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移住相談会＆トークライブ
タイムスケジュール
12：30〜 受付開始
13：00〜 地域トークライブ
14：45
出展市町村が、我が街・我が島について

沖縄の島ぐらしを身近に知ることができるトークライブと、出展市町
村との個別相談、そして地域おこし協力隊の合同募集説明会を同時開
催いたします。
入退場自由！お気軽に興味のあるプログラムにご参加ください。
※個別相談の受付は、事前予約と当日先着が優先になります。早めの
ネット予約をおすすめいたします。
※参加市町村・担当者は変更になる場合があります。
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島全体が県立自然公園に指定されており豊かな自然がある
のはもちろん、病院・学校（高校まで）・スーパーなど生活
に必要な施設も揃っている「暮らすにちょうど良い島」です。
海洋深層水を利用したエネルギー自給率 100% への取り組
みや教育魅力化プロジェクトなど、新しくて面白いことも
多いです！今回は地域おこし協力隊の募集はありませんが、
沖縄県内で最多 19 名の隊員が活躍している島なので、ご
興味のある方には活動の様子をお話いたします！

アクセス／那覇空港から車で約２時間
人口／ 1,778 名
主な産業／観光業、農業など
特産品／パインアップル、マンゴー、かぼちゃ、タンカ
ン

アクセス／那覇から飛行機で約 30 分、フェリーで約 3
〜 4 時間
人口／ 7,778 名
主な産業／農業、畜産業、水産業
特産品／車エビ、海ぶどう、もずく、マンゴー、泡盛
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企画政策課／担当：宮良
TEL：0980-82-1350
村 HP

沖縄本島那覇市の北西海上 58 ㎞の洋上に位置し、北に
粟国島、南東に慶良間諸島、西に久米島を望み、これら
の島々のほぼ中央にあります。
数多くの沖縄の原風景が残っており、静かな時間と空間
の中で生活することが出来ます。
今回は地域おこし協力隊を募集します。活動内容や任用
に関する事など興味のある方はお気軽に話を聞きに来て
ください。
アクセス／那覇からフェリーで約 2 時間
人口／約 361 名
主な産業／農業、漁業
特産品／もちきび、にんじん

（内容は①と同じです）
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与那国島は日本最西端に位置しており天気が良ければお
隣「台湾」が望める国境の島です。沖縄県内でも特有な
文化や伝統が今でも行われており、特に地域との繋がり
を大切に守られています。国境の島与那国島に興味があ
る方はぜひ与那国島へお越し下さい。
アクセス／①フェリーよなくに [ 石垣−与那国]週 2 航海
（火・金）片道 3 時間 30 分
②飛行機 [ 石垣−与那国 ]１日 3 便 / 約 25 分
[ 与那国−那覇 ]１日 1 便 / 約 1 時間 30 分
人口／ 1,715 名
主な産業／農業、漁業、観光業
特産品／カジキ、くば餅、長命草、黒糖、花織、泡盛
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沖縄本島から南西へ約 400 ㎞離れた亜熱帯海洋性気候
に属する豊かな自然環境と都市機能が並存している八重
山列島の中心地です。県内外からの移住者も多く活気に
あふれています。各地域に伝統行事も根付いており、地
域住民と移住者が共に地域を盛り上げている場所も多く
見られます。
アクセス／那覇空港から飛行機で約 1 時間
人口／約 49,000 名
主な産業／農業、畜産業、観光業
特産品／パインアップル、マンゴー、石垣牛、八重山そば、
ミンサー織り

協力隊トークセッション、
市町村協力隊 P R タイム
地域おこし協力隊制度の概要説明と、先
輩協力隊によるトークセッション、各市
町村による協力隊の PR を行います。協
力隊の実際の活動内容や沖縄での生活、
任期後のことなど、色々お話しします！

16：00〜 座談会／質問タイム
17：30
市町村毎に担当者や協力隊員を囲んで、
座談会形式で質疑・応答を行います。
気軽な雰囲気で質問できるチャンスで
すよ！座談会のハシゴも OK です。
お気軽にご参加下さい。

くろかわ

地域・離島課／担当：堀井・黒川
TEL：098-866-2370
おきなわ
島ぐらし HP
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全般 情報
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総務課／担当：比嘉
TEL：098-989-2002

【問い合せ】
一般社団法人 プロモーションうるま
担当 : 菊地（きくち）
TEL : 098-923-5995
Mail : iju@promo-uruma.com

久米島町

移住
相談

地域おこし協力隊制度の概要、沖縄県内
の隊員数や活動地域、活動内容、研修な
どを紹介します。個別の質問にもお答え
します。
※同時間帯に「移住相談会」
（ホール 1）で
地域トークライブが開催されていますので
市町村担当者が不在の場合もあります。

14：30〜 協力隊制度概要説明❷、

移住 協力隊
相談 募集

企画財政課／担当 : 稲藏
TEL：0980-87-3577
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子育 お試し 協力隊
助成 住宅 情報

与那国町

いねくら

沖縄本島北部、東海岸に位置する東村は、朝日が昇り夕
日が沈んでいくのが見れます。東村の約 73％は森林で
その森林を源とした大小 14 の河川が流れています。ま
た慶佐次区にある ヒルギ公園 は国立公園に指定され
ており、展望台から見るヒルギ林は一見の価値ありです。
また、東村にきて食べてほしいのがパイン！日本一の生
産量を誇る東村のパインはたくさんの種類がありどれも
絶品です。ぜひ食べに来てください。

❷

検索

❺

西表島

企画観光課／担当：楠原
TEL：0980-43-2265

おきなわ島ぐらし

沖縄県がある琉球諸島には大小 160 の島があり、そ
のうち 37 が有人島になります。県は 41 の市町村か
らなり、エリアによって様々な特徴を有しています。
人口／ 1,455,267 人（2019 年 11 月現在）
平均気温／ 23.5℃（那覇 /2018 年平均）

❺与那国町

くすはら

沖縄移住に関する様々な情報を紹介

南大東島

慶良間諸島

宮古島

❶

参加の申し込みはこちらの QR コードを
読み込み、申込フォームにお進みください

13：00〜 協力隊制度概要説明❶、
質問タイム（フリー）
❻沖縄県

け付けます。事前予約の方を優先します
が、当日枠もありますのでお気軽にご参
加ください。

個別相談の事前予約はこちら

沖縄本島

❷渡名喜村

説明します！観光だけではなかなか見え
てこない、冬の沖縄の過ごし方もお伝え
しますよ。

13：00〜 個別相談会
17：30
各市町村担当者が 30 分ごとに相談を受

地域おこし協力隊
合同募集説明会
タイムスケジュール（予定）

伊平屋島

1月25 日（土）
沖縄移住相談会＆トークライブ
地域おこし協力隊合同募集説明会

移住相談会場では、移住全般に関すること、県内市町村
情報等を提供させて頂きます。また、同日開催の協力隊
合同説明会場では、県庁所属の地域おこし協力隊 2 名
が参加します。沖縄の協力隊の活動について知りたい方、
今後の募集情報をお求めの方は、お気軽にお声がけくだ
さい！移住応援サイト「おきなわ島ぐらし」では、移住
ガイドや関連イベント、お仕事等の情報を発信中！

❼

ＵＩターン就職サポート
「りっか沖縄」
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沖縄 U Iターン就職サポートセンター東京
TEL：080-8594-0817
仕事
情報
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りっか沖縄 HP

県内企業への就職やインターンシップを希望する学生、
UI ターン就職希望の方に、相談対応、情報共有、県内
企業とのマッチング等のサポートを行っています。

※県・市町村からの情報提供を主とし、移住を検討している方を対象にしたイベントです。営業目的などの参加はお控えください。
※お申し込みされた方の個人情報は、本事業の利用目的から逸脱しない範囲とするとともに、個人情報の取り扱いに関する法令、国が定める指針、その他の規範に関して適用される法令・規範を尊守いたします。
※相談枠には限りがあります。先着順、事前予約優先となりますのでご了承ください。 ※事前予約の方は、予約時間の 10 分前までに受付にお越しください。10 分前までに受付を済ませていない場合は、キャンセル扱いとなりますのでご了承ください。

沖縄県内の地域おこし協力隊の活動を
ホームページ、Facebook でご紹介！
沖縄県地域づくり × 助成金サイト 『Wao41』（わっ
たーオキナワ 41）にて、沖縄県内の地域おこし協力隊
の活動や隊員紹介、協力隊向けの研修レポートなどを
ご紹介しています。また沖縄県地域おこし協力隊の
Facebook ページにも随時協力隊情報を掲載していま
す。協力隊のリアルな活動等を知ることができますの
で、ぜひご覧下さい！
Wao41 ホームページ

沖縄県地域おこし協力隊 Facebook

