
 
 

 

 

 

首都圏 年内就職応援キャンペーンの実施について 
～失業による住居・生活困窮者等に対する就職支援～ 

 
 埼玉労働局（局長 代田 雅彦）は、首都圏労働局(東京、神奈川、千葉労働局)と連携し、住居や生

活面の支援を必要とする求職者（以下、「住居・生活困窮者」という）が１人でも多く年内に就職でき

るよう「首都圏 年内就職応援キャンペーン 2013」を実施します。 

 
記 

 
 首都圏 年内就職応援キャンペーン 

 
１ 実施機関 

  平成２５年１２月２日（火）～平成２５年１２月２７日（金） 

２ 実施主体 

  埼玉労働局、県内各ハローワーク（１５所） 

３ 連携機関 

  東京労働局、神奈川労働局、千葉労働局、管下各ハローワーク 

４ 目  的 

  住居・生活困窮者に対して、埼玉、東京、神奈川、千葉労働局が連携し、キャンペーン期間中に、

各ハローワーク等で実施する当該者向けの各種就職支援事業や住居・生活支援窓口における相談支援

サービス事業を広域的に周知広報することにより、支援を必要とする求職者を当該地域のハローワー

クに誘導し、一人でも多くの住居・生活困窮者が年内に就職できるよう、効果的な就職支援に取り組

むことを目的とする。 

５ 実施事項 

  埼玉労働局及び県内ハローワークは、自治体や社会福祉協議会の協力を得て、キャンペーン期間中

にハローワークで実施する各種就職支援事業や住居・生活支援窓口における就職支援サービスについ

て周知広報を行い、支援を必要とする求職者をハローワークへ誘導する。 

  各ハローワークにおいては、住居・生活支援窓口を中心として、以下のような取組を実施する。 
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（１）住宅支援給付等の対象となった方に対して、就職支援ナビゲーターを中心とした担当者制による

個別支援を実施する。 

（２）就職面接会（ミニ面接会、管理選考）を実施する。 

（３）応募書類の書き方、面接時のアドバイスなどの就職支援セミナーを実施する。 

（４）寮付き求人、住込み求人、日払い求人など必要に応じた求人情報をハローワーク及び関係機関等

において提供する。 

（５）住居・生活支援窓口において、就職支援ナビゲーター等により担当者制による職業相談、求職者

支援訓練等の案内・あっせんなどの就職支援を実施する。 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

埼玉労働局と県内の各ハローワークでは・・・ 
年末に向けて、離職によって住居等に困っている方に、安心して年末年始を迎えられるよう、

首都圏の労働局と連携してサービスの充実に取り組んでいます。 

 キャンペーン期間以外でも埼玉局は、下記の施設で日常的に連携支援を取り組んでいます。 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
●住宅支援給付等の対象となった方に対する担当制による個別支援の実施 

●直接面接できる出会いの場を提供 

●応募書類の書き方や面接のアドバイス等セミナーの実施 

●求人検索パソコンにより、寮付・住込み、日払い、短期的アルバイト等求人情報の提供 

●求職者支援訓練等職業訓練のあっせん 

ハローワークごとに取組みの内容、実施・開催時期が異なりますので、詳しくはお住まい又は

最寄りのハローワークへお問い合わせください。 

 
 

 

専門のアドバイザーによるワンストップ・サービスを実施しています。 

◇ 志木市役所内ジョブ・スポット志木 ◇ 所沢市役所内ハローワークコーナー ◇ 

◇ 川口市役所内福祉就労支援コーナー ◇ さいたま市各区役所内ジョブ・スポット ◇ 

◇ 川越しごと支援センター ◇ ジョブ・サポートこうのす ◇ 

 

 

 

 

キャンペーン期間中のハローワークにおける取組 

住宅支援 

入居資金 

生活資金 

就職支援 

ハローワーク 

住居・生活支援窓口 
ご相談・ご案内 

連携 

埼玉県・市町村 

社会福祉協議会 

住宅を喪失又は喪失する恐れのある方

に対し、住居の提供や家賃のための給付

を行います。 

住居を失った方に対し、新たに入居する

ために必要な敷金・礼金等の初期費用の

貸付を行います。 

公的資金の貸付開始までの期間あるいは

職業訓練中の給付・貸付を行います。 

再就職のための職業訓練やカウンセリ

ング・講習、職業紹介等の実施等を行い

ます。 

連携 

 

キャンペーン以外の日常的支援施設 



お問い合わせハローワーク一覧 
 

ハローワーク 

名 称 
所在地 電話番号 管轄区域 

川口 
〒332-0031 

川口市青木 3-2-7 
048-251-2901 川口市、蕨市、戸田市 

熊谷 
〒360-0014 

熊谷市箱田 5-6-2 
048-522-5656 熊谷市、深谷市、寄居町 

本庄 
〒367-0053 

本庄市中央 2-5-1 
0495-22-2448 本庄市、上里町、美里町、神川町 

大宮 
〒330-0852 

さいたま市大宮区大成町 1-525 
048-667-8609 

さいたま市のうち西区・北区・大宮

区・見沼区・岩槻区、鴻巣市（旧吹上

町、旧川里町をのぞく）、上尾市、桶

川市、北本市、蓮田市、伊奈町 

川越 

〒350-1118 

川越市豊田本 277-3 

(川越合同庁舎） 

049-242-0197 
川越市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、

ふじみ野市 

東松山 
〒355-0073 

東松山市上野本 1088-4 
0493-22-0240 

東松山市、小川町、嵐山町、川島町、

吉見町、滑川町、ときがわ町、東秩父

村、鳩山町 

浦和 
〒330-0061 

さいたま市浦和区常盤 5-8-40 
048-832-2461 

さいたま市のうち中央区・桜区・浦和

区・南区・緑区 

所沢 

〒359-0042 

所沢市並木 6-1-3 

（所沢合同庁舎） 

04-2992-8609 
所沢市、狭山市、三芳町、入間市（仏

子・野田・新光をのぞく） 

飯能 

〒357-0021 

飯能市双柳 94-15 

(飯能合同庁舎） 

042-974-2345 
飯能市、日高市、毛呂山町、越生町、

入間市（のうち仏子・野田・新光） 

秩父 
〒369-1871 

秩父市下影森 1002-1 
0494-22-3215 

秩父市、皆野町、長瀞町、小鹿野町、

横瀬町 

春日部 
〒344-0036 

春日部市下大増新田 61-3 
048-736-7611 

春日部市、久喜市、幸手市、白岡市、

杉戸町、宮代町 

行田 
〒361-0023 

行田市長野 943 
048-556-3151 

行田市、加須市、羽生市、鴻巣市（の

うち旧吹上町、旧川里町） 

草加 
〒340-8509 

草加市弁天 4-10-7 
048-931-6111 草加市、三郷市、八潮市 

朝霞 
〒351-0025 

朝霞市三原 1-3-1 
048-463-2233 朝霞市、志木市、和光市、新座市 

越谷 
〒343-0023 

越谷市東越谷 1-5-6 
048-969-8609 越谷市、吉川市、松伏町 

◆一部の支援策について取り扱っていないハローワークもありますので、ご利用の際は、まずお住まい又は最寄

りのハローワークへお電話にてお問い合わせください。 

◆各種支援策をご利用いただくためにはハローワークでの求職登録が必要です。 

 

キャンペーン全般のお問い合わせ先：埼玉労働局職業安定部 求職者支援室 ℡048-600-6288 



首都圏年内就職応援キャンペーン　　　（就職支援セミナー）

安定所 開催日 曜日 開催時間 内容

12月4日 水 ９：３０～１０：３０ 職務経歴書の書き方

12月11日 水 ９：３０～１０：３０ 自分の合った職業を見つける／労働基本講座

12月18日 水 ９：３０～１０：３０ 面接対策

12月4日 水 ９：３０～１０：３０ 自己分析

12月18日 水 ９：３０～１０：３０ 履歴書・職務経歴書の作成

12月5日 木 １４：１５～１６：１５ 面接対策

12月12日 木 １４：１５～１６：１５ 応募書類の書き方

12月26日 木 １４：１５～１６：１５ 面接対策

大宮 12月13日 金 １３：３０～１５：３０ 若者セミナー　（面接対策（ジョブサポートこうのす））

川越 12月19日 木 １３：３０～１６：００ 面接対応セミナー

東松山 12月12日 木 １３：３０～１５：００ 履歴書・職務経歴書の作成方法

12月5日 木 １０：３０～１１：３０ 仕事探しに向けて

12月10日 火 １０：３０～１１：３０ 応募書類作成のポイント

12月19日 木 １０：３０～１１：３０ 面接にむけて

１０：００～１１：００

１４：００～１５：００

１０：００～１１：００

１４：００～１５：００

１０：００～１１：００

１４：００～１５：００

12月6日 金 ９：００～１１：３０ 中高年の就職活動とは

９：００～９：４５ 職務経歴書の書き方及び必要性

１０：４５～１１：３０ 労働法基礎講座・面接トレーニング

12月11日 水 １０：３０～１１：３０ 職務経歴書の書き方（基礎編）

12月18日 水 １０：３０～１１：３０ 面接成功のカギ

12月25日 水 １０：３０～１１：３０ 職務経歴書の書き方（実践編）

12月3日 火 ９：３０～１１：３０ 中高年就職支援セミナー

12月17日 火 １３：４５～１６：３０ 自己理解セミナー

12月18日 水 １３：４５～１６：３０ 応募書類のアドバイス

12月19日 木 １３：４５～１６：３０ 面接力をつける

飯能

春日部

朝霞

再就職活動は自己分析から

再就職活動は自己分析から

再就職活動は自己分析から

秩父
12月13日 金

12月4日

川口

熊谷

本庄

浦和

12月18日

水

水

水

12月11日



首都圏年内就職応援キャンペーン　　（就職面接会等）

安定所 開催日 曜日 開催時間 内容 開催場所 問合せ先

熊谷 12月16日 月 １３：３０～１６：３０ 住居・生活相談会
埼玉県消費生活支援センター
熊谷　２階会議室

ハローワーク熊谷

草加 12月11日 水 １３：３０～１５：３０
就括おもてなし就職面接
会

草加市文化会館 ハローワーク草加

朝霞 12月3日 火 １３：３０～１６：００
ジョブスポットしき
ミニ面接会

ハローワーク朝霞 ハローワーク朝霞
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