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「福祉から雇用へ」～生活保護受給者等に対する就労支援により 7,715人が就職～ 

8月は「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 

 

 

東京労働局（局長 前田芳延）では、生活保護受給者等（生活保護受給者、児童扶養手当受

給者、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業による支援を受けている生活困窮者等）

を対象として、地方公共団体の福祉部門と連携し、地方公共団体の施設内にハローワークの常

設窓口（別添リーフレット参照）を設置し、職業相談、職業紹介を実施するほか、地方公共団

体への巡回相談を実施するなど、きめ細やかな就労支援を実施し、平成 29 年度においては

7,715 人が就職しました。 

また、8 月は、児童扶養手当受給者が現況届を提出することから、ハローワークが地方公共

団体の庁舎等に臨時相談窓口を設置する等、「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。 

 

１ 主な実施内容 

（１）臨時相談窓口の設置等 

ハローワークの常設相談窓口が設置されている地方公共団体（23 か所）のほか、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し、きめ細かな職業相談・職

業紹介を実施します。（別添１） 

 

（２）リーフレットの作成・配付 

キャンペーンに係る周知用リーフレットを作成の上、地方公共団体他関係機関を通じて

ひとり親世帯に配付する等、ハローワークの支援の内容等について周知を図るとともに、

関係相談窓口への積極的な誘導を依頼します。 

 

２ 添付資料 

  キャンペーン概要リーフレット（別添 2） 

※ 臨時相談窓口に関する取材は、上記の東京労働局担当課へお問い合わせください。 
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（参考） 東京労働局管内の生活保護受給者等就労自立促進事業による就職者数 

       （人） 

 
合計 

生活保護 

受給者 

児童扶養 

手当受給者 

住居確保給

付金受給者 

生活保護の 

相談段階の者 
生活困窮者 その他 

平成 29 年度 7,715 4,778 621 416 462 1,200 238 

平成 28 年度 7,697 5,241 592 453 207 943 261 

平成 27 年度 7,532 5,436 585 431 120 526 434 

※「その他」とは、総合支援資金貸付利用者、臨時特例つなぎ資金貸付利用者、児童扶養手当の相談段階の者等。 
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管轄ハローワーク 自治体名 施設名称 設置場所 

上 野 台東区 就労支援コーナーたいとう  台東区役所 本庁舎 3 階（台東区東上野 4-5-6） 
品 川 港区 みなとジョブスポット  港区 麻布地区総合支所 2 階（港区六本木 5-16-45） 
大 森 大田区 おおた就労支援コーナー  大田区 蒲田地域庁舎 4 階 （大田区蒲田本町 2-1-1） 
渋 谷 世田谷区 就職サポートコーナーきぬた  世田谷区 砧総合支所 3 階 （世田谷区成城 6-2-1） 

新 宿 
新宿区 新宿就職サポートナビ  新宿区役所 第二分庁舎分館 2 階 （新宿区新宿 5-18-21） 
中野区 中野就職サポート  中野区役所 本庁舎 2 階 （中野区中野 4-8-1） 
杉並区 ステップアップしごとコーナー すぎなみ  杉並区天沼 3-19-16 ウェルファーム杉並 2 階 

池 袋 

豊島区 ワークステップとしま  豊島区役所 新庁舎 4 階（豊島区南池袋 2-45-1） 

板橋区 
しむら就労支援コーナー  板橋区 志村福祉事務所内（板橋区蓮根 2-28-1） 
いたばし就労支援コーナー 

 板橋区 板橋福祉事務所内 

 (板橋区栄町３６－１ 板橋区立グリーンホール４階) 
練馬区 就労応援ねりま  練馬区役所 西庁舎 2 階 （練馬区豊玉北 6-12-1） 

王 子 北区 北区就労支援コーナー  北区役所 第二本庁舎（北区王子本町 1-15-22）  
足 立 

足立区 足立就職支援コーナー（中部福祉事務所）  足立区役所 本庁舎北館２階 （足立区中央本町 4-5-2） 
荒川区 就労支援コーナーあらかわ  荒川区役所 本庁舎１階 （荒川区荒川 2-2-3） 

墨 田 
墨田区 就職支援コーナーすみだ  墨田区役所 本庁舎 1 階 （墨田区吾妻橋 1-23-20） 
葛飾区 就職支援コーナーかつしか  葛飾区役所 本庁舎 4 階 （葛飾区立石 5-13-1） 

木 場 

江東区 江東就職サポート  江東区役所 本庁舎 2 階 （江東区東陽 4-11-28） 

江戸川区 
ワークサポートかさい 

 江戸川区 福祉部生活援護第三課  
（江戸川区東葛西 7-12-6） 

ワークサポートこいわ 
 江戸川区 福祉部生活援護第二課 
（江戸川区東小岩 6-9-14） 

八王子 八王子市 八王子就労サポート 
 八王子市役所 本庁舎地下１階  
（八王子市元本郷町 3-24-1） 

町 田 町田市 就労サポートまちだ  町田市役所 本庁舎 1 階（町田市森野 2-2-22） 
府 中 

府中市 就労支援コーナーふちゅう  府中市役所 東庁舎 6 階（府中市宮西町 2-24） 
調布市 ちょうふ就職サポート  調布市役所 本庁舎 2 階（調布市小島町 2-35-1） 

 

 

臨時相談窓口設置自治体 臨時窓口相談日 管轄ハローワーク 

千代田区 ８月２１日（火） 

飯田橋 中央区 ８月２３日（木） 

文京区 ８月１４日（火）・２８日（火） 

大田区 ８月６日（月）～１０日（金）※８月８日（水）は除く 大森 

世田谷区 ８月２７日（月） 渋谷 

新宿区 
８月３日（金）・１０日（金）・１５日（水） 

・２４日（金）・２９日（水）・３０日（木） 
新宿 

豊島区 ８月６日（月）・２０日（月） 
池袋 

板橋区 ８月１２日（日） 

江東区 ８月 10 日（金）～17 日（金）※土・日除く 木場 

日野市 
８月３日（金）・９日（木）・１６日（木） 

・２３日（木）・３０日（木） 
八王子 

立川市 ８月８日（水） 

立川 

小平市 ８月７日（火） 

東村山市 ８月９日（木） 

国立市 ８月１０日（金） 

東大和市 ８月３日（金） 

武蔵村山市 ８月６日（月） 

青梅市 ８月８日（水） 

青梅 

福生市 ８月９日（木）・２１日（火） 

羽村市 ８月２日（木） 

あきる野市 ８月２０日（月） 

瑞穂町 ８月１０日（金） 

三鷹市 ８月４日（土）・５日（日） 
三鷹 

武蔵野市 ８月１６日（木）・１７日（金）・３０日（木） 

府中市 ８月６日（月）・７日（火） 

府中 多摩市 ８月１７日（金）・２２日（水） 

稲城市 ８月８日（水）・１５日（水） 

自治体との一体的実施施設（常設相談窓口）設置一覧 

臨時相談窓口設置一覧 
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（別添１） 



 
【臨時相談窓口を開設する自治体】 ※お住まいの自治体窓口をご利用ください。 
＜23区内＞ 
 ●千代田区 ●中央区 ●文京区 ●大田区 ●世田谷区 ●新宿区 ●豊島区 
 ●板橋区  ●江東区  
＜多摩地域＞ 
 ●日野市   ●立川市  ●小平市 ●東村山市 ●国立市   ●東大和市 
 ●武蔵村山市 ●青梅市  ●福生市 ●羽村市  ●あきる野市 ●瑞穂町 
 ●三鷹市   ●武蔵野市 ●府中市 ●多摩市  ●稲城市 

出張ハローワーク！ひとり親全力サポートキャンペーンの概要 

 １ 自治体施設内に臨時相談窓口を開設します 

 
【常設相談窓口のある自治体】 ※お住まいの自治体窓口をご利用ください。 
＜23区内＞ 
 ●台東区 ●港 区  ●大田区 ●世田谷区 ●新宿区 ●中野区 ●杉並区 
 ●豊島区 ●練馬区  ●板橋区 ●北 区  ●荒川区 ●足立区 ●墨田区 
 ●葛飾区 ●江戸川区 ●江東区 
＜多摩地域＞ 
 ●八王子市 ●町田市 ●府中市 ●調布市 

 ２ 自治体施設内に設置している常設相談窓口もご利用できます 

ハローワークでは児童扶養手当を受給しているお母さん、お父さんの就職を
お手伝いします。この機会にステップアップを目指しませんか？ 

ハローワークが「全力」でサポートします！ 

ひとり親全力サポートキャンペーン 
（実施期間：平成３０年８月１日～８月３１日） 

ハローワークのサポートメニュー 

就職活動にあたっての心構
え、不安などの解消 

履歴書・職務経
歴書の作成 

希望に合った求人
情報の提供 

面接の受け方等
のアドバイス 

個別担当制によるマッチ
ングのための職業相談・・

職業紹介 
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（別添２） 


