
実習生のみなさん 实习生们 

にげる まえ 

ちょっと まって！ 
そうだんしましょう 
在逃离前  请稍等！ 

跟我们咨询一下吧 

だまされない 不要受骗！ 

「もっとお金がもらえる」「難民申請できる」「簡単」・・・ 

悪い人がいます。こういう誘いにのらないで。 

“能赚到更多钱”“能申请难民”“很容易”・・・坏人很多，不要被这种花言巧语所迷惑！ 

だいじょうぶ 不要担心 

「クミアイが恐い」「帰国させられる」「お金が返せなくな

る」・・・とても恐いですね。でも、「そうだん」すれば守

ってくれます。 

“工会很吓人”“会被遣送回国”“借的钱还不了” ・・・确实挺恐

怖。但是，咨询一下会有人帮助你。 

逃げるとビザがすぐに取り消される場合があります。先に連

絡しておけば、入管が手続してくれます。 

如果逃离，签证有可能马上会失效。如果提前联系，入管会

给你办手续. 

しょうこ だいじ 
证据特别重要. 

給料や残業など証拠を集めておきましょう。給料、残

業時間など紙に書いたもの、写真、録音もとりましょう。 

保管好工资和加班费等证据。记录工资、加班时间的

材料、需要时也可以照相、录音 

.  

中国語 中文 



実習生を保護する法律ができました。 
保护实习生的法律已被制定 
2017年 11月から「技能実習法」ができました。  
外出の自由や寮費のことなど詳しく決まっています。 
強制帰国は不正になります。 
会社に対する罰則も厳しくなりました。 
すでにいすでにいる実習生にはビザの更新時から適用され
ます。 
2017 年 11月开始有了“技能实习法”。法律对外出的自由、住宿

费等有详细的规定。强制遣送回国是违法行为。对公司的处罚也

更严格了。 

已在日本的实习生在更新签证时适用以上法律。 

実習生に申告権（告発）ができました。 

实习生有投诉权（告发）。 

母国語で相談できます。 

可以用母语咨询⇒http://www.otit.go.jp/notebook/ 

技能実習機構 

技能实习机构⇒http://www.otit.go.jp/ 

 

日本人に頼むこともできます。 
可以在实习机构的母语咨询处填写 
労働基準法は全国の労基署で母国語で申告（告発）することが
できますが、本人がしなければなりません。実習生は労基法も
入管法も違反があれば訴える（申告）ことができるようになり
ました。委任状があれば誰でも代理人になることができます。 
このリーフはそのために作成しました。 

 

也可以找日本人帮忙。 

劳动基准法规定在全国的任何一处劳基署都可以用母语投诉，但是必须本人来投诉。不管是劳动基本

法还是入管法，如果有违反实习生都可以投诉。如果有委托书，任何人都可以成为代理人。 

 

这个宣传单是作为咨询、投诉的指南而制作的。 

 

―――発行 愛労連・くれまつ TEL052-871-5433 FAX 052-871-5618―――   



母语咨询- 中文 

母语咨询  母国語による相談中国語 

○以技能实习生的母语接受大家关于 技能実習生のための母国語アドバイス 

・ 在日本的生活 日本での生活 

・ 技能实习事宜 等方面的咨询  技術研修 

如需咨询，请通过电话、E-mail 或信函联系我们 

相談する内容がある場合は、電話、メール、電子メールで通知してください 

○如在技能实习中遇到麻烦，请联系我们. 

技能実習で困っていることがあったら、当方まで問い合わせ下さい。 

例如......例えば 

・ 实习单位不支付加班费 残業代を正しく払ってもらえない 

・ 遭受暴力对待 暴力をふるわれた 

・ 工作内容与合同不符 契約書の内容と違うことがある 

・ 被要求上缴护照 パスポートをとられた 

・ 不能自由外出等 外泊、外出の禁止等 

○也可对实习实施单位及监管单位违反技能实习法律法规的行为进行"举报" 

技能実習に関わる不正や、労働法に違反する問題の両方を相談、「申告」（告発）することができます。 

通过母语咨询网站的咨询及举报  母国語の相談窓口からの相談と報告 

每天 24 小时受理  毎日 24 時間いつも受信メッセージを受け入れます。 

星期一、三、五(11:00～19:00）以外的时段收到邮件时，对于需要回信的咨询，我们将在邮件的收到日以

后最近的电话咨询日处理。并将在次日以后回复。由于内容不同，有时需要等待较长时间 

 月曜日、水曜日、金曜日（11：00～19：00）に電子メールを受信した場合、返信を必要とする相談

は、電子メールを受信した日から次の電話相談日に処理されます。応答は翌日以降に発行されます。質

問の内容に応じて、時間がかかる場合があります。 

要举报的用户/初次使用的用户（初めての方） 

第 2 次以后使用的咨询用户（2 回目以降の方） 

第 2 次以后的用户可跳过使用指南。2 回目以降の方はユーザーガイドをスキップしてください 

  



母语咨询网站以外的咨询及举报方法 母国語での相談以外の助言や報告方法 

电话咨询 電話相談 

星期一、三、五 月曜日、水曜日、金曜日（中国語） 

11:00 - 19:00 

电话号码: 電話 0120-250-169 

(免费电话)無料通話 

星期一、三、五(11:00～19:00)以外的时段打来电话时，请将咨询内容录入留言电话。对于需要回复的咨

询，我们将在电话接到日以后最近的咨询处理日进行处理 

サービス時間外（11:00 から 19:00 まで）に電話をする場合は、音声メッセージを残してください。返

事を必要とする事項については、コール後の次の相談日に対応します 

星期一、三、五逢日本节假日、新年假期（12 月 29 日～1 月 3 日）时休息 

他の言語の日、日本の休日、祝日（12 月 29 日～1 月 3 日）は休日です 

书信咨询 手紙による相談 

请寄至下列地址 送り先 

邮编：108-0022 东京都港区海岸 3-9-15 LOOP-X3 楼 

 外国人技能实习机构 技能实习部/援助课 

为保护您的个人隐私，请将您的联系地址、希望的联系方式写在信函中 

〒１０８-００２２ 

東京都港区海岸３－９－１５ ＬＯＯＰ－Ｘ３階 

外国人技能実習機構技能実習部援助課 

電話番号：０３－６７１２－１９３８ 

あなたのプライバシーを保護するために、手紙の本文の中にあなたの連絡先と希望する連絡方法を明記

してください。 

  



致初次使用母语咨询的用户-中文 

母国語相談初めての方へ 

致初次使用母语咨询的用户. 

初心者むけ 
母语咨询，受理来自各位技能实习生的举报和咨询 

技能実習生の相談と「申告」に母国語で対応します 

举报指什么 「申告」（告発）について 

关于举报 申告について 

 技能实习生可亲自向法务大臣或厚生劳动大臣举报实习单位、监理团体等的违反技能实习法律

法规的行为。 

実習生は技能実習の内容や労働法などの違反について法務大臣と厚生労働大臣に申告（告発）

することができます。 

 实习单位及监理团体等不得以举报为由，对技能实习生实施中止技能实习等对其不利的处理 

実習実施者や監理団体は申告したことを理由に実習を辞めさせたり、不利益になることをしてはい

けません。 

举报也可提交委托书，由代理人进行举报 

申告は代理人に委任することができます。（委任状を書いてください） 

 欲以母语进行举报时，也可通过母语咨询窗口进行举报 

母国語相談窓口で相談することもできます。 

举报的必要条件 申告条件 

1. 为了明确您作为技能实习生的身份，请提供下列信息 

あなたが技能実習生であることを証明するために以下の情報を提出して下さい。 

(1)  国籍 国籍 

(2)  姓名 氏名 

(3)  出生日期 生年月日 

(4)  性別 性別 

2. 请明确说明要举报的监理团体和实习单位等的名称. 

実習機関や監理団体などあなたが訴える相手を明確に書いて下さい 

3. 请明确说明时间、地点、人物、发生了什么样的违反技能实习法律规定的事实。 

此外，如有能够客观证明事实的资料或证物，请准备 

技能実習法、労働条件の違反など、実際の状況を明確にしてください。また、入手可能であれば、

客観的に立証できる資料と証拠を用意してください。 

4. 请明确说明举报的意愿. 

あなたの意図を明確にしてください。 

*关于举报和咨询行为希望对监理团体和实习单位等保密时，请告知 

あなたが相談したこと、他に相談した人などを秘密にしてほしい場合は、その旨を知らせて下さい。 



关于机构对举报受理后的处理  

申告を受けた後の技能実習機構からの回答について 

 可能要向提出举报的技能实习生了解详细情况 

技能実習について詳しい情報を調べることがあります 

 对于疑似违反的监理团体和实习单位，机构将进行调查，并将调查结果等通知希望了解的举报

人. 

違反の疑いがある場合は実習実施者、監理団体などを調査し、その結果を申告者にお知らせしま

す。 

关于未满足举报的必要条件时  申告の要件を満たしていない場合 

即使未满足举报所需的必要条件，也可作为监理团体、实习单位违反法律法规的信息提供处理 

申告の要件を満たしていない場合でも、監督機関または実習実施者に関する法律違反に関する情報として

取り扱います。 

咨询 相談 

作为举报以外的咨询，在下列情况下受理 

申告にいたらない場合でも以下のような相談を受け付けます： 

 工作上、日常生活中感到烦恼或不安时  

仕事や日常生活についての困り事、心配 

 希望得到对宗教、饮食、习惯、思维方式的意见和建议时 

宗教、食べ物、習慣、考え方など相談したい 

 对于技能实习现场的指示不理解、因生活习惯或思维方式的不同而引发了问题时 

不安や生活習慣のためにトラブルが起きたとき、実習での指示が理解できないとき 

 因实习实施单位的经营问题等实习无法继续，而监管单位又不肯帮忙寻找新的实习实施单位 

会社の都合で実習が継続できなくなったのに、新しい実習先を探してくれない 

 转到技能实习 3 时，希望更换实习实施单位，但监管单位不肯帮忙寻找新的实习实施单位 

技能実習３号への移行を希望しているが、そのための実習先を監理団体が探してくれない場合 

 对于技能实习制度有不明白之处时 

技能を習得するうえで必要な条件がそろっていない場合 

 关于日本法律、各种制度不知道向哪里咨询时 

日本の法律や様々な制度について相談する相手がわからない 

←返回 〝戻る〟  レ 已确认 〝確認済み〟 

  



使用条款-中文 利用規約 ベトナム語 

使用条款   利用規約 

（使用条款） 

 

用户注册时，请遵守下列条款。 

本使用条款（以下称"本条款"）规定了外国人技能实习机构（以下称"机构"），通过本网站提供实习单位

变更支援时的使用条件。用户请按照本条款使用本网站。 

 

第 1 条（适用范围） 

  本条款适用于用户与机构之间关于本网站使用的所有相关事宜。 

 

第 2 条（用户注册） 

1.有意注册的用户按照机构规定的方法申请用户注册，机构批准后，用户注册完毕。 

2.机构认为用户注册的申请人符合下列情况时，可能不批准用户注册申请，且不承担任何披露其理由的义

务。  

（1）用户在申请注册时提供虚假的申报内容时； 

（2）曾经违反本条款者提出申请时； 

（3）机构认为其不符合用户注册的其他情况时。 

 

第 3 条（用户 ID 的的管理） 

  1.用户应自行负责，管理本网站的用户 ID。 

2.用户无论在任何情况下，均不得将用户 ID 转让或借予第三方。当被输入的用户 ID 与注册信息一致而登

录成功时，机构即视为是该用户 ID 的注册者本人使用。 

 

第 4 条（禁止事项） 

用户使用本网站时，不得实施下列行为。 

（1）违反法律法规或公序良俗的行为； 

（2）与犯罪行为相关的行为； 

（3）破坏或妨碍机构的服务器或网络功能的行为； 

（4）可能妨碍机构的网站运营的行为； 

（5）收集或积累关于其他用户的个人信息的行为； 

（6）冒充其他用户的行为； 

（7）与机构的网站相关，直接或间接向反社会势力输送利益的行为； 

（8）机构认为不恰当的其他行为。 

 

第 5 条（本网站服务提供的停止等） 

  1.机构认为发生下列事由之一时，可不经事先通知用户，而停止或中断提供本网站的全部或部分服务。 

（1）对关于机构网站或本网站的计算机系统进行检查维修或升级时； 

（2）因地震、雷电、火灾、停电或自然灾害等不可抗力，造成本网站难以继续提供服务时； 

（3）计算机或通信线路等因事故而停止时； 

（4）因政府政策等的变更，需要中止本网站运营时； 

（5）机构认为难以继续提供本网站服务的其他情况时。 

2.由于本网站服务提供的停止或中断，造成用户或第三方蒙受的任何亏损或损害，无论任何理由，机构均

不承担任何负责。 

 

第 6 条（利用限制及注册的注销） 



1.在下列情况下，机构可不经事先通知，限制用户对本网站的全部或部分服务的利用，或注销其作为用户

的注册。  

（1）违反本条款的任何条款之一时； 

（2）发现注册事项存在虚假事实时； 

（3）其他机构认为不适合利用本网站的情况时。 

2.对于机构根据本条实施的行为，使用户蒙受的损害，机构不承担任何责任。 

 

第 7 条（免责事项） 

1.机构不履行债务的责任并非因机构的故意或重大过失造成时，应予免责。 

2.机构在即使因某种理由承担责任时，也应仅在通常可能发生的损害范围内承担赔偿责任。 

3.对于用户与其他用户或第三方之间关于本网站产生的交易、联系或争议等，机构不承担任何责任。 

 

第 8 条（网站内容的变更等） 

机构可不经通知用户，变更本网站的内容或中止提供本网站的服务，由此造成用户蒙受的损害，机构不承

担任何责任。 

 

第 9 条（使用条款的变更） 

机构认为必要时，可不经通知用户，随时变更本条款。 

 

第 10 条（通知或联系） 

用户与机构之间的通知或联系，应按照机构规定的方法进行。 

 

第 11 条（禁止权利义务的转让） 

用户未经机构事先书面许可，不得将本使用条款中的地位或本条款项下的权利或义务转让给第三方，或为

其提供担保。 

 

第 12 条（准据法和审判管辖） 

1.本条款的解释以日本国法律为准。 

2.关于本网站产生争议时，以机构总公司所在地的管辖法院为专属协议法院。Quay lại Đã xác nhận 

 

←返回 〝戻る〟  レ 已确认 〝確認済み〟 

 

  



利用規約 

登録ユーザーは以下の規則を遵守しなければなりません。 

これらの利用規約（以下「OTIT」といいます）は、技能実習機構（以下、「組織」）が、このウェブサイトを通じて技術

トレーニングプロバイダを変更するためのサポートを提供する際の利用条件を定義します。私たちは、これらの

OTITに従ってウェブサイトを使用するようにユーザーに依頼します。 

第 1条：適用 

範囲本 OTITは、ユーザーと組織との間の本ウェブサイトの使用に関連するすべての事項に適用されます。 

第 2条利用者登録 

1.利用者登録申請は、登録登録者が本会が定める方法により行うものとし、この申請を承認した機関に対しユー

ザー登録が完了する。 

2.組織は、下記の根拠があると判断した場合は、申請を否認することを選択することができ、この措置の理由を開

示する義務はない。 

（1）登録登録者がユーザー登録申請の虚偽事項を報告した場合（2）過去にこれらの OTITに違反した者によっ

て申請がなされた場合（3）見込み登録者がユーザー登録の対象にならないこと 

第 3条：ユーザーID管理 

1.ウェブサイトのユーザーIDを管理するのはユーザーの責任です。 

2.ユーザーは、いかなる状況においても、ユーザーIDを第三者に譲渡したり、貸与したりすることはできません。

組織は、ログイン時にユーザーID と登録情報が一致する場合、登録ユーザーによって使用が行われているもの

とみなします。 

第 4条：禁止 

事項本ウェブサイトを使用する際に、以下の項目のいずれかを使用することは禁止されています。 

（1）公衆の倫理または法律の違反 

（2）犯罪行為に関する行為 

（3）組織のサーバーまたはネットワークの機能を破壊する、 

（4）組織のウェブサイトの運営を損なう 

（5）他のユーザーの個人情報を収集または蓄積すること 

（6）他のユーザーの身元を証明すること 

（7）組織のウェブサイトに関連して反社会的勢力に直接的または間接的に利益を提供すること 

（8）組織が不適当とみなすその他の行為 

第 5条：ウェブサイト提供の停止 

1.組織は、以下の理由のいずれかが存在すると判断した場合、事前にユーザーに通知することなく、ウェブサイト

の全部または一部の提供を停止することができる。 

（1）組織のホームページ又は本ウェブサイトに係るコンピュータシステムの保守点検又は更新を行う場合 

（2）地震、雷、火災、停電、自然災害等によりウェブサイトの提供が困難になった場合やむを得ない事情 

（3）コンピュータまたは通信線が事故に動作を停止する場合 

、政府の政策または同様の変化は、このウェブサイトの停止を必要とする場合 

（4）組織が他と判断した場合 

（5）このウェブサイトの提供が困難です 

2.本ウェブサイトの提供を中断したことにより、利用者または第三者が被った損害や利益の損失に関わらず、機構

は一切の責任を負いません。 

第 6条：使用制限とキャンセル登録 

1.組織は、ユーザにこのウェブサイトの全部または一部の使用を制限するか、または、以下の項目のいずれかが



適用予告なしにユーザの登録を取り消すことができる： 

任意の項目 

（1）に違反してこれらの OTIT  

（2）登録項目に含まれる虚偽の事実が明らかになった場合 

（3）組織がウェブサイトの使用が適切でないとみなす場合 

2. 組織は、そのようなユーザーによって行なわれた行為の結果としてユーザーが被った損害に対して、責任を負

わないものとします 

第 7条：除外 

1.組織は、そのような不履行が意図的でない場合、または組織の重大な過失により、その職務の不履行に対する

責任から除外される。 

2.組織は、何らかの理由により責任を負う場合であっても、通常発生する損害の範囲内で補償の責任を負うもの

とする。 

3.本ウェブサイトに関連して、お客様と他のユーザーまたは第三者との間で生じる取引、連絡、紛争またはこれに

類する行為について、組織は責任を負うものではありません。 

第 8条ウェブサイト 

の内容の変更組織は、利用者に通知することなく、本ウェブサイトの内容を変更したり、本ウェブサイトの提供を停

止したりすることがあります。 

第 9条：OTITの変更 OTITの変更 

は、必要と認められる場合には、OTITをユーザーに通知することなく変更することができる。 

第 10条：通知又は通信 

ユーザーと組織との間の通知又は対応は、組織が定める方法で行うものとする。 

第 11条：転送権利義務の禁止 

利用者が担保としてその使用許諾契約書に基づいて位置、または権利および組織による事前の書面による承諾

なしに第三者にこれらの OTITから生じる義務を譲渡または提供することはできません。 

第 12条：管轄 

1.これらの OTITは、日本国の法律に準拠します。 

2.本ウェブサイトに関する紛争が生じた場合、本部の管轄裁判所は専属管轄権を有するものとします。 

戻る 確認済み 

  



Nativ 填写时的注意事项  記入時の注意点 

举报时   「申告」の場合 

 举报时，匿名举报无法受理，因此请务必填写姓名、性別、国籍和地区、出生日期及技能实习

的内容 

匿名での報告はできません。あなたの氏名、性別、国籍または出身地、生年月日、技能実習の詳細

を必ず入力してください。 

 除此以外的项目并非必填项目，但为了确认事实情况，请尽量填写 

他の項目は必須ではありませんが、事実を確認できるようにできるだけ入力してください。 

举报以外的咨询时   「申告」以外の場合 

 咨询时，匿名也可受理，但这种情况下，请务必在“是否希望匿名”的项目划√ 

相談は匿名で行うことができます。そのような場合は「匿名」ボタンをチェックして下さい 

由代理人举报/咨询时   相談を受けた代理人による申告 

 匿名无法受理，因此必填项目请务必填写。 

※需要委托书，请将原件寄至下列地址。 

 匿名で問題を処理することはできませんので、必要な項目を入力してください。 

*委任状の書簡が必要です。委任状の原本を下の住所に送付してください 

 

邮编：108-0022 东京都港区海岸 3-9-15 LOOP-X3 楼 

 外国人技能实习机构 技能实习部/援助课 

〒１０８-００２２ 

東京都港区海岸３－９－１５ ＬＯＯＰ－Ｘ３階 

外国人技能実習機構技能実習部援助課 

 

请在欲咨询的内容上划√。(可多选） 
下のリストから項目を選択してください（該当するすべての項目を選択してください） 

关于技能实习制度事宜   技能実習に関すること 

关于其他制度事宜   その他の内容 

不适当的管理   不適正な管理 

工资/加班等的工作条件   賃金、残業などの労働条件 

工作种类的差异   職種の間違い 

违约金/赔偿金   罰則、罰金、保証金など 

中途回国相关事宜   途中帰国の心配 

派遣机构相关事宜   送り出し機関に関すること 



社会保险/劳动保险相关事宜   社会保険、労働保険に関すること 

实习单位变更相关事宜   実習機関の変更について 

日常生活方面的咨询   日常生活に関するアドバイス 

健康方面的问题   健康問題 

人际关系方面的纠纷   人間関係について 

其他     その他自由記入 

希望紧急咨询（如身体受到危害等情况下，在上述各项以外，请同时在此项目划√。）
緊急にアドバイスが必要です（身体的虐待などを経験している場合は、このボックスも選択してくだ
さい）。 

举 报 申告する 

咨 询 相談する 

返回 トップページに戻る 

  



举报|咨询 中文   母国語申告・相談 

被举报人（可多选）    誰が・・（複数選択可） 

实习实施单位   実習実施者（会社） 
实习实施单位的干部或员工   実習実施者の役員又は職員 
监理团体   監理団体 
监理团体的干部或员工   監理団体の役員又は職員 
其他   その他 

 

时间 [年 / 月 / 日]   いつ（開始） 

 年月日～ 年月日(終了) 

地点（可多选）   場所（複数選択可） 

实习场所   実習先（会社） 
其他场所   その他の場所 

 

是否有向法务大臣及厚生劳动大臣举报的意愿？(再次确认) 

       法務大臣及び厚生労働大臣に申告する意思がありますか（再確認） 

是 はい 
否 いいえ 

是否会继续在信息提供等方面给予协助？ 

引き続き情報提供等への協力をしますか？ 

是 はい 
否 いいえ 

是否希望就举报／咨询事宜向监理团体／实习实施单位等保密？ 
あなたは申告/相談したことを監理団体、実習実施者（会社）その他に秘密にしてほしいですか？ 

是(希望保密)   はい（秘密にしておきます） 
否(不必保密)    いいえ（秘密にする必要はありません） 

是否希望得到结果通知？    結果について問い合わせたいですか？ 

是 はい 
否 いいえ 

是否有能够客观证明违反法律等的资料？ 

     法律違反などを客観的に証明する資料はありますか？ 
是 はい 

否 いいえ 
今后的联系方式    今後、あなたに連絡する方法 

 
能够客观证明违反法律等的资料内容 

違反を客観的に証明できる資料内容 



 

技能实习生信息    技能実習生の情報 

姓名    名前 （母国語で可）※必須 

※ 

姓名（拼音）    アルファベット（パスポートの名前） 

※必須 

是否希望匿名   匿名にするかどうか 

是   はい 
否   いいえ 

年龄    年齢※必須 

※ 

性别   性別 

男性   男 

女性   女 

国籍/地区   国籍・地域 ※必須 

※ 

出生日期（公历）   生年月日（西暦）※必須 

※ 

在留卡编号   在留カード番号※必須 

※ 

入境日期（公历）   入国日（西暦 年月日） 

 

居留期限（年月日）   在留期限（年月日） 

 

技能实习   技能実習生 
       ―――

（1号、２号、イ、ロ） 

技能实习的内容   実習職種 

 

地 址   実習生住所 



 

电话号码   電話番号 

 

E-mail 地址   メールアドレス 

 

实习实施单位信息    実習実施者（会社）情報 

实习实施单位名称   実習実施者名※必須 

※ 

地 址   実習実施者住所 

 

实习实施场所信息   実習実施場所情報 

实习实施场所   実習実施場所の名前 

 

地 址   実施場所住所 

 

监理团体信息   監理団体の情報 

监理团体名称   監理団体名※必須 

※  

地 址   監理団体住所 

 

代理人信息   代理人の情報 

代理人姓名   代理人氏名 

 

代理人姓名（拼音）   代理人氏名（ローマ字） 

 

电话号码   代理人電話番号 

 

E-mail 地址   代理人メールアドレス 

 

地 址   代理人住所 

 

与咨询者的关系   相談者との関係 

 

 



其他信息 不正と思われる法律と内容 

派遣机构名称   送り出し機関名 

 

技能实习相关法律   技能実習法 

 

出入境管理相关法律   入管法 

 

劳动相关法律   労働法 

 

其他   その他 

 

具体和咨询内容   申告・相談の具体的な内容 

咨询内容请按照“时间、地点、人物、对象、内容、原因、方式”等内容，详细进行填写。 
具体的に「いつ、どこで、誰に、何を、なぜ、どのように」詳しくかいてください。 

 

发送 確認済み 

返回 戻る 

 


