
資料9

番号 部会 章 審議テーマ 総点検報告書（素案） 箇所（行数） 検証シート
（○/×） 資料８のページ

1 第３部会 第３章 観光
1 　沖縄らしい自然と歴史、伝統、文化を大切にする島を目指して
 (１)  自然環境の保全・再生・適正利用
     エ　自然環境の適正利用

9行～14行(p335） ○ p6-７

2 第２部会 第３章 文化芸術の振興
1 　沖縄らしい自然と歴史、伝統、文化を大切にする島を目指して
 (4)  伝統文化の保全・継承及び新たな文化の創造
     ア　沖縄の文化の源流を確認できる環境づくり

1行～35行(p352）
１行～19行（p353）
24行～25行(p353)
29行～35行(p353)

37行(p353)～2行（p354）
41行(p354)～2行(p355）

23行～24行(p355）
32行～38行(p355）
2行～８行(p356）

○ p8－10

3 第２部会 第３章 文化芸術の振興
1　 沖縄らしい自然と歴史、伝統、文化を大切にする島を目指して
  (4)  伝統文化の保全・継承及び新たな文化の創造
      イ　文化の担い手の育成

10行～14行(p356）
27行(p356)～1行(p357）

9行～22行(p357)
29行～30行（p357)
33行～34行(p357）

1行～７行(p358)

○ p11－12

4 第２部会 第３章 文化芸術の振興
1　 沖縄らしい自然と歴史、伝統、文化を大切にする島を目指して
  (4)  伝統文化の保全・継承及び新たな文化の創造
      ウ　文化活動を支える基盤の整備

9行（p358)～11行(p359)
15行～29行(p359) ○ p13－15

5 第２部会 第３章 文化芸術の振興
1　 沖縄らしい自然と歴史、伝統、文化を大切にする島を目指して
  (4)  伝統文化の保全・継承及び新たな文化の創造
      エ　文化の発信・交流

31行～34行(p359)
3行～18行(p360)
20行～29行(p360)
39行～40行(p360)
2行～10行(p361)
12行～16行(p361)

○ p16－17

沖縄21世紀ビジョン基本計画（沖縄振興計画）等総点検報告書（素案）
文化観光スポーツ部会　第3章　所掌箇所一覧　（9/12更新）
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沖縄21世紀ビジョン基本計画（沖縄振興計画）等総点検報告書（素案）
文化観光スポーツ部会　第3章　所掌箇所一覧　（9/12更新）

6 第２部会 第３章 文化芸術の振興
１　沖縄らしい自然と歴史、伝統、文化を大切にする島を目指して
  (5)　文化産業の戦略的な創出・育成
      ア　文化産業の戦略的な創出・育成

39行～40行(p362)
6行～７行（p363）
9行～29行(p363)
37行～42行(p363)
２行～20行(p364）

○ p18－19

7 第２部会 第３章 文化芸術の振興
１　沖縄らしい自然と歴史、伝統、文化を大切にする島を目指して
  (5)　文化産業の戦略的な創出・育成
      ウ　文化コンテンツ産業の振興

35行(p365)～38行(p366) ○ p20－21

8 第２部会 第３章 スポーツアイランド沖縄
２　心豊かで、安全・安心に暮らせる島を目指して
　(1) 　健康・長寿おきなわの推進
　  　イ　「スポーツアイランド沖縄」の形成

２行～４行(p377)
15行～16行(p377)
24行～25行(p377)
33行～35行(p377)
１行～40行(p380)
２行～42行(p381)

○ p22－24

9 第３部会 第３章 観光

３　希望と活力にあふれる豊かな島を目指して
　(1)　自立型経済の構築に向けた基盤の整備
　　　エ　国際ネットワークの構築、移動・輸送コストの低減及び
　　　　　物流対策強化

34行～40行（P440)
41行（P441）～2行（P442) ○ p25－26

10 第２部会 第３章 スポーツアイランド沖縄
３　希望と活力にあふれる豊かな島を目指して
　(2)　世界水準の観光リゾート地の形成
　　  ア　国際的な沖縄観光ブランドの確立

４行～７行(p443)
36行～41行(p444)

33行(p445)～１行(p446)
７行～11行(p446)
14行～18行(p446)
35行～42行(p446)

○ p27－29
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11 第３部会 第３章 観光
３　希望と活力にあふれる豊かな島を目指して
　(2)　世界水準の観光リゾート地の形成
　　　ア　国際的な沖縄観光ブランドの確立

38行（P444)～8行（P445)
12行～31行（P445)
15行～33行（P446）

○ p27－29

12 第３部会 第３章 観光
３　希望と活力にあふれる豊かな島を目指して
　(2)　世界水準の観光リゾート地の形成
   　 イ　市場特性に対応した誘客活動の展開

2行(p447)～39行(p449) ○ p30－32

13 第３部会 第３章 観光
３　希望と活力にあふれる豊かな島を目指して
　(2)　世界水準の観光リゾート地の形成
　　　ウ　大型MICE施設を核とした戦略的なMICEの振興

4行(P450)～5行(P452) ○ p33－35

14 第３部会 第３章 観光
３　希望と活力にあふれる豊かな島を目指して
　(2)　世界水準の観光リゾート地の形成
　　  エ　観光客の受入体制の整備

7行～12行(p452)
27行～28行(p452)
2行～12行(P453)
15行～38行(P453)
５行～７行(P454)
10行～12行(P454)
23行～27行(P454)

40行(P454)～14行(P455)

○ p36－39
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15 第３部会 第３章 観光
３　希望と活力にあふれる豊かな島を目指して
　(2)　世界水準の観光リゾート地の形成
　  　オ  世界に通用する観光人材の育成

18行(p455)～28行(p456) ○ p40－41

16 第３部会 第３章 観光
３　希望と活力にあふれる豊かな島を目指して
　(2)　世界水準の観光リゾート地の形成
　  　カ  産業間連携の強化

1行～22行(p457)
2行(p458)～15行(p460)
2行(p461)～19行(p465) ○ p42－43

17 第２部会 第３章 文化芸術の振興
（スポーツアイランド沖縄）

３　希望と活力にあふれる豊かな島を目指して
  (6)  沖縄の魅力や優位性を生かした新たな産業の創出
      ア　沖縄のソフトパワーを活用した新事業・新産業の創出

○ p44－46

18 第２部会 第３章 スポーツアイランド沖縄
（文化芸術の振興）

３　希望と活力にあふれる豊かな島を目指して
　(6)　沖縄の魅力や優位性を生かした新たな産業の創出
　  　ア　沖縄のソフトパワーを活用した新事業・新産業の創出

○ p44－46

２行～7行(p500)
21行～24行(p500)

31行(p500)～16行(p501)
30行～35行(p501)

40行(p501)～９行(p502)
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19 第３部会 第３章 観光
３　希望と活力にあふれる豊かな島を目指して
　(6)　沖縄の魅力や優位性を生かした新たな産業の創出
　　　オ　MICEを活用した産業振興とMICE関連産業の創出

39行(P505)～38行(P506) ○ p47－48

20 第３部会 第３章 観光
３　希望と活力にあふれる豊かな島を目指して
　(12)　離島の特色を生かした産業振興と新たな展開
　　　　ア　観光リゾート産業の振興

15行～25行(P585)
31行(P585)～3行(P586)
9行(P586)～29行(P587)
33行(P587)～9行(p588)

○ p49－50

21 第３部会 第３章 観光
３　希望と活力にあふれる豊かな島を目指して
　(12)　離島の特色を生かした産業振興と新たな展開
　　　　エ　離島を支える多様な人材の育成

18行～28行(P592)
8行～11行(P593)
32～33行(P593)

○ p51－53

22 第２部会 第３章 海邦交流拠点の形成
３　希望と活力にあふれる豊かな島を目指して
  (12)  離島の特色を生かした産業振興と新たな展開
        オ　交流と貢献による離島の新たな振興

22行～27行(P595)
17行～20行(P596)

総点検報告書素案
への記載のみ -

23 第２部会 第３章 海邦交流拠点の形成

４  世界に開かれた交流と共生の島を目指して
   (1)  世界との交流ネットワークの形成
       ア　国際ネットワークの形成と多様な交流の推進

2行～38行(P614)
2行(P615)～4行(P616)

34行～37行(P616)
11行～18行(P617)
25行～29行(P617)

○ p54－55
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24 第２部会 第３章 海邦交流拠点の形成
４  世界に開かれた交流と共生の島を目指して
   (1)  世界との交流ネットワークの形成
       イ　世界と共生する社会の形成

5行～14行(P618)
※教育庁と共管

35行(P618)～9行(P619)
18行～20行(P619)

※教育庁と共管
26行～34行(P619)

※教育庁と共管

○ p56－58

25 第３部会 第３章 観光
４  世界に開かれた交流と共生の島を目指して
   (1)  世界との交流ネットワークの形成
       ウ　国際交流拠点の形成に向けた基盤の整備

３行～７行(P621)
14行～15行(P621)
34行～37行(P621)

○ p59－60

26 第２部会 第３章 海邦交流拠点の形成
４  世界に開かれた交流と共生の島を目指して
  (2)   国際協力・貢献活動の推進
       ア　アジア・太平洋地域の共通課題に対する技術協力等の推進

２行～18行(P622)
22行～25行(P622)

※一部
33行～37行(P622)
17行～39行(P623)
4行～9行(P624)

○ p61－62

27 第２部会 第３章 海邦交流拠点の形成
５　多様な能力を発揮し、未来を拓く島を目指して
　(4)　国際性と多様な能力を涵養する教育システムの構築
      ア　国際社会、情報社会に対応した教育の推進

17行～20行(P644)
※教育庁と共管

33行～39行(P645)
※教育庁と共管

総点検報告書素案
への記載のみ -
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28 第２部会 第３章 スポーツアイランド沖縄
５　多様な能力を発揮し、未来を拓く島を目指して
　(4)　国際性と多様な能力を涵養する教育システムの構築
　  　イ　能力を引き出し、感性を磨く人づくりの推進

26行～27行(p644)
32行～33行(p644)
２行～５行(p647)

33行(p647)～２行(p648)
22行～23行(p648)

38行(p648)～４行(p649)

○ p63－65

29 第２部会 第３章 文化芸術の振興
５　多様な能力を発揮し、未来を拓く島を目指して
  (4)  国際性と多様な能力を涵養する教育システムの構築
      ウ優れた人材を育み地域の発展に寄与する高等教育の推進

23行～29行(p649)
18行～21行(p650）
24行～33行(p650)
4行～7行(p656)

○ p66－67

30 第３部会 第３章 観光
５　多様な能力を発揮し、未来を拓く島を目指して
　(5)　産業振興を担う人材の育成
　  　ア　産業振興を担う人材の育成

39行～42行(p651)
1行～10行(p652）
36行～38行(p652)
3行～6行(p653)

○ p68－70

31 第２部会 第３章 スポーツアイランド沖縄
５　多様な能力を発揮し、未来を拓く島を目指して
　(5)　産業振興を担う人材の育成
　  　ウ　新産業の創出や産業のグローバル化を担う人材の育成

27行～29行(p651)
17行～25行(p655)
4行～7行(p656)

13行～17行(p656)
33行～34行(p656)
２行～９行(p657)

○ p71－73
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