学校等を卒業される・された
学校
等を卒業される・された方（未就職の方
方（未就職の方、非正規
、非正規の職
の職に就く・就いた
に就く・就いた方）へ
方）へ
やめちゃったけど、
どうしよう？

学校等を
学校
等を中途
中途退学される・された
退学される・された方へ
方へ
及びその保護者の方へ

１ 働きたい、正社員で就職したい
・仕事を探しているけど、どうしたら良いかわからない。
・応募したいけど、書類の書き方がわからない。
…などなど
そんなお仕事探しに関するお悩みをお持ちの方は、ハローワーク及び関係機関でご相談ください。
新卒応援ハローワーク（千葉、船橋、松戸）や、柏わかものハローワーク、わかもの支援窓口、ジョブカフェ等ご本人
様の様態にあわせた様々な支援を無料で提供しています。
所在地や連絡先、開庁時間等は、裏面ほか千葉労働局HP(http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/)より
ご確認ください。

２ 専門的なスキルを身に付けたい
各種職業訓練校では、就職に役立つ様々な技能を習得できます。職業訓練校の運営は(独)高齢・障害・求職
者雇用支援機構千葉支部や県立技術専門校など、公的機関が行っています。
訓練コースは3カ月～6ヶ月でPCスキル・介護資格の取得を目指すものから、1年～2年で自動車整備や機械加
工などの技能を専門的に学ぶことができるものまで様々。
応募方法や訓練コースの詳細は、ハローワーク窓口でご相談を！

３ 働きたいけど、コミュニケーションが苦手で不安
地域若者サポートステーション（サポステ）では、一人あるいは、ご家族・保護者だけでは解決が難しい、若者の
不安や仕事に向けた課題の解決を支援しています。
●働くための一歩が踏み出せない。
●人間関係につまづき、働く自信がない。
●仕事が続かず、すぐに辞めてしまう。
●自分らしい働き方を見つけたい。

●働いていない子どもの将来が心配だ。
●子どもに向いた仕事がわからない。
●子どもの自立について相談先がわからない。
●子供が高校を中退し、どうしたらいいの？

このようなお悩みがありましたら、サポステにご相談ください。

４ 学び直しをしたい、もっと学びたい
働きながら高校卒業の資格をとりたい！
☆定時制で学ぶ、通信制で学ぶ
定時制の授業は、17時半頃から21時頃までですが、三部制定時制の学校では午前や午後の授業を受けることもできます。
また、千葉県立の定時制高校はすべて単位制となっていますので、必要単位さえ取得すれば、通常は4年間のところを3年間で
卒業できることもあります。通信制では、普段は郵送によるレポートの添削を受けますが、スクーリング(年間18回)と試験の日は
高校に登校します。定時制・通信制共に、学習の内容や卒業時に与えられる資格は、全日制と同じです。
☆高等学校卒業程度認定試験を受ける
合格者には、大学・短大・専門学校の受験資格が与えられます。また、高等学校卒業者と同等以上の学力があるものとして
認定され、就職・資格試験等に活用することができます。詳しい内容は、文部科学省のHPでご確認ください。

もう一度高校に通いたい
「中途退学したけど、もう一度全日制の高校に通いたい」といったような場合は、再入学・編入という手段もあります。
受入れの可否や時期は、希望する学校にお問い合わせください。

（２７０７ 千葉労働局）

５ 各種問い合わせ先一覧
１

開庁時間 月～金 8:30
8:30～
～17:15
17:15（祝日・年末年始を除く）
（祝日・年末年始を除く）

働きたい、正社員で就職したい

※平日
平日19:00
19:00まで開
まで開庁している施設や、土曜日開庁している施設もあります。
庁している施設や、土曜日開庁している施設もあります。
詳しくは千葉労働局HP
詳しくは千葉労働局
HPでご確認ください。
でご確認ください。
（http://chiba
http://chiba--roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/)

千葉県内の職業相談・紹介窓口

ハローワーク千葉（ちば新卒応援ﾊﾛｰﾜｰｸ） ハローワーク木更津

ハローワーク松戸（まつど新卒応援ﾊﾛｰﾜｰｸ） ハローワーク成田 本庁舎

[所在地]〒261-0001 千葉市美浜区幸町1-1-3 [所在地]〒292-0831 木更津市富士見1-2-1
[TEL]043（242）1181
[TEL]0438（25）8609 ｱｸｱ木更津ﾋﾞﾙ5F
[FAX]043（242）1163
[FAX]0438（25）8601

[所在地]〒271-0092 松戸市松戸1307-1
[TEL]047（367）8609
松戸ﾋﾞﾙ3F
[FAX]047（703）1880

[所在地]〒272-8543 成田市加良部3-4-2
[TEL]0476（27）8609
[FAX]0476（27）1532

ハローワーク市川

ハローワーク佐原

ハローワーク野田

ハローワーク成田 駅前庁舎

[所在地]〒272-8543 市川市南八幡5-11-21
[TEL]047（370）8609
[FAX]047（370）8610

[所在地]〒287-0002 香取市北1-3-2
[TEL]0478（55）1132
[FAX]0478（55）1262

[所在地]〒278-0027 野田市みずき2-6-1
[TEL]04（7124）4181
[FAX]04（7122）9054

[所在地]〒286-0033 成田市花崎町828-11
[TEL]0476（85）8611
ｽｶｲﾀｳﾝ成田3F
[FAX]

ハローワーク船橋 第一庁舎

ハローワーク千葉南

ハローワーク銚子

ハローワーク茂原

[所在地]〒288-0043 銚子市東芝町5-9
[TEL]0479（22）7406
[FAX]0479（22）4620

[所在地]〒297-0078 茂原市高師台1-5-1
[所在地]〒273-0011 船橋市湊町2-10-17
[TEL]0475（25）8609 茂原地方合同庁舎1F [TEL]047（431）8287
[FAX]0475（22）3794
[FAX]047（431）7766

ハローワークいすみ

ハローワーク船橋 第二庁舎

[所在地]〒294-0047 館山市八幡815-2
[TEL]0470（22）2236
[FAX]0470（22）2241

[所在地]〒298-0004 いすみ市大原8000-1
[TEL]0470（62）3551
[FAX]0470（63）1297

[所在地]〒273-0005 船橋市本町2-1-1
ジョブカフェちば（求職窓口）
[TEL]047（420）8609 船橋ｽｸｳｪｱ21ﾋﾞﾙ4・7F
[所在地]〒273-0005 船橋市本町1-3-1
[FAX]
船橋ﾌｪｲｽﾋﾞﾙ9階
[TEL]047（426）8474（新卒応援ﾊﾛｰﾜｰｸ)
[TEL]047（426）8471（ジョブカフェちば）
[FAX]047（425）2308（ジョブカフェちば）

ハローワーク館山

２

専門的なスキルを身に付けたい
専門的
なスキルを身に付けたい

職業訓練相談窓口・職業訓練施設

[所在地]〒260-0842 千葉市中央区南町2-16-3
[TEL]043（300）8609 海気館蘇我駅前ﾋﾞﾙ3･4F
[FAX]043（300）8619

ふなばし
ふなば
し新卒応援ハローワーク

訓練の申込に関するご相談は、ご自身の住所を管轄するハローワークへ！
職業訓練施設一覧
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 千葉支部
ポリテクセンター千葉
ポリテクセンター君津

ポリテクカレッジ千葉

[所在地]〒263-0004 千葉市稲毛区六方町274 [所在地]〒299-1142 君津市坂田428
[TEL]043（422）2224
[TEL]0439（52）0219
[FAX]043（422）2724
[FAX]0439（52）0223

千葉県立高等技術専門校
千葉県立高等技術専門校
市原高等技術専門校

ポリテクカレッジ成田

[所在地]〒260-0025 千葉市中央区問屋町2-25 [所在地]〒286-0045 成田市並木町221-20
[TEL]043（242）4166
[TEL]0476（22）4351

東金高等技術専門校

我孫子高等技術専門校
我孫子
高等技術専門校

[所在地]〒290-0053 市原市平田981-1 [所在地]〒270-1163 我孫子市久寺家684-1 [所在地]〒283-0804 東金市油井1061-6
[TEL]0475（52）3148
[TEL]0436（22）0403
[TEL]04（7184）6411

船橋高等技術専門校
船橋
高等技術専門校

旭高等技術専門校

障害者高等技術専門校
障害者
高等技術専門校

[所在地]〒273-0014 船橋市高瀬町31-7 [所在地]〒289-2505 旭市鎌数5146
[TEL]047（433）2790
[TEL]0479（62）2508

３

[所在地]〒266-0014 千葉市緑区大金沢町470
[TEL]043（291）7744

働きたいけど、コミュニケーションが苦手で不安

千葉県内の若者サポートステーション

ちば地域若者サポートステーション
ちば
地域若者サポートステーション

まつど地域若者サポートステーション

ちば北総地域若者サポートステーション

[開所時間] 火～土（祝日・年末年始を除く）9:30~16:30
[所在地]〒261-0026 千葉市美浜区幕張西4-1-10
[TEL]043（351）5531 [FAX]043（274）8020
[E-mail] info@chiba-supportstation.jp
[H P] http://www.chiba-supportstation.jp

[開所時間] 火～土（祝日・年末年始を除く）9:30~17:00
[所在地] 〒270-0021 松戸市小金原1-19-3
テクノ21松戸地域職業訓練センター内
[TEL] 047（703）8301 [FAX] 047（703）8401
[E-mail] matsudo-saposute@quartz.ocn.ne.jp

[開所時間] 月～金（祝日・年末年始を除く）10:00~18:00
[所在地] 〒286-0044 成田市不動ヶ岡1113-1
成田市勤労会館2階
[TEL] 0476（24）7880 [FAX] 0476（24）5220
[E-mail] hyss@hokusou-saposute.jpn.org
[H P] http://hokusou-saposute.jpn.org/

いちかわ・うらやす若者サポートステーション

ふなばし
ふなば
し地域若者サポートステーション

[開所時間] 火～土（祝日・年末年始を除く）11:00~17:00

[開所時間] 火～土（祝日・年末年始を除く）9:00~17:00
[所在地] 〒273-0005 船橋市本町4-32-2 スクエア１階
[TEL] 047（411）9814 [FAX] 047（411）9814
[E-mail] funasapo@secondspace.jp
[H P] http://www.secondspace.jp

[所在地] 〒272-0122 市川市宝2-10-18 安田ビル１階
[TEL]047（395）3053
[H

P]

［FAX］047（307）3687

http://www.ichikawa-saposute.com/

ちば南部地域若者サポートステーション

かしわ地域若者サポートステーション

ちば南東部地域若者サポートステーション

[開所時間] 火～土（祝日・年末年始を除く）9:30~16:30
[所在地] 〒292-0831 木更津市富士見1-1-1 たちより館2階
[TEL] 0438（23）3711 [FAX] 0438（23）3711
[E-mail] info@chiba-nanbu-suposute.jp
[H P]
http://www.chiba-nanbu-saposute.jp

[開所時間] 火～土（祝日・年末年始を除く）10:00~17:30
[所在地] 277-0004 柏市柏下66－1 柏市勤労会館内
[TEL] 04（7100）1940 [FAX] 04（7100）1950
[E-mail] kashiwa-saposute@jcom.home.ne.jp
[H P] http://k-saposute.com/

[開所時間] 月～金（祝日・年末年始を除く）9:30~16:30
[所在地] 〒297-8511茂原市道表１ 茂原市役所9階
[TEL] 0475（23）5515 [FAX] 0475（23）5515
[H P] http://www.chiba-nantoubu-saposute.jp

４ 学び直しをしたい、もっと学びたい
・定時制・通信制高校への入学について
・全日制高校への入学・編入について
千葉県教育庁教育振興部指導課学力向上室
（県立高校の入学者選抜情報について、編入・転入情報について）
[問い合わせ時間] 月～金（祝日・年末年始を除く）9:00~17:00
[所在地] 〒260-8662 千葉市中央区市場町1-1中庁舎8階
[TEL] 043（223）4056 [FAX] 043（221）6580

高等学校卒業程度認定試験について
高等
学校卒業程度認定試験について
文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課
文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課
（総合的な問い合わせ・願書配付）
[TEL] 03（5253）4111 （内線2024・2643)
[H P] http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shiken/index.htm

・千葉県教育庁教育振興部生涯学習課
（願書配付）

・さわやかちば県民プラザ
・さわやかちば県民プラザ
（願書配付）

[配付時間等]平日9:00～17:00
[所在地] 〒260-8662 千葉市中央区市場町1-1
[TEL] 043（223）4072

[配付時間等]火～日 9:00～20:00
休館日:月
[所在地] 〒277-0882 柏市柏の葉4-3-1
[TEL] 04（7140）8600

