
様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

343

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

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

12,819 12,744 県単等

事業名 活動内容

ウチナー
ジュニアスタ
ディー事業

　海外移住者の子弟を沖縄県に招待し、平成26年
8月3日～8月9日までの間、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実施したとこ
ろ、33名（県内中高生：16名、海外県系人子弟：15
名、県内・海外青年リーダー：2名）が参加した。

取組内容
　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。

年度別計画

担当部課 知事公室広報交流課

平成26年度実績

(施策の小項目) ―

主な取組 次世代ウチナーネットワーク育成事業

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

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

施 

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
業を実施 

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。 



様式１（主な取組）

26,117 23,648 県単等

4,511 4,511 県単等

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

13,279 県単等

34,217 県単等

4,511 県単等
海邦養秀
ネットワーク
構築事業

　平成27年8月7日～8月22日までの間、沖縄の高校生・大学生
等9名をドイツ沖縄県人会へホームステイ派遣する。

平成27年度計画

事業名 活動内容

ウチナー
ジュニアスタ
ディー事業

　海外移住者の子弟を沖縄県に招待し、平成27年8月2日～8
月8日までの間、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実
施する。
　33名（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）が参加予定。

ウチナーン
チュ子弟等
留学生受入
事業

　平成27年4月～平成28年3月までの間、沖縄県出身移住者子
弟から優秀な人物12名（アメリカ2名、ペルー2名、ブラジル2
名、アルゼンチン1名、ボリビア1名、カナダ1名、台湾2名、中国
1名）を県内の大学や県内企業等で就学・研修させる。
　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。

【海邦養秀ネットワーク構築事業】派遣人数 7人 9人

推進状況 推進状況の判定根拠及び平成26年度取組の効果

順調

　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ーを強め、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を
担う人材を育成することができた。また、県内大学（沖縄大学）において国際交流につい
て講義を行い、沖縄県が行う人材育成事業や沖縄県の移民の歴史について聴講生の理
解を深めた。

【ウチナーンチュ子弟留学生受入事業】受入人数 12人 9人

海邦養秀
ネットワーク
構築事業

　平成26年8月6日～8月17日までの間、沖縄の高
校生・大学生9名をボリビア沖縄県人会へホーム
ステイ派遣した。

活動指標名 計画値 実績値

【ウチナージュニアスタディー事業】交流人数 30人 33人

ウチナーン
チュ子弟留
学生受入事
業

　平成26年4月～平成27年3月までの間、沖縄県
出身移住者子弟から優秀な人物9名（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）を県
内の大学や県内企業等で就学・研修させた。
　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、意欲向上を図った。
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（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）

1,320人
（26年度）

1,441人 144人 ―

14.8％
（23年度）

24.0％
（26年度）

35.0％ 9.2ポイント ―

傾向 全国の現状

３０名
（Ｈ２４）

３２名
（Ｈ２５）

３３名
（Ｈ２６）

↗ ―

９名
（Ｈ２４）

９名
（Ｈ２５）

９名
（Ｈ２６）

→ ―

６名
（Ｈ２４）

７名
（Ｈ２５）

９名
（Ｈ２６）

↗ ―

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）

　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、ウチナーネットワークとつながりのある者の割合は
順調に増えており、各成果指標の目標値を達成できる見込みとなっている。

・各交流事業ＯＢ・ＯＧへのフォローアップ、各事業の枠を超えた交流を実施したが、継続的なネット
ワークを構築するためには、今後も同様の取り組みを行う必要がある。

・事業ＯＢを対象とした交流会を実施する際は、企画段階からＯＢの意見を取り入れる等、より効果的
な交流会となるよう内容を改善する必要がある。

・交流会のテーマを、各事業ＯＢが事業で得た経験を今後どのように活用するか等、より具体的なもの
にすることで事業の効果を高め、グローバルな人材の継続的な育成を図る。また、事業ＯＢ・ＯＧに交
流会の一部を企画させることで、彼らの企画・提案能力等の向上を図る。

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

参考データ 沖縄県の現状・推移

ウチナージュニアスタディー事業　参
加人数

ウチナーンチュ子弟留学生受入事業
参加人数

海邦養秀ネットワーク構築事業　参加
人数

　事業ＯＢ・ＯＧを積極的に事業プログラムの企画や運営に参加させ、縦の繋がりの強化を図った。ま
た、ウチナージュニアスタディー事業のプログラムの一部にウチナーンチュ子弟留学生を参加させるこ
とで、事業を越えた横断的なネットワークを構築した。

　各交流事業ＯＢを集めた大同窓会を実施し、情報交換や意見交換を行った。また、ＯＢの名簿を現在
の情報に更新するなどし、事業終了後のフォローアップを行っている。

　事業終了後に洗い出した反省点や課題点を平成２７年度実施する事業に反映させる。

成果指標

次世代ウチナーネットワーク参加青少
年数（累計）
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実施計画
記載頁

344

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

9,522 5,074 県単等

― ― ―

事業名 活動内容

海外移住記
念事業費

　ブラジル・カンポグランデとボリビアという本県に
とって関わりが深い両地域で入植の節目となる大
きな祈念式典が開催され、沖縄県からは副知事
が出席した。
　カンポグランデでは南マッドグロッソ州知事やカ
ンポグランデ市長を表敬し、意見交換をするととも
に、県系人の経営する医療施設等を視察した。ま
た、式典では感謝状を贈呈し、県系人の労を労っ
た。
　ボリビアでは、サンタクルス県知事やコロニアオ
キナワ村長、ボリビア日本大使を表敬し、沖縄と
の交流の歴史を再確認するとともに、豊年祭や慰
霊祭に参加し、冥福を祈るなどした。式典では感
謝状の贈呈を行い、県系人の労を労った。
8月14日：カンポグランデ入植式典
8月17日：コロニア・オキナワ入植式典

活動指標名 計画値 実績値

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

平成26年度実績

(施策の小項目) -

主な取組 国内外の県人会との連携

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

県人会式典等への参加や県人会との情報交換を通したネッ
トワークの形成 
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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

9,203 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

1,176人
（23年度）

1,320人
（26年度）

1,441人 144人 ―

14.8％
（23年度）

24.0％
（26年度）

35.0％ 9.2ポイント ―

傾向 全国の現状

― ― ― ― ―

状
況
説
明

参考データ 沖縄県の現状・推移

―

　毎年ある各国の周年事業に出席することで、母県・沖縄と海外県系人とのウチナーネットワー
クや世代間の交流を深め、重層的に沖縄への意識を高めている。
「次世代ウチナーネットワーク育成事業」と連携し目標達成へ繋げたいと考える。

海外移住記
念事業費

　カナダはハワイや北米と並んで、沖縄から世界へと雄飛した
先駆けの場所であり、本県と関わりが深い地域である。2015年
は沖縄からカナダへ入植して115年という節目であり、大きな式
典が予定されている。
　県としても、以上の歴史を踏まえて、カナダの入植115周年式
典（8/1）に出席し、移住者の功績を称えて後世に繋げる。

　H25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、H26の南米訪問では、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。また、各県人会において調査を行い、節目以外の年も様々な行事が行われ
ていることが把握するとともに各県人会のニュースレターなどをwebに掲示した。平成27年3月には「沖
縄21世紀国際交流基本計画」を策定し、本県の国際交流政策の方向性を定めた。

成果指標

次世代ウチナーネットワーク参加青少
年数（累計）

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

推進状況 推進状況の判定根拠及び平成26年度取組の効果

順調

　今回の訪問では、各国県人会主催の入植式典に出席し、感謝状を贈呈するなど県系
移民の方々のこれまでの活動を労うとともに、現地で沖縄の伝統文化か根付いているこ
とが確認できた。
　また、現地の県系人の経営する施設や工場を視察し、県系人が現地社会に溶け込み、
様々な分野でご活躍していることが確認できた。
　さらに、各国日本大使館や各国州・県知事、市町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2016年に開催予定の世界のウチナーン
チュ大会への協力についても要望できた。

平成27年度計画

事業名 活動内容
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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）

・各国の入植周年式典など節目に事業を行い、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。

・各県人会の日頃の活動をweb等をとおして、各県人会が相互の状況を共有できる場を構築し、周年
事業がない年にも日常的に根付いた継続できる催し物などを実施しやすいような環境づくりを行う。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。

・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、沖縄への関心が薄れていく傾向にある。
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実施計画
記載頁

344

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

1,360 602 県単等

民間大使数 240人 241人

事業名 活動内容

国際ネット
ワーク事業

　2名の民間大使が行った下記事業に対し、助成
を実施した。
・アジアウチナーンチュネットワーク構築事業（シン
ガポール）
・沖縄とスロバキアの友好関係を描くドキュメンタ
リー映画（スロバキア）

　また、平成26年度末に3名の新ウチナー民間大
使を認証した。

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26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

海外において沖縄の文化、芸能等を継承、紹介する方を大
使として認証することにより、沖縄への関心、理解を深めて
いく 
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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

1,385 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

226人
（24年）

252人
（25年）

241人
（26年）

→ ―

状
況
説
明

新ウチナー民間大使認証人数

　新ウチナー民間大使認証人数は、新ウチナー民間大使の高齢化に伴い、25年の252人から
減少している。
　しかし、平成26年度末に3名の新ウチナー民間大使を認証し、これにより累計が241人となり、
28年度の目標値240人を達成した。

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。又、年度末に新ウチナー民間大使選定委員会を開き、新た
に民間大使を選定する予定である。

・新ウチナー民間大使候補者の方々に、今後の活動の具体例を提出してもらい、大使としての活動内
容を明確にするとともに、活動内容に関するアンケートを依頼し、その結果を県のホームページで公表
するなど、民間大使活動内容の情報発信に取り組んだ。

成果指標

―

参考データ 沖縄県の現状・推移

推進状況 推進状況の判定根拠及び平成26年度取組の効果

順調

　平成26年度末に3名の新ウチナー民間大使を認証し、民間大使数は計画値240人に対
し、241人となった。
　２名の民間大使が行った事業に対して助成を実施し、下記の効果がみられた。

・アジアウチナーンチュネットワーク構築事業
東南アジアウチナーンチュネットワーク構築及び専用ページOne Ryukyu facebookによる
情報発信。交流を継続させることにより、構築したネットワーク強化を図る。ドバイとラオ
スを訪問し、現地で活躍する沖縄県系人とアジア地域における沖縄のPR方法などにつ
いての意見の交換を行い、アジア地域での交流を促進した。

・沖縄とスロバキアの友好関係を描くドキュメンタリー映画
空手や古武道を通して見える沖縄の伝統や自然美。その沖縄の文化がどのようにして
世界中に広がったかを写しているドキュメンタリー映画作成。昨年度撮影したインタ
ビューなどについて、字幕作成や日本語への翻訳などを含む編集を行い、映画を完成さ
せた。

平成27年度計画

事業名 活動内容



様式１（主な取組）

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）

・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検討する必要がある。

・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。

・定期的に大使の活動内容に関するアンケート調査を行い、民間大使の活動内容を把握するととも
に、アンケートの結果を県のホームページで公表し、助成例を紹介することによって、助成金の申請を
促す。また、県人会や推薦機関等と連絡を密にとり、民間大使の活動状況の報告を促す。

・県人会の少ないアジア地域においては、沖縄県の海外事務所との連携を強化し、民間大使候補者の
増加を図る。また、沖縄県に在籍する国際交流団体に周知活動を行い、推薦機関の拡大を図る。

・推薦様式を県のホームページからダウンロードできるようにするなど、推薦過程を明確且つ簡潔にす
ることによって推薦を促す。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

344

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

― ― ―

世界若者大会参加者 ― 40人（H26年）

事業名 活動内容

―

　以下のとおり、第3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
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、イギリス、ブラジル、沖縄、日本
参加者：約40名
　交流事業で実施する移民学習の講師を世界若
者ウチナーンチュ連合会が務める等、事業の一部
を連携して実施した。

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26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） 



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

―

　以下のとおり第４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27年９月10日～９月15日
場所：フィリピン　マニラ市
参加国：フィリピン、沖縄、その他アジア諸国等
参加者：約120名
　　県が実施する交流事業の講師を世界若者ウチナーンチュ
連合会に依頼する等、事業の一部を連携して実施する。

・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行った。
・県で実施している交流事業のプログラムの一部に同連合会が関り、彼らの行っている活動を交流事
業参加者に周知・推薦することで、同連合会の世代交代を支援した。
・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
上げを図った。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
り組みについても継続して実施した。
・海外県人会の周年事業に三役が出席することで、母県・沖縄と海外県系人とのウチナーネットワーク
や世代間の交流を深め、重層的に沖縄への意識を高めている。

成果指標

推進状況 推進状況の判定根拠及び平成26年度取組の効果

順調

　４カ国から約40名が参加した第３回大会では、「ヨーロッパに沖縄の種をうえよう」という
コンセプトの基、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、次
世代を担うグローバルリーダーの育成を目的に、若者国際会議、テーマ型ワークショップ
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ーに対する相互理解が促進され、ヨーロッパ在住のウチ
ナーンチュとのネットワークの発展に繋がった。
　また、県が実施する交流事業の講師を世界若者ウチナーンチュ連合会が務め、同連合
会の活動や取り組みを事業参加者である中高生に周知することで、若者が積極的にウ
チナーネットワークの継承に取り組むことの重要性を伝えることができた。

平成27年度計画

事業名 活動内容



様式１（主な取組）

傾向 全国の現状

150人
（25年）

40人
（26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）

・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、仕事が多忙となり活動に関わりにくくなる状況が前年度に引き続き懸念
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。

・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。

・県で実施している交流事業のプログラムの一部に同連合会が関り、彼らの行っている活動を交流事
業参加者に周知・推薦することで、同連合会の世代交代の支援を行う。

・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
加した経験のある高校生や大学生を推薦し、若い人材の底上げを図る。

参考データ 沖縄県の現状・推移

世界若者ウチナーンチュ大会参加人
数

　今年の第３回ドイツ大会では、ドイツ・フランス・イギリス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40名が参加し、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、次世代を担うグローバルリーダーの育成を目的に、若者
国際会議、テーマ型ワークショップ等を実施した。
　また、今大会では、開催国ドイツに合わせた環境問題や平和教育等を通し、国境を越えた相
互理解を図ることで、ウチナーネットワークの絆をより深めることができた。
　なお、平成25年（第２回大会）に比べ参加人数が減少しているが、H25年の開催地であるアメリ
カとH26年の開催地であるドイツでは県系人口の規模が異なるため、参加者数を単純に評価の
基準とはせず、実施内容についても評価する必要がある。

・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、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回大会は、南米や北米に比べて県系人口の少ないヨーロッパ（ドイツ：デュッセルドル
フ）での開催となったが、沖縄をテーマにしたものだけではなく、開催地であるドイツの環境問題や平和
教育を実施することで、ウチナーネットワークの絆をより深めることができた。

・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。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

345

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

51,959 51,221 県単等

推進状況 推進状況の判定根拠及び平成26年度取組の効果

順調

　すべてのイベントを通じて、米国政府関係者、博物館等の文化関係者、一般の米国民
等、約2000名に沖縄について直接広報することができた。また、ケネディーセンター、
ジョージ・ワシントン大学付属テキスタイルミュージアムといったカウンターパートとの良好
な関係を構築したことで、次年度以降のさらに幅広い交流の可能性を広げた。

イベント来場者数 ―
約2,000人
（26年）

事業名 活動内容

沖縄ソフトパ
ワー発信事
業

　ワシントンDCにおいて、9月に伝統芸能・琉球料
理等を紹介するキックオフレセプション、沖縄関連
映画や泡盛を紹介する沖縄ウィーク、沖縄伝統芸
能を紹介する公演を実施。また、3月の全米桜祭り
のプログラムの一つとして、紅型ワークショップを
開催。

活動指標名 計画値 実績値

取組内容

　平成26年度～平成28年度の３年間、米国東海岸主要都市を中心に沖縄の芸能や空
手、紅型等の伝統工芸を活用した展覧会、イベントを開催し、沖縄が持つ魅力をパッケー
ジ化し発信することで、世界の人々の共感を呼び起こし、沖縄の認知度を高め、世界と
沖縄の交流・相互理解を推進する。

年度別計画

担当部課 知事公室広報交流課

平成26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 沖縄ソフトパワー発信事業

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

米国東海岸主要都市を中心に沖

縄の芸能、空手に加え、紅型など

伝統工芸、物産等を活用した展覧

会、イベントの開催 



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

51,605 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

2000人
（26年度）

― ― ― ―

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）

イベント来場者数

　米国人約2000人に沖縄を周知し、また、ケネディーセンター、ジョージ・ワシントン大学付属テ
キスタイルミュージアムといったカウンターパートと良好な関係を築いたことで次年度以降、更に
新たな交流の機会の構築、拡大が可能となり、ウチナーネットワークの強化・拡大に寄与。

・本県の持つコンテンツを効果的に発信し、その魅力を伝えるため、それぞれのコンテンツを所管する
県庁内部局とのさらなる連携が必要。

・ソフトパワー発信事業のウェブサイトを作成し情報の発信に努めているが、イベントでの広報だけでな
く、より広い情報の発信・拡散が必要。

・当該事業の効果は、数十年後の沖縄の姿に反映されると思料されるが、その効果を推し量るための
指標を検討する必要がある。

・適宜、庁内連携会議を開催するなど、関係部局との連携を強化する。

・イベント参加者へ、SNS等への掲載をお願いするなど、沖縄という名前や情報がより広く拡散するよう
な仕掛けを検討する。

・平成28年度以降のよりよい事業設計のため、当該事業の効果検証に資する指標を検討する。

沖縄ソフトパ
ワー発信事

業

　ニューヨークにおいて、沖縄関連映画上映、沖縄紹介レク
チャー、文化関連ワークショップ等のイベントを開催。また、全
米桜祭り（ワシントンDC)において、桜祭りプログラムを活用し、
沖縄の文化等を紹介。さらに、平成28年度ワシントンDCで開催
予定の紅型展の準備作業を実施。

成果指標

―

参考データ 沖縄県の現状・推移

平成27年度計画

事業名 活動内容



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

345

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

1,608 671 県単等

4,824 1,649 県単等

活動指標名 計画値 実績値

姉妹都市等 ４箇所 ４箇所

事業名 活動内容

福建友好交
流推進事業

　２月、福建省外事弁公室主任を団長とした訪問
団の来沖の際に、　副知事を始め、県庁内関係部
局との意見交換等を実施した。また、平成27年度
にスタートする、福建省からの留学生を県費で受
け入れる制度の準備を行った。

姉妹都市交
流事業

　８月末にハワイで開催されたオキナワンフェス
ティバルに副知事が出席。ハワイ州政府、ハワイ
沖縄連合会等関係者との意見交換を実施。また、
フェスティバル式典や現地ラジオを通して沖縄とハ
ワイの姉妹都市交流等についてＰＲをした。

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26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 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

28,737 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）

　福建省との交流については、現状は、福建省側とのネットワークを構築しながら、交流促進へ
の意見交換を行っているところ。
　ハワイ州との交流については、平成27年の姉妹都市提携30周年記念事業の実施に向け、ハ
ワイ州政府やハワイ沖縄県連合会等の関係者と意見交換を行っている。引き続き、記念事業の
実施に向け、各関係者との意見を交わし、詳細を詰めていく。

・福建省にある沖縄福建友好会館（国際物流商業課所管）の有効活用が課題

・過去に国際情勢の影響を受け、一部事業が未実施となった経緯があることから、今後とも国際情勢
を注視していく必要がある。

　福建省外事弁公室主任来沖時の意見交換会では、観光分野や経済分野など様々な分野において
意見を出し合い、今後の交流促進に繋がる大変有意義な場となった。
　また、平成27年度から福建省からの留学生を受け入れることとし、人材面での交流も図っていくことと
した。現在、福建師範大学との調整を始めているところである。
　さらに、平成26年度は、入植100周年記念で南マットグロッソ州（ブラジル）を、入植60周年記念でサン
タクルス（ボリビア）を訪れ、両姉妹都市における入植記念を祝うとともに、さらなる交流の発展を約し
た。

成果指標

―

参考データ 沖縄県の現状・推移

―

平成27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
い引き続きネットワークの拡充・強化を図る。

姉妹都市交
流事業

　沖縄とハワイとの姉妹都市締結30周年を迎えることから、さら
なる友好関係の発展を目的として姉妹都市提携30周年記念事
業を実施する。

推進状況 推進状況の判定根拠及び平成26年度取組の効果

順調

　友好姉妹都市は、計画値どおり、４箇所（福建省（中国）、ハワイ（米国）、南マットグロッ
ソ（ブラジル）、サンタクルス（ボリビア））となっている。
　福建省政府との実務者間のネットワーク（福建省外事弁公室、知事公室、商工労働
部、文化観光スポーツ部）を形成することができた。
　ハワイ州に関しては、平成27年度に計画している沖縄ハワイ30周年記念式典の実施に
ついて、ハワイ州政府との意見交換、県庁関係各課との連携体制の構築（関係者会議）
を図った。



様式１（主な取組）

（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）

・県内には、福建省の都市と友好都市を結んでいる自治体があるが、これらの自治体と県との間で連
携が十分に図られていない状況にある。また、県庁各部局との連携も強化していく必要がある。

・関係自治体、県庁各部局らに呼びかけ、沖縄と福建の交流推進に係る関係者連絡会議を開催し、各
者の取組について情報共有、連携を進めることで相乗効果を上げる。
・今後も、国際情勢を注視しつつ、各姉妹都市の交流団体等の取組について情報共有・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

345

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

62,221 60,994
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27名、県内から14名、県外から
14名の合計55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
題をテーマとしたレクチャー、ディスカッション等の
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。

年度別計画

担当部課 知事公室　広報交流課

平成26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 



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

63,100
内閣府
計上

（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

54人
(24年)

54人
（25年）

55人
（26年）

→ ―

14人
（24年）

13人
（25年）

14人
（26年）

→ ―

状
況
説
明

―

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

アジアユース人材育成プログラム県
内参加青年

【アジアユース人材育成プログラム】
　参加青年の数は安定して推移しており、 アジアにおける人材ネットワークの構築が図られて
いる。
　　また、本県参加青年の数も安定して推移しており、毎年順調に沖縄の将来を担う人材の育
成に寄与している。

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27年8月5日～8月23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、次
世代を担う人材を育成するとともに、本県の国際交流拠点化に
資することを目指す。

【アジアユース人材育成プログラム】
　参加青年を現代版組踊「肝高の阿麻和利」の練習の見学やワークショップに参加させることで、出演
者である中高生の国際交流意識の高揚に寄与した。また、伊江島で民泊することで、受入れ側の家庭
の異文化理解を深めることができた。

成果指標

推進状況 推進状況の判定根拠及び平成26年度取組の効果

順調

【アジアユース人材育成プログラム】
　アジアユース人材育成プログラムの参加人数は、計画値48名に対し、アジア各国から
27名、県内から14名、県外から14名の合計55名となった。
　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。

平成27年度計画

事業名 活動内容

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名 55名



様式１（主な取組）

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】
・沖縄の将来を担う人材を育成することを目的とした事業であることから、その成果をアピールする必
要がある。

・事業が平成27年度で終了となっていることから、平成28年度以降の事業スキームを検討する必要が
ある。

【アジアユース人材育成プログラム】
・これまでの事業実績を踏まえ、過去にプログラムに参加した者の進路調査結果を活用し、現時点に
おける事業の成果を推し量る方法を検討する。

【アジアユース人材育成プログラム】
・過去のアジアユース人材育成プログラム参加者の中で、起業した者、最先端技術の研究に従事する
者、世界トップレベルの大学に進学した者など、顕著な活躍をしている者をプログラムに招いて講義や
講演をさせ、参加青年の将来の目標設定や啓発に繋げるとともに、事業の成果を広くアピールする。

・新たな事業スキームを構築するため、関係省庁と緊密な連携を図る。


