
令和４年度 第１回沖縄県文化芸術振興審議会

資料６

審議「令和５年度文化芸術振興施
策の推進について」関係資料



令和５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

【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）

1
比嘉
委員

資料２ P2
資料３  P5
琉球歴史文化の日周
知啓発推進事業

【意見の要約】
琉球・沖縄の偉人に関する小冊子を作成し、「琉球歴史文化の日」に配布して欲
しい。

【意見】
 令和３年3月31日に念願の琉球歴史文化の日（11月1日）が制定され、令和4年
度は基調講演やワークショップなど、その他の普及啓発・広報事業が計画されて
いますが、私は今後の事業（令和5年度～）として「琉球・沖縄の偉人（たち）」
というような小冊子で良いので作成し、「琉球歴史文化の日」に配布して欲しい
と思います。
 歴史的な人物、芸術（絵画、音楽、舞踊、陶芸、染色、織物）、スポーツ（空
手を含む）、料理、その他沖縄の歴史や文化を作り上げた人物の生い立ちから死
ぬまでの生きざまや功績などを物語風に綴った読み物としての冊子です。1年に3
人から5人の人物伝（全体としては30頁ほどのもので良い）を県民が知ることで琉
球の歴史だけでなく、文化をより深く理解できるのではないかと思います。

【理由】
 これまで大学や専門学校で琉球文化を中心にした授業を教えてきましたが、学生たちが高校
まで、琉球の歴史や文化を教えられていないということが解りました。
去年までの学生たちは「日本復帰」という言葉さえも知らない人がクラスの半分ぐらいいまし
た。（今年は復帰50周年で新聞やテレビで沢山の情報が発信されたので、少しは良い影響が与
えられたと思います。）
 年表を紐解いて歴史を教えるより、私たちの先祖はどのようにしてこの島で生き、歴史を
作ってきたのか、その時代時代で頑張った人物の生きざまを知ることで
琉球の歴史、文化を知る良いきっかけになるのではないかと思います。

【文化観光スポーツ部文化振興課】
 令和４年度の琉球歴史文化の日普及啓発推進事業においては、今年度
が沖縄の本土復帰50周年を迎える年であることと第７回世界のウチナー
ンチュ大会が開催されることから、復帰後の歴史を学ぶワークショップ
や、大会で来沖する人物による海外移民の歴史に関する講演等の実施を
計画しております。
 委員からご意見いただきました歴史的な人物に関する冊子の制作につ
きましては、貴重なご意見として今後の参考にさせていただきます。
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2
遠藤
委員

資料３ p１．２．
３
・しまくとぅば普及
継承事業
・しまくとぅばアー
カイブ事業
・沖縄文化芸術の創
造発信支援事業
その他

【意見の要約】
 地域の伝統行事や古謡類等の継承が衰亡の状態にある中、基層文化を支える取
組が少ない。

【意見】
 例えば、しまくとぅば事業において、【目的】に掲げる「地域伝統行事等で使
用される大事な言葉」としてうたいながら、地域の伝統行事や古謡類等のなかに
は継承の衰亡の状態にある。条例を含む多様な事業にも、こうした基層文化への
言及がありながら、それを支えるための取り組みが極めて少ないことは、将来的
に沖縄の独自文化の創造力・説得力などを欠くこととなり、強い影響を与えるも
のと思われる。

【理由】
 沖縄県文化芸術振興条例第２条に鑑み、沖縄の文化の基層でありながら、地域の努力によっ
て継承されてきた分野には、継承等の助成事業への応募等がしにくい事業施策が、近年は多く
見受けられる。
 また、戦前から戦後へと芸能を継いだり、支えたりした世代の知識等の蓄積をまとめる時期
にあると思われ、後世へと引き継ぐ準備が必要である。

【文化観光スポーツ部文化振興課】
 本県には、県内各地で受け継がれた様々な言葉や芸能があり、これら
の多様性が本県の文化芸術の特徴であり、県民共通の財産として将来に
わたり継承される必要があります。
 そのため、県では、県内各地で実施されている伝統芸能、伝統行事を
中心とした公演を国立劇場おきなわで行うとともに、地域の伝統芸能、
行事等の重要性を再認識し今後の普及･継承の課題等について検討・検証
するための座談会等を県文化協会をとおして市町村文化協会と連携して
行うなどの取組を実施しております。
 また、本県の多様で豊かな伝統芸能や文化芸術等の文化資源を活用し
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、県内文化芸術団体等による取組（①文化芸術団体等の組織力向上・
基盤強化に資する取組、②文化芸術を次代に引き継ぐ新たな創造発信を
伴う取組、③文化芸術を通じて地域の諸課題解決や活性化の促進等に寄
与する取組）を公募、審査、採択し支援する取組を行っています。
 今後も、これらの取組をとおして、本県の伝統的な文化が将来にわ
たって保存・継承され、発展できるよう引き続き取り組んでまいりま
す。
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3
金城
委員

資料３ p１
しまくとぅば普及継
承事業

【意見の要約】
 学校教育でのしまくとぅば学習の強化

【意見】
学校教育でのしまくとぅば学習の強化

【理由】
 令和2年度しまくとぅば県民意識調査報告書によると、しまくとぅば普及のための必要な事
として最も多い回答は「学校の総合学習等での実施」が67.3%で学校への期待が大きくなって
いる。
 現在学校教育で取り組んでいるが、アンケート結果からすると時間数などが不十分だと感じ
る。現状では授業数確保の為に難しい問題だと思うが、しまくとぅば普及の為には必要である
し県がしか取り組めない事である。
 学校教育への期待は、しまくとぅばを家庭でも使いたいが親がしゃべれない家庭も多く、子
供達への伝承が難しい為。
 またしまくとぅばは、しまくとぅば検定などによって理解度は向上しているが日常生活で使
われている率は低い
実際に生きたしまくとぅばを定着させるためには吸収の良い子供達に教える必要がある。
教える際も小学生低学年は友達間で使える気軽な言葉。日本語としまくとぅばのまんちゃーひ
んちゃー。高学年は丁寧言葉。中学生は敬い言葉。
 現在はしまくぅばに関する教本やネットはたくさんあるがうまく活用されていないように思
われる。
 今後は報告書の結果を改善するために人材や資料、ネットなどをうまく活用し、生きたしま
くとぅばの伝承の強化をお願いしたい。

【教育庁義務教育課】
 学校教育において、児童生徒に「しまくとぅば」の文化的価値を理解
させ、「しまくとぅば」を尊重する心を育み、普及・継承を促進してい
くことは大切だと考えております。県教育委員会では義務教育課程にお
いて、「しまくとぅば」や三線等、沖縄の伝統文化の普及継承に関し
て、教育課程の範囲内で取り組んでおります。
 小中学校においては、国語や総合的な学習の時間等に、「しまくとぅ
ば読本」や図書資料等を活用し学習活動を行っています。他にも、音楽
や体育の授業、運動会や学習発表会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学習活動が行われており
ます。
今後も引き続き取り組んで参ります。

【文化観光スポーツ部文化振興課】
 県では、教育機関と連携し、読本（とくほん）の配布や検定を行うな
ど、しまくとぅばの普及、継承に取り組んでおります。
 また、令和４年度から令和８年度までの５年間を期間とする、しまく
とぅばアーカイブロードマップに基づき、国等と連携して、県内81地域
のしまくとぅばを収集し教材化するとともに、小・中学校の教科書に
載っている歌や物語等をしまくとぅばで収録するなど、学校教育の活動
の中で幅広く活用できる取組を行うこととしております。
 県としましては、今後も日常生活をはじめ、あらゆる機会をとおし
て、しまくとぅばに触れる機会を創出してまいります。
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4
島袋
委員

基本理念、文化芸術
の振興、文化芸術の
活用

【意見の要約】
 ・県指定無形文化財技術技能保持者等の認定事業を進めてもらいたい。
 ・陶土の原料確保に関する課題

【意見】
 1972年金城次郎が県指定無形文化財技術技能保持者に認定されて以来50年間陶
芸界は認定者がいない。
 文化芸術の振興のためにも早急に認定事業を進めてもらいたい。
 陶土の原料確保、赤土、白化粧土

【理由】
 沖縄県伝産指定産地にはそれぞれの人数の認定者がいる。
 伝産指定産地である壺屋焼にはいまだいない。
 これは元理事長新垣勲さんの時からの課題である。
 特に白化粧土の安冨祖白土が採取できない。

【教育庁文化財課】
 無形文化財（工芸技術）「琉球陶器」の県指定文化財に向け、現在、
指定および保持者の認定に向け調査を進めております。新型コロナウイ
ルス感染症の状況を注視しながら慎重に調査を進めてまいります。
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5
安次富
委員

・沖縄食文化保存普
及継承事業
・琉球文化日本遺産
事業
・「黒麹菌食文化圏
における琉球料理お
よび琉球泡盛の世界
無形文化遺産」登録
について

【意見の要約】
 琉球料理の文化的価値を県民に伝える取組や、世界無形文化遺産への登録に関
する県の対応について

【意見】
年度毎の取り組み
出前講座モデル事業

【理由】
 県民への琉球料理が文化としての価値を知らせる講座を作った方がよいと思います。出前講
座を受ける人数が少なく、あまり効果はないと思います。
 「毎月第３木曜日は琉球料理の日」を沖縄県としてもバックアップし、県民意識を盛り上げ
てほしいと思います。県民が琉球料理を認めなければ、観光への影響もうすれると思います。
 ガイド育成の必要性、食文化についての知識をもっと高めてほしいと思います。
 「伝統的酒造り：日本の伝統的な麹菌を使った酒造り技術」が世界無形文化遺産候補になる
に伴い、泡盛が「黒麹菌食文化圏における琉球料理および琉球泡盛の世界無形文化遺産」から
抜けました。琉球料理を世界無形文化遺産への登録に関して県はどのように対応するのでしょ
うか。

【文化観光スポーツ部文化振興課】
 令和３年度に策定した「沖縄の伝統的な食文化普及推進計画 第2期計
画」におきましては、琉球料理の普及啓発を行う「琉球料理伝承人」の
活動を組織化し、県民等へ琉球料理の価値を広めるための講座等各種取
組を支援していくこととしております。
 また、伝統的な食文化の普及に向け、各種イベントでのPRブース出
展、学校等への普及啓発ツール配布、ホームページ等による情報発信を
予定しており、その中で「琉球料理の日」につきましても周知等を図っ
てまいります。

 琉球文化日本遺産事業では、令和元年度から、琉球料理や泡盛、芸能
などの構成文化財を学ぶガイド養成講座を実施してまいりました。令和
４年度もフォローアップ講座等の開催を予定しており、食文化(琉球料理)
に関する講座についても実施してまいります。

 これらの取組をとおして、ユネスコ無形文化遺産登録に向けた県民の
気運醸成を図ってまいります。
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7
野底
委員

資料3 P10
島工藝おきなわ販路
拡大推進事業

【意見の要約】
 島工藝おきなわ販路拡大推進事業において、ニーズを踏まえた商品開発に対す
る支援策の必要性

【意見】
 商品開発する支援策を講じる必要があると考える。

【理由】
 どういったものが求められているのか、売れるのかなどニーズを捉えて商品化するのを職人
や産地組合等に求めるのは厳しいので、その支援策が必要。

【商工労働部ものづくり振興課】
 市場ニーズに対応した商品開発や販路開拓、経営力の充実強化は、工
芸産業の振興を図る上で重要な取組と考えております。沖縄県では、新
たなニーズに対応した製品作りを目指す事業者への支援を実施している
ほか、今後は、おきなわ工芸の杜を活用し異分野・異業種との協働体制
の構築等の支援も組み合わせながら、市場ニーズに対応した商品開発や
ブランド力の向上、販売力の強化等を支援してまいります。

6
有木
委員

資料３ P12
沖縄食文化保存普及
継承事業

【意見の要約】
 沖縄食文化保存普及継承事業における、認知度や性年代別、経年での調査実施
について

【意見】
 目標がどちらかといえば、保存、普及、継承するための行動計画になっている
ため、認知度などを性年代別、かつ経年で調査するのもよいのではないでしょう
か。

【文化観光スポーツ部文化振興課】
  県では令和３年度に「沖縄食文化に関する県民意識調査」を実施し
ております。令和３年度の調査結果では、琉球料理と沖縄料理の違いに
ついて「よく知っている。」「なんとなく知っている。」と答えた割合
が、10代～20代の男性で44.2％で最も低く（参考：10代～20代の女性
58.0％）、70代以上女性で86.9％と最も高くなっております。
 令和３年度は、調査結果を基に成果指標を定めた「沖縄の伝統的な食
文化普及推進計画 第２期計画」（令和４年度～令和８年度）を策定し
ました。
 委員ご意見の性別、年代別での琉球料理に関する認知度については、
今後も継続して調査してまいります。
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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 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）

【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）

【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）

8
小越
委員

資料２ P5
芸術、芸能、生活文
化の振興に関する施
策

【意見の要約】
 メディアアート分野における施策の充実について

【意見】
 メディアアート分野における施策を充実させる。（コンテンツ開発の支援やメ
ディア芸術祭などのような普及事業）

【理由】
 幅広い分野に寄与するメディアアートの世界、昨今新たな分野としても注目されているが沖
縄県ではまだこの分野に関する普及や振興、コンテンツ開発における人材、情報がかなり不足
していると思われる。

【文化観光スポーツ部文化振興課】
 県では、メディアアートを含め、県民の様々な芸術活動を奨励すると
ともに、広く県民に芸術鑑賞の機会を提供することにより、県民文化の
向上、発展に寄与することを目的に、沖縄県芸術文化祭を実施しており
ます。
 また、「沖縄の文化芸術を支える環境形成推進事業」において、伝統
芸能や美術、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。
 引き続き、「沖縄文化芸術の創造発信支援事業」においてメディア
アート等も含む多様な文化芸術に取り組む方々を幅広く支援してまいり
たいと考えております。

9
小越
委員

資料１ Ｐ2
第11条第2項 文化
芸術に関するマネー
ジメント人材の育
成・確保

【意見の要約】
 アーツマネジメント人材の確保に関する取組について

【意見】
 アーツマネジメント人材の「確保」ということにおいて、具体的に分かる（見
える）施策を行う。
 （この人材の「育成」は教育機関や支援事業で確認できているので、その先に
ある確保について）

【理由】
 アーツマネジメント、アートマネージャーの重要性は理解されているが、これらの人材が芸
術分野や文化施設・団体において実装されているイメージがあまりない。

【文化観光スポーツ部文化振興課】
 県では、令和４年度、新たに、文化芸術人材バンク及び文化芸術活動
の担い手育成に関する調査及びプログラム構築を行うこととしておりま
す（沖縄文化芸術の創造発信支援事業）。先進事例等の調査を踏まえた
文化芸術人材バンクと文化芸術担い手育成プログラムの構築を通じて、
アーツマネジメント人材等多様な人材を育成・確保し、各芸術分野や、
文化施設・団体とつなげていきたいと考えております。

7



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

10
山城
委員

資料５
答申No７
＜答申内容＞
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。

【意見の要約】
大工職人や石工職人等の伝承者養成に向けた取組について

【意見】
 現在の伝統的な外壁漆塗りや赤瓦製造にかかる伝承者養成に向けての取組みは
とても良いと思います。
 今後、大工職人や石工職人等の伝承者養成に向けての取組みも検討されいてい
るのでしょうか。

【理由】
 歴史的建造物には木造も多く、地元の大工職人の育成や沖縄は石文化でもありますので石工
職人の育成も重要だと思われます。
 伝統的技術職人が高齢化しているため急務な後継者育成の取組みをお願いします。

【教育庁文化財課】
 現在、伝統的な外壁漆塗りや赤瓦製作・瓦葺きは国（文化庁）の選定
保存技術の認定を目指しており、伝承者養成に向けて、関係機関と連携
しながら、その要件となる保存団体を立ち上げるための方策を検討して
いるところです。
 意見にありました歴史的建造物の修復・保存に係る係る大工職人や石
工職人の伝承者養成が選定保存技術として位置付けられるか、国に指
導・助言を求めたいと存じます。
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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）

【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）

11
中江
委員

すべて

【意見の要約】
文化芸術分野において、弟子入りした人が最低限の生活が送れるような金銭的支
援について

【意見】
 芸術・文化、特に芸能、工芸、食のジャンルにおいて、師匠に弟子入りしない
と引き継げないことがたくさんあるように思う。現在は、弟子入りしてきた弟子
たちの金銭面での面倒は、師匠や弟子を受け入れたところがリスクを抱えて、
行っていることが多いと思う。
沖縄にあったおいしい食堂が、高齢による維持が難しく消えていった。味は引き
継がれていないことが多い。
 工芸面、やちむん製作においても同じ状況がある。伝統芸能でも同じ事が多々
ある。
 弟子入りした人が最低限の生活が送れるような金銭的なバックアップがあれ
ば、弟子入りする人は増えると思う。
 師匠たちは昔気質の人が多い。シンプルかつ理にかなったバックアップ機能
で、わかりやすい仕組みが必要。

【理由】
 いろいろな技能をもつ人たちの高齢化が進んでいる。次世代に引き継がれないで消えていっ
たものの多さに危機感をおぼえるから。

【文化観光スポーツ部文化振興課】
 県では、伝統芸能の若手実演家育成のための舞台公演への支援など文
化振興に向けた各種支援策の他、観光客の沖縄の芸能に対する認知度や
理解度を高めるための文化体験プログラム(おでかけ公演）の構築など他
産業との連携を図る取組を推進し、若手実演家等、次世代を担う人材の
活躍の場を拡げていきたいと考えています。

 また、県では、沖縄の伝統的な食文化を保存・継承するため、「沖縄
の伝統的な食文化の普及推進計画」を策定し、担い手としての琉球料理
伝承人の育成・フォローアップ等を継続して実施しているところです。

【商工労働部ものづくり振興課】（工芸）
後継者不足の課題については、工芸従事者の収益を確保することが重要
と考えております。県は、従来の取組と令和４年４月から供用開始した
「おきなわ工芸の杜」を活用した情報発信の強化、市場ニーズに対応し
た製品開発、販路の開拓等を組み合わせ、工芸従事者の「稼ぐ力」の強
化を図ってまいります。
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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 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）

【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）

12
野底
委員

資料3 P4
文化資源を活用した
沖縄観光の魅力アッ
プ支援事業「R4年
度実施内容、沖縄芸
能マグネットコンテ
ンツ公演」

【意見の要約】
「効果的なプロモーションの実施」について追記して欲しい。またそのための予
算措置についても希望する。

【意見】
 「エンターテインメント性が高い舞台公演と効果的なプロモーションを実施
し、」下線部を追加希望。また、そのための予算措置も行ってほしい。

【理由】
 良い作品を創出しても誘客に作り手側が大変苦労するため、きちんとした分業体制でプロ
モーションを図っていただきたい。

※No.12及びNo.13については一括で回答

【文化観光スポーツ部文化振興課】
 県では、令和４年度から、沖縄特有の文化資源を活用した新たな観光
メニューを確立させるため、文化コンテンツを含む旅行商品造成プログ
ラムモデルを構築するとともに、観光客の沖縄の芸能に対する認知度や
理解度を高めるための文化体験等の取り組みを行い、沖縄観光の誘客を
図ることとしています。
 マグネットコンテンツ公演においては、実施団体が公演のプロモー
ションを実施するほか、委託先である沖縄県文化振興会において旅行商
品造成プログラムモデルを構築し誘客に向けた情報発信に取り組んでま
いります。委員ご意見の「効果的なプロモーション」のあり方につい
て、同事業で設置するワーキンググループ(伝統芸能専門家、観光事業専
門家、マグネットコンテンツ公演実施団体 等)で検討していく予定で
す。

 また、舞台公演入場者における観光客の割合につきましては、過去の
実績をふまえ設定しております。今後の新型コロナウイルス感染症の状
況等も鑑み、適宜目標値の見直しについて検討していきたいと考えてい
ます。

13
野底
委員

資料3 P4
文化資源を活用した
沖縄観光の魅力アッ
プ支援事業「事業実
施の目的・効果」

【意見の要約】
・「効果的なプロモーションの実施」について追記して欲しい。
・舞台公演入場者における観光客割合の目標が低すぎる。

【意見】
①「新たな観光メニューを確立したうえで、効果的なプロモーションを実施し、
沖縄観光の誘客を図る。」
②舞台公演入場者における観光客の割合15%は事業の目的、性質から低すぎるの
ではないか。

【理由】
①良い作品を創出しても誘客に作り手側が大変苦労するため、きちんとした分業体制でプロ
モーションを図っていただきたい。
②割合を大幅に引き上げ、そのために必要なら割引価格、無料などにし、まずは足を運んでも
らい今後の改善、成長につなげるしくみづくりが先だと考える。
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令和４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

宜野湾市教育委員会 1

文化振興に関する市町村実施事業を広く対
象とした交付金等の支援事業の実施は可能
か。
例：
①市文化祭等を継続して実施するための費
用
②文化施設の備品購入費など

※文化についてのみ

【文化観光スポーツ部文化振興課】
　県においては、市町村実施事業を対象とした交付金等の支援事業は実施しており
ません。
　一方、県の地域伝統文化の継承・発信支援事業（資料４ No.35）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、各市町村が設置する文化施設等を対象とした国等の各種支援
策や、一般社団法人地域創造による助成事業、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、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。
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