
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 397

対応する
主な課題

②国際的視野を持ち、国際社会において主体的に行動できる人材を育成するため、外国語教育の充実、国際理解教育の推進及び留学や外国人との交流など
を通した実践的なコミュニケーション能力の向上等を図る必要がある。

「主な取組」検証票

施策展開 5-(4)-ア 国際社会、情報社会に対応した教育の推進
施 策 ①　外国語教育、海外交流・留学等の充実

施策の小項目名 ○外国語に親しむ機会の創出及び国際理解教育の推進

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
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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。
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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決まってくる。

・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）
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（1）取組の進捗状況 (単位：千円)

県単等 委託 12,743 13,191 17,501 13,807

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：　海外県系人子弟16名を沖縄に招聘し、県内の
同年代17名と1週間生活をともにしながら、沖縄の歴史や文化
等を学習するプログラムを実施した。

14,854 14,854 県単等 ○R元（H31）年度：　海外県系人子弟16名を沖縄に招聘し、県
内の同学年17名と1週間生活をともにしながら、沖縄の歴史や
文化等を学習するプログラムを実施する。

 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 ①ウチナージュニアスタディー事業

40人（ｳﾁﾅｰﾝﾁｭ
大会時）

実施主体 県

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

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。

H29 H30 R元（H31） R2（H32） R3（H33）

30人
交流人数

10人
派遣人数

主な取組 次世代ウチナーネットワーク育成事業 実施計画記載頁 398

対応する
主な課題

②国際的視野を持ち、国際社会において主体的に行動できる人材を育成するため、外国語教育の充実、国際理解教育の推進及び留学や外国人との交流など
を通した実践的なコミュニケーション能力の向上等を図る必要がある。

「主な取組」検証票

施策展開 5-(4)-ア 国際社会、情報社会に対応した教育の推進
施 策 ①　外国語教育、海外交流・留学等の充実

施策の小項目名 ○留学派遣及び海外教育機関等との交流

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
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○R元（H31）年度：　8月に沖縄の高校・大学生10名をカナダ・
バンクーバー（バンクーバー沖縄県友愛会）へホームステイ派
遣し、現地の県系人との交流を図る。

○H30年度：　8月に沖縄の高校・大学生10名をアメリカ・ガー
デナ（北米沖縄県人会）へ約10日間ホームステイ派遣し、現地
の県系人との交流を図った。

県単等 負担 4,511 4,511 5,111 5,111 5,111 5,111 県単等

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 ②海邦養秀ネットワーク構築事業
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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

・各交流事業参加者が連携し、プログラム内で交流できる場を設けることで、新たなネッ
トワークを築くと共にウチナージュニアスタディー事業参加者が数年後海邦養秀ネット
ワーク構築事業に参加するなど、他交流事業への積極的な参加を促す。

・各交流事業参加者に対し、「世界のウチナーンチュの日」イベント等への参加を促し、
事業終了後もウチナーネットワークの担い手としての意識向上を図る。

・ジュニアスタディー事業に参加した経験のある参加者が海邦養秀事業に参加し、派遣
先で同じくジュニアスタディー事業に参加した経験者と再会し、他の参加者達も交流を
深めるきっかけを作るなど、参加促進が進んできている。

・ジュニアスタディー事業参加者や、海邦養秀事業参加者が、世界のウチナーンチュの
日関連の出前講座などで自身の学校等で自らの経験を発信する機会を作るなど、意識
向上が図られてきている。

　各交流事業の参加人数は計画値を達成してい
る。
海外・県内各地で行われている世界のウチナー
ンチュの日関連イベントに各交流事業参加者が
参加し、お互いに交流を深め、出前講座等で自ら
の経験を発信するなど、ウチナーネットワークの
担い手として更なる意識向上が図られてきてい
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 【海邦養秀ネットワーク構築事業】交流人数 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

10人 10人 10人 10人 10人 10人 100.0%

活動指標名 【ウチナージュニアスタディー事業】交流人数 H30年度 H30年度
決算見込
額合計

進捗状況

実績値

H26年度
　海外移住者子弟16名を沖縄に招聘し、県内の
同年代の学生17名と1週間合宿しながら沖縄の
歴史や文化等について学ぶウチナージュニアス
タディー事業、県内高校・大学生10名をアメリカ・
ガーデナ（北米沖縄県人会）へ約2週間ホームス
テイ派遣し、現地の県系人との交流を図る海邦
養秀ネットワーク構築事業を実施した。

33人 33人 44人 33人 33人 33人 100.0%

19,965 順調

H27年度 H28年度
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４　取組の改善案（Action）

・事前学習やプログラム内で各交流事業の参加者が交流できる機会を設けることでウチナーネットワークの活性化を図り、他交流事業への積極的な参加を促す。
・各交流事業参加者が「世界のウチナーンチュの日」関連イベントに参加するだけではなく、ウチナーネットワークの担い手として発信する場を設ける。

○内部要因 ○外部環境の変化

・世界のウチナーネットワーク強化推進事業でのイベントや出前講座（小・中・高、一般向
け）において、ウチナージュニアスタディー事業参加者や海邦養秀事業参加者が活動報
告する機会を設けたところ、学校や地域を中心に県民に対する波及効果が高かった。

・各交流事業の参加者同士が、出前講座やイベントにおいてお互いの成果を知ること
で、他事業への関心を高め、参加意欲を高めることに効果があった。

・世界のウチナーネットワークに関心を持つ団体や大学等が増え、取組が活発になって
きている。

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

・各交流事業の参加者が連携することで新たな絆を築くことができるとともに、お互いに刺激し合い意欲を高めることができることから、事業間を超えて交流できる機会を作る必
要がある。
・事業終了後も国際交流関係事業を紹介するなど、アフターフォローを行うことでウチナーネットワークへの意識付けを促す必要がある。

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）


