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【注意事項】

(သတိျပဳရန္အခ်က္မ်ား)

読んだ注意事項には，チェック☑をしてください。

ေအာက္ပါသတိျပဳရန္အခ်က္မ်ားကုိ ေသခ်ာဖတ္ၿပီးမွသာ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေျဖပါ။
ဖတ္ၿပီးေသာသတိျပဳရန္အခ်က္မ်ားကုိ အမွန္ျခစ☑္ျခစ္ပါ။

□　この申請書には，あなたが主張したい事情を全て書いてください。

□   ဤေလွ်ာက္လႊာတြင္ သင္ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလုိေသာအေျခအေနအားလုံးကုိေရးပါ။
□　回答に当たっては，該当する欄にチェック☑をし，記入部分には，具体的かつ詳細に書いてくだ

　さい。（枠内に書けない場合は，別紙を提出してください。）

□   အေျဖကုိ ကုိက္ညီေသာအပိုင္းတြင္ အမွန္ျခစ္☑ျခစ္ၿပီး၊ ျဖည့္ရန္ေနရာတြင္ အေသးစိတ္ကုိ
      ျပည့္စံုေအာင္ေရးပါ။ (ေဘာင္အတြင္းမဆ့ံလွ်င္ သီးျခားစာရြက္ျဖင့္ တင္ပါ။)

□　この申請書に嘘を記載したり，嘘の資料を提出した場合は，審査上不利益を被ることがあります。

□   ဤေလွ်ာက္လႊာတြင္ လိမ္ညာျဖည့္စြက္ျခင္း၊ စာရြက္စာတမ္းအတုမ်ားကုိ တင္လွ်င္ စစ္ေဆးရာတြင္ အက်ိဳးမရွိမႈမ်ား
      ျဖစ္သြားႏိုင္ပါသည္။

１　前回の難民認定申請後，国籍，家族構成，居住歴，学歴，職歴，本邦出入国歴，海外渡航歴及び宗教に

　変更はありますか。

၁။ ယခင္အေခါက္ ဒုကၡသည္အသိအမွတ္ျပဳေလွ်ာက္ထားၿပီးေနာက္၊ ႏိုင္ငံသား၊ မိသားစုဖြဲ႕စည္းပံု၊ ေနရပ္လိပ္စာမွတ္တမ္း၊ ပညာအရည္အခ်င္း၊
    အလုပ္ ေနာက္ခံသမိုင္း၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအဝင္အထြက္၊ ျပည္ပခရီးသြားမွတ္တမ္း ႏွင့္ ဘာသာေရးတြင္အေျပာင္းအလရဲွိပါသလား။

□　いいえ

□   မရွိပါ
□　はい

□   ရွိပါသည္
→変更事項はどれですか。

ေျပာင္းလလဲိုက္ေသာအခ်က္မွာဘယ္ဟာျဖစ္ပါသလ။ဲ

□　国籍 □　家族構成 □　居住歴 □　学歴

□   ႏုိင္ငံသား □   မိသားစုဖြဲ႕စည္းပုံ □   ေနရပ္လိပ္စာမွတ္တမ္း □   ပညာအရည္အခ်င္း

□　職歴 □　本邦出入国歴 □　海外渡航歴 □　宗教（宗派）

□   အလုပ္ေနာက္ခံသမိုင္း □  ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအဝင္အထြက္ □  ျပည္ပခရီးသြားမွတ္တမ္း □   ဘာသာေရး (ဂိုဏ္း ၊ အသင္းအဖြဲ႔)

→変更内容を具体的に書いてください。

→ေျပာင္းလသဲည့္အေၾကာင္းအရာကိုအေသးစိတ္ေရးသားေဖၚျပပါ။

２　前回は，どのような迫害事情を主張しましたか。具体的に書いてください。

၂။ အရင္တေခါက္ ဘယ္လဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈအေၾကာင္းအရာရွိသည္ဟုကိုထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ပါသလ။ဲ အေသးစိတ္ေရးသားေဖၚျပပါ။

３　今回は，新たに主張する迫害事情がありますか。

၃။ ယခုအေခါက္တြင္ ထပ္မံထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအေျခအေနရွိပါသလား။

□　ない

□   မရွိပါ
→「ない」と答えた場合，４の質問に答えた後，６以降の質問に答えてください。

→   "မရွိပါ" ဟုေျဖလွ်င္ နံပါတ္ ၄ ေမးခြန္းကိုေျဖၿပီးေနာက္၊ နံပါတ္ ၆ ေနာက္ပိုင္းေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖပါ။
□　ある

□   ရွိပါသည္
→「ある」と答えた場合，４以降の質問に答えてください。

→   "ရွိပါသည္" ဟုေျဖလွ်င္၊ နံပါတ္ ၄ ေနာက္ပိုင္းေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖပါ။

以下の注意事項をよく読んだ上で質問に答えてください。
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４　迫害を受けるおそれ以外の理由で，日本での滞在が必要な理由がありますか。

၄။ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းခံရဖြယ္စိုးရိမ္မႈအျပင္္ အျခားေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ေနထိုင္ရန္လိုအပ္ေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ရွိပါသလား။

□　ない

□   မရွိပါ
□　ある

□   ရွိပါသည္
→「ある」と答えた場合，具体的に答えてください。

→   "ရွိပါသည္" ဟုေျဖလွ်င္၊ အေသးစိတ္ေရးသားေဖၚျပပါ။

５　３の質問で「ある」と答えた場合，「新たな迫害事情」について，下記（１）から（６）までの質問に答え

　てください。

၅။ နံပါတ္ ၃ေမးခြန္းတြင္ "ရွိပါသည္" ဟုေျဖထားလွ်င္၊ "ထပ္မံၿခိမ္းေျခာက္မႈအေျခအေန" ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး၊ ေအာက္ပါတုိ႕တြင္ (၁) မွ (၆)
    အထိရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖပါ။

（１）「新たな迫害事情」が発生した時期は，いつですか。算用数字により西暦で書いてください。

(၁) "ထပ္မံၿခိမ္းေျခာက္မႈအေျခအေန" ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာကာလသည္ ဘယ္အခ်ိန္ျဖစ္ပါသနည္း။ အဂၤလိပ္ဂဏန္း အဂၤလိပ္ျပကၡဒိန္ျဖင့္ ေရးပါ။

（２）「新たな迫害事情」をあなたが知った時期は，いつですか。算用数字により西暦で書いてください。

(၂) "ထပ္မံၿခိမ္းေျခာက္မႈအေျခအေန" ကို သင္သိသြားေသာကာလသည္ ဘယ္အခ်ိန္ျဖစ္ပါသနည္း။ အဂၤလိပ္ဂဏန္း အဂၤလိပ္ျပကၡဒိန္ျဖင့္ ေရးပါ။

（３）「新たな迫害事情」が発生した場所は，どこですか。

(၃) "ထပ္မံၿခိမ္းေျခာက္မႈအေျခအေန" ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေနရာမွာ ဘယ္ေနရာျဖစ္ပါသနည္း။

（４）「新たな迫害事情」を前回の手続で主張できなかったのはなぜですか。

(၄) "ထပ္မံၿခိမ္းေျခာက္မႈအေျခအေန" ကို ယခင္တေခါက္စာရြက္စာတမ္းလုပ္ေဆာင္မႈတြင္ ထုတ္ေဖာ္မျပႏိုင္ခဲ့သည္မွာ ဘာေၾကာင့္ပါလ။ဲ

（５）「新たな迫害事情」の内容を具体的に答えてください。

(၅) "ထပ္မံံၿခိမ္းေျခာက္မႈအေျခအေန" ၏ အေၾကာင္းအရာကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေျဖပါ။

ア　迫害を受けたのは誰ですか。 イ　誰から迫害を受けましたか。

က  ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈခံရသူမွာ မည္သူျဖစ္ပါသလ။ဲ ခ   မည္သူ႕ထံမွ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈကိုခံခဲ့ရပါသလ။ဲ

□　あなた自身

□   သင္ကိုယ္တုိင္
□　あなたの家族・親族

□   သင့္မိသားစု၊ ေဆြမ်ိဳး
□　上記以外（具体的に書いてください。）

□   အထက္ေဖာ္ျပပါမွလြဲ၍ (ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေရးပါ။)

ウ　どのような迫害を受けたのですか。

ဂ   မည္ကဲ့သို႕ေသာၿဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈႈကိုခံခဲ့ရပါသလ။ဲ
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エ　迫害を受けたのは，なぜですか。

ဃ  ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံရသည္မွာ ဘာေၾကာင့္ပါလ။ဲ

オ　迫害と関係する本国情勢に大きな変化があった場合，それを具体的に書いてください。

င  ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈႈႏွင့္ဆက္စပ္ေသာမိမိႏိုင္ငံအေျခအေနတြင္ ႀကီးမားေသာအေျပာင္းအလရဲွိခဲ့လွ်င္ ထိုအရာကိုအေသးစိတ္ေရးသားေဖၚျပပါ။

（６）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。

(၆) သင္သည္ သင့္ႏိုင္ငံသုိ႕ျပန္မည္ဆိုလွ်င္ ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ေပၚမည္နည္း။

ア　誰から迫害を受けるおそれがありますか。

က  မည္သူ႕ထံမွ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကိုခံရႏိုင္ေျခရွိပါသလ။ဲ

イ　いかなる事態が生じますか。

ခ   ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ေပၚပါမည္နည္း။

６　今回，新たに提出する資料はありますか。

၆။ ယခုအေခါက္ တင္ျပလိုေသာစာရြက္စာတမ္းအသစ္မ်ားရွိပါသလား။

□　ない

□   မရွိပါ
□　ある

□   ရွိပါသည္
→「ある」と答えた場合，その資料の内容を具体的に書いてください。

→  "ရွိပါသည္" ဟုေျဖလွ်င္ ထိုစာရြက္စာတမ္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အေသးစိတ္ ေရးသားေဖၚျပပါ။

７　現在の健康状態はどうですか。

၇။ လက္ရွိက်န္းမာေရးအေျခအေန ဘယ္လိုရွိပါသလ။ဲ

□　異常なし

□   ပံုမွန္အေျခအေန
□　異常あり

□   ပံုမွန္မဟုတ္ပါ
　→「異常あり」と答えた場合，具体的に書いてください。

   →   "ပံုမွန္မဟုတ္ပါ" ဟုေျဖလွ်င္ အေသးစိတ္ ေရးသားေဖၚျပပါ။
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８　難民調査官のインタビューを希望しますか。

၈။ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာစစ္ေဆးေရးအရာရွိ၏အင္တာဗ်ဴးကိုေျဖဆိုရန္ဆႏၵရွိပါသလား။

□　希望する

□   ဆႏၵရွိပါသည္
□　希望しない

□   ဆႏၵမရွိပါ

９　難民調査官がインタビューする場合，通訳は必要ですか。

၉။   ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာစစ္ေဆးေရးအရာရွိမွ အင္တာဗ်ဴးလုပ္လွ်င္ စကားျပန္လိုအပ္ပါသလား။

□　いいえ

□   မလိုအပ္ပါ
□　はい

□   လိုအပ္ပါသည္
→「はい」と答えた場合，何語を希望しますか。（　　　　　　　　　）語

→ "လိုအပ္ပါသည္" ဟုေျဖလွ်င္ မည္သည့္ဘာသာစကားျဖင့္ စကားျပန္ေစလိုပါသလ။ဲ (              ) ဘာသာ
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。

စကားျပန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အျခားဆႏၵရွိေသာအခ်က္ရွိလွ်င္ ေရးပါ။

以上の記載内容は，事実と相違ありません。

အထက္ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ မွန္ကန္ေၾကာင္း ဝန္ခံပါသည္။

申請者（代理人）の署名 年 月 日

ေလွ်ာက္ထားသူ (သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စားလွယ္) ၏လက္မွတ္ ႏွစ္ လ ရက္
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