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はじめに

　このハンドブックは、学校を中退され

た方や未就職のまま卒業された方、ご

家族の方などに向けて、今後の進路や

悩みについて相談することができる窓

口をご紹介しています。

　このハンドブックが、新たな一歩を

踏み出すみなさんの参考になれば幸い

です。
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① 何の仕事をしたいのかわからない！ 正社員で就職したい！
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正社員とフリーター（正社員以外の労働者）の違い

　向いている仕事がわからないし、やりたいことも分からないから、とりあ
えず、フリーターになろうと考えている方がいます。
　正社員とフリーターの違いを知っていますか？

（正社員とフリーターの違い）
その１　賃金
●  正社員の年収は年齢の上昇とともに高くなる傾向がありますが、フリーターの年収

は１０代も４０代もほぼ変わりません。
●  仮に６０歳まで働いた場合の生涯年収は、フリーターは約５，０００万円ですが、正社

員は約２億１，０００万円と大きな差があります。

その２　退職金制度・福利厚生などの適用
●  正社員と比べて正社員以外の労働者は、退職金制度、福利厚生などが適用されにく

い傾向があります。
●  例えば、退職金制度は、正社員が８０．６％の適用となる一方、正社員以外の労働者

は９．６％しか適用となっていません。

その３　勤務先での職業能力開発（訓練・研修など）
●  正社員と正社員以外の雇用形態では、勤務先による訓練の実施状況が異なります。
●  勤務先による訓練の実施状況は、正社員が４４．２％となる一方、パート・アルバイト

は１４．４％にとどまっています。
●  パート・アルバイトで勤務を続けても、正社員に比べ、自身の職業能力を開発する機

会が限定される可能性があります。

その４　転職の際の企業の評価
●  企業へ応募する際、フリーター経験者は、職業意識や能力が不足していると評価さ

れる場合があります。
●  企業がフリーター経験を評価しない理由として、「根気がなくいつ辞めるかわから

ない」（約７割）が一番多く、次いで「年齢相応の技能、知識がない」（約５割）となって
います。

　その他にも、フリーター期間が長引くと正社員に転職しにくいというデータもありま
すので、フリーター就職を考えている場合は、ハローワークで相談してみましょう。

（厚生労働省パンフレット「正社員？フリーター？何が違うの？？？」より抜粋）

TOPICS 1

ハローワークってどんなところ？　Q＆A

Q　ハローワークは年配の方が通うイメージですが？
A　実は、多くの若い方がハローワークを利用しています。
　  学生、生徒の方や、卒業後３年以内の方を対象に支援している「札幌新卒応援ハ

ローワーク（P7）」や、若い方（おおむね４５歳未満）を対象に支援している「札幌わか
ものハローワーク（P7）」という施設もあります。

Q　どんな相談ができるんですか？
A　ハローワークではお仕事の探し方、履歴書の書き方、面接の練習、お仕事のご紹介

など、お仕事に関する様々なご相談を行っています。
　  就職活動は不安になることが多いですが、少しでも不安をやわらげることができる

よう、専門のスタッフが親身になってお話をうかがいます。

Q　やりたい仕事がわからないんだけど？
A　自分の希望する仕事がはっきりと決まっていない方も少なくありません。
　  まずは、ハローワークの窓口で、どのようなお仕事の募集があるのか、どのような仕

事の内容なのか、などについて相談してみましょう。だんだんイメージが湧いてきます
よ。

　  希望する方については、職業興味検査、職業適性検査、各種セミナーなどを受ける
ことができます。

Q　今住んでいる地域以外で就職したいのですが？
A　ハローワークは全国ネットワークなので、もよりのハローワークで、地元のお仕事以

外にも、希望する地域のお仕事情報を見ることや、応募することができます。

Q　利用する場合や就職が決まった場合にお金はかかりますか？
A　ハローワークは国の施設なので無料でご利用いただけます。
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やった！ 採用が決まった！ 働く前に確認すること

検　索これってあり？　まんが知って役立つ労働法Q&A

　お仕事が決まるとうれしいですよね。
　でも、働く前に自分の働く条件をしっかり確認しましょう。

Q　「求人広告」にいい条件がたくさん書いてあるけどそのまま信用して大丈夫？
A　自分の働く条件は、 労働契約を結ぶ前にしっかり確認しましょう。 一般に、 求人広

告などに掲載されている条件には、 幅があります。 具体的にどんな仕事で給料はい
くらなのか、 休日や交通費など、 どんな条件で働くのか、 会社にしっかり確認してか
ら、労働契約を結びましょう。 （参照：労働契約法第4条）

Q　面接で即採用、「給料は働きぶりを見て決める」って言われたけど、これってあり？
A　ダメです！ 働く際（労働契約を結ぶ際）に会社は労働条件をはっきりと示さなくては

いけません。 ①雇用期間、 ②雇用期間が決まっている場合は更新の基準、 ③どこで
どんな仕事をするのか（勤務地や業務内容）、 ④勤務時間や休憩時間、 休日など、 ⑤
給料はどのように支払われるのか（給料額の計算方法、支払の時期）、 ⑥辞める時の
決まり（退職や解雇）、 この６項目について会社は労働者に書面で交付しなければな
らないと労働基準法で決められています。 （参照：労働基準法第15条）

Q　「最初は時給５００円」・・・これってあり？
A　ダメです！ 都道府県ごとに最低額が定められており、 それより低い額は認められま

せん。 会社は働くすべての人に最低賃金額以上の賃金を支払わねばならないことが
最低賃金法で決められています。

他にも、 働く際に知っておきたいことやルールがありますので、
詳しくは、 厚生労働省のホームページ、
「これってあり？　まんが知って役立つ労働法Q＆A」
をご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/mangaroudouhou

TOPICS 2
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TOPICS 2 ハローワーク（公共職業安定所）一覧

ハローワークによって開庁日・時間が異なりますので、北海道労働局のHPでご確認ください。

http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hello-work/hello-mapping.html

検　索北海道労働局　ハローワーク一覧

名　称 郵便番号 住　　所 TEL

札幌新卒応援ハローワーク 060-8526 札幌市中央区北4条西5丁目　三井生命札幌共同ビル9階 011-233-0222

札幌わかものハローワーク 060-8526 札幌市中央区北4条西5丁目　三井生命札幌共同ビル7階 011-233-0202

ハローワーク札幌 064-8609 札幌市中央区南10条西14丁目 011-562-0101

ハローワーク札幌東 062-8609 札幌市豊平区月寒東1条３丁目２-１０ 011-853-0101

ハローワーク江別 067-0014 江別市4条1丁目10 011-382-2377

ハローワーク札幌北 065-8609 札幌市東区北16条東4丁目3-1 011-743-8609

ハローワーク千歳 066-8609 千歳市東雲町4-2-6 0123-24-2177

ハローワーク夕張 068-0403 夕張市本町5-5 0123-52-4411

ハローワーク函館 040-8609 函館市新川町26-6　函館地方合同庁舎分庁舎 0138-26-0735

ハローワーク江差 043-8609 檜山郡江差町字姥神町167　江差地方合同庁舎 0139-52-0178

ハローワーク八雲 049-3113 二海郡八雲町相生町108-8　八雲地方合同庁舎 0137-62-2509

ハローワーク旭川 070-0902 旭川市春光町10-58 0166-51-0176

ハローワーク富良野 076-8609 富良野市緑町9-1 0167-23-4121

ハローワーク帯広 080-8609 帯広市西5条南5丁目2 0155-23-8296

ハローワーク池田 083-0022 中川郡池田町西2条2丁目10 015-572-2561

ハローワーク北見 090-0018 北見市青葉町6-8　北見地方合同庁舎 0157-23-6251

ハローワーク遠軽 099-0403 紋別郡遠軽町1条通北4丁目 0158-42-2779

ハローワーク美幌 092-0004 網走郡美幌町仲町1丁目44 0152-73-3555

ハローワーク紋別 094-8609 紋別市南が丘町7丁目45番33号 0158-23-5291

ハローワーク小樽 047-8609 小樽市色内1-10-15 0134-32-8689

ハローワーク余市 046-0004 余市郡余市町大川町2-26 0135-22-3288

ハローワーク滝川 073-0023 滝川市緑町2-5-1 0125-22-3416

ハローワーク深川 074-0001 深川市1条18-10 0164-23-2148

ハローワーク砂川 073-0166 砂川市西6条北5丁目1 0125-54-3147

ハローワーク釧路 085-0832 釧路市富士見3-2-3 0154-41-1201

ハローワーク室蘭 051-0022 室蘭市海岸町1-20-28 0143-22-8689

ハローワーク伊達 052-0025 伊達市網代町5-4 0142-23-2034

ハローワーク岩見沢 068-8609 岩見沢市5条東15　岩見沢地方合同庁舎 0126-22-3450

ハローワーク稚内 097-8609 稚内市末広4丁目1-25 0162-34-1120

ハローワーク岩内 045-8609 岩内郡岩内町字相生199-1 0135-62-1262

ハローワーク倶知安 044-0011 虻田郡倶知安町南1条東3丁目1　倶知安地方合同庁舎 0136-22-0248

ハローワーク留萌 077-0048 留萌市大町2-12　留萌地方合同庁舎 0164-42-0388

ハローワーク名寄 096-8609 名寄市西5条南10丁目2-2 01654-2-4326

ハローワーク士別 095-8609 士別市東4条3丁目1-17 0165-23-3138

ハローワーク浦河 057-0033 浦河郡浦河町堺町東1丁目5-21 0146-22-3036

ハローワーク静内 056-0017 日高郡新ひだか町静内御幸町2丁目1-40　ショッピングセンターピュア3階 0146-42-1734

ハローワーク網走 093-8609 網走市大曲1丁目1-3 0152-44-6287

ハローワーク苫小牧 053-8609 苫小牧市港町1丁目6-15　苫小牧港湾合同庁舎 0144-32-5221

ハローワーク根室 087-8609 根室市弥栄町1丁目18　根室地方合同庁舎4階 0153-23-2161

ハローワーク中標津 086-1002 標津郡中標津町東2条南2丁目1-1　中標津経済ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 0153-72-2544
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② 専門的なスキル（技術）を身につけたい！
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職業訓練って、どういうもの？　Q＆A

検　索北海道労働局　職業訓練

訓練の種類 職業のイメージ 訓練で身に付く内容

金属加工系 溶接工、板金工など 金属の溶接作業や機械を操作して金属を加工する技能・知識

木材加工系 家具製造、建具製造など 木工機械の操作や工具の使用方法などの技能・知識

自動車系 自動車整備士など 自動車の構造や自動車を整備するための技能・知識

建築施工系 大工、製図工など 大工道具の使い方、木材の加工や組み立て、設計などの技能・知識

印刷・製本系 印刷工、印刷デザインなど 印刷物の企画、デザイン、印刷、製本などの技能・知識

電気・電子系 電子回路設計製造など 電気・電子の基礎知識をはじめ、パソコンのプログラミングなどの技能・知識

管理、事務系 一般事務員、経理事務員など 会計処理、決算事務、税務申告、パソコンの事務処理などの技能・知識

介護系 介護員、ホームヘルパー など 高齢者介護、障害者介護など、在宅・施設介護などの技能・知識

情報系 webデザイナー、クリエイター など web制作に必要なillustator、Photoshopなどの技能・知識

医療事務員 医療事務員、調剤事務員など 医療事務、調剤報酬請求事務などの技能・知識

Q　どんな内容の職業訓練があるの？
A　下記のとおり、ものづくり関係の職業に関する訓練や、事務などオフィスワークに関

する訓練があります。
　  他に様々なコースがありますが、詳しくは、北海道労働局のホームページをご覧くだ

さい。

http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/banner/23jobtraining/_119777.html

Q　工業科ではなく、普通科の学校出身だけど、ものづくり関係の訓練コースについて
いける？
A　これまでも普通科の学校を卒業した多くの方々が受講しています。全く未経験の方

でも理解できるよう、ノウハウにたけたスタッフが丁寧にご指導します。

Q　P13の「技専」、「ポリテクセンター」、「能開大」って何が違うの？
A　高等技術専門学院（略称：技専）とは、地方公共団体（北海道）が設置する職業訓練

施設のことで、 １年もしくは２年の職業訓練を実施しており、入校者は新規高卒者の
ほか、離職等による学び直しの方もおります。

　  職業能力開発促進センター（通称：ポリテクセンター）及び「職業能力開発大学校
（通称：能開大）」とは、（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する職業訓練施設
のことで、ポリテクセンターは、主に６ケ月の職業訓練を実施しており、入校者の方は
離職者の方が多く、能開大は最大で計４年間、高度なものづくり分野に関する知識や
技能を習得できる「大学校」の位置づけがされており、高校卒業者を対象としていま
すが、要件を満たせば技専、短大、高専卒業者も対象となる場合があります。

職業訓練って、どういうもの？　Q＆A

〔公的職業訓練のフローチャート〕

Q　職業訓練って何をするの？
A　就職するために必要な技能・知識を身につけるため、職業訓練施設に通い、座学に

加え、実践的な作業を取り入れた訓練を行います。

Q　職業訓練って種類が色々あるみたいだけど？
A　国、地方公共団体及び地方公共団体が民間へ委託して行う公的職業訓練は、大き

く、①公共職業訓練、②求職者支援者訓練、の２つに分けられます。
　  ①公共職業訓練は、離職者向け（主に雇用保険受給者）、学卒者向けに分けられま

　す。
　  　訓練科目は、ものづくり分野を中心とした訓練や、各地域のニーズに応じた訓練

　を実施しています。
　  ②求職者支援訓練は、離職者向け（主に雇用保険を受給できない方）に行っていま

　す。
　  　訓練科目は、介護系、医療事務系、情報系など、希望の仕事や能力に応じた訓練

　を実施しています。

Q　職業訓練を受けるにはどうしたらいいの？
A　訓練の種類、訓練施設によって、募集時期、募集要件、試験、入校費用などが異なり

ます。まずは、各施設のパンフレットやホームページをご確認いただくほか、P7のハ
ローワーク及びP13の訓練施設にお問い合わせください。

公共職業訓練 離職者向け

求職者支援訓練 離職者向け 基礎コース

実践コース

学卒者向け

＊費用 ・ 訓練期間 ・ 実施機関

無料　３ヶ月～1年　ポリテクセンター（施設内訓練）　技専（民間委託）

無料　３ヶ月～6ヶ月　民間教育訓練機関等

無料　３ヶ月～6ヶ月　民間教育訓練機関等

＊無料の訓練であっても、テキスト代等は実費負担となります。

有料　1年～2年　技専（施設内訓練）　能開大
無料　1年～2年　障害者職業能力開発校

職
業
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職業訓練って、どういうもの？　Q＆A

検　索北海道労働局　職業訓練

訓練の種類 職業のイメージ 訓練で身に付く内容

金属加工系 溶接工、板金工など 金属の溶接作業や機械を操作して金属を加工する技能・知識

木材加工系 家具製造、建具製造など 木工機械の操作や工具の使用方法などの技能・知識

自動車系 自動車整備士など 自動車の構造や自動車を整備するための技能・知識

建築施工系 大工、製図工など 大工道具の使い方、木材の加工や組み立て、設計などの技能・知識

印刷・製本系 印刷工、印刷デザインなど 印刷物の企画、デザイン、印刷、製本などの技能・知識

電気・電子系 電子回路設計製造など 電気・電子の基礎知識をはじめ、パソコンのプログラミングなどの技能・知識

管理、事務系 一般事務員、経理事務員など 会計処理、決算事務、税務申告、パソコンの事務処理などの技能・知識

介護系 介護員、ホームヘルパー など 高齢者介護、障害者介護など、在宅・施設介護などの技能・知識

情報系 webデザイナー、クリエイター など web制作に必要なillustator、Photoshopなどの技能・知識

医療事務員 医療事務員、調剤事務員など 医療事務、調剤報酬請求事務などの技能・知識

Q　どんな内容の職業訓練があるの？
A　下記のとおり、ものづくり関係の職業に関する訓練や、事務などオフィスワークに関

する訓練があります。
　  他に様々なコースがありますが、詳しくは、北海道労働局のホームページをご覧くだ

さい。

http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/banner/23jobtraining/_119777.html

Q　工業科ではなく、普通科の学校出身だけど、ものづくり関係の訓練コースについて
いける？
A　これまでも普通科の学校を卒業した多くの方々が受講しています。全く未経験の方

でも理解できるよう、ノウハウにたけたスタッフが丁寧にご指導します。

Q　P13の「技専」、「ポリテクセンター」、「能開大」って何が違うの？
A　高等技術専門学院（略称：技専）とは、地方公共団体（北海道）が設置する職業訓練

施設のことで、 １年もしくは２年の職業訓練を実施しており、入校者は新規高卒者の
ほか、離職等による学び直しの方もおります。

　  職業能力開発促進センター（通称：ポリテクセンター）及び「職業能力開発大学校
（通称：能開大）」とは、（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する職業訓練施設
のことで、ポリテクセンターは、主に６ケ月の職業訓練を実施しており、入校者の方は
離職者の方が多く、能開大は最大で計４年間、高度なものづくり分野に関する知識や
技能を習得できる「大学校」の位置づけがされており、高校卒業者を対象としていま
すが、要件を満たせば技専、短大、高専卒業者も対象となる場合があります。
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職業訓練施設 一覧

具体的な入校、受講方法などは、各施設で発行するパンフレット、または、ホームページをご覧ください。
＊ ○○には、所在地の市町村名を入れてください。

〔高等技術専門学院〕

〔ポリテクセンター〕

〔能開大〕

北海道労働局ホームページ「職業訓練のご案内」

検　索○○技専

検　索ポリテクセンター○○

検　索北海道能開大

検　索北海道労働局　職業訓練

名　称 郵便番号 住　　所 TEL

札幌高等技術専門学院 065-0027 札幌市東区北27条東16丁目1番1号 011-781-5541

ポリテクセンター北海道 063-0804 札幌市西区二十四軒4条1丁目4番1号 011-640-8822

函館高等技術専門学院 041-0801 函館市桔梗町435番地 0138-47-1121

ポリテクセンター函館 041-0841 函館市日吉町3丁目23-1 0138-52-0323

旭川高等技術専門学院 078-8803 旭川市緑が丘東3条2丁目1番1号 0166-65-6667

ポリテクセンター旭川 079-8418 旭川市永山8条20丁目3番1号 0166-48-2412

北海道障害者職業能力開発校 073-0115 砂川市焼山60番地 0125-52-2774

帯広高等技術専門学院 080-2464 帯広市西24条北2丁目18-1 0155-37-2319

北見高等技術専門学院 090-0826 北見市末広町356-1 0157-24-8024

北海道能開大 047-0292 小樽市銭函3丁目190番地 0134-62-3553

釧路高等技術専門学院 084-0915 釧路市大楽毛南1丁目2番51号 0154-57-8011

ポリテクセンター釧路 084-0915 釧路市大楽毛南4丁目5番57号 0154-57-8114

室蘭高等技術専門学院
（通称：室蘭ものづくり能力開発校）

050-0084 室蘭市みゆき町2丁目11番 0143-44-3522

苫小牧高等技術専門学院 053-0052 苫小牧市新開町4丁目6番10号 0144-55-7007

訓練生からのメッセージ

●  ものづくりが好きで工業系の仕事がしたいと思い入校しました。様々な工作機械の
使い方や、加工の仕方を一から覚えることができます。普段なかなか目に付かない仕
事ですが、私たちの生活を支える様々なものを作るのになくてはならない仕事です。
ものづくりに興味がある方はぜひ一度見学に来てください。

（技専　精密機械科）

●  私は木工が好きで「女の技術者ってかっこいい！」という理由で技専に入校しました。
家具・建具は、女性にはあまり馴染みのない業界ですが、実は女性もばりばり活躍で
きる分野です。訓練中、男性との差を感じたことはありません。それは先生方の手厚い
ご指導と実習中心のカリキュラムによるからです。「木工ガール集まれっ！！」

（技専　造形デザイン科）

●  私は、グラフィックデザイナーを目指して入校しました。デザインに関する学科や実
習はもちろん、印刷機械や製本機械の操作など印刷に関わることがたくさん学ぶこと
ができます。

　  印刷に関わる仕事に少しでも興味ある方はぜひ技専に見学に来てください。
（技専　印刷デザイン科）

●  訓練では、初めて聞くことや見ることばかりでした。諦めずに続けることが出来たの
は、自分と同じように建築業界を志すクラスメイトの存在や諦めずに指導してくださ
る講師のおかげでした。
　机上の学習だけではなく、施工技術を実際に経験できたことは現場管理をする今
の仕事でも大変役立っていますし、自信になっています。

（ポリテクセンター　住宅施工技術科（若年者向け・企業実習付きコース））

●  電気を中心に建築、CADといったたくさんの分野に触れることができ、自身のスキ
ルアップに繋がりました。また、さまざまな年代の方と話ができ、勉強以外でも人間関
係・仕事など多くの学びを得ることができました。

（ポリテクセンター　エコ・電気サービス科）

●  入学してから寮に入り、各科の先輩・後輩たちとの交流を積極的に行い、勉強とア
ルバイトを両立させ、楽しく充実した日々を送っています。

（能開大　建築施工システム技術科）

（北海道経済部労働政策局人材育成課発行パンフレット「はじめませんか？職業訓練」より）

TOPICS 3
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職業訓練施設 一覧

具体的な入校、受講方法などは、各施設で発行するパンフレット、または、ホームページをご覧ください。
＊ ○○には、所在地の市町村名を入れてください。

〔高等技術専門学院〕

〔ポリテクセンター〕

〔能開大〕

北海道労働局ホームページ「職業訓練のご案内」

検　索○○技専

検　索ポリテクセンター○○

検　索北海道能開大

検　索北海道労働局　職業訓練

名　称 郵便番号 住　　所 TEL

札幌高等技術専門学院 065-0027 札幌市東区北27条東16丁目1番1号 011-781-5541

ポリテクセンター北海道 063-0804 札幌市西区二十四軒4条1丁目4番1号 011-640-8822

函館高等技術専門学院 041-0801 函館市桔梗町435番地 0138-47-1121

ポリテクセンター函館 041-0841 函館市日吉町3丁目23-1 0138-52-0323

旭川高等技術専門学院 078-8803 旭川市緑が丘東3条2丁目1番1号 0166-65-6667

ポリテクセンター旭川 079-8418 旭川市永山8条20丁目3番1号 0166-48-2412

北海道障害者職業能力開発校 073-0115 砂川市焼山60番地 0125-52-2774

帯広高等技術専門学院 080-2464 帯広市西24条北2丁目18-1 0155-37-2319

北見高等技術専門学院 090-0826 北見市末広町356-1 0157-24-8024

北海道能開大 047-0292 小樽市銭函3丁目190番地 0134-62-3553

釧路高等技術専門学院 084-0915 釧路市大楽毛南1丁目2番51号 0154-57-8011

ポリテクセンター釧路 084-0915 釧路市大楽毛南4丁目5番57号 0154-57-8114

室蘭高等技術専門学院
（通称：室蘭ものづくり能力開発校）

050-0084 室蘭市みゆき町2丁目11番 0143-44-3522

苫小牧高等技術専門学院 053-0052 苫小牧市新開町4丁目6番10号 0144-55-7007
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③ 働きたいけど、コミュニケーションが苦手で不安・・・
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サポステを利用した方々からの声

　ご自身が「サポステに行ってみよう」と思ったときのことを教えてください
●  学校にも通ってないし、仕事もしていなくて、でも面接を受ける勇気もない。ただうじ
うじ悩んでいた時にどこでも良いから行く場所が欲しくて面談の予約を入れました。

●  今のままじゃダメだと思ったので、自分を変えるためにサポステに行ってみようと思
いました。

　行ってみて、サポステはどうでしたか？
●  職員さんが親切で、不安なことを聞いてくれたり、気をつかってくれるのでサポステ

に行って良かったです。
●  いい人に出会えたり、お話ができて良かったです。
●  新しい友達ができたので良かったと思います。職業体験が出来るのも良かったです。

　いまホームページを見て、サポステに行くかどうか悩んでいる方へメッセージをお願
いします！
●  とりあえず悩んでいるなら、一度来てみたら良いと思います♪
●  最初は何もできなくても良いと思うから、一度サポステに行ってみて欲しい。思いが

けないかたちで仕事が決まったりします。
●  最初はすごく緊張するけど、スタッフさんは親切でやさしい人が多いので、とても楽
しく過ごすことができると思います。

（さっぽろ若者サポートステーション利用者より）

サポステ（地域若者サポートステーション）　一覧
名　称 郵便番号 住　　所 TEL

＊ ○○には、地域名を入れてください。

検　索○○若者サポートステーション

TOPICS 4

さっぽろ若者サポートステーション 060-0051
札幌市中央区南1条東2丁目6 大通バスセンタービル2号館2階

011-223-4421
HP▶ http://saposute.net　Mail▶ sapporo-saposute@syaa.jp

はこだて若者サポートステーション 040-0054
函館市元町14-1

0138-22-0325
HP▶ http://www.hakodate-saposute.jp　Mail▶ info@hakodate-saposute.jp

あさひかわ若者サポートステーション 070-0032
旭川市2条通7丁目227-1　マルカツデパート5F

0166-73-9228
HP▶ http://asahikawa-sapo.roukyou.gr.jp　Mail▶ asahikawa-saposute@roukyou.gr.jp

おびひろ地域若者サポートステーション 080-0016
帯広市西6条南6丁目3　ソネビル2階

0155-67-5202
HP▶ http://www.keisei-kai.jp/saposute/　Mail▶ obi-saposute@keisei-kai.jp

オホーツク若者サポートステーション 090-0037
北見市美芳町5丁目2-13　ライズビル1F
HP▶ http://sp.npo-wf.com 0157-57-3136

くしろ若者サポートステーション 085-0015
釧路市北大通12丁目1番14号　ビケンワークビル3階

0154-68-5102
HP▶ http://kushiro-saposute.jimdo.com　Mail▶ kushiro-saposute@roukyou.gr.jp

岩見沢地域若者サポートステーション 068-0024
岩見沢市4条西5丁目　理光ビル4階

0126-25-0601
HP▶ http://saposute.biz　Mail▶ iwamizawa-saposute@syaa.jp

とまこまい若者サポートステーション 053-0025
苫小牧市本町1-1-4　コーポハマナス1F

0144-82-7141
HP▶ http://tm-saposute.roukyou.gr.jp　Mail▶ tm-saposute@roukyou.gr.jp

サポステってどんなところ？　Q＆A

Q　サポステってどんな人が利用するの？
A　「得意分野も思いつかないので、ハローワークへ行くのも不安」、「周囲からプレッ
シャーを感じているけど、就職活動でアピールできるようなことは何もない。」、「今の
自分には居場所がどこにもない気がする」など、働きたいけど何から始めればいいの
かわからない方、人と話すのが苦手な方、などが通っています。

Q　サポステで何をするの？
A　まずは、専門のスタッフが、詳しいお話を伺います。その上で、就労に向けた今後の
計画（例えば、「２か月間で生活リズムを立て直す」、「4か月後に就労体験に挑戦」、「6
か月後にアルバイトを始める」など）を立てて、仲間づくり、職場見学、就労体験など、
様々なプログラムに参加し、楽しみながら一歩づつ、目標に向かっていきます。

Q　何をしたいか考えがまとまらない。サポステ行ってもいいの？
A　大歓迎です。まずは、サポステに電話する、メールを送るなど、軽い気持ちで一歩を
踏み出してみませんか？

Q　サポステに通うのにお金はかかるの？
A　無料です。ただ、サポステによって行っているプログラムは異なります。一部、有料の
プログラムもありますので詳しくは各サポステにお問い合わせください。
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④ 学び直しをしたい！ もっと学びたい！

高校を中途退学したけど、また、高校へ通いたい！ 進学したい！　Q＆A

検　索中途退学　北海道

検　索北海道総務部学事課

検　索高校卒業程度認定試験

Q　高校を中退しても、また高校へ通えるの？
A　高校を中退した方は、再入学、編入学という制度により、再度高校で学ぶことがで

きます。
　　再入学、編入学を希望する場合は、希望する高校へ随時ご相談ください。
　　なお、詳細は、北海道教育委員会のホームページをご覧ください。

　  道立高校の再入学・編入学・全日制・定時制・通信制について

　  http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/kki/cyuutai.htm

　  私立高校の学校名簿について

　  http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/gkj/

Q　全日制、定時制、通信制って何？
A　学ぶ時間帯や学び方によって次の３つに分けています。
　  ①全日制
　  　8時30分頃から午後3時頃まで、6時間程度の授業があり、卒業するために最

　低3年必要となります。
　  ②定時制
　　  午後5時30分頃から午後9時頃まで、 4時間程度の授業があり、 卒業するため

　に、4年必要となりますが、学校外の授業をうけるなど、学校の認める方法で単位
　を修得し、3年で卒業可能となる学校もあります。

　  ③通信制
　　  自宅などで学校から送られてくる課題を提出し、添削指導を受けながら単位を

　修得していきます。面接指導（スクーリング）や試験のときは学校へ登校します。
　  　なお、働きながら学ぶ場合は、②定時制、③通信制となります。

Q　高校を中退しても、大学の受験資格を得る方法があるって聞いたけど？
A　高校卒業程度認定試験に合格すると、高校卒業者と同程度の学力がある者と認定

され、大学、短大、専門学校の受験資格はもちろん、就職や資格試験などに活用する
ことができます。

　　例年、8月と11月に試験がありますので、詳しくは文部科学省のホームページをご
確認ください。

　  http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shiken/
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高校を中途退学したけど、また、高校へ通いたい！ 進学したい！　Q＆A

検　索高等学校等就学支援金制度　北海道教育委員会

検　索高等学校等就学支援金制度　北海道

検　索奨学給付金 北海道教育委員会

検　索奨学のための給付金 北海道

検　索学び直し支援金　北海道教育委員会

Q　修学支援制度ってどういうもの？
A　高校において安心して教育を受けることができるよう、経済的負担を減らすための

修学支援制度を、国や地方自治体、各教育委員会などが設けています。
　　主な修学支援制度としては、 ①授業料に充てるための就学支援金を支給する「高

等学校等就学支援金」、②授業料以外の教育費負担を目的とした「高校生等奨学給
付金」、③高校を退学した生徒が学び直しのため、再度高校に入学した場合に就学支
援金制度における支給期間満了後も２年間を限度として支給される「学び直し支援
金」などの制度があります。

　　各制度によって、保護者の所得や、在籍する高校の課程など、様々な要件がありま
すので、詳しくは北海道教育委員会及び北海道総務部学事課のホームページをご確
認ください。

　  ①高等学校等就学支援金
　　  （国公立）

　  　http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/kki/shugakushienkin.htm

　　  （私立）

　  　http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/gkj/gakuji-hp/syugakusienkin.htm

　  ②高校生等奨学給付金制度
　　  （国公立）

　  　http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/kki/syougakukyuufukin.htm

　　  （私立）

　  　http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/gkj/gakuji-hp/shogakukyufu.htm

　  ③学び直し支援金

　  　http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/kki/manabinaoshireaflet.pdf

（上記制度のうち、国公立に関わるお問い合わせ先）
北海道教育庁学校教育局高校教育課
住所：札幌市中央区北３条西７丁目
電話：０１１－２３１－４１１１（内線３５－７１２）

（上記制度のうち、私立に関わるお問い合わせ先）
北海道総務部法務・法人局学事課
住所：札幌市中央区北３条西６丁目
電話：０１１－２０４－５０６６

2017 年 3 月発行
制　　作： 厚生労働省北海道労働局
 〒060 ─8566
 札幌市北区北 8 条西 2 丁目 1 番 1 号
 札幌第一合同庁舎　3 階
 TEL 011 ─709 ─2311（内線 3675）
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