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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。 
 

① コロナ禍におけるサモア入国に必要な書類 
別途、直接ご案内します。 
 

② 国際協力共済会ハンドブック・医療検査結果など 
国際協力共済会・会員ハンドブックを必ず持参してください。 
治療中の病気があり、受診中の医療機関から診断書やレントゲン写真等を受け

取っている場合などは、その関係資料については別送せず、手荷物で機内持ち

込みにしてください。医薬品等は、液体・ジェル状のものは手荷物として持ち

込むには制限がありますので、制限をよく確認して、対応してください。 
 

③ 入国許可証（原本）＊状況により許可証写しになる場合もあります。 
 

④ その他携行が望ましい物品 
PC は公私に渡って必要ですので、携行をお勧めします。 
生活に必要な物品は、首都のアピアでは購入可能です。しかし、以下の物につ

いては購入できない、または質が悪いため、持参することをお勧めします。 
- 衣料品、下着（現地で購入可能だが、既製品に関してサモア人は大柄なた

め、日本人のサイズに合うものが少ない） 
- 雨具（折り畳み傘） 
- 履物（靴、運動靴、サンダル等） 
- 眼鏡やコンタクトレンズおよびコンタクトレンズ洗浄液・保存液 

洗浄液・保存液の在庫が不安定。特に、コンタクトレンズの購入は困難で

す。 
- 本・辞書、活動に必要な参考資料（和・英共）等 

特に、日本の教科書や専門書や参考書籍類は、サモアでは入手不可のため、

活動に必要な資料は日本で用意し持参することを勧めます。また、英語の

図書についても種類が少なく、最新の資料入手は困難です（すぐに必要な

書籍でなければ、別途郵送を勧める）。 
- 女性用基礎化粧品 

 
⑤ その他留意事項 

- 現金、パソコン、カメラ等、貴重品、カメラ等の充電リチウム電池は、必

ず手荷物で機内持ち込みにしてください。 
 

 

２． 別送荷物について                              
 
（１）アナカン・郵送等の利用について 
 国際郵便小包の利用が最適です。航空便で到着まで約 1～2 か月程度です。サイズ制限

はゆうパック(大)位までで、重量は 20kg までです。船便も利用できますが、新型コロ
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ナ等の影響により船便の利用ができなくなる場合があり、かつ本邦からサモアまで 3
ヶ月以上かかることがあります（2023 年 3 月現在、本邦からサモア行きの船便の利用

が停止されています）。 
 

 郵便物は、サモアの郵便物はすべて私書箱であり、自宅配送は行われていないため、

宛先を JICA サモア支所宛とし、受取人名を必ず明記し送付してください。 
    

c/o JICA Samoa Office 
To: Mr./Ms. 受取人名 
P.O.BOX 1625,SNPF Plaza,Savalalo , Apia Samoa  
Tel:685+22572 

    
（２）通関情報について   

JICA 関係者は無税です。サモア到着時に、税関申告書（機内配布）を提出してくだ

さい。持込禁止品は、絶対持ち込まないようにしてください。 
   
３． 通信状況について                              
 
（１）パソコンの普及状況 

① Windows パソコン（OS は英語版のみ）、およびプリンターは現地購入は可能で

すが、品数が限られており日本よりも価格は割高です。 
 

② インターネット接続は、インターネットプロバイダーが 2 社あり、従量制の無

線ブロードバンドサービスも普及しています。コンピューターウィルスが蔓延

しているため、パソコンにはアンチウィルスソフトのインストールを勧めます。 

 

③ 当国では、パソコンに限らず精密機器の修理はほぼできません。日本に送付し

て修理を依頼する場合に備え、保証書および領収書を持参してください。 
    
（２）携帯電話の普及状況 

① 携帯電話は居住地区を中心にサモア全土をほぼ網羅しており、個人への普及率

はかなり高いです。ダイヤル直通国際電話も携帯電話で可能であり、プリペイ

ド式が一般的です。 

② JICA 支所から、全隊員に対して、緊急連絡用の携帯電話を到着後、一時的に貸

与していますが、日本でお使いの携帯電話を SIM フリー化してこちらで使用し

ている隊員の方々が多いです。その場合、日本語でメッセージのやり取りがで

きるので便利です。 
    
４． 現金の持ち込み等について                          
 
（１）現金持込にかかる注意 

トラベラーズチェック等現金以外も含め、1 万タラ（約 USD:3,700）を超える外貨

を持ち込む場合に申告が必要です。  
    
（２）両替状況 

空港、ホテル、市内の銀行などで両替可能。米ドル、豪ドル、ニュージードル、ユ
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ーロ、日本円も換金可能です。旧紙幣は両替を断られることがありますので、ご注

意ください。 

    
（３）赴任時に用意することが望ましい金額について 

当国の物価は、日本より高めです。到着時に 2～3 万円分の数日間分の生活費の換金

を勧めています。$1,500～$2,000 程度あれば十分かと思います。なお、現地到着後

すぐに銀行口座を開設し、初回の現地生活費（3 か月分）を支給します。 
 
 
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）      

 
 外国人住居を狙った空き巣等の窃盗事件が増加傾向にあり、JICA 関係者にも被害が

及んでいます。近年は特にスマートフォンを狙った窃盗が急増しています。 
 

 政治は非常に安定しており、騒乱/暴動などの集団暴動が発生する可能性は、今のとこ

ろ極めて低いと言えます。 
 
 移民中国人が多く在籍していますが、最近はサモア国内での中国人の経済的成功を妬

み、中国人に対しあまり良くない感情を持っている人もいます。稀ですが、中国人と

区別のつかない日本人も嫌がらせに遭うことがあります。 

 

 昼間でも人気のない場所を徒歩で単独移動は控えてください。また、夜間は街灯が無

いため、真っ暗になる場所が多く危険です。 

 

 窃盗・強盗、レイプ等の事件も発生しています。現地オリエンテーション期間中に、

防犯や治安に関する講義を実施しますが、各自しっかり安全対策意識を身につけるよ

うに心掛けてください。 
 

６． 交通事情について                              
 

 日本と同じく車輌は左側通行です。アピア市内では平日のオフィスアワーと土曜日の

午前中の時間帯は車輌の往来が多く、混雑します。また市内の一部を除き、ほとんど

の道路には歩道がなく、車道沿いの歩行には注意が必要です。 
 

 信号機は、ウポル島では、首都アピア市、及びアピア市に出入りする周辺道路への設

置のみです。サバイイ島には、サレロロガの１箇所に設置されているだけです。なお、

現在、サバイイ島への業務以外での渡航は禁止されています。 
 

 全国的に犬が多く、車や自転車の車輪に反応して追いかけてくることが多いです。そ

の際に、犬に噛まれないよう注意してください。また、追いかけてくる犬を回避する

ために予測不能な挙動をする車輌があることにも留意してください。 
 

７． 医療事情について                              
 

サモアでは、国内で唯一の CT スキャンが故障していたり、試薬切れで採血による検査

ができない、と言ったことが度々起こります。検査ができないため、診断がつけられない
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こともあり、検査のために第三国へ移送されることもあります。そのため、「自分の健康

は自分で守る」という基本姿勢を忘れず、日ごろから自己管理に努め、病気やけがの予防

をするとともに、それら発生時にすぐに対処することが何より大切です。 
 
 国内医療機関 

サモアで検査・入院設備が整っているのは首都アピア市内の TTM 国立病院と、サバ

イイ島の MTⅡ国立病院の二つのみです。地方にも小さな国立病院がありますが、設

備は整っておらず、検査はできません。首都アピア市内にはプライベートクリニック

が存在し、その場で採血を実施してくれることもありますが、検体は全て国立病院へ

運ばれており、結果が出るまで数日かかることが殆どです。サモア唯一の CT スキャ

ンがある TTM 病院にも、専門医はほとんどおらず、望むような治療は期待できませ

ん。 
 

 歯科治療 
治療は抜歯が第一選択となっています。外れた詰め物をそのまま詰め直すことは可能

ですが、万が一詰め物の下にう蝕がある場合は、その治療はできないと思ってくださ

い。歯科治療が必要な方は、今後 2 年間は歯科通院ができないことを歯科医に伝え、

必ず全ての歯科治療を済ませてから赴任するようお願いします。 
 

 薬局 
アピア市内には数か所あります。痒み止めクリームや下剤、アセトアミノフェンなど、

処方箋なしで購入できるものもありますが、日本製のものは入手できませんので、特

に風邪薬など、日頃から使い慣れた薬は持参するようにしましょう。湿布の取扱いも

ありますが、在庫が不安定で常に購入できるわけではありません。 
サモア国内で入手できる薬剤は種類も数も限られており、在庫切れで薬が手に入らな

いことが散見されます。既往症や生活習慣病で継続して受診や投薬が必要な方は、必

ず英文の診断書や薬剤情報を持参してください。 
 
 医療機器 

血圧計、体温計、パルスオキシメーター（血中酸素濃度測定器）、体重計などの購入

は可能です。婦人体温計は入手できませんので、必要な方は日本で購入してご持参く

ださい。 
※日本製の医療機器は手に入りません。 
 

 狂犬病 
サモアに狂犬病リスクはないとされており、国内では狂犬病ワクチンの取扱いがあり

ません。休暇中に狂犬病汚染国で動物咬傷にあった場合、ワクチンの暴露後接種が完

了するまでサモアに戻ることはできません。 

 
 予防接種 

取扱いのないものや、在庫切れで接種できないこともありますので、必要な予防接種

は必ず日本で済ませてください。腸チフスワクチンをご希望される方は出来る限り日

本での接種を済ませて下さい。サモアでは、いつでも腸チフスワクチンを接種できる

わけではありません。 
 

 新型コロナウイルス感染症予防対策について 



6 
 

感染予防対策の基本は、日本でもサモアでも変わりはありません。マスク着用、手指

洗浄・手指消毒、三密回避（密集・密接・密閉）などです。 
サモアでは、マスク着用も義務化ではなくなったため、街中やレストランでもマスク

を着用している人は見られなくなりました。しかし、サモアにはコロナの治療薬や

ECMO はありません。また、コロナ病棟に個室はありません。自己の体力等を過信せ

ず、できる予防対策は必ず実施し、感染防止に努めてください。 
不織布マスクや手指消毒液は、当地の薬局やスーパーマーケットなどで入手可能です。 
なお、市中の感染状況によっては、会食や不要不急の行動を控えて頂くことがありま

す。 
＊新型コロナウィルス感染予防対策に関して、別添：サモア国の新型コロナ感染お

よび医療事情もご確認ください。 
  

８． 蚊帳について                                
 

 蚊帳は、中国製のみ（品質はあまり良くない）購入可能です。蚊取り線香、虫よけ剤

は現地のスーパーマーケット等で購入可能です。皮膚のアレルギーなどをお持ちの方

は日本で使用している皮膚に合ったものを持参することをお勧めします。 

 

９． 任国での運転について                                
 

 当国では隊員の運転を不可にしています。 
 

 
１０． お問合わせ                                

 
任国での活動に関する質問は、以下のサモア支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。 

 
サモア支所代表アドレス：sm_oso_rep＠jica.go.jp 

 
１１．  その他                                    
 

【オリエンテーション】 

 到着後は首都のアピア市において、当国財務省、日本大使館表敬および着任時オリエン

テーションを実施します。その後、配属先表敬を行います。その間に住居等の生活基盤を

ある程度整えて、活動を開始します。着任当初は体調を崩しやすいため、日本出発前から

健康管理に充分気をつけてください。 

 

 着任後オリエンテーション指定期間、隊員は JICA サモア支所が手配したホテルに宿泊しま

す。 

 

【住居】 

 オリエンテーション終了後、事務所であらかじめ決定した住居へ各自移動してもらいます。 
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 居住タイプは、一戸建て、集合住宅、長期滞在者向けロッジになります。 

 

【現地での服装】 

現地では女性の肌の露出が高いことは好ましくないとされています（特に活動時に女

性は、膝丈より短いスカートや短パンを着用しないよう気をつけてください）。隊員の多

くは、活動時の服装は現地調達しています。また、マリンスポーツをする方は、日差しが

強くケガ防止のためラッシュガード（上下）、アクアシューズを着用し露出度の高い水着

は避けてください。 

 

【赴任にあたっての心構え】 

みなさんは自ら手を上げ、ボランティア活動を行うために途上国に赴任されます。途

上国では、日本の生活そのままを望むことは出来ません。日本の生活や価値観、今までの

経験に固執すると、不平や不満が溜まってしまいます。活動や生活で困難や問題が生じる

こともありますが、前向きに取組んでいただければと思います。 
 

以上 

 

別添：サモア国の新型コロナウイルス感染症への対応および医療事情 
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別添 

2023 年 3 月 6 日 

JICA サモア支所 

 

サモア国の新型コロナウイルス感染症への対応および医療事情 

 

新型コロナ感染疑い発症時: 

新型コロナ感染疑いのある症状がある場合、即座にサモア支所の担当者に電話連絡し、

医療機関で検査受診していただきます。ご自身での RAT 検査実施（迅速抗原検査）やサ

モア国の医療従事者以外による検査は想定していません。 

 

新型コロナ感染疑い発症時に受診機関および治療体制: 

JICA 関係者に感染疑いが生じた場合、前述の国立病院ないし JICA サモア顧問医のク

リニック等の医療機関で受診し、新型コロナ検査を受検します。検査方法は RAT 検査（迅

速抗原検査）もしくは PCR 検査となります。 

軽症、無症状の場合には、医師から自宅療養を指示されます。協力隊員を含めた JICA 関

係者は、自宅などの宿泊場所において療養となります。軽症、無症状であっても、検温、

パルスオキシメーターによる血中酸素濃度結果を定期的に JICA サモア健康管理員に報告

して頂きます。 

感染して症状がある場合、重症化したときに移送を速やかに行うためにも、入院して

いただくことを想定しています。 

なお、サモア国内で新型コロナ感染患者の入院対応できる病院はサモア国立病院のみ

です。サモアに外国人向けの私立病院は存在しません。サモア国立病院は、新型コロナ患

者向けの隔離病棟を設置していましたが、現在、隔離病棟は廃止され、新型コロナ患者は

一般病棟の一室（相部屋）を隔離室として入院患者を受け入れています。病室のエアコン

が壊れている場合があり、その際には入院患者が扇風機を持ち込んでいます。 

現在、サモアにはコロナ治療薬は存在せず、酸素飽和濃度に低下、呼吸不全の症状が

現れる中等症Ⅱの重症度に陥った際に、投与される治療薬はステロイド剤とトリシズマブ

になります。 

サモアには挿管人工呼吸（ECMO）はなく、国立病院に人工呼吸器が 15 台ありますが、

操作できる看護師の数が非常に限られているため、実際に人工呼吸器を利用できる保証は

ありません。 

サモアの担当医師と緊急移送会社の医師の間で協議し、サモアで治療が難しいと判断

された場合、国外への緊急移送手続きを開始します。なお、コロナ禍では通常よりも時間

を要します。 

 

サモア国における新型コロナ感染による重症化リスク: 

以下の資料の通り、新型コロナは 60 歳以上の方は重症化リスクが高いことがわかって

います。 
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出典：厚生労働省 HP（2023 年 2 月版）新型コロナウイルス 感染症の“いま”に関する 11 の知識 

（https://www.mhlw.go.jp/content/000927280.pdf） 
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日本では重症化リスクのある方については、軽症の段階で中和抗体薬や抗ウイルス薬

の投与を行い、重症化を予防しますが、サモアには中和抗体薬や抗ウイルス薬はありませ

んので、薬で重症化を予防することはできません。 

また、日本では呼吸不全を伴う場合には、抗ウイルス薬、ステロイド薬、免疫調整薬

の投与を行い、改善しない場合には人工呼吸器等による集中治療を行いますが、サモアに

は中等症Ⅱ以上から使用するステロイド薬とトリシズマブしかなく、人工呼吸器等も使用

できる人材が限られるため、常時使用できる保証がありません。また日本で重症者に使用

される ECMO（体外式膜型人工肺）はサモアにはありません。 

前述しましたが、サモアで治療に使われているのは表内の黄色線枠内のステロイド（デ

キサメタゾン）とトリシズマブだけになります。 

 

出典：厚生労働省 HP（2023 年 2 月版）新型コロナウイルス 感染症の“いま”に関する 11 の知識 

（https://www.mhlw.go.jp/content/000927280.pdf） 

 

日本において新型コロナウイルス感染症で入院した方が死亡する割合が低くなってき

たのは、治療法が確立されつつあるからですが、サモアではできる治療法が非常に限られ

ます。そのため、日本と比較すると、サモアでは 60歳以上の方の重症化リスク、死亡リ

スクは各段に高いと考えています。 
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最後に 

現在、サモア政府は感染防止策を定めていませんので、すでにマスクをしている人は

ほとんどいません。そのため、隊員の配属先の人たちも日常生活で接する人たちもマスク

はしていません。マスクを着用することでハラスメントを受けることはありませんので、

隊員の方にはマスク着用していただくことにしていますが、マスクをしていない人たちと

接することから、日本と同様の感染防止はできません。 

本紙でお伝えしましたサモアの医療事情に合わせ、ご自身の年齢や既往症などの重症

化リスクをご勘案の上、サモアへの渡航を決定するとともに行動に留意して下さい。 

 

以上 

 

＊作成日の情報に基づき作成しております。 

 


