
様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

348

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

42,630 41,669
一括交付
金（ソフト）

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

　国際協力活動に関心を持つ県内の高校生３９人に、約２週間、開発途上国での国際協
力活動現場を体験させ、現地の人々と交流を行わせることで、国際協力・貢献活動の意
義を学ばせることができ、グローバルな視点を持った国際協力活動のリーダーの育成に
つなげることができた。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。

国際協力レポーター事業
（おきなわ国際協力人材育成事業）参加人数

39人 39人

事業名 活動内容

おきなわ国
際協力人材
育成事業(内
数）

県内高校生を、アジア・太平洋地域（ラオス、フィリ
ピン、バングラデシュ）の開発途上国に派遣し、国
際協力・国際貢献の現場視察及び現地の人々と
の交流を行った。。あわせて、HPやSNSでの情報
発信や、マスコミ報道（テレビ5局、新聞4紙）やラジ
オ出演（2局）等を通じて、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 計画値 実績値

取組内容

　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、アジア・太平洋地域に、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。

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 国際協力レポーター事業（おきなわ国際協力人材育成事業）

対応する
主な課題

○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

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）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

46,283
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

39人
（25年度）

39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）

国際協力レポーター事業
（おきなわ国際協力人材育成事業）

　計画通り39人の高校生を、アジア・太平洋の３地域（ラオス、フィリピン、バングラデシュ）に派
遣し、グローバルな視野をもち、将来の国際協力活動に貢献する人材育成に寄与した。

・派遣国の選定については、派遣国の習慣・宗教等の現地事情を考慮して決定する必要がある。ま
た、視察先であるＪＩＣＡ海外事務所等の繁忙期など事情を考慮し、視察時期を決定する必要がある。

・治安面や衛生面で日本とは異なる環境にある開発途上国への海外派遣であるため、安全・健康面に
は細心の注意を要する。

・事業への満足度は高いが、それが国際協力人材としての将来に繋がるのか検証が難しい。

・派遣国の適切な選定や、ＪＩＣＡ現地事務所に無理のない協力体制を仰ぐには、県、ＪＩＣＡ、委託業者
間での事前調整を綿密に行うとともに、視察先をＪＩＣＡの活動に限定せず、民間や県関連機関等を幅
広く視察することで、より多様な国際協力のあり方を学ばせることができる。

・治安面や衛生面の安全確保には、現地で健康管理を行う看護師の随行や、危機管理体制の整備な
どを行う必要がある。

・事業終了後の参加者達の進路や動向を把握するとともに、海外派遣を一過性の経験に終わらせず、
将来につなげられるような取り組みを行う必要がある。

おきなわ国
際協力人材
育成事業(内
数）

　県内高校生をアジア・太平洋地域（カンボジア、ベトナム、ミャ
ンマー）に派遣し、我が国が行うＯＤＡ活動やNGO活動現場を
視察し現地の人々と交流する国際レポーター事業を実施する。
また、参加者のラジオ出演、報告会取材依頼や、専用ＨＰや県
の広報媒体等を使った事業報告などにより積極的に県民に向
けた情報発信を行う。

　委託業者の企画提案段階から、ＪＩＣＡ海外事務所（青年海外協力隊活動）視察に偏らず、ＮＧＯ団体
やソーシャルビジネス企業といった幅広い視察先を提案させた。併せて、ロジ周辺手配、健康管理など
各構成員の役割分担や連絡体制等を明確化するよう努め、初年度よりバランスの取れた充実度の高
いプログラムとなった。

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
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４　取組の改善案（Action）

・派遣国の選定については、選定の段階からＪＩＣＡ現地事務所との調整を行って決定し、安全面や現
地事務所の受入体制を確保する。あわせて、業者企画提案の段階でＯＤＡ活動にとどまらない、幅広
い視察先の選択肢を提示するよう公募を行う。

・初年度は任意であった看護師の随行を義務づける。また、危機管理マニュアルなどの策定を仕様書
に盛り込むことで、治安面や衛生面の安全確保を行う。

・事業終了後も出前講座等を活用して海外派遣の経験を語る機会を作ったり、県が行う他の交流事業
参加者らとのネットワーク作りを行うなどして、今後も参加者のやる気を持続させるとともに追跡調査が
可能な仕組みをつくる。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

348

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

20校
派遣校数

→ 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

42,630 41,669
一括交付
金（ソフト）

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

　昨年度より５校多い、県内の２５の高校で出前講座を実施し、昨年を大幅に上回る、
3,081人の学生達に、我が国や沖縄県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、HPやSNSでの情報発
信や、マスコミ報道（テレビ5局、新聞4紙）やラジオ出演（2局）等を通じて、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。

国際協力理解促進事業
（おきなわ国際協力人材育成事業）参加人数

1,000人 3,081人

派遣校数 20校 25校

事業名 活動内容

おきなわ国
際協力人材
育成事業(内

数）

　国際協力活動の専門家やレポーター事業参加
者などが、県内高校に出向き、国際協力に関する
出前授業や体験発表を行った。

活動指標名 計画値 実績値

取組内容

　県内高校等で、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もった若い人材を育成する。それと同時
に、プログラム実施を通じて、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。

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 国際協力理解促進事業（おきなわ国際協力人材育成事業）

対応する
主な課題

○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

海外青年協力隊ＯＢを中学・高校に派遣し、出
前講座を実施する。 



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

46,283
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

1,356人
（25年度）

3,081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）

国際協力理解促進事業（おきなわ国
際協力人材育成事業）受講人数

　当初の予定を上回る25校で、国際協力に関する出前講座を実施し、3，081人の学生に国際協
力の必要性を理解させることができた。

・出前講座は、学校の授業時間を使って行う事業であるため、学校側の理解と協力体制がないと実施
が難しい。

・開発途上国での開発援助や国際協力活動というのは、普段我々が直接見たり体験する機会が少な
いものであり、受講生達には、国際協力を自分達でも携われる身近なものとして、すんなりと理解し、
興味・関心をもたせるような環境が整っていない。

・教育委員会を通じての学校長への協力依頼を継続して行うとともに、マスコミなどを通した事業紹介
などを地道に行うことで、国際協力への関心を持ってもらい、出前講座の実施につなげる必要がある。

・中学校からの開講の要望があるので高校での実施のみにとどまらず、中学校での開催も検討し、若
い世代の国際協力理解の裾野を広げることができると考えられる。

・引き続き、レポーター事業参加者など、受講生達と同世代の若者に発表させることで、国際協力をよ
り身近に感じさせることができると考えられる。

おきなわ国
際協力人材
育成事業(内

数）

　国際協力活動の専門家などが、県内中学校及び高校に出向
き、国際協力に関する出前授業を行うとともに、レポーター事業
参加者が自らの海外視察の体験発表を行う。また、出前講座、
報告会のマスコミへの取材依頼や、専用ＨＰや県の広報媒体
等を使った事業報告などにより積極的に県民に向けた情報発
信を行う。

・レポーター事業参加者の在籍校や、本県やＪＩＣＡ等が実施した国際協力イベントに参加した学校教
諭等に直接コンタクトをとるなどして、出前講座の開講を積極的に働きかけたところ、目標を上回る25
校での実施が実現した。

・25校中23校が、レポーター事業参加者の在籍校だったため、レポーター事業参加者に自らの海外視
察体験を発表させ、受講生たちが国際協力をより身近に感じるようなプログラムを実施した。

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



様式１（主な取組）

４　取組の改善案（Action）

・引き続き、高校・中学校長への教育委員会を通じた事業への協力依頼を行うとともに、マスコミなどを
通した事業紹介を行う。

・企画提案募集時の仕様書に、中学校での出前講座実施を盛り込み、より早い段階から国際協力へ
の関心をもたせる取り組みを行う。

・レポーター事業の成果報告会への学校関係者の招待や、レポーター事業参加者の海外派遣体験の
発表などを出前講座に盛り込むことで、国際協力への敷居の高さを取り除くようつとめる。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

348

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

1,990 1,990 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

　実施したアンケート結果から、在住外国人の現状や各市町村における多文化共生に関
する取組状況を把握することができた。
　また、沖縄市国際交流協会主催の沖縄市国際交流フェスティバルにおいて、多文化共
生シンポジウムを開催し、在住外国人、県民、市町村担当者が意見交換を行ったことで、
在住外国人を取り巻く現状を共有することができた。

― ― ―

事業名 活動内容

多文化共生
推進調査事

業

　在住外国人及び県内各市町村に対して、多文化
共生に関するアンケート調査等を実施した。
　また、沖縄市国際交流協会主催の沖縄市国際
交流フェスティバルにおいて、多文化共生シンポ
ジウムを開催した。

活動指標名 計画値 実績値

取組内容
　県内在住外国人と本県民が相互理解し、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。

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) ○県民の異文化交流・国際理解の促進

主な取組 多文化共生社会に対する県民向け取組

対応する
主な課題

○また、本県の外国人登録者数は平成23年３月末現在において、8,989人となっており、
24年前と比べると約1.87倍に増加している。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

多文化共生社会に関するフォーラムやシンポジウム、在住外国
人と県民が共に参加する伝統文化の体験教室等を開催するこ
とで、多文化共生社会に対する県民の理解促進に取り組む。 
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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

3,336 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）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

―

　実施したアンケート結果から、在住外国人の現状や各市町村における多文化共生に関する取
組状況を把握することができた。平成27年度は、アンケート調査結果を踏まえ、おきなわ多文化
共生推進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。

・平成26年度に市町村に対して実施したアンケート結果から、各市町村における多文化共生の推進に
係る取組を実施しているのは、約２割のみということが分かった。市町村の取組を活性化させるため、
多文化共生社会の意識づくりを推進する必要がある。

・在住外国人を取り巻く問題は、地域の問題でもあることから、その問題等を地域住民（県民）にも共有
を図る必要がある。

・在住外国人アンケート調査結果から、日常生活において不安を抱えながら生活をしている方が多い
ことが分かった。在住外国人に関する課題は、地域の課題でもあることから、行政のみではなく、地域
の国際交流団体、NPO法人等の関係機関との連携を図ることで、地域住民（県民）の理解促進を図る
必要がある。

多文化共生
推進調査事

業

　県内在住外国人と本県民が相互理解し、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。

　計画どおり進捗しており、市町村や各国際交流団体やNPO法人等の関係団体と毎月開催している連
絡会を通して、沖縄県全体での多文化共生社会の構築の推進を図った。
　また、沖縄市国際交流協会主催の沖縄市国際交流フェスティバルにおいて、多文化共生シンポジウ
ムを開催し、在住外国人、県民、市町村担当者が意見交換を行ったことで、在住外国人を取り巻く現状
を共有することができた。
　当課で実施する国際交流事業において、関連する国の伝統や文化等を学ぶ機会をつくることで、国
際理解の意識向上を図った。

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



様式１（主な取組）

４　取組の改善案（Action）

・モデル事業として、在住外国人の悩み相談等を目的とした意見交換交流会、多文化共生フォーラム、
日本語講座等を実施し、その成果や課題を市町村や関係団体に共有することで、多文化共生の地域
づくりを推進する。

・地域住民（県民）を対象にしたシンポジウム等を開催することで、多文化共生についての理解促進を
図る。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

348

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

→
JICA沖縄

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

― ― ―

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

　県広報交流課としては、平成26年度は3回国際交流員を派遣し、出前講座への協力を
行った。学生は講義を通じて文化の異なる相手に対するコミュニケーションの仕方等を学
び、国際理解の向上につながった。
　開発途上国からの研修員等の講義を通じて、世界状況や文化の多様性に触れ、国際
感覚に富む創造性豊かな人材の育成に寄与している。

講義等の回数 ― 63回

事業名 活動内容

―

　県内小中高校生や大学生に向けて、開発途上
国からの研修員やＪＩＣＡボランティア経験者等に
よる出前講座やセンター訪問学習を行い、国際協
力活動等について講義を行った。
　また、県広報交流課の国際交流員を派遣し、沖
縄大学で出前講座を実施した。

活動指標名 計画値 実績値

取組内容
 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、大学生への国際理解を促進する。

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) ○県民の異文化理解・国際理解の促進

主な取組 国際理解教育の促進

対応する
主な課題

○また、本県の外国人登録者数は平成23年3月末現在において、8,989人となっており、
24年前と比べると約1.87倍に増加している。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

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）

（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

91回
（24年）

63回
（25年）

63回
（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）

講義等の回数
（幼稚園～高校生対象）

　各学校からの要望を受けての実施となるため、年度により開催回数にばらつきがある。上記
のほかに平成26年度は大学生向けに34回講義しており、そのうち沖縄大学で広報交流課の国
際交流員を3回派遣して、国際理解の授業を企画し実施するまでの方法についての講義を行っ
た。

・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。

・JICA出前講座やセンター訪問学習について実際には公益社団法人　青年海外協力協会（JOCA）が
行っている。

・JICA沖縄からの依頼に基づき、JICA出前講座やセンター訪問学習について広報活動や、国際交流
員の派遣等の協力を行う必要がある。

・JICA沖縄やJOCAと連携し、引き続きJICA出前講座やセンター訪問学習について広報活動及び国際
交流員の派遣等必要な協力を行う。

―

　県内小中高校生や大学生に向けて、ＪＩＣＡの研修員やＪＩＣＡ
ボランティア経験者等による出前講座やセンター訪問学習を通
し、世界の状況や文化の多様性等について講義を行う。
　県は、JICA沖縄からの要請に基づき、広報活動及び国際交
流員の派遣等必要な協力を行う。

　JICA沖縄が県教育庁を通じ、県内小中学校及び高校に対し周知を行った。
　また、平成26年度は県広報交流課の国際交流員を3回派遣し、出前講座への協力を行った。

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



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

348

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

→

沖縄県国
際交流・人
材育成財

団・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）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

― ―
外国青年招

致事業

　国際交流・人材育成財団と連携し、県内小中校や特別支援
学校へ国際交流員を派遣し、異文化の紹介や、沖縄移民に関
する授業を通し、国際交流・国際理解の向上を図る。

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

　国際交流員（中国・韓国・ペルー・米国）が行う異文化を通した国際交流・国際理解の授
業を県内各地で行った。授業を行うことにより、小中学生が外国への興味を持ち、今後、
留学や海外展開を図る企業への就職、ＮＧＯ活動を行うきっかけとなり、外国と沖縄との
交流の架け橋となる人材育成に寄与した。

平成27年度計画

事業名 活動内容

学校訪問等授業回数 ― 1４校

事業名 活動内容

外国青年招
致事業

　国際交流・人材育成財団と連携し、県内小中学
校や特別支援学校へ国際交流員４人（中国・韓
国・ペルー・米国）を派遣し、異文化の紹介や、沖
縄移民に関する授業を通し、国際理解の向上を
図った。

活動指標名 計画値 実績値

取組内容
　事業主体である（公財）沖縄県国際交流・人材育成財団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。

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) ○県民の異文化理解・国際理解の促進

主な取組 国際交流員による異文化理解促進

対応する
主な課題

○本県の外国人登録者数は平成23年３月末現在において、8,989人となっており、24年
前と比べると約1.87倍に増加している。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

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）

（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

13校
（24年）

12校
（25年）

14校
（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）

学校訪問等授業実施校数

　平成26年度は、実施団体である国際交流・人材育成財団に働きかけ、北部地域だけでなく離
島への訪問が実現した。
　また、４人の国際交流員が、理解度の高いより充実した授業となるよう、対象学年や実施規模
に応じてスライドを作り替えるなど、創意工夫して授業内容の充実を図っている。

・離島や北部などの地域は、外国人と触れ合う機会が少ないためより交流員の学校訪問の果たす役
割は大きい。昨年度は近隣離島３島への派遣が実現したものの、実施主体である国際交流・人材育成
財団の予算面や派遣校数、派遣期間に限りがあるため、離島地域への派遣は、変わらず困難な状況
にある。

・受講する生徒の学年や年齢、受講人数（規模）、与えられた授業時間など、学校ごとに求められる授
業内容が異なる。

・実施主体である国際交流・人材育成財団の派遣対象は、小中学校および特別支援校に限られるが、
幼稚園や高校などからも、国際交流員を活用した外国人との触れ合う機会の創出や異文化理解授業
への要望がある。

・実施する学校が求める内容に合わせて、国際交流員の授業内容に変化をつけ、より効果的な授業を
行う工夫が必要である。

・日程、予算的に負担にならない範囲で高校、幼稚園は独自で実施することも検討できるが、その際
は、実施校や、実施時期、内容などで、現在の実施主体である財団との棲み分けをはっきりさせる必
要がある。

　平成２６年度は、実施主体に働きかけ、平成２５年度に中止となった久米島清水小学校を始め、離島
校３校での実施が実現した。北部や離島など遠隔地域への派遣をはじめとして幅広い地域での学校
訪問を行い、昨年度より２校多い、１４校での学校訪問を実施できた。
　市町村へのＰＲについては、学校訪問時の新聞取材や、民放のラジオ番組（ＲＢＣ、ＲＯＫ）や県の広
報番組「うまんちゅ広場」で国際交流員の仕事や学校訪問の様子を紹介するなど、マスコミを活用し積
極的にＰＲを行った。
　派遣前に、実施校を訪問し担当教諭の要望を聞くなど事前調整を行ったり、派遣後に交流員同士で
ミーティングを行うなどして、授業内容の改善に努めた。

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）

・継続して、財団へ、遠隔地や離島地域での授業実施について働きかける。また、日本語能力が高い
国際交流員の学校訪問は、ほとんど県のみでおこなっているため、マスコミなどを通じて出前授業や国
際交流員の役割を広く各市町村へＰＲし、遠隔地や離島地域を含む多くの市町村での授業実施を促
す。

・財団を通して、学校が求める授業内容や交流員への要望等をヒアリングし、また、学年や年齢などを
考慮するなどして、より効果的で楽しめる授業づくりを行う。さらに、交流員の出身国の大使館や領事
館などの協力を得て、各国紹介や異文化理解に関する教材や適切な情報の提供を受け、より内容を
充実させる。

・高校や幼稚園など小中学校以外からの要望に対応するため、外国青年招致事業において、国際交
流員を派遣する。そのため、財団の事業内容を把握し、予め情報共有や役割分担を確認して、より効
率的で効果的な事業実施に繋げる。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

349

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

→

JICA沖縄
沖縄県国
際交流人
材育成財

団
県

市町村

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

― ― ―

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

　JICA主催の国際交流フェスティバルに県も共催者として、企画会議への参加やブース
の出展などを行い、順調に取組を推進した。
　県広報交流課で実施している交流事業等(おきなわ国際協力人材育成事業・アジア
ユース人材育成プログラム、ウチナースタディーツアー、海邦養秀ネットワーク構築事業)
の紹介を行うことで、県民の国際協力・交流に関する理解促進に努めた。

来場者数（JICA国際交流フェスティバル） ― 6,992人

事業名 活動内容

―

　JICA主催の国際交流フェスティバルに県も共催
者として、企画会議への参加やブースの出展など
を行い、県民の国際協力・交流に関する理解促進
に努めた。

活動指標名 計画値 実績値

取組内容
　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。

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) ○県民の異文化理解・国際理解の促進

主な取組 国際協力・交流フェスティバルとの連携

対応する
主な課題

○また、本県の外国人登録者数は平成23年3月末現在において、8,989人となっており、
24年前と比べると約1.87倍に増加している。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

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）

（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

4,469人
（24年）

5,936人
（25年）

6,992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）

国際交流フェスティバルの来場者数

　県民の関心の高まりから、来場者数は、昨年度を1,000人以上上回る過去最高数となり、国際
感覚に富む人材の育成に寄与しているものと考えられる。

・食堂や屋台目的の来場者も多いため、展示ブースにも興味を持ってもらうような工夫が必要。

・フェスティバルの広報だけでなく、県の展示ブースのＰＲも行うことで、県の国際交流事業への理解促
進につながる。

・国際交流員の配置や、国際交流事業のＯＢ・ＯＧによるパネル展示などを県の広報誌等でＰＲし、県
の展示ブースへの来場を促進することにより、県民の国際協力・交流に関する理解につなげる。

―
JICA主催の国際交流フェスティバルに県も参加し、展示ブース
を設置、県民の国際協力・交流に関する理解促進を深める。

・JICA沖縄の主催するフェスティバル団体会合に参加し、他の参加団体の出展内容等を確認しなが
ら、広報交流課の実施する交流事業等のより効果的な発信方法を検討した。また、国際交流員を常時
配置し、絵本の読み聞かせを行うなど、県民との交流に努めた。

・フェスティバルをより多くの県民にアピールすべく、県広報番組、広報誌、Webサイト等だけでなく、テ
レビ局やラジオ番組にてフェスティバルを紹介してもらった。

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



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

349

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

→

県
沖縄県国
際交流・人
材育成財

団

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

1,990 1,990 県単等

― ― ―

事業名 活動内容

多文化共生
推進調査事

業

　在住外国人及び県内各市町村に対して、多文化
共生に関するアンケート調査等を実施した。
　また、沖縄市国際交流協会主催の沖縄市国際
交流フェスティバルにおいて、多文化共生シンポ
ジウムを開催した。
　医療通訳ボランティア制度については、（公財）
沖縄県国際交流・人材育成財団の実施している
制度を活用している。

活動指標名 計画値 実績値

取組内容
　県内在住外国人と本県民が相互理解し、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。

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) ○在住外国人への支援

主な取組 多文化共生社会に向けた外国人向け取り組み

対応する
主な課題

○また、本県の外国人登録者数は平成23年３月末現在において、8,989人となっており、
24年前と比べると約1.87倍に増加している。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

多文化共生社会に関するフォーラムやシンポジウム、在住外国
人と県民が共に参加する伝統文化の体験教室等を開催し、県
民との交流の機会を創出する。 

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）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

3,336 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

69％
（20年度）

― 75％ ― ―

22％
（20年度）

29％
（26年度）

27％ 7% ―

傾向 全国の現状

― ― ― ― ―

状
況
説
明

　平成26年度に在住外国人に対して実施したアンケートでは、回答基準が異なっているため、
数値を反映させることができない。アンケート調査結果を踏まえ、おきなわ多文化共生推進指針
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
推進することにより、H28目標値の達成を図る。

多文化共生
推進調査事

業

　県内在住外国人と本県民が相互理解し、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。
　医療通訳ボランティア制度については、（公財）沖縄県国際交
流・人材育成財団の実施している制度を活用する。

　計画どおり進捗しており、市町村や各国際交流団体やNPO法人等の関係団体と毎月開催している連
絡会を通して、沖縄県全体での多文化共生社会の構築の推進を図った。
　また、沖縄市国際交流協会主催の沖縄市国際交流フェスティバルにおいて、多文化共生シンポジウ
ムを開催し、在住外国人、県民、市町村担当者が意見交換を行ったことで、在住外国人を取り巻く現状
を共有することができた。
　（公財）沖縄県国際交流・人材育成財団の実施している医療通訳ボランティア制度を保健医療政策
課や観光振興課等へ周知し、制度の利用を促進した。
　当課で実施する国際交流事業において、関連する国の伝統や文化等を学ぶ機会をつくることで、国
際理解の意識向上を図った。

成果指標

沖縄県にずっと住み続けたい在住外
国人等の割合

沖縄文化に関わる活動を行っている
在住外国人等の割合

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

　実施したアンケート結果から、在住外国人の現状や各市町村における多文化共生に関
する取組状況を把握することができた。
　また、沖縄市国際交流協会主催の沖縄市国際交流フェスティバルにおいて、多文化共
生シンポジウムを開催し、在住外国人、県民、市町村担当者が意見交換を行ったことで、
在住外国人を取り巻く現状を共有することができた。
　医療通訳ボランティア制度については、（公財）沖縄県国際交流・人材育成財団の実施
している制度を活用することで、在住外国人が安心して医療機関等を受診できる環境づ
くりに寄与した。

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）

・平成26年度に市町村に対して実施したアンケート結果から、各市町村における多文化共生の推進に
係る取組を実施しているのは、約２割のみということが分かった。市町村の取組を活性化させるため、
多文化共生社会の意識づくりを推進する必要がある。

・（公財）沖縄県国際交流・人材育成財団の実施している医療通訳ボランティア制度が県内医療機関
等に浸透していないため、効果的に活用できていない。

・在住外国人アンケート調査結果から、日常生活において不安を抱えながら生活をしている方が多い
ことが分かった。在住外国人に関する課題は、地域の課題でもあることから、行政のみではなく、地域
の国際交流団体、NPO法人等の関係機関との連携を図る必要がある。

・引き続き、関係機関に医療通訳ボランティア制度の周知を図り、制度の活用促進に繋げる必要があ
る。

・モデル事業として、在住外国人の悩み相談等を目的とした意見交換交流会、多文化共生フォーラム、
日本語講座等を実施し、その成果や課題を市町村や関係団体に共有することで、多文化共生の地域
づくりを推進する。

・地域住民（県民）を対象にしたシンポジウム等を開催することで、多文化共生についての理解促進を
図る。

・（公財）沖縄県国際交流・人材育成財団の実施している医療通訳ボランティア制度を関係機関へ周知
し、制度の利用を促進することで、在住外国人及び外国人観光客が安心して生活（滞在）できる環境づ
くりを推進する。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

349

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

→

沖縄県国
際交流・人
材育成財

団

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

― ― ―

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

　受講者15人のうち義務教育を受ける機会を逸した県系5人及びその家族や友人達10人
に対して学習の場を提供し、順調に取組を推進した。
　日本語教室を開設することにより、漢字能力の養成と勉学意欲の向上を図ることがで
きた。

受講者数 ― 15名

事業名 活動内容

―

　日本の義務教育を受ける機会を逸した県内に在
住する県系移住者子弟及び県内在住外国人に対
して、漢字の基礎的な読み書き学習の場を提供し
た。

活動指標名 計画値 実績値

取組内容
　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・金融機関等への書類作成及び届出ができるよう支援を行う（主体：沖縄県国
際交流人材育成財団）。

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) ○在住外国人への支援

主な取組 日本語読み書き教室

対応する
主な課題

○また、本県の外国人登録者数は平成23年3月末現在において、8,989人となっており、
24年前と比べると約1.87倍に増加している。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

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）

（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

69％
（20年度）

― 75％ ― ―

傾向 全国の現状

14名
（24年）

17名
（25年）

15名
（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）

受講者数

　沖縄国際交流人材育成財団で毎週１回の日本語読み書き教室を実施しており、平成25年度
は17名、平成26年度は15名の受講者となっている。
　日本語教室を開設することにより、漢字能力の養成と勉学意欲の向上を図っている。

・県内在住外国人を平成25年度から対象者に加えているが、これは受講者の家族や友達が受講を希
望する場合のみ認めている。今後、県系人及びその家族や友人達以外の在住外国人に対象を拡大す
る方針にあるため、受講者を増やすための広報活動を行う必要がある。

・生徒によって日本語のレベルが異なるため、個々のレベルにあった日本語指導をとりいれる必要が
ある。

・受講者が増えた場合、実施日時、実施頻度、教室数の増等、変更・改善を行う必要がある。

・現在は県系移住者子弟を優先して、受講者を募っているが、今後本格的に在住外国人に対し周知を
図っていくと、受講者が増えることが想定される。その場合は、現在週１回１教室で実施している講座を
２教室にするか、または週２回実施するかの変更等、改善を行う必要がある。

―
　日本の義務教育を受ける機会を逸した県内に在住する県系
移住者子弟及び県内在住外国人に対して、漢字の基礎的な読
み書き学習の場を提供する。

・受講者を増やすために、県広報誌、財団ホームページや広報誌への掲載等、周知方法の改善を行っ
た。

・市町村の住民課等と連携を図り、窓口にチラシ等を置いて周知を図った。

・平成25年度の後半から、教室をＪＩＣＡ沖縄国際センター（浦添市）から、沖縄県国際交流・人材育成
財団（宜野湾市）に移動したことで、中部以北に在住する方も受講しやすくなった。

成果指標

沖縄県にずっと住み続けたい在住外
国人等の割合

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）

４　取組の改善案（Action）

・受講者を増やすために、今後、県広報誌、財団ホームページや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、外国人が多く集まる飲食店等にもパンフレットを置く。

・在住外国人の受講者を増やすため、英語版や中国語版の募集チラシ等を作成し、幅広く周知を図
る。また、市町村の住民課等と連携を図り、在住外国人の日本語読み書き教室に対するニーズを調査
する。

・受講者が増えた場合、実施日時、実施頻度、教室数の増等、変更・改善を行う。

・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。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

349

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

50人
登録者数

75人

→

沖縄県国
際交流・人
材育成財

団

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

― ― ―

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

　ボランティア紹介依頼については、医療機関等への周知で少しずつ浸透してきており、
ボランティアの紹介件数も平成24年度11件から平成26年度29件と増加傾向にある。これ
は登録者が増えたことにより、関係機関からの依頼内容の対応できるケースが増えたこ
とによるものである。また、平成26年度より医療通訳ボランティア養成講座を再開し、修
了者27名（英語19名、中国語7名、スペイン語１名）となった。

登録者数 75人 89人

ボランティアの紹介回数 ― 29件

事業名 活動内容

―

　医療通訳ボランティアステップアップ講座を実施
し、医療機関等へボランティアの紹介を行った。平
成２６年度は９月に７回、医療通訳ボランティア養
成講座を実施し、２７名が当講座を修了した。

活動指標名 計画値 実績値

取組内容

　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、医療機関で受診する際のコ
ミュニケーションに不安を抱える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。

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) ○在住外国人への支援

主な取組 医療通訳ボランティアの利用普及

対応する
主な課題

○また、本県の外国人登録者数は平成23年3月末現在において、8,989人となっており、
24年前と比べると約1.87倍に増加している。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

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）

（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

69％
（20年度）

― 75％ ― ―

22％
（20年度）

21％
（26年度）

17％ １ポイント ―

傾向 全国の現状

全８回
（24年度）

10回
（25年度）

7回
（26年度）

→ ―

11件
（24年）

34件
（25年）

29件
（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）

参考データ 沖縄県の現状・推移

講座回数

ボランティアの紹介回数

　医療通訳ボランティア養成講座を実施し、受講者をボランティア活動者として登録している。活
動の場となる医療機関等からの依頼も過去に実績がある医療機関に加えて、新たに市町村の
保健センター等からの依頼が増えている。また言語は英語・スペイン語・中国語の３か国語で対
応している。年々、登録者数が増加しており、病院関係への紹介数も比例して増加傾向にある。
今後、登録者数は１００人以上になる見込みである。

・平成26年度は医療通訳ボランティア事業について、過去４年間の活動実績が評価され、派遣実績の
ある医療機関に加えて、市町村の保健センター等から依頼があり、問い合わせ数が増えた。今後も引
き続きマスコミ等を通して県民に広報し、また医療機関、ホテル等の観光関連施設へ当制度の利用を
呼びかけていく必要がある。

・医療機関からの問い合わせの中には緊急を要する内容もあり、ボランティアでは対応できないケース
も多くある。今後は、緊急の問い合わせにも対応できるよう、有償の通訳を育成する必要がある。

・在住外国人の多国籍化に伴い、通訳対応言語を増やしていく必要がある。

―
　医療通訳ボランティアの養成講座及びステップアップ講座を
実施し、全講座修了者は「医療通訳ボランティア登録用紙」を
財団に提出し、登録する。

　財団ホームページやマスコミ及び広報誌等を通して、同制度の周知活動を行ったところ、３７名の応
募があった。
　また、県内の外国語で対応できる医療機関を掲載した「おきなわメディカルインフォ２０１４」を作成し、
県内の医療機関や関係機関に配布し、登録者の活用を図った。
　さらに、Facebookなどを設置することによって、より多くの人に情報発信できるようなシステム作りに
努めた。
　市町村連絡会議等での周知活動も開始し、県内における医療通訳ボランティアの認知度を着実に上
げている。

成果指標

沖縄県にずっと住み続けたい在住外
国人等の割合

病院での診療時に医師との対話で
困った在住外国人等の割合

平成27年度計画

事業名 活動内容



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）

・これまでマスコミや財団ホームページや財団広報誌を通して周知し、一定の効果を得た。今後も引き
続き、医療機関を中心に関係機関と連携して、チラシやパンフレットを配布して当制度の周知を図って
いく。特に県内在住の外国人がもっと利用できるように、市町村関係者との連携を図っていくことが課
題である。

・現在、通訳ボランティアとして登録されている方々を、有償の通訳士に育成できるようなプログラムを
考える必要がある。

・新たな言語を積極的に取り入れる必要がある。

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。

・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広報誌を通して賛助会員や関係機関へ周知を図る。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。

・有償の通訳士育成のための講座や試験実施等を図る。
　
・医療機関等へのヒアリングを行い、スペイン語、英語、中国語以外の言語を取り入れるための事前調
査を行う。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

349

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

262人
登録者数

→

沖縄県国
際交流・人
材育成財

団

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

― ― ―

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

　ボランティアを活用して、おきなわマラソン大会等のイベント通訳、県内在住外国人が
医療機関等での受診や集団健診の際の医療通訳などを行った。通訳ボランティアに関し
て、県民、県内在住外国人、及び県内各組織の間で認識が高まっており、特に医療分野
において、依頼数が増加した。

登録者数 262人 209人（複数登録を含む）

事業名 活動内容

―

　国際交流・協力を推進するため、県民に対して
ボランティア制度利用を呼びかけた。
　また、医療通訳ボランティアを中心に34件を沖縄
科学技術大学院大学などの関係機関に紹介し
た。

活動指標名 計画値 実績値

取組内容
　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（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。

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) ○在住外国人への支援

主な取組 国際交流・協力ボランティアの利用普及

対応する
主な課題

○また、本県の外国人登録者数は平成23年3月末現在において、8,989人となっており、
24年前と比べると約1.87倍に増加している。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

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）

（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

69％
（20年度）

― 75％ ― ―

傾向 全国の現状

１６件
（２４年）

４０件
（２５年）

３４件
（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）

関係機関への紹介件数

　国際交流・協力を推進するため、ボランティア登録制度を活用して各種事業を実施し、関係機
関へ医療通訳ボランティアを中心に紹介を行い、在住外国人との共生社会に向けての環境整
備の構築を図った。

・平成26年度はボランティア事業、特に医療通訳ボランティアの過去４年間の活動が評価され、県民の
関心も高まってきたことから、紹介件数が増加傾向にある。今後、財団は医療通訳ボランティアを中心
にして、マスコミを通して県民に周知し、関係機関へ当制度の利用を呼びかけていくとしている。県とし
ても周知活動を強化し、広報の面で支援を続ける必要がある。

・ホームステイボランティアに関しては、需要が低下ぎみとなっているので、内容を改正する必要があ
る。

・登録者の活用の場を増やすため、県の他部局、市町村、その他関係機関が行う国際交流事業等と
の連携を図るとともに、情報収集を行う必要がある。

・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・支援体勢を図る。

・民泊機関などに対しヒアリングを行い、ホームステイに関する県民のニーズを把握するための調査を
行う。

・県・市町村国際交流担当者会議等で、情報提供・交換を行い、担当者間の協力体勢を築いていく。

―
　国際交流・協力を推進するため県民のニーズに応じた事業を
実施し、マスコミを通して県民にボランティアへの登録と制度の
利用を呼びかけ、関係機関への紹介を行う。

　財団のホームページや広報誌を通して、通訳ボランティアに関して県民や沖縄県国際交流団体連絡
会議加盟団体等に周知した。その結果おきなわマラソン大会等のイベント通訳、県内在住外国人が医
療機関等での受診や集団健診の際の医療通訳の依頼数が増加した。

成果指標

沖縄県にずっと住み続けたい在住外
国人等の割合

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


