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※本資料に記載の情報は、作成日現在のものであり、その後状況が変化している場合があ

ります。記載内容については正確を期していますが、万が一誤りがあった場合には JICA

は責任を負いかねますのでご了承ください。 

 

※本資料は JICA 海外協力隊を対象としたものであり、その他の方には該当しない情報も

含まれている可能性があります。
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１． 赴任時の携行荷物について                          

（１）赴任時に必ず持参するもの     

※隊員ハンドブック 3-5 出発時の注意事項を必ず確認の上、ハンドブックに記載され 

ている「手荷物として持参するもの」に加えて、以下を持参ください。 

 

 （ア）スーツ又はジャケット上下・ワイシャツ（ブラウス）・革靴等、公式訪問用服装 

一式。 

 着任直後のチリ外務省、日本大使館等の遠隔型挨拶時、表敬訪問の際に必要です。 

 

 （イ）ノートパソコン等 

   （インターネット閲覧・Word及び Excelファイルが扱えるもの、タブレット型も可） 

 活動報告書の作成や私事目的任国外旅行届等の各種届出は、所定の様式に記載し、

電子データ（Eメール添付）で提出します。また支所内の諸届（国内移動届等）に

ついても電子データ（Eメール添付）で提出していただきます。各種申請において

は日本語入力が必要となります。チリ国内で販売しているパソコンでも設定により

日本語入力は可能ですが、メニューの日本語表示などは Windowsのバージョンによ

り困難ですのでご注意ください。諸届様式は Microsoft社の Word（ワード）また

は Excel（エクセル）形式で作成されているので、両形式に対応するソフトウェア

のインストールが必要です。また、多くの配属先において一般的なパソコン操作（E

メール、Word、Excel、PowerPointなど）は基本的なビジネススキルになりますの

で、操作に慣れていない方は自己学習のため、参考書などを各自で持参することも

効果的です（YouTubeやネット上の操作参考ページ等で代用可能）。 

           

（ウ）研修時資料 

 JICA海外協力隊ハンドブック、共済会ハンドブック、ヘルスレコード及び健康診

断のしおり、予防接種記録等、本邦で配布された資料。 

 

２． 別送荷物について                              

（１）アナカン・郵送等の利用について 

アナカンの場合は引き取りまでの保管料が発生するので、日本郵政の EMSなど追跡

できる郵便をお勧めします。受け取りまで航空便で 1か月、SAL便で 1.5ヶ月かかりま

す。またチリ等南米向けの船便は現在扱いを中止しています（詳細は日本郵政 HP参照）。

必要性・緊急性等を考え発送手段を選択してください。送付状の控えを必ず持参して

ください。送付先は、下記 JICA支所宛にしてください。 

 

ボランティアの名前 

JICA Chile Office 

Orinoco 90, Of.1903, 

Las Condes, Santiago,  
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Chile 

Telephone：+56-2-2752-6720 

 

 地方配属の方は、すぐに必要とならない荷物は、留守宅家族に依頼して任地赴任後

に直接住居又は配属先の住所に送ることを費用面から推奨します。 

 ビデオカメラ、パソコン等電化製品・貴重品は盗難防止のため別送にせず携行して

ください。その場合は、ダンボール等で梱包されていると税関で商品とみなされ課税

対象となる恐れがありますので、携行するバック等に入れてください。 

※2022年 10月現在の情報 郵便局を通じて日本より発出された荷物の不着、日本へ返

送される、到着まで 2～3か月を要するなど、非常にチリ側の郵便局サービスの質が低

下しております。赴任時に必要な物品はできるだけ持参すること、どうしても送付が

必要な場合は、高価格ではありますが、ＯＣＳやＤＨＬ等の民間業者の利用をお勧め

します。ＥＭＳに関しては、チリでは郵便局ではなく民間業者が受けておりますので、

安全で確実です。 

 

（２）通関情報について 

 チリでは入国時の動植物検疫が非常に厳しく、原則として入国者の荷物や国際宅配

便・郵便小包等荷物の全数を検査しています。 

 入国時、到着前の機内で入国カードとともに税関･検疫申告書が渡されますが（添付

資料参照）、少しでも食品を持参している場合には、III - a) の質問「動植物由来の

食品をもっているか？」には必ず Si/Yes にチェックを付けて提出してください。申告

書に動植物製品･食品の持ち込み「なし」と記載して、検査でこれらが見つかった場合、

虚偽申告として罰金が科せられることがありますので十分注意してください。お菓子

など含めて全ての食品が該当しますので、必ず申請してください。 

 

    

３． 通信状況について                              

（１）パソコンの普及状況 

 都市部では日本の中小都市とほぼ変わらないインターネット接続環境が構築できま

す。利用料金は、常時接続・定額のプロバイダー契約で月額約 5,000円～1万円程度で

す。 

 村落部ではプロバイダーがない等の理由から個々の住居にインターネット接続環境

を確保することは困難な所もあります。中心部でインターネットカフェ等を利用する

か、携帯電話回線を利用したインターネット接続を行う等になります。 

 PC、周辺機器については現地で購入可能ですが、日本語には対応しておらず自分で

日本語化等する必要があります。 

 

（２）携帯電話の普及状況 

 他の途上国同様、電話回線は固定電話よりも携帯電話の方が普及しています。かな
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り地方まで行っても携帯電話は使用可能です。電話機は、低価格の簡易なものから高

機能スマートフォンまで各種のものが購入可能です。回線契約もプリペイドであれば

比較的容易に契約可能です。SIMロックフリーのスマートフォン等なら日本で使用中の

ものを持ち込んで使用することも可能ですが、日本とチリでは使用する周波数帯域

(2022年 10月現在、Entel社、４G-Band7/2600MHz、Band28/700MHz)が異なる場合があ

るので、各自で確認してください。また、回線開通には緊急時の警報を受信すること

が義務付けられている為、携帯電話機の認証作業（Homologacion、

https://multibanda.cl）が必要となり、一部対応されていない機種があることも確認

されています。 

（参考）チリ支所では、安全対策のため着任時にボランティアに一人一台携帯電話（プ

リペイド式・スマートフォン）を貸与します。 

 

４． 現金の持ち込み等について                          

（１）現金持込にかかる注意 

 無申告で持ち込める現金の限度額は 1万米ドル（または相当額）までで、これを超

える場合は税関に申告が必要です。 

 

（２）両替状況 

 通常の買物には原則米ドルは使用できません（空港、高級ホテル等のみ使用可）。首

都、地方都市を問わず市内には両替商が数多くあります。米ドルからの両替が一般的

です。 

 

（３）赴任時に用意することが望ましい金額について 

 到着後、着任時オリエンテーション期間中に、到着月を含む四半期分の現地生活費

を支所から支給します。次四半期からはポータルシステムに登録する口座への送金と

なります。 

 住居費については、通常は配属先が用意する住居に入居のため、負担は発生しませ

んが、配属先の負担が行えない場合を考え、必要経費の準備をお願いします。JICA負

担となった場合、住居が決定し支所・本部承認後、住居費は支所から支給します。住

居の賃貸借契約時に保証金（通常、家賃の 1 ヶ月分）、仲介料（同 0.5ヶ月分）、初回

家賃、計家賃約 2.5ヶ月分の立替が必要になります。そのため、地方に赴任の場合は

1,500米ドル程度、首都サンチャゴに赴任の場合は 2,500米ドル程度の資金（利便性か

ら米ドルを推奨）を現金持参や開設したユニオンバンクなどの海外口座に入金してお

くことが望ましいといえます。なお、基本家具を除く生活用品購入費用はボランティ

アの負担となります。 

 TC（トラベラーズチェック）は換金率が悪く扱い店舗もほとんどありません。また

不意の支出（旅行、病気、ユニオンバンクカードの紛失等）に備えて、クレジットカ

ード（Visaもしくはマスターカード、PULS か Cirrusマークつき）を持参することを

お勧めします。その場合、インターネットで利用状況を確認できるようにしておくと

便利です。 
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（４）現地生活費等の換金方法について 

 本邦からの現地生活費の送金受取用口座として、海外口座をお持ちでない方は赴任

前に米ユニオンバンクの口座を紹介しています（訓練中に案内があります）。ユニオン

バンクからはカードとカードの暗証番号が送付されますので忘れずに持参してくださ

い。入金された生活費は下記いずれかの手段で換金します。他の海外口座を利用され

る方は各自でチリでの出金方法をご確認ください。なお、PLUSや Cirrus対応のカード

は多くの銀行 ATMで利用可能です。 

①カード：送付されたキャッシュカード兼デビットカードで、チリ国内各銀行の ATM 

で直接預金をペソで引き出すことができます。 

②小切手：ユニオンバンクの小切手、一般の銀行・両替商では換金が困難です。 

 着任当初の資金は現金のほかユニオンバンク開設時に送金しておき、チリ到着後に

ATMからチリペソで引き出すことも可能です。なお、国際キャッシュカードの利用時

には、利用したチリの銀行とユニオンバンクの双方で ATM利用手数料が発生します。 

 

５． 治安状況について（JICA の安全対策については、隊員ハンドブックを参照）      

チリは南米の中では比較的治安は良いと言われていますが、単位人口あたりの窃盗

被害発生件数は、およそ日本の 2倍、強盗は 100倍、暴行・傷害が 10倍、殺人は 2倍

で、決して安心できるとは言えません。件数で見ると、窃盗が犯罪被害のなかで一番

多く、その主なものは侵入盗・スリ・引ったくり・強盗の順で、最近は携帯電話の盗

難などにも十分注意が必要です。ボランティアの被害例は多く、地下鉄、バス、ショ

ッピングモール等公共の場所では特に注意するようにし、夜間の一人歩きは避けてく

ださい。 

 

６． 交通事情について                              

各地で市内バス・乗合タクシーが数多く走り、サンティアゴには地下鉄もあり、公

共交通機関が発達しています。タクシーも比較的安価に利用できますが、流しのタク

シーよりも携帯電話のアプリケーションを利用したタクシーが一般的になりつつあり、

現金かカード払いが可能です。 

 地下鉄・バスはプリペイドカードのみでの利用となりました（地下鉄は窓口でプリ

ペイドカード購入・チャージ可能）。 

 長距離バスも各社路線が充実しています。 

 

７． 医療事情について                              

チリの医療事情は指標上では中南米諸国の平均より良好で、2013年における平均余

命は 80歳（男/77.1、女/82.7）と先進国平均に近くなっています。ただし、首都サン

ティアゴでは高度な医療技術を持つ私立病院で治療を受けることができる一方、地方

の公共医療サービスは人材、設備、体制等の面で遅れています。特筆すべき風土病や

伝染病の心配は少ないですが、環境問題として工場煤煙や自動車の排気ガス、特に冬
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季（5～8月）は地方では家庭での薪ストーブ使用等による大気汚染、サンティアゴ等

都市部では車両による大気汚染があり、どちらも留意が必要です。 

冬季はサンティアゴでも朝晩 0度近くまで気温が下がるため充分な防寒の準備が必要

です。 コートやセーター等冬物衣類を現地で購入することは可能ですが、薄手で保

温性の高い機能性下着のようなものはありませんので、持参されることをお勧めしま

す。 

チリ南部は日照時間が少なくなるため、特に体の不調を起こしやすくなります。    

ビタミン Dなどの不足による疾患に注意し、栄養価を意識した食事やサプリメントを

利用すること、適度な運動を行い睡眠を十分とるなど、規則正しい生活を送る事が大

切です。 

予防接種については、首都圏でのワクチンの流通は比較的安定していますが、地方

では WHO推奨ワクチンが入手困難な事例も確認されています。希望されるワクチン接

種は、赴任前の本邦での接種をお勧めします。また、チリは黄熱病予防接種は「必須」

国でも「推奨」国でもありませんが、周辺国のほとんどが「推奨」国に指定されてい

ます。任国外旅行を予定されている方は、黄熱病の接種は 1回接種すれば「生涯有効」

ですので、赴任前に本邦で接種されることをお勧めします。 

 

８． 任国での運転について                              

（１）本邦、国際免許証の携行の要否 

（２）現地運転免許の取得手続き 

（３）車両の購入・輸送について 

 

該当なし。 

（チリにおいては隊員による車両（バイク含む）の所有・運転・免許の取得は原則禁止し

ています。移動には公共交通機関を利用してください。活動時に配属先等の車両で移動す

る場合でも運転することは禁止しています。） 

 

９． お問い合わせ                                

任国での活動に関する質問は、以下のボランティア班共有アドレス宛にメールでお問い

合せください。 

※長期隊員の方は、お問い合わせは派遣前訓練が開始してから行ってください。  

※活動に関わる内容以外の質問はお控えください。 

 

  JICAチリ支所代表 ci_oso_rep@jica.go.jp                   

  企画調査員（ボランティア事業） Kadokura.Takayuki4@jica.go.jp 
 

１０． その他                                  

（１）赴任時の定時連絡について 

   赴任時のコロナ禍の影響による旅程変更や不測の事態発生時対応のため、日本出発

時、経由地出発時、サンティアゴ空港到着時に WhatsApp等の SNSを利用し、状況報告

をお願いします。出発前にアプリケーションのインストール、空港での Wi-Fi接続設

定方法習得等事前に準備をお願いします。次項の連絡時に SNSを利用した報告の事前
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練習を行います。 

 

（２）サンティアゴ空港到着時手続きについて 

 各自で入国審査と税関審査を受け入国してください。入国審査の際、滞在先などを

聞かれたときは、JICA (Agencia de Cooperación Internacional del Japón, Oficina 

de Chile) 、支所の電話番号（2-2752-6720）を告げてください。 

コロナ禍の昨今、当国の入国時措置に従い入国手続きをお願いします。企画調査員

（ボランティア事業）等事務所関係者が、車両で空港に出迎えに行きます。全ての入

国手続きを完了後、空港の指定の場所で事務所関係者を探してもらうため、事前に上

記記載の支所アドレス、企画調査員（ボランティア事業）アドレス両方へ事前に E メ

ールにて連絡を取り、到着時の待合せ場所、手順について確認してください。ボラン

ティアからの連絡がない限り、支所ではボランティアの連絡先がわかりませんので注

意してください。 

 

（３）着任時の宿泊場所について 

 支所がホテルを予約し、着任オリエンテーション～現地語学訓練(約 2週間首都滞在、

任地赴任後 8日間オンライン実施を予定)～任地赴任までのサンティアゴでの宿泊先を

準備します。その間の宿泊費は支所で負担します。   

 

（４）任地赴任時の荷物の搬送について 

 首都以外で活動するボランティアが地方に赴任する際に機内／車内に荷物を預ける

場合、超過料金については移転料から支弁してください。郵便等で赴任地まで送る場

合も同様です。飛行機にて任地へ赴任する場合、無料で預け入れられる荷物は 23kg×1

個まで、機内用手荷物は 1個（8kg）になります（LAN航空の場合）。 

日本からはスーツケースを複数お持ちになる場合、地方に赴任されるボランティアに

ついては、首都出発前にバス便にて任地に送付し、現地で受け取るようにしています。 

赴任時は通常、スーツケース 2個までの無料預入れが可能です。帰国時には、同様に

無料で預け入れられる荷物は国際線で 23kg×2個まで、国内線では 23kg×1個となり

ます。帰国時を考えて、赴任時ソフトバッグ等の利用等も検討下さい。 

 

以上 
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別添：チリ入国時の税関・検疫申告書様式 

 

 

 


