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正社員とフリーターの働き⽅・待遇の違いなどをご理解いただけましたか？
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卒業後の進路を考えていただけたらと思います。
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たい」「ブランクがあるが、もう⼀度勉強したい」「社会に出るための訓練がした
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次のページ以降に⼿助けとなる機関の連絡先などをまとめました。
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・利⽤可能な制度

・働く上で知っておいてほしい基礎的な法律
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●仕事知識・技能習得（職業訓練校など） y��£
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ハローワークは厚⽣労働省の機関です。

��������	
�����������

談を⾏っています。

����������� �!	��"#$�%

&�'()*+� �&��,

�����

��	
�
�

�������	
�
����

-. /01 2345 67

�
�

�������� ��	
���� ���������

879

年末

年始

�������� ��	�������������������� ���� �������

������!" !"	#$������ ���%��%����

������&' ( &'		)� �� &'�*���� ���� �����
�

������+,) +,)	-./012���� ���������
�

������34 ( 34	5���
 ��
��������

������346 346	7�8��
�� ��

������

�
�

������91 ( :;	91<=$���� 91�*���� ��
�������� 

������:; :;	駿河区⻄島���� ��
������� 

������>?@:; ( :;	A<BC���
 DEFGHIJKBC�LGM�� ��
������� 

������N' N'	O北���� ��
��������

�������� ��	PQ��
�%%�
 ���������� ��
%������� 

������R$ ST$	UV
����� ��
�����
�

�
�

������W8 掛川市⾦城%� ���%��
���

������X� X�	⾒付��  �� X�YZ�*���� �����������

������X� O[�� X�	\]�������^_`.ab� ����������

������c= ( c=	\<d����� �����
����� 

������c= e�fg���� c=	\<hi����� c=DjKklE%� ����
�%�����

������UV 浜松市北区UV�m;���� ����������

������浜北 c=	浜北区沼� �� ������
���

������":;<= >7?@AB〜CD@CE��FGの施設については平⽇夜間及び⼟曜⽇開庁を⾏って

H!��,IJ�KLMNO"PQRSTTU@VVWSXYZ[\]^_[Z`[Z\a[\ZbcWXTdbeSfgbh[bcUi�jkl�&,m

�������	
����������������������������� !

no�pq��������r� �,st�u
�� �&tv��&�"��wx

yo�z�H3�{&��,F|0"}~������"���%&���m

���� �&w��"��w��!���,

���������検査を⾏い、その結果を踏まえ職業相談を⾏います。
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�求⼈情報を検索し、その結果や労働������������� �&���,

n：履歴書の学歴には「⼤学中退」。採⽤選考や⾯接で不利になることはあるのでしょうか？

yo��主は学歴や資格のほかにも、「⼊社後、募集している仕事内容を責任を持って遂⾏してくれる�

�のか？上司や先輩・同僚とコミュニケーションが取れる⼈物か？」などの様々な角度から採⽤選考�

�q��ので、必ずしも「中退＝不利」という事ではありません。

しかし、⾯接などでは中退の理由を質問されることがあるかもしれません。

�我慢が⾜りない」「⻑続きしない？」などのマイナスと捉えられてしまう事もあるので	 ¡"理由
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受けることができます。また、求⼈検索ができ
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どなたでも無料で職業相談・職業紹介を受けることができる施設です。求⼈情報が検索で

きるパソコンが設置され、ハローワークと同じ求⼈を検索・閲覧することができます。
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§?º�?�A}~T»年以内の既卒者の⽅等の職業相談・職業紹介等を無料で⾏う相談窓
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½¾¢£歳未満の⽅を対象に無料で就職⽀援を⾏っています。
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⼦育てをしながら就職を希望している⽅が無料で職業相談・職業紹介を受けることができ

0¯°�� -6&®eでも落ち着いて求職活動ができる環境を整備し、個々の希望やニー

ズに応じたきめ細かな就職⽀援を⾏っています。
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国が地⽅公共団体と共同事業として⾏っている施設です。どなたでも無料で職業相談・職業紹介が�

�	Ò�ÓÔが検索できるパソコンが設置されています。
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ÕÖ×E歳未満の⽅を対象に職業相談、職業紹介等を⾏っております。
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Ａ：前職で⾟い思いをされた⽅や就職への不安を抱いて相談に来られる⽅に、安

⼼して利⽤いただくために話しやすい雰囲気づくりを⼼掛けています。

ネガティブな思考であったり、投げやりな態度な⽅もいらっしゃいます。そ

の⽅の良いところ・⻑所を⾒つけるなど、優しく接することにより、⾃信を
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の両⽴がしやすい求⼈情報の提供など、総合的かつ⼀貫した就職⽀援を⾏っております。
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ベビーカー同伴でも気軽に利⽤できるスペースを確保しています。
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Ｑ：来所する⼈の年齢層は？来所時の服装は？
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Ｑ：ブランクがあって仕事探しに不安があるのですが´

Ａ：再就職に役⽴つセミナーやキャリアコンサルティングなども実施しています。
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"利⽤者の声.
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ハローワーク以外にも求職者向け⽀援を⾏う
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KL�wòó���Ú¹º��にキャリアカウンセリングを⾏っています。担当者制で、就職サポーター
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ö�Ý÷�øùúû�ü若者

応援宣⾔企業検索システム

若者の採⽤üýþÏ���Æº若者の雇

⽤管理の状況などが優良な中⼩企業を掲載
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厚⽣労働省が運営するºÅ���ü�	
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＜求⼈情報の検索が可能です＞

8883$577-8-0.39-34&(

⺠間職業紹介情報掲載ページ
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<⺠営職業紹介所=

>�労働⼤⾂の許可を受け、求⼈の受理と求職者の紹介を⾏っています（有料職業紹介事業所と無料職業
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<⺠間⼈材サービス情報提供=
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働きたい！・・・けど不安があって働けない

働くことに悩みを持っている⽅に地域若者サ

 WÊ�¡WÍÎ¸ºrstuN1^�� 

�地域若者サポートステーション�

地域若者サポートステーションR�.@)H+Iiでは、働くことに悩んでいる若者を応援しています。
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●仕事が⻑続きしない

このような悩みを抱えている若者RAUVWli	その保護者、家族の⽅が利⽤できます。
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就職や進学に必要なカリキュラムやプログラム、職業⾒学や体験に参加してもらい

ながら進路決定までのサポート就職後のフォローをしています。
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tt!で来るのが不安な場合は家族や友⼈と来てください。
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静岡県⼦ども・若者⽀援ネットワークでは静岡県内の⺠間⽀援vý�wx½¾ÀÁwy!z��&�½¾
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���知識・技能習得
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知識や技術・技能を習得するための「訓練施
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�NO+�QR;'STK浜松職業能⼒開発短期⼤学校M�

�ものづくり」のプロを目指す若者を対象に、技能・技術者を育成する国の⼯科系職業能⼒開発���
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<若年者コース訓練=£¤¥¦^_§À���	2ë��	ÓÔ�� £mn§À���	%¨

<離転職者訓練=I�©ª«ð0´"��"¬�	®�¯���°±����Â
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�静岡県⽴農林⼤学校･静岡県⽴漁業⾼等学園�

農林漁業を志す若者を対象に、農林漁業者、指導者、技術者を育成するための静岡県が設置する養成機
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な技能及び知識を習得するための無料RIï+(¸���¹ºøi"�����	�»"#$����¸�

練期間中に職業訓練受講給付⾦が⽀給されます。
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求職者の⽅々に、再就職に必要な知識や技術を取得するための職業訓練を⾏っています。
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�èé���åt�CÊ���æ
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また、⾯接などの求職活動を⾏う場合には、公⽋となります。

就職活動をスムーズに⾏うための様々な就職⽀援メニューも⽤意しています。

"利⽤者の声.
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0���E�åtw���"�	HÇI�Ã�Þ�"H�Ô��,

○全く経験のない分野を実際に⾏うことで学べ、またさまざまな年齢、性別、全然

Õ��õö�Ö×�Ø�#Ï=tE7&	&Ù��3wEr�åtÑÚÛ�ý×�

�!� �,
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清⽔技術専門校では、ひとりひとりが確かな技術、⾼度な専門性、しなやかな感性と豊かな創造性を⾝

に着け、社会に対応した戦⼒となる技術者を育てることを、⼤きな目標としています。そのために、基礎

から徹底して技術を習得し、専門性を⾼め、さらに豊かな応⽤⼒、創造⼒を養うことができます。

"現役⼤学⽣がテクノカレッジに⾏ってみた66.���<=!

Âò� ¡"ê¤�Ü ���&Ýp� �r�Ú¹º����Ñ ��!÷

備されていて、⼤変好感を持てます。また、医療事務コースや農業コース等もあ

り、男性だけではなく、⼥性も学びやすい環境だと思いますÞÞ

ßàÏÐ7�ý×á Ñ�Â �&��,
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yoÕÖABVWlRただし、⾼等学校卒業程度の学⼒が必要i�	��A�Ê�â�
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Ｑ：修了⽣の就職状況は？
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くの求⼈が届きます。例年就職率はほぼCBBèt���H!��,
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�X]^Y�_程度認定試験�

いろいろな理由で⾼校等を卒業していない⼈の為に、「⾼校を卒業した⼈と同等以上の学⼒があるかど

うか」を⽂部科学省が認定する試験です,¼é��t� A��AØÙ ¡"�×êéw�í·��,

CëVW��·¸ì�Ñ�×��åtw��	í���êé"�×êé��H&�Ñî� ¡²�t$

��y!ïK·��,
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ð×⽇程や会場については、⽂部科学省のホームページからご確認ください。電話やインターネットで

資料請求できます。また、これまで学習してきた成果をもとに、試験科目の免除もありますのでご確認く

#�&,

Ã á â 	

"#$%&'()* ñ7�E〜ë時間程度の授業を⾏います。卒業するためには最低A年間必要です。

"+,%&'()* 夜間部やその他の特別の時間帯で授業を⾏います。

-7��N��wí ò�Ñ·q�	�����õö"�w���&��,

夜間部では⼀般的に⽉〜⾦曜の⼣⽅５時半ころから約×時間の授業を⾏っており、

µó��Â �&�tåÙÑ!��,��	87�ôõH6���,

×年間かけて卒業しますが、通信制⾼校との併修などによりA年間で卒業できる

制度もあります。卒業後は⼤学・短⼤・専門学校、各種試験の受験資格が得られ

��,
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⾏われます。添削指導は、⾃宅で⾃主的に勉強した報告書を定期的に郵送で提出

し、先⽣が添削して⽣徒に返送することにより学習を⾏います。⾯接指導では⽉

に２回程度学校に登校し授業を受けます（主に⽇曜）。

通信制⾼校は３年以上在学し、卒業に必要な単位を修得することにより卒業で

���,²�£�	� A��AØÙ ¡	í�ð×"�×êéw�í·��,

"/0%&'()* ⾼校には、学年制をとらない単位制の⾼校があります。単位制⾼校は、無学年

û"î¡�	²��±²�þ��A年以上在学して取得します。⾃分に合った履修

計画を⽴てることができるなど、学年⽣の⾼校にはない特⾊があります。
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(��á科学省ホームページ
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の奨学⾦制度を紹介します。
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四年制⼤学 ��� Aî�ØÙ ¡
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静岡県⽴⼤学 静岡県⽴⼤学短期⼤学部

:;�<=>#4

�
�

:;?@4A#4 東京⼥⼦医科⼤学 :;?@4A#4BC#4á

:;D�#4 常葉⼤学 "¡#4BC#4á

:;EF#4 vP#4GHI4á 常葉⼤学短期⼤学部

静岡理⼯科⼤学 c=4A#4 vP#4BC#4á

J^K#4�LMN4á "¡#4¡O4á c=4A#4BC#4á

聖隷クリストファー⼤学

�奨学⾦制度等KX]^YM�
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p教育奨学⾦s ⾼校⽣・⾼等専門学校⽣などが対象の無利息の貸付⾦で、教育資⾦と奨学⾦の[�

©!��,

p修学資⾦s ⾼校の定時制課程及び通信制課程に在学する有職⽣徒が対象の無利息の貸付⾦で、
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p奨学給付⾦s 低所得世帯の⾼校⽣、⾼等専門学⽣などに、返済不要の給付型の奨学⾦を⽀給し

��,

�奨学⾦制度等K`^]X]def6M�

⼤学等に進学するには、学費だけでも⾼額な費⽤が必要です。奨学⾦を上⼿に利⽤すれば、保護者に⼤

��ºø��äz���"� ���åtÑCÊ��,
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独⽴⾏政法⼈

7� �½¾À�

国が実施する貸与型の奨学⾦です。

利息の付かない第⼀種奨学⾦と、利息の付く第⼆種奨学⾦があります。これらと

あわせて⼊学時の⼀時⾦として貸与する⼊学時特別増額貸与奨学⾦（利⼦付き）が

!��,� ���0 ���� �� ¡ªH�&¼K�u#�&,

9��/�0oSTTU@VVgggbc]WW[bh[bcU

1³wÉvý 都道府県や市区町村で実施している⼤学⽣⽤の奨学⾦の多くは貸与型です。多く

は、⾦額は少ないが無利⼦、⼊学後に⼤学を通して申し込むこととなります。

� � 学校によって条件や⾦額が違います。
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法令があります。このページではその法律に関
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労働基準監督署では賃⾦、労働時間、労働者の安全と健康の確保などについての監督、指導、労働基準関

係法令に基づく許可、認可などの事務R��"j���iを⾏っています。

MN�¯���":;<= >7?@AB〜CD@CE�で、⼟⽇祝、年末年始は休⽇となります。

������CD34lm�
�
���

総合労働相談コーナーでは労働紛争の解決や未然防⽌に向けた情報提供や相談の受付を⾏っています。職

場におけるトラブル等でお悩みの労働者等の御利⽤をお待ちしております。

�¼MN�Úコーナーの利⽤時間は、平⽇U@BB〜CD@BBまで、⼟⽇祝、年末年始は休⽇となります。
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そして、労働法について知っておくと後々便利です。⼤学や地域でのセミナー等に参加すると就職だ

ä�限らず役に⽴つと思います。 ��
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若者が、働き始める前やアルバイトをするときに、最低限知って

おいてほしいルールをまとめたハンドブックを厚⽣労働省にて作成
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「これってあり？知って役⽴つ労働法Ｑ＆Ａ」全編はこちらのホー
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労働法のことをもう少し詳しく知りたい⼈は、「知って役⽴つ労

Nq|�(���� &¤,

�����������'�(��)��*����2���0�-.��0���0���+��,-�.�,��/���1������

1��^���-�����1������

��



��



��



�����

今回のパンフレットを作成に当たり、掲載施設の取材などで⼤学⽣の皆様の協⼒をいただきました。

協⼒いただきました皆様をこちらで紹介いたします。

常葉⼤学 法学部２年
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ãä§? ⼈⽂学部３年

	ð 佳奈

 õ§? 地域政策学部３年

!¼ §"

ãä#$%&§? ⽂化政策学部３年

íþ '(

ãä)~§? 情報学部３年
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このパンフレットは、「働きたい」「学びたい」と考えている若い世代

の⽅を対象に公的機関をはじめとする連絡先や利⽤⽅法などを紹介して�
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・働きたい、学びたいと思いながらも⾏動できないでいる⽅
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「将来の⽣き⽅・働き⽅を考える」「具体的に⾏動する⼀歩を踏み出
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また、パンフレット作成にあたり、⽀援機関訪問取材に御協⼒をいただ

いた⼤学⽣の皆さん、その他ご協⼒いただいたすべての皆さまに厚くお礼
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