
別記第七十四号様式（第五十五条関係）

vKrw &wrm 74 ( Dwrw 55 nwl sMbMiDq)

日本国政府法務省

inAW ivBwg (Ministry of Justice), jwpwn

法　務　大　臣　 殿

inAW mMqrI (Minister of Justice) nUM
男 別名・通称名等

mrd hor nWA jW aur& nWA
nWA 女

AOrq
（年） （月） （日）

(swl) (mhInw) (idn)

jnm sQwn

方 電話番号 携帯電話番号

rwhI tYlI&on nMbr ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ

nMbr jwrI kIqw

pwsport

ies QW nUM AiDkwrI Brngy

（注）用紙の大きさは，日本工業規格Ａ列４番とする。

not:ies ArzI dy swry ih`sy JIS sweIz A4 kwgz qy hoxy zrUrI hn[

難　民　認　定　申　請　書

rIi&aUjI dI hYsIAq dI mMzUrI leI ArzI

氏　　名

生年月日 現在の職業

jnm dI qwrI^ ਵਰਤਮਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
国籍・地域（又は常居
所を有していた国名）

出生地

(jW ijsdyS ivc pihlW  rihMdy sI)

住居地

ਪਤਾ

番　　号 発行・更新
年月日

有効期限

rwStrIAqw / ਖੇਤਰ

発行機関 発行・更新理由

jwrI/muV nvW 
kIqw igAw

vYD rihx dI 
imAwd

jwrI/muV nvW krn 
dw kwrx

旅　　券

irhwieS dI imAwd (jW Xogqw dI vYDqw) ^qm 
hox dI qwrI^

在留カード／

特別永住者証明書

ਨਨਵਾਸ ਕਾਰਡ / ਨਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਸਥਾਈ ਨਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਾਣ ਪੱਤਰ

本邦上陸年月日 上陸港 現に有する在留資格（又は許可の種類） 在留期間満了日（又は許可の期限）

jwpwn ivc phuMcx dI 
qwrI^

ijs bMdrgwh qy 
pujy

hux ie`Qy irhwieS rKx dI hYsIAq (jW Xogqw dI 
iksm)

官　　用　　欄

パンジャブ語



　家族構成

  pirvwirk FWcw

(注）６人以上は別紙を提出してください。
   ਭਰਾ-ਭੈਣ ਕ ੁੱ ਲ (ਨੋਟ) 6 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੁੱ ਕ ਵਾਧੂ ਸ਼ੀਟ ਜਦਖਾਓ
①

②

③

④

⑤

 その他（配偶者，子，祖父母等） (注）６人以上は別紙を提出してください。
  ਹੋਰ (ਪਤਨੀ, ਬੁੱ ਚੇ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਆਜਦ) (ਨੋਟ) 6 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੁੱ ਕ ਵਾਧੂ ਸ਼ੀਟ ਜਦਖਾਓ
①

②

③

④

⑤

ਮਾਤਾ

ਜਾਪਾਨ ਨਵੱਚ ਨਰਹਾਇਸ਼    

ਨਵਦੇਸ਼ ਨਵੱਚ ਨਨਵਾਸ    

ਜਾਪਾਨ ਨਵੱਚ ਨਰਹਾਇਸ਼    

ilMg ik`qw

父 □在日

□在外

母

在日，在
外の別

居住地 電話番号

irhwieS dw sQwn

続柄 氏　　名 生年月日 性別 国籍・地域
（又は常居所
を有していた

国）

職業

tYlI&on 
nMbr(jW ijs dyS ivc 

pihlW rihMdy sI)

□在日

irSqw nWA jnm dI qwrI^ rwStrIAqw / ਖੇਤਰ ਨਨਵਾਸ ਦਾ ਦੇਸ਼

ਨਪਤਾ

□在日

□在外

きょうだい （計 人）
ਜਵਅਕਤੀ  

□在日

ਨਵਦੇਸ਼ ਨਵੱਚ ਨਨਵਾਸ    

ਜਾਪਾਨ ਨਵੱਚ ਨਰਹਾਇਸ਼    

ਨਵਦੇਸ਼ ਨਵੱਚ ਨਨਵਾਸ    

□在日
ਜਾਪਾਨ ਨਵੱਚ ਨਰਹਾਇਸ਼    

□在外

□在外
ਨਵਦੇਸ਼ ਨਵੱਚ ਨਨਵਾਸ    

□在日

ਨਵਦੇਸ਼ ਨਵੱਚ ਨਨਵਾਸ    

ਜਾਪਾਨ ਨਵੱਚ ਨਰਹਾਇਸ਼    

ਨਵਦੇਸ਼ ਨਵੱਚ ਨਨਵਾਸ    

ਜਾਪਾਨ ਨਵੱਚ ਨਰਹਾਇਸ਼    

ਨਵਦੇਸ਼ ਨਵੱਚ ਨਨਵਾਸ    

□在外

□在日

□在外

□在日

□在外

ਜਾਪਾਨ ਨਵੱਚ ਨਰਹਾਇਸ਼    

ਨਵਦੇਸ਼ ਨਵੱਚ ਨਨਵਾਸ    

ਜਾਪਾਨ ਨਵੱਚ ਨਰਹਾਇਸ਼    

ਨਵਦੇਸ਼ ਨਵੱਚ ਨਨਵਾਸ    

□在日
ਜਾਪਾਨ ਨਵੱਚ ਨਰਹਾਇਸ਼    

□在外

□在日

□在外

ਜਾਪਾਨ ਨਵੱਚ ਨਰਹਾਇਸ਼    

□在外
ਨਵਦੇਸ਼ ਨਵੱਚ ਨਨਵਾਸ    

□在日
ਜਾਪਾਨ ਨਵੱਚ ਨਰਹਾਇਸ਼    

□在外
ਨਵਦੇਸ਼ ਨਵੱਚ ਨਨਵਾਸ    

□在日
ਜਾਪਾਨ ਨਵੱਚ ਨਰਹਾਇਸ਼    

□在外
ਨਵਦੇਸ਼ ਨਵੱਚ ਨਨਵਾਸ    
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irhwieS dI jgHw irhwieS dI imAwd
～

～

～

～

～

～

pqw

～

□ਹੋਰ 

～

□ਹੋਰ 

～

□ਹੋਰ 

～

□ਹੋਰ 

～

□ਹੋਰ 

pqw
～

～

rozgwr dw ～

ieiqhws
～

～

□ਸਨਾਤਕ  □ਸਨਾਤਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ□ਪਰਾਥਜਿਕ ਸਕੂਲ  □ਜਿਡਲ ਸਕੂਲ  □ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਯੂਜਨਵਰਜਸਟੀ

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਆਨਦ ਅਹੁਦਾ, ਕਰਤੱਵ  

居　住　地 居　住　期　間

居住歴

（来日前，来
日後いずれも

記載）

irhwieS dy vyrvy

(ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਜਾਪਾਨ ਆਉਣ ਤੋਂ 
ਪਨਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 
ਦੇ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਭਰੋ)

期間（年月日）

ਸਮਾਂ (ਸਾਲ/ਮਹੀਨਾ/ਨਦਨ)

学校名 種　別 所在地 卒業等

学　歴 □初等，□中等，□高等 □卒業，□中退

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂਅ ਪਰਕਾਰ ਸਨਾਤਕ ਆਨਦ

(ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਜਾਪਾਨ ਆਉਣ ਤੋਂ 
ਪਨਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 
ਦੇ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਭਰੋ)

□ਯੂਨਨਵਰਨਸਟੀ  □ਹੋਰ 

□ਪਰਾਥਜਿਕ ਸਕੂਲ  □ਜਿਡਲ ਸਕੂਲ  □ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਯੂਜਨਵਰਜਸਟੀ

（来日前，来
日後いずれも

記載）
□大学，□その他（　　　） □その他（　　）

□ਯੂਨਨਵਰਨਸਟੀ  □ਹੋਰ 
is`iKAq ipCokV □初等，□中等，□高等 □卒業，□中退

□初等，□中等，□高等 □卒業，□中退

□大学，□その他（　　　） □その他（　　）

□ਯੂਨਨਵਰਨਸਟੀ  □ਹੋਰ 

□ਪਰਾਥਜਿਕ ਸਕੂਲ  □ਜਿਡਲ ਸਕੂਲ  □ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਯੂਜਨਵਰਜਸਟੀ

期間（年月日） 会社等名 業　種 所在地 役職，業務内容

ਸਮਾਂ (ਸਾਲ/ਮਹੀਨਾ/ਨਦਨ)  ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪਰਕਾਰ 
職　歴

（来日前，来
日後いずれも

記載）

入　国　日 出　国　日

(ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਜਾਪਾਨ ਆਉਣ ਤੋਂ 
ਪਨਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 
ਦੇ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਭਰੋ)

退去強制の有無

pRvyS krn dI qwrI^ jwx dI qwrI^ kI quhwnUM kdI jwpwn qoN bwhr vI k`iFAw igAw hY?

本邦出入国歴

jwpwn ivc 
Awaux Aqy ie`QoN 
jwx dy vyrvy

□ਪਰਾਥਜਿਕ ਸਕੂਲ  □ਜਿਡਲ ਸਕੂਲ  □ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਯੂਜਨਵਰਜਸਟੀ

□ਯੂਨਨਵਰਨਸਟੀ  □ਹੋਰ 

□ਸਨਾਤਕ  □ਸਨਾਤਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

□ਸਨਾਤਕ  □ਸਨਾਤਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

□ਸਨਾਤਕ  □ਸਨਾਤਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

□ਸਨਾਤਕ  □ਸਨਾਤਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

□大学，□その他（　　　）

□初等，□中等，□高等 □卒業，□中退

□大学，□その他（　　　） □その他（　　）

□その他（　　）

□卒業，□中退

□その他（　　）

□ਯੂਨਨਵਰਨਸਟੀ  □ਹੋਰ 

□初等，□中等，□高等

□大学，□その他（　　　）

□ਪਰਾਥਜਿਕ ਸਕੂਲ  □ਜਿਡਲ ਸਕੂਲ  □ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਯੂਜਨਵਰਜਸਟੀ
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imAwd au`dyS
～

～

～

BwSw pV skdy ho bol skdy ho ilK skdy ho

mwq BwSw

hor BwSw
(BwSwvW)

１　もしあなたが本国に戻った場合に，迫害を受ける理由は次のどれですか。

jdoN qusIN Awpxy dyS vwps jwaugy qW iknHW kwrxw krky quhwfy qy ਅੱਨਤਆਚਾਰ ਹੋ skdw hY? FukvyN Kwny qy inSwn lwau[

□　人種 □　宗教 □　国籍 □　特定の社会的集団の構成員であること

nsl Drm  rwStrIAqw iek ivSyS smwjk gru`p dI mYNbriSp

□　政治的意見 □　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

isAwsI ivcwr hor kwrx

２

（１）上記１の理由により，あなたは誰から迫害を受けるおそれがありますか。

ਤ ਸੀ ਉਪਰੋਕਤ 1 ਜਵੁੱ ਚ ਜਦੁੱ ਤੇ ਜਕਸ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਅੁੱ ਜਤਆਚਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਂ?

□　国家機関　（名称等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 )

ਰਾਿ ਸੰਸਥਾ (ਨਾਂਅ )

□　上記以外　（具体的に書いてください。）

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ (ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਪੁੱਸ਼ਟ ਕਰੋ)

（２）あなたが迫害を受けるおそれを感じたのはいつからですか。

ਤ ਸੀ ਅੁੱ ਜਤਆਚਾਰ ਤੋਂ ਡਰ ਿਜਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ ਰੂ ਕੀਤਾ?

（３）迫害を受ける理由，根拠を具体的に書いてください。

（注）この枠内に記載できない場合は別紙を提出して下さい。

ਅੱਨਤਆਚਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਸਨਤਰਤ ਵੇਰਵਾ ਨਦਉ
not:jy quhwnUM vD QW dI zrUrq hY qW iek vKrw kwgz nwl lw ky pyS kro[

渡航先（国名） 渡航期間 渡航理由

ij`Qy jwxw hY (dyS)
海外渡航歴

ivdyS ivc s&r 
dw ieiqhws

部族・民族 宗教（宗派）

使用言語 読むこと 話すこと

ਕਬੀਲਾ/ਿਾਤੀ ਧਰਿ (ਿਿਹਬ/ਸੰਪਰਦਾਇ)

書くこと

母国語

その他の
可能な言語
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（注）この枠内に記載できない場合は別紙を提出して下さい。

Awpxy dyS ivc vwps jwx qy quhwfy nwl kI hox dI sMBwvnw hY? sMBwvI siQ`qI Aqy kwrx bwry vyrvy nwl d`so[

not:jy quhwnUM vD QW dI zrUrq hY qW iek vKrw kwgz nwl lw ky pyS kro[

４

（１）あなたは上記１の理由により逮捕，抑留，拘禁その他身体の拘束や暴行等を受けたことがありますか。

□　はい □　いいえ

hW nhIN

「はい」と答えた場合は，すべての事情について，具体的に書いてください。

ਿੇ ਤ ਸੀ ‘ਹਾਂ’ ਜਵੁੱ ਚ ਉੱਤਰ ਜਦੰਦੇ ਹੋਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਿਾ ਹਿਲੇ ਦੀ ਜਵਸਜਤਰਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦਉ।

kwrx

（注）この枠内に記載できない場合は別紙を提出して下さい。

not:jy quhwnUM vD QW dI zrUrq hY qW iek vKrw kwgz nwl lw ky pyS kro[

（２）あなたは上記１の事情以外に，逮捕，抑留，拘禁その他身体の拘束や暴行等を受けたことがありますか。

ਕੀ ਤ ਸੀ 1 ਜਵੁੱ ਚ ਜਦੁੱ ਤੇ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਜਬਨਾਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰਾਂ ਵੀ ਜਗਰਫਤਾਰ ਿਾਂ ਸਰੀਜਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਧੀਨ ਰਹੇ ਹੋਂ?

□　はい □　いいえ

hW nhIN

「はい」と答えた場合は，すべての事情について，具体的に書いてください。

ਿੇ ਤ ਸੀ “ਹਾਂ” ਜਵੁੱ ਚ ਉੱਤਰ ਜਦੰਦੇ ਹੋਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਿਾਂ ਹਿਲੇ ਦੀ ਜਵਸਜਤਰਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦਉ।

kwrx

（注）この枠内に記載できない場合は別紙を提出して下さい。

not:jy quhwnUM vD QW dI zrUrq hY qW iek vKrw kwgz nwl lw ky pyS kro[

３　あなたが本国に帰国するとすれば，いかなる事態が生じますか。その具体的内容及び理由を書いてください。

nMbr 1 ivc d`sy hoey kwrx krky kI kdI quhwnUM igR&qwr kIqw igAw hY, jW iksy hor qrHW srIrk qOr qy ihrwsq ivc ilAw igAw hY 
jW quhwfy qy hmlw kIqw igAw hY?

時期・期間 場　所 行為者 行為の内容 理　　由

ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ/ਸਮਾਂ jgHw ihrwsq ivc lYx vwlw 
jW hmlw krn vwlw

vrxn

時期・期間 場　所 行為者 行為の内容 理　　由

ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ/ਸਮਾਂ jgHw ihrwsq ivc lYx vwlw 
jW hmlw krn vwlw

vrxn
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５

□　はい □　いいえ

hW nhIN

「はい」と答えた場合は，すべての事情について，具体的に書いてください。

ਿੇ ਤ ਸੀ “ਹਾਂ” ਜਵੁੱ ਚ ਉੱਤਰ ਜਦੰਦੇ ਹੋਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਿਾਂ ਹਿਲੇ ਦੀ ਜਵਸਜਤਰਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦਉ।

jgHw

1 ਜਵੁੱ ਚ ਜਦੁੱ ਤੇ ਗਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਤ ਹਾਡੇ ਪਜਰਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਦੁੱ ਸ ਕਦੇ ਜਗਰਫਤਾਰ ਿਾਂ ਜਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਜਰਹਾ ਹੋਵੇ।

□　はい □　いいえ

hW nhIN

「はい」と答えた場合は，すべての事情について，具体的に書いてください。

ਿੇ ਤ ਸੀ “ਹਾਂ” ਜਵੁੱ ਚ ਉੱਤਰ ਜਦੰਦੇ ਹੋਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਿਾਂ ਹਿਲੇ ਦੀ ਜਵਸਜਤਰਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦਉ।

jgHw

６　あなたは本国政府に敵対する組織（本邦を含む。）に属していましたか。

kI qusIN Awpxy dyS dI iksy duSmx sMsQw ( jwpwn AMdrlI smyq) dy mYNbr rhy ho?

□　はい □　いいえ

hW nhIN

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

ਿੇ ਜਕਸੇ "ਹਾਂ" ਜਵੁੱ ਚ ਉੱਤਰ ਜਦੁੱ ਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦਉ

ਸਮਾਂ sMsQw dw nWA quhwfI siQ`qI kwrvweIAW dw vrxn

（注）この枠内に記載できない場合は別紙を提出して下さい。

not:jy quhwnUM vD QW dI zrUrq hY qW iek vKrw kwgz nwl lw ky pyS kro[

ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ/ਸਮਾਂ

（１）あなたの家族は上記１の理由により逮捕，抑留，拘禁その他身体の拘束や暴行等を受けたことがありますか。

nMbr 1 ivc d`sy gey kwrx krky kI quhwfy pirvwr dy mYNbr kdI igR&qwr kIqy gey hn, jW iksy hor qrHW srIrk qOr qy ihrwsq ivc 
rKy gey hn jW iksy ny aunHW qy hmlw kIqw hY?

氏　名 続柄 時期・期間 場　所 行為者 行為の内容

nWA irSqw ihrwsq ivc lYx 
vwlw jW hmlw krn 

vwlw

vrnx

（２）あなたの家族は上記１の事情以外に，逮捕，抑留，拘禁その他身体の拘束や暴行等を受けたことがありますか。

氏　名 続柄 時期・期間 場　所 行為者 行為の内容

nWA irSqw ihrwsq ivc lYx 
vwlw jW hmlw krn 

vwlw

vrnx

期　間 組織名 役　職 活動内容

ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ/ਸਮਾਂ
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７　あなたは本国政府に敵対する政治的意見を表明したり，行動をとったことがありますか（来日後にとった

　行動を含む。）。

□　はい □　いいえ

hW nhIN

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

（注）この枠内に記載できない場合は別紙を提出して下さい。

jy qusIN “hW” ivc jvwb id`qw hY, qW AwpxI rwie bwry ivsqwr nwl d`so[

not:jy quhwnUM vD QW dI zrUrq hY qW iek vKrw kwgz nwl lw ky pyS kro[

８　上記１の理由によりあなたに対して逮捕状の発付又は手配がなされていますか。

kI nMbr 1 ivc d`sy gey kwrx krky kdI quhwfy leI igR&qwrI dw vwrMt jwrI hoieAw hY?

□　はい □　いいえ

hW nhIN

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

jy qusIN “hW” ivc jvwb id`qw hY qW vwrMt bwry Kol ky d`so[

ijs vloN jwrI kIqw igAw doS

上記事実をどのような方法で知ったのですか。

quhwnUM au`pr ilKy q`Q ikvyN pqw lgy?

９　来日前，刑法犯罪を犯したことにより警察に逮捕され，検察官に起訴されたことがありますか。

□　はい □　いいえ

hW nhIN

「はい」と答えた場合は，その刑事裁判の結果を書いてください。

jy qusIN “hW” ivc jvwb dyNdy ho, qW ies &OjdwrI muk`dmy dy nqIjy bwry d`so[

doS

kI qusIN kdI koeI Aijhy isAwsI ivcwrW Aqy rwvW dw iezhwr jw iksy Aijhy FMg nwl koeI kwrvweI kIqI hY, jo quhwfy dyS dy ivroD 
ivc hox ( Awpxy jwpwn ivKy phuMcx qoN bwAd dy smyN smyq) ?

年月日 機関名 罪　　状

jwpwn Awaux qoN pihlW kI quhwnUM kdI pulIs ny igR&qwr kIqw sI, jW iksy mujrmwnw kwrvweI leI srkwrI vkIlW ny quhwfy qy doS 
lwieAw sI?

年月日 裁判所名 罪　名 判決内容

ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ qwrI^

qwrI^ Adwlq dw nWA AdwlqI &Yslw
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10　あなたは他の国に庇護を求めたことがありますか。

kI qusIN kdy iksy hor dyS ivc Srx mMgI hY?

□　はい □　いいえ

hW nhIN

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

ਿੇ ਤ ਸੀ “ਹਾਂ” ਜਵੁੱ ਚ ਉੱਤਰ ਜਦੰਦੇ ਹੋਂ ਤਾਂ ਸਜਥਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਦਉ

11　外国大使館，国連（ＵＮＨＣＲ）に庇護を求めたことがありますか（来日前，来日後いずれも記載）。

ਕੀ ਤ ਸੀ ਜਵਦੇਸ਼ੀ ਦੂਤਵਾਸ ਿਾਂ UNHCR ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜਲਆ (ਿਾਪਾਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਿਾਂ ਬਾਅਦ ਜਵੁੱ ਚ)

□　はい □　いいえ

hW nhIN

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

jy qusIN “hW” ivc jvwb dyNdy ho, qW siQ`qI bwry jwxkwrI idaugy[

ਤਾਰੀਖ ਸੰਗਠਨ ਦਾ nWA  ਨਤੀਿਾ

12　あなたは，上記１から11までに記載した内容を裏付ける資料を提出することができますか。

ਕੀ ਤ ਸੀ ਉਪਰੋਕਤ ਪਰਸ਼ਨ 1 ਤੋਂ 11 ਤੁੱ ਕ ਨੰੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿੁੱਗਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

□　はい □　いいえ

hW nhIN

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

ਿੇ ਤ ਸੀ “ਹਾਂ” ਜਵੁੱ ਚ ਉੱਤਰ ਜਦੰਦੇ ਹੋਂ ਤਾਂ ਸਜਥਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਦਉ

ਸਿੁੱਗਰੀ

ਦੇਸ਼ ਦਾ nWA  

ਜਵਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ  ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ  ਦਾ ਅਨ ਿਾਜਨਤ ਸਿਾਂ

国　名 手続内容 結　　果

 ਪਰਨਕਨਰਆਂਵਾਂ ਨਤੀਜਾ

年月日 機関名 結　　果

資料名 内　容 提出理由 提出予定時期
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13　あなたが迫害を受けるおそれのあった国から脱出した日から日本に上陸するまでの経緯について具体的に

　書いてください。複数の国を経由した場合は，すべて書いてください。

qwrI^ qwrI^

今回の日本への入国について該当するものにチェックしてください。

qusIN jwpwn ivc ikvyN dwKl hoey? FukvyN Kwny qy inSwn lwau[

□　直行 □　第三国経由

qusIN jwpwn phuMcy is`Dw Awpxy dyS qoN iksy hor dyS rwhIN

第三国経由の場合は，該当するものにチェックしてください。

qusIN jwpwn iksy hor dyS rwhIN Awey ho qW FukvyN Kwny qy inSwn lwa[

□　乗換え □　滞在

qusIN isr& aus dyS ivcoN lMGy[ qusIN aus dyS ivc Tihry[

第三国に定住した場合は，具体的に書いてください。

ਿੇ ਤ ਸੀ ਿਪਾਨ ਤੀਿੇ ਦੇਸ਼ ਰਾਹੀ ਆਏ ਹੋਂ ਤਾਂ ਸਜਥਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ

dyS Tihrn dI imAwd Tihrn dw audyS jgHw rihx dy hwlwq

( qoN     qk) (tYlI&on nMbr)

14　あなたは，日本で難民認定申請ができることを，いつ，どこで，どのようにして知りましたか。

quhwnUM kdoN, Aqy ik`QoN ieh pqw lgw ik qusIN jwpwn ivc ri&aUjI dI hYsIAq leI ArzI dy skdy ho?

ies bwry Kol ky d`so, ik qusIN aus dyS iv`coN ij`Qy quhwfy qy ਅੱਨਤਆਚਾਰ ਨਕਤਾ jw skdw sI, bc ky jwpwn ikvyN phuMcy? jy qusIN jwpwn 
phuMcx qoN pihlW kuJ hor dySW ivcoN ho ky Awey ho qW aunHW sB dw nWA d`so[

年月日 出国港 年月日 入国港 運送業者名 便名又は船名

（出発地） （到着地）

jwx vwlw bMdrgwh phuMcn vwlw bMdrgwh kYrIAr aufwn jW smuMdrI jhwz dw 
nWA( jwx dI jgHw) (phuMcx dI jgHw)

国　名 滞在期間 滞在目的 滞在場所 生活状況

（　　　～　　　） （電話番号）
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15　現在の生活費用について何によって賄っているのか書いてください。

AjklH qusIN Awpxy rihx sihx dw ^rc ikvyN clWdy ho?

□　給与 □　預金 □　その他（　　　　　　　　　　　　）

qn^wh nwl bYNk Kwqy nwl hor

「給与」と答えた場合は，書いてください。

jy qusIN “ qn^wh nwl” juAwb dyNdy ho qW AwpxI qn^wh bwry d`so[

kMpnI qn^wh mwisk jW rozwnw

□　月給

mwisk AwDwr qy

□　日給

rozwnw

「預金」と答えた場合は，書いてください。

jy qusIN “ bYNk Kwqy nwl ” juAwb dyNdy ho qW Awpxy bYNk  Kwqy bwry d`so[

bYNikMg sMsQw Kwqy ivc rkm Kwqy dI iksm Aqy nMbr

「その他」と答えた場合で，第三者から金銭的支援を受けている場合は，書いてください。

jy qusIN “ hor” juAwb dyNdy ho　Aqy quhwnUM koeI hor qIjI iDr mwlI shwieqw dy rhI hY, qW shwieqw dyx vwly bwry d`so[

shwieqw dyx vwlw rkm

(gru`p jW ivAkqI) imAwd  ( qoN      qk)

（円／年）

(XYn/swl)

（円／月）

(XYn/mhInw)

16　在外親族に送金したことがありますか。

jwpwn qoN bwhr rih rhy Awpxy pirvwr dy mYNbrW nUM kI qusIN kdI pYsy Byjy hn?

□　はい □　いいえ

hW nhIN

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

jy qusIN “hW” ivc jvwb id`qw hY qW Byjy hoey pYisAW bwry d`so[

nWA irSqw ByjI hoeI rkm

会　社　名 給与の額 月給・日給の別

金融機関名 預金残高 口座の種類・番号

支援団体又は支援者名 期　間 支援金額

（　　　　～　　　　）

氏　　名 続柄 送金額 金融機関名

bYNikMg sMsQw
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17　来日後6月以内に難民認定申請を行っていない人は，申請が遅れた理由を具体的に書いてください。

jy qusIN jwpwn Awx dy Cy mhIny mgroN qk ri&aUjI dI hYsIAq leI ArzI nhIN id`qI qW ies dyr dw kwrx d`so[

18　来日後，刑法犯罪を犯したことにより警察に逮捕され，検察官に起訴されたことがありますか。

jwpwn Awaux qoN mgroN, kI quhwnUM pulIs ny kdI igR&qwr kIqw hY jW iksy mujrmwnw kwrvweI leI doSI TihrwieAw ig Aw hY?

□　はい □　いいえ

hW nhIN

「はい」と答えた場合は，その刑事裁判の結果を書いてください。

jy qusIN “hW” ivc jvwb dyNdy ho, qW &OjdwrI muk`dmy dy nqIjy bwry d`so[

doS

19　第三国への渡航を希望しますか。

ਕੀ ਤ ਸੀ ਤੀਿੇ ਦੇਸ਼ ਿਾਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਹੋਂ?

□　はい □　いいえ

ਹਾਂ ਨਹੀਂ 

「はい」と答えた場合は，渡航先国及びその理由を具体的に書いてください。

ਿੇ ਤ ਸੀ ‘ਹਾਂ’ ਜਵੁੱ ਚ ਉੱਤਰ ਜਦੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱ ਸੋ

20　迫害を受けるおそれ以外の理由で，本国に帰国できない理由があれば，具体的に書いてください。

（注）この枠内に記載できない場合は別紙を提出して下さい。

ਿੇ ਤ ਸੀ ਅੁੱ ਜਤਆਚਾਰ ਤੋਂ ਜਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਜਪਸ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ।

not:jy quhwnUM vD QW dI zrUrq hY qW iek vKrw kwgz nwl lw ky pyS kro[

年月日 裁判所名 罪　名 判決内容

qwrI^ Adwlq dw nWA AdwlqI &Yslw
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21　現在の健康状態はどうですか。

ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਹਤ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ?
□　良好

ਚੰਗਾ

□　不良 「不良」と答えた場合は，その状況を具体的に書いてください。

ਖਰਾਬ （注）この枠内に記載できない場合は別紙を提出して下さい。

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ "ਖਰਾਬ"ਉੱਤਰ ਨਦੰਦੇ ਹੋੋੰ ਤਾਂ ਸਨਥਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ
not:jy quhwnUM vD QW dI zrUrq hY qW iek vKrw kwgz nwl lw ky pyS kro[

22　難民調査官がインタビューする場合，通訳は必要ですか。

jdoN koeI jWc pVqwl krn vwlw quhwfw ieMtrivaU leygw qW kI quhwnUM duBwSIey dI loV hY?

□　はい □　いいえ

hW nhIN

必要とする場合は何語を希望しますか。 語

jy qusIN “hW” ivc jvwb dyNdy ho qW BwSw bwry d`so[ BwSw

その他通訳に関して希望する事項があれば，書いてください。

jy qusIN Awpxy duBwSIey bwry koeI hor bynqIAW hn, qW aunHW bwry vI d`so[

以上の記載内容は，事実と相違ありません。

mYN pRmwixq krdw/krdI hW, ik ies ArzI ivc id`qI geI jwxkwrI shI Aqy s`c hY[

申請者（代理人）の署名 年 月 日

ArzIkrqw ( jW pRqIinD) dy dsq^q  qwrI^:
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