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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 

 

 

ひとり親家庭の皆様の就労支援を強化するため、児童扶養手当を受給されている方々が

手当の現況届を提出する８月の時期に合わせ、ハローワークが自治体内に臨時相談窓口を

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。 

概要は以下のとおりです。 

 

記 

 

１ 実施期間 

令和元年８月１日（木）から同年８月３０日（金）まで 

＊各自治体ごとに、臨時相談窓口の設置日が異なります（別紙１参照）。 

   

２ 主な内容 

（１）臨時相談窓口の設置 

実施期間中に、県内１１自治体（新潟市、長岡市、上越市、三条市、柏崎市、

新発田市、佐渡市、村上市、小千谷市、燕市、弥彦村）の１９庁舎内にハローワ

ークの臨時相談窓口を設置します。 

また、自治体庁舎以外でも臨時相談窓口を設け、専門相談員によるきめ細やか

な職業相談や職業紹介を実施します。 

 

 

【担当・照会先】 
 

新潟労働局  職 業 安 定 部 訓 練 室 

室   長  星野 浩（内線 4340） 

室長補佐  梅田 昌己（内線 4341） 

（直通電話） 025-288-35４５ 
 

令和元年 7 月 30 日 

厚生労働省 

新潟労働局 発表 



 

 

（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（別紙２参照）を作成の上、各自治体他関係 

機関を通じ配布するほか、臨時相談窓口への看板の掲示等、対象となる方々への

周知を行います。 

   



別紙１

８/５（月）、８/１３（火）、８/１９（月）、８/２６（月）

１　自治体で開設する臨時相談窓口

臨時相談窓口の設置日

常設窓口（ワークポート新潟）で相談します。

常設窓口（中央区ハローワークコーナー）で相談します。

常設窓口（西区ハローワークコーナー）で相談します。

新潟市（東区）

新潟市東区下木戸1-4-1

新潟市（中央区）
新　潟

新　潟

新潟市中央区西堀通６番町866

新潟市（西区）

新潟市西区寺尾東3-14-41 （平日のみ）

（平日のみ）

9:00 ～ 17:30

自治体名

住　　　所

新潟市江南区泉町3-4-5

西蒲原郡弥彦村大字矢作402

上越市木田1-1-3

三条市

三条市旭町2-3-1

柏崎市

村上市

村上市三之町1-1

※上記１は各自治体内に臨時窓口を設置します。２については、ハローワークもしくはハローワークの出先機関に臨時
窓口を設置して、専門相談員（就職支援ナビゲーター）が職業相談を行います。

上越市

長　岡

9:00 ～ 16:00
（平日のみ）

新発田市中央町3-3-3

８/７、８/１４、８/２１、８/２８　各日とも水曜日

新潟市秋葉区程島2009
８/７、８/１４、８/２１、８/２８　各日とも水曜日

新　潟

新　潟

新潟市（北区）

新潟市北区葛塚3197

新潟市（江南区）

13:00～15:30

13:00～16:00

13:00～16:00

新　津
新潟市（秋葉区）

８／２０（火）

9:30～11:30

13:00～15:30

8:30～12:00

10:00～15:00

巻
弥彦村

令和元年度「出張ハローワーク！ひとり親全力サポートキャンペーン」

五泉しごと館

五泉市太田1092-1 五泉市福祉会館
８/８、８/２２

各日とも木曜日
9:30～11:30

臨時相談窓口

設置場所
設置日 開設時間管轄安定所

長　岡

管轄安定所

新　潟

開設時間

9:00 ～ 17:30

（平日のみ）

9:00 ～ 17:30

巻

新　津 五泉市

新　津

巻

新潟市南区白根1235

新潟市（西蒲区）

新潟市西蒲区巻甲2690-1

新発田市

長　岡

佐　渡
佐渡市（本庁舎、相川支所）

佐渡市千種232、相川栄町27

13:30～16:30

新潟市（南区）

9:30～12:00

14:00～16:00

長岡市
８／２０（火）　 13:30～16:00

長岡市大手通１－４－１０

８/６、８/１３、８/２０、８/２７　各日とも火曜日

８／２３（金）

８／３０（金） 13:00～17:00

10:00～15:00

上　越

三　条

柏　崎

新発田

柏崎市中央町5-50

燕市

燕市吉田西太田1934
８／２２（木） 13:30～16:30

本庁舎８/２（金）、相川支所８/２７（火）

８／６（火）　

８／２５（日）

８／２０（火）

小千谷市

小千谷市城内2-7-5

長岡市 ８/９（金）～８/２０（火）
ハローワーク長岡

長岡市千歳1-3-88  長岡地方合同庁舎

村　上

自治体名

２　自治体庁舎以外の臨時相談窓口

８／２０（火） 13:00～16:00

８／９（金）

○臨時窓口を開設する安定所

１０所（新潟、長岡、上越、三条、柏崎、新発田、新津、巻、佐渡、村上）

○臨時窓口を開設する自治体

自治体庁舎内に開設 １１自治体（新潟市、長岡市、上越市、三条市、柏崎市、新発田市、佐渡市、

村上市、燕市、小千谷市、弥彦村）

自治体庁舎以外に開設 ２自治体（長岡市、五泉市 ）

○臨時窓口の設置数

２１か所（うち、自治体に臨時窓口を設置１９か所、自治体以外への臨時窓口設置２か所）



〒950-8532

〒940-8609

〒943-0803

〒945-8501

〒957-0072

〒956-0864

安定所名 電話番号

ハローワーク新潟

◎臨時相談窓口の詳細については、各自治体を管轄するハローワークへお問い合わせください。

新発田地方合同庁舎内
0254-27-6677

◎上記以外のハローワークでもキャンペーンの周知を図り、期間中はハローワーク内に専門の相談窓口を設けて積極
的な相談を行っています。

ハローワーク新発田
新発田市日渡96

〒952-0011

新潟市秋葉区新津本町4-18-8

025-280-8609  (43#)

0258-32-1181 (42#)

025-523-6121 (42#)

佐渡市両津夷269-8

ハローワーク巻

ハローワーク上越

ハローワーク三条

ハローワーク柏崎

ハローワーク長岡

0256-72-3155

新潟市中央区美咲町1-2-1

新潟美咲合同庁舎２号館

長岡市千歳1-3-88

長岡地方合同庁舎

上越市春日野1-5-22

上越地方合同庁舎

柏崎市田中26-23

柏崎地方合同庁舎
0257-23-2140

0250-22-2233

三条市北入蔵1-3-10

住　　　　　所

〒955-0053

〒958-0033 村上市緑町1-6-8 0254-53-4141

新津労働総合庁舎

ハローワーク佐渡 0259-27-2248

ハローワーク新津

0256-38-5431

〒953-0041 新潟市西蒲区巻甲4087

ハローワーク村上



 

厚生労働省・新潟労働局・ハローワーク 

 

 

 

 

 

 

皆様のお住まいの市役所等にハローワークの臨時窓口を設置します。 

臨時窓口では、ハローワークの専門相談員を派遣してご相談をいたします。 

 普段は忙しくてハローワークに来ることのできないお父様やお母様、児童扶養手当の

現況届の提出の際にぜひ窓口をご利用ください。 

 あなたのお仕事についてのお悩みを、ハローワークにお聞かせください。 

 
 

◎各自治体内の臨時相談窓口 

管轄安定所 自治体名 臨時相談窓口の設置日 開設時間 

 

 

新 潟 

新潟市東区役所（ワークポート新潟） 平日（月～金） 9:00～17:30 

新潟市中央区役所（ハローワークコーナー） 平日（月～金） 9:00～17:30 

新潟市西区役所（ハローワークコーナー） 平日（月～金） 9:00～17:30 

新潟市北区役所 8月 5、13、19、26日 13:00～16:00 

新潟市江南区役所 8月 7、14、21、28日 13:00～16:00 

新 津 
新潟市秋葉区役所 8月 7、14、21、28日（予約制） 14:00～16:00 

新潟市南区役所 8月 6、13、20、27日（予約制） 13:00～15:30 

巻 

新潟市西蒲区役所 8月 23日 13:30～16:30 

燕市 8月 22日 13:30～16:30 

弥彦村役場 8月 20日 9:30～12:00 

長 岡 
長岡市役所 8月 20日 13:30～16:00 

小千谷市役所 8月 6日 9:30～11:30 

上 越 上越市役所 8月 25日（予約制）  8:30～12:00 

三 条 三条市役所 8月 20日 10:00～15:00 

柏 崎 柏崎市役所 8月 30日（予約制） 13:00～17:00 

新発田 新発田市役所 8月 20日 13:00～16:00 

佐 渡 佐渡市役所（本庁舎、相川支所） 8月 2（本庁舎）、27日（相川支所） 10:00～15:00 

村 上 村上市役所 8月 9日 13:00～15:30 

 

 

 

 

 

がんばるあなたをハローワークが応援します !! 

出張ハローワーク！ 

ひとり親全力サポートキャンペーン 

自治体へ現況届の提出の際にお越しください。 

正社員求人もご用意しています。 

（裏面もご覧ください） 

別紙２ 



 

厚生労働省・新潟労働局・ハローワーク 

 

◎自治体庁舎以外の臨時相談窓口 

管轄安定所 自治体名 臨時相談窓口設置場所 設置日 開設時間 

長 岡 長岡市 
ハローワーク長岡  

長岡市千歳 1-3-88長岡地方合同庁舎 

8月 9～20日 

（平日のみ） 
9:00～16:00 

新 津 五泉市 
五泉しごと館 

五泉市大田 1092-1 五泉市福祉会館 
8月 8、22日 9:30～11:30 

※自治体庁舎外（ハローワークの出先機関）に臨時相談窓口を設置して、専門相談員（就
職支援ナビゲーター）がご相談します。 

 

◎臨時相談窓口の詳細については、各自治体を管轄するハローワークへお
問い合わせください。 
 

安定所名 住  所 電話番号 

ハローワーク新潟 
〒950-8532 新潟市中央区美咲町 1-2-1 

            新潟美咲合同庁舎 2号館 
025-280-8609(43#) 

ハローワーク長岡 
〒940-8609 長岡市千歳 1-3-88 

      長岡地方合同庁舎 
0258-32-1181(42#) 

ハローワーク上越 
〒943-0803 上越市春日野 1-5-22 

      上越地方合同庁舎 
025-523-6121(42#) 

ハローワーク三条 〒955-0053 三条市北入蔵 1-3-10 0256-38-5431 

ハローワーク柏崎 
〒945-8501 柏崎市田中 26-23 

柏崎市地方合同庁舎 
0257-23-2140 

ハローワーク新発田 
〒957-0072 新発田市日渡 96 

      新発田地方合同庁舎 
0254-27-6677 

ハローワーク新津 
〒956-0864 新潟市秋葉区新津本町 4-18-8 

            新津労働総合庁舎 
0250-22-2233 

ハローワーク巻 〒953-0041 新潟市西蒲区巻甲 4087 0256-72-3155 

ハローワーク佐渡 〒952-0011 佐渡市両津夷 269-8 0259-27-2248 

ハローワーク村上 〒958-0033 村上市緑町 1-6-8 0254-53-4141 

 

 

 

 

 


