
様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

354

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
プレイベントの
実施

第６回大会の
開催

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

290,000 290,000
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

― ―

①ウチナーネットワークの継承・拡大

世界のウチナーンチュ大会の開催

順調

推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

　海外からの参加者は第１回大会以降、全体の参加者も第３回大会以降回を追うごとに
増加しており、平成28年度の第６回大会は海外からの参加者数と全体の参加者数の両
方において最多を更新した。

推進状況

実績値

―

事業名 活動内容

― ―

対応する
主な課題

平成29年度計画

第６回世界
のウチナー
ンチュ大会
開催事業

　海外キャラバン等広報活動を展開し、１０月２６
日から１０月３０日の期間、第６回世界のウチナー
ンチュ大会を開催した。

活動指標名

― ―

施策

主な取組

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

(施策の小項目) ―

○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

平成28年度実績

　ウチナーネットワークを持続的に継承、発展させるとともに、沖縄独自のソフトパワーを
国内外に発信し、その魅力と可能性を活用して沖縄の未来を切り開いていくことを目的と
して「第６回世界のウチナーンチュ大会」を開催する。

担当部課 文化観光スポーツ部交流推進課

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展開

大会ＰＲキャラバン（県内

外、海外）
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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

418,030人
（23年度）
（第5回）

429,168人
（28年度）
（第6回）

500,000人
（28年度）
（第6回）

11,138人 ―

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

30市町村
（23年度）
（第5回）

30市町村
（28年度）
（第6回）

36市町村
（28年度）
（第6回）

0市町村 ―

傾向 全国の現状

4,393人
（18年度）
（第4回）

5,317人
（23年度）
（第5回）

7,353人
（28年度）
（第6回）

↗ ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（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）

成果指標

世界のウチナーンチュ大会関与の県
内市町村数

参考データ 沖縄県の現状・推移

世界のウチナーンチュ大会への海外
からの参加者数

・全体の参加者数が目標値に届いていないことから、県民参加者数の増加を図る取り組みが必要であ
る。
・第６回世界のウチナーンチュ大会において、毎年１０月３０日が「世界のウチナーンチュの日」と制定
されたことなどを踏まえ、世界中のウチナーネットワークと県民とのつながりを強化する取り組みを行う
必要がある。

・県民参加者数の増加を図る取り組みを行う。
・第６回世界のウチナーンチュ大会において、毎年１０月３０日が「世界のウチナーンチュの日」と制定
されたことなどを踏まえ、世界中のウチナーネットワークと県民とのつながりを強化する取り組みを行
う。

　海外からの参加者は第１回大会以降、全体の参加者も第３回大会以降回を追うごとに増加し
ており、平成28年度の第６回大会は海外からの参加者数と全体の参加者数の両方において最
多を更新した。

○内部要因
・第６回大会は、海外からの参加者数の大幅な増加が見られたものの、全体の参加者数は目標値に
届いていないことから、県民参加者数の増加が課題である。

○外部環境の変化
・平成28年度に開催された第６回世界のウチナーンチュ大会において、毎年１０月３０日が「世界のウ
チナーンチュの日」と制定されたことなどを踏まえ、次世代も含めウチナーネットワークを担う各主体が
沖縄とのつながりを強化する取り組みを行う行動宣言がなされた。

世界のウチナーンチュ大会イベント参
加者数（延べ人数）

成果指標

平成28年度の取組改善案 反映状況

①来場者が円滑にアクセスできるよう、公共交通
機関との連携を密に行うほか、臨時駐車場の確保
及び会場までのピストン輸送を行うなど、参加しや
すい環境を整える。

②関連イベントを行う市町村及び団体に対し、イベ
ント情報の更新がある場合の連絡体制を構築す
る。

①来場者が円滑にアクセスできるよう、公共交通
機関との連携を密に行ったほか、臨時駐車場の
確保及び会場までのピストン輸送を行うなど、参
加しやすい環境を整えた。

②関連イベントを行う市町村及び団体に対し、イ
ベント情報の更新がある場合の連絡体制を構築
し、円滑な情報発信に努めた。
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実施計画
記載頁

354

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

「主な取組」検証票

　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。

担当部課 文化観光スポーツ部交流推進課

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展開

施策

主な取組

年度別計画

取組内容

(施策の小項目) ―

○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

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

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。
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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

17,508 17,501 県単等

42,483 39,852 県単等

5,111 5,111 県単等

15人

８人

ウチナー
ジュニアスタ
ディー事業

・平成28年7月31日～8月6日までの間、海外移住
者の子弟を沖縄県に招聘し、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実施した
（参加者合計44名/県内中高生：20名、県外高校
生2名、海外県系人子弟：20名、県内・海外青年
リーダー：2名）。

【ウチナージュニアスタディー事業】交流人数 60人 44人

計画値 実績値

平成28年度実績

【ウチナーンチュ子弟等留学生受入事業】受入人数 15人

事業名 活動内容

ウチナーン
チュ子弟留
学生受入事
業

 平成28年4月～平成29年3月までの間、沖縄県出
身移住者子弟から12名（アメリカ4名、ボリビア3
名、ペルー2名、ブラジル2名、アルゼンチン1名）、
アジア諸国等から3名（中国1名、台湾2名)の合計
15名を受け入れ、県内の大学や企業等で就学・研
修を行った。

海邦養秀
ネットワーク
構築事業

平成28年8月16日～8月31日までの間、沖縄の高
校生・大学生10名をペルー沖縄県人会へホーム
ステイ派遣した。

推進状況

活動指標名

【海邦養秀ネットワーク構築事業】派遣人数

やや遅れ

推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

10人

　3事業中2事業については、計画値以上の実績値となっている。
　計画値未満の1事業についてはウチナーンチュ大会に合わせて平成28年度の参加者
倍増を計画値としていた。通年の海外参加者の定員数15名については定員数を上回る
応募者があるものの、倍増の定員数（30）を超える応募者実績が得られなかった等の理
由から達成できていない状況である。他方、当該事業については、海外からを含め同事
業のOBOGが多くボランティアとして毎年事業に関わるなど数値のみでは計れない事業
効果も出ているものと考えている。
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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

13,844 県単等

40,087 県単等

5,111 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）

1,442人
（28年度）

1,441人 266人 ―

14.8％
（23年度）

30.5.％
（28年度）

35.0％ 15.7ポイント ―

傾向 全国の現状

33名
（Ｈ26）

33名
（Ｈ27）

44名
（Ｈ28）

↗ ―

9名
（Ｈ26）

12名
（Ｈ27）

15名
（Ｈ28）

↗ ―

9名
（Ｈ26）

10名
（Ｈ27）

10名
（Ｈ28）

↗ ―

ウチナーン
チュ子弟等
留学生受入
事業

　平成29年4月～平成30年3月までの間、沖縄県出身移住者子
弟から11名（ボリビア3名、ペルー2名、ブラジル2名、アルゼン
チン2名、アメリカ・カナダ各1名）、アジア諸国等から優秀な人
物3名（台湾2名、中国1名）の合計14名を受け入れ、県内の大
学や県内企業等で就学・研修を行う。

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聘し、平成29年7月～8月の
1週間程度、県内の同年代と生活をともにしながら、移民・移住
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、県外高校生：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。

次世代ウチナーネットワーク参加青少
年数（累計）

・3事業の参加者の希望者については、第６回ウ
チナーンチュ大会の開会式（開会宣言担当）やパ
レード等様々な場面で参加し、交流できる機会を
設けることができた。

・各国際交流事業の現役参加者やOBOGで構成さ
れる実行委員会を立ち上げ研修プログラムの検
討等を行い、ウチナーネットワーク大合宿を開催し
た（１泊２日）。

・平成28年度に開催される第６会世界のウチナー
ンチュ大会に参加するため来沖する県系人等と各
事業OBOGが交流する機会を設けることで、ウチ
ナーネットワークの強化を図る。

・各国際交流事業間のOBOGのネットワーク化と、
年度を超えたOBOGのネットワーク化をより強化す
るため、OBOG交流会の参加人員の構成や運営の
あり方などの実施要項の再検討を行う。

平成29年度計画

海邦養秀ネットワーク構築事業　参加
人数

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

事業名 活動内容

ウチナーンチュ子弟等留学生受入事
業　参加人数

反映状況

参考データ

ウチナージュニアスタディー事業　参
加人数

沖縄県の現状・推移

海邦養秀
ネットワーク
構築事業

平成29年8月中に2週間程度、在アルゼンチン沖縄県人連合会
へ沖縄の学生10名をホームステイ派遣する。

成果指標

平成28年度の取組改善案
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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、外部環境の変化）

（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）

・沖縄の将来の国際交流を担う人材を着実に育成し、各国際交流事業を超えたネットワーク化を促進
していくために、フォローアップを効果的に実施していく必要がある。

・「世界のウチナーンチュの日」が制定されたことを踏まえ、次世代のウチナーネットワークを担う人材
と同日の取組との連携を図っていく必要がある。

・沖縄の将来の国際交流を担う人材を着実に育成し、各国際交流事業を超えたネットワーク化を促進
していくために、参加者のニーズに合ったフォローアップの取組を実施する。

・「世界のウチナーンチュの日」が制定されたことを踏まえ、次世代のウチナーネットワークを担う人材
と同日の取組を図る。

・「世界のウチナーンチュの日」の取組に、次世代のウチナーネットワークを担う人材の参加が促進さ
れるよう連携を図る。

　次世代ウチナーネットワーク参加青少年数は累計で1，442人、参加者とのネットワークの継続
は30.5%と順調に推移している。

○内部要因
・平成28年度に開催された第６回世界のウチナーンチュ大会において、毎年１０月３０日が「世界のウ
チナーンチュの日」と制定されたことを踏まえ、ウチナーネットワークを一層強化していく施策展開が必
要である。

○外部環境の変化
・平成28年度に開催された第６回世界のウチナーンチュ大会において、毎年１０月３０日が「世界のウ
チナーンチュの日」と制定されたことなどを踏まえ、次世代も含めウチナーネットワークを担う各主体が
沖縄とのつながりを強化する取り組みを行う行動宣言がなされた。
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実施計画
記載頁

355

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

8,080 4,382 県単等

　県系人のペルー移住110周年記念式典に知事
が出席するなど、海外県人会と母県沖縄とのつな
がりを再確認するとともにウチナーネットワークの
強化が図られた。

県人会式典等への参加 ―
3カ所

（H28年度）

計画値 実績値

「主な取組」検証票

平成28年度実績

　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。

担当部課 文化観光スポーツ部 交流推進課

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展開

施策

主な取組

活動指標名

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

海外移住記
念事業費

―

○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。

対応する
主な課題

①ウチナーネットワークの継承・拡大

国内外の県人会との連携

順調

推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果推進状況

(施策の小項目)

　　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が根付いているこ
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、あわせて平成28年度開催の世界のウチナーンチュ
大会への協力依頼をした。

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

5,332 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

4,393人
（第4回)

5,317人
（第5回）

7,353人
（第６回）

↗ －

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（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）

―

①ペルー、ブラジル、アルゼンチンにおける節目
の式典に知事等が出席し、海外県人会と母県沖
縄とのネットワークの強化が図られた。
　また、平成28年度には第６回世界のウチナーン
チュ大会が開催されるとともに、毎年１０月３０日
が「世界のウチナーンチュの日」と制定されたこと
などを踏まえ、県人会等ウチナーネットワークを担
う各主体が沖縄とのつながりを強化する取り組み
を行う行動宣言がなされた。

・各国の入植周年式典などの節目を捉えて県三役等県関係者が当該地域を訪問し、母県沖縄と海外
県人会との繋がりを強化するとともに、新たに「世界のウチナーンチュの日」が制定されたことを好機と
して捉え、県人会等各主体の取り組みを促進するなど、ウチナーネットワークの継承・発展を強化する
必要がある。

・引き続き、各国の入植周年式典などの節目を捉えて県三役等県関係者が当該地域を訪問し母県沖
縄と海外県人会との繋がりを強化するとともに、周年式典等の節目ではない年においても、世界のウ
チナーンチュの日に関する県人会等各主体の取り組みと連携し、ウチナーネットワークの継承・発展を
強化する。

　各国の周年事業に県三役等が出席することで、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。

○内部要因
・平成28年度に開催された第６回世界のウチナーンチュ大会において、毎年１０月３０日が「世界のウ
チナーンチュの日」と制定されたことを踏まえ、ウチナーネットワークを一層強化していく施策展開が必
要である。
○外部環境の変化
・平成28年度に開催された第６回世界のウチナーンチュ大会において、毎年１０月３０日が「世界のウ
チナーンチュの日」と制定されたことなどを踏まえ、県人会等ウチナーネットワークを担う各主体が沖縄
とのつながりを強化する取り組みを行う行動宣言がなされた。

平成29年度計画

　キューバ等との周年式典等との連携を検討するともに、平成
28年度に開催された第６回世界のウチナーンチュ大会におい
て、毎年１０月３０日が「世界のウチナーンチュの日」と制定され
たことなどを踏まえ、海外県人会とのウチナーネットワーク強化
に向けた連携を図る。

事業名 活動内容

反映状況

参考データ

世界のウチナーンチュ大会参加者数
（海外）

沖縄県の現状・推移

成果指標

平成28年度の取組改善案

①引き続き、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。

海外移住記
念事業費



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

355

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

2,082 1,551 県単等

「主な取組」検証票

平成28年度実績

　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「ウチナー民間大使」に認証する。
　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。

担当部課 文化観光スポーツ部 交流推進課

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展開

施策

主な取組

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

(施策の小項目) ―

○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。

対応する
主な課題

活動指標名

民間大使数 240人 272人

計画値

①ウチナーネットワークの継承・拡大

新ウチナー民間大使の認証

順調

推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

　平成28年度は「第６回世界のウチナーンチュ大会」が開催されたこともあり、米国から７
名、ブラジルから３名、ペルー３名、ボリビア２名、フランス、メキシコ、ヴェトナム、オースト
ラリア、フィリピン、台湾からそれぞれ１名の合計２１名が認証されており、計画値を大幅
に上回っている状況で、これまで認証数の少ないアジア・オセアニア地域からも多く認証
されている。

推進状況

実績値

国際ネット
ワーク事業

　平成28年度は２１名のウチナー民間大使を認証
した。
　また、６名の民間大使が行った伝統工芸・写真
展、エイサー普及事業（米国）、沖縄祭り・日本武
道祭り（グアテマラ）、紅型展示・沖縄民謡演奏会
（ドイツ）、沖縄写真展・芸能の夕べ（ブラジル）、沖
縄舞踊ビデオ作成（ペルー）の各事業に対し、助成
を実施した。

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



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

2,039 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

242人
（26年）

251人
（27年）

272人
（２８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）

事業名 活動内容

国際ネット
ワーク事業

　５名程度の民間大使が行う事業に対して、助成を実施する予
定。

成果指標

平成29年度計画

平成28年度の取組改善案 反映状況

①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、アンケート結果を県のホームページで公表し、
助成例を紹介する等、助成金の申請を促す。加え
て県人会等の民間大使推薦機関と連絡を密にとり
情報を収集し、民間大使の活動状況の広報を強化
する。

②県人会の少ないアジア地域においては、沖縄県
の海外事務所や、過去に県費留学生だった方々と
連絡をとり、連携していくことで情報収集し、民間大
使候補者の増加を図る。併せて沖縄県に在籍する
国際交流団体に周知活動を行い、推薦機関の拡
大を図る。

①ウチナー民間大使等の活動事例集（平成27年
度作成）の広報に努めるとともに、活動助成に係る
募集を各ウチナー民間大使宛てに行った。

②平成28年度は「第６回世界のウチナーンチュ大
会」が開催されることを踏まえ、同大会のウチナー
民間大使の推薦を関係者に文書で依頼し、米国
から７名、ブラジルから３名、ペルー３名、ボリビア
２名、フランス、メキシコ、ヴェトナム、オーストラリ
ア、フィリピン、台湾からそれぞれ１名の合計２１名
が認証され、これまで認証数の少ないアジア・オセ
アニア地域からも多く認証された。

③第６回世界のウチナーンチュ大会で毎年１０月３
０日が「世界のウチナーンチュの日」と制定された
ことなどを踏まえ、同大会においてウチナー民間
大使等ウチナーネットワークを担う各主体が沖縄と
のつながりを強化する取り組みを行う行動宣言が
なされた。

　ウチナー民間大使の人数は、世界中で270人を超えていることから順調であり、引き続き交流
基盤としてのウチナーネットワークを強化・拡充していく。

○外部環境の変化
・平成28年度に開催された第６回世界のウチナーンチュ大会において、毎年１０月３０日が「世界のウチ
ナーンチュの日」と制定されたことなどを踏まえ、ウチナー民間大使等ウチナーネットワークを担う各主
体が沖縄とのつながりを強化する取り組みを行う行動宣言がなされた。

―

○内部要因
・平成28年度に開催された第６回世界のウチナーンチュ大会において、毎年１０月３０日が「世界のウチ
ナーンチュの日」と制定されたことを踏まえ、ウチナーネットワークを一層強化していく施策展開が必要
である。

参考データ 沖縄県の現状・推移

ウチナー民間大使認証人数



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）

・「世界のウチナーンチュの日」の定着化を図りウチナーネットワークの強化を推進するため、助成例の
紹介等ウチナー民間大使の活動を促進するとともに、同活動に関する情報発信の強化を図る必要が
ある。

・「世界のウチナーンチュの日」を中心とするウチナーネットワーク強化の取組と連携し、ウチナー民間
大使の活動に関する情報発信の強化を図る。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

355

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

― ― ―

①ウチナーネットワークの継承・拡大

世界若者ウチナーンチュ連合会との連携

順調

推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

　過去4回海外において世界若者ウチナーンチュ大会が継続的に開催され、平成28年度
には第5回若者大会が沖縄で開催されるなど順調に推移しており、主催者側は今後は、2
年に一度若者大会を開催するとしている。

推進状況

実績値

― 2,334人（H28年）※累計

(施策の小項目) ―

○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

―

第5回世界若者ウチナーンチュ大会の開催
主催：第5回世界若者ウチナーンチュ大会実行委
員会
日程：平成28/9/10、10/20～23、10/29
場所：沖縄県内各地（金武町、西原町、中城村、
名護市、うるま市他）
参加国：ﾌﾞﾗｼﾞﾙ、ﾎﾞﾘﾋﾞｱ、ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ、ﾍﾟﾙｰ、ｱﾒﾘｶ、
ﾊﾜｲ、ｶﾅﾀﾞ、台湾、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ、ｲﾝﾄﾞ、沖縄、日本
参加者：2，334人（累計）

活動指標名

世界若者ウチナーンチュ大会参加者

主な取組

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

「主な取組」検証票

平成28年度実績

　世界若者ウチナーンチュ連合会が中心となり、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。

担当部課 文化観光スポーツ部 交流推進課

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展開

施策

「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

― ― ― ― ―

傾向 全国の現状

40人
（26年）

80人
（27年）

― ↗ ―

状
況
説
明

参考データ 沖縄県の現状・推移

平成28年度の取組改善案 反映状況

①世界若者ウチナーンチュ連合会が自立的に大
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。

②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。

③平成28年度に実施する第5回世界若者ウチナー
ンチュ大会は沖縄で開催されることから、同大会に
参加するために来沖する若い世代の県系人等と各
交流事業OBOGが交流する機会を設けることで、
ウチナーネットワークの強化を図る。

世界若者ウチナーンチュ大会参加人
数

　過去4回海外において世界若者ウチナーンチュ大会が継続的に開催され、平成28年度には第
5回若者大会が沖縄で開催されるなど順調に推移しており、主催者側は今後は、2年に一度若
者大会を開催するとしている。

―

事業名 活動内容

― ―

成果指標

平成29年度計画

①交流事業で実施する移民学習を同連合会と連
携して実施することで、移民学習の必要性や彼ら
の活動内容の紹介等を合わせて行った。

②各交流事業OBOGを対象とする交流会を実施
する際のコーディネーターに同連合会を活用した。
事業OBOGと同連合会が連携できる場を創出する
ことで、若い世代の加入促進を図った。

③平成28年度に沖縄で開催された第5回若者大
会を、第６回世界のウチナーンチュ大会のプレイ
ベントに位置づけて同大会実行委員会が支援を
行った。



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、外部環境の変化）

（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）

・今後、世界若者ｳﾁﾅｰﾝﾁｭ大会は2年に1度の開催となる予定であるが、「世界のウチナーンチュの
日」が制定されたことを踏まえ、引き続き開催年以外の年においても世界若者ウチナーンチュ連合会と
の連携を検討していく必要がある。

・今後、世界若者ｳﾁﾅｰﾝﾁｭ大会は2年に1度の開催となる予定であるが、「世界のウチナーンチュの
日」が制定されたことを踏まえ、引き続き開催年以外の年においても世界若者ウチナーンチュ連合会と
の連携を検討していく必要がある。

○内部要因
・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。

・世界若者ｳﾁﾅｰﾝﾁｭ大会の主催者は、平成28年の第5回大会以降は2年に1度開催するとしている。

○外部環境の変化
・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依頼を実施し、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。

・沖縄をテーマにしたものだけではなく、開催地特有の社会問題等を取り入れることで、ウチナーネット
ワークの絆を深めるとともに、国際理解を図る必要がある。

・平成28年度に開催された第６回世界のウチナーンチュ大会において、毎年１０月３０日が「世界のウ
チナーンチュの日」と制定されたことなどを踏まえ、次世代も含めウチナーネットワークを担う各主体が
沖縄とのつながりを強化する取り組みを行う行動宣言がなされた。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

355

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
14箇所
プロモーション
実施地域数

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

2,072,049 2,062,529
一括交付
金

（ソフト）

②観光交流、経済交流等の推進

沖縄観光国際化ビッグバン事業

順調

推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

　海外主要都市と那覇空港を結ぶ国際航空路線の拡充や、海外の旅行博覧会等におけ
る沖縄観光プロモーションに取り組んだ結果、外国人観光客数（空路）116.3万人（H27年
度）→143.1万人（H28年度）、外国人観光客数（海路）50.7万人（H27年度）→69.8万人
（H28年度）へと増加した。平成28年度は目標達成済み、シンガポールからの直行定期便
の誘致とトランジット送客の拡大等により、引き続き外国人観光客の誘致強化を図る。

推進状況

実績値

29箇所

対応する
主な課題

沖縄観光国
際化ビッグ
バン事業

　重点市場（台湾、韓国、中国、香港）の旅行博に
おける14箇所計29回の沖縄観光ブースの出展、
戦略開拓・新規市場（東南アジア、北米、欧州、
オーストラリア、ロシア等）の旅行博における15箇
所計27回の沖縄観光ブースの出展等を行った。

活動指標名

プロモーション実施地域数 14箇所

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

(施策の小項目) ○観光交流・MICE等の推進

○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

平成28年度実績

　外国人観光客数の誘致強化のため、チャーター便の就航、新規路線の就航、既存便
の増便・大型化、トランジット等の交通ネットワーク拡大を促すとともに、広告プロモーショ
ン、旅行博覧会への出展、沖縄観光セミナーなどの事業を実施する。

担当部課 文化観光スポーツ部　観光振興課

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展開

施策

主な取組

航空路線拡充に関する助成、知名度向上の
ためのプロモーション等の実施



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

1,519,853
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

30.1万人
（23年度）

212.9万人
（28年度）

120.0万人 182.8万人 ―

傾向 全国の現状

74.6万人
（26年度）

116.3万人
（27年度）

143.1万人
（28年度）

↗ ―

状
況
説
明

参考データ 沖縄県の現状・推移

外国人観光客数（空路）

外国人観光客数

　平成28年度の外国人観光客数は212.9万人（うち空路143.1万人、海路69.8万人）となり、前年
度比27.5％の大幅増加となった。国別の内訳は、台湾65.2万人（前年比29％増）、韓国45.2万人
（同35.8％増）、中国43.5万人（同22.7％増）、香港21.8万人（同8％増）、その他37.2万人（同
34.9％増）という状況。

事業名 活動内容

沖縄観光国
際化ビッグ
バン事業

　外国人観光客数の拡大を目的に、①航空路線の就航や増便
等を促す交通アクセスの拡充、②映画やＴＶ等のマス媒体も活
用した一般旅行者の認知度向上、③セールス活動の拡充によ
るビジネスチャネルの強化等を実施する。

成果指標

平成28年度の取組改善案 反映状況

①深夜早朝枠へチャーター便を誘導するため、沖
縄県が入管、税関、検疫所やハンドリング会社に
対して受入体制の整備を要請する。

②チャーター便の就航実績のあるタイ（バンコク）と
シンガポールを注力市場と位置づけ、集中的に予
算と人員を投入する。ロシアについては政治・経済
状況の様子を注視しながら決定する。

③シンガポール事務所が中心となりチャンギ空港
グループの協力を得て、シンガポールの主要航空
会社や主要旅行社に対して、シンガポールから那
覇への直行便の就航を実現するためのセールス
活動を、周辺国を含めて展開する。

④長距離路線のトランジット送客支援の仕組みを
構築するため、現地航空会社、旅行会社との連携
や委託駐在員を活用した取り組みを行う。

①入管、税関、検疫所やハンドリング会社に対し
て情報提供や情報交換を行うと共に、航空会社、
旅行会社からの要望を踏まえ継続的に要請を
行った。

②タイ、シンガポールに注力し、タイからの直行便
就航に繋がった。シンガポールにおいての認知度
も高まりつつある。ロシアについては、継続的に沖
縄商品を販売する旅行社等との連携など、予算の
投下を抑えつつ、既存の関係先との協力体制を
強化した。

③シンガポール事務所において、チャンギ空港グ
ループと共に航空会社との交渉等を行い連続
チャーターから直行定期便に向けた交渉を展開し
ている。周辺国については、委託駐在員や現地旅
行社と連携したPR活動を実施した。

④欧米豪等からの誘客強化に向けて観光誘客サ
ポート員を設置し、営業活動と旅行博後のフォ
ローアップを実施した。

平成29年度計画



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、外部環境の変化）

（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）

･日本でも数少ない24時間空港である那覇空港のメリットを活かした取り組みの検討をする必要があ
る。

・海外プロモーションの実施場所と投資費用の選択と集中をする必要がある。

・相互連携協定を活かした路線誘致活動の推進をする必要がある。

・基幹路線（成田、関空、仁川、北京、上海、香港、台北等⇔那覇）を活用した欧米豪からのトランジット
送客の推進をする必要がある。

・深夜早朝枠へチャーター便を誘導するため、沖縄県が入管、税関、検疫所やハンドリング会社に対し
て受入体制の整備を要請する。

・チャーター便の就航実績のあるタイ（バンコク）とシンガポールを注力市場と位置づけ、集中的に予算
と人員を投入する。

・シンガポール事務所が中心となりチャンギ空港グループの協力を得て、シンガポールの主要航空会
社や主要旅行社に対して、シンガポールから那覇への直行便の就航を実現するためのセールス活動
を、周辺国を含めて展開する。

・長距離路線のトランジット送客支援の仕組みを構築するため、現地航空会社、旅行会社との連携や
委託駐在員を活用した取り組みを行う。

○内部要因

・航空各社の新規参入増、既存定期便の運航機材大型化などにより、那覇空港新国際線ターミナルの
ハンドリング業務が厳しい状況となっている。

・平成27年7月沖縄県シンガポール事務所を開設し、東南アジアへの展開に向けた対応力が向上し
た。
○外部環境の変化

・平成25年7月よりタイおよびマレーシアからの訪日短期滞在観光客がノービザとなった。

・平成26年3月にシンガポールチャンギ空港グループと沖縄県が相互連携協定を締結した。

・平成29年2月に東南アジアからの初の直行定期便であるバンコク-那覇線が就航した。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

355

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
７箇所
プロモーション
実施地域数

→ 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

107,944 105,792
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

80,070
一括交付

金
（ソフト）

「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

(施策の小項目) ○観光交流・MICE等の推進

主な取組 クルーズ船プロモーション事業

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。

取組内容
　国内外のクルーズ船社への誘致活動や旅行会社等と連携した商品造成支援等を行う
とともに、受入体制を強化し、クルーズ船の寄港促進を図る。

年度別計画

担当部課 文化観光スポーツ部 観光振興課

平成28年度実績

事業名 活動内容

クルーズ船
プロモーショ

ン事業

　クルーズ船の本県への寄港促進を図るため、船
社訪問や展示会出展など一連の誘致活動を７地
域で実施した。また、乗客の満足度向上を図るた
め、シャトルバス支援やクルーズ船受入団体への
支援など受入体制強化のための事業を実施した。

活動指標名 計画値 実績値

プロモーション実施地域数 ７地域 ７地域

推進状況 推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

順調

　船社訪問や展示会出展等の誘致活動を中国、シンガポール、米国など７地域で展開
し、順調に取組を推進した。平成28年における本県へのクルーズ船寄港回数は388回で
対前年比で169回、約77％増となった。海路の入域観光客数は762,600人で対前年比で
298,200人、約64％増となった。ともに前年を大幅に上回り順調に推移している。

平成29年度計画

事業名 活動内容

クルーズ船
プロモーショ

ン事業

　クルーズ船の寄港促進を図るため、船社訪問や展示会出展
などの誘致活動を実施する。また、受入体制強化に係る事業も
引き続き実施する。

クルーズ寄港への助成、誘致プロ
モーションの実施



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

30.1万人
(23年度)

212万人
（H28年度）

120.0万人 178.1万人 ―

傾向 全国の現状

24.0万人
（H26年度）

50.7万人
（H27年度）

69.8万人
（H28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、外部環境の変化）

（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28年度の取組改善案 反映状況

①沖縄の実情に合わせた持続可能なクルーズ船
受入体制構築のため、クルーズ市場の今後の需
要予測、県内各港における受け入れの現状整理と
課題の抽出、クルーズ船による経済効果等を分析
する調査事業を実施し、クルーズ船誘致方針及び
受入体制強化戦略を策定する。

①平成28年度実施の調査事業により、需要予測
や許容量調査に基づく平成33年度の外国海路客
200万人の目標値設定と合わせて、県内各港にお
ける課題等を抽出し、誘致・受入の戦略を構築し
た。

　H28年度の外国人観光客数は212万人となり、10年後の目標をすでに達成している。そのう
ち、海路による外国人観光客数は69.8万人と順調に推移し、クルーズ船プロモーション事業が
成果指標の達成に寄与している。同事業の実施により、今後も好調な達成状況が維持される見
込みであり、観光分野における国際交流の強化につながっている。

○内部要因
・これまで寄港の少なかった平良港や中城湾港でもクルーズ船の寄港が増加傾向にあり、中城湾港で
はクルーズ船の受入主体である「クルーズ連絡促進協議会」が発足するなど、各港でクルーズ船受入
に関する体制強化が進んでいる。

・一方で、クルーズ船の寄港増により、バス不足やガイド不足など受入面での課題が生じている。

○外部環境の変化
・主要なクルーズ船社が中国をはじめとした東アジアに配船を進めるなどクルーズ人口が増加してお
り、東アジアのクルーズ市場は拡大傾向にある。

・那覇港、石垣港だけでなく、平良港、中城湾港へのクルーズ船の寄港も増加している。

・平成28年度に策定した沖縄クルーズ戦略に基づき、「クルーズ拠点化及び分散受入」、「県全土への
波及と共生」、「ＰＤＣＡサイクルの構築」の３つの柱を軸に、全県的にクルーズ船の誘致・受入が推進
できる体制の構築を図る。

・中国や台湾などアジアからのクルーズが好調である一方、欧米客向けクルーズの寄港が少ない状況
であるため、欧米向けに沖縄の寄港地としての認知度向上のためのプロモーション活動を展開する。

・各地域のクルーズ促進連絡協議会との連携強化をはじめ、沖縄県クルーズ促進連絡協議会等の場
を活用し、誘致・受入にかかる課題の共有や解決に向けて、官民一体となった取り組みを推進する。

成果指標

外国人観光客数

参考データ 沖縄県の現状・推移

外国人観光客数（海路）



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

355

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

2,072,049 2,062,529
一括交付
金

（ソフト）

「主な取組」検証票

平成28年度実績

　外国人観光客数の拡大を目的に、①チャーター便の就航、新規路線の就航や増便等
を促す交通アクセスの拡充、②映画やＴＶ等のマス媒体も活用した一般旅行者の認知度
向上、③セールス活動の拡充によるビジネスチャネルの強化等を実施する。

担当部課 文化観光スポーツ部　観光振興課

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展開

施策

主な取組

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

(施策の小項目) ○観光交流・MICE等の推進

○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。

対応する
主な課題

沖縄観光国
際化ビッグ
バン事業

　新規就航定期便等への支援目標件数50件に対
し、10件の支援実績であった。

活動指標名

新規就航定期便等への支援件数 － 10件

　アジア主要都市からの新規航空便等の就航に向けた取組を行った結果、香港エクスプ
レスの香港～石垣路線の新規就航（平成28年6月）、上海吉祥航空の南京～那覇路線
の新規就航（平成28年7月）、ピーチのバンコク～那覇路線の新規就航（平成29年2月）な
ど、那覇空港の週間就航便数は平成27年度末の週153便から平成28年度末に184便へ
と120%の増加となり、外国人観光客の増加に寄与した。

推進状況

実績値

②観光交流、経済交流等の推進

新規航空路線の就航促進

順調

推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

アジアの主要都市からの新規定期便・チャーター便の就航に向
けた取組



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

1,519,853
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

― ― ― ― ―

傾向 全国の現状

74.6万人
（26年度）

116.4万人
（27年度）

143.1万人
（28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、外部環境の変化）

平成29年度計画

事業名 活動内容

沖縄観光国
際化ビッグ
バン事業

　外国人観光客数の拡大を目的に、①航空路線の就航や増便
等を促す交通アクセスの拡充、②映画やＴＶ等のマス媒体も活
用した一般旅行者の認知度向上、③セールス活動の拡充によ
るビジネスチャネルの強化等を実施する。

成果指標

平成28年度の取組改善案 反映状況

・深夜早朝枠へチャーター便を誘導するため、沖縄
県が入管、税関、検疫所やハンドリング会社に対し
て受入体制の整備を促す。
・チャーター便の就航実績のあるタイ（バンコク）と
シンガポールを注力市場と位置づけ、集中的に予
算と人員を投入する。
・シンガポール事務所が中心となりチャンギ空港グ
ループの協力を得て、シンガポールの主要航空会
社や主要旅行社に対して、シンガポールから那覇
への直行便の就航を実現するためのセールス活
動を、周辺国を含めて展開する。
・長距離路線のトランジット送客支援の仕組みを構
築するため、現地航空会社、旅行会社との連携や
委託駐在員を活用した取り組みを行う。

　平成28年度の外国人観光客数は213万人（うち空路143.1万人、海路69.9万人）となり、前年度
比27.5％の大幅増加となった。国別の内訳は、台湾65.2万人（前年比29.0％増）、韓国45.2万人
（同35.8％増）、中国43.5万人（同22.7％増）、香港21.8万人（同8.0％増）、その他37.1万人（同
34.9％増）。

○内部要因
・航空各社の新規参入増、既存定期便の運航機材大型化などにより、那覇空港新国際線ターミナルの
平日昼間時間枠のチェックインカウンター数の限界が近づいている。
・平成27年7月沖縄県シンガポール事務所を開設し、東南アジアへの展開に向けた対応力が向上し
た。
○外部環境の変化
・平成25年7月よりタイおよびマレーシアからの訪日短期滞在観光客がノービザとなった。
・平成26年3月にシンガポールチャンギ空港グループと沖縄県が相互連携協定を締結した。

・ハンドリング会社への支援事業を実施し、受入体
制の整備を図った。
・バンコク～那覇路線の新規就航が実現した。
・シンガポール～那覇において連続チャーター便
の運航があった。
・トランジットによる送客に対し、航空会社や旅行
会社に支援を行うことでインセンティブを設けた。

―

外国人観光客数（空路）

参考データ 沖縄県の現状・推移



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）

･日本でも数少ない24時間空港である那覇空港のメリットを活かした取り組みの検討をする必要があ
る。
・海外プロモーションの実施場所と投資費用の選択と集中をする必要がある。
・相互連携協定を活かした路線誘致活動の推進をする必要がある。
・基幹路線（成田、関空、仁川、北京、上海、香港、台北等⇔那覇）を活用した欧米豪からのトランジット
送客の推進をする必要がある。

・シンガポールを注力市場と位置づけ、定期便就航の実現へ向けて集中的に予算と人員を引き続き投
入する必要がある。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

355

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
100件
MICE開催
支援数

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

352,713 350,178
一括交付

金
（ソフト）

取組内容

　国内・海外からの新たな需要を取り込むことで、市場の拡大を図り、沖縄MICE産業の
発展に繋がる各種事業を継続的・集中的に実施する。
　具体的には、沖縄へのMICE開催を推進するため、「誘致・広報活動」、「開催支援」、
「受入体制整備」に係る事業を実施する。

年度別計画

担当部課 文化観光スポーツ部　観光整備課

平成28年度実績

戦略的MICE
誘致促進事

業

MICE開催支援件数 100件 582件

計画値 実績値

②観光交流、経済交流等の推進

戦略的MICE誘致促進事業

(施策の小項目) ○観光交流・MICE等の推進

○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。

対応する
主な課題

　国内外のMICE見本市・商談会への参加及び誘
致セミナー開催（計26件）を通じて、誘致・広報事
業を実施した。
　県内で開催されるMICEに対して、シャトルバス運
行支援や空港歓迎式開催等の支援を582件実施
した。
　県内のMICE受入体制充実のため、外部アドバイ
ザーを地域に派遣し、地域の観光資源を活かした
ユニークベニュー※1の掘り起こしや連携体制づく
りを実施し、商品造成に繋げた。

主な取組

事業名

「主な取組」検証票
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展開

施策

活動内容

活動指標名

MICE誘致活動、開催支援、受入体制整備

に関する支援・助成



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

510,420
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

― ― ― ― ―

傾向 全国の現状

574件
148，222人
（26年度）

648件
78,115人
（27年度）

607件
86,779人
（28年度）

↗
2,590件

1,995,336人
（H26年）

状
況
説
明

沖縄県の現状・推移

開催件数及び参加者数は増加傾向にあるが、国際会議等コンベンションの誘致をさらに強化す
る必要がある。

順調

・MICE開催支援を582件行い、沖縄で開催されるMICEの質の向上・参加者増加を図っ
た。
・地域のユニークな文化・伝統・景観を活かしたユニークベニュー※1の商品造成を行っ
たほか、取組主体の意欲喚起・連携体制の構築に向けた取組を行った。
（※1） ユニークベニューとは、「特別な会場」、「特別な場所」の意味で、美術館、博物館、
歴史的建築、文化施設などで会議やレセプションを拓き、特別館や地域特性を演出する
会場のこと。

平成29年度計画

活動内容

戦略的MICE
誘致促進事

業

平成28年度の取組改善案 反映状況

成果指標

―

①沖縄開催のメリットが大きいMICE分野を絞り込
み、戦略的かつ効果的なMICE誘致を展開するた
め、大型MICE施設を核としつつ既存MICE施設含
めた県全体のMICEの誘致戦略や人材育成等を盛
り込んだ「沖縄MICE振興戦略（仮称）」の策定に着
手する。

②MICE開催地としての沖縄の魅力向上のために
は、地域の文化・観光資源を活かしたMICEコンテ
ンツの開発が必要であり、受入主体となる地域関
係者と民間事業者の意欲喚起・連携体制づくりを
引き続き実施する。

①検討委員会を立ち上げ、沖縄MICE振興戦略
（案）のとりまとめを行った。

②読谷村及び石垣市を対象に、地域のMICE受け
入れ体制の整備のためのエリア開発を行った。

参考データ

MICE開催件数
MICE参加者数

・大型MICE施設をはじめ既存MICE施設含めた県全体のMICE
の誘致戦略や人材育成等を盛り込んだ沖縄MICE振興戦略（仮
称）を策定する。
・国内外の新たなMICE需要を取り込み沖縄MICE産業の発展
に資するため、見本市・商談会等の機会を通じた誘致・広報活
動を行う。
・沖縄県へのMICE誘致の誘引材料とし、MICEの質の向上を図
るため、県内で開催されるMICEに対して、シャトルバス運行支
援や空港歓迎式開催等の支援を実施する。
・県内のMICE受入体制充実のため、地域特性を活かしたユ
ニークベニュー等の開発や連携体制づくりを実施する。
・県内のMICE開催に有用なコンテンツや情報システムの構築
を行う。

推進状況 推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

事業名



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、外部環境の変化）

（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）

・沖縄開催のメリットが大きいMICE分野を絞り込み、戦略的かつ効果的なMICE誘致を展開する必要が
ある。

・MICE受入の基礎となる対応人材の拡充や、参加者の満足度向上に繋がる体制強化が必要である。

・沖縄開催のメリットが大きいMICE分野を絞り込み、戦略的かつ効果的なMICE誘致を展開するため、
大型MICE施設を核としつつ既存MICE施設含めた県全体のMICEの誘致戦略や人材育成等を盛り込ん
だ「沖縄MICE振興戦略（仮称）」を策定し、戦略に基づいたMICE誘致を展開する。

○外部環境の変化
・アジア諸国及び国内他都市におけるMICE誘致競争激化に伴い、競合地に対抗し得る誘致活動が必
要である。

○内部要因
・大型MICE施設の整備を見据え、沖縄独自の誘致戦略の策定や受入体制の強化、MICEビジネスの
創出など戦略的取組が必要である。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

356

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

1,608 947 県単等

― ― 県単等

②観光交流、経済交流等の推進

県海外姉妹都市等との交流の促進

順調

推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

　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（福建省外事弁公室、商工労働部、文化観光スポーツ部）の
相互訪問等を実施することができた。
　ハワイ州との交流については、環境分野での協力等分野別の取組がなされた。

推進状況

実績値

４カ所 ４カ所

(施策の小項目) 学術・文化・地域間交流等の推進

○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。

対応する
主な課題

沖縄福建友
好県省交流
事業

　沖縄から10月に福建省を訪問し、また、福建省
側が2月に沖縄を訪問し、平成29年度の沖縄福建
友好20周年に向けた意見交換を行った。
また、ウチナーンチュ子弟等留学生受入事業にお
いて、福建省の推薦を受けた留学生の受け入れ
を行った。

活動指標名

姉妹都市等

主な取組

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

姉妹都市交
流事業

　知事が第６回世界のウチナーンチュ大会キャラ
バンでハワイを訪問するとともに、ハワイ州知事、
同州マウイ郡長らが同大会参加のため１０月に来
沖した。

「主な取組」検証票

平成28年度実績

　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。

担当部課 文化観光スポーツ部交流推進課

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展開

施策

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
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

34,926 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、外部環境の変化）

（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）

参考データ 沖縄県の現状・推移

平成28年度の取組改善案 反映状況

①各関係部局との情報共有、意見交換を積極的に
行う。

②今後も、国際情勢を注視しつつ、各姉妹・友好都
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の強化促
進を図る。

―

　関係部局との連携を強化し、日常的に情報共有をしながら姉妹都市との交流を促進するための業務
に取り組む必要がある。

・各関係部局との情報共有、意見交換を積極的に行う。
・今後も、国際情勢を注視しつつ、各姉妹・友好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の強化促進を図る。

　過去3年について、福建省との職員による相互訪問や「福建ウィーク」の開催等交流イベントを
適宜実施しており、平成27年度には米国ハワイ州との姉妹提携30周年記念としてハワイ州と沖
縄県の知事が相互訪問、平成２８年度も第６回世界のウチナーンチュ大会関連で双方の知事
が相互訪問するなど、海外姉妹・友好都市との交流が図られた。平成29年度に福建省との友好
提携20周年を迎えることから、平成２８年度に福建省との実務レベルの相互訪問による意見交
換を実施するなど順調に推移している。

○内部要因
　各姉妹都市と多岐にわたる分野での交流事業を実施する際に、庁内の関係部署との連携が必要で
ある。
○外部環境の変化
　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。

―

事業名 活動内容

沖縄福建友
好県省交流
事業

　沖縄と福建省の友好県省締結20周年の年に当たるため、関
係機関との連携の上、沖縄と福建の双方による相互訪問を実
施し、式典の開催等交流を促進する。

成果指標

平成29年度計画

①県庁各部局関係課と連携の上、福建省を訪問
し、沖縄福建２０周年記念事業に関する意見交換
を実施した。

②メディアによる報道やインターネットも活用して、
情報の収集、発信を行った。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

356

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

13,141 11,104 県単等

②観光交流、経済交流等の推進

アジア・太平洋地域との交流の推進

(施策の小項目) ○学術・文化・地域間交流等の推進

○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。

対応する
主な課題

ウチナー
ネットワーク
サポート事
業

　ウチナーネットワークサポート事業により終了し
た事業（アジアユース人材育成プログラム）参加者
にフォローアップの情報提供を行った。太平洋・島
サミットを契機として始まった「太平洋島嶼国リー
ダー教育支援プログラム」の沖縄研修が開催され
県庁で歓迎セレモニー等を実施した。

主な取組

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

「主な取組」検証票

平成28年度実績

　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。

担当部課 文化観光スポーツ部交流推進課

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展開

施策

【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
校生を対象とした交流事業を実施し、次世代を
担う若者を人材育成するとともに、本県の国際
交流拠点化に資すことを目指す。

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当
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

29,262 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

54人
（25年）

55人
（26年）

55人
（27年）

→ ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

参考データ 沖縄県の現状・推移

順調

推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

　引き続き国際交流事業参加者OBOGに対するフォローアップの情報提供を行った。
「太平洋島嶼国リーダー教育支援プログラム」等JICAとの連携で、太平洋・島サミットに
関連する沖縄研修等が実施された。

推進状況

平成28年度の取組改善案 反映状況

①アジアユース人材育成プログラム参加者に対
し、県内交流事業のOB・OGのネットワークを強化
すること等を目的に実施される「ウチナーネット
ワークサポート事業」に関する情報を周知し参加促
進を図るなど、引き続き交流基盤としてのウチナー
ネットワークを強化・拡充することに取り組む。

アジアユース人材育成プログラム参
加人数

　平成27年度で終了した「アジアユース人材育成プログラム」の参加者に対し、ウチナーネット
ワーク大合宿への参加等の情報発信を行い、本県の将来の国際交流を担う人材の育成を図る
ことを目的にフォローアップを行った。

○内部要因

○外部環境の変化
・平成30年度の太平洋・島サミットの開催県が福島県（2回連続）となっている。

― ―

―

事業名 活動内容

ウチナー
ネットワーク
サポート事
業

　県内交流事業のOB・OGのネットワークを強化し、沖縄県の国
際交流及び次世代のウチナーネットワークを担う若い人材育
成を図ることを目的に実施される「ウチナーネットワークサポー
ト事業」に関する情報を周知し、参加促進を図る。

成果指標

平成29年度計画

活動指標名

参加人数

計画値 実績値

①OBOGを含む国際交流事業参加者に対しウチ
ナーネットワーク大合宿への参加等に関する情報
提供を行うなど、フォローアップを行った。



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）

・本県の将来の国際交流を担う人材を着実に育成していくため、終了した事業（アジアユース人材育成
プログラム）の参加者等に対し、ウチナーネットワークサポート事業により引き続き国際交流事業の
フォローアップに関する情報提供を行う必要がある。

・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」を実現するため、JICA沖縄との連携の
下、太平洋・島サミット関連の取組を引き続き支援していく必要がある。

・本県の将来の国際交流を担う人材を着実に育成していくため、終了した事業（アジアユース人材育成
プログラム）の参加者等に対し、ウチナーネットワークサポート事業により引き続き国際交流事業の
フォローアップに関する情報提供を行うとともに、同事業で行われる行事への参加促進を図る。

・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」を実現するため、JICA沖縄との連携の
下、太平洋・島サミット関連の取組を引き続き支援する。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

356

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

561 326 県単等

「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

(施策の小項目) ○学術・文化・地域間交流等の推進

主な取組 美ら島沖縄大使との連携

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。

取組内容
　沖縄に深い愛着と関心を寄せる方々を「美ら島沖縄大使」として認証し、そのPR活動
（メディアやＳＮＳでの情報発信、文化公演活動、沖縄関連の催し等）を通して、沖縄県の
イメージアップを図る。

年度別計画

担当部課 文化観光スポーツ部　観光政策課

平成28年度実績

事業名 活動内容

美ら島沖縄
大使ネット
ワーク事業

　沖縄のイメージアップを図るため、県知事に認証
された美ら島沖縄大使が沖縄の魅力をPRする活
動を行った。沖縄県では、県主催イベントへの案
内、県広報誌や名刺台紙の提供を行い、美ら島沖
縄大使の活動を支援した。

活動指標名 計画値 実績値

美ら島沖縄大使人数 ― 92名

推進状況 推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

順調

　美ら島沖縄大使の活動に必要な情報提供や支援を継続的に行った。
　事業実施により、県知事認証による大使の沖縄ＰＲ活動にかかるモチベーション向上
が期待される。
　また、大使の活動に伴う波及効果は以下のとおり。
  ①大使のメディア及び口コミ等での活動による沖縄のイメージ向上、沖縄ファンの拡大
  ②観光誘客、企業誘致等の増加が期待される。

美ら島沖縄大使を通じた多様なネットワークの形成



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

532 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、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

平成29年度計画

事業名 活動内容

美ら島沖縄
大使ネット
ワーク事業

　引き続き県主催イベントへの案内、県広報誌や名刺台紙の
提供を行い、美ら島沖縄大使の活動を支援する。
　また、各部局及び関係機関から大使の推薦があった場合は、
選定委員会による審査を実施し、追加認証を行う。

平成28年度の取組改善案 反映状況

①大使の活動状況の把握やモチベーション向上を
図るため、積極的に大使の活動の情報収集を行
い、他大使に向けて情報提供する。

②沖縄県が実施する事業・イベント等において、大
使の得意とする活動分野での活用を促進する。

①県側からの情報収集及び大使自身から活動内
容の報告を受け、定期的に県広報誌と共に大使
の活動内容に関する記事等を送付し情報提供を
行った。

②大使を県主催沖縄観光キックオフプロジェクトへ
招待し、大使間における情報交換やモチベーショ
ンの向上等を促進した。

　美ら島沖縄大使は、メディアやブログでの沖縄情報の発信、文化公演活動、居住地や沖縄と
の交流事業の推進等様々な手段で、独自のネットワークを生かして無償で沖縄の魅力を発信し
ている。あくまで大使の普段の活動の範囲内での沖縄PRを目的としている。

○内部要因
・無報酬、自身の活動の範囲内でのＰＲのため、県への活動状況報告の義務はなく、大使によっては
活動を把握しにくい場合がある。
・次年度は大使の更新時期に当たるが（任期は5年。現在の大使の任期終了はH31.3.31まで。）本人の
希望のみでの更新ではなく、推薦した担当課へ大使活動の確認等を行い、真に活動実績があり、本人
に意欲も有り、大使としてふさわしい方を更新する必要がある。

○外部環境の変化
・特になし

・大使自身の活動の活性化を推進するほか、大使を活用する機会を創出する必要がある。

・大使の活動状況の把握に努め、庁内外で活用を促進する。

成果指標

―

参考データ 沖縄県の現状・推移

―



様式１（主な取組）

４　取組の改善案（Action）

・大使自身の活動の活性化を推進するとともに、庁内外で大使を活用することにより、あらゆる分野で
の沖縄ファンの拡大を図り、ひいては沖縄のイメージ向上に資する。具体的な取組は以下のとおり。

・大使の活動状況の把握やモチベーション向上を図るため、積極的に大使の活動の情報収集を行い、
他大使に向けて情報提供する。

・沖縄県が実施する事業・イベント等において、大使の得意とする活動分野での活用を促進する。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

356

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

50,000 47,679 県単等

②観光交流、経済交流等の推進

沖縄ソフトパワー発信事業

順調

推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

　紅型展「BINGATA! Only in Okinawa」に約5，300人の来館者があるなど沖縄のソフトパ
ワーの発信ができた。また、ジャパンソサエティ、ジョージ・ワシントン大学博物館テキスタ
イル博物館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、今後のさらに幅
広い交流の可能性を広げることができた。

推進状況

実績値

6,354人

対応する
主な課題

沖縄ソフトパ
ワー発信事

業

　米国ワシントンＤ．Ｃ．において約３ヶ月間紅型展
を開催した他、関連イベント等を実施した。また、
ニューヨークにおいて沖縄伝統工芸品の展示等、
沖縄文化発信イベントを実施した。

活動指標名

イベント来場者数 ―

施策

主な取組

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

(施策の小項目) ○学術・文化・地域間交流等の推進

○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

平成28年度実績

　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。

担当部課 文化観光スポーツ部 交流推進課

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展開

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

― ―

（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）

2289人
（27年度）

6,354人
（28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、外部環境の変化）

（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）

参考データ 沖縄県の現状・推移

イベント来場者数

・沖縄のソフトパワー発信に関し、ウチナーネットワークの一層の活用を検討する必要がある。

・本事業による３年間の取組みの結果、外国において効果的に沖縄県の文化・芸能等のソフトパワー
を発信することができた。今後は、本事業で得たノウハウ等も活かしつつ、ウチナーネットワーク強化
推進事業において、沖縄のソフトパワーを世界中に発信できる仕組み構築を検討する。

　過去３カ年で米国人約1万人に対して沖縄のソフトパワーを直接発信することができた。また、
ジャパンソサエティ、ジョージ・ワシントン大学博物館テキスタイル博物館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今後のさらに幅広い交流の可能性を広げることができた。

○内部要因
・平成28年度に開催された第６回世界のウチナーンチュ大会において、毎年１０月３０日が「世界のウ
チナーンチュの日」と制定され、同日に各国・各県人会において各主体が母県である沖縄に関する取
組（ソフトパワーの発信等）を実施することなどが行動宣言として宣言されたことを踏まえ、ウチナー
ネットワークを一層活用する施策展開が必要である。

○外部環境の変化
・平成28年度に開催された第６回世界のウチナーンチュ大会において、毎年１０月３０日が「世界のウ
チナーンチュの日」と制定され、同日に各国・各県人会において各主体が母県である沖縄に関する取
組（ソフトパワーの発信等）を実施することなどが行動宣言として宣言された。

―

事業名 活動内容

― ―

成果指標

平成28年度の取組改善案 反映状況

①関係機関との連絡を密にし、引き続き沖縄のソ
フトパワーが世界中に発信できる仕組み構築を検
討する。

平成29年度計画

①県立博物館・美術館や教育庁文化財課等と連
携を図り、紅型展の開催やシンポジウム等関連イ
ベントを実施するなど沖縄文化の効果的な発信を
行った。またものづくり振興課と連携を図り、伝統
工芸品の効果的な発信をおこなった。


