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「ひとり親」の方の就労を支援します。
～出張ハローワーク！ ひとり親全力サポートキャンペーン～

〇 「ひとり親」の方々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月に合わせて、「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。
〇キャンペーンでは、既にハローワークの常設窓口が設置されている鹿児島市に加
え、県内各市町の庁舎等にハローワークの臨時相談窓口を設置します。

実施場所、日時等は以下のとおりです。
記
１

臨時相談窓口設置場所(３３市町)及び日時

市 町 村

設 置 場 所

日

時

８月９日（金）、８月 13 日（火）～16 日（金）9:00～16:00
鹿児島市

鹿児島市役所 こども福祉課相談室

※上記以外は生活・就労支援センターかごしま
（常設窓口）で対応

８月第２週以降の毎週月・水・金曜日（8 月 5，7，9，14，

鹿屋市

鹿屋市役所別館 第２会議室

枕崎市

枕崎市役所本庁１階 福祉課相談室

８月 22 日（木） 10：00～16：00

阿久根市役所 福祉課７番窓口

８月 21 日（水）、27 日（火） 10:00～15:00

阿久根市

16，19，21，23，26，28，30 日） 9:30～15:30
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出水市

出水市役所 相談室８番

８月６日（火） 9:30～15:30

出水市役所野田支所 市民相談室

８月８日（木） 9:30～12:00

出水市高尾野公民館 研修室

８月８日（木） 13:00～15:30

指宿市役所１階 第一会議室

８月 16 日（金） 11:00～14:00

指宿市役所開聞支所 １階フロア

８月 21 日（水） 11:00～14:00

西之表市役所１階 福祉事務所相談室

８月２日（金） 9:00～12:00

垂水市役所 福祉課内相談室

８月 27 日（火）、29（木） 9:30～15:30

薩摩川内市役所６階 ６０３会議室

８月７日（水）、14 日（水）、28 日（水） 10:00～16:00

日置市役所 福祉課相談室

８月 16 日（金） 10:00～15:00

曽於市役所末吉本庁１階 相談室

８月 13 日（火） 10:00～15:00

曽於市役所財部支所１階 第１会議室

８月 16 日（金） 10:00～15:00

霧島市役所 子育て支援課相談室

８月１日（木）、２日（金）、５日（月）、７日（水）9：30～15：00

指宿市

西之表市
垂水市
薩摩川内市
日置市

曽於市

霧島市

いちき串木野市役所串木野庁舎
８月９日（金） 10:00～15:00

いちき串木野市

地下大会議室
南さつま市総合保健福祉Ｃ
南さつま市

８月７日（水） 10：00～16：00
ふれあいかせだ２階相談室
志布志市役所志布志支所 １階西会議室

８月６日（火） 10:00～15:00

志布志市役所本庁横 有明公民館和室

８月８日（木） 10:00～15:00

奄美市役所 福祉政策課

８月 21 日（水）、28 日（水） 9:00～16:00

南九州市役所川辺庁舎２階 第４会議室

８月 21 日（水） 10：00～16：00

伊佐市役所 こども課第４会議室

８月 19 日（月） 10：00～16：00

姶良市役所蒲生総合支所 福祉係相談室

８月８日（木） 10：00～15：00

姶良市役所加治木総合支所 福祉係相談室

８月 21 日（水） 10：00～15：00

湧水町

湧水町栗野庁舎 別館２会議室

８月 29 日（木） 9：30～15：00

大崎町

大崎町役場１階 相談室

８月 13 日（火）、16 日（金） 9:30～15:30

東串良町役場 東串良町保健センター１階

８月 14 日（水）、15 日（木） 9:30～15:30

錦江町役場本庁 １階会議室

８月 22 日（木） 9:30～15:30

南大隅町役場本庁 中央公民館１階

８月 13 日（火） 9:30～15:30

志布志市

奄美市
南九州市
伊佐市

姶良市

東串良町
錦江町
南大隅町
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肝付町

肝付町役場１階 第１会議室

８月７日（水）、８日（木） 9:30～15:30

中種子町

中種子町役場１階 福祉環境課相談室

８月１日（木） 10:00～15：00

南種子町

南種子町役場２階 議会事務局図書室

８月７日（水） 13:00～16:00

屋久島町役場安房出張所２階 視聴覚室

８月 15 日（木） 13:00～16:00

屋久島町

屋久島町離島開発総合センター１階
８月 16 日（金） 9：:30～15:00
第２会議室

喜界町

喜界町役場 住民課町民相談室

8 月 22 日（木） 10:30～14:00

徳之島町役場１階 会議室

８月９日（金） 10:30～15:00

天城町

天城町役場１階 入札室

８月６日（火） 10:00～15:00

伊仙町

伊仙町役場 選挙管理委員会室

８月７日（水） 10:00～15:00

与論町

与論町役場仮庁舎 多目的屋内運動場

８月 16 日（金） 14:00～17:00

徳之島町

２

常設窓口での取組
平成 28 年度にハローワークの常設窓口を設置した鹿児島市では、常時、児童
扶養手当受給者等を対象とした職業相談・職業紹介を行っています。
・鹿児島市役所(東別館１階「生活・就労支援センター かごしま」）
９：００～１６：００

３

主な実施内容
ハローワークの臨時相談窓口・常設窓口では、きめ細かな職業相談・正社員化
に向けた職業紹介など、「ひとり親」の方の就労支援を実施します。
支援実施に際し、対象者を相談窓口等に着実に誘導するため、児童扶養手当現
況届の案内時に本キャンペーンのお知らせを同封させていただくなど、自治体か
らの協力を得て、周知・広報にも取り組んでいます。

４

お問い合わせ先
各窓口の取扱いなど、詳しくは、実施市町を管轄するハローワークまでお問い
合わせください。
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履歴書の
書き方に
不安が！

★担当制による伴走型支援
★きめ細やかな職業相談
★ひとり親の方向けの求人情報
★ひとり親の方向け職業訓練情報

面接に
自信がもて
ない！
子育てと就職活
動を両立できる
のか不安！

で悩まな
いでください。
ハローワークが
します！

ひとり親の方の中には、このようなお悩みを
抱えている方が少なくありません。

★児童扶養手当の現況届提出期間に、市役所等にハローワークの就職支援
ナビゲーターが出張相談いたします。
★ひとり親の方が現況届を提出した後、就職までワンストップで相談できる体
制をつくることで、ひとり親の方の安定した就労、安定した生活に向けた支援
を行います！

★お子さんの成長に伴い、キャリアアップや正社員就職を希望するひとり親の方も
多くいます。ハローワークなら、在職者の方も相談できます。
★普段は忙しく、ハローワークに行けないという方に対して、臨時相談窓口は
”きっかけの場“として大いに力を発揮します。
★ひとりで悩まないで、ご相談ください！！

平成３０年度には、３１の自治体で臨時相談窓口が設置されました。
平成２９年度のキャンペーンでは１０８件の相談が寄せられ、
８１人の方が、この事業の支援対象者となり、
４６人（ うち正社員 １７人）の方の就職が決まりました。
（※ 平成30年度の実績については令和元年７月末現在で取りまとめます）

あとで面倒なんじゃないかな？・自力で探せるから大丈夫！
と思われている方も、事業の参加にかかわらず、
自分の考えを整理するきっかけとして、
この機会に窓口を訪ねてみてはいかがでしょうか。
お問合せは、お住まいの地域を管轄する
ハローワークまで！

鹿児島労働局・県内各ハローワーク

