
 

様式第２（第３条関係） 
ပ ုံစုံအမွတ္ 2 (စာပ  ဒ္ 3) 

雇用契約に係る重要事項事前説明書 
အလ ပ္ခန႔္္အပ္ျခင္းစာခ ်ဳပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအေရးႀက းသည့္ႀက ်ဳတင္ရွင္းလင္းခ က္မ ား 

 
建設特定技能受入計画を申請予定である（特定技能所属機関名）●●●は、雇用契

約に係る重要事項について、下記内容を事前に説明し、内容を理解させたうえで国土

交通省へ申請する。  
ေဆာက္လ ပ္ေရးဆ  ငရ္ာကြၽမ္ းက င္လ ပ္သားမ ားအားလက္ခုံမႈအစ အစဥ္က   ေလွ ာက္္ားရန္ စ စဥ္္ားသည့ ္ 

(ကြၽမ္းက င္လ ပ္သားႏ ွင့ ္သကဆ္  င္သည့ ္အဖြြဲ ႕အစည္းအမည္) ●●● tသည္ အလ ပခ္န႔္္အပ္ ျခင္ းစာခ ်ဳပ္ႏ ွင့ ္  
ပတ္သက္ေသာအေရးႀက းသည့ ္ရွင္ းလင္းခ က္မ ားႏ ွ င့ ္စပလ္ ဥ္ း၍  ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ ားက   ႀက ်ဳတင္၍ 
ရွင္ းလင္း ၿပ း အေၾကာင္းအရာမ ားက   နားလည္ေစၿပ းမွ ေျမ၊ အေျခခုံအေဆာက္အအ ုံ ၊  
သယ္ယူပ  ႔္ေဆာင္ေရးႏ ွင့ ္ ခရ းသြားဝန္ႀက းဌာနသ  ႔္  ေလွ ာက္္ ားပါမည္။ 

１．基本賃金（၁။ အေျခခုံလစာ） 

  月額（       円  〇〇   手当       円、●●    手当       円を含む。） 
လစာ (       ယန္း 〇〇  ခစံာားခြင့္ေဘာနပ္စ္   ယန္ား၊●●    ခစံာားခြင့္ေဘာနပစ္္  

       ယနာ္းအပါအဝင္) 
 
２．諸手当の額及び計算方法（時間外労働の割増賃金は除く。） 
  (a)（     手当     円／計算方法：              ） 
  (b)（     手当     円／計算方法：              ） 
  (c)（     手当     円／計算方法：              ） 
  (d)（     手当     円／計算方法：              ） 
 
２．ခုံစားခြင့္ရႏ  င္မည့္ ေငြေၾကးပမာဏမ ားႏွင့္ တြက္ခ က္ပ ုံ (အခ  နပ္  လ ပအ္ားခမ ားမပါဝငပ္ါ။) 
    (a) (  ခုံစားခြင့္         ယန္း/တြက္ခ က္ပ ုံ:                   ) 
    (b) (  ခုံစားခြင့္         ယနး္/တြက္ခ က္ပ ုံ:                   ) 
    (c) (  ခုံစားခြင့္         ယန္း/တြက္ခ က္ပ ုံ:                    ) 
    (d) (  ခုံစားခြင့္         ယနး္/တြက္ခ က္ပ ုံ:                  ) 
 
３．固定残業代  （ 有 ・ 無 ）  

（固定残業代が有る場合は以下に記入）  

  （        時間        円 【計算方法】                    ）  

固定残業代を超えた労働時間分については割増賃金を追加で支払う。  

 

３．အတည္သတ္မတ္ွ္ားသည့္ အခ  န္ပ  ေၾကး  （ ရ ွိ ・ မရ ွိ ）  

(အတည္သတ္မွတ္္ားသည့္ အခ  န္ပ  ေၾကးရ ွိပါက ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပပါ) 
  （         နာရီ       ယန္ား 【တြက္ခ်က္နည္ား】                   ）  

အတည္သတ္မွတ္္ားသည့္ အခ  န္ပ  ေၾကးကွိို ေက်ာ္လြန္သြာားသည့္ အလိုပ္လိုပ္ခ ွ်ိန္န င့္ စပ္လ်ဥ္ား၍ အပွိိုလိုပ္အာားခကွိို ထပ္ေပါင္ား၍ 
ေပားေခ်သည္။ 
 
４．１か月当たりの支払概算額（１＋２＋３）  



 

（１．基本賃金の月額に算入した手当については、二重に計上しないように注意すること。） 

(1. အေျခခံလိုပ္အာားခ၏ လစာတြင္ ထပ္ေပါင္ားထည့္ထာားသည့္ ခံစာားခြင့္ေဘာနပ္စ္န င့္ စပ္လ်ဥ္ား၍၊ န စ္ဆမတြက္ခ်က္မွိေစရန ္

သတွိျပဳရမည္။) 

         約       円（合計） 
၃။ ခန္႔္မနွ္းလစာတစလ္စာေပးေခ မႈ (၁+၂+၃)    မနွ္းေျခ           ယနး္(စ စ ေပါင္း) 

 
５．賃金支払時に控除する項目     
  (a)税   金     （約      円） 
  (b)社会保険料     （約      円） 
  (c)雇用保険料     （約      円）  
  (d)食   費     （約      円） 
  (e)居 住 費     （約      円） 
  (f)その他（水道光熱費）（約      円） 

控除する金額 約       円（合計） 

၄။ လစာေငြမွႏႈတ္ယူမည့္အခ က္မ ား 

    (a) အခြန္                (မနွး္ေျခ         ယန္း) 
    (b) လူမႈဖူလ ုံေရးအာမခုံေၾကး  (မနွ္းေျခ      ယနး္) 
    (c) အလ ပအ္ာမခုံေၾကး     (မနွ္းေျခ      ယန္း) 
    (d) စားစရ တ္             (မနွး္ေျခ         ယန္း) 
    (e) ေန  ္ ငစ္ရ တ္          (မနွး္ေျခ         ယန္း) 
    (f) အျခား (ေရမ းအသ ုံးစရ တ္မ ား)  (မနွ္းေျခ         ယနး္) 
       （        ）（約      円） 

ႏ ိုတ္ယူမည့္ေငြပမာဏ  မနွ္းေျခ           ယန္း(စ စ ေပါင္း) 
    
６．手取り支給額（４－５）                 約       円（合計） 

６．၅။ လက္က န္လစာေငြ (၄-၅)              မွန္းေျခ              ယန္း(စ စ ေပါင္း) 

※欠勤等がない場合であって、時間外労働の割増賃金等は除く。 
※အလ ပပ္ က္ကြက္ျခင္းမရွ သည့္အခါတြငရ္မည့္  အခ  နပ္  လစာမပါဝင္ေသးသည့္ 

လက္က နလ္စာေငြျဖစပ္ါသည။္ 
 
７．業務内容（就労予定場所・従事させる業務区分、従事させる具体的職種及び作業内容） 
（職種名等だけでなく具体的にどのような現場でどのような作業に従事させるのか説明すること） 
                                             
                                             
7. လ ပ္ငန္းအေၾကာင္းအရာ (စစီဥ္ထာားသည့္အလ ပ္တည္ေနရာ၊ လ ပ္ေဆာင္ရမည့္လ ပ္ငန္းအပွိိုင္ားအျခာား၊ 

လ ပ္ေဆာင္ရမည့္ တွိက်ေသာလိုပ္ငန္ားအမ်ွိဳားအစာားန င့္ လိုပ္ငနာ္းအေၾကာင္းအရာ) 
(အလ ပ္အမ  ်ဳးအစားအမည္က  သာမက မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္သွိို႔ေသာလ ပ္ငန္းက   လ ပ္ေဆာင္ေစမည္ဟူေသာ 
အေသးစ တ္က  ပါ ရွင္းျပရန္) 
                                             



 

                                             
 
８．技能の習熟等に応じた昇給について（昇給額、昇給条件及び昇給時期について説明すること。

従事させる具体的職種及び作業内容に応じた同等の技能を有する日本人が従事する場合の報酬と

同等以上になるよう留意すること。） 

昇給額：                                        
昇給条件：                                       
昇給時期：                                       

 

8. နည္းပညာမ်ာားအာားကြၽမ္းက င္မႈစသည္အေပၚလ  က္၍ လစာတ  းျမႇင့္ျခင္းအေၾကာင္း (လစာတွိိုားမည့္ပမာဏ၊ 
လစာတ  းျမႇင့္ျခင္းသတ္မွတ္ခ ကမ္ ားန င့္၊ လစာတ  းျမႇင့္ကာလမ ားႏွင့္ပတ္သက္၍ရွင္းျပရန္။ လ ပ္ေဆာင္ရမည့ ္ 
တွိက်ေသာလိုပ္ငန္ားအမ်ွိဳားအစာားန င့္ လိုပ္ငန္ားအေၾကာင္ားအရာကွိိုလွိိုက္၍ ၄င္ားန င့္ညီမ ်ေသာ နည္ားပညာကွိို 
တတ္ေျမာက္ထာားသည့္ ဂ်ပနလ္ူမ်ွိဳားမ  လိုပ္ေဆာင္သည့္အေျခအေနရ ွိ ခံစာားခြင့္ေဘာနပ္စ္န င့္ တန္ားတူသွိို႔မဟိုတ္ 
ထွိို႔ထက္ပွိိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္ားကွိို သွိထာားရန္။) 

လစာတွိိုားမည့္ပမာဏ :                                    
လစာတွိိုားမႈ သတ္မ တ္ခ်က္ :                                  
လစာတွိိုားမည့္ကာလ :                                   

 
９．従事させる業務区分に応じた安全衛生教育及び技能の習得について 
（安全衛生教育の実施内容や、技能検定の受験時期や合格後の支給手当、昇給への反映等に 
ついて説明すること） 

                                             
                                             
9. လ ပေ္ဆာင္ရမည့္လ ပ္ငန္း အပွိိုင္ားအျခာားအလွိိုက္ က န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလ ုံၿခ်ဳုံမႈပညာေပးျခင္းႏွင့္ 
ကြၽမ္းက င္တတ္ေျမာက္မႈမ ားအေၾကာင္း 
(က န္းမာေရးႏွင့္ေဘးကင္းလ ုံၿခ်ဳုံမႈပညာေပးျခင္းလက္ေတြ႕အေကာင္အ္ည္ေဖာ္မႈအေၾကာင္းအရာမ ား၊ ကြၽမ္းက င္မႈ 
စာေမးပြြဲေျဖဆ  ရမည့္ကာလ၊ စာေမးပြြဲေအာင္ျမင္ၿပ းေနာက္၏ လစာခုံစားခြင့္၊ လစာတ  းျမႇင့္မႈအေပၚသ ုံးသပ္မႈ 
စသည္တ  ႔္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ရွင္းလင္းျပရန္) 
                                             
                                               
 

10．個人情報の提供に係る同意について 
（建設特定技能受入計画の適正な実施を確保するため、建設キャリアアップシステムを運営する

一般財団法人建設業振興基金、適正就労監理機関及び特定技能外国人受入事業実施法人へ認定受

入計画に記載された内容（個人情報を含む。）を提供することに同意しているか） 
  ☐ 同意している。   ☐ 同意していない。 
 
10．က  ယ္ေရးက  ယ္တာအခ က္အလက္မ ားေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္သေဘာတူည ခ က္အေၾကာင္း 
(ေဆာက္လ ပ္ေရးဆ  င္ရာကြၽမ္းက င္လ ပ္သားမ ားအားလက္ခုံမႈအစ အစဥ္က   သင့္ေလ ာ္ေသာအေကာင္အ္ည္ေဖာ္မႈ 
ျပ်ဳလ ပ္ရနအ္တြက္ ေဆာက္လ ပ္ေရးဆ  င္ရာအသက္ေမြးဝမ္းေက ာင္းတ  းျမႇင့္မႈစနစ္က   လည္ပတေ္နသည့္ 
ေဆာက္လ ပ္ေရးလ ပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေရးရန္ပ ုံေငြအဖြြဲ႕၊ သင့္ေလ ာ္သည့္အလ ပ္ခန႔္္အပ္မႈဆ  င္ရာႀက းၾကပ္ေရးအဖြြဲ႕ႏွင့္ 
ႏ  င္ငုံျခားသားကြၽမ္းက င္လ ပ္သားမ ားလက္ခုံသည့္လ ပ္ငန္းအေကာင္အ္ည္ေဖာ္အဖြြဲ႕မ ားသ  ႔္ အသွိအမ တ္ျပဳ 
လက္ခံမႈစီမံခ်က္ တြင္ ္ည့္သြင္းေရးသားမည့္အေၾကာင္းအရာမ ား 
(က  ယ္ေရးက  ယ္တာအခ က္အလက္မ ားအပါအဝင္) ေပးအပ္ျခင္းက   သေဘာတူမည္လား) 



 

    ☐  သေဘာတူပါသည္      ☐  သေဘာမတူပါ 
 
（西暦）●●年〇月△日、前記１から 10 の内容について以下の者が十分に理解することができる

言語（ミャンマー語）にて説明し、内容を理解していることを確認した。 
(ခရစ္ႏွစ)္ ●●ခ ႏွစ ္〇လ △ရက္၊ အ္က္ပါ 1 မ ွ10 အ္ အေၾကာင္းအရာမ ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါပ ဂ  ်ဳလ္မ ွ
အျပည့္အဝနားလည္ႏ  င္သည့္ဘာသာစကား (ျမန္မာဘာသာ) ျဖင့္ ရွင္းျပခြဲ့ၿပ း အေၾကာင္းအရာမ ားနားလည္ေၾကာင္းက   
အတည္ျပ်ဳခြဲ့ပါသည္။ 
 
（サイン） 
(လက္မွတ္)  
                    
                                 ဦး၊ ေဒၚ 
 

説明者 ရွင္းျပသူ                     

特定技能所属機関名

ကြၽမ္ းက င္လ ပ္သားႏ ွင့ ္သက္ဆ  ငသ္ည့ ္အဖြြဲ ႕အစည္းအမည္  
                    

所在地 တည္ေနရာ                     

電話番号 ဖ န္းနုံပါတ္                        

代表者 役職・氏名 က  ယ္စားလွယ္၏အမည္၊ ရာ္ူး                     

 

 


