
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報道関係者 各位 

 

ウクライナからの避難民の方の就労を支援します 
 

～ハローワークが仕事探しを応援します～ 

 

避難を目的として日本に入国したウクライナ人に対して、日本での生活を支援するため、群

馬労働局（局長 加藤 博人）では、群馬県など関係機関と連携の上、就労を希望する方を支援

します。 
 
 

【 問い合わせ先 】 
 

  群 馬 労 働 局 職 業 対 策 課 
 

    電 話 番 号 027-210-5008 
 

メールアドレス taisakuka-gummakyoku@mhlw.go.jp 
 

※ ご相談内容により必要な情報をご提供させていただきます。 

  なお、就労希望の方は、最寄りのハローワーク等へ紹介、取り次ぎをさせて 

いただきます。 

 

 （ 添付資料 ） 

   「ハローワークが仕事探しをお手伝いします」 

厚 生 労 働 省 

群 馬 労 働 局 発 表 

令和 4 年 4 月 26 日 

厚生労働省 

Press Release 群馬労働局 

【照会先】 

職業安定部 職業対策課 
課    長    篠 田 幸 一 

課長補佐   橋 本 浩 二 
（電 話） 027-210-5008 

 
 

 

mailto:taisakuka-gummakyoku@mhlw.go.jp


しごと さが てつだ

ハローワークが仕事探しを手伝います

にほん ひなんちゅう しごと さが

から日本に避難中で仕事を探しているひと

ハローワーク

くに しょくいん しごと さが

ハローワークは、国の職員が、あなたが仕事を探す
てつだ かね

お手伝いをするところです。お金はかかりません。

1
きぼう しごと そうだん

希望する仕事の相談

2
はたら かいしゃ さが

働きたい会社を探す

3
はたら かいしゃ しょうかい

働きたい会社への紹介

つぎ むりょう う

ハローワークでは、次のサービスを、すべて無料で受けることがで
きます。

日本語版

えいご そうだん にほんご

ハローワークでは、英語でも相談できますが、日本語が
はな かぞく ともだち いっしょ

話せる家族か友達がいれば、なるべく一緒にきてください。

えいご でんわそうだん

英語でハローワークに電話相談する ☎：0800-919-2901

そうだん

メールで相談する taisakuka-gummakyoku@mhlw.go.jp

ウクライナ

国旗の出典：外務省ホームページ

LL040418外01

えいごつうやく ちか

英語通訳がいる近くのハローワーク
☎：027-210-5008

ぐんまろうどうきょく

群馬労働局



Hello Work helps you find job

For Ukrainian evacuees            who are searching 
for job in Japan

Hello Work

“Hello Work” is the governmental agency to help 
you find a new job. Its service is free.

You can use the following services all free of charge at 
Hello Work.

英語/English

Phone consultation with 
Hello Work in English

phone：
0800-919-2901

Ｅmail consultation

Exhibiting the national flag：

Ministry of Foreign Affairs of Japan Website

taisakuka-gummakyoku@mhlw.go.jp

Hello Work nearby with
English interpreters phone：027-210-5008

Gunmaroudoukyoku

1 Job seeking

2 To find job vacancies

3 To introduce you to a company

You can consult in English using a translator 
device or an interpreter at Hello Work.
However, hopefully you come to Hello Work 
together with your family or friends who can 
speak Japanese.



Hello Work допомагає знайти роботу

Hello Work

Hello Work — це Державний центр зайнятості, 
який допомагає вам у пошуку роботи.

Усі послуги надаються безкоштовно.

1 Консультація з питань професійної орієнтації

2 Підтримка у пошуку бажаної роботи

3 Сприяння у працевлаштуванні

Hello Work пропонує перелічені нижче послуги безкоштовно.

ウクライナ語／Українська

У нашому офісі ви можете поговорити з 
консультантом англійською, але якщо хтось із 
вашої родини чи друзів розмовляє японською, 
ми рекомендуємо вам прийти з ним.

Телефонна консультація
Hello Work англійською мовою

☎номер телефону：
0800-919-2901

Найближчий офіс Hello Work
з перекладачем англійської мови ☎номер телефону：

03-1234-5678

Gunmaroudoukyoku

Евакуйованим з України, які шукають роботу в Японії

Джерело зображення Державного прапора України:

Вебсайт Міністерства закордонних справ ЯпоніїМіністерство охорони здоров'я, праці та добробуту

Консультація по електронній пошті

taisakuka-gummakyoku@mhlw.go.jp


