
様式１（主な取組）

（1）取組の進捗状況 (単位：千円)

○R元（H31）年度：

○H30年度：
主な財源 実施方法

H30年度 R元（H31）年度 平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

予算事業名

一括交付
金（ソフト）

委託 42,630 46,283 45,761 45,716

主な財源 実施方法
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元（H31）年度 平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源 ○H30年度：　派遣国　２ヶ国（ラオス、ミャンマー）、派遣生徒
数　３２人（１６人×２ヶ国）

37,648 44,990
一括交付
金（ソフト）

○R元（H31）年度：　派遣国　３ヶ国（カンボジア、フィリピン、ベ
トナム）、派遣生徒数　３９人（１３人×３ヶ国）

 担当部課【連絡先】 文化観光スポーツ部交流推進課 【098-866-2479】

２　取組の状況（Do）

予算事業名 おきなわ国際協力人材育成事業

実施主体 県

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

　アジア・太平洋地域に県内高校生を派遣し、国際協力・貢献活動の現場を視察し、現
地での交流を行うことで本県の国際交流を担うグローバルな視点を持った次世代の人
材を育成し、同時に、プログラム実施を通じて、派遣国に国際協力・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。

H29 H30 R元（H31） R2（H32） R3（H33）

39人
派遣数

主な取組 国際協力レポーター事業 実施計画記載頁 354

対応する
主な課題

①世界と共生する地域の形成のため、児童・生徒に対する英語教育の充実、各分野から海外の学校へ留学生や研修生を派遣するなど、国際感覚に富む創造
性豊かな人材の育成に取り組む。

「主な取組」検証票

施策展開 4-(1)-イ 世界と共生する社会の形成
施 策 ①　国際感覚に富む人材の育成

施策の小項目名 ―

開発途上国の国際協力活動現場に高校生を派遣する



様式１（主な取組）

活動概要

進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

 (２)これまでの改善案の反映状況

平成30年度の取組改善案 反映状況

①国際協力レポーター事業について、派遣後に当事業について保護者アンケートを実
施する。

②従来以上に外務省の海外渡航情報や感染症発生情報等を活用し、現地での安全確
保及び海外派遣の円滑な実施に努める。

①国際協力レポーター事業について、派遣後に当事業について保護者アンケートを実
施した。

②従来以上に外務省の海外渡航情報や感染症発生情報等を活用し、現地での安全確
保及び海外派遣の円滑な実施に努めた。

　国際協力活動に関心を持つ県内の高校生３２
人に、約１０日間、途上国での国際協力活動の現
場を視察させ、現地の人々と交流することで、国
際協力の意義を学ぶことができ、グローバルな視
点を持った国際協力分野での人材育成に繋げる
ことができた。また、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。

活動指標名 H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

活動指標名 H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)

H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

達成割合
A/B

活動指標名 国際協力レポーター事業参加人数 H30年度 H30年度
決算見込
額合計

進捗状況

実績値

H26年度
　県内高校生を、アジアの開発途上国（ラオス、
ミャンマー）に派遣し、国際協力・貢献活動の現
場視察及び現地の人々との交流を行った。あわ
せて、ホームページやＳＮＳでの情報発信や、マ
スコミ報道、ラジオ出演を通じて、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。

39人 39人 39人 39人 32人 39人 82.1%

37,648 概ね順調

H27年度 H28年度



様式１（主な取組）

４　取組の改善案（Action）

・過年度参加者に対するアンケート調査を実施し、効率的な事業実施を図る。
・ＪＩＣＡや受託業者など関係機関と連携し、外務省の渡航情報等、海外の安全情報の把握に努めるとともに、派遣国決定後についても、現地の最新の情勢を踏まえて、臨機応
変に派遣国、視察先、ホームステイ先の調整が出来るよう取り組む。

○内部要因 ○外部環境の変化

・事業開始から６年が経過し、過年度参加者の進路を確認し、効果的な事業実施を図る
必要がある。

・近年の国際情勢の動向、変化や感染症の発生状況、自然災害など、安全な派遣国・
視察先・ホームステイ先の選定を行うことが重要である。また、視察先との調整には海
外の事情に通じた適切な実務能力と臨機応変な対応が求められる。

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

・過年度参加者に対するアンケート調査を実施し、効率的な事業実施を図る必要がある。
・ＪＩＣＡや受託業者など関係機関と連携し、外務省の渡航情報等、海外の安全情報の把握に努めるとともに、派遣国決定後についても、現地の最新の情勢を踏まえて、臨機応
変に派遣国、視察先、ホームステイ先の調整が出来るよう取り組む必要がある。

３　取組の検証（Check）

(1)推進上の留意点（内部要因、外部要因の変化）



様式１（主な取組）

（1）取組の進捗状況 (単位：千円)

○R元（H31）年度：

○H30年度：
主な財源 実施方法

H30年度 R元（H31）年度 平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

予算事業名

一括交付
金（ソフト）

委託 42,630 46,283 45,761 45,716

主な財源 実施方法
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元（H31）年度 平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源 ○H30年度：　派遣校数２１校（うち中学校１校）、参加生徒数
2,895名

37,648 44,900
一括交付
金（ソフト）

○R元（H31）年度：　派遣校数２０校以上、参加生徒数　１０００
名以上

 担当部課【連絡先】 文化観光スポーツ部交流推進課 【098-866-2479】

２　取組の状況（Do）

予算事業名 おきなわ国際協力人材育成事業

実施主体 県

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

　県内中学校・高校で、国際協力等に関する出前講座を実施し、国際協力活動への知
識を深め、その必要性を理解し、グローバルな視点を持った若い人材を育成する。あわ
せて、プログラムの実施を通じて、県民に国際協力・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。

H29 H30 R元（H31） R2（H32） R3（H33）

20校
派遣校数

主な取組 国際協力理解促進事業 実施計画記載頁 354

対応する
主な課題

①世界と共生する地域の形成のため、児童・生徒に対する英語教育の充実、各分野から海外の学校へ留学生や研修生を派遣するなど、国際感覚に富む創造
性豊かな人材の育成に取り組む。

「主な取組」検証票

施策展開 4-(1)-イ 世界と共生する社会の形成
施 策 ①　国際感覚に富む人材の育成

施策の小項目名 ―

青年海外協力隊ＯＢを中学校・高校に派遣し、出前講座を実施する



様式１（主な取組）

活動概要

進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

 (２)これまでの改善案の反映状況

平成30年度の取組改善案 反映状況

①ワークショップ形式を取り入れるなど、受講者が参加・集中しやすい講義形式を取り入
れること、教師へのアンケートで要望の多い「沖縄県の国際協力の活動事例」、「身近で
できる国際協力」を講義に盛り込むなど、受講者が国際協力への心理的距離を縮め、よ
り国際協力が身近に感じられるよう講義内容の充実を図る。

②引き続き教育委員会に協力を依頼し、事業内容や募集期間について早期の周知を行
う。

③中学校での実施を続けるよう努める。

①ワークショップ形式の講義を取り入れ、参加者や実施校の教師から好評を得た。あわ
せて、「沖縄県の国際協力の活動事例」についての紹介も行った。

②教育委員会に協力を依頼し、募集等に係る周知を可能な限り早期に行った。

③本島内私立中学校、離島の中学校で出前講座を実施した。

　計画より1校多い、県内の21校の中学校・高校
で出前講座を実施することができた。また、計画
を上回る2,895人の学生たちに国が行う国際協力
への取り組みやその重要性を紹介し、グローバ
ルな視点を持った人材育成に寄与した。あわせ
て、ホームページやＳＮＳでの情報発信やマスコ
ミ報道等を通して、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。

活動指標名 H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

活動指標名 派遣校数 H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)

H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

達成割合
A/B

25校 23校 22校 25校 21校 20校 100.0%

活動指標名 国際協力理解促進事業参加人数 H30年度 H30年度
決算見込
額合計

進捗状況

実績値

H26年度
　国際協力活動の専門家やレポーター事業参加
者などが県内21の中学校・高校で国際協力に関
する出前講座や体験発表を行い、国際協力への
取組やその重要性を紹介し、グローバルな視点
を持った人材育成を図った。

3,081人 2,744人 2,098人 4,323人 2,895人 1,000人 100.0%

37,648 順調

H27年度 H28年度



様式１（主な取組）

４　取組の改善案（Action）

・国際協力への関心を高めるために、沖縄県の国際協力等に関する状況を理解してもらうよう、プログラムの内容を検討する。
・２１世紀ビジョンに掲げる「世界に開かれた交流と共生の島」の実現を図るために、幅広く学校に応募してもらうよう取り組む。

○内部要因 ○外部環境の変化

・中学校からの開催依頼が増えている。
・当該事業への応募が多い学校とそうでない学校がある。

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

・国際協力への関心を高めるために、沖縄県の国際協力等に関する状況を理解してもらう必要がある。
・２１世紀ビジョンに掲げる「世界に開かれた交流と共生の島」の実現を図るために、幅広く学校に応募してもらう必要がある。

３　取組の検証（Check）

(1)推進上の留意点（内部要因、外部要因の変化）



様式１（主な取組）

（1）取組の進捗状況 (単位：千円)

○R元（H31）年度：

○H30年度：
主な財源 実施方法

H30年度 R元（H31）年度 平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

予算事業名

県単等 委託 ― 3,021 3,619 7,936

主な財源 実施方法
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元（H31）年度 平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源 ○H30年度：　アンケート調査結果を基に、多文化共生モデル
事業を石垣市にて実施、市民や行政向けのワークショップ等
で環境づくり（プラザ設置等）を行った。

6,996 9,033 県単等 ○R元（H31）年度：　引き続き、多文化共生モデル事業を実施
し、県民や市町村向けのシンポジウムを実施し、意識啓発・環
境形成に取り組む。

 担当部課【連絡先】 文化観光スポーツ部交流推進課 【098-866-2479】

２　取組の状況（Do）

予算事業名 多文化共生推進調査事業

実施主体 県

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

　県内在住外国人と県民が相互理解し、外国人が安心して生活できるような環境づくり
を行うため、おきなわ多文化共生指針に基づいたモデル事業を実施し、市町村や関係
団体と連携した多文化共生社会の地域づくりを推進する。

H29 H30 R元（H31） R2（H32） R3（H33）

主な取組 多文化共生社会に対する県民向け取組 実施計画記載頁 354

対応する
主な課題

②また、本県の外国人住民登録者数は平成30年６月現在において、16,364人となっており、年々増加している状況である。国籍や民族に関係なく誰もが安心し
て暮らせる社会の構築に向け、県民の異文化・国際理解の向上など、海外からの移住者・滞在者の増加に対応した環境づくりに取り組む必要がある。

「主な取組」検証票

施策展開 4-(1)-イ 世界と共生する社会の形成
施 策 ②　多文化共生型社会の構築

施策の小項目名 ○県民の異文化理解・国際理解の促進

多文化共生社会に関するフォーラム等を実施し、多文化共生社会に対する県民の

理解促進・意識啓発に取り組む。



様式１（主な取組）

活動概要

進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

 (２)これまでの改善案の反映状況

平成30年度の取組改善案 反映状況

①多文化共生社会を一層推進していくため、県、市町村、関係団体間の連携、協力体制
の強化を図っていく。

②引き続き県民向けのシンポジウム等を開催し、多文化共生への意識啓発を行ってい
く。

①県・市町村国際交流連絡会議にて、多文化共生に関するシンポジウム等を開催し、
意見交換、情報共有を図った。

②多文化共生モデル地域に選定した石垣市において、フォーラムや日本語教室を開催
し、多文化共生社会の構築に必要な多文化共生ラウンジの設置に向けた意見交換を
実施した。

　多文化共生モデル地域に選定した石垣市にお
いて、フォーラムや日本語教室を開催し、多文化
共生社会の構築に必要な多文化共生ラウンジの
設置に向けた意見交換を実施するなど、多文化
共生社会に対する県民の理解促進・意識啓発を
図った。

活動指標名 H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

活動指標名 H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)

H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

達成割合
A/B

活動指標名
多文化共生社会に対する県民の理解促進・意識
啓発

H30年度 H30年度
決算見込
額合計

進捗状況

実績値

H26年度
　県内在住外国人と県民が相互理解し、外国人
が安心して生活できるような環境づくりを行うた
め、石垣市をモデル地区として、多文化共生社会
の普及・啓発を図るモデル事業（講演会・やさしい
日本語講座・交流会）を実施した。

― 実施 実施 実施 実施 ― 100.0%

6,996 順調

H27年度 H28年度



様式１（主な取組）

４　取組の改善案（Action）

・有識者による「おきなわ多文化共生推進指針」の一部改正の検討を行い、改正後は、市町村、関係団体へ指針に基づく計画策定への取り組みを促す。

○内部要因 ○外部環境の変化

・県、市町村、関係団体間の連携、協力体制の構築が必要とされる。
・在住外国人の直接の窓口となる市町村への多文化共生への取り組み、意識啓発が必
要とされる。

・県内の在住外国人は年々増加し続けているが、新たな在留資格の創設による入国管
理法の改正に伴う受入れ体制の整備（相談窓口の設置等）が必要とされる。

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

・引き続き、県民向けのシンポジウム等を開催し、多文化共生社会の構築に向けた意識啓発事業を行っていく必要がある。
・時代に沿った形での「おきなわ多文化共生推進指針」の一部改正を行う必要がある。

３　取組の検証（Check）

(1)推進上の留意点（内部要因、外部要因の変化）



様式１（主な取組）

（1）取組の進捗状況 (単位：千円)

主な取組 国際理解教育の促進 実施計画記載頁 354

対応する
主な課題

②また、本県の外国人登録者数は平成28年12月末現在において、14,285人となっており、年々増加している状況である。国籍や民族に関係なく誰もが安心して
暮らせる社会の構築に向け、県民の異文化・国際理解の向上など、海外からの移住者・滞在者の増加に対応した環境づくりに取り組む必要がある。

「主な取組」検証票

施策展開 4-(1)-イ 世界と共生する社会の形成
施 策 ②　多文化共生型社会の構築

施策の小項目名 ○県民の異文化理解・国際理解の促進

実施主体 JICA沖縄、県

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

JICAの出前講座等を通じて世界の状況や生活習慣の多様性等に触れさせることで、小
中高校生、大学生の国際理解を促進する。

H29 H30 R元（H31） R2（H32） R3（H33）

 担当部課【連絡先】 文化観光スポーツ部交流推進課 【098-866-2479　　　】

２　取組の状況（Do）

予算事業名 ―

主な財源 実施方法
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元（H31）年度 平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源 ○H30年度：

― ― ○R元（H31）年度：

予算事業名

― ― ― ―

決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

○R元（H31）年度：

○H30年度：
主な財源 実施方法

H30年度 R元（H31）年度 平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額

県内小中高校、大学への国際理解に関する講義の実施



様式１（主な取組）

活動概要

進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

 (２)これまでの改善案の反映状況

活動指標名
県内小中高校、大学への国際理解に関する講義
の実施

H30年度 H30年度
決算見込
額合計

進捗状況

実績値

H26年度
　異文化・国際理解の向上を図るため、JICA研修
員やJICAボランティア経験者等による出前講座、
JICA沖縄センターの訪問学習を通した世界の状
況や文化の多様性等についての講義など、県内
小中高校生や大学生を対象に国際理解教育を
実施した。

63回 49回 88回 78回 87回 ― 100.0%

0 順調

H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

達成割合
A/B

活動指標名 H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)

　平成30年度は幼稚園から小中高大学生向けに
「世界がもし100人の村だったら」等のテーマで合
計87回の講義を実施し、4,350人が講義を受けて
おり、国際理解の促進に向けて順調に取組を進
めている。活動指標名 H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

平成30年度の取組改善案 反映状況

①JICA沖縄から研修日程等の情報収集に努め、JICA出前講座やセンター訪問学習に
ついて広報活動を行う。

①JICA沖縄からJICA出前講座やセンター訪問学習について情報収集につとめ、協力し
て広報を行った。



様式１（主な取組）

４　取組の改善案（Action）

・JICA沖縄から研修日程等の情報を収集するように努め、県内小中高校、大学に対してJICA出前講座やセンター訪問学習についての広報活動を行う。

○内部要因 ○外部環境の変化

・各学校からの要望を受けての実施になるため、年度により開催回数にばらつきがあ
る。

・講義を行ったほぼ全ての実施先から次年度以降の継続を希望されている。
・開発途上国からの研修員の出前講座や訪問学習は、研修の日程の合間を縫って行
われるため、タイミングの問題で希望はあるが実施できない場合もある。

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

・JICA沖縄からJICA出前講座やセンター訪問学習についての情報を収集するようにつとめ、協力して広報を行う必要がある。

３　取組の検証（Check）

(1)推進上の留意点（内部要因、外部要因の変化）



様式１（主な取組）

（1）取組の進捗状況 (単位：千円)

主な取組 国際交流員による異文化理解促進 実施計画記載頁 355

対応する
主な課題

②また、本県の外国人登録者数は平成30年６月現在において、16,364人となっており、年々増加している状況である。国籍や民族に関係なく誰もが安心して暮
らせる社会の構築に向け、県民の異文化・国際理解の向上など、海外からの移住者・滞在者の増加に対応した環境づくりに取り組む必要がある。

「主な取組」検証票

施策展開 4-(1)-イ 世界と共生する社会の形成
施 策 ②　多文化共生型社会の構築

施策の小項目名 ○県民の異文化理解・国際理解の促進

実施主体 （一財）自治体国際化協会、県

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

　事業主体である（一財）自治体国際化協会と連携を図りながら、県内小中高校へ国際
交流員を派遣し、異文化の紹介を通した国際理解の向上を図る。

H29 H30 R元（H31） R2（H32） R3（H33）

10校
訪問学校数

 担当部課【連絡先】 文化観光スポーツ部交流推進課 【098-866-2479】

２　取組の状況（Do）

予算事業名 ―

主な財源 実施方法
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元（H31）年度 平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源 ○H30年度：　県内小中学校等へ国際交流員を派遣し、生徒
の国際理解の向上を図った。

― ― ○R元（H31）年度：　県内小中学校等へ国際交流員を派遣し、
生徒の国際理解の向上を図る。

予算事業名

― ― ― ―

決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

○R元（H31）年度：

○H30年度：
主な財源 実施方法

H30年度 R元（H31）年度 平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額

県内小中高校への派遣を通じた異文化の紹介、理解促進



様式１（主な取組）

活動概要

進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

 (２)これまでの改善案の反映状況

活動指標名 学校訪問実績（回数） H30年度 H30年度
決算見込
額合計

進捗状況

実績値

H26年度
　（一財）自治体国際化協会と連携し、県内小中
高校や特別支援学校へ国際交流員4人（中・韓・
ペルー・米）を派遣し、異文化紹介や交流事業を
通して、生徒の国際理解の向上を図った。

12回 14回 10回 16回 11回 10回 100.0%

0 順調

H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

達成割合
A/B

活動指標名 H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)

  県内の小学校６校、中学校４校へ国際交流員を
派遣し、異文化の紹介や交流事業を行った。ま
た、高校では南部農林高校における韓国の伝統
的なお菓子づくりを通した食文化の紹介も行っ
た。学校訪問以外にも、県立図書館や県内市町
村の図書館において、外国絵本の読み聞かせを
17回実施するなど、国際交流員による異文化理
解の促進が図られた。
　

活動指標名 H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

平成30年度の取組改善案 反映状況

①地域によって偏りのない国際理解教育のために、離島地域への募集を継続して実施
する。

②学校の年間計画策定時に合わせたより効率的な事業周知や実施について、事業主
体と連携調整していく。

③訪問授業の他に、県民向けの文化講座等の実施を検討する。

①北部や宮古・八重山地域等離島への募集を継続して実施した。

②募集開始時期や周知方法を工夫した。

③具体的な内容は、国際交流員の要望を踏まえて実施した。



様式１（主な取組）

４　取組の改善案（Action）

・他県の先進的な活用・取り組みの導入、実施に向けた検討を行う。

○内部要因 ○外部環境の変化

・事業主体が財団から自治体国際化協会沖縄県支部に変更となり、柔軟で迅速な事業
実施が可能となっている。
・配属される国際交流員の力量等により実施可能な事業内容も制限される。

・幼稚園や高校、大学等からも国際交流員を活用した機会の創出や異文化理解のため
の出張講座等への要望がある。
・異国の人と交流体験することで文化の違いを理解させることに繋がっているという声
が派遣校から上がっている。

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

・効果的な国際理解の向上に繋がるように、他県のCIRの活用状況等を確認する必要がある。

３　取組の検証（Check）

(1)推進上の留意点（内部要因、外部要因の変化）



様式１（主な取組）

（1）取組の進捗状況 (単位：千円)

○R元（H31）年度：

○H30年度：
主な財源 実施方法

H30年度 R元（H31）年度 平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

予算事業名

― ― ― ―

主な財源 実施方法
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元（H31）年度 平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源 ○H30年度：

― ― ○R元（H31）年度：

 担当部課【連絡先】 文化観光スポーツ部交流推進課 【098-866-2479】

２　取組の状況（Do）

予算事業名 ―

実施主体 JICA沖縄、沖縄県国際交流、人材育成財団、県、市町村

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

　県民の国際協力・交流に関する理解促進のため、JICA主催の国際協力・交流活動の
紹介等に県も積極的に協力する。

H29 H30 R元（H31） R2（H32） R3（H33）

主な取組 国際協力・交流フェスティバルとの連携 実施計画記載頁 355

対応する
主な課題

②また、本県の外国人登録者数は平成28年12月末現在において、14,285人となっており、年々増加している状況である。国籍や民族に関係なく誰もが安心して
暮らせる社会の構築に向け、県民の異文化・国際理解の向上など、海外からの移住者・滞在者の増加に対応した環境づくりに取り組む必要がある。

「主な取組」検証票

施策展開 4-(1)-イ 世界と共生する社会の形成
施 策 ②　多文化共生型社会の構築

施策の小項目名 ○県民の異文化理解・国際理解の促進

県民の国際協力・交流に関する理解促進のため、JICA主催の国際協力・交流活動

の紹介等に県も積極的に協力する。



様式１（主な取組）

活動概要

進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

 (２)これまでの改善案の反映状況

平成30年度の取組改善案 反映状況

①JICA沖縄の要望に添った形で国際協力・交流フェスティバルの広報を実施する。

②フェスティバルでの県の展示ブースについて、県民にとってわかりやすい内容で伝え
たいことの優先順位を設けて展示する。

①JICAフェスティバルの予算が削減される中、県の広報媒体や世界のウチナーンチュ
の日関連イベントでも広報するなど、効果的な広報を行った。

②各交流事業の参加者に積極的に県民との交流を促し、成果を発表する機会となり、
関心を持ってくれる来場者が多かった。

　JICA主催のおきなわ国際協力・交流フェスティ
バルについて、平成29年度は1日のみの開催
だったが、平成30年度は2日間の開催で4,800人
余の来場者数となった。初めての来場者が6割近
くを占め、浦添近辺のみでなく他地域からの来場
者も増えており、県民への周知が進んでいる。

活動指標名 H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

活動指標名 H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)

H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

達成割合
A/B

活動指標名 JICA主催の国際協力・交流活動への協力 H30年度 H30年度
決算見込
額合計

進捗状況

実績値

H26年度
　JICA主催のおきなわ国際協力・交流フェスティ
バルに県も共催として企画会議への参加や展示
ブースの出展を行い、県民の国際協力・交流に
関する理解促進を図った。

実施 実施 実施 実施 実施 ― 100.0%

0 順調

H27年度 H28年度



様式１（主な取組）

４　取組の改善案（Action）

・世界のウチナーンチュの日の関連イベントでの告知など、効果的な広報の方法についてJICAと連携しながら進める。
・フェスティバルでの県の展示ブースについて、参加型の展示など県民に関心を持ってもらえるような展示を行う。

○内部要因 ○外部環境の変化

・JICAフェスティバルの予算が削減される中、県の広報媒体や世界のウチナーンチュの
日関連イベントでの広報が重要となっている。

・平成29年度は1日のみの開催となったが、平成30年度は2日間の開催となった。

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

・効果的な広報展開や、県ブースの情報発信の工夫が必要である。

３　取組の検証（Check）

(1)推進上の留意点（内部要因、外部要因の変化）



様式１（主な取組）

（1）取組の進捗状況 (単位：千円)

　　

主な取組 多文化共生社会に向けた外国人向けの取組 実施計画記載頁 355

対応する
主な課題

②本県の外国人登録者数は平成30年6月現在において、16,364人となっており、年々増加している状況である。国籍や民族に関係なく誰もが安心して暮らせる
社会の構築に向け、県民の異文化・国際理解の向上など、海外からの移住者・滞在者の増加に対応した環境づくりに取り組む必要がある。

「主な取組」検証票

施策展開 4-(1)-イ 世界と共生する社会の形成
施 策 ②　多文化共生型社会の構築

施策の小項目名 ○在住外国人への支援

実施主体 県、沖縄県国際交流・人材育成財団

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

　在住外国人との共生社会に向けた環境整備の一助として、在住外国人のために医療
通訳ボランティアを育成する養成講座、ステップアップ講座を実施する（主体：沖縄県国
際交流・人材育成財団）。全講座終了者は、沖縄県国際交流・人材育成財団の医療通
訳ボランティアとして登録し、関係機関へ紹介する。

H29 H30 R元（H31） R2（H32） R3（H33）

 担当部課【連絡先】 文化観光スポーツ部交流推進課 【098-866-2479】

２　取組の状況（Do）

予算事業名 ―

主な財源 実施方法
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元（H31）年度 平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源 ○H30年度：

― ― ○R元（H31）年度：― ― ― ―

在住外国人や外国人観光客等のために医療通訳ボランティア制度の構築等に取り

組む



様式１（主な取組）

活動概要

進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

 (２)これまでの改善案の反映状況

活動指標名 医療通訳ボランティア登録者数 H30年度 H30年度
決算見込
額合計

進捗状況

実績値

H26年度
　在住外国人のために医療通訳ボランティアを育
成する養成講座及びステップアップ講座を実施
し、平成30年度の医療通訳ボランティア登録者数
は154人となった。医療機関からの要望に応じて
ボランティアを紹介するなど、在住外国人との共
生社会に向けた環境整備に取り組んでいる。

100人 79人 118人 106人 154人 ― 100.0%

0 順調

H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

達成割合
A/B

29件 62件 67件 55件 51件 ― 100.0%

活動指標名 医療通訳ボランティアの紹介回数※参考データ H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)

　医療通訳ボランティアの養成講座を7回、ステッ
プアップ講座を3回実施し、医療通訳ボランティア
を養成し、登録及び派遣紹介を行っている。財団
で養成をしている3言語（英語・中国語・スペイン
語）以外の言語について、OISTスタッフと連携す
ることにより、フランス語やドイツ語などに対応す
ることが可能となった。

活動指標名 H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

平成30年度の取組改善案 反映状況

①マスコミを通じて、県民にボランティア養成講座やステップアップ講座の募集と当制度
の趣旨を周知するとともに、財団ホームページや公報誌を通して賛助会員や関係機関
への周知を図る。また市町村住民課等の窓口に、チラシやパンフレットを置き多くの在住
外国人が利用できるように周知を図る。

②有償の通訳士育成のための講座や試験実施等を図る。

③医療機関等へのヒアリングを行い、スペイン語、英語、中国語、韓国語以外の言語を
取り入れるための事前調査を行う。

①財団ホームページや、財団広報誌にチラシを挟むことで、周知を図っている。財団広
報誌の配布先は、賛助会員や国際交流団体等関係機関となっている。

②これまで無償ボランティア（交通費のみ）であったが、有償（1時間2千円、3時間まで）
と、ボランティア派遣の形態を変更した。ステップアップ講座において、オンライン試験を
取り入れるなど、ボランティアの質の向上にも取り組んだ。

③フランス語・ドイツ語については、OISTスタッフと連携することにより、対応可能となっ
た。



様式１（主な取組）

４　取組の改善案（Action）

・医療ボランティア養成講座およびステップアップ講座の内容を工夫し、ボランティアの質の向上に努める。
・ボランティア派遣に関するルールに則り活用するよう、市町村や医療機関に対して活用手順を改めて周知する。

○内部要因 ○外部環境の変化

・医療通訳ボランティアの派遣は、基本的に5日前までに予約が必要である。
・市町村や医療機関等、利用者からは「ボランティア＝無償奉仕」というイメージが払拭
出来ず、申請時間以上ボランティアを拘束したり、また申請内容以外を通訳させるケー
スがあった。

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

・有償ボランティアとして派遣しているため、ボランティアの質の向上を図る必要がある。
・ボランティア派遣に関するルールに則り活用するよう、市町村や医療機関へ活用手順を周知する必要がある。

３　取組の検証（Check）

(1)推進上の留意点（内部要因、外部要因の変化）



様式１（主な取組）

（1）取組の進捗状況 (単位：千円)

主な取組 日本語読み書き教室 実施計画記載頁 355

対応する
主な課題

②また、本県の外国人登録者数は平成28年12月末現在において、14,285人となっており、年々増加している状況である。国籍や民族に関係なく誰もが安心して
暮らせる社会の構築に向け、県民の異文化・国際理解の向上など、海外からの移住者・滞在者の増加に対応した環境づくりに取り組む必要がある。

「主な取組」検証票

施策展開 4-(1)-イ 世界と共生する社会の形成
施 策 ②　多文化共生型社会の構築

施策の小項目名 ○在住外国人への支援

実施主体 （公財）沖縄県国際交流・人材育成財団

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

県内在住の県系移住者等を対象に日常識字能力の向上のための教室を開設し、教育
機関・役所・金融機関等の書類作成及び届出がてぎるよう側面的に支援を行う。

H29 H30 R元（H31） R2（H32） R3（H33）

 担当部課【連絡先】 文化観光スポーツ部交流推進課 【098-866-2479】

２　取組の状況（Do）

予算事業名 ―

主な財源 実施方法
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元（H31）年度 平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源 ○H30年度：

― ― ○R元（H31）年度：

予算事業名

― ― ― ―

決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

○R元（H31）年度：

○H30年度：
主な財源 実施方法

H30年度 R元（H31）年度 平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額

県内在住の県系移住者に対する日常識字能力の向上のための教室を開設



様式１（主な取組）

活動概要

進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

 (２)これまでの改善案の反映状況

活動指標名
県内在住の県系移住者に対する日常識字能力の
向上のための教室を開設

H30年度 H30年度
決算見込
額合計

進捗状況

実績値

H26年度
　在住外国人を対象に漢字の基礎的な読み書き
学習の場を提供することにより、本県で生活する
にあたり必要となる諸手続等を円滑に行えるよ
う、日常生活に必要な読み書き能力の養成と学
習意欲の向上を図った。

実施 実施 実施 実施 実施 ― 100.0%

0 順調

H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

達成割合
A/B

15人 20人 20人 20人 20人 ― 100.0%

活動指標名 日本語読み書き教室受講者数 H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)

　多くの在住外国人が参加できる場所を提供する
ことができた。また、ボランティアに日本語指導の
補助を担わせることにより地域参加型の教室に
することができた。平成30年度実施内容は、平成
30年4月20日から平成31年3月15日までで全44
回、受講者は各回およそ20名となり、在住外国人
の日常識字能力の向上が図られた。

活動指標名 H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

平成30年度の取組改善案 反映状況

①受講者増加のために、財団ホームページ・財団広報誌への掲載等を利用した周知活
動を引き続き行う他、市町村窓口へのパンフレット設置等を促進する。

②レベルにあった日本語指導を実現するために、講師以外のボランティアを数名追加し
サポート体制を強化する。

①財団ホームページや市町村、国際交流団体へのチラシ配布など、周知活動を実施し
た。

②講師以外のボランティアがのべ54名出席した。



様式１（主な取組）

４　取組の改善案（Action）

・在住資格により学びたい内容が異なるため、受講生のニーズを把握し学習内容にバリエーションをもたせる。
・引き続き、財団との連携を強化し、ボランティアの参加を促進し、国籍や民族に関係なく誰もが安心して暮らせる社会環境づくりに取り組む。

○内部要因 ○外部環境の変化

・学習内容が単一化している。
・ボランティアが日本語講師の補助をすることで新たな交流が生まれ、在住外国人も県
民との繋がりを作ることで、居場所づくりにも繋がっている。

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

・受講生のニーズに合った学習内容にする必要がある。
・財団のホームページを多言語化し、新たな受講希望者を掘り起こす必要がある。

３　取組の検証（Check）

(1)推進上の留意点（内部要因、外部要因の変化）



様式１（主な取組）

（1）取組の進捗状況 (単位：千円)

主な取組 医療通訳ボランティアの利用普及 実施計画記載頁 355

対応する
主な課題

②また、本県の外国人登録者数は平成28年12月末現在において、14,285人となっており、年々増加している状況である。国籍や民族に関係なく誰もが安心して
暮らせる社会の構築に向け、県民の異文化・国際理解の向上など、海外からの移住者・滞在者の増加に対応した環境づくりに取り組む必要がある。

「主な取組」検証票

施策展開 4-(1)-イ 世界と共生する社会の形成
施 策 ②　多文化共生型社会の構築

施策の小項目名 ○在住外国人への支援

実施主体 （公財）沖縄県国際交流・人材育成財団

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

　在住外国人との共生社会に向けた環境整備の一助として、在住外国人のために医療
通訳ボランティアを育成する養成講座、ステップアップ講座を実施する(主体：沖縄県国
際交流・人材育成財団）。全講座修了者は、沖縄県国際交流・人材育成財団の医療通
訳ボランティアとして登録し、関係機関へ紹介する。

H29 H30 R元（H31） R2（H32） R3（H33）

118人
登録者数

 担当部課【連絡先】 文化観光スポーツ部交流推進課 【098-866-2479】

２　取組の状況（Do）

予算事業名 ―

主な財源 実施方法
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元（H31）年度 平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源 ○H30年度：

― ― ○R元（H31）年度：― ― ― ―

医療通訳ボランティアの育成及び関係機関への紹介

講座
開催

登
録

医療、教育機関等
関係機関への紹介



様式１（主な取組）

活動概要

進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

 (２)これまでの改善案の反映状況

活動指標名 登録者数 H30年度 H30年度
決算見込
額合計

進捗状況

実績値

H26年度
　在住外国人のために医療通訳ボランティアを育
成する養成講座及びステップアップ講座を実施
し、平成30年度の医療通訳ボランティア登録者数
は154人となった。医療機関からの要望に応じて
ボランティアを紹介するなど、在住外国人との共
生社会に向けた環境整備に取り組んでいる。

100人 79人 118人 106人 154人 ― 100.0%

0 順調

H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

達成割合
A/B

29件 62件 67件 55件 51件 ― 100.0%

活動指標名 ボランティアの紹介回数 H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)

　医療通訳ボランティアの養成講座を7回、ステッ
プアップ講座を3回実施し、医療通訳ボランティア
を養成し、登録及び派遣紹介を行っている。財団
で養成をしている3言語（英語・中国語・スペイン
語）以外の言語について、OISTスタッフと連携す
ることにより、フランス語やドイツ語などに対応す
ることが可能となった。

活動指標名 H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

平成30年度の取組改善案 反映状況

本事業の実施主体である沖縄県国際交流・人材育成財団は以下の３点を改善案として
挙げている。県としては、これらの改善案を広報活動を通して支援する。

①県民にボランティア養成講座やステップアップ講座の募集と当制度の趣旨を周知する
とともに、財団ホームページや広報誌を通して関係機関等へ周知を図る。また市町村住
民課等の窓口に、チラシやパンフレットを置き多くの在住外国人が利用できるように周知
を図る。

②有償の通訳士育成のための講座や試験実施等の検討を行う。
　
③スペイン語、英語、中国語、韓国語以外の養成言語の検討を行う。

①財団ホームページや、財団広報誌にチラシを挟むことで、周知を図っている。財団広
報誌の配布先は、賛助会員や国際交流団体等関係機関となっている。

②これまで無償ボランティア（交通費のみ）であったが、平成29年度から有償（1時間2千
円、3時間まで）と、ボランティア派遣の形態を変更。ステップアップ講座において、オンラ
イン試験を取り入れるなど、ボランティアの質の向上にも取り組んだ。

③英語、中国語、スペイン語、韓国語以外のフランス語・ドイツ語については、OISTス
タッフと連携することにより、対応可能となった。



様式１（主な取組）

４　取組の改善案（Action）

・医療ボランティア養成講座およびステップアップ講座の内容を工夫し、ボランティアの質の向上に努める。
・ボランティア派遣に関するルールに則り活用するよう、市町村や医療機関に対して活用手順を改めて周知する。

○内部要因 ○外部環境の変化

・　医療通訳ボランティアについては、基本的に5日前までに予約が必要。
・　平成29年度から、1時間2千円、3時間までの有償ボランティアとして派遣している。

・在住外国人の増加に伴い、緊急かつ稀少言語での依頼がある。

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

・有償ボランティアとして派遣しているため、ボランティアの質の向上を図る必要がある。
・ボランティア派遣に関するルールに則り活用するよう、市町村や医療機関へ活用手順を周知する必要がある。

３　取組の検証（Check）

(1)推進上の留意点（内部要因、外部要因の変化）



様式１（主な取組）

（1）取組の進捗状況 (単位：千円)

― ― ― ―

主な財源 実施方法
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元（H31）年度 平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源 ○H30年度：

― 　― ○R元（H31）年度：

 担当部課【連絡先】 文化観光スポーツ部交流推進課 【098-866-2479】

２　取組の状況（Do）

予算事業名 ―

実施主体 （公財）沖縄県国際交流・、人材育成財団

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

　県民と外国人との交流の場を作り、友好親善を促進するため、公益財団法人沖縄県
国際交流・人材育成財団（以下「財団」という）が行う通訳ボランティア、ホームステイ・
ホームビジットボランティアの募集・登録等の事業を支援する。

H29 H30 R元（H31） R2（H32） R3（H33）

237人
登録者数

主な取組 国際交流・協力ボランティアの利用普及 実施計画記載頁 355

対応する
主な課題

②また、本県の外国人登録者数は平成28年12月末現在において、14,285人となっており、年々増加している状況である。国籍や民族に関係なく誰もが安心して
暮らせる社会の構築に向け、県民の異文化・国際理解の向上など、海外からの移住者・滞在者の増加に対応した環境づくりに取り組む必要がある。

「主な取組」検証票

施策展開 4-(1)-イ 世界と共生する社会の形成
施 策 ②　多文化共生型社会の構築

施策の小項目名 ○在住外国人への支援

通訳・ホームステイボランティアの関係機関への紹介

登
録 関係機関への紹介



様式１（主な取組）

活動概要

進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

 (２)これまでの改善案の反映状況

平成30年度の取組改善案 反映状況

①　引き続き財団のホームページ・広報誌等を活用した周知活動や、沖縄県国際交流
団体連絡会議の加盟団体との協力・支援体制を築いていく。

②　「県・市町村国際交流担当者等連絡会議」等で、情報提供・交換を行い、担当者間の
協力体制を築いていく。

①財団の広報誌やホームページを通して、国際交流団体を始めとした県民に向けた養
成講座等の周知を実施した。

②市町村に対しては、広報誌等でイベントの紹介をしており、協力を依頼する市町村に
は個別に情報交換している。

　平成30年度登録数は医療通訳ボランティア154
人、イベントボランティア161人で、合計315人（複
数登録含む）であり、順調に推移している。さら
に、災害時外国人サポーター養成も実施し、在住
外国人の住みやすい環境作りに寄与している。活動指標名 H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

活動指標名 関係機関への紹介件数※参考データ H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)

H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

達成割合
A/B

34件 72件 77件 111件 105件 ― 100.0%

活動指標名 登録者数 H30年度 H30年度
決算見込
額合計

進捗状況

実績値

H26年度
　沖縄県国際交流・人材育成財団では、医療通
訳ボランティア、イベントボランティアの登録・紹介
事業を実施しており、平成30年度は恩納村など
への医療通訳ボランティアの派遣、日本語読み
書き教室への補助ボランティアの参加などを行っ
た。

325人 316人 355人 355人 315人 ― 100.0%

0 順調

H27年度 H28年度



様式１（主な取組）

４　取組の改善案（Action）

・財団のホームページや広報誌による周知活動を実施する。
・医療通訳ボランティアについては、利用機関へルールの周知徹底を促すとともに、養成講座によるボランティアの質の向上に努める。

○内部要因 ○外部環境の変化

・　医療通訳ボランティアについては、医療機関等に活用手順が徹底されていない等の
問題があり、平成29年度からは有償ボランティアとして派遣している。

・　医療通訳ボランティアについて、医療機関等活用期間が申請時間や内容を超えた活
動をさせたケースが確認された。

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

・　医療通訳ボランティアについては、医療機関等活用機関にルールを徹底するよう意識啓発する必要がある。

３　取組の検証（Check）

(1)推進上の留意点（内部要因、外部要因の変化）


