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      在ミャンマー日本国大使館ホームページ         海外安全ホームページ 

 

在ミャンマー日本国大使館からのお知らせです。 
2023年 5月 17日 

在ミャンマー日本国大使館 

ヤンゴン日本人会編 

１．大使館からのお知らせ 
◆２０２３年度後期用教科書の無償配布について 

２０２３年度後期用教科書の無償配布について、ご希望される方は以下の要領にて、６月２日（金）までに大

使館領事班宛にお申し込み下さい。 

http://yjahp.e7.valueserver.jp/2023.05/17.1.kyoukasho.pdf 

 

◆注意喚起（水掛け祭り（ティンジャン）期間中の治安情報と安全確保のお願い） 

４月９日（日）～１７日（月）の間、ミャンマーでは新年を祝う水掛け祭り（ティンジャン）が行われます。ヤンゴン

市内ではダウンタウンにある市庁舎や人民公園、その他市内の交差点等に特設ステージが設けられており、

各種イベントが企画されています。これに対し、ＳＮＳ上では、軍政下で行われるイベントには参加しないよう

呼びかけられています。  

http://yjahp.e7.valueserver.jp/2023.04/05.1.chui.kanki.pdf 

 

◆ミャンマー入国の条件について（一部変更） 

３月２２日付の保健省通達により、３月２２日午前０時１分（ミャンマー時間）からミャンマー入国の条件が一部

変更されましたので、お知らせいたします。主な変更点は以下のとおりです。 

http://yjahp.e7.valueserver.jp/2023.03/24.1.nyukoku.pdf 

 

◆パスポート（旅券）に関する大切なお知らせ（３月２７日からオンライン申請開始／手続きが変わります） 

令和５年（2023年）３月２７日から、パスポートの発給申請手続きの一部がオンライン化されます。お手持ちの

スマートフォンから、オンライン在留届（ＯＲＲネット）への登録、及び専用アプリの利用によるパスポートのオ

ンライン申請が可能となります。 http://yjahp.e7.valueserver.jp/2023.03/16.1.passport.pdf 

 

◆本年４月衆議院及び参議院議員補欠選挙の在外投票の実施について 

本年４月に、衆議院小選挙区及び参議院選挙区の選出議員の補欠選挙が実施される予定です。対象とな

る選挙区内の市区町村の在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、海外にいながら投

票することができます。 http://yjahp.e7.valueserver.jp/2023.03/16.1.hoketsu.pdf 

 

◆海外在留邦人等向けワクチン接種事業の終了 

海外在留邦人等を対象とした新型コロナワクチン接種事業についてお知らせします。２０２１年８月１日から、

mailto:contact@yja-myanmar.org
http://yja-myanmar.org/
https://goo.gl/maps/jAxfySq7y6NZRJb36
https://www.mm.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_info/golgo13xgaimusho.html
http://yjahp.e7.valueserver.jp/2023.05/17.1.kyoukasho.pdf
http://yjahp.e7.valueserver.jp/2023.04/05.1.chui.kanki.pdf
http://yjahp.e7.valueserver.jp/2023.03/24.1.nyukoku.pdf
http://yjahp.e7.valueserver.jp/2023.03/16.1.passport.pdf
http://yjahp.e7.valueserver.jp/2023.03/16.1.hoketsu.pdf
https://www.mm.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_info/golgo13xgaimusho.html


  

2 

 

Address: Room No.0908, 9th Floor, Sakura Tower, No.339, Bogyoke Aung San Road, Kyauktada T/S. 

Yangon, Myanmar. Tel : 09-3153-6921, 094-2108-5893,  E-mail :  contact@yja-myanmar.org 

ホームページ http://yja-myanmar.org/      地図 ： https://goo.gl/maps/jAxfySq7y6NZRJb36 

羽田・成田空港において、日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等を対象に、ワクチン接種事業を実

施してまいりましたが、本事業は予定どおり２０２３年３月で終了します。 

http://yjahp.e7.valueserver.jp/2023.02/28.1.vaccine.pdf 

 

◆ミャンマー入国の条件について（一部変更） 

２月１８日付の保健省通達により、２月１８日午前０時１分（ミャンマー時間）からミャンマー入国の条件が一部

変更されましたので、お知らせいたします。主な変更点は以下のとおりです。 

http://yjahp.e7.valueserver.jp/2023.02/23.1.nyukoku.pdf 

 

◆注意喚起（連邦記念日に関する行事やイベントに伴う安全確保のお願い） 

２月１２日（日）の連邦記念日を迎えるにあたり、１０日（金）～１４日（火）午前９時～午後１０時３０分の間、人

民公園内にて連邦記念日に関する行事やイベントの開催が予定されています。ついては、在留邦人の皆様

におかれましては、同行事開催中に不測の事態に巻き込まれないよう、身の安全に十分注意して行動してく

ださい。http://yjahp.e7.valueserver.jp/2023.02/09.1.chui.kanki.pdf 

 

◆注意喚起（全国３７地区に対する戒厳令の発令について） 

２月２日、ミャンマー国家統治評議会(SAC)は、全国３７地区に対し戒厳令を発令し、それぞれを管轄する各

軍管区司令官に行政権及び司法権を委譲する旨発表しました。つきましては、引き続き不測の事態は排除

されませんので、これらの地区を含め、不要不急の渡航を控えるとともに、身体と生命への危険の回避を第

一に、これまで以上に十分注意して行動して頂くようお願いします。 

http://yjahp.e7.valueserver.jp/2023.02/03.1.chui.kanki.pdf 

 

◆注意喚起（治安情報と安全確保のお願い） 

来たる２月１日は、ミャンマー国軍が国家緊急事態宣言を発表し、国の全権を掌握してから２年目の日となり、

緊張が高まる可能性があります。同日午後 12時頃から、国軍支持者の呼びかけにより、ヤンゴン市内スーレ

ーパゴダ通りからヤンゴン市庁舎前まで行進を行い、同市庁舎前にある Maha Bandula 公園付近にて大規

模な集会を行う計画があるとの情報があります。 

http://yjahp.e7.valueserver.jp/2023.01/27.1.chui.kanki.pdf 

 

◆注意喚起（ヤンゴン市内における路上強盗被害の発生について） 

１月 14 日（土）21 頃、ヤンゴン在住の邦人２名が、レストランで夕食を済ませた後、スーレー・シャングリラ・ホ

テルからも近い Alan Pya Pagoda Stを徒歩で移動中に、後ろから迫ってきた複数の男に襲われ、邦人１名が

鋭利な刃物のようなもので刺され、救急車で病院に搬送される強盗被害が発生しました。また、昨年には、

パベダン地区のボージョー・アウンサン・マーケット付近やバハン地区のパールコンド付近を徒歩で移動中

の在留邦人が、複数の男により羽交い締めにされ暴行を受け怪我を負った他、現金を強奪される被害が複

数発生しています。 

http://yjahp.e7.valueserver.jp/2023.01/16.1.chui.kanki.pdf 

 

◆ミャンマー入国の条件について（一部変更） 

１２月１日付の保健省通達により、１２月１日午前０時１分（ミャンマー時間）からミャンマー入国の条件が一部

変更されましたので、お知らせいたします。主な変更点は以下のとおりです。 

http://yjahp.e7.valueserver.jp/2022.12/02.1.nyukoku.pdf 
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◆在ミャンマー日本国大使館の令和五年休館日 

https://www.mm.emb-japan.go.jp/files/100417908.pdf 

 

◆安全の手引き 在ミャンマー日本国大使館のホームページより 

https://www.mm.emb-japan.go.jp/profile/japanese/GuideOfSafety.html 

海外で生活される皆様には，事件や事故，病気，犯罪などといった様々な危険がいつも隣り合っています。

現地で安全な生活を送るためには健康に留意することはもちろんのこと，「自分の身は自分で守る」といった

心構えを常に持つことや、現地の生活習慣を理解し適度な緊張感を持って生活することが何よりも大切です。 

http://yjahp.e7.valueserver.jp/1002.jimukyoku/17.anzen.tebikishu.pdf 

 

◆在ミャンマー日本国大使館からのミャンマーの医療事情について 

ミャンマーの医療事情について、知っておいた方がいいと思われることを分かりやすく説明しています。在ミ

ャンマー日本国大使館から発信されている、ミャンマーの医療事情についての説明です。 

https://www.mm.emb-japan.go.jp/profile/japanese/medical.html 

 

◆医療や健康に関する記事綴り 

医療的に非常に厳しいミャンマーでの生活において、医療に関してよく起こる出来事や、知っておいた方が

いい事について分かりやすく説明されています。 

http://yjahp.e7.valueserver.jp/1060.iryou.jijo/No.00..pdf 

 

◆新型コロナウイルスの感染やその疑いがある旨診断された場合 

医務班メールアドレス： m.medical@yn.mofa.go.jp 

 

◆PCR検査の実施及び陰性証明書の発行が可能な検査機関についてはこちらをご覧ください。 

https://www.mm.emb-japan.go.jp/profile/japanese/what-news/2021/what-news26.html 

 

◆三思会様、Medifellow 様ご提供 ミャンマー在留邦人向けオンライン医療相談サービスです。 

http://yjahp.e7.valueserver.jp/2021.11/15.1.online.iryou.pdf 

 

◆新型コロナウィルス感染症関連ニュース 

在ミャンマー日本国大使館から発信されている新型コロナウィルス感染症に関する記事綴りです。 

http://yjahp.e7.valueserver.jp/1001.jimukyoku/11.banner.1.pdf 

 

◆ヤンゴンの医療事情と安全対策及び緊急輸血依頼方法 

ヤンゴン日本人会のホームページ https://yja-myanmar.org/ のホームの中央の黄色いバナーです。オン

ライン医療診療及びヤンゴンの医療事情と安全対策及び緊急輸血依頼方法です。 

http://yjahp.e7.valueserver.jp/2021.11/15.iryou.anzen.pdf 

 

２．外務省からのお知らせ 
http://yjahp.e7.valueserver.jp/1001.jimukyoku/03.gaimushou.pdf 

 

３．国際交流基金からのお知らせです。 
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    国際交流基金のホームページ  

 

◆2022 JFYG 第２３回 日本語スピーチコンテスト 受賞者のスピーチ動画紹介 

２０２２年１１月１２日に対面とオンラインを合わせたハイブリッド方式で行われた日本語スピーチコンテストで

受賞された５名の方の素晴らしいスピーチを１日１本ずつ紹介していきます。今日は敢闘賞受賞になりました

Hsu Myat Thu さんのスピーチ動画を紹介します。ぜひご覧ください。なお、ほかの参加者のスピーチもご覧

になりたい方のために、スピーチコンテストのフル動画を後日国際交流基金ヤンゴン 日本文化センターの

YouTubeでアップロードしますので、ぜひお楽しみにしてください。 

https://fb.watch/hzfZON0BVC/  https://fb.watch/hBF2bfLMkp/  https://fb.watch/hFyXzimO6S/   

 

◆2022 JFYG Tanabata Tanzaku Program 

7 月に行われた七夕祈祷会で寄せられた祈りは、日本の菊池神社に運ばれ、祈願されました。神社での御

祈祷は、七夕まつりの映像と合わせて再編集し、映像記録として公開しています。国際交流基金ヤンゴンは、

皆様の七夕の祈りが成就され、来年の七夕プログラムでまたお会いできることを願っています。 

https://www.facebook.com/watch/?v=1332524644219876&aggr_v_ids[0]=1332524644219876&notif_id=1664

843278803077&notif_t=watch_follower_video&ref=notif 

   

◆独立行政法人国際交流基金（The Japan Foundation） 

文化芸術交流、海外における日本語教育、日本語国際センターでの外国人向け日本語教師の育成・日本

研究・知的交流、調査研究・情報提供を行っており、日本の国際文化交流の拠点となっています。 

https://yg.jpf.go.jp/  https://www.facebook.com/JFYangon/   

地図：https://goo.gl/maps/eVDkCmnWZVCnLrG69 
 

以上です。 
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