
    青年海外協力隊って何？ 
 
国の事業です。（日本国 外務省）  
独立行政法人国際協力機構（JICA…ジャイカという呼び方が一般的）の 
JICAボランティア事業（一般参加型ボランティア派遣事業）の一つ。 
 
青年海外協力隊事務局が、春と秋、年２回公募しています。 
参加資格としては、 
健康な、満20歳から満39歳の日本国籍を持つ方で、世界約７０の途上国から要請される約１２０種に
も及ぶ各職種のどれかにマッチすれば、誰でも参加可能なボランティア事業です。 
草の根レベルの技術移転・技術協力をメインとし、派遣国の自助努力に寄与することを目的とする。 
任期は２年です。 
 



ＪＩＣＡボランティアは、４つ！ 
 

１．青年海外協力隊…第一回 ラオス派遣 １９６５年～  （２０歳～３９歳） 

２．シニア海外ボランティア…イメージとしては、青年海外協力隊シニア版（４０歳～６９歳） 

３．日系社会青年ボランティア…主に中南米の日系人向けのボランティア 

４．日系社会シニア・ボランティア…そのシニア版 

  ※各短期ボランティア（1ヶ月～1年未満）も、要請があればございます。 

※ＪＩＣＡサイト、青年海外協力隊サイトも 

  ご覧ください。 

 

 

    「青年海外協力隊」 

   →検索・クリック！ 

各県、ＪＩＣＡデスクの国際協力推進員にお尋ねください。 
⇒富山県は（公財）とやま国際センター内にあります。 



2016年7月31日現在 

派遣実績 実  績 

派遣中の国 70カ国（ボランティア調整員のみ派遣の国を含む／実績は88カ国）  

派遣中の隊員数 2,053名（男872名、女1,181名） 

累計隊員数 41,776名（男22,463名、女19,313名） 



派遣実績 73カ国 

派遣中の国 60カ国 

派遣中のシニア 
海外ボランティア数 

419名（男319名、女100名） 

累計シニア 
海外ボランティア数 

5,987名（男4,889名、女1,098名） 

派遣実績 9カ国 

派遣中の国 5カ国 

派遣中の日系社会 
青年ボランティア数 

76名（男29名、女47名） 

累計日系社会 
青年ボランティア数 

1,308名（男486名、女822名） 

派遣実績 10カ国 

派遣中の国 4カ国 

派遣中の日系社会 
シニア・ボランティア数 

35名（男12名、女23名） 

累計日系社会 
シニア・ボランティア数 

491名（男235名、女256名） 

県名 派遣中 帰国 累計 

富山県 

人数 23 (14) 356 (170) 379 (184) 

国数 20 (13) 71 (58) 72 (60) 

●青年海外協力隊員 富山県の派遣実績 
2016年7月31日現在 

（）は、女性 



青年海外協力隊富山県ＯＢ会とは？ 
 

活動の趣旨は主に次の３つ 

  １．帰国隊員相互の親睦を深める。（富山県ＯＢ会の会員対象者は、４つのＪＩＣＡボランティア経験者すべて。） 

  ２．協力隊経験を生かして、社会還元活動をする。 

  ３．日本にとって、この事業の重要性を、国民の皆様にご理解いただき、ご支援をいただくよう 
    ＪＩＣＡボランティア経験者自らが動き、その結果、多くの県民にご参加いただくことにより 
    地域の健全な「人づくり」に貢献する。 



平成２８年度 青年海外協力隊富山県OB改活動計画 
 
 
１．青年海外協力隊事業への協力 
 

JICAボランティア募集説明会 
県出身ＪICAボランティアの出発壮行会 など 
 

２．各種行事の参加と開催 
 
  1)帰国報告会  （協力隊ナビ以外で） 
  2)青年海外協力隊富山県ＯＢ会のホームページ運営 
  3)ＴＩＣ国際理解出前講座への協力 
  4)青年海外協力隊駒ヶ根訓練所見学スタディーツアーへの参加 （育てる会主催） 
  5) 「協力隊ナビ とやま」 
      毎月第二水曜日 18:30～20:30 インテック１１１ビル３Ｆ会議室において行う。      
      毎回、帰国報告会、応募相談等を行っている 
 
３．会議の開催 
 
  1)通常総会 （Ｈ２８年度は、４月２３日に開催予定） 
  2)定例会 必要に応じて 
 
４．各種会議への参加 
 
  1) ＪＩＣＡボランティア県庁表敬訪問同行 
  2) 青年海外協力協会評議員会 
  3) 青年海外協力協会通常総会 
  4) 青年海外協力協会東海・北陸ブロック会議 
  5) 富山県JICAボランティア家族懇談会 
  6) ＪＩＣＡ国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト２０１６ 
 
５．請負事業 
  「カンボジアの子供たちに日本の小学生たちが使ったランドセルを贈る事業」 
  富山県カンボジア王国親善協会からの一部業務請負。（平成２９年３月） 
 
６．その他 
 
  1) 他団体との交流・事業協力 
    ・独立行政法人国際協力機構北陸支部 
    ・（公社）青年海外協力協会 
    ・富山県青年海外協力隊を育てる会 
    ・（公財）とやま国際センター 
    ・富山市民国際交流協会 
    ・富山県民ボランティア総合支援センター 
    ・ＮＧＯ・ＮＰＯネットワーク富山 
    ・とやま国際理解教育研究会 
  2) ＪＩＣＡ中学生・高校生エッセイコンテスト啓発活動協力事業 
  3) 国際理解教育及び開発教育のための協力   
 

 
4）展示用写真パネル制作（近々の帰国隊員のモノ） 
  
６．各種団体への加入 
 
  （公社）青年海外協力協会 
 
 

● 「JICA中学生・高校生エッセイコンテスト」 
  表彰式 （県立 大門高校にて） 

主な活動紹介 

● 平成２８年度青年海外協力隊富山県ＯＢ会総会  

富山県ＯＢ会 事務局 

● 平成２７年度青年海外協力隊富山県ＯＢ会総会 プレゼン 



活動中の現地の様子 

第７０回 協力隊ナビとやまの様子 

● 協力隊ナビとやま 
そこに行けば、協力隊経験者の話が聞ける！ 
そんな機会を、 
毎月決まった時間、決まった場所で開催しています。 
 
⇒ 
毎月第二水曜日  18：30～20：30 
 
会場：富山駅北 インテック111ビル   
    ３F 会議室 
    富山市牛島新町5-5 タワー111    
    TEL 076-444-2500 
     ※場所と日にちは、変更になることもあります。 

     
お問合せは、ＯＢ会サイトからメールでお願いします。 
「協力隊 富山」→検索・クリック！ 
 
ぜひ、協力隊ナビとやまにお越しください！ 

● 各種イベント参加   

富山県民ボランティア・ＮＰＯ大会、国際交流フェスティバルなど、 
その時々で可能な限り参加しております。 

行く行かないは
別にして、 

ご興味のある
方は、誰でも 
ご参加ください。 

昨年、２０１５年は、 

青年海外協力隊５０周年の記念式典が、横浜で天皇皇
后両陛下をお迎えして、盛大に行われました。 

青年海外協力隊５０周年を記念して、 
青年海外協力隊をモチーフとした 
映画「クロスロード」も、 

協力隊経験者で組織されている（公社）青
年海外協力協会が中心となり、全国OB会

の協力の下、制作、全国ロードショーしまし
た。 
富山県では、自主上映会も開催しました。 
↓ 



富山県知事 または 副知事にお会いします。 

隊員は、報告もかねて帰国後も県庁に表敬します。 

新隊員の壮行会…有意義な協力隊活動となるよう先輩隊員からの祝福です！ 

● 新隊員 富山県庁表敬 ＆ 壮行会 

●駒ヶ根青年海外協力隊訓練所 見学バスツアー 

二本松訓練所（福島）とともに、国内２カ所の訓練施設の一つ。 
青年海外協力隊を育てる会（石川県 or 富山県）主催で毎年やってます。 

一般参加大歓迎！！ 詳しくは、お尋ねください。 



● 富山県ＯＢ会のサイトもご覧ください！ 
http://jocv-toyama.jp/ ※サイトにメールアドレスもあります。 ● 関連団体 その１ 

  （公社）青年海外協力協会 
  http://www.joca.or.jp/ 

● 関連団体 その２ 
  （社）協力隊を育てる会        
  http://www.sojocv.or.jp/ 
 
 
 
富山県青年海外協力隊を育てる会 
もあります！ 

http://www.sojocv.or.jp/
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● その他 協力団体、法人等 
 
 
  独立行政法人国際協力機構（JICA）  北陸支部       http://www.jica.go.jp/hokuriku/ 
 
  富山県  観光・地域振興局 国際課       http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1402/ 
 
  公益財団法人とやま国際センター（ＪＩＣＡデスクにＪＩＣＡ国際協力推進員が常駐しております。）       http://www.tic-toyama.or.jp/ 
 
  富山市民国際交流協会       http://www.tca-toyama.jp/ 
 
  富山県民ボランティア総合支援センター       http://www.toyamav.net/ 
 
  社会福祉法人 富山県社会福祉協議会      http://www.toyama-shakyo.or.jp/ 
 
  射水市民国際交流協会       http://icia.dip.jp/   
 
 
  独立行政法人 国際協力機構（JICA）       https://www.jica.go.jp/   
 
  日本国 外務省        http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/index.html   
   
  など 
 

普段の 

青年海外協力隊、シニア海外協力隊

等に関するお問い合わせは、 

ＪＩＣＡ北陸支部、とやま国際センター

のＪＩＣＡデスク、青年会協力隊富山

県ＯＢ会（メール対応）、富山県青年

海外協力隊を育てる会など 

に直接お尋ねください。 

よろしくお願いします。 
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