
【資 料 ３】

頁 行 素案（案） 追記・修正案 意見 団体名 反映状況

1 34 36 （文化振興課記載）の「記載」削除 （文化振興課） 「記載」の文言は消し忘れと思われる。
公益財団法人沖縄
県文化振興会

【反映済】
ご意見のとおり修正します。

2 34 25
具体的施策③「出前講座」の表記
「しまくとぅば講師養成講座の実施及び
出前講座等の実施」

「しまくとぅば講師養成講座の実施及び
出前講座等の実施及び人材バンク活用事
業等の実施」

人材バンクから講座への派遣を行うた
め、より包括的な表現となる。

沖縄県文化協会
（しまくとぅば普
及センター）

【原文どおり】
　新・沖縄２１世紀ビジョン実施
計画における主な取組と整合性を
持たせた表現のため原文どおりと
させていただきます。
　なお、出前講座等には、人材バ
ンクを活用した各種派遣（講師、
話者、普及員、相談員等）に係る
各種取組が含まれております。

3 34 31
具体的施策④しまくとぅば検定の実施に
ついて
「しまくとぅば検定の実施」

「ｅラーニングや検定の実施」

時間や場所に縛られず、幅広い方々が学
べるような体制を構築するため。
なお、しまくとぅば普及センター長（狩
俣繁久）、「検定」は廃止してｅラーニ
ング等の事業に変更したいと提案してい
る。

沖縄県文化協会
（しまくとぅば普
及センター）

【原文どおり】
　新・沖縄２１世紀ビジョン実施
計画における主な取組と整合性を
持たせた表現のため原文どおりと
させていただきます。
　「しまくとぅば検定」のあり方
については、今後の検討課題であ
り、現在は「検定」として実施し
ていることからそのままの表現と
させていただきます。

4 36 10
⑤沖縄文化芸術の創造発信支援事業（文
化振興課）に追加

～県内文化芸術団体及び個人事業主 等に
よる取組を促進します。

当該事業において個人事業主も対象とし
て幅広に支援していることを示したほう
が良いと思われる。

公益財団法人沖縄
県文化振興会

【反映済】
ご意見のとおり修正します。

5 47 13-14

【現状と課題】
○沖縄県立芸術大学は（中略）令和３年
度までに4,144名の卒業者を輩出していま
す。令和３年度の卒業生の就職率は
73.2％となっています。

○沖縄県立芸術大学は（中略）令和３年
度までに4,149名の卒業者を輩出していま
す。令和３年度の卒業生の就職率は
75.0％となっています。

数値の修正。
公立大学法人沖縄
県立芸術大学

【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）素案に対する関係団体からの意見に対する回答（令和４年10月照会）
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頁 行 素案（案） 追記・修正案 意見 団体名 反映状況

6 51 16

　沖縄空手の保存・継承を担う県内道場
の実態に関する情報収集等を行った上
で、運営資金の融資に関する商工会等と
の連携など、一般社団法人沖縄伝統空手
道振興会を通して道場へ運営資金が供給
される仕組みを構築します。

　沖縄空手の保存・継承を担う県内道場
の実態に関する情報収集等を行った上
で、道場運営の強化策や門下生の増加に
つながる取組など、一般社団法人沖縄伝
統空手道振興会を通して道場の運営基盤
強化の支援に取り組みます。

令和４年度沖縄空手実態調査では、道場
運営の課題として「門下生の減少」「後
継者の不足」など様々な課題があげられ
ており、これに対応する取組が必要であ
ることから。

一般社団法人沖縄
伝統空手道振興会

【反映済】
ご意見のとおり修正します。

7 55 18-20

18 ⑨社会参加支援事業（アートキャン
プ）（障害福祉課）
19 障害者の社会参加を促進するため、障
害者の表現活動として作品展開
20 催等に取り組みます。

8 55 26-28

26 ⑪身体障害者福祉展（障害福祉課）
27 県民の理解及び関心を高めるととも
に、社会活動への参加を促進する
28 ため、県内の障害者の作品に係る展時
会を開催します。

9 55 30-32

30 ⑫こころの芸術・文化フェスティバル
（障害福祉課）
31 精神障害者の積極的な社会参加を促進
するため、県内の精神に障害を
32 持つ人たちが制作した作品に係る展示
会を開催します。

⑨のアートキャンプの内容が全ての障害
者を対象にしているのであれば、⑪の身
体障害者福祉展や⑫番の精神障害者展な
どの個別イベントは内容が重複している
ために不要だと思います。
しかし、⑨が身体障害者、⑪が精神障害
者のように個別の障害特性イベントを特
定して計画しているのであれば、障害特
性の差別化を防ぐために知的障害者の
「仮称・文化芸術展」（育成会主催の文
化祭り等）も追加記載していただきたい
と思います。障がいのある人への虐待防
止や差別解消など、障害のある人の権利
擁護活動の為には、個々に異なる障がい
特性への理解が必要であり、県行政にお
けるその啓発活動は必至だと思います。
例：⑮育成会文化祭り、或いは知的障害
者福祉展や知的障害者芸術・文化展など
の名称

公益社団法人沖縄
県手をつなぐ育成

会

 【原文どおり】
施策の方向性には、障害者文化芸
術に関する県の実施事業として、
記載しております。身体以外の知
的又は精神障害者を対象として、
実施してしているところです。
県としては、障害種別に分け隔て
なく、障害者文化芸術活動を支援
する必要があると考えており、知
的障害のある方の文化芸術活動に
ついても支援してまいります。
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頁 行 素案（案） 追記・修正案 意見 団体名 反映状況

10 58 15 (1)文化芸術による地域づくりに追加
〇地域づくりにも資する文化の振興のた
めに市町村等の取り組みを支援します。

地域の文化等を地域づくりに活かすので
あれば、地域に密着している各自治体単
位での取り組みへの支援が必要であると
思われるため。
また、具体的な施策も必要となると考え
る。

公益財団法人沖縄
県文化振興会

【原文どおり】
　現時点で市町村への直接的な支
援は検討していないことから、原
文のとおりとさせていただきま
す。
　ただし、「第５章 推進体制」に
おいて、計画の推進にあたって
は、各主体と連携・協働して取り
組むこととしております。

11 65 16 ⑦文化発信交流拠点の充実に追加 （具体の記載は県に任せる）

新・沖縄２１世紀ビジョン基本計画と同
様の文言としているが、「充実」という
ところを、もう少し具体的にしたほうが
施策として適当であると考える。

公益財団法人沖縄
県文化振興会

【原文どおり】
　「文化発信交流拠点の充実」に
向けた取組では、ハード整備に向
けた取組の他、ソフト面での拠点
の充実に向け様々な取組を実施す
ることとしていますが、具体的な
取組内容につきましては、今後、
芸能団体へのニーズ調査や関係団
体との意見交換等を行いながら検
討していきたいと考えております
ので、計画上の記載は原文のとお
りとさせていたきます。

12 全般
「文化活動」「文化芸術活動」「文化・
芸術活動」

文言の使い分けをしているのであれば良
いが、混在しているように思われる。

公益財団法人沖縄
県文化振興会

【一部反映済】
調査の項目であったり、事業名と
して使用しているもの等について
は修正しかねますが、その他の文
言については、「文化芸術活動」
に統一します。

10・10行目　修正
11・11行目　修正
66・４行目　修正
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13 全般 「子ども」「子供」 混在していると思われる。
公益財団法人沖縄
県文化振興会

【一部反映済】
事業名として使用しているものに
ついては修正しかねますが、その
他の文言については、「子ども」
に統一します。

36・2行目　修正
49・33行目　原文
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