
様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

322

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

30人
交流人数

９人
受入人数

６人
派遣人数

６人 ７人 ７人

60人
(ｳﾁﾅｰﾝﾁｭ
大会時)

15人

８人

→ 県

担当部課 知事公室広報交流課

取組内容

―

○現在39万人を越える海外在住の県系人が国際交流・協力の架け橋として大きな役割
をはたしているが、世代交代が進むなかで、ウチナーンチュとしての意識、アイデンティ
ティーの低下が懸念されており、世界のウチナーンチュのネットワーク継承や次世代の
担い手の育成に取り組む必要がある。

対応する
主な課題

　海外県系人子弟と沖縄県の青少年が互いに交流、研鑽する場を設けることにより、世
界のウチナーネットワークを担う次世代を育成する。

「主な取組」検証票
国際ネットワークの形成と多様な交流の推進施策展開

施策

主な取組

4-(1)-ア

(施策の小項目)

①ウチナーネットワークの継承・拡大

次世代ウチナーネットワーク育成事業

年度別計画

県内に海外県系人子弟を招聘し、県内学生との交流事業を実

県内学生を海外県人会宅に派遣しホームステイによる交流事

海外県系人子弟等を県内大学等に留学させ、県民との交流や
生活を通した文化・歴史等の学習により、沖縄を知ってもらう。 
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２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

12,446 11,996 県単等

22,600 26,431 県単等

4,480 4,480 県単等

活動内容

下記のとおり、沖縄の高校生・大学生を派遣した。
日程：平成25年8月14日～8月28日
派遣先：ペルー沖縄県人会
人数：7名
事業内容：沖縄県の若い世代を海外県人会へ
ホームステイ派遣し、現地の県系人、特に若い世
代との交流を行うことによって、沖縄と海外若手県
系人の国際理解を促進し、双方の友情の絆を深
めて、「ウチナーネットワーク」を担う次世代の人材
育成を目的とする。

ウチナー
ジュニアスタ
ディー事業

下記のとおり32名が参加した。
日程：平成25年8月4日～8月10日
県内中高生：15名
海外県系人子弟：15名
県内・海外青年リーダー：2名
事業内容：海外移住者の子弟を沖縄県に招待し、
県内の同年代と生活をともにしながら、移民学習
を中心に、沖縄の歴史や文化等を学習するプログ
ラムを行う。この体験を通して、海外移住者子弟
のふるさと・沖縄への理解と絆を深めるとともに、
世界のウチナーネットワークを担う次世代を育成
する。

9人

【ウチナージュニアスタディー事業】交流人数 30人 32人

6人

実績値

ウチナーン
チュ子弟留
学生受入事

業

下記のとおり、９名を受け入れた。
日程：平成25年4月～平成26年3月
（ペルー　2名、ボリビア　2名、アルゼンチン　3名、
ブラジル　2名）
事業内容：沖縄県出身移住者子弟やアジア諸国から優
秀な人物を県内の大学や県内企業等で就学・研修さ
せ、沖縄の文化・習慣の理解や県内企業での実務経
験、県民との交流を深め、将来的に本県と県系人社会
やアジア諸国とのネットワークの架け橋となる人材を育
成する。
 また、県内各市町村で受け入れている研修員、留学生
同士が関われる交流の場を設け、留学生の意識改革、
意欲向上を図ることでより優れた人材育成を目指す。
帰国後は、沖縄で修得した知識と経験を生かし、様々
な分野において活躍し、また、県人会活動等にも積極
的に参加するなどして、母国と本県とのネットワーク拡
充に貢献する。

7人

海邦養秀ネット
ワーク構築事
業

計画値

【ウチナーンチュ子弟留学生受入事業】受入人数 9人

【海邦養秀ネットワーク構築事業】派遣人数

事業名

平成25年度実績

活動指標名
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（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

12,819 県単等

26,160 県単等

4,511 県単等

平成26年度計画

順調

ウチナー
ジュニアスタ
ディー事業

　海外移住者子弟を招致し、県内の同世代の青少年とともに、沖縄の歴史や文化、移民
学習等を学ぶことで、ウチナーアイデンティティを強め、次世代のウチナーネットワークを
担う人材を育成した。
また、県系人子弟を県内の大学等で修学させ、日本・沖縄の文化を理解し県民との交流
を深めてもらうことにより、本県と移住先国との友好親善の推進に寄与する人材の育成
に資することができた。さらに、県内青少年を海外県人会へ派遣し、移民県沖縄の歴史
や、世界で活躍するウチナーンチュの活躍を見聞する場を提供することにより、次世代ウ
チナーネットワークの主要メンバーを育成する基礎を築くことができた。

下記のとおり、9名を受入予定。
日程：平成26年4月～平成27年3月
（アメリカ　2名、ペルー　2名、ブラジル　2名、アルゼンチン　2
名、
 ボリビア　1名）
事業内容：沖縄県出身移住者子弟やアジア諸国から優秀な人
物を県内の大学や県内企業等で就学・研修させ、沖縄の文化・
習慣の理解や県内企業での実務経験、県民との交流を深め、
将来的に本県と県系人社会やアジア諸国とのネットワークの架
け橋となる人材を育成する。
 また、県内各市町村で受け入れている研修員、留学生同士が
関われる交流の場を設け、留学生の意識改革、意欲向上を図
ることでより優れた人材育成を目指す。
帰国後は、沖縄で修得した知識と経験を生かし、様々な分野に
おいて活躍し、また、県人会活動等にも積極的に参加するなど
して、母国と本県とのネットワーク拡充に貢献する。

下記のとおり、沖縄の高校生及び大学生等を派遣予定。
日程：平成26年8月7日～8月22日
派遣先：ボリビア
人数：9名
事業内容：沖縄県の若い世代を海外県人会へホームステイ派
遣し、現地の県系人、特に若い世代との交　　流を行うことに
よって、沖縄と海外若手県系人の国際理解を促進し、双方の
友情の絆を深めて、「ウチナーネットワーク」を担う次世代の人
材育成を目的とする。

事業名 活動内容

下記のとおり33名が参加予定。
日程：平成26年8月3日～8月9日
県内中高生：15名
国内高校生：1名
海外県系人子弟：15名
県内・海外青年リーダー：2名
事業内容：海外移住者の子弟を沖縄県に招待し、県内の同年
代と生活をともにしながら、移民学習を中心に、沖縄の歴史や
文化等を学習するプログラムを行う。この体験を通して、海外
移住者子弟のふるさと・沖縄への理解と絆を深めるとともに、
世界のウチナーネットワークを担う次世代を育成する。

ウチナーン
チュ子弟留
学生受入事

業

海邦養秀ネット
ワーク構築事
業

推進状況 平成25年度取組の効果



様式１（主な取組）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

1,176人
（23年度）

1,269人
（25年）

1,441人 93人 ―

14.8％
（23年度）

21.0％
（25年）

35％ 6.2ポイント ―

傾向 全国の現状

― ― ― ― ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・各事業で構築されたネットワークを強化するため、事業のＯＢを集め、交流する機会を作り、事業を越
えた横断的なネットワークを構築する。

・次年度の事業実施に向けて、研修内容の課題点を洗い出し、改善方法をまとめる。

・各交流事業のＯＢの情報交換会、名簿のデータベースの構築を実施するほか、ＳＮＳ等を活用した交
流を促進し、リーダー育成の土台をつくるなど、事業のフォローアップを強化する。

・事業をより効果的に実施するため、各事業終了後、委託業者の意見も参考にし、研修内容等の反省
点や課題点の検証を行う。

　ウチナージュニアスタディー事業、ウチナーンチュ子弟留学生受入事業、海邦養秀ネットワー
ク構築事業の３つの事業への参加を通して、毎年県とネットワークがある者の割合は順調に増
えているおり、目標値を達成できる見込みとなっている。

　海外への派遣、県内への受入など様々な交流事業を展開しているが、交流事業ＯＢへのフォロー
アップ、各事業の枠を超えた交流が不十分である。

次世代ウチナーネットワーク参加青少
年数（累計）

参考データ 沖縄県の現状・推移

次世代ウチナーネットワーク参加者と
のネットワークの継続

―

　平成26年度の事業実施にあたり、卒業生を積極的に事業プログラムの企画や運営に参加させ、縦
の繋がりを強化することで、ネットワークの継続的な構築を図った。

成果指標



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

322

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

7,209 6,065 県単等

20,321 20,284 県単等

「主な取組」検証票

平成25年度実績

事業名 活動内容

海外移住記
念事業費

　これまで移民関係の事業で三役が訪れた実績
のないヨーロッパ（英、仏、独）を訪れ、各地の県
人会での懇親会、三線や空手などの沖縄関係の
催し物への参加を通じて交流を深め、ヨーロッパと
沖縄の沖縄ネットワークの強化を図った。
11月4～5日：イギリス、6～7日：フランス、9日：ドイ
ツ
各国県人会、日本大使館等
県からは高良副知事が参加

県人会活動
拠点活性化
支援事業

・一般財団法人　大阪沖縄県人会に対する支援事
業（補助金）
・大阪沖縄県人会のネットワークの強化、沖縄文
化の継承、発信に活用されてきた大阪沖縄会館
の改修事業費
・平成25年11月16日に改修完工記念式典・祝賀
会が開催され高良副知事が出席し、祝辞を述べ
た。（知事の代読）

対応する
主な課題

○現在39万人を越える海外在住の県系人が国際交流・協力の架け橋として大きな役割
をはたしているが、世代交代が進むなかで、ウチナーンチュとしての意識の低下が懸念
されており、世界のウチナーンチュのネットワーク継承や次世代の担い手の育成に取り
組む必要がある。

取組内容
　県人会式典等の参加、関係機関の訪問・交流を行い、世界のウチナーンチュのネット
ワーク継承や次世代の担い手の育成に取り組む。

年度別計画

担当部課 知事公室　広報交流課

施策展開 4-(1)-ア 国際ネットワークの形成と多様な交流の推進

施策 ①ウチナーネットワークの継承・拡大

(施策の小項目) ―

主な取組 国内外の県人会との連携
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（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

9,522 県単等

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

― ― ― ― ―

傾向 全国の現状

― ― ― ― ―

成果指標

―

参考データ 沖縄県の現状・推移

―

平成26年度計画

事業名 活動内容

海外移住記
念事業費

　ボリビアとカンポグランデと、本県にとって関わりが深い両地
域で大きな式典が予定されている。ボリビアは、1954年から
1964年の10年間にわたって約3,400名が琉球政府の政策移民
として沖縄から移住し、原因不明の熱病や水害などの困難にも
くじけることなくジャングルを開拓し、現在では「コロニア・オキナ
ワ」と呼ばれる国内有数の穀倉地帯を築き上げた。ブラジル・カ
ンポグランデは、県系人が多く暮らしており、2,000人もの県人
会員がいる。
　県としても、以上の歴史を踏まえて、ボリビアの入植60周年式
典（8/17）及びカンポグランデの移住100周年式典（8/14）に出
席し、移住者の功績を称えて後世に繋げる。

　海外：今回のヨーロッパ訪問で南米や北米・ハワイなど移民の多い地域に偏りがちであった県系人と
の交流が、世界各国に満遍なく広がり、世界と沖縄のネットワークの構築に大きく寄与することなった。
　また、これまでは県系人との交流と労い及び状況把握が主であったが、ウチナーチュネットワークを
通しての沖縄県の観光PRや文化振興への協力といった付加的な要素についても深めることができ
た。
　国内：大阪沖縄県人会からの支援要請に対し、「県人会活動拠点活性化事業」を実施した。
　また国内県人会の後援等を行うことで、各県人会活動の活性化を促進した。

推進状況 平成25年度取組の効果

順調

海外
今回の訪問では、各国県人会や新ウチナー民間大使等の指導の下、現地の人々が沖
縄空手や三線演奏を行う姿を拝見し、沖縄の文化や伝統芸能が欧州に根付いてる様子
が把握できたとともに、関係者のこれまでの活動をねぎらい、今後沖縄との交流を深める
ことを約束することができた。
　また、各国日本大使館やカリエール・シュール・セーヌ市やデュッセルドルフ市など現地
自治体を表敬して、県系人及び関係者の活動支援をお願いし、あわせて沖縄県の観光Ｐ
Ｒや文化公演事業への協力についても要望できた。

国内
　改修完工記念式典・祝賀会が開催され高良副知事が出席し、祝辞を述べた（知事の代
読）ことで、県と県人会の関係性、繋がりがより強くなった。

活動指標名 計画値 実績値

― ― ―
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状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

　毎年ある各国の周年事業に三役が出席し、母県・沖縄と海外県系人とのウチナーネットワーク
を深まるだけでなく、世代間の交流も深まり重層的に沖縄への意識が高まる。

・海外：海外における県系移民の方々は、世代を重ねるにつれて、現地の方々との交流が深まり、日
本語の読み書き能力はもちろん、沖縄への感心が薄れていく傾向にある。

・ボリビアの入植60周年式典などの周年事業は、沖縄県と現地の県系人のネットワークの強化には繋
がるが、日頃から地元の県系人以外の方々に沖縄の伝統文化を知らしめ、浸透し、根付いていくよう
な取り組みも必要である。

・国内：平成25年度は、県人会のネットワークの形成、現地における沖縄文化の継承、発信を強化する
ため、大阪沖縄県人会に対する「県人会活動拠点活性化事業」を実施した。
今後、支援等が必要とみなされる県人会に対しては、様々な状況を勘案し対応する必要がある。

・ボリビアの入植60周年式典などの周年事業を行い、定期的に沖縄に関する催し物を大々的に行うこ
とで、親や祖父母等の故郷に関することを感化することは沖縄への繋がりが太くなるため、非常に大切
である。一方、日頃から地元での活動を行うことにより、県系人以外の地元の方々に沖縄文化が浸透
することで、逆に世代を重ねた県系人への沖縄への意識が高まると考えられる。

・情報を共有するなど、教育等の関係機関との連携を強化し、効率的かつ効果的に事業を推進する必
要がある。

・周年事業がない年にも日常的に根付いた継続できるオキナワDAY等の軽易な催し物などに取り組
む。そして、その集大成としての周年事業が開催される仕組みを構築する。

・今年度から実施する沖縄県のホームページの多言語化にあわせ、様々なコンテンツの多言語で発信
する等広報交流課ホームページを充実させる。

・国際交流施策を連携・包括した国際交流推進戦略を策定するとともに、関係機関の連携を図るため
の全庁的な連絡会議の設置や体制強化を図る。
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実施計画
記載頁

322

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

227人
民間大使
数

240人（累計）

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

1,350 1,243 県単等

民間大使数 240人 252人

事業名 活動内容

国際ネット
ワーク事業

　５名の民間大使が行った下記事業に対し、助成を実
施した。
・沖縄文化等を紹介する沖縄祭りの開催（グアテマラ共
和国）・東南アジアでのウチナーンチュネットワーク構築
（シンガポール）
・沖縄についてのドキュメンタリー映画制作（スロバキ
ア）・フェイエット・インターナショナル・フェスティバルで
のエイサー等の沖縄文化の紹介（アメリカ）
・ロサンゼルスにて開催された第2回世界若者ウチナー
ンチュ大会（アメリカ）

活動指標名 計画値 実績値

取組内容
　沖縄の文化、芸能、自然等、沖縄のPR活動を行う者に、本県と海外との交流の架け橋
役として「新ウチナー民間大使」に認証する。
新ウチナー民間大使が行う沖縄のPR等の活動に対し、助成金を交付する。

年度別計画

担当部課 知事公室　広報交流課

平成25年度実績

(施策の小項目) ―

主な取組 新ウチナー民間大使の認証

対応する
主な課題

○歴史的・地理的特性により培われた沖縄の発展可能性は、諸外国・地域との交流と連
携を深めながらともに発展していくという取組の中で特に発揮されるものであり、観光・学
術・文化・経済など様々な分野における国際交流を強化し、交流の架け橋となる人材の
育成や人的ネットワークの構築等により交流基盤としてのウチナーネットワークを強化・
拡充することが必要不可欠である。

「主な取組」検証票
施策展開 4-(1)-ア 国際ネットワークの形成と多様な交流の推進

施策 ①ウチナーネットワークの継承・拡大



様式１（主な取組）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

1,360 県単等

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

― ― ― ― ―

傾向 全国の現状

217人
（23年）

226人
（24年）

252人
（25年）

↗ ―新ウチナー民間大使認証人数

国際ネット
ワーク事業

5名の民間大使が行う事業に対して、助成を実施する予定であ
る。

・海外で活躍する民間大使に対し、現地での面談などを含めた活動状況に関する積極的な情報収集
を行う。
→旅費の予算が取れなかったため、次年度は予算確保できるように努めたい。

・助成事業選定の機会を年度内に複数設け、民間大使の活動をより積極的にサポートする。
→助成事業は委託しているため、今年度中に委託契約書の中を精査し、次年度から対応できるように
努めたい。

・大使募集について、大使にふさわしい人物をより広く紹介・斡旋していただけるようなスキームを構築
する。
→現在、スキームを考案中である。

成果指標

―

参考データ 沖縄県の現状・推移

推進状況 平成25年度取組の効果

順調

5名の民間大使が行った下記事業に対し、助成を実施した。

・沖縄文化等を紹介する沖縄祭りの開催（グアテマラ共和国）：沖縄の伝統空手の演舞を
行ったりと、グアテマラの人たちに沖縄という地域の文化を知ってもらうきっかけになっ
た。

・東南アジアでのウチナーンチュネットワーク構築（シンガポール）：アジアにいるウチナー
ンチュと県民とをFaceBook等でつなげることで、交流を盛んにしている。

・沖縄についてのドキュメンタリー映画制作（スロバキア）：沖縄の文化紹介のドキュメンタ
リー映画を作成することで、スロバキアの人たちに沖縄を知ってもらうきっかけ作りにな
る。（制作中）

・フェイエット・インターナショナル・フェスティバルでのエイサー等の沖縄文化の紹介（アメ
リカ）：
　アメリカの方々に沖縄のエイサーや太鼓の演舞を知ってもらうきっかけになった。

・ロサンゼルスにて開催された第2回世界若者ウチナーンチュ大会（アメリカ）：
　海外にいる沖縄県人の子弟である若者グループが繋がることで、ウチナーンチュとして
のアイデンティティの確立に繋がった。

平成26年度計画

事業名 活動内容



様式１（主な取組）

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

　平成25年度末に26名の新ウチナー民間大使を認証しており、これにより累計が252人となり、
28年度の目標値240人を達成した。

　新ウチナー民間大使活動助成金交付事業について、各国の県人会および大使あて直接交付金の助
成について案内を行う委託先（沖縄県国際交流・人材育成財団）から案内しているが、申請を行う積極
的な少数の大使と、そうでない大多数の大使に二分化されている。
　沖縄のために何かをしようという意欲ある大使と、名誉職としての大使とに分かれていることが要因
ではないかと思われる。特に後者は、他団体から斡旋され、特に積極的に活動する意欲がないにも関
わらず大使に推薦されるケースが多く、そういった方々にどうやって活動を促すかを考えていかないと
いけない。

・第６回世界のウチナーンチュ大会に向けて、各国県人会等との連携を密にしながら大使の動向を把
握するとともに、県系人に縛られず、積極的な活動を行っている沖縄にゆかりのある人々について、積
極的に情報を収集し、こちらより大使認証を打診するような活動を検討していく必要がある。

・推薦を行う主体が海外県人会、コンベンションビューロー、海外事務所等に限られているので、広く大
使にふさわしい人物を推薦できるようなスキームを構築する必要がある。

・大使認証の際に、認証後の活動の具体的な内容等を確認することで大使の活動を促すよう努め、県
としても定期的に大使と連絡を取り、活動している大使の活動内容を情報発信していきたい。

・定期的に各国県人会に対して情報発信を行い、どういった方が大使として積極的活動をしているかを
周知し、まだ認証されていない方で、こういった活動に積極的な方がいないかの情報収集を行う。ま
た、どういった方が大使としてふさわしいかのアンケートも定期的に採るようにする。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

322

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

世界若者ウ
チナーン

チュ連合会

県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

― ― ―

推進状況 平成25年度取組の効果

順調

　８カ国から約150名が参加した第2回大会では、ウチナーアイデンティティーの継承、グ
ローバルネットワークの強化を目的として、ネットワーク・リーダー育成・文化の３つの
テーマに沿い、これからのウチナーンチュ社会の望ましい姿について話しあう国際会議
等を実施した。次世代を担う若者が、それぞれの立場や考えで議論を行うことにより、ウ
チナーンチュとしての意識やアイデンティティに対する相互理解が促進され、ウチナー
ネットワークの発展に繋がった。

世界若者大会参加者 ― 150人（H25年）

事業名 活動内容

―

　下記のとおり、第2回世界若者ウチナーンチュ大
会を行った。
主催：世界若者ウチナーンチュ連合会　共催：北
米沖縄県人会　日程 平成25年7月18日～21日
場所 アメリカ　ロサンゼルス　参加国 アメリカ、イ
ギリス、メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、ボリビ
ア、ペルー、沖縄　参加者 約150名

活動指標名 計画値 実績値

取組内容
　世界若者ウチナーンチュ連合会主催で、毎年世界各地で持ち回り開催される「世界若
者ウチナーンチュ大会」と連携し、次世代のウチナーネットワークの発展を図る。

年度別計画

担当部課 知事公室　広報交流課

平成25年度実績

(施策の小項目) ―

主な取組 世界若者ウチナーンチュ連合会との連携

対応する
主な課題

○現在39万人を越える海外在住の県系人が国際交流・協力の架け橋として大きな役割
をはたしているが、世代交代が進むなかで、ウチナーンチュとしての意識、アイデンティ
ティーの低下が懸念されており、世界のウチナーンチュのネットワーク継承や次世代の
担い手の育成に取り組む必要がある。

「主な取組」検証票
施策展開 4-(1)-ア 国際ネットワークの形成と多様な交流の推進

施策 ①ウチナーネットワークの継承・拡大

「若者ウチナーンチュ大会」の実施のために設立さ
れた世界若者ウチナーンチュ連合会との連携 

「若者ウチナーンチュ大会」の開催（H24～H27年度） 

（主催：世界若者ウチナーンチュ連合会） 



様式１（主な取組）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

― ―

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

― ― ― ― ―

傾向 全国の現状

156人
（H24年）

150人
（H25年）

― ↘ ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

世界若者ウチナーンチュ大会参加人
数

　今年の第2回ロスアンゼルス大会では、北米沖縄県人会の協力や、スポンサー企業からの財
政面での支援があった。大会には、約150名が参加し、ウチナーアイデンティティーの継承とグ
ローバルネットワークの強化をテーマに、グループディスカッションや、ワークショップ等を行い、
ウチナーネットワークの絆を深めることができた。

・世界若者ウチナーンチュ大会は、沖縄や世界の若い県系人の自主的な運営による大会であるため、
県としては彼らの取り組みを応援する一方で、彼らの自主性を尊重する必要がある。

・第１回大会（ブラジル：サンパウロ）、第２回大会（アメリカ：ロサンゼルス）と県系人口の多い地域で開
催してきた。第3回、第4回大会はヨーロッパ、アジアといった、南米や北米に比べて県系人口が少ない
場所での開催を予定している。これは、参加人数だけでなく、世界の各地で持ち回り開催することを重
要視しているためであり、県としても今後は参加者数以外の点から評価する必要がある。

・県系人口が少ない場所で開催する場合は、県から各県人会等へ協力のお願いをし、大会が成功裏
に終えることができるよう側面的な支援を継続して行う。

・県人会については、世代交代が進む中で沖縄への関心が薄れていく傾向にあることから、県人会と
の連携の更なる強化が必要である。

　連合会のメンバー構成は、数名の社会人と、多くの現役大学生によって成り立っており、現在活動し
ているメンバーが就職したり、仕事が忙しくなって活動に関わりにくくなる状況が懸念される。メンバー
が入れ替わっても下の世代に運営を引き継ぎ、活動を維持できる仕組みづくりが必要である。

―

　下記のとおり第3回世界若者ウチナーンチュ大会を行う予定
である。
主催：世界若者ウチナーンチュ連合会　日程 平成26年7月30
日～8月1日　場所 ドイツ　デュッセルドルフ　参加国 　ドイツ、
フランス、イギリス等　参加者 約50名

　主催者側の 県等から一本立ちして大会を開催したいという方針を尊重し、開催地県人会への仲介、
運営の助言、大会後援など側面的な支援を今後も継続して行う。その他の支援として、県交流事業に
参加した高校生や大学生を同連合会に推薦して若い人材の底上げを図る。また、県費留学生の滞在
中の支援や移民広報啓発など、既に連携して実施している取り組みについては引き続き継続する。

成果指標

―

参考データ 沖縄県の現状・推移

平成26年度計画

事業名 活動内容



様式１（主な取組）

４　取組の改善案（Action）

・県等から一本立ちして大会を開催したいという主催者側の方針を尊重し、今後も開催地県人会への
仲介、運営の助言、大会後援など側面的な支援を継続して行う。

・大会の評価については、参加者数は大会内容にかかわらず開催地及び地元県人会の規模によって
増減するため、それのみを基準に評価するのではなく、開催国の多様性や討議内容、大会開催の継
続性などの面などもふまえて評価するよう、心がける。

・同連合会のメンバーに入れ替えが合った際にも、スムーズに世代交代ができるよう県交流事業に参
加した高校生や大学生を推薦し、若い人材の底上げを図る。

・県人会については、周年事業への県幹部派遣に加えて、各県人会が例年実施する事業等を活用し、
情報発信を強化するなど連携を強化する。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

323

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
４カ所
姉妹都市等

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

1,500 1,341 ―

8,846 6,707 ―

活動指標名 計画値 実績値

福建省（大学）への職員派遣交流 ―
１人

（25年）

事業名 活動内容

福建友好交
流推進事業

　沖縄と福建の友好交流を促進するため、副知事
をはじめ実務者が福建省を訪問し、交流促進につ
いて意見交換を行った。
また、職員１名を福建省の大学へ研修派遣し、地
域間のネットワーク強化を図った。

沖縄21世紀
交流プログ
ラム基本構
想策定事業

　同事業の一環として、Taniguchiハワイ州上院議
員、Igeハワイ州上院議員、ハワイ州政府産業経
済開発観光局、ハワイ大学沖縄研究センター、東
西センター、ハワイ県人会を訪問し、意見交換を
行った。

取組内容

　姉妹都市締結周年記念式典の実施や文化交流等による友好姉妹都市等との交流を
行う。
姉妹都市の行政機関や各団体とのネットワークを維持し、情報収集・情報発信の機会を
確保するとともに様々な分野における交流を促進する。

年度別計画

担当部課 知事公室広報交流課

平成25年度実績

(施策の小項目) ―

主な取組 県海外姉妹都市等との交流の促進

対応する
主な課題

○歴史的・地理的特性により培われた沖縄の発展可能性は、諸外国・地域との交流と連
携を深めながらともに発展していくという取組の中で特に発揮されるものであり、観光・学
術・文化・経済など様々な分野における国際交流を強化し、交流の架け橋となる人材の
育成や人的ネットワークの構築等により交流基盤としてのウチナーネットワークを強化・
拡充することが必要不可欠である。

「主な取組」検証票
施策展開 4-(1)-ア 国際ネットワークの形成と多様な交流の推進

施策 ②観光交流、経済交流等の推進

記念式典の実施や文化交流等による友好姉妹都市等との交流促

進等 



様式１（主な取組）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

1,608 県単等

4,824 県単等

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

― ― ― ― ―

傾向 全国の現状

― ― ― ― ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

　福建省政府より、双方の交流を推進し、福建省に対する認識と理解を深めることを目的とし
た、友好県省の自治体職員の留学招聘制度に、沖縄県より職員１名を派遣した。
　沖縄県職員１名を福建省に留学させたことにより、県職員の語学力の向上、対福建省政府と
の相互のネットワークを構築することができ、より顔の見える関係構築に資する事ができた。

・近年の国際情勢の影響を受け、平成24年度には、一部事業が未実施となった。平成25年度は職員
派遣や、副知事訪問などが実施され交流は復調傾向にあるが、引き続き国際情勢を注視していく必要
がある。
一方、平成２４年度に実施した中国との友好交流についての県民アンケートにおいては、「友好関係は
必要」との回答が９０％を占めている。

・ハワイ州との交流については、関係団体の各取組みをより効果的に周知・発信するために、各部・交
流団体との連携、ハワイ州政府との実務者レベルのネットワーク構築を図る必要がある。

　福建省との人材交流事業の終了等によりネットワークが弱まっていたところ、県職員を１年間派遣す
ることにより、直接的な関係を構築することができた。構築した関係に基づき平成２６年度は、福建省
政府との実務者の意見交換などを実施し、ネットワークの充実・強化に取り組む。
　平成２７年にはハワイ州との姉妹提携３０周年にむけ、ハワイと連携をとりながら記念事業の計画を
図るために、姉妹都市交流事業を立ち上げ、ハワイ側との実務者レベルの協議、幹部レベルの交流を
計画する。

成果指標

―

参考データ 沖縄県の現状・推移

―

平成26年度計画

事業名 活動内容

福建友好交
流推進事業

　沖縄と福建省の交流促進のため、実務者間の意見交換を行
いネットワークの拡充・強化を図る。

姉妹都市交
流事業

　平成27年度の姉妹都市締結３０周年事業に向けて、ハワイと
の連携を密に取りながら記念事業等の計画を図る。

推進状況 平成25年度取組の効果

順調

　平成24年度以降の国際情勢を受け、両地域間の交流促進は困難な状況であったが、
職員の派遣交流の実施や、副知事の福建省訪問により、交流促進のための実務者間の
ネットワークを拡充・強化することが出来た。
ハワイを訪問し、県人会だけでなく、沖縄に協力的な政治家や、州政府、研究・教育機関
と直接意見交換を行うことができた。
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（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・中国福建省とは、他部とも共同で、文化、観光、経済、学術等のさまざまな分野での交流を促進し、さ
らにネットワークの強化を図る事が出来ると考えられる。

・県内には、沖縄パンアメリカン連合会など多くの国・地域の交流団体が存在しており、今後は交流団
体等との連携を推進することにより姉妹関係を締結している地域とのネットワークに結びつくと考えら
れる。

・沖縄県民の多くが中国との友好関係の必要性を感じている。
福建省外事弁公室とのネットワークを基盤に、高良副知事が訪問した福建師範大学へのヒアリング
や、沖縄福建友好会館の運営との連携により学術・人材や経済分野にわたる多分野での交流を図る。

・平成２７年度のハワイ州との姉妹提携３０周年に向けて、ハワイ州政府や、ハワイ沖縄県連合会など
関係者との意見交換を行いとともにネットワーク強化を図り、記念事業の計画を図る。

・沖縄県は、福建省以外にも、ハワイ（米国）、マットグロッソ（ブラジル）、サンタクルス（ボリビア）とも姉
妹関係を締結しているが、今後も、国際情勢を注視しつつ、他部・各地域の交流団体等の取組みにつ
いて情報共有・情報発信に努め、様々な分野でのネットワーク強化を図る。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

323

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

48人
参加人数

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

60,000 58,844
内閣府計

上

事業名 活動内容

アジアユー
ス人材育成
プログラム

　アジア各国から28名、県内から13名、県外から
13名の合計54名の高校生を沖縄に招へいし、平
成25年8月2-20日までの19日間、環境問題をテー
マとしたプログラムを実施した。

取組内容

【アジアユース人材育成プログラム】
我が国やASEAN諸国を中心としたアジア各国の高校生が、東アジアの中心に位置する
沖縄に一堂に会し、一定期間の共同生活を通じ優れた科学や技術を経験することによっ
て、次世代のイノベーションへとつながる能力を育むとともに、沖縄の将来を担う人材を
育成し国際交流拠点として沖縄が発展することを目的とする。

【おきなわ国際協力人材育成事業】
アジア・太平洋地域に県内の高校生を派遣し、国際協力・貢献の場を視察し、現地での
交流を行うことで本県の国際交流を担う次世代の人材を育成するとともに、県内高校等
で、国際協力等に関する出前講座を実施し、国際協力活動についての理解を深めてもら
う事業である。それと同時に、プログラム実施を通じて、国際協力・貢献活動の推進に積
極的に取り組む沖縄県の姿をアピールする。

年度別計画

担当部課 知事公室　広報交流課

平成25年度実績

(施策の小項目) ○学術・文化・地域間交流等の推進

主な取組 アジア・太平洋地域との交流の推進

対応する
主な課題

○歴史的・地理的特性により培われた沖縄の発展可能性は、諸外国・地域との交流と連
携を深めながらともに発展していくという取組の中で特に発揮されるものであり、観光・学
術・文化・経済など様々な分野における国際交流を強化し、交流の架け橋となる人材の
育成や人的ネットワークの構築等により交流基盤としてのウチナーネットワークを強化・
拡充することが必要不可欠である。

「主な取組」検証票
施策展開 4-(1)-ア 国際ネットワークの形成と多様な交流の推進

施策 ②観光交流、経済交流等の推進

（アジアユース人材育成プログラム） 
環境問題をテーマに、日本及びアジア各国の高
校生を対象として交流事業を実施し、次世代を
担う若者を人材育成するとともに、本県の国際
交流拠点に資することを目指す 

青少年等交流事業や太平洋・島サミットにおける交流事業等の実

施 
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47,889 45,203
一括交付
金（ソフト）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

62,211
内閣府計

上

42,630
一括交付
金（ソフト）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

― ― ― ― ――

アジアユー
ス人材育成
プログラム

アジア各国から30名、県内から13名、県外から13名の合計56
名の高校生を沖縄に招へいし、平成26年8月4日～8月22日ま
での19日間、環境問題をテーマとしたプログラムを実施する。

おきなわ国
際協力人材
育成事業

国際協力に関する出前授業の実施、また、県内高校生をアジ
ア・太平洋地域に派遣し、ODA現場視察及び現地の人々との
交流の機会を付与する国際レポーター事業を実施する。

【アジアユース人材育成プログラム】
・関係府省及び受託業者と密な調整を行い、手続きやプログラムに支障が出ないようスムーズな運営
に努めた。
・これまでのプログラムテーマである「水」について、一定の意見集約をみたことから、アジア各国に関
連のある「エネルギー」を新たなテーマとして立ち上げた。
【太平洋・島サミット支援事業】
・第7回太平洋・島サミットは福島県開催となったことから、支援事業のための組織立ち上げには至って
いない。

成果指標

推進状況 平成25年度取組の効果

順調

【アジアユース人材育成プログラム】
アジア各国・県内外から参加した高校生が、19日間、国情や文化の違いを踏まえながら
共通の課題に取り組み、国際協調や問題解決能力を育むことができた。

【おきなわ国際協力人材育成事業】
国際協力活動に関心を持つ県内の高校生３９人に、2週間、アジア・太平洋地域のＯＤＡ
やＮＧＯ活動の現場を実際に体験させ、現地交流を行わせることで、国際協力・国際貢
献の意義を学ばせることができ、グローバルな視点を持ったリーダーの育成につなげる
ことができた。また、国際協力出前講座を県内の２０の高校で開催することで、県内の高
校生等1,356人に我が国が行っている国際協力活動についての理解を深めてもらうと同
時に、プログラム実施を通じて、国際協力・貢献活動の推進に積極的に取り組む沖縄県
の姿を発信することができた。

平成26年度計画

事業名 活動内容

おきなわ国際協力人材育成事業参加人数 ― 1,395人

活動指標名 計画値 実績値

アジアユース人材育成プログラム参加人数 48人 54人

おきなわ国
際協力人材
育成事業

　国際協力に関する出前授業を実施した。また、
県内高校生39人を、アジア・太平洋地域に派遣
し、ＯＤＡ現場視察及び現地の人々との交流の機
会を付与する国際レポーター事業を実施した。
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傾向 全国の現状

48人
（23年）

54人
(24年)

54人
（25年）

↗ ―

―
1,395人
（25年）

― → ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

　アジアユース人材育成プログラム参加人数は、基準年と比較し、国外参加青年の数が増加し
ており、本県参加青年の交流の輪が広がっている。
　おきなわ国際協力人材育成事業については、国際協力に関する出前授業では当初予定どお
り20校で出前講座を実施し、計画値の予定人数を上回る1,356人の学生に国際協力の必要性
の理解させた。また、国際レポーター事業では、計画通り39人の高校生を、アジア・太平洋地域
に派遣し、将来の国際協力活動に貢献する人材育成に寄与した。

・アジアユース人材育成プログラムについて、参加青年同士の国際交流に重きを置くあまり、県民と事
業参加青年たちとの交流の機会が少ない。

・レポーター事業については、派遣国の選定や派遣時期については、派遣国の習慣・宗教等に加え
て、視察先であるＪＩＣＡ海外事務所等の繁忙期など現地事情を考慮して決定する必要がある。

・アジアユース人材育成プログラムを活用し、参加青年のみでなく県民の意識啓発を図る必要がある。

・レポーター事業については、派遣国によっては、視察先であるＪＩＣＡの海外事務所の負担が大きかっ
たため、今後、県・ＪＩＣＡ・委託業者間での実施体制の整備が必要である。

・出前講座については、実施後のアンケートから、国際協力の必要性について高い理解を得たもの
の、それに比較して、まだ国際協力を身近に感じ、将来携わりたいと感じる受講者の割合が低かった
ため、今後はその部分での内容の充実が必要である。

・県内民間団体等の実施する活動に、当該事業参加青年を参加させることで、民間との交流の場を創
出し、民間団体等の国際交流・協力意識啓発を図る。

・レポーター事業については、委託業者選定段階から、運営体制と役割を明確化し、実施体制を整備
すると同時に、より充実したプログラム作りを行っていく。

・出前講座については、県出身の海外協力隊経験者を講師として派遣する、レポーター事業で派遣さ
れた学生の所属高校で実施するなど、受講者自身と国際協力がより身近なものとして結びつくような
講義内容や講師の選定などを行っていく。

参考データ 沖縄県の現状・推移

アジアユース人材育成プログラム参
加人数

おきなわ国際協力人材育成事業参加
人数


