
 

 

 

 

 

 

 

報道関係者各位    

         

 

―あなたがお住まいの地域の市役所・町役場にハローワークがお伺いします！－ 

 

兵庫労働局（局長 荒木 祥一）は、ひとり親の就労支援を重点的に行うため、児童扶養

手当受給者が「現況届」を提出する時期に合わせて、地方公共団体の施設内等にハローワー

クの臨時相談窓口を設置する取り組み「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。 

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により実施できませんでしたが、今年度

は感染防止対策をしっかり行いながら、兵庫県内３７の市・町、計４７カ所で実施します。

概要は以下のとおりです。  

 

                      

１ キャンペーンの実施期間及び実施場所等        

（１）実施期間             

令和３年８月３日から８月３１日まで            

（２）実施場所等                    

別添の「相談窓口の設置一覧表」のとおりです。実施日及び実施時間は、各市・町に

より異なります。なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によっては、変更・

中止する場合があります。 

２ 主な内容 

ハローワークの専門スタッフが、子育てと両立しやすい求人を用意しながら、職業相

談・職業紹介を実施します。その中で、子育てしながらの就職に対する不安等への相談

にのるほか、両立しやすい勤務条件や面接の受け方、履歴書の書き方等についてアドバ

イスするなど、ニーズに沿ってきめ細かく就職活動をサポートします。 

【照会先】 

兵庫労働局職業安定部訓練室 

   室  長  藤永 勇人 

   室長補佐  箸方 律子 

電話 078-367-0801 
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厚生労働省 

兵庫労働局 発表 

「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 



市町名 実施場所 実施日 時間 お問い合わせ先

神戸市兵庫区 兵庫区役所７階『ワークサポートひょうご』 8月3日(火）、10日（火）
10：00～16:00

（12:00～13:00除く）

神戸市長田区 長田区役所２階『ワークサポートながた』 8月3日(火）、10日（火）
10：00～16:00

（12:00～13:00除く）

神戸市須磨区 須磨区役所３階『ワークサポートすま』 8月5日（木）、12日（木）
10：00～16:00

（12:00～13:00除く）

神戸市北区 北区役所6F　こども家庭支援課会議室 8月11日（水）、12日（木）
10：00～16:00

（12:00～13:00除く）

神戸市北区（北神） 神戸市北区　北神区役所2階　保健福祉課
8月3日(火)、10日(火)、17日(火）、

20日(金）、24日(火）、31日(火）
10：30～16：00

(12:00～13：00除く）

三田市 三田市役所２階子ども家庭支援課 8月5日（木）、16日(月）
10：00～16：00

(12:00～13：00除く）

神戸市東灘区 東灘区役所１階『ワークサポートひがしなだ』 8月6日（金）
10:00～16:00

（12:00～13:00除く）

神戸市灘区 灘区役所１階『ワークサポートなだ』 8月5日（木）
10:00～16:00

（12:00～13:00除く）

神戸市中央区 中央区役所１階『ワークサポートちゅうおう』 8月3日（火）
10:00～16:00

（12:00～13:00除く）

尼崎市 尼崎市役所地下1階  こども福祉課特設会場 8月12日（木）、13日（金） 9:30～16:30まで
ハローワーク尼崎　職業相談部門

☎ 06－7664－8607

西宮市 西宮市役所本庁舎　子育て手当課 8月6日（金）、12日（木）
10:00～16:00

（12:00～13:00除く）

宝塚市 ワークサポート宝塚 8月13日（金）、27日（金）
　10:00～16:00（12:00～13:00除く）
※予約制のためお問い合わせ先までお電話
ください。

芦屋市 芦屋市役所　子育て推進課 8月11日（水）、20日（金）
10:00～16:00

（12:00～13:00除く）

太子町 太子町役場　行政棟A１０２会議室 8月6日（金） 10:00～16:00

福崎町 サルビア会館２階研修室　 8月20日（金）
10:30～15:30

（12:30～13:30除く）

市川町 サルビア会館２階研修室 8月20日（金）
10:30～15:30

（12:30～13:30除く）

令和3年度「出張ハローワーク！ひとり親全力サポートキャンペーン」相談窓口の設置一覧表

ハローワーク姫路　職業相談部門
☎ 079－222－4431

ハローワーク神戸　　専門援助第二部門
☎ 078－362－4570

ハローワーク神戸　三田出張所
　職業相談・求人部門

☎ 079-563-8609

ハローワーク灘　　職業相談第一部門
☎ 078－861－7982

ハローワーク西宮　職業相談部門
☎ 0798－75－6714



市町名 実施場所 実施日 時間 お問い合わせ先

令和3年度「出張ハローワーク！ひとり親全力サポートキャンペーン」相談窓口の設置一覧表

神河町 サルビア会館２階研修室 8月20日（金）
10:30～15:30

（12:30～13:30除く）
ハローワーク姫路　職業相談部門

☎ 079－222－4431

加古川市 加古川市役所　家庭支援課 8月12日（木） 10:00～16:00

高砂市 高砂市役所　子育て支援課 8月13日（金） 10:00～16:00

伊丹市 伊丹市役所４階　こども福祉課　相談室 8月23日（月）、24日（火） 13:00～16:35

猪名川町 猪名川町役場本庁舎１階　第一相談室 8月20日（金） 13:00～16:00

明石市 明石市役所　総合相談会場内（南会議室棟１階）
8月11日（水）～14日（土）、

16日（月）～19日（木）
10:00～16:00まで

（12：00～13：00を除く）
ハローワーク明石　職業相談部門

☎ 078－912－2305

豊岡市 豊岡市役所立野庁舎　１階相談室 A・B 8月17日（火）、19日（木）
17日　13：30～16：00
19日　10：00～13：00

ハローワーク豊岡　職業相談第一部門
☎ 0796－23－3101

香美町 香美町役場　第１会議室 8月23日（月） 10：00～12：00

新温泉町
浜坂多目的集会施設　１階　小会議室

（新温泉町役場 隣）
8月26日（木） 10：00～12：00

養父市 養父市役所　社会福祉課 相談室 8月25日（水） 10：00～12：00
ハローワーク豊岡　八鹿出張所　職業相談部門

☎ 079ー662－2217

朝来市 朝来市役所　５階会議室　501・502 8月18日（水） 10：00～12：00
ハローワーク豊岡　和田山分室　職業相談部門

☎ 079ー672－2116

西脇市 西脇市役所　こども福祉課 8月11日（水） 9:00～12:00

小野市 小野市役所２階　子育て支援課内 8月10日（火） 9:30～12:00

加西市 加西市役所１階　多目的ホール 8月13日（金） 9:30～12:00

加東市 加東市役所１階　健康福祉部福祉総務課内 8月16日（月）
9:30～15:30

（12:00～13:00除く）

多可町 八千代コミュニティプラザ 8月12日（木） 9:30～12:00

洲本市 洲本市役所　2階　子ども子育て課 8月11日（水）
10:00～15:00

（12:00～13:00除く）

ハローワーク加古川
職業相談部門　マザーズコーナー

☎ 079-421-8624

ハローワーク伊丹　職業相談部門
☎ 072-772-8616

ハローワーク豊岡　香住出張所
職業相談部門

☎ 0796－36－0136

ハローワーク西脇　職業相談部門
☎ 0795－22－3181



市町名 実施場所 実施日 時間 お問い合わせ先

令和3年度「出張ハローワーク！ひとり親全力サポートキャンペーン」相談窓口の設置一覧表

南あわじ市 南あわじ市役所　1階　子育てゆめるん課 8月10日（火）
10:00～15:00

（12:00～13:00除く）

淡路市 淡路市役所2号館　1階　子育て応援課 8月23日（月） 13:00～15:00

丹波市 丹波市役所山南支所 8月20日（金） 9:30～12:00

丹波市 丹波市役所柏原支所 8月20日（金） 13:30～16:00

丹波市 丹波市役所本庁（氷上）第２庁舎 8月23日（月） 9:30～12:00

丹波市 丹波市役所市島支所 8月23日（月） 13:30～16:00

丹波篠山市 丹波篠山市役所　第２庁舎１階 8月6日（金） 13：30～15:30
ハローワーク柏原　篠山出張所　職業相談部門

☎ 079-552-0092

三木市 三木市役所子育て支援課　現況届受付窓口 8月10日(火）
10:00～15:00

（12:00～13:00を除く）
ハローワーク西神　職業相談部門

☎ 078－991－1100（部門コード４１＃）

たつの市 たつの市役所新館２階２０３号室 8月23日（月） 13:00～15:30

宍粟市 宍粟市役所北庁舎４０１号室 8月17日（火） 13:00～15:30

佐用町 佐用町役場西館研修室 8月20日（金） 13:00～15:00

相生市 総合福祉会館１階　１０１研修室 8月12日（木） 9:30～11:30

上郡町 上郡町役場第２庁舎　２階小会議室 8月18日（水） 13:30～16:00

赤穂市 赤穂市社会福祉課保護支援係内 8月5日（木） 9:30～11:30
ハローワーク龍野　赤穂出張所　職業相談部門

☎ 0791-42-2376

ハローワーク洲本　職業相談・求人部門
☎ 0799-22-0620

ハローワーク龍野　職業相談・求人部門
☎ 0791－62－0981

ハローワーク龍野　相生出張所    職業相談部門
☎ 0791-22-0920

ハローワーク柏原　職業相談部門
☎ 0795-72-1070



 

がんばるあなたをハローワークが応援します !! 

○キャンペーン期間 

令和 3 年 8 月３日から８月 31 日まで 

詳細は下記のハローワークにお問い合わせ下さい。 

ハローワーク神戸 専門援助第二部門 078－362－4570   ハローワーク明石 職業相談部門    078－912－2305 

ハローワーク灘  職業相談第一部門 078－861－7982   ハローワーク豊岡 職業相談第一部門  0796－23－3101 

ハローワーク尼崎 職業相談部門   06－7664－8607   ハローワーク西脇 職業相談部門    0795－22－3181 

ハローワーク西宮 職業相談部門   0798－75－6714   ハローワーク洲本 職業相談・求人部門 0799－22－0620 

ハローワーク姫路 職業相談部門   079－222－4431   ハローワーク柏原 職業相談部門    0795－72－1070 

ハローワーク加古川 職業相談部門  079－421－8624   ハローワーク龍野 職業相談・求人部門 0791－62－0981 

ハローワーク伊丹 職業相談部門   072－772－8616   ハローワーク西神 職業相談部門    078－991－1100 

厚生労働省・兵庫労働局・ハローワーク 

 お住まいの地域の市役所・町役場等に、ハローワークが臨時窓口を設置します！ 

  普段は忙しくてハローワークに来る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、ぜひお越しください。 

あなたのお仕事についての悩みを、ハローワークにご相談ください。 

出張ハローワーク！ 

ひとり親全力サポートキャンペーン 

 子育てと両立しやすい求人もご用意しています！ 

 

・仕事を探しているが、見つからない。 

・今の仕事より、条件のよい仕事を探している。 

・もう１つ仕事を探している。 

 


