
 

 

 

 

 

 

 

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 
 

―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 畑中 啓良）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「児童扶養手当現況届」を提出する８月の時期に合わせて、ハ

ローワークが県内全ての市役所・町役場等に臨時相談窓口を設置する等の取組み

「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。概要

は以下のとおりです。 

記           

                                   

１ 実施期間及び実施場所等        

（１）実施期間             

平成３０年８月１日から８月３１日まで（１か月）           

（２）実施場所等（別添）                      

「臨時相談窓口の設置状況一覧表」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、詳細については、兵庫労働局ホームページに掲 

載します。 

２ 主な内容 

ハローワーク職員等によるきめ細かな職業相談・職業紹介を実施します。（子

育てと両立しやすい求人や正社員求人も用意しています。 
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管轄安定所 市町名 実施日 時間  実施回数 実施場所 お問い合わせ先

神戸所 神戸市長田区 8月2日、10日 10時～16時まで（12:00～13:00除く） 2回 長田区役所５階こども家庭支援課 ハローワーク神戸　専門援助第二部門   　078－362－4570

〃 神戸市兵庫区 8月1日、8日、15日、22日、29日 10時～16時まで（12:00～13:00除く） ５回 兵庫区役所別館2階生活支援課 ハローワーク神戸　専門援助第二部門   　078－362－4570

〃 神戸市須磨区 8月3日、14日 10時～16時まで（12:00～13:00除く） 2回 須磨区役所２階こども家庭支援課 ハローワーク神戸　専門援助第二部門   　078－362－4570

〃
神戸市須磨区

北須磨支所
8月7日、21日 13時～16時まで ２回 須磨区北須磨支所5階生活支援課 ハローワーク神戸　専門援助第二部門   　078－362－4570

〃 神戸市垂水区 8月13日、24日 10時～16時まで（12:00～13:00除く） 2回 垂水区役所２階こども家庭支援課 ハローワーク神戸　専門援助第二部門　   078－362－4570

〃 神戸市北区 8月6日、16日 10時～16時まで（12:00～13:00除く） 2回 北区役所３階『ワークサポートきた』 ハローワーク神戸　専門援助第二部門　   078－362－4570

灘所 神戸市東灘区 8月6日 10時～16時まで（12:00～13:00除く） 1回 東灘区役所１階『ワークサポートひがしなだ』 ハローワーク灘　　職業相談第一部門　   078－861－7982

〃 神戸市灘区 8月8日 10時～16時まで（12:00～13:00除く） １回 灘区役所６階『ワークサポートなだ』 ハローワーク灘　　職業相談第一部門　   078－861－7982

〃 神戸市中央区 8月10日 10時～16時まで（12:00～13:00除く） １回 中央区区役所１階『ワークサポートちゅうおう』 ハローワーク灘　　職業相談第一部門　   078－861－7982

西神所 ８月7日 ９時３０分～１５時３０分（12：00～13：00除く） １回 西区役所　３階こども家庭支援課　現況届受付会場内 ハローワーク西神　職業相談部門　　      078－991－1100

明石所 ８月８日 ９時３０分～１２時まで １回 西区役所　３階こども家庭支援課　現況届受付会場内 ハローワーク明石　職業相談部門　　      078－912－2305

〃 ８月１３日 ９時３０分～１２時まで １回 西区役所　３階こども家庭支援課　現況届受付会場内 ハローワーク明石　職業相談部門　　      078－912－2305

〃 ８月１４日 ９時３０分～１２時まで １回 西区役所　３階こども家庭支援課　現況届受付会場内 ハローワーク明石　職業相談部門　　      078－912－2305

神戸所

（三田出張所）
三田市 8月8日 13時30分～16時まで 1回 三田市役所健康福祉部前

ハローワーク神戸　三田出張所

　　　　　　　職業相談・求人部門　　   079－563－8609

尼崎所 尼崎市 8月1日、2日 10時～17時まで 2回 尼崎市役所１階  こども家庭支援課特設会場 ハローワーク尼崎　職業相談部門　 　     06－7664－8607

西宮所 西宮市 ８月１４日・２１日 １０時～１６時 2回 西宮市役所　子育て手当課 ハローワーク西宮　職業相談部門　         0798－75－6714

〃 芦屋市 ８月２２日・２４日 １０時～１６時 2回 芦屋市役所　子育て推進課 ハローワーク西宮　職業相談部門　         0798－75－6714

〃 宝塚市 ８月１０日・１５日 １０時～１６時 2回 宝塚市役所　子育て支援課 ハローワーク西宮　職業相談部門　         0798－75－6714

姫路所 姫路市
8月7日～9日、16日、21日～23日、

29日～31日
10時～16時まで（12:00～13:00除く） 10回 姫路市役所２階こども支援課 ハローワーク姫路　職業相談部門　 　     079－222－4431

〃 市川町 8月28日
10時30分～15時30分まで（12:30～13:30除く）

予約制のためお問い合わせ先までお電話ください
1回 福崎町サルビア会館２階 ハローワーク姫路　職業相談部門　   　   079－222－4431

姫路所 福崎町 8月28日
10時30分～15時30分まで（12:30～13:30除く）

予約制のためお問い合わせ先までお電話ください
1回 福崎町サルビア会館２階 ハローワーク姫路　職業相談部門　　      079－222－4431

臨時相談窓口の設置状況一覧表

神戸市西区



管轄安定所 市町名 実施日 時間  実施回数 実施場所 お問い合わせ先

臨時相談窓口の設置状況一覧表

〃 神河町 8月28日
10時30分～15時30分まで（12:30～13:30除く）

予約制のためお問い合わせ先までお電話ください
1回 〃 ハローワーク姫路　職業相談部門　　      079－222－4431

〃 太子町 8月6日 9時30分～15時30分まで（12:00～13:00除く） 1回 太子町役場　行政棟１階　Ａ102会議室 ハローワーク姫路　職業相談部門　　      079－222－4431

加古川所 加古川市 8月15日 10時～16時まで（12:00～13:00除く） 1回 加古川市役所本館１階家庭支援課 ハローワーク加古川　職業相談部門　      079－421－8624

〃 高砂市 8月14日 10時～16時まで（12:00～13:00除く） 1回 高砂市役所西庁舎２階子育て支援室子育て支援課 ハローワーク加古川　職業相談部門　      079－421－8624

〃 稲美町 8月22日 10時～15時まで（12:00～13:00除く） 1回 稲美町役場　いきがい創造センター ハローワーク加古川　職業相談部門　      079－421－8624

〃 播磨町 8月16日
13時30分～14時30分まで

予約制のためお問い合わせ先までお電話ください
1回 播磨町社会福祉協議会１階 ハローワーク加古川　職業相談部門　      079－421－8624

伊丹所 伊丹市 ８月２７日、２８日
１３時～１６時３５分まで

予約制のためお問い合わせ先までお電話ください。
２回 伊丹市役所４階　子育て支援課　相談室 ハローワーク伊丹　職業相談部門　         072－772－8616

〃 川西市 ８月１６日、１７日
１３時～１６時３５分まで

予約制のためお問い合わせ先までお電話ください。
２回 川西市役所２階　生活支援課 ハローワーク伊丹　職業相談部門　　　　072－772－8616

〃 猪名川町 ８月２４日
１３時～１６時１５分まで

予約制のためお問い合わせ先までお電話ください。
１回 猪名川町役場本庁舎１階第２相談室 ハローワーク伊丹　職業相談部門　　　　072－772－8616

明石所 明石市 ８月９日～17日（12日日曜を除く） 10時～16時まで（12：00～13：00除く） ８回 明石市役所　総合相談会場内（南会議室棟１階） ハローワーク明石　職業相談部門　　      078－912－2305

豊岡所 豊岡市 8月16日、17日 10時00分～12時30分まで 2回 豊岡市福祉事務所１階　相談室　Ａ及びＢ ハローワーク豊岡　職業相談第一部門　   0796－23－3101

豊岡所

（八鹿出張所）
養父市 8月24日 10時～12時まで 1回 養父市福祉事務所１階

ハローワーク豊岡　八鹿出張所

　　　　　　　　　職業相談部門　　   　0796－62－2217

豊岡所

（和田山分室）
朝来市 8月９日 10時～12時まで 1回 朝来市福祉事務所３階　３０１室、３０２室

ハローワーク豊岡　和田山分室

　　　　　　　　　職業相談部門　　   　0796－72－2116

豊岡所

（香住出張所）
香美町 8月23日 10時～12時まで 1回 香美町役場　福祉課１階

ハローワーク豊岡　香住出張所

　　　　　　　　　職業相談部門　　   　0796－36－0136

〃 新温泉町 8月22日 10時～12時まで 1回 新温泉町役場　健康福祉課１階
ハローワーク豊岡　香住出張所

　　　　　　　　　職業相談部門　　   　0796－36－0136

西脇所 加西市 8月13日 9時30分～15時まで（12:00～13:00除く） 1回 加西市役所１階多目的ホール ハローワーク西脇　職業相談部門　　   　0795－22－3181

〃 加東市 8月14日 9時30分～15時30分まで（12:00～13:00除く） 1回 加東市役所１階健康福祉部福祉総務課内 ハローワーク西脇　職業相談部門　　   　0795－22－3181

〃 小野市 8月15日 9時30分～15時まで（12:00～13:00除く） 1回 小野市伝統産業会館内特設ブース ハローワーク西脇　職業相談部門　　   　0795－22－3181

〃 多可町 8月16日 10時00分～15時00分まで（12:00～13:00除く） 1回 アスパル（健康福祉センター）２Ｆ ハローワーク西脇　職業相談部門　   　　0795－22－3181

西脇所 西脇市 8月17日 9時～12時まで 1回 西脇市民会館1階相談室 ハローワーク西脇　職業相談部門　　   　0795－22－3181

洲本所 洲本市 8月10日 10時～15時まで（12:00～13:00除く） 1回 洲本市福祉事務所　２階 ハローワーク洲本　職業相談・求人部門　0799－22－0620



管轄安定所 市町名 実施日 時間  実施回数 実施場所 お問い合わせ先

臨時相談窓口の設置状況一覧表

〃 南あわじ市 8月3日 10時～15時まで（12:00～13:00除く） 1回 南あわじ市福祉事務所　１階 ハローワーク洲本　職業相談・求人部門　0799－22－0620

〃 淡路市 8月20日 13時～15時まで 1回 淡路市福祉事務所　１階 ハローワーク洲本　職業相談・求人部門　0799－22－0620

柏原所 8月7日 10時～12時 1回 丹波市役所　柏原支所 ハローワーク柏原　職業相談部門　         0795-72-1070

〃 8月7日 13時30分～16時 1回 丹波市役所　山南支所 ハローワーク柏原　職業相談部門　          0795-72-1070

〃 8月8日 10時～12時30分 1回 丹波市役所　本庁（氷上） ハローワーク柏原　職業相談部門　          0795-72-1070

〃 8月8日 14時～16時 1回 丹波市役所　市島支所 ハローワーク柏原　職業相談部門　          0795-72-1070

柏原所（篠山出張所） 篠山市 8月17日 13時30分～16時30分 1回 篠山市役所　第２庁舎１階福祉総務課
ハローワーク柏原　篠山出張所

　　　　　　　　　職業相談部門　          079-552-0092

西神所 三木市 8月14日、21日
10:00～16:00

(12:00～13:00除く）
2回 三木市子育て支援課内 ハローワーク西神　職業相談部門　          078－991－1100

龍野所 たつの市 8月21日 9時～16時まで（12:00～13:00除く） 1回 たつの市庁舎１階 児童福祉課 ハローワーク龍野　職業相談・求人部門　  0791－62－0981

〃 宍粟市 8月23日 13時30分～15時30分まで 1回 宍粟市役所北館4階 ハローワーク龍野　職業相談・求人部門　  0791－62－0981

〃 佐用町 8月20日 13時30分～15時30分まで  1回 佐用町第１庁舎西館１階 健康福祉課 ハローワーク龍野　職業相談・求人部門　  0791－62－0981

龍野所

（相生出張所）
相生市 8月9日 9時30分～12時まで 1回 相生市総合福祉会館１階 会議室

ハローワーク龍野　相生出張所

　　　　　　　　　職業相談部門              0791－22－0920

〃 上郡町 8月7日 13時30分～16時まで  1回 上郡町第２庁舎 小会議室
ハローワーク龍野　相生出張所

　　　　　　　　　職業相談部門              0791－22－0920

龍野所

（赤穂出張所）
赤穂市 8月3日 9時30分～11時30分まで  1回 赤穂市社会福祉課生きがい福祉係内

ハローワーク龍野　赤穂出張所

　　　　　　　　　職業相談部門              0791－42－2376

丹波市


