
別記第七十四号様式（第五十五条関係）

oD;jcm;yHkpH 74 (tykd'f 55 rS tquf)

日本国政府法務省

*syefEdkifiHw&m;a&;0efBuD;Xme? 

法　務　大　臣　 殿

w&m;a&;0efBuD; okdY

男 別名・通称名等

trsKd;om; tjcm;trnf (odkY) trnfuJGrsm;

女

trsKd;orD;

（年） （月） （日）

(ESpf) (v) (&uf)

方 電話番号 携帯電話番号

wqifh w,fvDzkef;eHygwf

（注）用紙の大きさは，日本工業規格Ａ列４番とする。

(owdûy&ef) pm&Guft½G,ftpm;onff *syefpufrIowfrSwft&G,ftpm; (at-4) jzpfonf/

難　民　認　定　申　請　書

  'ku©onftodtrSwfjyKavQmufvTm

氏　　名

trnf

生年月日

住居地

arG;aeY

ae&yfvdyfpm

発行・更新理由

trSwf xkwfay;?

oufwrf;wdk;onfh&ufpGJ

Hvufudkifzkef;eHygwf

現在の職業

vuf&Sdtvkyftudkif

国籍・地域（又は常居所
を有していた国名）

出生地

arG;&yf

EdkifiHom;?a'oom;?(okdYr[kwf

,ciftjrJaexdkifchJaomwkdif;jynf)

oufwrf;ukefqkH;rnfh

umv
xkwfay;onfhXme

xkwfay;? oufwrf;wdk;

&onfhtaBumif;&if;

旅　　券

EdkifiHul;vufrSwf

在留カード／

番　　号 発行・更新
年月日

有効期限 発行機関

*syefodkYa&muf&SdonfhaeYpJG a&muf&Sdonfhqdyfurf; vuf&SdaexdkifrItqifh(odkYr[kwfaexkdifcGifhADZmtrsKd;tpm;) aexdkifcGifhumvukefqHk;rnfhaeY (umv)

官　　用　　欄

wm0ef&SdolrSjznfh&efuGufvyf

特別永住者証明書

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）

aexdkifcGifhu'fjym;^txl;tNrJ

wrf;aexdkifcGifhtaxmuftxm;

ミャンマー語



　家族構成
   rdom;pkzGJYpnf;yHk

(注）６人以上は別紙を提出してください。

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。

①

②

③

④

⑤

□在外

□在日

□在外

*syefjynfwGif;

*syefjynfy

*syefjynfwGif;

*syefjynfy

*syefjynfwGif;

在日，在
外の別

居住地 電話番号

awmfpyfyHk trnf arG;aeY vdif EdkifiHom;?a'oom;
(odkYr[kwf,ciftjrJaexdkifchJ

aomwdkif;jynf)

tvkyf

tukdif

*syefjynfwGif;

jynfy

cGJjcm;&ef

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

*syefjynfy

母 □在日
*syefjynfwGif;

□在外
*syefjynfy

rdcif

ae&yfvdyfpm w,fvDzkef;

eHygwf

父 □在日
*syefjynfwGif;

□在外

zcif

*syefjynfwGif;

□在外
*syefjynfy

□在日
*syefjynfwGif;

□在外

きょうだい （計 人）

□在日

□在外

□在日

  nDtpfudk?armifESr           (pkpkaygif;       a,muf)               (rSwfcsuf) 6a,mufESifhtxufjzpfyguoD;jcm;pm&Gufjzifhaz:jyyg/

*syefjynfwGif;

*syefjynfy

□在外

□在日

□在外

□在日

*syefjynfwGif;

*syefjynfy

□在日
*syefjynfwGif;

□在外

 tjcm;(ZeD;?cifyGef;?uav;?tzdk;?tzGm; tp&Sdonf)                                      (rSwfcsuf)6a,mufESifhtxufjzpfyguoD;jcm;pm&Gufjzifhaz:jyyg/

□在日

*syefjynfy

*syefjynfy

*syefjynfy

□在日
*syefjynfwGif;

□在外
*syefjynfy

*syefjynfwGif;

□在外

*syefjynfy

□在日
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～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

(*syefodkYrvma&mufrD?

a&muf&SdNyD;aemuf

ESpfrsKd;pvHk;jznfhpGuf&ef)

□その他（　　）

□tjcm;(           )

□rlvwef; □tv,fwef; □txufwef;

□卒業，□中退

□大学，□その他（　　　） □その他（　　）

□初等，□中等，□高等 □卒業，□中退

□大学，□その他（　　　） □その他（　　）

□rlvwef; □tv,fwef; □txufwef;

ynmt&nftcsif;

aemufcHordkif;

□初等，□中等，□高等 □卒業，□中退

□wuúodkvf  □tjcm;(            )

□ausmif;NyD;  □ausmif;rNyD;

□tjcm;(           )

□ausmif;NyD;  □ausmif;rNyD;

□tjcm;(           )

□ausmif;NyD;  □ausmif;rNyD;

□tjcm;(           )

□ausmif;NyD;  □ausmif;rNyD;

卒業等

umv(  ESpf   v  &uf)  ausmif;trnf trsKd;tpm; vdyfpm ausmif;NyD;^rNyD;

居住歴

（来日前，来
日後いずれも

記載）

ae&yfvdyfpm

rSwfwrf;

期間（年月日） 学校名 種　別 所在地

(*syefodkYrvma&mufrD?

a&muf&SdNyD;aemuf

ESpfrsKd;pvHk;jznfhpGuf&ef)

居　住　地 居　住　期　間

ae&yfvdyfpm umv

学　歴 □初等，□中等，□高等 □卒業，□中退

（来日前，来
日後いずれも

記載）

□rlvwef; □tv,fwef; □txufwef; □ausmif;NyD;  □ausmif;rNyD;

□大学，□その他（　　　） □その他（　　）

□wuúodkvf  □tjcm;(            ) □tjcm;(           )

(*syefodkYrvma&mufrD?

a&muf&SdNyD;aemuf

ESpfrsKd;pvHk;jznfhpGuf&ef)

□大学，□その他（　　　） □その他（　　）

□初等，□中等，□高等 □卒業，□中退

□wuúodkvf  □tjcm;(            )

□rlvwef; □tv,fwef; □txufwef;

□wuúodkvf  □tjcm;(            )

□rlvwef; □tv,fwef; □txufwef;

□大学，□その他（　　　）

□初等，□中等，□高等

□wuúodkvf  □tjcm;(            )

&mxl;?  vkyfief;taMumif;t&m

職　歴

（来日前，来
日後いずれも

記載）

tvkyf

aemufcHordkif;

入　国　日 出　国　日 退去強制の有無

0ifa&mufonfhaeYpJG xGufcGmonfhaeYpJG

期間（年月日） 会社等名 業　種 所在地 役職，業務内容

umv(  ESpf   v  &uf) ukrÜPD tp&Sdonfh trnf trsKd;tpm; vdyfpm

*syefrSjyefydkY cH&zl;jcif;&Sd/ r&Sd

本邦出入国歴
*syefEdkifiH

t0iftxGuf

ミャンマー語



～

～

～

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。

oifhwkdif;jynfodkY jyefoGm;ygu rnfonfhtaMumif;jycsufjzifh oifhtm; zdESdyfcsKyfcs,fEdkifoenf;/ oifhavQmf&mtuGufwGif trSwfjcpfyg/

□　人種 □　宗教 □　国籍 □　特定の社会的集団の構成員であること

vlrsdkK;a&; bmoma&; EdkifiHom; oD;jcm;vlrItzJGYtpnf;wpfckck\tzJGY0ifjzpfjcif;

□　政治的意見 □　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

EdkifiHa&;xifjrifrI tjcm;taMumif;jycsufrsm;

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。

□　国家機関　（名称等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

)

□　上記以外　（具体的に書いてください。）

（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。

（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。

rSwfcsuf -atmufygae&mtvGwfwGifa&;om;azmfjy&efrvkHavmufygu? oD;jcm;pm&Gufjzifh a&;om;azmfjyEdkifygonf/

渡航先（国名） 渡航期間 渡航理由

oGm;a&mufcJhaom(wdkif;jynf) umv &nf&G,fcsuf

海外渡航歴
jynfyc&D;oGm;

rSwfwrf;

部族・民族 宗教（宗派）

使用言語 読むこと 話すこと

vlrsKd;pk? vlrsKd;      bmoma&;(*dkPf;?toif;tzGJU)

rdcifbmompum;

その他の
可能な言語

tjcm;wwfuRrf;aom

bmompum;(rsm;)

txufaz:jyygeHygwfff(1)\taMumif;t&if;t&? oifonf wpHkwa,mufxHrSzdESdyfcsKyfcs,frIcH&zG,f pdk;&drfp&m&Sdygovm;/

tpdkdk;&tzGJUtpnf;(trnf tp&Sdonf

txufaz:jyxm;onfrSty(tao;pdwfa&;om;az:jyyg&ef)

書くこと

bmompum; zwfEdkifonf ajymEdkifonf a&;Edkifonf

母国語

oifonf rnfonfhtcsdefrSpí zdESdyfcsKyfcs,frIcH&zG,f pdk;&drfrIudk cHpm;cJJh&ygoenf;/ 

zdESdyfcsKyfcs,frI cH&Ekdifonfh taMumif;t&if;? oufaoom"u taxmuftxm; wdkYudk tao;pdwfa&;om;az:jyyg/ 

ミャンマー語



（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。

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

&Sdygonf r&Sdyg

「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。

（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。

rSwfcsuf -atmufygae&mtvGwfwGifa&;om;azmfjy&efrvkHavmufygu? oD;jcm;pm&Gufjzifh a&;om;azmfjyEdkifygonf/

（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。

□　はい □　いいえ

&Sdygonf r&Sdyg

「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。

（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。

rSwfcsuf -atmufygae&mtvGwfwGifa&;om;azmfjy&efrvkHavmufygu? oD;jcm;pm&Gufjzifh a&;om;azmfjyEdkifygonf/

 oifonf txufaz:jyygeHygwf(1) tajctaerSty? zrf;qD;?csKyfaESmif?xdef;odrf;rItjyif?tjcm;udk,fxdvufa&mufcsKyfaESmifxdef;odrf;cH&jcif;ESifh

½dkufESufcH&jcif;rsm;&SdcJhzl;ygovm;/

場　所 行為者 行為の内容 理　　由

]&Sdygonff} [kajzqdkcJhygu? tajctaetm;vHk;ESifhywfoufí tao;pdwfa&;om;az:jyyg/

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。

oifhwdkif;jynfodkUjyefygu rnfodkYjzpfvmrnf[k xifjrif,lqygoenf;/ xdkxifjrif,lqxm;aomtajctaeESifh taMumif;jycsuftao;pdwfudkazmfjyyg/

rSwfcsuf -atmufygae&mtvGwfwGifa&;om;azmfjy&efrvkHavmufygu? oD;jcm;pm&Gufjzifh a&;om;azmfjyEdkifygonf/

tcsdef?umv ae&m xdef;odrf;½kdufESufol xdef;odrf;½kdufESufykH taMumif;&if;

時期・期間

eHygwf(1)\ taBumif;jycsuft& oifonf zrf;qD;?csKyfaESmif?xdef;odrf;cH&cJhjcif;tjyif? tjcm;udk,fxdvufa&mufcsKyfaESmifxdef;odrf;cH&jcif;ESifh

½dkufESufcH&jcif;rsm;&SdcJhzl;ygovm;/

時期・期間 場　所 行為者 行為の内容 理　　由

]&Sdygonfff} [kajzqdkcJhygu? tajctaetm;vHk;ESifhywfoufí tao;pdwfa&;om;az:jyyg/

ae&m xdef;odrf;½kdufESufol xdef;odrf;½kdufESufykH taMumif;&if;tcsdef?umv

ミャンマー語



５

□　はい □　いいえ

&SdcJhbl;ygonf r&SdcJhbl;yg

「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。

□　はい □　いいえ

&Sdygonf r&Sdyg

「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。

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。

oifonf oifhwdkif;jynftpdk;&ukd qefYusifaeaom tzJGYtpnf;wpfck(*syefEkdifiHtygt0if)\ tzJGY0if jzpfzl;ygovm;/

□　はい □　いいえ

jzpfzl;ygonf rjzpfzl;yg

「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。

rSwfcsuf -atmufygae&mtvGwfwGifa&;om;azmfjy&efrvkHavmufygu? oD;jcm;pm&Gufjzifh a&;om;azmfjyEdkifygonf/

氏　名 続柄 時期・期間 場　所 行為者 行為の内容

（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。

oif\rdom;pkonftxufaz:jyygeHygwf(1) taMumif;&if;aMumifh? zrf;qD;?csKyfaESmif?xdef;odrf;rItjyif?tjcm;udk,fxdvufa&mufcsKyfaESmifxdef;odrf;cH&jcif;ESifh

½dkufESufcH&jcif;rsm;&SdcJhzl;ygovm;/

]&SdcJhbl;ygonff} [kajzqdkcJhygu? tajctaetm;vHk;ESifhywfoufí tao;pdwfa&;om;az:jyyg/

（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

]&Sdygonf} [kajzqdkcJhygu? tajctaetm;vHk;ESifhywfoufí tao;pdwfa&;om;az:jyyg/

trnf awmfpyfyHk tcsdef?umv ae&m xdef;odrf;½kdufESufol xdef;odrf;½kdufESufykH

oif\rdom;pkonftxufaz:jyygeHygwf(1) tajctaerSty? zrf;qD;?csKyfaESmif?xdef;odrf;rItjyif?tjcm;udk,fxdvufa&mufcsKyfaESmifxdef;odrf;cH&jcif;ESifh

½dkufESufcH&jcif;rsm;&SdcJhzl;ygovm;/

]jzpfzl;ygonf} [kajzqdkcJhygu? tajctaetm;vHk;ESifhywfoufí tao;pdwfa&;om;az:jyyg/

umv tzJGYtpnf;trnf oifh&mxl; vkyfaqmifcsuf

trnf awmfpyfyHk tcsdef?umv ae&m xdef;odrf;½kdufESufol xdef;odrf;½kdufESufykH

期　間 組織名 役　職 活動内容

ミャンマー語



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

ûyvkyfchJzl;ygonf/ rûyvkyfchJzl;yg/

「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。

‘ûyvkyfchJzl;ygonf’ [kajzygu? tao;pdwfudk azmfjyyg/

rSwfcsuf -atmufygae&mtvGwfwGifa&;om;azmfjy&efrvkHavmufygu? oD;jcm;pm&Gufjzifh a&;om;azmfjyEdkifygonf/

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。

eHygwf(1)\ taMumif;jycsuft& oifhtm; zrf;rdefY(odkUr[kwf) zrf;0&rf; xkwfxm;ygovm;/

□　はい □　いいえ

xkwfxm;ygonf/ rxkwfxm;yg/

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

]xkwfxm;ygonf} [kajzygu? zrf;rdefY tao;pdwfudk azmfjyyg/

上記事実をどのような方法で知ったのですか。

txufygtaMumif;rsm;udk oif rnfodkY od&SdchJygoenf;/

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。

*syefEdkifiHodkY rvma&mufrD &mZ0wfrIjzifh &Jzrf;qD;cH&NyD; w&m;pGJqdkcH&jcif; &SdchJygovm;/

□　はい □　いいえ

&SdchJygonf/ r&SdchJyg/

「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。

‘&SdchJygonf} [kajzygu xdk&mZ0wfrI›w&m;pD&ifqHk;jzwfcsuf&v'fukd azmfjyyg/

oifonf oifhwdkif;jynftpdk;&qefYusifonfh EdkifiHa&;xifjrifcsufazmfjyrIESifhûyrIaqmif&GufrI wpHkw&mûyvkyfchJzl;ygovm;

(*syefEdkifiHtwGif;vIyf½Sm;rItygt0if)/

年月日 機関名 罪　　状

xkwfonfh&ufpGJ xkwfonfhXme jypf'Pf

年月日 裁判所名 罪　名 判決内容

aeYpGJ w&m;½kH;trnf jypf'Pf w&m;a&; pD&ifcsuf

ミャンマー語



10　あなたは他の国に庇護を求めたことがありますか。

oifonf tjcm;EdkifiHwGif cdkvIHcGifh avQmufxm;chJzl;ygovm;/

□　はい □　いいえ

avQmufchJzl;ygonf/ ravQmufchJzl;yg/

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

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）。

EkdifiHjcm;oH½Hk;? ukvor*¾r[mrif;BuD;rsm;½Hk; (ＵＮＨＣＲ) wGifcdkvIHcGifhavQmufzl;ygovm;/(*syefodkYrvma&mufrD? a&muf&SdNyD;aemuf? ESpfrsKd;pvHk;jznfhpGuf&ef)

□　はい □　いいえ

&Sdygonf r&Sdyg

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

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。

□　はい □　いいえ

wifjyEdkifygonf/ rwifjyEdkifyg/

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

]avQmufcJhzl;ygonf}[kajzqdkcJhygu?tao;pdwfa&;om;az:jyyg/

年月日 機関名 結　　果

&v'f

]&Sdygonf} [kajzqdkcJhygu?tao;pdwfa&;om;az:jyyg/

EdkifiHtrnf jyKvkyfcJhaomtaMumif;t&m

資料名 内　容 提出理由 提出予定時期

]wifjyEkdifygonf}[kajzqdkcJhygu?tao;pdwfa&;om;az:jyyg/

国　名 手続内容 結　　果

oifonf txufyg eHygwf(1)rS (11)txda&;om;az:jyxm;onfhtaMumif;t&mudk oufaojyEdkifaom taxmuftxm;rsm;udkwifjyEdkifygovm;/

taxmuftxm;trnf taMumif;t&m wifjy&aomtaMumif;t&if; wifjyEkdifrnfhumv

&ufpJG tzGJYtpnf;trnf &v'f

ミャンマー語



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。

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。

*syefEdkifiHodkY rnfodkY a&muf&SdchJoenf;/ oifhavQmf&m av;axmifhuGufwGif trSwfjcpfyg/

□　直行 □　第三国経由

oifonf *syefEdkifiHodkY ¤if;EdkifiHrSwdkuf½dkuf wwd,EkdifiH(tjcm;EdkifiH)rSwqifha&muf&SdchJygonf/

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。

wwd,EkdifiH(tjcm;EdkifiH)rSwqifh *syefEdkifiHodkY oifa&muf&SdvmchJonfqdkygu? oifhavQmf&mtuGufwGif trSwfjcpfyg/

□　乗換え □　滞在

oifonfxdkEdkifiHodkY jzwfoef;chJonf/ oifonfxdkEkdifiHüaexdkifchJonf/

第三国に定住した場合は，具体的に書いてください。

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。

oifonf *syefEdkifiHwGif 'ku©onftjzpf avQmufxm;EdkifaMumif; rnfonfhtcsdef? rnfonfhae&mü rnfuJhokdY od&SdchJygoenf;/

運送業者名 便名又は船名

oifonf zdESdyfcsKyfcs,fcH&EdkifzG,f&SdaomEdkifiHrSvGwfajrmufjyD; *syefEdkifiHodkY rnfodkYrnfykHa&muf&Sdvmonfudk tao;pdwfazmfjyyg/ oifonf*syefEdkifiHodkY

rvmrD? tjcm; EdkifiHrsm;odkYjzwfoef;chJ&ygu? xdkEdkifiHrsm;udkvnf;azmfjyyg/

（出発地） （到着地）
&ufpJG xGufcGmonfhqdyfurf; &ufpJG qdkufa&muf&mqdyfurf;

年月日 出国港 年月日 入国港

o,faqmifykdYaqmifa&;ukrÜPD av,mOf(odkY) oabmF

trnf(xGufcGm&mae&m) (qdkufa&muf&mae&m)

国　名 滞在期間 滞在目的 滞在場所 生活状況

wwd,EkdifiHwGif tajccsaexdkifcJhygu? tao;pdwfa&;om;az:jyyg/

aexdkif&onfhtajctae

(       rS       xd) (w,fvDzkef;eHygwf)

（　　　～　　　） （電話番号）
wdkif;jynf aexdkifchJonfhumv aexdkifonfh

&nf&G,fcsuf

aexdkifcJhonfhae&m

ミャンマー語



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。

vuf&Sdoiff\ pm;0wfaexdkifpm;&dwfudkrnfodkYay;aqmifaeoenf;/

□　給与 □　預金 □　その他（　　　　　　　　　　　　）

vpm pkaiG tjcm;

「給与」と答えた場合は，書いてください。

]vpm}[kajzygu? oif\vpmESifh ywfoufaomtaMumif;t&mukd azmfjyyg/

□　月給

vcpm;pepf

□　日給

aeYpm;pepf

「預金」と答えた場合は，書いてください。

]pkaiG} [kajzygu? bPfwGifaiGtyfESHrIukd azmfjyyg/

「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。

]tjcm;} [kajzygu? oifhtm; wpHkwOD;rS axmufyhHaejcif;jzpfygu xdkaxmufyhHoltm; azmfjyyg/

（円／年）

(,ef;^wpfESpf)

（円／月）

(,ef;^wpfv)

16　在外親族に送金したことがありますか。

oifonf *syefjyify&Sd oifhrdom;pkaqGrsKd;rsm;xH aiGvTJykdYzl;jcif; &dSygovm;/

□　はい □　いいえ

&Sdygonf r&Sdyg

「はい」と答えた場合は，具体的に書いてください。

]&Sdygonff}[kajzygu? vTJykdYonfh taMumif;t&mudk azmfjyay;yg/

会　社　名 給与の額 月給・日給の別

bPftrnf aiGpm&if;vufusef bPfpm&if;trsKd;tpm;ESifheHygwf

支援団体又は支援者名 期　間 支援金額

ukrÜPD vpm vcpm; (odkY) aeYpm;

金融機関名 預金残高 口座の種類・番号

axmufyhHonfhtzGJY (odkY) axmufyHhol
（　　　　～　　　　）

aiGyrmP
umv (      rS        xd)

氏　　名 続柄 送金額 金融機関名

trnf awmfpyfyHk vTJykdYonfhaiGyrmP bPftrnf

ミャンマー語



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。

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。

oifonf *syefEdkifiHodkY a&muf&SdjyD; &mZ0wfrIjzifh &Jzrf;qD;rIukd cH&um w&m;pGJqdkcH&jcif; &SdchJygovm;/

□　はい □　いいえ

&SdcJhygonf r&SdchJyg

「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。

]&SdchJygonf} [kajzygu? &mZ0wfrIavQmufvJcsuf &v'fukd azmfjyyg/

19　第三国への渡航を希望しますか。

□　はい □　いいえ

qE´½Sdygonf qE´r½Sdyg

「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。

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。

zdEdSyfcsKyfcs,frIcH&zG,fpdk;&drf&onf[laomtaMumif;t&if;rSty? rdrdEkdifiHodkUrjyefEkdifonfhtaMumif;t&if;&Sdygutao;pdwfa&;om;az:jyyg/

rSwfcsuf -atmufygae&mtvGwfwGifa&;om;azmfjy&efrvkHavmufygu? oD;jcm;pm&Gufjzifh a&;om;azmfjyEdkifygonf/

oifonf *syefEdkifiHodkYa&muf&SdjyD; ajcmufvtwGif; 'ku©onftodtrSwfûyavQmufvTmukdravQmufxm;chJygu avQmuf&efaemufus&onfhtaMumif;&if;

tao;pdwfudk azmfjyyg/

&ufpGJ w&m;½kH;trnf jypf'Pf w&m;a&;pD&ifcsuf

wwd,EdkifiHodkU jzwfoef;oGm;a&muf&ef qE´½Sdygovm;/

]qE´½Sdygonf} [kajzqdkygu? jzwfoef;oGm;a&mufrnfhhEdkifiHESifh? oGm;a&mufrnfh taMumif;t&if;tao;pdwfudk a&;om;az:jyyg/

年月日 裁判所名 罪　名 判決内容

ミャンマー語



21　現在の健康状態はどうですか。

vuf&Sdusef;rma&;tajctaeudkaz:jyyg/

□　良好

aumif;ygonf/

□　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。

raumif;yg/ （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。

rSwfcsuf -atmufygae&mtvGwfwGifa&;om;azmfjy&efrvkHavmufygu? oD;jcm;pm&Gufjzifh a&;om;azmfjyEdkifygonf/

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。

vl0ifrIMuD;Muyfa&;OD;pD;Xme 'ku©onfrsm;qkdif&mpDppfa&;t&m½SdrS vlawGYar;jref;jcif;ûyvkyfpOf? oifhtwGufpum;jyef vdktyfygovm;/

□　はい □　いいえ

vdktyfygonf rvdktyfffyg

必要とする場合は何語を希望しますか。 語

‘vkdtyfygonf’ [kajzqdkygu rnfonfhbmompum;jzifh ûyvkyfvkdrnfudkazmfjyyg/ bmompum;

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。

tjcm; bmomjyefESifhoufqdkifonfhawmif;qdkp&mrsm;&Sdygu atmufwGifazmfjyyg/

以上の記載内容は，事実と相違ありません。

þavQmufvTmwGif jznfhpGufa&;om;xm;aom owif;tcsuftvufrsm; rSefuefygaMumif; uREkfyf wm0ef,lygonf/

申請者（代理人）の署名 年 月 日

avQmufxm;ol (okdYr[kwf ukd,fpm;vS,f)vufrSwf aeYpJG

]raumif;yg} [kajzqdkygu? ¤if;tajctaeudktao;pdwfa&;om;az:jyyg/

ミャンマー語




