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（事務局案）

別紙

令和３年度沖縄県文化芸術振興審議会における意見の詳細について

令和４年度文化芸術振興施策の推進について

※【】内は 「令和４年度文化芸術振興施策に対する意見への対応（Ｒ３審議会 」の番号、 ）

及び意見提出委員名

（１）しまくとうば、三味線などを学校において取り組むなど、沖縄の伝統的な文化の普

及継承について教育機関と連携する必要がある 【３番 島袋委員】。

（２）国民文化祭について、県内外への沖縄文化理解の促進を図る機会とし、広報等に取

り組む必要がある 【４番 崎山委員】。

（３）コロナ禍における空手道場の実態を把握し 「コロナと共生」できる沖縄空手の振、

興に取り組む必要がある 【５・６番 嘉手苅委員】。

（４）工芸の杜を中心に行う事業に加え、各工房や工芸士等との連携した取組を行う必要

がある 【７番 富田委員】。

（５）琉球料理伝承人の活動を組織化し、その更なる活用を図る必要がある 【８番 安。

次富委員】

（６）歴史的建造物修復の伝統技術を次世代へ継承するための支援・補助事業を検討する

必要がある 【10番 山城委員】。

（７）令和４年度は復帰５０周年の節目であることから、沖縄文化について県民の理解を

深める取組みを行うとともに、県外への発信力の強化に取り組む必要がある 【13番。

崎山委員】

（８）工芸分野において、中堅以上の人材の技術向上支援を行う必要がある 【15番 屋。

冨祖委員】

（９）沖縄文化振興の担い手となる中堅層の育成に取り組む必要がある 【17番 下山委。

員】
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離島や僻地において、クラシック音楽や伝統芸能など、文化芸術の鑑賞機会を増（10）

加させるよう取り組む必要がある 【18番 比嘉委員 【19番 上原委員】。 】

（11）障害のある方やそのご家族の文化芸術活動鑑賞機会を充実させるため、市町村や文

化団体と連携した取組が必要である 【20番 上原委員】。

（12）沖縄県立芸術大学、公立文化施設、文化関係団体などが共同して行う産官学連携事

業に取り組む必要がある 【22番 小越委員】。
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令和４年度文化芸術振興施策に対する意見への対応

番
号

委員名
参考とした資料NO・頁

事項、事業名等
委員意見概要、

意見の理由
委員意見への対応

【文化芸術振興条例】第１章　総則 関係

1
中江
委員

すべて

【意見】
沖縄の芸術・文化をどの方向性で発展させたいのか。芸術・文化
は、観光などの産業との親和性はあるが、芸術・文化の発展がイ
コールで観光の発展になるわけではないと考える。
首里城の再建と地下の壕の取扱いなどを含め、沖縄県自体が芸
術・文化をどのように捉え、どの方向性にしたいのか、目指すところ
がわからない。

【文化観光スポーツ部文化振興課】
　県では、心豊かな県民生活及び活力ある社会の実現を目的として「沖縄県文化芸術振興条例」
を定めております。
　当該条例においては、文化芸術分野に関する県の政策等の基本方針を明示するとともに、包
括的に施策を実施するための基本的施策や措置等を明示しているところであります。
　当該条例の第２条においては、その振興にあたって柱となる考え方を10項目にわたって示し、
第２章でそれぞれの施策について、施策展開を規定しているところであります。
　具体的には、「文化芸術の振興」、「人材の育成」、「文化芸術活動の充実」、「文化芸術の活
用」、「文化芸術を支える基盤の強化」の５節17条で基本的施策を規定しております。

【文化芸術振興条例】第２章　文化芸術の振興に関する基本的施策　２　伝統的な文化の継承及び発展に関する施策（条例第７条関連）

2
富田
委員

資料３　p1
しまくとぅば普及継承事業

【意見】
普及・促進の一環として、しまくとぅば普及センターが実施している
「しまくとぅば検定」について、「周知広報」に力を入れることを検討
していただきたい。

【理由】
個々のレベルに合わせて、楽しみながら学習機会を得られ、学習
意欲の継続・向上を図り、更には問題を作成する研究機関・研究
者の知見向上の意味でも「しまくとぅば検定」は素晴らしい取り組み
と考える。教育分野や広報での活用等、波及効果も大いに期待で
きるものであり、周知広報を強化し、より多くの方に学んでいただき
たい。普及事業の成果目標が「挨拶程度（以上）話せる人の割合」
だが、挨拶に続くしまくとぅばを話せることを目指したい。検定は、補
助的な指標としても活用できるのではないか。

【文化観光スポーツ部文化振興課】
　しまくとぅば検定は、しまくとぅば普及・継承の取組みの一環として、主に児童生徒を対象に、しま
くとぅばを楽しく学んでもらうために実施しております。検定の実施にあたっては、受検の呼びかけ
を直接学校にも行っているほか、市町村教育委員会に検定の周知及び検定会場の確保の御協
力をいただいております。委員の御意見のとおり、今後も、より多くの方に検定を受けていただけ
るよう、市町村教育委員会と連携し、周知や広報に取り組んでまいります。

3
島袋
委員

資料２　p2
伝統的な文化の継承

【意見】
しまくとうば、三味線を小学高学年の授業に取り入れることは出来
ないか。

【理由】
文言の意味から教える必要があるのでは。沖縄には琉球音階とい
う独特の音階があり、工工四の読み方、初歩的な演奏を全県民が
出来るとよいのではないか。

【教育庁義務教育課】
　しまくとぅばや三線等の沖縄の言葉や音楽を尊重する心を育み、普及・継承を促進していくこと
は学校教育においても重要だと考えております。伝統的な文化の継承に関しては、今後とも教育
課程の範囲内で取り組んでいきたいと考えております。
　小・中学校においては、国語や総合的な学習の時間等の他にも運動会、学習発表会、文化祭
等の学校行事やクラブ活動等において、しまくとぅばや三線等の楽器を取り入れた活動が行われ
ております。
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令和４年度文化芸術振興施策に対する意見への対応

番
号

委員名
参考とした資料NO・頁

事項、事業名等
委員意見概要、

意見の理由
委員意見への対応

4
崎山
委員

琉球歴史文化の日、国民文
化祭について

【意見】
琉球歴史文化の日を設定（１１月１日）した沖縄県として、県民に向
けての視点と県外への「沖縄文化」への　理解を促す好機会として
「国民文化祭」を位置づけて頂きたい。（各種イベントの開催に終始
してほしくない）

【文化観光スポーツ部文化振興課】
　令和３年度に条例制定後初めての11月１日を迎えることから、県では、琉球歴史文化の日
周知啓発事業（資料４ No.4）により、琉球歴史文化の日とその趣旨について周知・啓発する
ためのコンテストや広報活動を行うと共に、琉球歴史文化の日（11月１日）に制定記念式典
を実施する予定です。
　主な取組内容として、琉球歴史文化の日をテーマに、県内児童生徒を対象とした琉歌コン
テストや県内外のウチナーンチュ等を対象としたかぎやで風動画を募集するなど、国内外を
対象とした取組を行うことで、沖縄の歴史や文化への理解を促す契機となると考えておりま
す。
　また、令和４年度は、国民文化祭と相互に連携した事業展開や周知広報を行うことで相乗
効果を図り、沖縄文化の普及継承に取り組んでまいります。

　復帰５０周年記念事業の「美ら島おきなわ文化祭2022」（第37回国民文化祭　第22回全国
障害者芸術文化祭）は、多様で豊かな本県の文化芸術を県内外へ発信する好機として取り
組むものであり、「琉球歴史文化の日」とも連携していきたいと考えております。
　委員のご意見も踏まえ、「琉球歴史文化の日」の制定した目的が促進されるよう一層連携
して取り組んでまいります。

5
嘉手苅
委員

資料３　p4、5
・沖縄県空手振興事業
・沖縄空手ユネスコ登録推
進事業

【意見】
新型コロナ禍における空手道場の実態を把握する必要がある。

【理由】
沖縄空手の基盤となる町道場は、昨年からコロナ禍によって活動
は停滞し、経営状況は悪化していることが推察されるが、その実状
はほとんど知られていないと思われるため。

【文化観光スポーツ部空手振興課】
　沖縄県では、毎年、県内道場主を対象にした道場実態調査を行っておりますが、「道場の
門下生数」や「外国人受入状況」等、調査項目を絞っているため、道場経営の細部まで把握
できていない現状であります。
　そのため、令和２年４月に建物賃借等により運営している県内道場を対象に、新型コロナ
ウイルス感染拡大に伴う道場運営の影響について聞き取り調査を行っております。
　また、次年度は「道場経営の課題」や「指導料金」等、調査項目を増やした実態調査を行
い、県内道場のコロナ禍における経営状況を把握し、次期沖縄空手振興ビジョンロードマッ
プに反映させてまいります。

6
嘉手苅
委員

資料３　p4、5
・沖縄県空手振興事業
・沖縄空手ユネスコ登録推
進事業

【意見】
 「コロナと共生」できる沖縄空手の振興事業が必要である。

【理由】
沖縄空手振興事業は、今後、新型コロナ禍をどのように乗り越え、
コロナと共生を図っていくのか、その方法と成功例は、空手家や道
場において切実な問題である。

【文化観光スポーツ部空手振興課】
　令和２年度は、コロナ禍における空手道場のオンライン化の推進を支援するため、県内の
指導者と県内、県外、海外の門下生をウェブ会議(Zoomミーティング）でつなぎ、稽古や審査
等を実施するために必要な技術や機材の支援をする沖縄空手オンライン化推進事業を実
施しました。引き続き、令和３年度は、県内の指導者に対してオンライン機材の無償貸出を
行っております。
　沖縄空手ユネスコ登録推進事業の実施にあたっては、新型コロナウイルス感染症の拡大
防止に必要な措置を講じるとともに、オンラインや映像コンテンツを活用することで、コロナ
渦においても着実かつ効果的に事業の進捗が図られるよう努めてまいります。
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令和４年度文化芸術振興施策に対する意見への対応
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7
富田
委員

資料３　p6
おきなわ工芸の杜整備事業

【意見】
2022年に運用開始予定の首里染織館suikaraや、各工房・工芸士
等との「連携」についても具体的に盛り込んでいただきたい。

【理由】
工事、備品整備等ハード面に次いで、運用内容の充実に大いに期
待する。「交流拠点の形成」がうたわれているので、工芸の杜が中
心となって行う事業に加えて、これまで各工房や職人たちが蓄積し
てきた技や知見が集まり、また多分野との交流が刺激となって工
芸産業の振興・発展に繋がることを希望する。

【商工労働部ものづくり振興課】
　おきなわ工芸の杜では、展示室、工芸体験室、ショップ、インキュベート施設、貸し工房等が整
備され、工芸振興センターが入居し、情報発信、人材育成、交流、商品開発、販売などの機能が
集約されます。それぞれの取り組みにおいて、首里染織館suikaraを始めとした各産地の施設や、
工房、工芸従事者等も含め連携を図ってまいります。

8
安次富
委員

資料３　p8
琉球料理伝承人の活用

【意見】
琉球料理伝承人は６９名誕生しているが組織化されていないた
め、委託事業者により出前講座、動画撮影は行われているもの
の、活動がほぼ個人に任されている。今後は、琉球料理伝承人の
組織化が必要である。
また、動画が作成されているが、より多くの人に見てもらい、琉球
料理の知識を増やすため、広報を行う必要がある。

【文化観光スポーツ部文化振興課】
　県では「沖縄の伝統的な食文化の普及推進計画」において担い手の育成を掲げ、琉球料理伝
承人を認証しております。今年度作成予定の第2期計画素案においては、認証した伝承人の更な
る利活用とその組織化を掲げております。委員のご意見も参考に、引き続き琉球料理伝承人の
組織化に向け取り組んで参ります。
　また、琉球料理の知識を増やすための広報についても、今後積極的に取り組んでまいります。

9
屋冨祖
委員

伝統工芸の広報

【意見】
海外や県内外に向け、沖縄の伝統工芸を広くPRし、ウェブサイトを
活用し情報発信に力をいれてほしい。工芸産地と観光産業をリンク
させる。

【理由】
例えば、世界のうちなーんちゅ大会が4年に一回あるように世界の
伝統工芸サミットを県内で開催し、県立博物館美術館、浦添美術
館を連携させて工芸王国を復興させたい。アジア諸国、ヨーロッパ
と世界へアピールする。

【商工労働部ものづくり振興課】
　県としましては、沖縄の伝統工芸の魅力や産地の情報発信強化の必要性を認識しており、現
在、工芸の杜の整備とともにwebサイトも整備しております。その他、復帰50周年やうちーなーん
ちゅ大会等のイベントも活用してPRを図っていく必要があると考えております。
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令和４年度文化芸術振興施策に対する意見への対応
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10
山城
委員

資料4　p3
No19
文化財補助事業費（伝統芸
能・伝統工芸・伝統技術伝承
事業への補助）

【意見】
歴史的建造物修復の伝統技術（匠・技）を次世代へ継承するため
の支援・補助事業を検討する必要がある。

【理由】
循環型社会においては既存の価値ある建造物（地域の歴史文化
遺産）を活用し、地域づくりに活かしていくことが求められている。
地域に眠る歴史的文化遺産を発見し、保存し、活用し、地域づくり
に活かす能力を持った人材の養成や歴史的建造物修復の伝統技
術（匠・技）の継承も必要とされている。首里城復興に関しても同様
に伝統技術の継承が求めれられており、このような伝統技術を次
世代へ継承するための支援・補助事業の検討が必要である。
沖縄県建築士会では、ヘリテージマネージャー（地域歴史文化遺
産保全活用推移員）養成講座を行っている。

【教育庁文化財課】
　歴史的建造物が持つ本来の価値を、損なうことなく後世に残していくため、伝統の修復技術を
継承することは重要と考えます。県教育委員会では、国または県指定文化財および重要伝統的
建造物群保存地区に選定されている建物に対して、修理に要する事業費の補助を行っており、
修復をとおして技術の継承を図っているところです。
　今後も技術の継承が途絶えることがないよう、国と連携しつつ、建築士会等関係団体との情報
共有に努めてまいります。

【知事公室特命推進課】
　首里城復興については、策定した「首里城復興基本計画」に基づき、建築や美術工芸に関する
伝統技術を、復元のみならず修復にも活用していくことで技術の継承及び人材育成に取り組むこ
ととしております。

【商工労働部ものづくり振興課】
　漆工技術者については、工芸振興センターにおいて人材育成を実施してきており、首里城の修
復に携わってきた技術者も多く、今後とも技術継承等について連携しながら進めていく予定です。

11
安次富
委員

日本遺産を活用したプロモー
ション

【意見】
日本遺産の中で、琉球料理の位置づけが弱い。日本遺産の講演
会、史跡説明がほとんどで、琉球料理が紹介されていない。ガイド
も、琉球料理を知らない人が多い。琉球料理伝承人などを活用し、
琉球料理にも力を入れてほしい。

【文化観光スポーツ部文化振興課】
　県では、令和２年度日本遺産ガイド養成フォローアップ講座において、26名の日本遺産ガイドに
対し琉球料理伝承人による琉球料理の座学及び体験講義を実施しました。また、令和３年度事
業においては構成文化財及び琉球料理伝承人が作った琉球料理を体験できるモニターツアーを
実施し、琉球料理に触れる機会を設ける予定です。日本遺産の取組においては、委員のご意見
を参考に、引き続き琉球料理伝承人を活用した沖縄の食文化の保存・普及・啓発に努めて参りま
す。

12
島袋
委員

沖縄県文化芸術振興条例第
２条第10項
基本理念と県の責務

【意見】
沖縄県文化芸術振興条例第２条第10項に「文化芸術の振興に当
たっては、（中略）市町村及び県の相互の連携及び協力の下に、こ
れが推進されるよう考慮されなければならない。」とあるが、市町村
への県補助金には文化芸術に寄与するものがどの程度含まれて
いるか。

【理由】
財政の厳しい離島の町村では、伝統芸能維持・継承の補助金が
まったく無く、失われていくのではと危惧される地域が増えている。

【文化観光スポーツ部文化振興課】
　県の地域伝統文化の継承・発信支援事業（資料４ No.24）では、市町村や県文化協会と連携し、
普段、祭事等でしか披露されていない地域の伝統芸能等を国立劇場おきなわで披露することで、
伝統芸能の魅力を再発見するきっかけをつくり、次世代への継承を支援する事業を実施しており
ます。
　上記事業以外にも、一般社団法人地域創造による助成事業や、民間の財団等が行う助成事業
等、市町村や文化団体が活用できる制度もあることから、県としては、これら各種情報の提供を
引き続き行っていきたいと考えております。
　県としては、これらの事業を総合的に展開し、市町村等における伝統文化の維持・継承に努め
ていきたいと考えております。

7
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【文化芸術振興条例】第２章　文化芸術の振興に関する基本的施策　３　芸術、芸能・生活文化の振興に関する施策（条例第８条関連）

13
崎山
委員

沖縄文化を学習する場の創
出について

【意見】
先日琉球舞踊の立方から初の人間国宝におふたりが誕生した。芸
能関係では合わせて１０人、工芸では５人と１５人の国宝が認定さ
れており、芸術分野での沖縄文化の深遠さを象徴している。復帰５
０周年の節目に、沖縄文化について幅広く県民が共有する時間と
場所を設定し、”学習の場”を創り出してほしい。
例：●人間国宝のトークイベントや歴史文化のシンポジウムの開催
など。
●県外での芸能公演を実施し、沖縄文化＝沖縄問題への理解と
共感を広げる。

【文化観光スポーツ部文化振興課】
　県では、復帰50周年事業として、国民文化祭・全国障害者芸術文化祭の開催等が予定されて
いるところであり、今後もふさわしい事業が展開されていくものと考えております。
　一方、人間国宝をはじめとする重要無形文化財保持者等の公演の鑑賞機会を提供するため、
県芸術文化祭（資料４ No.29）では舞台部門を実施しており、各市町村に募集を行い開催地を決
定しているところであります。当該舞台部門では、公演と併せてワークショップ等も同時に開催す
ることで学習の場も設けているところであります。
　また、地域の文化芸術振興事業（資料４ No.73）においては、本県の文化芸術の発信力強化及
び交流の拡大を図るとともに、当該公演を通して世界で活躍できる人材の育成を目指すため、県
外・海外での公演実施の支援を行っているところであります。
　今後とも、沖縄文化の深遠さを、広く県民及び国内外に向け発信することで、沖縄文化の継承・
発展・普及に努めてまいります。

【教育庁文化財課】
　琉球舞踊の普及に向けて、県教育委員会では、琉球舞踊保存会が行う国指定無形文化財「琉
球舞踊」の伝承者養成事業を支援してきたところです。保存会では今後の更なる普及・啓発を目
的に、県内公演並びに児童生徒向けワークショップの実施を検討しているところであり、県教育
委員会としましても引き続き保存会が行う取り組みを支援してまいります。

【文化芸術振興条例】第２章　文化芸術の振興に関する基本的施策　４　文化財等の保存・活用に関する施策（条例第９条関連）

14
富田
委員

資料３　p12～15
・琉球王国外交文書の編集刊
行及びデジタル化事業
・みんなの文化財図鑑刊行事
業
・琉球政府文書デジタル・アー
カイブズ推進事業
・琉球政府文書デジタル・アー
カイブズ推進事業(在米沖縄
関係資料収集公開事業)

【意見】
各事業とも、非常に大きな意義がある。成果物をより多くの人々が
利活用できよう、「周知・広報」の強化を盛り込んでいただきたい。

【理由】
アーカイブ事業は、成果物の完成後、充分な利活用が無く終了し
てしまうことがある。一方で、予算削減で休止していたものを動画
サイトで継続的に利活用できるよう工夫して再開した取り組みも
あった。事業として予算をつけている間に、多くの人に取り組みを
知ってもらい、継続的に利活用できるような「周知・広報」に期待す
る。

【総務部総務私学課】
　琉球政府文書デジタル・アーカイブズ推進事業においてデジタル化したデータは、沖縄県公文
書館ホームページのサイトで公開しており、ホームページでの資料紹介や琉政だより発行など周
知・広報を行っているところです。継続的に利活用できるよう、次期振興計画においても取り組ん
で参ります。
【教育庁文化財課】
　「みんなの文化財図鑑」は、県内の小中高等学校、公立図書館など612カ所に配布しており、特
に学校には５部ずつ配布しています。また、小中学校の先生方を対象とした研修でも、教材として
紹介しているほか、文化財課のホームページでPDF版を掲載しており、データをダウンロードして
自由に使えるようにしているところです。
　「琉球王国外交文書の編集刊行及びデジタル化事業」は、令和３年12月のアーカイブ公開にあ
わせ、利用促進のためのパンフレットやポスターを県内外の公立図書館等へ配布するとともに、
記念シンポジウムを開催する予定です。アーカイブ公開後も、本事業の企画展示会や、教職員の
研修会等の機会を捉え、利活用について周知・広報に取り組んでまいります。
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【文化芸術振興条例】第２章　文化芸術の振興に関する基本的施策　５　景観の形成等に関する施策（条例第10条関連）

【文化芸術振興条例】第２章　文化芸術の振興に関する基本的施策　６　人材の養成等に関する施策（条例第11条～第14条関連）

15
屋冨祖
委員

伝統工芸産業の人材育成

【意見】
中堅以上の技術向上の支援として、組合より推薦する人を将来、
技術を向上させ復元や再現なとに携われる人材を育てていく。そ
のために活用できる補助金が必要。

【理由】
伝統工芸産業は、初級・中級までは実施しているが、伝統技術継
承を続けることにより人材を発掘していく必要性。

【商工労働部ものづくり振興課】
　工芸産業振興のためには、伝統的技術をはじめマーケティング知識や異分野・異業種連携含
め、将来的に業界を担える人材を育成していく必要があります。
　中堅以上の人材については、現在、国の中核人材育成事業が実施されており、県としても課題
等を関係課と共有しながら、今後の中核人材育成のあり方について検討してまいります。

16
小越
委員

資料４　p11
No57
大学における文化芸術推進
事業

【意見】
当該事業の概要、県立芸大での位置づけは。また当該事業は今
後どのように生かされていくのか。

【理由】
教育機関におけるプロの裏方（プロデューサーや制作、音響、照明
なども）の養成は、必要と考える。県立芸大に裏方養成のコースが
できればよいと考える。

【公立大学法人沖縄県立芸術大学】
　文化庁公募事業である「大学における文化芸術推進事業」は、地域で伝統芸能の保存等に取
組んでいる方を対象に、伝統芸能の保存等に関するフォーラムや講座などを実施するもので、社
会人の学び直し、地域連携を目的とする事業であり、舞台制作関係者の育成を目的とするもので
はありません。沖縄県立芸術大学においては、音楽学部音楽文化専攻にて、舞台制作に関する
理論や演習など、舞台制作に関する講義が行われております。

17
下山
委員

中堅年代の芸術家・文化事業
専門家の文化リーダー育成
事業の創設

【意見】
沖縄文化の将来を担うリーダーとなるべき中堅層（３０代〜４０代を
想定）に対して、月間１０万円（年間１２０万円）を５年間に渡って支
給するようなプログラムを、１００人に対して実施する、年間１億２０
００万円の予算を５年間設ける次世代リーダー育成事業制度を創
設する。

【理由】
○文化の振興は、文化の担い手（リーダー）の育成が必須
○文化リーダーとなる中堅層の苦境と孤立
○文化リーダーとなる中堅層が短期〜中期的に芸事に集中できる
ための経済的サポートの重要性

【文化観光スポーツ部文化振興課】
　文化芸術は、人々が心豊かに生き、活力ある社会を築いていく基盤として本県の発展にかかせ
ないものであります。
　県ではこれまでに沖縄文化芸術を支える環境形成推進事業（資料４ NO.2）を通じて、伝統芸能
のほか、美術や芸術、音楽など、本県の多様で豊かな文化資源を活用した文化芸術活動を支援
してまいりました。県としましては、引き続き、関係団体等と意見交換を行いながら、県内の文化
芸術団体及び個人が行う文化芸術活動を広く支援することで、文化芸術活動の持続的発展を支
える環境の形成と人材の育成を推進してまいりたいと考えております。
　委員のご提案については、上記取組も踏まえ、引き続き検討してまいります。
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【文化芸術振興条例】第２章　文化芸術の振興に関する基本的施策　７　県民等の鑑賞機会の充実等に関する施策（条例第15条関連）

18
比嘉
委員

資料２　p8

７．県民等の鑑賞機会の充
実等に関する施策（条例第
15条関連）

No79　離島読書活動支援事
業

【意見】
離島の方々に読書だけでなく、芸術や伝統芸能鑑賞の機会を作っ
て欲しい。令和4年度は離島への芸術・文化振興の機会を作る予
算を増やして欲しい。

【理由】
以前のような、離島や僻地でのクラシックの音楽鑑賞会、古典芸能
公演会など、離島への芸術文化振興を再検討していただきたい。

【教育庁文化財課】
　県教育委員会では、離島の学校を対象に芸術文化団体を派遣し、優れた舞台芸術を生で
鑑賞する機会を提供する事業を行っているほか、本島および離島の児童生徒を対象に組踊
等教育普及事業（資料４ No.20）を行っているところです。
　近年、文化庁提供の芸術鑑賞事業においても拡充しているところですので今後も市町村
あて応募を促す等事業の周知に努め、引き続き児童生徒が芸術文化に触れる機会の充実
に努めて参ります。

【文化観光スポーツ部文化振興課】
　県では、地域の文化芸術振興事業（資料４ No.73）において、都市部と比較し実演家によ
る文化芸術舞台公演触れる機会の少ない離島及び北部地域における鑑賞機会を確保する
ため、クラシックや演劇、琉球舞踊等の公演を実施しているところであります。
　今後も、広く県民へ文化芸術を鑑賞する機会を提供していきたいと考えております。

19
上原
委員

資料４　p15
No73
地域の文化芸術振興事業

【意見】
通常のオーケストラ演奏を届けるためには委託費を別枠で確保す
る。

【理由】
クラシックのオーケストラ作品を演奏する場合、作曲家の指示する
楽器や人数を考慮すると必要な編成人数は少なくても約５０名必
要で、それ以下だと音のバランスや音色、迫力が損なわれるため、
オーケストラの派遣に関しては別枠で予算を確保すべき。

【文化観光スポーツ部文化振興課】
　県では、地域の文化芸術振興事業において、都市部と比較し実演家による文化芸術舞台
公演触れる機会の少ない離島及び北部地域における鑑賞機会を確保するため、クラシック
や演劇、琉球舞踊等の公演を実施しているところであります。
　当該事業については、令和３年度が終期となっているところでありますが、文化芸術に係
る県民の鑑賞機会の確保の観点から、次年度以降も継続していけるよう後継事業について
検討しているところであり、クラッシックや琉球舞踊等分野別に区分するかどうかについても
併せて検討したいと考えております。

20
上原
委員

資料４　p16
No77
社会参加促進事業（文化芸術
活動振興）

【意見】
添付資料２の中の7ページに「７県民等の鑑賞機会の充実等に関
する施策（条例第１５条関連）」に「誰もが等しく文化芸術活動に参
加することができるような環境の整備に取り組みます。」とあるが、
障害者やご家族が安心して鑑賞できる機会が極端に少ない。

【理由】
社会参加促進事業では、障害者や高齢者の文化活動の参加機会
として、発表機会に重点が置かれているように感じるが、鑑賞機会
の充実の観点も織り込んでいく必要を感じている。その為には、市
町村のレベルでの取り組みと文化団体との連携が必須となる為、
協働の事業に発展させる。

【子ども生活福祉部障害福祉課】
　沖縄県では、障害者のある人もない人も共に支えあう環境づくり（共生社会の構築）にむ
けた障害者理解促進事業や沖縄県ふくしのまちづくり条例に基づき公共施設等のバリアフ
リー化の推進に取組んでいます。
　こうした取組により障害者に対する理解促進の深化や、障害者等にも利用しやすい施設
の増加により、委員意見にもある鑑賞の機会も含めた障害者等が社会参加がしやすい環
境整備が図られるものと考えております。

【文化観光スポーツ部文化振興課】
　県が支援を行っている文化団体等の取組においては、医療施設や高齢者施設を訪問し文
化芸術を鑑賞する機会が設けられるなどの取組も行われております。このような鑑賞の機
会の確保に向け、引き続き取り組んで参ります。
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【文化芸術振興条例】第２章　文化芸術の振興に関する基本的施策　８　文化芸術交流の推進に関する施策（条例第16条関連）

【文化芸術振興条例】第２章　文化芸術の振興に関する基本的施策　９　文化芸術を活用した地域づくり、産業振興等に関する施策（条例第17条～第19条関連）

21
上原
委員

資料４　p18
No85
文化発信交流拠点整備事業

【意見】
本事業の検討内容に、障害者やご家族が安心して施設を利用でき
る環境づくりを加える。

【理由】
障害者の鑑賞機会の拡大を図る為には、安心して利用できる施設
であることが大前提で、そこを使用してパフォーマンスを披露する
演者等にとっても、集客の幅が広がってくる。

【文化観光スポーツ部文化振興課】
　委員からいただいたご意見を参考に、障害を持つ方々やそのご家族が安心して利用でき
る文化発信交流拠点の整備に向けて検討を行って参ります。

22
小越
委員

－
【意見】
例えば、県立芸大・公立劇場・文化団体などが共同して行う産官学
連携事業のような事業はあるか。

【公立大学法人沖縄県立芸術大学】
　沖縄県立芸術大学では、市町村と連携した取組として移動大学を、企業等と連携した取組とし
て商品パッケージやデザイン提案などの取組を行っています。今後も、企業、公立文化施設、地
方公共団体と連携した事業に取組みたいと考えております。公立劇場と連携した取組は現時点
では行っておりませんが、今後、市町村等のニーズに応じて検討したいと考えております。

【文化芸術振興条例】第２章　文化芸術の振興に関する基本的施策　10　文化芸術を支える基盤の整備に関する施策（条例第20条～第23条関連）
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令和３年度文化芸術振興施策に関する意見への対応【市町村等関係団体】

団体名 番号 意見の概要 意見への対応

１－①
国民文化祭について、開催に向けて、県民
への周知等を十分に行う必要がある。

【文化観光スポーツ部文化振興課】
　国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭（統一名称：美ら島おきなわ文化祭2022）
は、令和４年度開催に向けて、準備活動を進めているところです。
　開催２年前の令和２年度は、実行委員会の発足や基本構想の策定を行い、また広
報活動として、シンボルマーク、大会テーマを決定し、公式ホームページを開設し
ました。
　開催前年度となる令和３年度は、実施計画を策定する他、様々な広報活動を本格
的に実施していく予定です。現在はコロナ禍でイベント等の開催が困難ですが、今
後、ポスター配布や県内各地でのプレイベントの開催、大会旗の全市町村巡回と広
報を予定しており、県民への周知や大会開催の気運醸成を図っていきたいと考えて
おります。

１－②
首里城復元について、復元計画に関する進
捗等を説明する機会を設ける必要がある。

【知事公室特命推進課】
　沖縄県では、首里城の復元だけでなく、首里城に象徴される歴史・文化の復興に
取り組むため首里城復興基本計画を策定し、具体的な取組を進めており、当該進捗
状況等については、ホームページ（首里城復興サイト）、SNSなどにより情報発信
を行っているところです。
　今後は県民を含め、多くの方々に沖縄県の取組をご理解いただくためシンポジウ
ムを開催するなど更なる取組を進めてまいります。

１－③
琉球歴史文化の日について、どのような内
容なのか、県民はもとより、各市町村や関
係団体へも説明等を行う必要がある。

【文化観光スポーツ部文化振興課】
　県におきましては、沖縄の歴史及び文化への理解を深めるための施策を効果的に
推進することにより、沖縄の文化の継承と発展を図るため、令和３年３月31日に琉
球歴史文化の日条例（令和３年沖縄県条例第13号）を制定しました。
  同条例第２条において11月1日を琉球歴史文化の日とし、県民がより一層、伝統
文化への理解を深める機会とするとともに、地域の伝統文化の普及継承についても
自ら考えていく契機となるよう、取り組んでいるところです。
　また、同条例第３条において琉球歴史文化の日を中心として、その趣旨にふさわ
しい事業（琉球歴史文化の日事業）を行うこと、第４条において琉球歴史文化の日
事業が行われるよう市町村及び関係団体に対し協力を求めることとしております。
　本来であれば、各市町村や関係団体に対して、条例の趣旨や11月1日へ向けた今
後の取組等についてご説明するべきではございますが、新型コロナウィルス感染拡
大防止の観点から、説明会等を開催することができないため、令和３年６月21日付
けで条例等に関する資料を送付させていただいたところです。
　今後は、琉球歴史文化の日周知啓発事業により、県民への周知啓発に努めると共
に、各市町村や関係団体と意見交換等を行いながら琉球歴史文化の日の情報発信等
に取組んでまいります。

１　伊江村教育委員会

1 / 3 ページ
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令和３年度文化芸術振興施策に関する意見への対応【市町村等関係団体】

団体名 番号 意見の概要 意見への対応

２　沖縄県文化協会 ２－①
しまくとぅば普及推進計画について、取り
組んだ内容や成果を検証し、公平性を担保
した明確な計画を作成する事を希望する。

【文化観光スポーツ部文化振興課】
　県では、沖縄21世紀ビジョン基本計画において、「しまくとぅば」の普及、継承
などを重要施策として位置づけ、平成25年度に「しまくとぅば」普及推進計画(平
成25年度～令和４年度)及び10年を３つの期間に分けた普及推進行動計画を策定
し、しまくとぅばの普及継承に取り組んでいるところです。
　しまくとぅば普及推進計画及び行動計画は令和４年度に最終年度を迎えることか
ら、これらの計画における取組について、その実施内容、実績、成果、課題等を検
証し、次の計画に盛り込むべき事項について検討を行う予定です。
　計画の検証、検討にあたっては、関係団体等との意見交換等を行いながら進めて
いきたいと考えております。

３－①

１　文化事業実施に関する文化振興会から
の課題の共有や提案を踏まえた見直しを
図ってきたのかが見受けられない。人員の
確保や配置を含め、目的意識を持って現場
の意見等を把握し、事業内容の見直し等を
主体的、具体的に行うための体制を作るよ
う要望する。

【文化観光スポーツ部文化振興課】
　県は、県の文化行政を補完する上で文化振興会は大きな役割を有していると認識
しており、文化行政の取り巻く環境の大きな変化に対応し、積極的な文化事業を実
施していくためには、引き続き、県と文化振興会が緊密に連携を取りながら、県民
の主体的、創造的な文化活動を支援する必要があると考えております。
　文化振興会からの御意見につきましては、随時、調整会議等において、情報の共
有が図られてきたところでありますが、今後とも引き続き、現場の意見等を把握し
ながら、課題に対処できるよう努めてまいります。

３－②

２　沖縄県文化観光戦略推進事業につい
て、単年度事業であることから誘客や旅行
商品としての造成が困難、観客に占める観
光客の割合が低い、コンテンツが持続的に
活用されていない、等の課題があるため、
持続可能な文化観光コンテンツのあり方や
観光産業との連携について、具体的な数値
による事業効果の検証により、抜本的な見
直しを行っていただきたい。

【文化観光スポーツ部文化振興課】
　本事業につきましては、沖縄の特色ある伝統行事や伝統芸能に代表される多様で
豊かな文化資源を活用し、芸術性や芸能性、エンターテイメント性が高い舞台公演
による観光誘客を図ることを目的として、観光客が観劇しやすい環境を整えるとと
もに、プロモーションを集中的に行い、メディアでの露出度を高めてこれまで実施
してきたところであります。
　県としては、ご指摘の課題も踏まえ、引き続き、文化振興会と意見交換を行いな
がら、本県のソフトパワーである文化資源を活用した観光誘客を図る施策を検討し
てまいりたいと考えております。

３－③

３　沖縄文化芸術を支える環境形成推進事
業について、アーツカウンシル機能の導入
により高い効果を発揮しているが、依然と
して、応募・採択に至らない団体の多くが
運営基盤が脆弱である、離島・過疎地域か
らの応募・採択が少ないという課題がある
ため、アーツカウンシル事業の継続と拡充
に加え、文化芸術活動の担い手育成及びア
ウトリーチ的な取組の追加を要望する。

【文化観光スポーツ部文化振興課】
　本事業につきましては、本県の多様で豊かな地域の伝統芸能や芸術文化といった
文化資源を活用した文化芸術活動の持続的発展を図るため、文化専門人材の目利き
のもと、県内文化関係団体等による取組を公募、審査、採択し、伝統芸能のほか、
美術や芸術、音楽などの文化芸術活動を支援してきたところであります。
　県としては、ご指摘の課題も踏まえ、引き続き、文化振興会と意見交換を行いな
がら、県内の文化芸術団体等が行う種々の取組をより広く支援していけるよう検討
してまいりたいと考えております。

2 / 3 ページ
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令和３年度文化芸術振興施策に関する意見への対応【市町村等関係団体】

団体名 番号 意見の概要 意見への対応

３－④

４　県の予算措置状況により事業内容が変
動することから高い専門性を有する常勤職
員の継続雇用ができず人材育成や専門的な
知見の蓄積ができない、組織体制の変更等
推進体制の強化には県との事前協議・承認
が必要、等の文化振興会の課題について、
文化振興会の役割を踏まえ、具体的な検討
を行っていただきたい。

【文化観光スポーツ部文化振興課】
　文化振興会は県の文化行政を補完する上で大きな役割を有しており、今後も文化
行政の取り巻く環境の大きな変化に対応し、積極的な文化事業を実施していくため
には、当会と県が緊密に連携を取りながら、県民の主体的、創造的な文化活動を支
援する必要があります。
　県としては、公社等の指導監督要領を踏まえ、引き続き、当会と意見交換を行い
ながら、課題を検討してまいりたいと考えております。

３－⑤

５ 文化振興会の組織運営の在り方の検討と
併せて、専門性を有する人材や職員が研鑽
できる機会の確保など、文化行政を効果的
に推進できる沖縄県の体制づくりも検討い
ただきたい。

【文化観光スポーツ部文化振興課】
　文化振興会は県の文化行政を補完する上で大きな役割を有しており、今後も文化
行政の取り巻く環境の大きな変化に対応し、積極的な文化事業を実施していくため
には、当会と県が緊密に連携を取りながら、県民の主体的、創造的な文化活動を支
援する必要があります。
　県としては、当会からのご指摘を踏まえ、引き続き、当会と意見交換を行いなが
ら、課題を検討してまいりたいと考えております。

３－⑥
６　文化発信交流拠点整備事業について、
具体的な進展がみられないため、早期に県
の今後の方針を決定していただきたい。

【文化観光スポーツ部文化振興課】
　県では県立郷土劇場に代わる施設のあり方について検討を行い、当面は既存の文
化施設を活用しながら必要な機能を補完する施設として、文化発信交流拠点を整備
する基本計画を平成25年度に策定しました。整備場所となる浦添の組踊公園におけ
る条件整備等を行うため、平成30年度に実施計画(案）を策定したところです。当
該計画（案）については、関係団体等と意見交換を行っているところであり、引き
続き施設の規模やあり方等について検討してまいります。

３－⑦

７　意見募集に対し時間を使って真剣に考
え回答しているが、その後の施策展開にど
れだけ活かされているのかが見えない。意
見聴取の意義を組織として考えていただき
たい。

【文化観光スポーツ部文化振興課】
　県は、沖縄県文化芸術振興条例第24条に規定されているとおり、文化芸術振興施
策に県民等の意見を反映させるため、文化芸術振興に関する施策に対し御意見を頂
戴することは大変重要な取組と認識しております。
　県民、市町村及び関係団体からいただいた文化芸術振興施策に対する御意見につ
いては、当該御意見に対する対応方針を作成し、当年度の沖縄県文化芸術振興審議
会における審議資料として活用しております。
　今後も、いただいた御意見とその対応方針については、同審議会の審議資料とす
るとともに、次年度の文化芸術振興に関する施策、事業及び予算に反映するよう努
めてまいります。

３　公益財団法人
　沖縄県文化振興会

3 / 3 ページ
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