
様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

52

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

991人／年
養成数

1,000人／年

→ 保存会

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

3,747 3,747 県単等

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

4,105 県単等

「主な取組」検証票
施策展開 1-(4)-イ 文化の担い手の育成

施策 ①伝統文化の後継者育成・確保

(施策の小項目) ○伝承者・後継者の養成

主な取組 伝承者養成・技術錬磨事業

対応する
主な課題

○伝統芸能や伝統工芸の後継者となる伝承者養成は一朝一夕にできるものではなく、
長年にわたる技術や技芸の修練と研鑽が必要であり、長期的・継続的な取組が求めら
れる。

取組内容
伝承者養成・技術錬磨事業は、保存会等が後継者を育成するために若手実演家・技術
者を対象に実技研修等を行うものであり、県は経費の一部を補助することにより支援す
る。

年度別計画

担当部課 教育庁文化財課

平成27年度実績

事業名 活動内容

伝承者養成
事業

技術錬磨事
業

国・県指定無形文化財（芸能、工芸）の伝承者を
養成するための実技研修等を、経費の一部を補
助することにより支援した。

活動指標名 計画値 実績値

養成人数（年度ごと）
997人
(27年）

1,390人
(27年）

推進状況 推進状況の判定根拠及び平成27年度取組の効果

順調

伝承者の養成は長い年月を要するため、単年度の事業の実施がすぐに新たな保持者の
認定に結びつくものではないが、これまで伝承者養成・技術錬磨事業を継続して実施し
てきたことによって、後継者が生まれ、国・県指定無形文化財（芸能、工芸）の保存に繋
がっている。
平成26年度は計画値997人に対し、実績値1,390人である。

平成28年度計画

事業名 活動内容

伝承者養成
事業

技術錬磨事
業

国指定無形文化財11件、県指定無形文化財９件について、保
存会等が後継者を育成するために若手実演家・技術者を対象
に行う実技研修等に対し、経費の一部を補助することにより支
援する。

伝承者の養成・技術練磨事業
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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

1,519人
（23年度）

6,892人
（27年度）

4,979人 5,373人 ―

傾向 全国の現状

1,284人
（25年度）

1,217人
（26年度）

1,390人
（27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）

成果指標

伝承者養成・技術錬磨事業における
伝承者養成数（累計）

平成27年度の取組改善案 反映状況

①組踊伝承者養成事業については、引き続き、所
管課が適宜保存会と意見交換しながら、文化庁等
関係機関の助言も得つつ、新たな伝承事業案の策
定を支援する。

①組踊伝承者養成事業について、組踊保存会とし
て実施する独自性や研修演目、研修を受ける伝
承者の数など計画的に取り組む体制が整った。

・組踊など研修生の数が多い伝承者養成事業については、効果的なj研修の実施に向け、その研修内
容や方法等について検討する必要である。
・県単独補助事業の工芸技術については、現在の事業内容や実施体制が適切なのか、今後検証して
いく必要がある。

・組踊伝承者養成事業等については、引き続き、事業実施団体である保存会及び文化庁と適宜、意見
交換しながら伝承事業案の策定を支援する。
・県単独補助事業の工芸技術については、現在の事業内容や実施体制が適切なのか、聞き取り等に
より調査を始める。

参考データ 沖縄県の現状・推移

養成人数

　養成人数については、年度によって増減があるが、後継者が育成され、無形文化財保持者の
認定に繋がっている。

○内部要因
・県単独補助で実施されている琉球漆器伝承者養成事業などは、限られた予算の範囲内で数少ない
伝承者の養成が着実に行われている。
・国庫補助及び県が経費の一部を補助し実施している組踊等の伝承者養成事業においては、研修生
の人数が過大であるため、効果的な研修が行えるようその内容や方法等の検討が必要である。
　
○外部環境の変化
・無形文化財は、生活様式や言語状況の変化等により、常に消滅・変容の危機と隣り合わせであるた
め、できる限り当該市町村教育委員会や保存会と密に連絡して現状把握に努め、文化庁の指導も受
けつつ状況に応じた形での伝承者養成を行う必要がある。
・特に工芸技術においては、現状は維持しているものの、離島地域・北部地区の高齢化、過疎化が伝
承者養成事業の実施に影響を及ぼす可能性が高まっており、注意が必要である。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

52

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
3件
支援件数

→ 保存会等

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

500 500 県単等

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

500 県単等
九州地区民
俗芸能大会

平成28年度は県が経費の一部を負担して長崎県で開催される
九州地区民俗芸能大会へ八重瀬町新城の「シーヤーマー」を
派遣し、発表・記録する。

推進状況 推進状況の判定根拠及び平成27年度取組の効果

順調

九州地区民俗芸能大会への参加団体を募集し、応募があった宜野座村松田の伝統行
事の発表と記録を支援した。「伝統文化を活かした地域活性化事業」の活用を希望した
団体はなかったが、応募のあった団体については、全て希望に答えることができた。当該
取組により、伝統芸能の伝承が図られ、文化財を通した地域の活性化を推進できた。

平成28年度計画

事業名 活動内容

保存継承支援件数
３件

(27年）
１件

(27年）

事業名 活動内容

九州地区民
俗芸能大会

宜野座村の松田伝統芸能保存会が第56回九州
地区民俗芸能大会で「松田の獅子舞」を発表し、
記録することを、経費の一部補助により支援した。

活動指標名 計画値 実績値

取組内容

   豊年祭等の伝統行事について、市町村や実行委員会等が行う歴史・現状の調査や映
像記録作成の事業等に対し、経費の一部補助や国庫補助事業に関する情報提供をする
ことで支援する。九州地区民俗芸能大会への派遣や文化遺産を活かした地域活性化事
業の活用の周知を図る。

年度別計画

担当部課 教育庁文化財課

平成27年度実績

(施策の小項目) ○多様な機会を通じて技能習得ができる環境の構築

主な取組 伝統行事保存継承

対応する
主な課題

○戦後の生活様式の変化や価値観の多様化が進んだこともあり、若い世代を中心に伝
統文化に対する関心が低下しており、伝統文化の後継者が不足している。

「主な取組」検証票
施策展開 1-(4)-イ 文化の担い手の育成

施策 ①伝統文化の後継者育成・確保

伝統行事の保存・伝承に取り組む団体への支援
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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

４件
（２５年度）

４件
（２６年度）

１件
（２７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）

・引き続き、九州地区民俗芸能大会に参加する団体への支援を行い、市町村文化財保護行政担当者
の研修会等において「文化遺産を活かした地域活性化事業」等の活用を周知し、限られた予算で効率
的に伝統行事の保存・継承が図れるようにする。

保存継承支援件数

九州地区民俗芸能大会へ１団体の参加を支援した。「伝統文化を活かした地域活性化事業」の
活用の周知を図ったが活用する団体はなかった。市町村や実行委員会が主体となり伝統行事
の調査事業や、公開を行うことで、祭事等の伝統行事をはじめとする伝統的な生活文化の保存
に繋がっている。

○内部環境の変化
・県担当と市町村の担当者の連携を密にして、「文化遺産を活かした地域活性化事業」の活用を希望
する団体等の情報収集が必要。

○外部要因
・研修会等で「文化遺産を活かした地域活性化事業」の説明を行ったが、応募数の増加に繋がらな
かった。各市町村の担当者が通常業務に加え、同事業を実施する際の事務的負担が応募を見送る要
因の一つだと考えられる。

・これまでに国庫補助である「文化遺産を活かした地域活性化事業」を実施した市町村の取り組み事
例等を紹介し、同事業の有用性について市町村担当者への理解を図る必要がある。
・同事業が各市町村の予算負担がなく取り組めるメリット等を周知し、市町村の取り組みを促す。

成果指標

―

参考データ 沖縄県の現状・推移

平成27年度の取組改善案 反映状況

引き続き、市町村文化行財保護行政担当者の研
修会等において、「文化遺産を活かした地域活性
化事業」等の活用を推進し、限られた予算で効果
的に伝統行事の保存・継承が図れるよう周知して
いく。

地域の文化財担当者との連携や協議の際に、適
宜「文化遺産を活かした地域活性化事業」の活用
を進めた。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

52

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

870 870 県単等

推進状況 推進状況の判定根拠及び平成27年度取組の効果

順調

   県庁での行政説明会や各教育委員会との連携を図り、本事業を周知した結果、応募
校数は前年度比６校増の64校となった。しかし、鑑賞児童生徒の参加人数は前年度比
の2,267人減の12,269人となったっているが、公演実施校が増えたことは、各教育委員会
との連携と周知が奏功したと考えられる。今後も実施校を増やすことで改善に取り組む。
　そして成果として児童生徒は、鑑賞するだけではなく、ワークショップを取り入れる学校
が増えたことにより、芸術文化に対する関心を高めることができた。そして、教師も芸術
鑑賞を実施することによって、子どもたちの関心が高まり、感性が豊かになったとを実感
している。
   また、離島地域の芸術鑑賞事業（県単）を、与那国町と粟国村で行った。プロの舞台芸
術家が来島することは殆ど無いのでその指導を受けたり、舞台鑑賞したことによる感動
や、表現活動の刺激になったとの感想が多くあった。

文化振興事
業費

   文化庁や県や市町村教育委員会及び学校等との共催によ
り鑑賞機会提供事業を実施。
　離島・へき地での沖縄県芸術鑑賞提供事業費において、与
那国町、粟国村の２箇所での公演を実施。
   内容：ミュージカル、オーケストラ、児童劇、音楽などの鑑
賞・ワークショップ・共演

活動指標名 計画値 実績値

文化庁等提供事業芸術鑑賞児童生徒数 ―
12,269人
（27年）

年度別計画

担当部課 教育庁文化財課

平成27年度実績

事業名 活動内容

主な取組 文化振興事業費

対応する
主な課題

○子どもたちをはじめ多くの県民が、国内外の優れた文化芸術を鑑賞できる機会が十分
ではないため、文化創造活動の尊さや芸術の感動を体感できる環境づくりが課題であ
る。

取組内容
国内有数の芸術団体による舞台芸術鑑賞機会を県内へき地・離島の児童・生徒に提供
する。
校区や地域、広くは県内・県外に在住する芸術家や技能保持者等を学校に派遣する。

「主な取組」検証票
施策展開 1-(4)-イ 文化の担い手の育成

施策 ②創造的芸術文化の発展を担う人材の育成

(施策の小項目) ○文化芸術の鑑賞機会･公演機会の充実

県・文化庁・財団等が主催する芸術鑑賞機会提供事業
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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

802 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

11,834人
（23年）

12,269人
（27年度）

13,000人 435人 ―

傾向 全国の現状

13,482人
（25年度）

14,536人
（26年度）

12,269人
（27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）

 本物の芸術に触れる良い機会であり、プロの芸術家等を招聘するには、かなりの経費がかか
るため、国や県、財団などが費用を負担し芸術鑑賞機会を提供することは、児童生徒の豊かな
感性を育む上で、大変有意義であり、効果がある。
  文化庁等提供事業芸術鑑賞児童生徒数については、H26年度と比較して2,267人減少したが、
実施校は58校から64校に増加していることから、成果は出ており、引き続き周知を行っていくこ
とで目標は達成できる見込である。

○内部要因
・本県は、学力向上対策が最重要課題であり、このため各学校とも授業時数の確保等が優先される傾
向が見られる。

・行政説明会や教頭会等で事業の周知は進んでいるが、市町村によって応募学校の差が見られる。

○外部環境の変化
・他県に比べても離島が多いことなどから、準備に要する時間や移動時間がかかるため開催回数が限
られ、芸術文化に触れる機会がまだまだ足りない。

成果指標

文化庁等提供事業芸術鑑賞児童生
徒数

参考データ 沖縄県の現状・推移

文化庁等提供事業芸術鑑賞児童生
徒数

平成28年度計画

事業名 活動内容

文化振興事
業費

   文化庁や県、市町村教育委員会及び学校等との共催によ
り、鑑賞機会提供事業を実施。
　離島・へき地での沖縄県芸術鑑賞提供事業費において、座
間味村、多良間村の２箇所での公演を実施。
   内容：ミュージカル、オーケストラ、児童劇、音楽などの鑑賞・
ワークショップ・共演

平成27年度の取組改善案 反映状況

①中高の文化連盟と協力して、現場の教員への周
知の方法を検討する。

②実施校の生徒の感想などを説明会で配布する
など、文化芸術鑑賞による生徒の変化などをわか
りやすく示すなど、資料の内容を検討する。

①検討中である。応募は小学校が最も多く、次に
中学校で、高等学校はゼロであった。高文連の理
事会で周知し、協力を仰いでいる。
②生徒の感想を載せた資料やパワーポイントを活
用した説明を行っている。
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（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）

・離島やへき地などの子どもたちが優れた文化芸術を鑑賞できる機会がまだ十分ではないため、文化
創造活動の尊さや芸術の感動を体感できるようにするため、鑑賞教室の実施を引き続き推奨する必要
がある。
・市町村教育行政及び指導主事研修会や中高教頭研修会で、文化芸術鑑賞による生徒の感想や活
動の様子を写真等で示すなど、資料の内容を工夫する必要がある。

・市町村行政及び指導主事研修会や中高教頭研修会にできるだけ参加し、周知を図る。

・実施校の生徒の感想などを説明会で配布するなど、文化芸術鑑賞による生徒の変化などをわかりや
すく示すなど、引き続き資料の内容を検討する。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

52

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

700人/年
県外派遣数

11,600/年
県参加者数 12,000人

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

10,928 10,928 県単等

活動指標名 計画値 実績値

参加者数（沖縄県高等学校総合文化祭、中学校総
合文化祭等）

11,900人
（27年）

11,021人
(27年)

平成27年度実績

→ 県

事業名 活動内容

文化振興事
業費

　県中学校文化連盟等への補助を通して、各文化
祭の充実を図り、平成27年度より強化事業補助と
して50万円増額した。
　県高等学校文化祭と県中学校文化祭の参加者
数を計画値11,900人に対し11,021人であった。
　県高等学校文化連盟への補助を通し、滋賀県で
開催された全国高等学校総合文化祭を始め、延
べ７２件の県外大会へ派遣し、派遣数を計画値
700人に対し1,017人であった。
　また、高校生の文化活動を支援し、高文連主催
の総合文化祭を初めとした各種大会など発表の
場を確保するとともに各分野の技術向上を図っ
た。

対応する
主な課題

○子どもたちをはじめ多くの県民が、国内外の優れた文化芸術を鑑賞できる機会が十分
ではないため、文化創造活動の尊さや芸術の感動を体感できる環境づくりが課題であ
る。

取組内容
 本県の中学校や高校の総合文化祭への大会運営費補助や、高等学校文化連盟が行う
派遣費助成への補助を行うことで、文化活動の発表の場を確保するとともに、各分野の
技術向上と充実を図ることを目的とする。

年度別計画

担当部課 教育庁文化財課

施策 ②創造的芸術文化の発展を担う人材の育成

(施策の小項目) ○文化芸術の鑑賞機会･公演機会の充実

主な取組 青少年文化活動事業費

700人
(27年)

1,017人
(27年)

県外派遣数（県高文連による大会派遣）

「主な取組」検証票
施策展開 1-(4)-イ 文化の担い手の育成

県高文連・県中文連の総合文化祭大会運営に対する補助

県高文連による大会派遣の支援
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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

11,463 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

11,600人/
年

（23年）

11,021人/
年

（27年度）

12,000人/
年

△579人 ―

傾向 全国の現状

1,046人
(25年度)

997人
(26年度)

1,017人
（27年度）

→ ―

成果指標

沖縄県高等学校総合文化祭、中学校
総合文化祭等への参加者数

参考データ 沖縄県の現状・推移

県外派遣数

平成28年度計画

事業名 活動内容

青少年文化
活動事業費

県中学校総合文化連盟への補助を通して、離島の生徒への大
会派遣費の負担軽減を図る。
県高等学校文化連盟への補助を通して、高校生の文化活動を
支援し、高文連主催の総合文化祭を初めとした各種大会など
発表の場を確保するとともに各分野の技術向上を図る。

平成27年度の取組改善案 反映状況

①中文連については、全国中学校総合文化祭等
に派遣される各部門のうち連盟が強化が必要と認
める部門を強化するための補助を平成27年度から
実施する。

②中文連については、離島の生徒に対する大会派
遣費の負担軽減のため補助を平成27年度から実
施する。

③高文連の実施する高文祭等を県のホームペー
ジなどを活用して広報していく。

①強化が必要とされている部門として、演劇部門
強化のため強化費補助を行った。県中学校総合
文化祭で中頭合同演劇チームによる発表が行わ
れ、好評を得た。
②全国中学校総合文化祭の生徒1人あたりの補
助を40,000円とし、県中学校総合文化祭の生徒1
人当たりの補助を宮古が13,000円、八重山が
11,000円とし、派遣生徒の負担を軽減した。
③担当者がうまんちゅ広場に出演し、県民にPRを
行った。

推進状況 推進状況の判定根拠及び平成27年度取組の効果

順調

県高等学校文化祭において、平成27年度は24専門部よる合唱や吹奏楽、マーチング、
演劇、郷土芸能、弁論等の発表が行われた。
　また、強化事業補助として演劇部門の強化にあたり、県中学校総合文化祭で中頭合同
演劇チームによる発表が行われた。
　各文化祭では優秀な成績を納めた各分野の生徒達の発表が行われる等、文化活動の
発表の場を確保することで、生徒の意欲向上や各分野の技術向上に繋がった。
　高文連の実施する県外派遣助成への補助について、航空便の使用により他県に比べ
て本県生徒の経済的負担は大きい。経済的負担を軽減することで、積極的に全国レベ
ルで互いの技術を競い合うことが可能となり、さらなる向上心の育成や、全国大会参加
校との相互交流を行うことで生徒の強い刺激となっている。
　活動指標の県外派遣数は、平成27年度の計画値700人に対し、実績値1,017人となり、
順調である。活動指標の参加者数は、平成27年度の計画値11,900人に対し、実績値
11,021人となり、879人の減になった。
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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）

　文化祭への参加者数については、平成26年度に中学校総合文化祭が沖縄大会で開催された
ため、参加者が大幅増加したが、平成27年度は東京での実施となったため従来の派遣者数に
戻ったため、参加者数の減となっている。
　各文化連盟ごとに、意欲的な取組が行われているが、一方で少子化による生徒数の減や会
場のキャパシティの問題もある。
　変動があることも想定し、可能な限り現状を維持できるよう努力する。高文連が行う県外大会
への派遣に関する事業や中文連が離島の生徒にに行う大会派遣についても継続的な支援を
行っていく。

○内部要因
・中学校総合文化祭　参加人数　H26：7,480、H27:7,059人と421人の減。Ｈ26の全国総文祭が沖縄県
地元で開催されたため、派遣費用が少なく済んだため、多くの生徒の参加を得られた。Ｈ27は全国総
文祭が他の都道府県（東京都）での開催となったため、従来の参加人数に戻ったためで一概に「減」と
はとらえにくい。

・中文連で部門でない様々なダンスに人気が集まり、小グループで楽しみながら活動しているのが見
受けられる。ダンス同好会の活動のとらえ方や発表の場の提供を考える必要がある。

・高等学校総合文化祭 参加人数　H26：3,766人、H27：3,962で196人の増。高文連は平成26年度に福
祉専門部を設立した。同専門部の大会や、発表の場の増が文化活動の活性化のために必要である。

○外部環境の変化
・離島中学生の大会派遣等については、派遣生徒の父母の財政的な負担が大きいことから、引き続き
支援を行う必要がある。

・中文連において、全国的には活発に取り組まれていても県内での取り組みが弱い分野については、
今後も引き続き、集中的な支援指導体制の強化や発表の場を設けることで、活動生徒数の拡大及び
技術の向上を図る。

・離島中学生の大会派遣等への補助を行うことで、離島の活動も活発となり参加者が増えていくものと
考える。

・高文連においては、新設した専門部に限らず、高文祭等への各部門の注目度が上がれば、参加した
生徒のモチベーションを上げることができ、活動の活発化につながる。

・中文連については、全国中学校総合文化祭等に派遣される各部門のうち連盟が強化が必要と認め
る演劇部門を引き続き強化し、多くの発表の場を与える。

・中文連については、離島の生徒に対する大会派遣費の負担軽減のため補助を引き続き実施する。

・高文連の実施する高文祭等を県のホームページHPや広報誌、テレビ等を活用して広報活動を行い、
県民に広く周知を行う。


