
沖縄県女性就業・労働相談センター
Okinawa Woman-work and Labor Consultation Center

外国語でのご相談の場合はこちらをお勧めします。

For consultations in foreign languages, we recommend the following.

Employees are refusing to work.

従業員が仕事をしてくれない
じゅうぎょういん しごと

Can non-regular employees get 
maternity

 and childcare leave?

産前・産後や育児休暇って非正規雇用者でももらえるの？

English, Chinese, Tagalog, Nepali, others

English, Spanish, Portuguese, 
Chinese, Korean, Tagalog Okinawa International Exchange and

 Human Resource Development Foundation

外国人労働者相談ダイヤル/英語対応（沖縄労働局監督課）
※2020.7.1現在の情報であり変更になる可能性もございます

I was told I have no paid leave 
because 

I am a part-time worker.

パート勤務だから有給休暇は無いと言われた

TEL.098-868-1634

Telephone Consultation Service 

for Foreign Workers

Telephone Consultation Service for 

Foreign Workers - In English 

(Inspection Division, Okinawa Labour Bureau)

Application Form for Legal/

Daily Life Consultations 

for Foreigners

Working Conditions

Handbook

［働く人と雇用する側の労働相談］
はたら ひと こよう がわ ろうどうそうだん

Where should I go to talk about 
work issues?

仕事で悩んでいるけど、どこに相談すればいいの？
しごと なや そうだん

きんむ ゆうきゅうきゅうか な い

 I am having problems with 
workplace relationships.

職場の人間関係で悩んでいる
しょくば にんげんかんけい なや

さんぜん さんご いくじきゅうか ひせいきこようしゃ

My wages are not being paid.

給与を払ってくれない
きゅうよ はら

外国人労働者向け相談ダイヤル

（英語・中国語・タガログ語

ネパール語・その他）

がいこくじんろうどうしゃむ そうだん

えいご ちゅうごくご ご

ご た

労働条件ハンドブック

（英語・スペイン語・ポルトガル語

中国語・韓国語・タガログ語）

ろうどうじょうけん

ちゅうごくご かんこくご ご

えいご ご ご 外国人のための法律・

生活相談申込フォーム

（沖縄県国際交流・人材育成財団）

せいかつそうだんもうしこみ

おきなわけんこくさいこうりゅう じんざいいくせいざいだん

がいこくじん ほうりつ

がいこくじんろうどうしゃそうだん えいごたいおう おきなわろうどうきょくかんとくか

がいこくご そうだん ばあい すす

  for Workers and Employers

Labor
Consultation

開設時間
月曜日 9:00～16：00

かいせつじかん

げつようび



If you have trouble understanding or speaking Japanese, please bring someone who can communicate in Japanese to assist you.

Do you have concerns at work?
Are you having trouble with your coworkers or employer?
Certified social insurance and labor consultant at our Consultation 
Center will offer advice to resolve issues from the standpoint of 
both the worker and employer.
Please feel free to contact us.

Free Labour Consultation Service

沖縄県女性就業・労働相談センター

TEL.0120-610-223 TEL.098-941-4750

￥0

Please feel free to call.

Telephone Consultation Available until 19:00.
Telephone consultations are available via 
toll-free number.

Free Consultation
Please be assured that consultation details 
will be kept strictly confidential.

Confidential & Available for Men and Women

Please make an appointment in advance.

Free Face-to-Face Consultation Service

Get advice from a certified social 
insurance and labor consultant.

Expert Advice

無料電話相談

相談無料 秘密厳守・男女不問

無料対面相談専門家が対応

無
む

料
りょう

労
ろう

働
どう

相
そう

談
だん

働くうえでのお悩みはないですか？

労働者、雇用主とのトラブルはありませんか？

当センターでは、社会保険労務士が労働者と雇用主、

双方の立場で解決に向けてのアドバイスを行っております。

お気軽にご利用ください。
きがる りよう

そうほう たちば かいけつ む おこな

とう しゃかいほけんろうむし ろうどうしゃ こようぬし

ろうどうしゃ こようぬし

はたら なや

働く人と雇い主の

労働問題にアドバイスします！
ろうどうもんだい

はたら ひと やと ぬし

日本語がわからない、話すことが出来ない場合は、

日本語が話せる人と一緒に来てください。
にほんご はな ひと きいっしょ

にほんご はな でき ばあい

社会保険労務士が

対応します

しゃかいほけんろうむし

たいおう

お気軽にお電話ください
月～土（日・祝休み）　9：00～19：00

きがる でんわ

事前予約をお願いします
月～金（土・日・祝休み）　9：00～16：00

じぜんよやく ねが

ご相談内容の秘密は厳守いたします

安心してご相談ください
あんしん そうだん

そうだんないよう ひみつ げんしゅ

電話相談はフリーダイヤルで対応

対面相談も無料です
たいめんそうだん むりょう

でんわそうだん たいおう

お気軽にお電話ください
きがる でんわ

むりょうたいめんそうだん

ひみつげんしゅ だんじょふもん

むりょうでんわそうだんせんもんか たいおう

そうだんむりょう

19時まで
電話相談対応

じ

でんわそうだんたいおう

HP

Okinawa Woman-work and Labor Consultation Center

           Please feel free to call.
        Mon.～Sat.(Except Sun. and     
            Holiday) 9:00～19:00

Free Telephone Consultation Service

Mon.～Fri.(Except Sat. Sun. and 
     Holiday) 9:00～16:00

〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎1丁目20番1号 カフーナ旭橋A街区 6F
グッジョブセンターおきなわ内

● 電話相談専用フリーダイヤル TEL.0120-610-223
● 対面相談・セミナーのお申込み TEL.098-941-4750
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6F グッジョブセンターおきなわ

Offering advice on labor issues

for workers and employers.


