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海外ネットワーク（NW）に関する万国津梁会議への提案 

   
 第 1 回会議で「4 つの課題」に対して検討した内容は、❶（アイデンティティの継
承でなく）沖縄文化の継承によるウチナーンチュ意識の向上、❷世界のウチナーンチ
ュ（World Uchinanchu: 以下 WU と略）関連活動への若者の参加や関心は決して低
くない、❸NW は WU と繋がることが第一目的、❹沖縄県内に WU の拠点を確保す
る意義がある、とまとめられよう。 

これら前回の委員会での意見を踏まえ、今後は次の 4 点に関する可能性について検
討することを提案する。 
 
１．プラットフォーム型 NW への発展 （パワーポイント 3 枚目参照） 
  今まで海外 NW といえば、県人会が中心であり、その特徴はその地域に根ざし
（地場）、会長・重鎮を中心とする放射線型の人間関係であった。しかし近年の通信
技術の目覚ましい発展により、特に若者世代では地域、国を超えた個々の繋がりを容
易く構築することが可能になった。今後はこの空間を超越したプラットフォーム型ネ
ットワークを発展させることにより海外 NW を強化する。   
２． WU の情報の中枢構築と可視化（同 4 枚目参照） 
  WU 活動は地域や国ごとに多岐にわたり、実施された全ての活動を把握すること
は容易ではない。また WU に関する多様な情報を網羅する HP もない。今後は多様
かつ大量な過去からの WU 活動を整理・紹介し、可視化するシステムを構築するこ
とを提案する。例えば人材のデーターベース化、資料や活動のデジタル化・アーカイ
ブ化、など。WUN（World Uchinanchu Network）の HP は候補のひとつであろう。 
３． ステークホルダーの意見（同７枚目参照） 

   ウチナーンチュ海外 NW の関係者や団体（ステークホルダー：具体的には海外・
県外の県人会、国際交流活動団体、WU 実行委員など）の数は多い。いままでウチナ
ーンチュ海外 NW に関わってきた、なるべく多くの関連団体に、アンケートを通じて
意見を求め、その回答を参考にさせていただくことは、本委員会にとっても“大海を知
る”うえで有益であろう。 
４．アンケート調査とその分析（同 8~9 枚目参照） 

   課題❶~❹、そして沖縄経済の自立的発展と第 7 回 WU 大会に関するアンケート
を実施し、多くのステークホルダーに本会議に間接的に参画していただくことを提案
する。その結果は次回の会議で披露し、内容に関して議論したい。 

資料７ 
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「海外ネットワーク委員会」での課題検討（第1回）

アイデンティティは継承するもの？
↓

❶ 沖縄文化の継承による
ウチナーンチュ意識の向上

若者の県人会参加が減少傾向？
↓

❷ 若者のWU関連活動への
参加や関心は決して低くない

海外ネットワークをどうしたいのか？
↓

❸ WUと“繋がる”（肝グクル）
ことが第一目的

（それが発展して沖縄の自立経済
に寄与することを期待）

継続的に繋がる地場・拠点の必要性
↓

❹ 海外ネットワークや
在外県人会の拠点を

沖縄県内に確保する
（仮称：WU会館）

ネットワークの可視化
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従来のネットワーク 将来のネットワーク
【地場・放射線型】例：県人会 【空間・プラットフォーム型】例：SN交流

物やサービスを利用する人と、提供者をつなぐ場 ソーシャル・ネットワーク

「ネットワーク」の変遷と特徴

県人会長

若者

重鎮たち
若者 重鎮たち県人会長
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「海外ネットワーク委員会」テーマの方向性

❶ 沖縄文化の継承

❷ 若者のWU関連活動

❸ WUとの“繋がり”から
沖縄経済の自立的発展への寄与を探る

❹ 沖縄県内に拠点を確保
ウチナーネット
ワークの継承

（人材育成、
アイデンティティーの多様化、
県民参加、
ウチナーンチュ大会等）

沖縄経済の
自立的発展への寄与

（ＷＵＢ、海外事務所等との連携）

【共通認識①】アイデンティティーとは個人に
属するものであり多様性があること

【共通認識②】ウチナーネットワーク継承の第
一の目的は、「つながる」こと

可視化（案）

・在外県人会や移民家族の所持する資料の収集、
デジタル化

・沖縄文化（空手、サンシン、しまくとぅば）
のオンライン授業

・県民にも広く紹介（WUN-HP）

・人材育成事業の参加者名簿をデータベース化
・人材派遣事業（文化交流）のアーカイブ化
・WU関連活動の録画・記録をWUNのHPで
一括閲覧が可能なシステムに

・県人会のSN参入
・開催者（ステークホルダー）・解説の記載

・WUNのHPに掲載
・出品サービスを通じたフリマ型ビジネス
（個―個）

・インターネット介在型ビジネス
（会社ーWUB・海外事務所）

・既存の建物を活用（廃校など）してソフト面
を重視

・❶、❷、❸の拠点
・WUに関する情報提供、研修、通訳など包括
的／持続的支援（24時間対応）

・提供されたWUに関する資料や思い出の品の
集積場（➡資料館的役割） 4



海外ネットワークに関する万国津梁会議
方向性（座標軸：X軸は時間、Y軸は空間）

❶文化継承 ❷活動

❸繋がる

❹拠点

Identity

（ウチナーンチュ）

県人会型 拠点強化型

組織外の個人とも
繋がれる型

プラットフォーム型

【対面・放射線型ネットワーク】

【オンライン・プラットフォーム型ネットワーク】

5



❶文化継承 ❷活動

❸繋がる

WUN

❹拠点
WU会館＠沖縄

プラットフォーム

放射線状（一極集中）

網の目状（皆が主役）

移民の経験・歴史（宝）

次世代の知恵

“沖縄文化”

ワールドウチナーンチュネットワーク（HP)

海外ネットワークに関する万国津梁会議
方向性（可視化のためのキーコンセプト）

県人会
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海外ネットワークに関する万国津梁会議

❶文化継承 ❷活動

❸繋がる

❹拠点

Identity

（ウチナーンチュ）

ステークホルダー（案）
【期待する分野】

沖縄公文書館・県立・市町村立図書館
【海外県人会資料・ルーツ探し】

世界のウチナーンチュの日
【在外県人会イベント情報】

若者学生サミット
【WU若者の研修・留学人脈】

WUN
【海外ネットワークのデジタル拠点】

世界のウチナーンチュ会館（提案）
【海外ネットワークの県内拠点】

WUB・アジアネットワーク
【繋がりから経済発展へ】

国際交流活動団体（ONC等)
【多文化共生の教材、等】

沖縄県・市町村
【世界のウチナーンチュ大会関連事業等】

市町村・区長
【移民家族・経験者】

JICA（OIC)
【移民資料、日系研修事業】

民間企業
【ビジネス展開案】

沖縄人材育成財団
【県系人子弟留学事業】

WUN
【＃Uchina1000】沖縄文化（空手・琉舞・エイサー・

サンシン・しまくとぅば）【交流】

教育機関（大学など）
【移民研究アーカイブ】

海外・県外県人会
【諸活動・交流】

民間大使
【活動レポート】 出品サービスを通じた商売・交流

【インターネット型ビジネス】

第7回世界のウチナーンチュ大会
【2022年開催・新たな展開】

WYUA
【世界のWU若者人脈】 世界のウチナーンチュ大会実行委員

(第6回：143+23）【構想】

在沖縄国際交流団体
【友好協会等】 7



ステークホルダーに対するアンケート内容（案）
項目 内容 回答
質問１：
文化継承

あなた（の団体で）はこれまでに沖縄の文化継承に関係する活動をしたことが
ありますか。

（Y→）具体的に教えてください（例：いつ、どこで、誰を対象に、
何人が参加、内容、所感、資料添付／URL紹介）

（N→）今後、予定があれば、その計画について教えてください。
（例：いつ、どこで、誰を対象に、何人が参加、内容、所感）

質問２：
活動

あなた（の団体で）はこれまでに世界のウチナーンチュに関係する活動をした
ことがありますか。

（Y→）具体的に教えてください（例：いつ、どこで、誰を対象に、
何人が参加、内容、所感資料添付／URL紹介）

（N→）今後、予定があれば、その計画について教えてください。
（例：いつ、どこで、誰を対象に、何人が参加、内容、所感）

質問３：
繋がる

あなた（の団体で）はこれまでにウチナーンチュの海外ネットワークを用いた
事業を経験したことがありますか。

（Y→）具体的に教えてください（例：いつ、どこで、誰を対象に、
何人が参加、内容、所感、資料添付／URL紹介）

（N→）今後、予定があれば、その計画について教えてください。
（例：いつ、どこで、誰を対象に、何人が参加、内容、所感）

質問４：
拠点

あなた（の団体で）は、沖縄県内に世界のウチナーンチュの拠点（仮称：WU会
館）の設置が必要と思いますか。 （Y→）具体的に期待する内容を教えてください。

（N→）その理由を教えてください。

質問５：
自立的経済発展

あなた（の団体）は、ウチナーンチュの海外ネットワークがどのように沖縄経
済の自立的発展に寄与できると思いますか。 （Y→）具体的なアイディアを教えてください。

（N→）その理由を教えてください。

質問６：
総合

あなた（の団体）が海外・県外のウチナーンチュのネットワークに期待するこ
とがあれば、自由に記載して下さい(特に①～④に関して） ① 、② 、③ 、④ (以下、自由記載）

質問７：
WU大会

あなた（の団体）が思う、第7回世界のウチナーンチュ大会に関するアイディア
をお聞かせください。 (自由記載）
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今後の計画（案）

アンケート実施・分析

対象：海外ネットワークに関わる団体
（ステークホルダー）のアンケート配布・回答

解析

抽出

関連性

分析結果 ☜ 第3回の会議では、このデータ分析
の結果を公表し、その内容について
委員の皆さんと意見交換したい
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