
１．沖縄県文化財保護審議会の開催

（１）沖縄県文化財保護審議会第３専門部会
日　時： 平成27年10月30日（金）　14時～16時
場　所： 南部合同庁舎第2会議室
内　容： 1)諮問事項等に係る審議　

2)オカヤドカリの現状変更について
（２）沖縄県文化財保護審議会第３専門部会

日　時： 平成27年11月9日（月）　13時～17時30分
場　所： 名護市、宜野座村
内　容： 1)オカヤドカリの現状変更に係る現地調査

（３）沖縄県文化財保護審議会第３専門部会
日　時： 平成27年11月13日（金）　14時～15時
場　所： 沖縄県立埋蔵文化文化財センター研修室
内　容： 1)オカヤドカリの現状変更について

（４）沖縄県文化財保護審議会
日　時： 平成27年11月30日(月)　10時～12時
場　所： 県庁13階第4会議室
内　容： 1)諮問第5号「沖縄伝統音楽野村流」保持者の追加認定について

2)諮問第6号「沖縄伝統音楽安冨祖流」保持者の追加認定について
3)諮問第7号「沖縄伝統音箏曲」保持者の追加認定について
4)諮問第8号　有形文化財（建造物）「弁財天堂」の指定について

（５）沖縄県文化財保護審議会第４専門部会
日　時： 平成27年12月22日（火）　14時～16時
場　所： 南部合同庁舎第1会議室
内　容： 1)諮問事項等に係る審議　

（６）沖縄県文化財保護審議会第１専門部会
日　時： 平成28年2月16日（火）　15時～17時
場　所： 南部合同庁舎第1会議室
内　容： 1)諮問事項等に係る審議　

（７）沖縄県文化財保護審議会
日　時： 平成28年3月11日(金)　10時～12時
場　所： 南部合同庁舎第2会議室
内　容： 1)諮問第10号　無形文化財（工芸技術）「琉球漆器」保持者の追加認定について

２．歴代宝案編集委員会の開催

（１）歴代宝案編集委員会
日　時： 平成27年11月13日（金）14時～17時
場　所： 沖縄県公文書館会議室
内　容： Ⅰ　審議・報告事項

１　歴代宝案基本計画の見直し及び第三次刊行計画の策定について
２　校訂本・訳注本の進捗状況と問題点
３　報告　①第11回琉球・中国交渉史に関するシンポジウム

  ②中国第一歴史档案館との「協議書」の改訂
  ③今年度刊行予定物　報告
  ④国内外史料調査について

Ⅱ  参考人意見聴取
廬　経（中国第一歴史档案館利用処副処長・調研員）
「明清期における琉球国の“正朔を奉ず”について」

劉　杜英（ 同　人事処主任科員）
「清朝档案を通して見た中琉関係史について」
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（２）歴代宝案編集委員会（作業部会）
①第1回 日時： 平成27年６月26日（金）　14時～16時

　　　　　　　　 場所： 沖縄県公文書館  会議室
②第2回 日時： 平成28年２月22日（月）　14時～16時

　　　　　　　　場所： 沖縄県公文書館  会議室

３．新沖縄県史編集委員会の開催

日時： 平成28年１月21日（木） 　10時～12時
場所： 沖縄県公文書館講堂
内容： １．報告事項

 (1)平成26年度刊行物及び平成27年度刊行物
 (2)平成26年度新沖縄県史編集委員会の開催内容
 (3)平成27年度各専門部会報告
 (4)刊行物有償頒布について

４．新沖縄県史編集専門部会の開催

（１）刊行計画検討専門部会
①第1回 日時： 平成28年１月14日（木）　９時～10時半
    　 場所： 沖縄県公文書館　会議室

（２）自然環境部会
①第1回 日時： 平成27年５月26日（火）14時～16時
    　 場所： 沖縄県公文書館　会議室

（３）沖縄戦部会
①第1回 日時： 平成27年５月22日（金）　14時～17時
    　 場所： 沖縄県公文書館　会議室

②第2回 日時： 平成27年８月24日（月）　14時～17時
場所： 沖縄県公文書館　会議室

③第3回 日時： 平成27年12月14日（月）　14時～17時
場所： 沖縄県公文書館　会議室

④第4回 日時： 平成28年２月15日（月）　14時～17時
場所： 沖縄県公文書館　会議室

⑤第5回 日時： 平成28年３月25日（金）　14時～17時
場所： 沖縄県公文書館　会議室

（４）女性史部会
①第1回 日時： 平成27年５月25日（月）　14時～17時
    　 場所： 沖縄県公文書館　会議室

②第2回 日時： 平成27年７月27日（月）　14時～17時
    　 場所： 沖縄県公文書館　会議室

③第3回 日時： 平成27年９月11日（金）　14時～17時
場所： 沖縄県公文書館　会議室

（５）図説編　前近代部会
①第1回 日時： 平成27年６月８日（月）　15時～17時
    　 場所： 沖縄県公文書館　会議室

②第2回 日時： 平成27年９月24日（木）　14時～16時
    　 場所： 沖縄県公文書館　会議室

③第3回 日時： 平成27年12月18日（金）　10時～12時
場所： 沖縄県公文書館　会議室

③第3回 日時： 平成28年３月４日（金）　９時～11時
場所： 沖縄県公文書館　会議室

（６）民俗部会
①第1回 日時： 平成27年12月24日（木）　10時～12時
    　 場所： 沖縄県公文書館　会議室

②第2回 日時： 平成28年３月15日（火）　10時～12時
    　 場所： 沖縄県公文書館　会議室

（７）現代部会
①第1回 日時： 平成27年12月28日（月）　10時～12時
    　 場所： 沖縄県公文書館　会議室
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５．第11回琉球・中国交渉史に関するシンポジウムの開催

日　時： 平成27年11月14日（土）　９時30分～17時
場　所： 沖縄県公文書館　講堂
発表者： 伍媛媛「明清期中琉交流の特設機関について－福州柔遠駅｣

呉元豊「清初における琉球国王舅馬宗毅の清朝派遣とその意義」
真栄平房昭「和漢の境界を越えて－琉球における書物文化の受容－」
張小鋭「内務府『奏摺档』にみる琉球関係档案」
王金龍「道光・咸豊期における英仏人の琉球逗留と交渉問題について」
豊見山和行「琉球国における清国・日本医療の受容と展開
　　　　　　　　　　　　　　　－『牛痘一巻』の分析を中心に－」

6．平成27年度市町村文化行政事務担当者連絡会議

目　的：

主　催： 沖縄県教育庁文化財課、沖縄県文化観光スポーツ部文化振興課
日　時： 平成27年6月16日（火） 13時20分～17時15分
場　所： 沖縄県庁１３階　第１・２会議室
内　容： 【前半の部　文化財課主催】

(1) 課長あいさつ／文化財課長
(2) 文化財関係補助金に関する手続きについて
(3) 文化財班の事業概要について
(4) 記念物班の事業概要について
(5) 学校における芸術文化について
(6) 質疑応答

【後半の部　文化振興課主催】　　　　　　
  (1) 課長あいさつ／文化振興課長
  (2) 文化振興課の主要業務概要について
  (3) しまくとぅばの取組みについて
  (4) 文化芸術活動への助成事業実績等について
  (5) 沖縄県芸術文化祭について
  (6) 文化芸術による地域活性化事業について
  (7) アーツマネージャー育成事業について
  (8) （公財）沖縄県文化振興会平成27年度事業説明等／文化振興会担当
  (9) （公財）沖縄県文化協会平成27年度事業説明等／文化協会担当
 (10) 質疑応答

7．平成27年度市町村文化財保護行政担当者研修会

目　的：

日　時： 平成27年9月11日（金） 13時～17時
場　所： 県立埋蔵文化財センター研修室
内　容：   (1) 日本遺産魅力発信推進事業について

  (2) 史跡名勝の事務手続き及び補助事業について
  (3) 駐留軍用地跡地利用推進事業費補助金について
  (4) 天然記念物の保護について
  (5) 建造物について
  (6) 沖縄の行事食に関する総合調査について
  (7) みんなの文化財図鑑事業について
  (8) 講演　文化財保存修復技術～県立博物館・美術館の保存修復の現場から～
  (9) 研修報告（奈良文化財研究所 文化財担当者専門研修）「遺跡情報記録課程」
 (10) 特別講演　東日本大震災から学ぶ危機管理～宮城県における検視業務をとおして～

各市町村の文化行政事務担当者に対して県の文化行政施策について周知し、文化行
政に対する理解を深め、その円滑な推進を図る。

各市町村の文化財保護担当者を対象にして、文化財保護行政の基本的な事項につい
て研修を行うとともに、文化財保護行政に必要な情報を提供し、文化財保護行政に
対する理解を深め、その円滑な推進を図る。
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