
これからの進路を考えている あなたへ

そして、保護者の方へ

埼玉労働局

✿ 働きたい方 → １ページへ

✿ 働くためのスキルを身に付けたい方 → ３ページへ

✿ もっと学びたい方 → ４ページへ

✿ 就職活動の前に準備をしたい方 → ５ページへ



１ 働きたい

ハローワークの就活サイト

～ 求人票や各種セミナー・面接会などの情報が検索できます ～

ハローワークインターネットサービス （ＵＲＬ： https://www.hellowork.go.jp）

大卒等就職情報ＷＥＢ提供サービス （ＵＲＬ：https://job.gakusei.go.jp）

ハローワークに行ってみよう

自分が何をしたいのかわからない

どんな仕事や会社があるの？

どこに応募したら良いかわからないよ ・・・

履歴書やエントリーシートが作れない

面接なんて自信がない

就職した後も心配だな ・・・

大丈夫！ 不安や悩みを相談しながら、就職活動ができます。

ハローワーク って知っていますか？

ハローワークは全国にあって、仕事を探す皆さんのお手伝いをしています。

仕事探しをしたいな・・・と思ったら、お近くのハローワークに行ってみましょう。

もちろん、利用は無料です。
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ハローワークで相談してみよう

若者のためのハローワーク

学生や既卒3年以内の方の…
✿埼玉新卒応援ハローワーク
330-0854
さいたま市大宮区桜木町 1-9-4 エクセレント大宮ビル６階
TEL:048-650-2234

正社員を希望する45歳未満のための…
✿埼玉わかものハローワーク
330-0854
さいたま市大宮区桜木町 1-9-4 エクセレント大宮ビル４階
TEL:048-658-8609

✿ハローワーク浦和・就業支援サテライト
336-0027 さいたま市南区沼影 1-10-1 ラムザタワー３階
TEL:048-762-6522

◆ 専任のスタッフによる個別相談を行っています。

◆ 地元企業はもちろん、全国各地の求人を見ることができます。

◆ 履歴書など応募書類を相談しながら作ることができます。

◆ 模擬面接、マナー講座、企業研究・・・など、
就職活動に役立つセミナーに参加できます。

◆ 興味検査や適性検査をして、自分のことを見つめなおすことができます。

◆ 就職面接会や企業説明会など、
企業と直接会うことができるイベントも随時開催しています。

お近くのハローワークは裏表紙へ

２

エクセレント大宮ビル



埼玉職業能力開発促進センター（ポリテクセンター埼玉）
〈さいたま市緑区原山 2-18-8 TEL：048-882-4138〉

溶接技術科、 CAD・NC技術科、 機械工作科、
電気制御システム科、 電気設備科、 電子設備科、
組込みシステム開発科、 生産ＩＴシステム科

埼玉県立中央高等技術専門校
〈上尾市戸崎 975 TEL：048-781-3241〉

機械制御システム科、 空調システム科、
情報制御システム科

埼玉県立川口高等技術専門校
〈川口市青木 4-4-22 TEL：048-251-4481〉

情報処理科、 空調システム科、ビル管理科、
機械科（デュアルシステム）

埼玉県立川越高等技術専門校
〈川越市並木 572-1 TEL：049-235-7070〉

金属加工科、 電気工事科、木工工芸科、
ビル管理科

埼玉県立熊谷高等技術専門校
〈熊谷市新堀新田 522 TEL：048-532-6559〉

自動車整備科、 建築科、 機械科（デュアルシステム）

埼玉県立熊谷高等技術専門校秩父分校
〈秩父市上町 3-21-7 7 TEL：0494-22-1948〉

電気設備管理科、 介護サービス科

埼玉県立春日部高等技術専門校
〈春日部市下大増新田 61-1 TEL：048-737-3511〉

自動車整備科、 金属加工科、 電気設備管理科

埼玉県立職業能力開発センター
〈さいたま市北区櫛引町 2-499-11 TEL：048-651-3122〉

介護サービス科、 サービス実務科

２ 働くためのスキルを身につけたい

職業訓練を受講してみよう

就職に役立つ技術を身につけませんか？

◆ ＩＴ、自動車整備、機械加工、建築など、いろいろな科目があります。

◆ 安い授業料 （無料の科目もあります） 、少人数制のアットホームな指導で、

就職活動までしっかりサポートします。

◆ 就職に役立つ資格や受験資格をいろいろ取得できます。（一部の科目を除きます）

県内の職業訓練校
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高校や大学等へ通う

３ もっと学びたい

✿埼玉県教育局 教育総務部 財務課 授業料・奨学金担当 TEL  048-830-6652
✿埼玉県社会福祉協議会 福祉資金部 福祉資金課 TEL  048-822-1192

✿独立行政法人 日本学生支援機構（ＪＡＳＳＯ） http://www.jasso.go.jp/

奨学金制度等

奨学金制度とは、修学に必要な経費を貸し付けることで、学ぶことを支援する制度です。奨学金は
本人に貸与され、卒業した後、分割で返還していきます。

他にも、高等学校等就学支援金や大学独自の奨学金などもあり、返済の必要のない給付型や利
息のない奨学金を利用できる場合もあります。

また、高校生が利用できるもの、専門学校生や大学生が利用できるものなど種類があり、金額や
利息もそれぞれ異なります。

◆高校へ通う
定時制高校や通信制高校など、働きながら通える高校もあります。
近くにどんな学校があるか、調べてみましょう。

・埼玉県立総合教育センター内 入試相談窓口 TEL:048-556-2439
・「彩の国さいたま公立高校ナビゲーション」 http://www.navi.spec.ed.jp/w/

◆大学や専門学校へ通う
幅広い知識や、専門的な技能・技術を身に付けることができます。
学科によっては、資格等を取ることができ、就職に役立てることもできます。

・埼玉の大学・短大 埼玉県のホームページから学校の一覧表を見ることが出来ます。

・一般社団法人 埼玉県専修学校各種学校協会 TEL:048-865-2195

【高等学校卒業程度認定試験】とは・・・
中卒の方や高校を中退した方がこの試験に合格すると、「高校を卒業した人と同等以
上の学力がある」と認められ、「大学入試資格」を得ることができます。
✿文部科学省 生涯学習政策局 生涯学習推進課

TEL:03-5253-4111(内線2024・2643)

～まずは相談してみましょう～

４

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0204/911-20091202-406.html

http://www.saisenkaku.or.jp/



４ 就職活動の前に準備をしたい

サポステに行ってみよう

✿かわぐち若者サポートステーション(若者自立支援センター埼玉)
332-0015 川口市川口 3-2-2 川口若者ゆめワーク ３階 TEL:048-255-8680

✿深谷若者サポートステーション
366-0824 深谷市西島4-2-61 ウェストビル2階 TEL:048-577-4727

✿かすかべ若者サポートステーション
344-0064 春日部市南 1-1-7 ふれあいキューブ 4階 TEL:048-878-9331

✿地域若者サポートステーションさいたま
330-8669 さいたま市大宮区桜木町 1-7-5 ソニックシティビル Ｂ１階 TEL:048-650-9898

サポステ（地域若者サポートステーション）では、

働くことについての悩みを抱える皆さんが、

働くために行動を起こせるよう

さまざまな支援サービスでサポートしています。

埼玉県内のサポステ

◆ 働くことに対する悩み相談
お一人お一人に合わせて、小さな悩み、漠然とした不安にも答えます。

◆ コミュニケーション・自信をつける
コミュニケーション講座などに参加して、少しずつ、自己表現の練習をしたり、自分の能力や強み
を発見していきます。

◆ 働く自信を付けるためのトレーニング
履歴書の書き方、面接対策、パソコン講座、職場体験など様々なプログラムが用意されています。

◆ 就職後の相談
頑張れなかったらどうしよう・・・就職した後の事も心配ですよね。
就職した後も、悩みや不安の相談ができます。

全国のサポステを調べるなら・・・
サポートステーションネット （ＵＲＬ： http://saposute-net.mhlw.go.jp）
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「労働法」とは、みなさんが生きが

い・やりがいを持って働くことができる

よう、働く人を守るための法律です。

就職する前やアルバイトをするときに

は、働くルールである労働法を知ってお

けば、安心です。

そして、働くときの給与や時間などを、

しっかり確認することも重要です。

働き方の違いによって、毎月のお給料

の金額だけでなく、退職金やボーナスが

もらえるかどうか、各種保険に加入でき

るかなども違ってきます。

また、企業での研修や訓練にも差があ

るため、フリーターから正社員に転職す

る際、評価されにくいといったこともあ

ります。

「正社員？ フリーター？ 何が違うの？？？」

正社員とフリーターの違い

労働法を知っていますか？

仕事探しの上で、これだけは知っておきたいこと

「これってあり？ まんが 知って役立つ労働法Q＆A」

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

６

厚生労働省動画チャンネル

https://youtu.be/6FIegzNFek4



埼玉県内のハローワーク
開庁時間 月～金 8:30～17:15(祝日・年末年始を除く)

✿川口公共職業安定所
332-0031
川口市青木 3-2-7
TEL:048-251-2901

✿ハローワーク川口駅前庁舎
332-0015
川口市川口 3-2-2
リプレ川口一番街 2号棟1階
TEL:048-229-8609

✿熊谷公共職業安定所
360-0014
熊谷市箱田 5-6-2
TEL:048-522-5656

✿本庄出張所
367-0053
本庄市中央 2-5-1
TEL:0495-22-2448

✿大宮公共業職業安定所
330-0852
さいたま市大宮区大成町
1-525
TEL:048-667-8609

✿川越公共職業安定所
350-1118
川越市豊田本 277-3
川越合同庁舎１階
TEL:049-242-0197

✿東松山出張所
355-0073
東松山市上野本 1088-4
TEL:0493-22-0240

✿浦和公共職業安定所
330-0061
さいたま市浦和区常盤 5-8-40
TEL:048-832-2461

✿所沢公共職業安定所
359-0042
所沢市並木 6-1-3
所沢合同庁舎 1・2階
TEL:04-2992-8609

✿飯能出張所
357-0021
飯能市双柳 94-15
飯能合同庁舎１階
TEL:042-974-2345

✿秩父公共職業安定所
369-1871
秩父市下影森 1002-1
TEL:0494-22-3215

✿春日部公共職業安定所
344-0036
春日部市下大増新田 61-3
TEL:048-736-7611

✿行田公共職業安定所
361-0023
行田市長野 943
TEL:048-556-3151

✿草加公共職業安定所
340-8509
草加市弁天 4-10-7
TEL:048-931-6111

✿朝霞公共職業安定所
351-0025
朝霞市三原 1-3-1
TEL:048-463-2233

✿越谷公共職業安定所
343-0023
越谷市東越谷 1-5-6
TEL:048-969-8609


