
頁 行 素案（案） 追記・修正案 意見 部局名 課名 反映状況

1 2 － 空手道・古武道 空手・古武術 施策の用語と整合性を図るため。
文化観光スポーツ
部

空手振興課

【原文どおり】
条例に定める文化芸術の分野を
整理しているため、条例に記載
の文言で統一したいと考えてい
ます。

2 4 12
【グラフ】
沖縄県の入域観光客数の推移（国内・外
国客別）

縦軸の単位は万人に修正し、グラフ中に
年度毎の入域観光客数を記載する。

入域観光客数について、縦軸での表示の
みとなっており、正確な数字が分かりに
くいため。

文化観光スポーツ
部

観光振興課
【反映済】
ご意見のとおり修正します。

3 19 15
「第二章　基本的課題」
「２　本県の文化芸術の状況」に追記

「行政への要望」に関する調査結果の前
回調査（平成24年度）との比較表を追加

・比較を記載する必要があるため。 子ども生活福祉部 障害福祉課
【反映済】
ご意見のとおり修正します。

4 27 26 (2)県の動きの修正
同年４月に「おきなわ工芸の杜」が供用
開始しました。

1月に竣工、3月にプレオープン（式典及
び一般内覧）、4月に供用開始のため。

商工労働部 ものづくり振興課
【反映済】
ご意見のとおり修正します。

5 35 13

⑧ しまくとぅば学習活動の実施（高等学
校）（県立学校教育課）
高等学校の国語科等において、琉球諸言
語で書かれたテキスト等を教材とした授
業に取り組みます。

⑧ しまくとぅば学習活動の実施（高等学
校）（県立学校教育課）
高等学校の国語科や音楽科の授業や総合
的な探究の時間等において、教育課程の
範囲内でしまくとぅばに関連する学習活
動に取り組みます。

・「新・沖縄21世紀ビジョン基本計画」
5-(1)-ア-②との整合性を図り、「琉球諸
言語で書かれたテキスト」の文言を削
除。
・琉球諸言語で書かれたテキストを教材
とした授業に限定するのではなく、しま
くとぅばをテーマとした探究活動等も普
及の一環とするため。

教育庁 県立学校教育課
【反映済】
ご意見のとおり修正します。

沖縄県文化芸術振興計画（仮称）素案に対する部局からの意見に対する回答（令和４年10月照会）

資料２
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頁 行 素案（案） 追記・修正案 意見 部局名 課名 反映状況

6
36 15

観光客や観光事業者等のニーズを踏まえ
た文化団体等の登録を行うとともに、観
光客が訪れる観光地、宿泊施設等と連携
した文化体験プログラム（三線、舞踊、
エイサー等）を実施することにより、沖
縄観光における文化体験モデルを構築し
ます。

「～の登録を行うとともに、旅行者や
MICE推進課主催団体、宿泊施設等の要望
に合わせたプログラムを提案し、観光客
が訪れる～」と他の部分と表現を統一す
る必要がないか。

P59・13行目も同様に追記

　P36の具体的施策⑥、P43の具体的施策
④、P48の具体的施策④、P59の具体的施
策④及びP60の具体的施策①は、表題が
「文化資源を活用した沖縄観光の魅力
アップに関する取組」であることから、
記載内容を統一してはどうか。
　なお、意図的に表現を変更している場
合は、考え方の共有をお願いしたい。

文化観光スポーツ
部

MICE推進課
【反映済】
ご意見のとおり修正します。

7 40 35

⑭展示会の開催の修正
生産者の意欲の高揚、技術、デザイン開
発力の向上を図るとともに、県民への普
及啓発を目的に、沖縄工芸公募展（コン
クール）を実施しており、引き続き取り
組んでいきます。

県内工芸品製造事業者の意欲の高揚、技
術、・・・
沖縄県工芸公募展（コンクール）を実施
しており、引き続き取り組んでいきま
す。

・沖縄県工芸公募展の応募要領に統一す
るため。
・正式名称に修正。

商工労働部 ものづくり振興課
【反映済】
ご意見のとおり修正します。

8 42 19

⑧琉球王国文化遺産集積・再興事業
　戦災や近代化により失った王国時代の
精緻で至高の手わざの世界（金細工、漆
芸など相伝8分野）を現代に蘇らせるとと
もに、内外へ発信し琉球王国文化をブラ
ンドとした文化観光拠点をアピールしま
す。

削除 　素案の「（５）伝統文化の保存・継
承・発展」の項目中の【施策の方向性】
には、地域の伝統芸能・行事の伝承な
ど、ソフト的な地域文化を対象とした施
策が中心であり、有形物である「文化
財」等の復元等に向けた取組である当該
事業は、「（７）文化財等の保存及び活
用」の「⑦戦災等により失われた琉球王
国時代の文化遺産の調査研究及び復元」
の施策に統合した方がよい。

文化観光スポーツ
部

博物館・美術館

【反映済】
ご意見のとおり修正します。

9 43 32

○米軍基地内を含む埋蔵文化財の各種調
査と保存、戦災文化財の復元等を含め、
貴重な文化遺産の後世への継承に取り組
みます。

削除
26～28行目と32～33行目で重複する内容
が記載されている。

教育庁 文化財課
【反映済】
ご意見のとおり修正します。

10 45 14 ⑪「琉球・沖縄の知と心」 ⑪「琉球・沖縄の知と心」国際発信事業 事業名の修正 教育庁
生涯学習振興課(図
書館)

【反映済】
ご意見のとおり修正します。

11 46 19 観光情報サイト等への掲載を行う。 観光情報サイト等への掲載を行います。
語尾の表現を他と合わせて、「です、ま
す」調へ統一。

土木建築部 土木総務課
【反映済】
ご意見のとおり修正します。
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頁 行 素案（案） 追記・修正案 意見 部局名 課名 反映状況

12 53 3

目指す姿の枠内記述
「高齢者や障害者、青少年をはじめ、誰
もが文化創造活動の尊さや芸術の感動を
体感でき、文化を通じて多様な交流が行
われる社会」

新21世紀ビジョンの目指す姿と内容とす
る
ビジョン１－(4)目指す姿
「本県の地理的特性や歴史過程を経て醸
成された独自の伝統文化の継承ととも
に、多様性と普遍性が共存する新たな文
化芸術が創造され、多様な担い手が活躍
できる様々な機会及び場が創出されるこ
とで、県民の喜びや誇りとし、世界を魅
了する沖縄文化の更なる発展を目指
す。」から抜粋できないか。

他の箇所と同様に、施策の方向の記載内
容を合わせた方がよい

教育庁 文化財課

【原文どおり】
ビジョンの1-(4)の「目指す
姿」は包括的な内容となってい
るため、「施策の方向性」から
一部引用しています。
また、本計画の目指す姿につい
ては、沖縄県文化芸術振興条例
等も踏まえて作成しておりま
す。

13 53 27～31

【施策の方向性】
(1)  県民等の文化芸術活動の充実の枠内
記述
○年齢、障害の有無等に関わらず、誰も
が文化芸術活動を行えるよう、感染収束
後におけるポストコロナのニューノーマ
ル（新たな日常）にも適合した感染防止
対策やデジタル技術を活用しながら、県
民の鑑賞機会の創出に取り組みます。

○中学校・高等学校の総合文化祭への支
援や中学校・高等学校生徒の派遣費支援
を通して、青少年の文化活動の活性化に
取り組みます。

○障害者の文化芸術活動の充実、障害の
特性に応じた環境の整備及び情報の提供
に努めます。

○活力ある高齢社会の実現に向けて、文
化活動等を通して高齢者の健康増進や 生
きがい感を高める取組を推進します。

新21世紀ビジョンの「施策の方向」の内
容とする。

・高齢者や障害者、青少年をはじめ広く
県民が、国内外の優れた文化芸術を鑑賞
できる機会を拡充し、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
に取り組みます。

・中学校・高等学校の総合文化祭への支
援や中学校・高等学校生徒の派遣費支援
のほか、こころの芸術・文化フェスティ
バル、身体障害者福祉展等の開催を通し
て、青少年や障害者等の文化活動の活性
化に取り組みます。

・2022年に開催の「美ら島おきなわ文化
祭2022」の成功に向けて、市町村、関係
機関、県民等一丸となって取り組みま
す。

他の箇所と同様に、施策の方向の記載内
容を合わせた方がよい

教育庁 文化財課

【原文どおり】
　沖縄県文化芸術振興条例の規
定に合わせた記載となっており
ます。
　また、本計画は、障害者によ
る文化芸術活動の推進に関する
法律第８条に規定する「地方公
共団体における障害者による文
化芸術活動の推進に関する計
画」としても位置づけているた
め、当該部分は新21世紀ビジョ
ン基本計画より詳細な記載と
なっております。

14 54 34

⑤子どもの読書活動推進事業
「子どもの読書の日」、「文字・活字文
化の日」を中心として、子どもの自主的
な読書活動を推進する。

⑤子どもの読書活動推進事業
「子どもの読書の日」、「文字・活字文
化の日」、「高校生読書リーダー育成研
修」を中心として、子どもの自主的な読
書活動を推進する。

今年度より実施している目玉事業のため
挿入させていただきたい。

教育庁 生涯学習振興課
【反映済】
ご意見のとおり修正します。
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頁 行 素案（案） 追記・修正案 意見 部局名 課名 反映状況

15 67 8

第五章　推進体制
１　推進体制（１）県の役割に追加

※下線箇所が追記部分

国や他の都道府県、県内の関係機関とも
様々な局面で連携を図っていきます。

琉球文化ルネサンスに関する万国津梁会
議の中間報告（令和４年３月）において
は、
・行政、民間企業、高等教育機関等を含
めたステークホルダーが連携し協働する
仕組みづくりが必要である。
・県民への普及啓発については、教育分
野との連携した取組が重要である。
との意見をいただいているところであ
る。

知事公室 特命推進課

【原文どおり】
県内の関係機関との連携・協働
については、４～６行目に記載
しており、それ以外でも国や他
都道府県と必要に応じて連携を
図っていくという趣旨で記載し
ております。

16 目次 28 (8) 景観の形成等･･････42 (8) 景観の形成等･･････45
ページ番号のずれ
（その他項目でも要確認）

土木建築部 土木総務課
【反映済】
ご意見のとおり修正します。

17 全体

7月の照会の際もご意見させていただきま
したが、SDGsについて、「沖縄県SDGs実
施指針」（令和３年９月）、「おきなわ
SDGsアクションプラン」（令和４年５
月）が策定されております。当該計画を
推進するにあたりSDGsの要素を反映して
はいかがでしょうか。

企画部 企画調整課

【反映済】
計画に盛り込まれた各施策にお
いて、SDGsの要素を反映してお
ります。「第４章　施策の展
開」の各基本的施策ごとに、
SDGsのアイコンを掲載し明示す
ることとしました。
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