
様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

390

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

― ― ―

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

― ―

施策 ①外国語教育、海外交流・留学等の充実

「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

平成26年度実績

(施策の小項目) ○外国語に親しむ機会の創出及び国際理解教育の推進

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

○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に
は、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。

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

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

事業名 活動内容

学校訪問等授業回数 ― 1４校

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

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。

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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（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年度）

12校
（25年度）

14校
（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）

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。

　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

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。
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実施計画
記載頁

391

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

62,221 60,994
内閣府
計上

施策 ①外国語教育、海外交流・留学等の充実

「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

平成26年度実績

(施策の小項目) ○留学派遣及び海外教育機関等との交流

主な取組 アジアユース人材育成プログラム

対応する
主な課題

○本県は国際交流や協力を通じ、多元的なネットワークをもつ国際交流拠点を目指して
おり、次代を担う子どもたちには高い国際性と専門性が求められている。

取組内容

　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。

年度別計画

担当部課 知事公室　広報交流課

事業名 活動内容

万国津梁産
業人材育成

事業

　アジア各国から27名、県内から14名、県外から
14名の合計55名の高校生を沖縄に招へいし、平
成26年8月4日～8月22日までの19日間、環境問
題をテーマとしたレクチャー、ディスカッション等の
プログラムを実施した。

活動指標名 計画値 実績値

参加人数 48名 55名

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

　アジアユース人材育成プログラムの参加人数は、計画値48名に対し、アジア各国から
27名、県内から14名、県外から14名の合計55名となった。
　アジア各国・県内外から参加した高校生が、19日間、国情や文化の違いを踏まえなが
ら共通の課題に取り組み、国際協調や問題解決能力を育むことができた。

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。 
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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

63,100
内閣府
計上

（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
(24年)

54人
（25年）

55人
（26年）

→ ―

14人
（24年）

13人
（25年）

14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）

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

万国津梁産
業人材育成

事業

　アジア各国から30名、県内から13名、県外から13名の合計56
名の高校生を沖縄に招へいし、平成27年8月5日～8月23日ま
での19日間、環境問題をテーマとしたプログラムを実施し、次
世代を担う人材を育成するとともに、本県の国際交流拠点化に
資することを目指す。

　参加青年を現代版組踊「肝高の阿麻和利」の練習の見学やワークショップに参加させることで、出演
者である中高生の国際交流意識の高揚に寄与した。また、伊江島で民泊することで、受入れ側の家庭
の異文化理解を深めることができた。

　将来の効果を推し量ることがでできるような効果検証の一環として、これまでの参加青年のその後の
進路について調査を実施した。

成果指標

―

・過去のアジアユース人材育成プログラム参加者の中で、起業した者、最先端技術の研究に従事する
者、世界トップレベルの大学に進学した者など、顕著な活躍をしている者をプログラムに招いて講義や
講演をさせ、参加青年の将来の目標設定や啓発に繋げるとともに、事業の成果を広くアピールする。

・新たな事業スキームを構築するため、関係省庁と緊密な連携を図る。

アジアユース人材育成プログラム参
加人数

アジアユース人材育成プログラム県
内参加青年

　参加青年の数は安定して推移しており、 アジアにおける人材ネットワークの構築が図られて
いる。
　また、本県参加青年の数も安定して推移しており、毎年順調に沖縄の将来を担う人材の育成
に寄与している。

・沖縄の将来を担う人材を育成することを目的とした事業であることから、その効果の検証が難しい。

・事業が平成27年度で終了となっていることから、平成28年度以降の事業スキームを検討する必要が
ある。

・これまでの事業実績を踏まえ、過去にプログラムに参加した者の進路調査結果を活用し、現時点に
おける事業の成果を推し量る方法を検討する。
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実施計画
記載頁

392

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

30人
交流人数

６人
派遣数

６人 ７人 ７人

60人
(ｳﾁﾅｰﾝﾁｭ
大会時)

８人 → 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

12,819 12,744 県単等

4,511 4,511 県単等

施策 ①外国語教育、海外交流・留学等の充実

「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

平成26年度実績

(施策の小項目) ○留学派遣及び海外教育機関等との交流

主な取組 次世代ウチナーネットワーク育成事業（一部）

対応する
主な課題

○本県は国際交流や協力を通じ、多元的なネットワークをもつ国際交流拠点を目指して
おり、次代を担う子どもたちには高い国際性と専門性が求められている。

取組内容
　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。

年度別計画

担当部課 知事公室　広報交流課

事業名 活動内容

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待し、平成26年
8月3日～8月9日までの間、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とこ
ろ、33名（県内中高生：16名、海外県系人子弟：15
名、県内・海外青年リーダー：2名）が参加した。

海邦養秀
ネットワーク
構築事業

　平成26年8月6日～8月17日までの間、沖縄の高
校生・大学生9名をボリビア沖縄県人会へホーム
ステイ派遣した。

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、ホームスティによる交流事
業を実施 
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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

13,279 県単等

4,511 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

― ― ― ― ―

活動指標名 計画値 実績値

【ウチナージュニアスタディー事業】交流人数 30人 33人

事業名 活動内容

【海邦養秀ネットワーク構築事業】派遣人数 7人 9人

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

　海外移住者子弟を招致し、県内の同世代の青少年とともに、沖縄の歴史や文化、移民
学習等を学ぶことで、ウチナーアイデンティティーを強め、次世代のウチナーネットワーク
を担う人材を育成した。
　また、県内青少年を海外県人会へ派遣し、移民県沖縄の歴史や、世界で活躍するウチ
ナーンチュの活躍を見聞する場を提供することにより、次世代ウチナーネットワークを担
う人材を育成することができた。また、県内大学（沖縄大学）において国際交流について
講義を行い、沖縄県が行う人材育成事業や沖縄県の移民の歴史について聴講生の理
解を深めた。

平成27年度計画

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待し、平成27年8月2日～8
月8日までの間、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
施する。
　33名（県内中高生：15名、国内高校生：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。

海邦養秀
ネットワーク
構築事業

　平成27年8月7日～8月22日までの間、沖縄の高校生・大学生
等9名をドイツ沖縄県人会へホームステイ派遣する。

　事業ＯＢ・ＯＧを積極的に事業プログラムの企画や運営に参加させ、縦の繋がりの強化を図った。ま
た、ウチナージュニアスタディー事業のプログラムの一部にウチナーンチュ子弟留学生を参加させるこ
とで、事業を越えた横断的なネットワークを構築した。

　各交流事業ＯＢを集めた大同窓会を実施し、情報交換や意見交換を行った。また、ＯＢの名簿を現在
の情報に更新するなどし、事業終了後のフォローアップを行っている。

　事業終了後に洗い出した反省点や課題点を平成27年度実施する事業に反映させる。

成果指標

―
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傾向 全国の現状

３０名
（Ｈ２４）

３２名
（Ｈ２５）

３３名
（Ｈ２６）

↗ ―

６名
（Ｈ２４）

７名
（Ｈ２５）

９名
（Ｈ２６）

↗ ―

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）

・交流会のテーマを、各事業ＯＢが事業で得た経験を今後どのように活用するか等、より具体的なもの
にすることで事業の効果を高め、グローバルな人材の継続的な育成を図る。また、事業ＯＢに交流会
の一部を企画させることで、彼らの企画・提案能力等の向上を図る。

参考データ 沖縄県の現状・推移

ウチナージュニアスタディー事業　参
加人数

海邦養秀ネットワーク構築事業　参加
人数

　ウチナージュニアスタディー事業、海邦養秀ネットワーク構築事業の事業への参加を通して、
ウチナーネットワークとつながりのある者の割合は増えている。
　各事業の参加者は順調に増えている。今後も事業予算も考慮しながら、現在の数値を維持し
ていきたい。

・各交流事業ＯＢ・ＯＧへのフォローアップ、各事業の枠を超えた交流を実施したが、継続的なネット
ワークを構築するためには、今後も同様の取り組みを行う必要がある。

・事業ＯＢを対象とした交流会を実施する際は、企画段階からＯＢの意見を取り入れる等、より効果的
な交流会となるよう内容を改善する必要がある。


