
質問 回答

シニアでの参加を考えているのですが、家族を連れて行ってはいけないのでしょうか？

赴任形態は単身のため、ご家族は随伴できません。

JICA海外協力隊は単身者を想定した手当、住居の提供となっております。家族の渡航については、派遣期間中1度

認められている「呼び寄せ制度（2週間）」を利用することができます。

現在、小学校教員として働いています。現職参加制度ではなく、自己啓発休暇を利用して一般

応募で参加を考えています。一般で受けても、籍を残したまま参加できるのでしょうか。

地方公務員法（昭和25年法律第261号）第26条の5に基づき各地方自治体が制定した条例の適用による「自己啓発

等休業」（無給休職）により、一般応募で応募しても現職参加をすることができます。

ただし、自己啓発等休業の適用可否、手続きの流れは各自治体によって異なるため、応募前に所属教育委員会へ

確認してください。

また、派遣前訓練、派遣に際しての渡航費、派遣中の住居費、生活費の自己負担はありません。派遣中、有給あ

るいは無給かについては所属先に確認下さい。

コミュニケーション語学が心配です。

合格後、専門の訓練所で70日間の合宿形式による「派遣前訓練」を行います。この派遣前訓練は語学を中心に行

われ、毎日5～6時間程度の語学研修が行われます。また、派遣後、1カ月程度、現地において現地語の語学研修も

行います。

帰国後のサポートに期限はありますか？帰国後１年間のみ、など。

帰国後研修については、帰国後約１２ヶ月以内の青年海外協力隊・日系社会青年海外協力隊（短期派遣は対象

外）を対象に行っています。

参考情報　https://www.jica.go.jp/volunteer/obog/career_support/training/index.html

帰国隊員の進路開拓についての相談受付については、期限は設けておりません。

参考情報　https://www.jica.go.jp/volunteer/obog/career_support/counselor/index.html

キャリアセミナー・勉強会についても期限を設けておりません。

参考情報　https://www.jica.go.jp/volunteer/obog/career_support/seminar/index.html

新卒で応募しようか迷っているのですが、やはり社会人を経験したりなにかスキルをつけてか

ら応募すべきでしょうか。

現地で技術・知識を応用して活動するためには実務経験があることが望ましいことには変わりありませんが、社

会人経験がなくても応募できるものもあります。新卒で応募するのであれば、応募する職種に関連する分野での

実習や経験など、実践的な経験を積んでおくことをお勧めします。

派遣先言語もさりながら、英語力も心配です。最低限必要な英語力はありますか？日系社会シ

ニア～だと、英語力が乏しくても大丈夫でしょうか。

応募にはDレベル（英語の場合は英検3級、TOEIC®330点等）以上の語学力が必要です。

参考情報　https://www.jica.go.jp/volunteer/application/seinen/language/index.html

語学に自信がないのですが、事前の研修を受ければ、極端な話語学スキルがほとんどないと評

価されるような者でも、参加可能なのでしょうか。

JICAが定める語学力Dレベル（英語の場合は英検3級、TOEIC®330点等）以上の資格をお持ちであれば、応募は可

能ですが要請によって求められる語学力は異なっておりますので、詳しくはJICA海外協力隊のウェブサイトにあ

る、要請情報概要をご確認ください。

なお、合格後の派遣前訓練は語学を中心に行われ、毎日5～6時間程度の語学研修が行われます。また、派遣後、1

カ月程度、現地において任国での語学研修も行います。

参考情報　https://www.jica.go.jp/volunteer/application/seinen/language/index.html

資格条件に【知識と経験】とありますが、実務経験や資格等なくても問題ないでしょうか？
資格はなくても応募可能です。実務経験や指導経験を指す場合は「実務経験●年」「指導経験▲年」と記載され

ておりますので、要請情報概要をご確認下さい。

応募書類で実務経験年数を記載するかと思うのですが、コミュニティ開発の場合の実務経験と

は何を指すのでしょうか。
コミュニティ開発の実務経験は地域開発の業務経験を指します。

例年、春募集で現職教員特別参加制度の対象だった【日本語教師】は、今年は対象ではないの

でしょうか？

「現職教員特別参加制度」は例年春募集期に募集していますが、2020年度募集（2021年4月より派遣開始）につ

いては、通常の募集期とは別の日程で募集を行います。今回対象となる職種については、以下をご参照くださ

い。

https://newsreader.jica.go.jp/news/incumbent_system_200227.pdf



社会人2年目なんですが、学校長にJICAに参加したいと伝えると、まだ早いと言われました。2

年の社会人経験で参加するのは早いですか？もう少し経験が必要でしょうか。

現地で技術・知識を応用して活動するためには実務経験があることが望ましいことには変わりありません。2年の

経験が十分かそうでないかは希望する要請にも関係してきます。新卒者で教育関係の職種で派遣される隊員もい

らっしゃいます、

また、JICA海外協力隊の活動で得られた経験や知識を帰国後の教員生活に早くから生かせるという点もありま

す。

現職教員特別参加制度で応募する場合は、学校長・所属教育委員会から推薦を受けることになります。また、一

般応募で応募し自己啓発等休業の適用で参加する場合も、所属教育委員会の承認が必要です。なお、現職教員特

別参加制度・自己啓発等休業の適用には、各教育委員会にて勤続年数の定めがあることが一般的です。応募前に

学校長・所属教育委員会とご相談ください。

作業療法士としてリハビリを行っています。日本で取得した資格で日本で働いていますが、海

外に出て、活躍できるか心配です。このような専門職の方は不安などなかったでしょうか？

隊員の職種の分野別に技術顧問を青年海外協力隊事務局に配置し、隊員に対する技術支援体制を整えています。

また、青年海外協力隊事務局の要請に応じて、技術的な支援を行う技術専門委員を配置しています。

派遣中の隊員が活動上の技術的な支援を希望する場合は、青年海外協力隊事務局や技術顧問、技術専門委員に依

頼することができます。

活動を行う中で不安なこと等を相談できる環境がありますので、安心してください。

現職参加促進費の件です。所属先へ月額10万程度の支給がされるとのことですが、これをうけ

た場合、無休休職の場合に受けられる本邦支出対応手当はうけられないのでしょうか？

現職参加促進費は現職参加をする隊員の所属先に対し、所属先とJICAとの間で覚書を締結することを前提に、所

属先からの申請に基づき、雇用を継続するために必要な経費の一部をお支払いするものです。他方、本邦支出対

応手当は参加者ご本人にお支払いします。無給休職で現職参加される場合、本邦出手当は支給されます。

希望する隊次が、一つに絞られていることや、

要望側と異なることは、選考時に影響されますか。

応募の際に派遣可能な隊次について事前にお聞きし、本人の都合と受入側双方の希望を勘案して選考を行いま

す。また、二次選考の際、再度訓練・派遣日程の最終確認をしていただき、万一都合がつかない隊次がある場

合、申告していただければ、赴任できない隊次に派遣されることはありません。

今回のような感染症が発生した場合はどうなるのでしょうか。

任期が終わっていなくても強制帰国でしょうか。

受入国で感染症等の流行による活動が困難な場合、現地JICA事務所、受入国・機関と相談の上、任地の変更や、

近隣国あるいは本邦への一時退避などを行うことがあります。必ず本邦に帰国するわけではなく、状況を確認し

ながら、隊員の安全最優先で措置を検討します。

募集要項を満たしてない人でも応募してもいいのか？

主な応募資格は生年月日が1950年4月1日から2000年9月2日までの日本国籍を持つ方です。また、募集要項に記載

のDレベル以上の語学資格を所持する必要があります。その他に、反社会勢力に属する者等は応募できません。詳

しくは、募集要項の応募資格をご確認ください。

ご質問の意図が、「要望調査票に記載されている資格条件を満たしていない」ということでしたら、応募するこ

と自体は可能です。応募時点で経験年数が足りていない場合や必要な資格・免許を合格後、訓練開始前の所定の

期日までに必要な資格・免許を取得する見込みがあれば応募が可能です。また、必要な経験年数が3年とされてい

るところ、2年しかない、学歴が修士以上とされているところ学士であるといった場合でもマッチングの結果、合

格の可能性はあります。なお、ただし、語学資格については、応募時に申告されたもので審査します。

顔写真や語学力の証明書をアップロードするときには、自分自身が撮影した画像をアップロー

ドしてもよろしいのでしょうか。
規格を満たしていれば問題ありません。

現在39歳です。一般公募で参加できますか？ 応募可能です。

現在、青年海外協力隊に応募するか悩んでいます。私は今、日本語教師420時間コースに通っ

ています。長期の派遣では募集要項に実務経験２年と記載がありますが実務経験がない場合で

も採用されることはありますか？

求められる実務経験の要否や年数は要請によって異なります。一般案件の日本語教育の要請の中には、実務経験

を条件としていない要請もあります。但し、隊員は即戦力として日本語の授業を行ったり、現地の日本語教師を

サポートしたりすることが求められますので、実習の経験を積んだり、クラス形式での授業を経験したりするこ

とをお勧めします。

毎年３月に募集開始のようですが、今年は７月頃になると文科省から通知がありました。

その他スケジュールは決まっていますか。

現職教員特別参加制度において、現状では、以下最新情報となります。

https://newsreader.jica.go.jp/news/incumbent_system_200227.pdf

文部科学省から各自治体に向けた応募希望人数の聞き取りは例年通りの時期なのでしょうか？

管理職の先生から説明を求められています。どのように伝えればよいですか？

現職教員特別参加制度において、現状では、以下最新情報となります。

https://newsreader.jica.go.jp/news/incumbent_system_200227.pdf

現在障がい者相談支援センターの管理者をしている関係で年度中の退社が難しい状況です。

応募の際に派遣可能な隊次について事前にお聞きし、本人の都合と受入側双方の希望を勘案して選考を行いま

す。また、二次選考の際、再度訓練・派遣日程の最終確認をしていただき、万一都合がつかない隊次がある場

合、申告していただければ、赴任できない隊次に派遣されることはありません。ご自身のご都合の良い時期に応

募をご検討下さい。



大学在学中か卒業後すぐ、就職してからなど、どのようなタイミングで参加するのが良いと思

いますか。

現地で技術・知識を応用して活動するためには実務経験があることが望ましいことには変わりありません。も

し、卒業後すぐの参加をお考えであれば、応募する職種に関連する分野での実習や経験など、実践的な経験を積

んでおくことをお勧めします。参考までに青年海外協力隊員の平均年齢は27歳です。

２０２１年４月以降に準備をしたいのですが、その場合は秋募集にチャレンジするほうが良い

のでしょうか？

長期派遣は例年3月もしくは4月で応募を締め切っています。2021年4月以降ということであれば、最も早い募集

期は2021年秋募集となり、例年、8月もしくは9月より募集を開始しています。

なお短期派遣は年3回募集しています。2020年度は3月、8月、11月（予定）です。

飲食業で20年以上働いております。

自分はどの分野でお役に立てるか教えて頂きたいです。

「料理」という職種があります。料理職種は、職業訓練校の調理科等において、現地の講師と共に、基本的な調

理技術、各国料理の調理法、食品衛生管理、栄養学などを座学や実習を通して指導し、授業内容も検討・改善し

ます。また、観光産業の発展を見据えてホテル業や飲食業に力を入れている国では、日本料理、中華料理、西洋

料理だけでなく現地の食材や食文化に根差した新しいレシピ、テーブルセッティング、接客サービスなども指導

します。

「食」に関連した職種としては「家政・生活改善」「栄養士」「食品加工」等があります。「接客」に関連した

職種では「観光」もあります。ご自身の経験や資格そして技術を生かせて、要請一覧より関心が持てる要請を探

してみてください。

なお、JICA青年海外協力隊YouTube公式チャンネルにおいて、「【JICA海外協力隊】概要説明」動画の中で、シ

ゴトの選び方のポイントを解説していますのご参照ください。

現在南米在住です。スペイン語の語学力証明書を取得するには、一度帰国して受験する必要が

ありますか。

スペイン語の語学力申告については、西検、ビジネス西検、DELE、SIELE等がありますが、いずれも在宅受験制

度がありません。

スペイン語での語学力証明の提出を希望される場合は、受験についてご検討下さい。（語学試験受験に係る費用

は自己負担となります）

また、英語での語学力証明の提出であれば、在宅受験が可能なGTECやCASECなどがあります。

「ボランティア」とは何でしょうか。地域問題を解決しようと尽力しても、現地の方にとって

は現状のままで十分幸せで解決しなくていいと思っていればただの自己満足で終わってしまう

のではないかともやもやしてます自分自身ボランティアにとても興味があるのですが、上記の

点が最近は気になって、とても悩んでおります。一言コメント頂ければ幸いです。

「日本と途上国の「豊かさ」のギャップに直面した協力隊員には同じような疑問を持つ方も少なくありません。2

年間の活動の中で自分なりの答えを出す人、日本にその疑問を持ち帰る人、様々です。どのような答えであって

も、その人が生きた圧倒的な事実の中でたどり着いたその人の真実です。他人の正答ではなく、自分の正答を尋

ねる協力隊の2年間を過ごしてみてはいかがでしょうか。

現在、小学校で講師をしています。この教員経験は、実務経験・指導経験にも含まれるので

しょうか。

実務経験と指導経験とは以下を指しています。

【実務経験】

当該職種を職業として選択し勤務した経験です。医療系職種での臨床経験はここに区分されます。

アルバイトの経験は含みません。ただし、日本語教育の場合は、雇用形態（有給、無給）は問わず、日本語教師

としての経験（学習者への指導、日本語教師への指導）を指します。

【指導経験】

当該職種に関する下級者または未経験者への指導経験です。教師、教諭職種でのアルバイトなどによる教授経験

はここに区分されます。雇用形態（有給、無給）は問いません。

スポーツ職種については、競技の普及や選手の育成を目的に当該競技に関連する技術や知識を指導者として教え

た経験を指します。

講師がアルバイトでなければ実務経験に、アルバイトであれば指導経験に該当します。

短期派遣はどのような方が希望されているのでしょうか？

短期派遣においても様々な職種・年齢・バックグラウンドをお持ちの方が参加を希望されています。例えば、そ

の中には、青年海外協力隊に参加し、2年間活動した結果、さらに協力したい、と考え再度ご応募くださる方か

ら、2年間の長期派遣はまだ自信がないけれど、将来長期を目指してまずは短期で途上国で活動してみたい、とい

う方まで様々です。

現職教員などですが、現職教員参加制度ではなく、一般で受験することは可能ですか？ 可能です。

職種：公衆衛生　資格条件に【公衆衛生に関する知識と経験】とあります。実務経験があるの

が望ましいと思いますが、そのような経験がなくても応募することはできますでしょうか？

実務経験の指定が無い要請もあるため、応募可能です。公衆衛生の応募に関しては、公衆衛生関連の基礎知識

や、要請内容に関連する知識や経験を有していることが求められます。その他、大学や専門学校で「公衆衛生」

に関わる分野を専攻していることも望ましい条件と言えます。実務経験の指定が無い要請であっても、保健行政

に関わった経験があると活動に有用です。

関連職種として「感染症・エイズ対策」がありますので、こちらの要請情報概要もご覧ください。

短期派遣に求められること。長期と特に求められることでの違いは何でしょうか。

短期派遣に求められることは「即戦力」です。短期は短くて1か月からの要請があり、その短い期間で活動するに

は、その要請において望まれている経験・資格を要している必要があります。とはいえ、その経験や資格におい

て、何十年も熟練した技術を持っていなければならないか、というと、必ずしもそういうわけではなく、要請に

よって様々です。長期と異なる点として特に求められるのは、やはり語学力でしょうか。語学はコミュニケー

ションをとる重要なツールとなります。短期は選考後、比較的早い段階での派遣となりますし、語学の訓練にが

ありません。そのため、要請に記載されている語学レベルを満たしている必要があります。もし短期派遣ご興味

をお持ちでしたら、公開要請を確認いただき、ぜひご自身のご経験・資格と照らし合わせてみてください。

現地での生活費は、保証されているのでしょうか？

派遣中に支給される現地生活費は、日本人として健康で安全を保てることを前提としつつ、現地の人たちととも

に生活を営むのに必要な金額（国ごとに算定）がJICAから支給されます（長期派遣の場合）。短期の場合、JICA

規程に基づき、日当ベースの手当が支給されます。



青年海外協力隊とシニアの区別がよくわかりません。どちらも20歳からですがどういうことで

しょうか？

「一般案件」にて派遣される隊員を、20歳から45歳までは青年海外協力隊／日系社会青年海外協力隊、46歳から

69歳までは海外協力隊／日系社会海外協力隊、「シニア案件」にて派遣される隊員をシニア海外協力隊／日系社

会シニア海外協力隊と呼びます。「一般案件」は幅広い経験・技能等で応募可能な案件、「シニア案件」とは一

定以上の経験・技能等が求められるもの、例えば教員や看護師のような資格や実務経験を15年程度以上求める案

件を指します。

中学校の英語教諭をしています。可能であれば、現職採用制度を利用したいと思っています

が、選考はどの程度の倍率なのかを知りたいです。できるだけ早く行きたいので、倍率によっ

ては一般で受けて辞職も考えています

現職教員特別参加制度は、所属する教育委員会から推薦を受けて応募します。

自治体ごとに人数枠を設けていますので、倍率は各自治体によって異なります。

なお、一般案件での倍率はこちらを参照してください。

https://newsreader.jica.go.jp/news/2019au_jv_toukei_200312.pdf

派遣先によっては、電話またはインターネットを使えない場合もありますか？
現在はおおむねどの派遣国・地域でも電話・インターネットは使用可能ですがごくまれに使用できない地域もあ

ります。

日本語教師で応募を考えていますが、未経験です。ボランティア経験もありません。技術調書

をどのように書けばよいでしょうか。

技術調書には、希望される職種に対し、どのような技術や経験をお持ちであるかを記入していただくことになっ

ていますが、日本語教師としての実務経験をお持ちでないのであれば、関連する講座の受講歴、実習の経験、そ

の他の教師経験など、セールスポイントになることを記入してください。学生の場合は、実習の経験や専攻等を

記入してください。

健康診査に関して質問です。診断書を提出したのち、追加検査が指示されるタイミングはいつ

頃なのでしょうか。

追加検査のタイミングは状況により異なるため、現時点ではお応えできかねます。

参考情報　https://newsreader.jica.go.jp/news/2020spring_kenkoshidan_200214.pdf

現地在住中の保険はどうなりますか

災害（傷病を含む）にあった場合の補償制度は以下の通りです。

①労災保険海外派遣者特別加入（海外労災保険）

業務上の傷病に適用。また、派遣法または派遣条例適用のJICA海外協力隊員については、「国家公務員災害補償

法」又は「地方公務員災害補償法」が適用されます。なお、海外労災保険が適用となった場合、国際協力共済会

は適用されません。

②国際協力共済会:業務外の傷病

業務外で負傷・傷病等の災害を受けた場合に適用。なお、既往症については補償額が他の傷病とは異なります

（要事前申告）。

小学校教育で応募予定です。要請概要の配属先同僚及び活動対象者の欄に、cp候補とあります

が、応募する際どの程度重視する必要がありますか。

CPとはカウンターパートのことで、現地配属機関の同僚のことを指します。

活動はCPに技術、知識を伝える場合もあれば、配属機関の一員としてCPと同様の活動を行う場合があります。以

上の点を踏まえるとCPは現地の人々の役に立つ活動を進めていく中で重要なポジションにあり、CPの年代、性

別、役職、経験等も考慮することとおすすめします。

現職採用の試験内容、面接で聞かれる内容、合格率を教えてください。

試験内容や面接で聞かれる内容の詳細は、選考に関わることですので、お答えできません。

一般応募に準じて「技術」「語学」「健康」「人物」を審査します。

また、合格率は各自治体によって異なります。

現職教員特別参加制度の応募に関する情報は、

JICA海外協力隊ウェブサイト上に順次公開しますのでご確認ください。

希望は体育隊員です。応募する際の準備はされましたか？

ほとんどの要請において中学又は高校の保健体育、保健体育又は小学校教諭の教員免許が必要となっています。

また、これまで体育職種で合格された方において、教員免許以外に障害者スポーツ指導員、サッカー公認Ｃ級ラ

イセンス、一般体操指導員、健康運動指導士、スポーツリーダーなどの資格を所持している方がいらっしゃいま

した。

応募時に限らず、普段から青少年へのスポーツ指導や学校等でのインターンなどで経験を積んでおくことをお勧

めします。

参考／WEB説明会「体育・スポーツ篇」https://www.jica.go.jp/volunteer/seminar/web/

指導経験や実務経験の年数は、応募時の年数を入力するのでしょうか。また、現在も引き続き

経験しており、希望する隊次までの経験年数は含まれないのでしょうか。
応募時点での経験年数を入力してください。

現地に派遣されたときの住居はどうなっていますか？

住居は原則として受入国政府又は配属団体が提供（現物支給）することになっていますが、国によっては適当な

住居の提供がない場合があり、その場合には、現地のJICA事務所が住居物件を確保します。

なお、国によっては、他のJICA海外協力隊員、他国ボランティア、現地の方と住居をシェアする場合や、ホーム

ステイになる場合もあります。



派遣先で活動するにあたり、既定されている待遇以外に、どの程度お金を準備しておく必要が

ありますか？

原則、派遣されるにあたり費用の自己負担はありません。

派遣中に支給される現地生活費は、日本人として健康で安全を保てることを前提としつつ、現地の人たちととも

に生活を営むのに必要な金額（国ごとに算定）が支給されます（長期派遣の場合）。短期派遣の場合、JICA規程

に基づき、日当ベースの手当が支給されます。

住居は原則として受入国政府又は配属団体が提供（現物支給）することになっていますが、国によっては適当な

住居の提供がない場合があり、その場合には、現地のJICA事務所が住居物件を確保します。

なお、国によっては、他のJICA海外協力隊員、他国ボランティア、現地の方と住居をシェアする場合や、ホーム

ステイになる場合もあります。

現地での活動に必要な機材は原則として受入国が負担することになっています。しかし、受入国側に財政的な余

裕のない場合、活動が制限され当初の活動目標が達成できない可能性があります。このような場合、JICAが活動

に必要な経費や資機材の提供をする制度が設けられています。

派遣されている国以外への外国については、一定の制限の中（安全等を考慮しての国や日数に制限あり）で渡航

が可能です。その場合、配属先の了解と派遣された国のJICA事務所長の承認が必要となり、費用は自己負担で

す。

現地生活費は十分生活をして行ける額でしょうか？ 現地生活費などは、現地の方と同等に生活していただけるだけ支給されます。

幼児教育の分野で応募を検討しています。これまでの隊員の経験や成果などのノウハウは蓄積

されていますか？派遣前や活動中に活用できるような教材や資料などはありますか？２年間で

何ができるのか、不安があります。

幼児教育には隊員OB・OGで構成する「青年海外協力隊幼児教育ネットワーク」という団体がありますので、事前

に情報収集することが可能です。

幼児教育には技術顧問を配置しており活動上の相談をすることが可能です。

JICA地球ひろば（東京市ヶ谷）に図書館があり、隊員の活動報告が閲覧できます。現在、図書館は一時閉館中で

すが、近々再開する予定です。

参考情報　WEB説明会「教育篇③」　https://www.jica.go.jp/volunteer/seminar/web/

参考情報　JICA海外協力隊ウェブサイトコンテンツ「知られざるストーリー」

https://www.jica.go.jp/volunteer/outline/story/27/index.html

勤務経験のない新卒者でも応募し、合格する可能性はありますか？ 合格者の約20％弱が新卒者です。（2019年春募集）

協力隊員参加者の現職、退職の割合を教えていただきたいです。 現職参加者は全体の約2割程度です。

任期中に必要が生じた際日本に短期間帰国することは可能でしょうか？

休日や休暇の取得方法は、配属先の決まりに従うこととなります。また、2年間派遣される場合や現職教員特別参

加制度及び派遣期間選択制度により1年6カ月から2年未満派遣される場合、年間20日を限度として、配属機関の職

員に認められている有給休暇の日数内で私費による任国外旅行が認められており、この中で日本へ帰国すること

もできます。派遣期間が6カ月以上1年未満の場合、10日の私費による任国外旅行が認められています。

語学力申告について質問があります。先日、スペイン語試験siele globalを受け、読解、聴解、

筆記がB１、会話がA1、と結果が出ましたが評価はどのレベルを選択するといいですか？

SIELEにおいてA1はDレベル（日常会話程度）、B1はBレベル（どんな状況でも適切なコミュニケーションができ

る素地を備えている）です。語学力申告の際には、Bレベルと記載してください。

社会人での経験はどの程度活動に役に立ちますか？

JICA海外協力隊の活動は、これまで学んだ経験、働いた経験をはじめ、様々な経験や技術、知識が生かすことが

できます。特にシニア案件は一定以上の経験・技能等が求められるもの、例えば教員や看護師のような資格や実

務経験を15年程度以上求める案件を指すことから社会人としての経験が重要視されます。

要請で帰国後について書く欄がありますが、行く前と帰ってから変わった方はいますか？ 2年間の活動を経て、参加前と帰国後の思いや考えが変わる方はいらっしゃいます。

私自身、マーケティングリサーチと営業で計5年というキャリアを積んでおり、JICAでの活動

に興味はあるものの、自分の職務経験とどの程度関連している必要があるのか気になっていま

す。

実務経験が5年ということから一般案件への応募をお勧めします。

マーケティングリサーチと営業ということであれば、マーケティング、経営管理、環境教育などの職種が考えら

れます。それぞれの職種の要請概要情報をご確認下さい。

参考情報　WEB説明会「職種選びで迷っている方へ」https://www.jica.go.jp/volunteer/seminar/web/

問診票の「手術を実施した疾患について」ですが、虫歯の治療を終えた歯が複数あります。部

位については、どのように記入をしたら良いか教えていただきたいです。

歯科治療の場合は、問診票の【2-1】の「その他①（～⑦）」の病名に「虫歯」と記載ください。【2-2】の記載

は不要です。

一般案件の応募準備中です。現在46歳ですが年齢について質問です。応募資格が45歳までの案

件はやはり応募はできませんか？
年齢が46歳の場合、一般案件において年齢制限が～45歳と記載がある案件には応募できません。



派遣前訓練についてですが、連続70日間なのでしょうか？それとも指定された何日間かを行い

トータルでの70日間なのでしょうか？

長期派遣者向けの派遣前訓練は連続70日間、合宿制の訓練を実施しています。訓練場所は、JICA二本松（福島

県）、JICA駒ヶ根（長野県）のいずれかで実施予定です。（派遣される国によって訓練所が決まります）なお、

訓練期間中は、土曜日や祝祭日も平日と同様に課業があります。原則として、個人的な理由（卒業試験や資格試

験、友人 の結婚式等を含む）で課業を欠席することはできません。

JICA海外協力隊ウェブサイト：合格者の方＞https://www.jica.go.jp/volunteer/qualifier/long/4-5.html

参加促進費というのは、JICAから支給される費用なのでしょうか？例えば、保険料や年金、昇

給や、期末手当などはどうなるのでしょうか。

現職参加促進費は現職参加をする隊員の所属先に対し、所属先とJICAとの間で覚書を締結することを前提に、所

属先からの申請に基づき、雇用を継続するために必要な経費の一部をお支払いします。JICAから隊員個人に支給

するものではありません。

現職参加制度は所属先に身分を残したまま参加する制度ですので、社会保険、有給あるいは無給か等については

所属先に問い合わせてください。

小学3年生ごろから21歳まで、継続してではなく途切れ途切れで虫歯を見つけては治療をおこ

なったのですが、「手術を受けた年齢」は、どのように記入をしたらよろしいでしょうか。

歯科治療の場合は、問診票の【2-1】の「その他①（～⑦）」の病名に「虫歯」と記載ください。【2-2】の記載

は不要です。

新卒で参加して派遣期間を終えた隊員の就職先の企業の名前など、具体的な情報は知れます

か。知れるとしたらどのように知ることができますか。

以下をご参照ください。

・JICA海外協力隊ウェブサイト「進路状況」

https://www.jica.go.jp/volunteer/obog/career_support/careerinfo/index.html

・事業概要パンフレット13ｐ14ｐをご参照ください。

https://www.jica.go.jp/volunteer/outline/publication/pamphlet/pdf/gaiyo.pdf

飲食関係20年以上です。シェフとしての経験以外にマネージメント経験もあります。約8年程

前に公邸料理人としてスリランカに赴任しておりました。私がお役に立てる職種はあります

か？一般かシニアか。39歳です。

今募集期ではシニア案件に「料理」要請がありませんので、一般案件の「料理」職種（今募集期要請18件）をお

すすめします。その他、マネージメント経験が生かせる「経営管理」といった職種もあります。

以下JICAウェブサイト内の「シゴトをさがす」からご自身に合った職種を探してみてください。

https://www.jica.go.jp/volunteer/application/index.html#seinen

選考の際に持病はどれほど考慮されてしまうのでしょうか。

日本とは大きく生活環境（気候・ライフライン・文化背景等）や医療事情が大きく異なる開発途上国に、長期間

生活の場が移るという特殊性を考慮し、健康審査を慎重に行った上で、派遣の可否ならびに派遣国を判断しま

す。

参考情報　JICA海外協力隊ウェブサイト「健康診断について」

https://www.jica.go.jp/volunteer/application/seinen/physicalcheck/

現職教員採用制度の募集はいつからですか？ 2020年7月頃を予定しています。

新卒より、仕事で何らかの経験を得てから応募する方がよいのでしょうか？

合格者の約19％が新卒者です。（2019年春募集）

現地で技術・知識を応用して用いるためには実務経験があることが望ましいことには変わりありません。もし、

卒業後すぐの参加をお考えであれば、応募する職種に関連する分野での実習や経験など、実践的な経験を積んで

おくことをお勧めします。参考までに青年海外協力隊員の平均年齢は27歳です。

看護職の進路先がわかればお教えいただきたいです。
看護職の帰国隊員は資格を有している方が多いので、帰国後も保健医療関係に進んでおられる方が多いです。ま

た、さらに自身の知識を深めようと進学される方もいらっしゃいます。

大使公邸でJICAの方のパーティーをした際に色んな方のお話を聞き、ずっと興味を持っており

ました。私がお役に立てる内容や職種などのアドバイスお願い致します。

これまでの経歴や経験により、適する職種が変わってきますので、まずはご自身のこれまでの経歴や経験からご

自身に合う職種を探してみてください。

大学院の入学の措置というのは具体的にどのような物でしょうか？

JICA海外協力隊参加経験を大学・大学院の受験時に考慮し、一部試験を免除、または社会人特別選考、国際協力

特別選考の出願資格として認められることです。

参考情報　入試等で優遇措置をとっている大学・大学院

https://www.jica.go.jp/volunteer/obog/career_support/careerinfo/pdf/daigaku_yugu.pdf

現地に残って働かれる方もいらっしゃいますか？ 任期満了の際は一旦、日本に帰国しなければなりません。その後、再び現地に戻られる方はいらっしゃいます。

ホームステイの場合は、活動対象者やカウンターパートの方のお家なのですか？ ホストファミリーは受入国政府あるいはJICAがホームステイ先と認めた一般の家庭が主です。

前職と全く関係の無い分野で働かれた方はいらっしゃいますか？

いらっしゃいます。例えば、柔道や空手、合気道等のスポーツ隊員等は職業は別にあり、競技経験や指導経験を

生かしてJICA海外協力隊に参加された方が多数いらっしゃいます。

また、スポーツ隊員に限らず、仕事とは別の自身の経験やスキルを活かした職種で参加された隊員もいます。



生活する場所は共同ですか？
住居は派遣国により、戸建て住居、集合住宅の一室、ホームステイとなり、JICA海外協力隊員は1人で生活する

ケースもあれば現地の方や他国ボランティアと共同で生活するケースがあります。

派遣訓練は参加費等の費用はどのくらいなのでしょうか？

訓練所までの交通費も含め、訓練にかかる費用は全てJICAが負担します。シャンプーや洗濯洗剤等、ご自身で使

う一部生活消耗品については候補者に負担頂く場合もあります。その他、訓練所までの交通費等もJICAの規定内

でお支払い致します。また派遣前訓練中は国内手当が支給されます。

J ICA海外協力隊ウェブサイト：合格者の方＞

訓練についてはこちら：https://www.jica.go.jp/volunteer/qualifier/long/4-5.html

旅費についてはこちら：https://www.jica.go.jp/volunteer/qualifier/long/3-6.htmlまた、派遣前訓練中も国内手

当が支給されます。

任期中は同じ国で活動をしている日本人との繋がりはあるのでしょうか？

活動においても多職種のJICA海外協力隊員と連携、協力し合って活動を行う場合があります。また、活動以外で

も同じ国で活動している隊員がいます。また派遣国には日本人会等の日本人コミュニティがある場合もあり、イ

ベントなどで顔を合わせる機会があります。

うまくいかなかったケースを教えて頂けますか？途中帰国など。 家庭の事情、病気、その他の事情で任期途中で帰国したJICA海外協力隊員もいます。

資格条件に【知識と経験】とありますが、実務経験や資格等なくても問題ないでしょうか？
資格はなくても応募可能です。実務経験や指導経験を指す場合は「実務経験●年」「指導経験▲年」と記載され

ておりますので、要請情報概要をご確認下さい。

語学訓練では、どのようなかたちで 勉強されましたか？？

この派遣前訓練は語学を中心に行われ、毎日5～6時間程度のネイティブ講師による語学研修が行われます。派遣

前訓練前に語学事前学習（e-ラーニングを含む）を提出して頂く方もいます。

J ICA海外協力隊ウェブサイト：合格者の方＞https://www.jica.go.jp/volunteer/qualifier/long/4-4.html

一日のスケジュール教えていただきたいです。また滞在先はホームステイだけでなく一人暮ら

しもあるのでしょうか。

隊員の一日のスケジュールは、以下をご参照ください。

・JICA海外協力隊ウェブサイト「協力隊が挑む世界の課題」https://www.jica.go.jp/volunteer/challenge/

・パンフレット（クロスロード）

https://www.jica.go.jp/volunteer/outline/publication/pamphlet/crossroad/index.html

また、住居は原則として受入国政府又は配属団体が提供（現物支給）することになっていますが、国によっては

適当な住居の提供がない場合があり、その場合には、現地のJICA事務所が住居物件を確保します。

国によっては、他のJICA海外協力隊員、他国ボランティア、現地の方と住居をシェアする場合や、ホームステイ

になる場合もあります。

今回、珠算を希望しています。要請に3級・そして小学校教員と書かれてました。先程のお話

のように全てを満たさなくて良いでしたら、それではひとまず応募だけでもさせて頂くことは

可能なのでしょうか？

資格要件については配属先が求める条件が記載されております。本要請では児童生徒への珠算の指導のみではな

く、算数能力向上、さらには教員の指導力向上も要請内容に含まれているため、小学校教諭の資格についても求

められていると考えられます。しかし、資格をお持ちでなくても相応のご経験やスキルがあれば応募は可能です

のでチャレンジしてください。

給与(報酬)制度を教えてください。

JICA海外協力隊に給与（報酬）はありません。自発的参加の精神に基づき活動が行われますが、受入国での活動

をよりスムーズで効果的なものにするため、以下のような支援を行っています。

【現地生活費】

受入国での生活費は、JICAが国ごとに定めた金額を支給します。この金額は、JICA海外協力隊としての趣旨に基

づき、受入国の住民と同等程度の生活を営むに足る金額を、物価、為替変動等を勘案の上、定めています。な

お、この生活費は、あくまでも現地での生活費の補助であって、給料や報酬ではありません。

【住居費】

住居は原則として受入国政府又は配属団体が提供（現物支給）することになっていますが、国によっては適当な

住居の提供がない場合があり、その場合には、現地のJICA事務所が住居物件を確保します。

国によっては、他のJICA海外協力隊員、他国ボランティア、現地の方と住居をシェアする場合や、ホームステイ

になる場合もあります。

【往復渡航費】

日本と受入国との往復にかかる赴帰任時の旅費（航空賃・交通費・日当・宿泊費）は、JICAが負担します。

【現地業務費】

受入国での配属先が抱える様々な問題の中には予算的な問題もあり、効果的な活動が期待できない場合がありま

す。この状況を先方の自発努力を促しつつ解決するために、JICAが活動経費を一部支援する場合があります。

その他諸制度に関するご質問は以下をご参照下さい。

https://www.jica.go.jp/volunteer/faq/



派遣されてから2年間はずっと帰国することはできないのでしょうか。

長期休暇等ありますか。

休日や休暇の取得方法は、配属先の決まりに従うこととなります。また、2年間派遣される場合や現職教員特別参

加制度及び派遣期間選択制度により1年6カ月から2年未満派遣される場合、年間20日を限度として、配属機関の職

員に認められている有給休暇の日数内で私費による任国外旅行が認められており、この中で日本へ帰国すること

もできます。派遣期間が6カ月以上1年未満の場合、10日の私費による任国外旅行が認められています。

また、派遣されている国以外への外国については、一定の制限の中（安全等を考慮しての国や日数に制限あり）

で渡航が可能です。その場合、配属先の了解と派遣された国のJICA事務所長の承認が必要となります。

珠算の級は満たしてます。皆“珠算”だけの要請なのに何故小学校免許が要るのか、

また今まで不要だったと思いますが、いかがでしょうか。

資格要件については配属先が求める条件が記載されております。本要請では児童生徒への珠算の指導のみではな

く、算数能力向上、さらには教員の指導力向上も要請内容に含まれているため、小学校教諭の資格についても求

められていると考えられます。しかし、資格をお持ちでなくても相応のご経験やスキルがあれば応募は可能です

のでチャレンジしてください。

FAQ内のその他Q.1:会社を退職して参加する場合、国民健康保険や国民年金、雇用保険につい

ての手続きはどのようにしたら良いですか?

退職されて参加をする場合、現在の勤務先の厚生年金や健康保険から脱退することになります。この場合、本邦

出発までの期間は国民健康保険、国民年金に加入する必要がありますので、退職と同時に速やかに手続きを行っ

てください。

雇用保険については、帰国後に受給が開始されるようにする「受給期間の延長」という制度がありますので、ハ

ローワーク等で詳しい情報を収集し、適切な手続きを進めておく必要があります。

これら国民健康保険、国民年金、雇用保険に関する手続きは隊員が各自の責任で行うことが必要です。最寄りの

市区町村村役場に問い合わせの上、適切な手続きを行ってください。

希望していた職種とは全く異なっていた方はいらっしゃいますか？

おります。

選考において、応募者が希望する職種・要請では合格基準に達しない（或いは他の応募者の方がより適している

と判断される）場合でも、異なる職種・要請ならば応募者の資格・経験を活かして活動できると判断された場合

は、当該職種・要請を提案させていただくことがあります。このような場合、応募者が同意する場合に限り、青

年海外協力隊事務局が提案する職種・要請で派遣されます。

募集要項の内容でお聞きしたく、派遣前訓練について一定に条件を満たしている人は4日の事

前訓練のみとありますが、その一定条件とは何でしょうか。

長期派遣者に参加予定の方は原則として長期派遣者向け訓練（70日間）、もしくは語学訓練免除者向け訓練（4日

間）に参加頂きます。

語学訓練免除者向け訓練への参加に関する条件は、合格要請等によって大きく変わるため、募集段階で条件の公

表は行っておりません。

私はかなり痩せ型の体型なのですが、健康面での審査で影響はありますか？

日本とは生活環境（機構・ライフライン・文化背景等）や医療事情が大きく異なる開発途上国に、長期間生活の

場が移るという特殊性を考慮し、健康診査を慎重に行った上で、派遣の可否ならびに派遣国を判断します。

健康診査の基準については、以下のURLにある「派遣不可となる疾患例」「派遣不可となる可能性のある疾患

例」以外の情報はお伝えすることができません。

https://www.jica.go.jp/volunteer/application/seinen/physicalcheck/index.html

面接の日は休日になることはないのでしょうか？平日だけでしょうか？
面接は平日及び土日で実施していますが、JICAが指定した1日となり変更はできません。

二次選考日は一次選考合格通知の際にお知らせします。

実際に行って課題を自分で見つけて活動するとのことですが、結果としてその課題を達成でき

なくてはならない決まりはあるのですか？結果はは最終的にどのように報告するのですか？

隊員は配属先から依頼されたことや自分が見つけた課題解決に取り組んでいます。課題を達成しなければならな

いというきまりはなく、皆さん活動の中の目標と位置付けています。隊員は定期的に定められた様式で報告書を

作成し、任期満了時には活動の集大成としての最終報告書を作成します。

報告書はJICA図書館にてご覧になることができます。

派遣される2年間は一度も日本に帰国できないのですか？

休日や休暇の取得方法は、配属先の決まりに従うこととなります。また、2年間派遣される場合や現職教員特別参

加制度及び派遣期間選択制度により1年6カ月から2年未満派遣される場合、年間20日を限度として、配属機関の職

員に認められている有給休暇の日数内で私費による任国外旅行が認められており、この中で日本へ帰国すること

もできます。派遣期間が6カ月以上1年未満の場合、10日の私費による任国外旅行が認められています。



現在小学校教員として働いています。現職参加制度ではなく、自己啓発休暇を利用して一般応

募で参加を考えています。一般で受けても、籍を残したまま参加できるのでしょうか。もし一

般で参加する場合費用などはどうなるのでしょうか。

地方公務員法（昭和25年法律第261号）第26条の5に基づき各地方自治体が制定した条例の適用による「自己啓発

等休業」（無給休職）により、一般応募で応募しても現職参加をすることができます。

ただし、自己啓発等休業の適用可否、手続きの流れは各自治体によって異なるため、応募前に所属教育委員会へ

確認してください。

また、派遣前訓練、派遣に際しての渡航費、派遣中の住居費、生活費の自己負担はありません。派遣中、有給あ

るいは無給かについては所属先に確認下さい。


