
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。

ウクライナ

国旗の出典：外務省ホームページ

◎大阪外国人雇用サービスセンター（裏面を参考）では、

『ウクライナ避難民就労支援窓口』を開設し、

裏面のとおり通訳のサービスをおこなっています。

おおさか がいこくじん こよう うらめん さんこう

うらめん つうやく

★大阪府内のハローワーク

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-hellowork/list.html

ひなんみん しゅうろう しえん まどぐち かいせつ

おおさかふない



★大阪外国人雇用サービスセンター

〒５３０－００１７

大阪市北区角田町８－４７

阪急グランドビル１６階

Ｔｅｌ ０６－７７０９－９４６５

Fax ０６－７７０９－９４６８

（ご利用時間）

月～金曜日 １０：００～１８：００

土日祝・年末年始閉庁

ご つうやく ようび じかん

●ウクライナ語の通訳がいる曜日・時間
きん

（金 １４：００～１７：００）

えいご つうやく ようび じかん

●英語の通訳がいる曜日・時間

げつ きん

（月～金 １３：００～１８：００）

おおさかがいこくじんこよう

大阪外国人雇用サービスセンター

☎：06-7709-9465

そうだん

メールで相談する osgaisen-ukr@mhlw.go.jp

おおさか がいこくじん こよう

おおさかし きたく かくだちょう

はんきゅう かい

りよう じかん

どにちしゅく ねんまつねんし へいちょう

げつ きんようび



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：
0800-919-2901

Exhibiting the national flag：

Ministry of Foreign Affairs of Japan Website

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

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-hellowork/list.html

★For Hello Work in Osaka Prefecture.

1 Job seeking

2 To find job vacancies

3 To introduce you to a company

●Osaka Employment Service 
Center for Foreigners(see back 
side)has opened  “Employment 
Support Desk for Ukrainian 
Evacuees” 
We provide an interpreter service. 



★Osaka Employment Service Center

for Foreigners

〒５３０－００１７

Osaka-fu Osaka-shi Kita-ku

Kakuda-cho 8-47

Hankyu Grand Bldg 16F

Ｔｅｌ ０６－７７０９－９４６５

Fax ０６－７７０９－９４６８

（Open Hours）

Mon-Fri １０：００～１８：００

(Closed Sat,Sun,National holidays and Year-End &New Year holidays)

Consultation in Ukrainian
(Fri   14:00~17:00)

Consultation in English 
(Mon-Fri 13:00~18:00)

Osaka Employment 
Service Center for
Foreigners

phone：06-7709-9465

Ｅmail consultation osgaisen-ukr@mhlw.go.jp

Osaka Employment Service Center for Foreigners

Hello Work


