
独立行政法人国際協力機構  証明書申請日：      年    月    日 

青年海外協力隊事務局長 殿  申請者氏名      ： （本人との関係：     ） 

 

JICA海外協力隊 

証明書発給依頼          書（帰国隊員用）         

下記の証明書の発給を依頼します。 

 

① ご依頼者情報 

区分 
青年海外協力隊 ・ 日系社会青年海外協力隊（日系社会青年ボランティア）  

シニア海外協力隊（シニア海外ボランティア） ・ 日系社会シニア海外協力隊（日系社会シニア・ボランティア） 

フリガナ                           

生年月日 

昭和 

年   月    日 

平成 
氏  名 

        （旧姓：      ） 

現住所     
〒 電話番号  

携帯番号  

e-mailアドレス  FAX     

派遣年度              年度     次隊・回生 派遣国      職  種  

当事務局では、帰国隊員の方々の連絡先を各種案内等のために活用しています。上記の連絡先についても最新の連絡先として反映い

たします。暫定的な住所であるなど支障がある場合はこちらにチェックを入れてください。 チェック→ 

 

② ご依頼内容 

１）提出先     

※具体的に記入してください。 

 

 

２）依頼理由 □雇用保険受給     □就職      □進学      □奨学金関連     □資格取得  

□教員採用試験     □その他［                                        ]  

 

３）証明書の種類 
□派遣証明書（事務局書式；訓練期間、派遣期間、派遣国、派遣職種を記載） 

□派遣手当証明書（事務局書式；訓練期間、派遣国、派遣職種、派遣中の手当を記載） 

□英文による派遣証明書 ※（氏名の綴り ：                              ） 

□指定用紙による証明書 ※指定用紙を複写し、複写側に各自で予め記入の上、正副ともに送付 

４）緊急退避の有無1  
緊急 

退避 
無  ・ 有 

退避理由

（                                                 ） 

５）技術補完研修2  □あり □なし 雇用保険受給用の証明書にのみ記載 

６）随伴家族の記入 

 -SVのみ- 
 無 ・ 有 （随伴家族氏名：                                               ） 

７）その他 

(特記事項がある場合) 

 

 

 

 

 以下を同封し郵送にてご依頼ください。 

 証明書発給依頼書： 本様式 

 住所変更届・進路現況連絡票： 様式第②号 

 返信用封筒： 送付先住所、氏名記入、返信用切手貼付 

 長 3封筒（A4三つ折）の場合は８４円（速達３７４円） 

 証明書発給までに 2週間程度を要します。 

 証明書の提出先が明確でない場合（予備として必要、等）は作成することができません。 

 複数の証明書が必要な場合は枚数とそれぞれの提出先を明記してください。 

                                                
1 情勢悪化や新型コロナウイルス等による緊急退避があった方は有に〇をつけてください。 
2 雇用保険受給用以外で、技術補完研修期間を記載する必要がある場合は、７）その他にその旨記載ください。 

【送付・お問い合わせ先】 

〒100-0004 

東京都千代田区大手町 1-4-1 竹橋合同ビル 

青年海外協力隊事務局 

人材育成課 証明書担当 

Tel: 03-5226-9323    

Ｅ-mail: jvtpc-sinrosien1@jica.go.jp  



様式第➁号 

提出日     年  月  日 
 

住 所 変 更 届→全隊員対象→住所変更された場合、ご記入のうえ提出願います。 

進路現況連絡票→青年海外協力隊と日系社会青年海外協力隊（日系社会青年ボランティア）のみ対象→進路決定時に 

ご記入のうえ提出願います。 

住所変更届・進路現況連絡票 
①申請者情報（全員ご記入ください。） 

□青年海外協力隊  □日系社会青年海外協力隊（日系社会青年ボランティア） 

□シニア海外協力隊（シニア海外ボランティア） □日系社会シニア海外協力隊（日系社会シニア・ボランティア） 

フリガナ (        ) 隊員番号（不明な場合は空欄可） 

氏  名 改姓(        ) 
 

隊次    年度  次隊(回生) 派 遣 国  職 種  

電話番号  E-Mail  

 
③ 住所変更届(お届けいただいた住所は、JICAからの社会還元活動協力依頼や事業案内の連絡・郵送先 

として利用します。JICAの業務目的以外での利用はいたしません。) 

変更後 

新住所 

 〒  

 
③進路現況連絡票(この連絡票は、皆様が、帰国後どのような進路を歩まれているかを把握し、進路開拓支

援を検討する場合の貴重な資料となります。長期的な就職決定のみならず、進学や短期

アルバイト等も含め進路の状況をお知らせください。) 

（1）該当する形態を以下の中から選び、番号に○をつけてください。 

A 

就職 10 正社員・職員  

B 

進学 

50 国内大学  

C 

結婚／ 
 家事等 

40 専業主婦（夫） 

12 常勤嘱託  51 国内大学院  41 家事手伝い等 

13 非常勤嘱託  52 国内専門学校  その他 99  
 
 
（     ） 
 

14 アルバイト・パート  53 海外大学  （              ） 
 

15 派遣社員  54 海外大学院  

復職 
20 現職参加復職 

 55 海外専門学校  

 56 その他の進学・研修  

自営 30 参加前から自営   （       ）  

31 起業  
復学 

57 大学復学 

32 家業  58 大学院復学  

（2）会社名・学校名等を記入してください。 業種分類、職種分類は裏面を参照ください。 

会社・所属先・  

学校名等 

 (業種分類 数字) 

部署・支店・派 

遣先・学部名等 

 (職種分類 文字) 

所  在  地 

（都道府県名のみ） 

 

（3）今回の進路先についての情報をどこから得たのか選択、○をつけてください。 

進路情報入手先 
1.身分措置(現職参加) 
） 

2.カウンセラー/相談役 3.都道府県の窓口 10.その他 
（        ） 4.元職場への再就職（退職参加） 5.恩師・親族・知人 6.ハローワーク 

7.民間職業紹介所等 8.新聞・求人情報誌 9.インターネット 

（4）新進路での活動開始日(採用年月日、入学年月日等) 

 

お問い合わせ・送付先 :  〒100-0004   

東京都千代田区大手町 1-4-1 竹橋合同ビル 人材育成課 証明書担当 

Tel: 03-5226-9323 E-mail: jvtpc-sinrosien1@jica.go.jp  

      年   月   日 

mailto:jicajgp-tvo2@jica.go.jp


業種分類  

国際協力・交流関連 

（コンサルタントを含む） 
01 

メンテナンス 

関係 

電気業 26 鉱工業 金属・エネルギー鉱業 50 

ガス業 27 製造業 

 

食品製造加工業 51 

農林水産関連 農業 02  水道業 28 繊維工業 52 

 畜産業 03 運輸・ コンピューター関係業 29  窯業・土石製品製造業 53 

 林業 04 通信関係 郵便・配送業 30  金属（鉄・非鉄）製造業 54 

 漁業 05  電気／電子通信業 31  電気機械器具製造業 55 

医療・保健衛生関連業 06  写真関係業 33  農業機械器具製造業 56 

土木関係 土木建築／設計 07  情報サービス業 

（マスコミ等を含む） 
34 

 建設機械器具製造業 57 

 設備工事／設計業 08   自動車/自動車部品製造業 58 

 他の工事・設計業 09  広告業 35  精密機械器具製造業 59 

 緑化・造園業 10  映画ビデオ制作・放送業 36  製造業関係設計・製図業 60 

環境関連 廃棄物処理業 11  旅客・貨物運送業 37  その他の製造業 61 

 環境関連業 12  倉庫業 38 貿易関係 総合商社 62 

教育関係 保育園 13  運輸に付帯するｻｰﾋﾞｽ業 

（旅行代理店を含む） 
39 

 各種商品卸売/小売/貿易 63 

 幼稚園 14   繊維衣服等卸売/小売/貿易 64 

 小学校 15 福祉・社会福祉関係業 32  飲食料品卸売/小売/貿易 65 

 中学校 16 金融関係 民間金融業 41  建築材料・鉱物卸売/小売/貿易 66 

 高等学校 17  政府関係金融機関 42  機械器具卸売/小売/貿易 67 

 専門学校 18  保険業 43  自動車小売業/貿易 68 

 大学 19 サービス関係 一般飲食店 40  その他の卸売/小売/貿易 69 

 特殊教育学校 20  不動産関係業 44 宗教 70 

 他の教育業 21  理容業 45 政治・経済・文化団体 71 

 学術研究機関 22  旅館・その他の宿泊所 46 国家/地方/海外公務員一般行政職 

（除く技術職） 

72 

 スポーツ関係業 23  娯楽業 47 上記以外の業種（           ） 73 

メンテナンス 

関係 

自動車整備業 24  社会保険 48    

機械・家具等修理業 25  その他のサービス業 49    

職種分類  

事務職（行政職を含む） Ａ 技術資格職（看護師・保健師・助産師） Ｇ 塾講師（各種専門学校・語学学校講師含む） Ｍ 

営業職 Ｂ 技術資格職（その他の医療資格） Ｈ 大学教官 Ｎ 

研究職 Ｃ 技術資格職（福祉関係） Ｉ 議員 Ｏ 

指導員（スポーツ関係等） Ｄ 技術資格職（獣医） Ｊ その他（               ） Ｐ 

技術職一般 Ｅ 技術資格職（保育士） Ｋ 学生 Ｑ 

技術資格職（医師） Ｆ 教諭・教師 Ｌ   

●アンケート  *初回進路決定時のみ下記アンケートにご協力ください。 

提出者全員 

◆後続の隊員への情報提供・先輩訪問などにご協力いただけますか。 

□はい   □いいえ    

*「はい」を選択された方には、進路相談カウンセラー/青年海外協力隊相談役より問合わせをする場合がありますので、ご了解願います。 

就職が決定した方 *今後の進路支援体制の参考にさせていただきますのでご協力ください。 

◆就職活動中、活用した情報源は何ですか。（複数回答可） 

□進路相談カウンセラー/青年海外協力隊相談役 □都道府県の窓口 □恩師・親族・知人 

□ハローワーク □民間職業紹介所 □人材バンク・派遣会社 □新聞・求人情報誌 □インターネット 

 □その他（         ） 

◆どのような支援体制を利用しましたか。（複数回答可）  

  □帰国後研修 □JICAからの求人情報メール □進路相談カウンセラー/青年海外協力隊相談役  

□自治体・企業向け交流会 □進路開拓セミナー □教育訓練手当 □JOCV枠 UNV制度 □NGO活動支援制度 

□PARTNER（国際協力キャリア総合情報サイト）□帰国隊員進路情報ページ（PARTNER内） 

□教員・自治体の特別採用枠・試験優遇制度 □大学・大学院の特別入試制度 □試験対策ワークショップ   

□その他（                ） 

◆JICA海外協力隊の経験は採用決定にプラスに働いたと思いますか。（一つ選択） 

  □はい    □いいえ    □どちらとも言えない 

◆就職決定のポイントになったのは何ですか。（複数回答可）  

□待遇や給料などの条件    □社風のよさ      □会社の将来性  

□研修制度など教育環境    □仕事のやりがい    □その他（              ） 

 


