。） 

あなたのお仕事についての悩み等を、ハローワークにご相談ください。 

働きたいあなたを応援します 

ハローワーク関 『ひとり親全力サポートキャンペーン』 

 
  

就職支援を受けるには・・・・・・ 

 

（

（お問合わせ先） 

関市西本郷通４－６－１０ 

ハローワーク関 

         『職業相談窓口』  

        電話 0575（22）3223

＊担当 折戸・澤野 



ハローワーク美濃加茂　℡０５７４－２５－２１７８

児童扶養手当受給者の皆さまへ

〒５０５－００４３　 美濃加茂市深田町１－２０６－９

 ○ 相談は予約制で待ち時間を短縮できます。 
  

 ○ 担当者制で一貫した就職支援を行います。 
    ＜主な支援内容＞ 

     経歴・経験を考慮した個別支援 

     履歴書・職務経歴書の添削・アドバイス 

     面接対策・模擬面接 

     仕事に関する情報提供（求人情報） 

     職業訓練・就職支援セミナー情報提供 

     採用後のフォロー 
  

 ○ 各市町村の支援団体と連携し、 

    一日も早く就職できるようにサポートします。 

 専任の就職支援ナビゲーターが、 あなたの状況やニーズに 

応じながら一緒に考え、就職に至るよう支援をします。 

 是非、ご相談ください。 

      こんな方が利用できます 
  

 ● 児童扶養手当受給者の方で 

  ① パート・契約社員で働いているけど 

     正社員として働きたい。  

  ② 働きたいけど ブランクがあるし、 

    どのように就職活動してよいかわからない。 

 

 ● 児童扶養手当受給の相談中の方で、 

   就職したいが、不安や悩みがある方 

 ハローワーク美濃加茂では、児童扶養手当を受けている方、又は児童 

 扶養手当受給の相談をされている方の就職支援を 

 「はぴねすワーク・サポート事業」として実施しています。 


