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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・派遣に関する合意書・ワクチンの接種記録・赴任後 2～3週間の間に必要な

日用品は、手荷物として持参してください。赴任後すぐに関係機関への表敬訪問を実施しますの

で、公式の場に適した服装（襟付きの服）を持参してください。 

キリバスでは、ほとんどの生活用品・電化製品は市販されていますが、全て輸入に頼っている

ため全般的に高額です。また選択肢が限られ、品質もあまり良くありませんので、必要に応じて

日本から携行したほうがよいでしょう。 

キリバスの日差しは強烈です。日焼け止めは品数が少ないので、自分の肌に合うもの（かつ汗

で流れにくいもの）を必ず持参してください。帽子やサングラスも必需品です。現地でも購入で

きますが、品質は良くありませんので普段使用しているものを持参されたほうが無難です。 

 

（２）持参する薬品について 

 医療のレベルは低く、入手できる薬品は非常に限られています。市中の薬局は１軒（2015 年 9

月から個人営業のクリニックに併設）しかなく在庫も限られています。そのため多くの薬は病院

内の薬局から入手することになります。持病の薬はもちろんのこと、風邪薬、胃腸薬（整腸薬）、

目薬、軟膏、湿布薬、虫除け等は日本から持参してください。また、水や食事が合わずに下痢に

なった場合や体調不良時に備えて、ポカリスエットなどの粉末も多めに準備されることをお勧め

します。 

 

 

２． 別送荷物について                              

 

（１）アナカン・郵送等の利用について 

荷物の輸送は、コロナ禍以前は国際郵便（航空便及び船便が利用可、EMS は利用不可）及び国

際宅急便が利用できます。日本から当任国への荷物の送付は、2～3週間程度で確実かつ迅速に届

く国際郵便（航空便）及び国際宅急便による送付が一般的です。国際郵便（船便）による送付は

経済的ではあるものの、非常に日数を要する（通常 1～3か月）ことに予め留意する必要がありま

す。また、輸送途中での破損・紛失等を避けるため、梱包に段ボール箱を使用する際は、2層強化

段ボール箱等を使用することをお勧めします。 

国際郵便による発送の場合、個人宅への配送はないため、当オフィスの私書箱宛に送付してく

ださい。 

  残念ながら現在 DHL のみでの輸送は可能ですが、高価となります。国際郵便の取り扱いが再開

されたかどうか事前に確認してから、荷物輸送の計画を立てることをお勧めします。 

 

 

        郵便での宛先の書き方 

 

  Mr. KOKUSAI Taro                      ←自分の名前 

  c/o JICA KIRIBATI FIELD OFFICE          ←JICA キリバスフィールドオフィス 気付 

  P.O.Box 478, Bairiki, Tarawa, Kiribati  ←当オフィスの私書箱 
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 国際宅急便（DHL）による発送の場合は、下記当オフィス住所を記載ください。 

 

        DHLでの宛先の書き方 

 

  Mr. KOKUSAI Taro                  ←自分の名前 

  c/o JICA KIRIBATI FIELD OFFICE    ←JICA キリバスフィールドオフィス 気付 

  Flat No.7 on Top Floor of TK Plaza ←当オフィスの住所 

    Bairiki, Tarawa, Kiribati 

 

  

    JICAキリバスフィールドオフィス 電話番号及び業務日時 

電 話 
固定電話：         国番号 686-75022965 

企画調査員携帯電話： 国番号 686-73016777 

業務時間 9：30 - 12：30, 13：30 - 17：30 （月 - 金） 

休 日 土・日曜日、キリバスの祝日、年末年始 その他当オフィスが指定した日 

 

 

（２）通関情報について   

 経由地のフィジー入国及びキリバス入国時の税関では X 線検査があり、場合によっては荷物を

開封されます。 

肉類、卵、蜂蜜、野菜(生)、果物(生)などの食料品の持込が禁止されていますのでご注意くだ

さい。そのほか、植物の種、毛皮、ハンドクラフト製品や土のついたキャンプ用品などの持込も

制限されています。 

 

 

３． 通信状況について                              

 

（１）パソコンの普及状況 

 キリバスでも英語版の WindowsPC の購入は可能ですが、機種が限られるうえ、取り寄せる場合

は時間がかかり高価のため、パソコンは日本から携行することをお勧めします。その場合、再イ

ンストールに必要な CD-ROM などを忘れずに持参してください。主な故障原因は、ウイルス感染、

砂埃及び電圧変動による電源部の故障などです。ウイルス対策ソフトは必要不可欠ですので、日

本でインストールしてきてください。 

インターネットプロバイダーは 2社(ATHKLおよび Ocean Link)あります。利用する場合は、PC

もしくはスマートフォンによるインターネット接続サービスを利用するのが一般的です。費用と

しては、初期費用が SIM カードは A$2～3、携帯用インターネットルーターは A$70～100 程度で

す。 

使用時は必要量のリチャージカードを購入してチャージします。リチャージカードの種類は、

A$5～50まで種類があり、金額によって使用量が異なります（A$50の場合 6GB）。                    

 無線 LANが利用可能なインターネットカフェ・施設はタラワ島内に大小 10軒ほどあり、日本語

を使用したい場合は自身の PCを持ち込んで接続することもできます。 
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（２）携帯電話の普及状況 

 携帯電話は、当国では 2016 年 1 月から 4G タイプが導入されており、現在は 4G タイプが主流

となっています。場所によって通じにくいところもありますが、基本的に南タラワ全域で利用可

能です。なお、3G タイプの携帯電話サービスも使用可能ですが、4G と比較すると通じにくいで

す。 

 離島への携帯電話網の整備も進められておりますが、今までのところ 4G タイプの携帯電話は

北タラワ地区、アベヤン島、マイアナ島、マラケイ島等のタラワ周辺の離島およびアベママ島、

クリスマス島等のみとなっております。 

 国際電話は、固定電話、携帯電話ともに、1 分間あたり約 A$1～3（通話先、時間帯により異な

る）です。 

 

    

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

 

（１）現金持込にかかる注意 

 当国では通貨としてオーストラリアドル（A$）を使っています。現金の持ち込み制限額は、

A$5,000です。それ以上の金額を持ち込む場合は、入国時に税関に申告する必要があります。 

 

（２）両替状況 

 タラワにはバイリキ地区に ANZ銀行の店舗があり、外貨両替ができます（月～金 9：00～15：

00）。しかし、日本円・米ドルからの両替は交換レートが悪いため、日本で A$に両替してくるこ

とをお勧めします。 

 

    ※ANZ 為替レート（2022年 4月 4日現在、現金買いレート） 

 日本円 A$1＝JP￥95.00 

 米ドル A$1＝US$ 0.7730 

 

（３）赴任時に用意することが望ましい金額について 

 キリバス到着後、ANZ 銀行に各個人の銀行口座を開設します。通常は銀行口座開設から約 2 週

間以内に赴任月を含む四半期分の現地生活費をフィジー事務所から振込みます。 

 着任当初に必要な生活費として、A$1,000 程度を、オーストラリアドルの現金にて持参すれば

十分と思われます。 

 クレジットカード（Visaもしくは Master card）により銀行の ATMで、A$のキャッシングがで

きます。しかし、最近当国でもフィッシング詐欺等の被害が報告されていますので、クレジット

カードは使用しないことを推奨します。 

 

 

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）      

 

キリバスの人々は概ね非常に友好的・親日的であり、治安状況に大きな問題はありません。し

かし近年は南タラワにおいても飲酒絡みの暴力事件、空き巣、夜間の不法侵入などの事件が増加

しており、十分な注意が必要です。（特に女性ボランティアは）日常の服装・所持品などは華美に

見えることの無いよう、また肌を極端に露出する服装等は絶対身に着けないよう十分に留意して

ください。夜間外出する際は、ドアツードアの車両を利用し、22時までに帰宅してください。 
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また酔っ払いに絡まれて騒動になることもありますので、バー、レストラン等の酒類を提供す

る店などでは注意が必要です。特に隔週金曜日の給料日には、多くの人々が飲酒していますので、

トラブルに巻き込まれないよう気を付けてください。警察官は各島に配置され、南タラワには４

箇所の警察署があります。 

 

 

６． 交通事情について                              

 

 南タラワの主要地区間は、民間のミニバス（ワゴン車）が朝６時ごろから平日は夜１１時ごろ

まで運行し、市民の足となっています。日中は頻繁に運行しておりますが、運転マナーが良くな

いため、必ず指定の停車場にて乗り降りしてください。土日や平日夜９時以降は極端に運行バス

数が少なくなるので注意が必要です。自家用車・バイクの数は徐々に増加しています。 

 

 

７． 医療事情について                              

 

 キリバスはデング熱、Ａ・Ｂ型肝炎、腸チフス、腸管寄生虫、フィラリアなどの感染症があり

ますが、マラリアはありません。 

 通常の医療サービスは無料で提供されています。日本の無償資金協力事業等、外国の支援を受

けて建設された病院もありますが、スタッフや設備の質・量ともに限られています。日常診療程

度の治療や検査は可能ですが長時間待たされます。また、MRI検査、高度な外科治療、輸血、人工

透析などは対応不可能です。検査についてもメンテナンス不良等により検査ができないことがあ

ります。プライベートの有料医療機関はバイリキ地区の薬局に併設されていますが、週に２日（水、

土曜日：頻繁に変更になるので、訪問前に確認が必要）のみの診療です。その他、南タラワ・ベ

シオ地区にある船員養成校(MTC)は独自に医師、診療・検査設備を有しており、必要に応じて利用

可能ですが、検査項目は限定的です。 

キリバス着任以降、B型肝炎ワクチンの追加接種（3回目）を希望する隊員には、1万円を上限

に費用が補助されます。しかしながら、当該ワクチンはキリバス国内では入手できません。その

ため、着任1年後のフィジーでの中間報告会や私事目的任国外旅行時における追加接種を推奨し

ています。 

また、腸チフスのワクチンについてもキリバス国内では入手できません。キリバス国内の飲料

水事情は非常に悪く、腸チフスに罹患する現地人も少なくありませんので、訓練所退所後に日本

国内で接種することを強く推奨します。 

 

 

８． 蚊帳について                                

  

 蚊帳は、シングルベッド用とダブルベッド用が販売されていますが、常時あるとは限りません。

なお、当オフィスからの蚊帳の貸与はありません。 

 また、キリバスはデング熱の感染地域です。予防としては体力を落とさない、蚊に刺されない

ようにするしか方法はありません。虫除けスプレーや蚊取り線香はキリバスでも購入可能ですが、

在庫の状況により品切れとなっている場合もあります。使い慣れたものがあれば日本から持参さ

れることをお勧めします。 
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９． 任国での運転について                                

 

（１）本邦、国際免許証の携行の要否 

当国では単車・車両の運転を必要とする案件がないため、免許証の携行は不要です。 

当国では隊員の運転を不可としています。 

（２）現地運転免許の取得手続き 

当国では単車・車両の運転を必要とする案件がないため、免許証の取得手続きは不要です。 

 

 

１０． お問合わせ                                

 

任国での活動に関する質問は、以下フィジー事務所代表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。 

 

フィジー事務所代表アドレス：fj_oso_rep@jica.go.jp 
 

 

１１．  その他                                    

 

（１）赴任当日、赴任後の日程（以下はコロナ禍前の状況です） 

フライトの状況にもよりますが、赴任時はフィジー（ナンディー）の国際空港近くのホテルで

1泊し、翌日午前発のフライトでタラワ（キリバス）へ向かうのが通例です。 

ナンディでの乗り継ぎ時には、基本的に各自にて入国手続きを行い、空港から宿泊先のホテル

に移動してください。移動の際は宿泊先ホテルによって用意されるシャトルバス又はタクシーが

利用可能です。翌日のナンディ空港出発時には、空港でのチェックイン手続きに時間がかかる場

合がありますので、十分に余裕を持って（確実に出発の 2 時間前までに空港に到着するように）

移動するようにしてください。 

なお、ナンディ空港でのチェックイン時に預入荷物の積み残しや他の航空便への積み間違いの

トラブルが発生するケースが散見されています。必要最低限の身の回り品（３～４日分）は機内

持ち込み荷物に入れておくことをお勧めします。また、フィジーでは、スキミング等クレジット

カードに関連する犯罪が急増しているため、クレジットカードを使用しないことを強く推奨しま

す。 

キリバス入国時には、入国審査にて一時的な滞在ビザ（３０日間滞在可能）が発給されます。

その際にキリバス政府発行の「受入確認書（レター）」（本邦出発前にお渡しします）が必要にな

りますので、預ける荷物の中には入れず、必ずパスポートと一緒に各自携行してください。航空

会社チェックイン時、乗り換え時にもパスポートと一緒に提示してください。キリバス到着後 1

ヶ月以内に長期のワーキングビザの取得手続きを行います。 

キリバス入国後は担当企画調査員がタラワ（Bonriki）空港にて出迎えます。到着出口を出たと

ころで待機していますので、入国審査、預入荷物の受け取り及び税関検査を各自で行ない入国し

てください。空港からホテルまでは当オフィスが準備した車両で移動します（約 60分）。 
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（２）現地研修 

 キリバス到着後、約 3週間の現地オリエンテーション及び現地語学訓練を実施します。内容は、

関係機関への表敬訪問、銀行口座開設等の各種事務手続き、安全対策・健康管理・キリバスの伝

統や習慣等に関する講義、現地語学訓練（キリバス語、約 10日間）等です。関係機関への表敬訪

問に備え、自己紹介と活動への抱負などは英語で述べられるように予め準備しておいてください。 

 

（３）住居 

住居は原則として配属先が準備した政府借り上げ家屋が提供されます。多くの場合、民間の借

家になります。ベッド、机及び椅子、冷蔵庫・調理コンロなどの必要最低限の家具類は配属先が

準備しますが、調理器具やシーツなどは各自で揃えてください（現地オリエンテーション期間中

に現地でも購入可能です）。 

2LDK以上の物件が多いため、同性隊員同士の同居、他国の同性ボランティアとの同居になる可

能性もあります。 

電気代は非常に高額であり概ね日本の 2 倍以上になります。ガスはプロパンガスです。水道に

関しては、全ての家庭が井戸水及び（又は）雨水を使用しており、基本的に水道代は必要ありま

せんが、乾季の水不足時は有料の水を購入することになります。井戸水は飲料水として使用する

ことは避けてください。 

 

（４）日用品・食料・水 

 ほとんどの生活物資が輸入品であるため、開発途上国としては物価が高く、日本の大都市圏と

比べても高額な物があります。スーパー・小売店などで必要な生活雑貨品は大体揃いますが、品

質・品揃え共に良くありません。また在庫切れの時もありますので、必需品は見つけた時に買い

置きしたほうが良いでしょう。日本食材は、焼海苔ぐらいしか購入できませんが、頻繁に品切れ

となります。また肉類は輸入冷凍品がほとんどですので、現地で獲れる魚を調理できると食生活

を豊かにできます。レストランは数軒ありますが、隊員は基本的に自炊となりますので、積極的

に魚のおろし方などの調理法を習得することをお勧めします。 

 生活用水の雨水または井戸水は飲用には必ず煮沸する必要があります。また、井戸水・海水を

ろ過及び殺菌処理した飲用水も購入可能です(19リットル入り A$2.5)。また、雨水を濾過器（現

地購入可 A$30～70程度）で濾し、さらに煮沸して飲用に利用している隊員もいます。 

 

（５）衣料 

キリバスの服装はとてもカジュアルです。女性はドレスやシブタ（女性用の上着）を作ったり

もしますが、タラワに住む人は、ほとんど輸入品の衣服を着ています。ジャケット着用の必要は

ありませんが、通常の勤務にあたってはそれなりの服装（襟付きシャツ、スラックス等の着用）

を心がけてください。女性は過度に肌を露出しないよう注意する必要があります。良質でサイズ

の合う衣類、良質な下着類の入手は難しいので日本から持参することをお勧めします。 

パーティやレセプションなどで着用する機会もありますので、アイランドシャツ（アロハまた

は沖縄かりゆしウエア風シャツ）を 1～2着程度準備しておくと便利です（経由地フィジーの空港

等でも購入可能です）。 

履物は男女ともサンダルが主流です。室内に入る時は靴を脱ぐ場合があるので、脱ぎ履きしや

すいサンダルがあると便利です。日本人のサイズに合った質の良い履物を探すのは難しいので、

日本から持参することをお勧めします。 
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（６）電気製品・電圧 

電圧は 240V・50Hzです。コンセントの形状は薄い「ハ」の字型（０タイプ）です。日本のコン

セントの形状「｜｜」型から「ハ」の字型に変換するアダプターはキリバスでも入手可能ですが、

予め 1つ持っていると便利です。 

240V-100V の変圧器はほとんど手に入らないため、100V 用の電気機器は基本的に持ち込まない

ほうが無難です。 

テレビ・DVD・電子レンジなどの電化製品は、種類も数も少ないですがキリバスにて購入可能で

す。価格はメーカーによって異なりますが、概ね日本よりも高めです 

 

（７）キリバス情報サイト 

外務省キリバス共和国 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/kiribati/index.html 

キリバス政府観光局     http://www.kiribatitourism.gov.ki/ 

太平洋諸島センター     http://www.pic.or.jp/ 

The World Factbook          

   https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/kiribati/ 

 

  

 

（８）緊急連絡先 

  赴任途中で航空便の変更等が発生した場合などには、速やかに下記のいずれかに連絡してくだ

さい。フィジー国番号は 679、キリバス国番号は 686 です。電話をかける場所により国番号の前

に必要な番号が異なりますので、現地で確認してください。  

 

JICAフィジー事務所  

代表電話番号：679-3302522又は 679-3301829 

（月～金 現地時間で 8：30～13：00及び 14：00～16：30） 

担当者携帯番号：679–9928559 

 

JICAキリバスフィールドオフィス  

代表電話番号：686-75022965  

（月～金 現地時間で 9：30～12：30及び 13：30～17：30） 

   ※キリバス及びフィジーの時刻は日本より 3時間進んでいます。（サマータイムの時    

    期にはフィジーは 4時間進んでいます。） 

企画調査員携帯番号：686–73016777 

 

 

 

以上 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/kiribati/index.html
http://www.kiribatitourism.gov.ki/
http://www.pic.or.jp/
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/kiribati/

