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【令和４年度】 しまくとぅば普及継承事業 文化振興課

事業概要 地域の伝統行事等で使用される大切な言

葉であり、組踊や琉球舞踊、沖縄芝居等の沖縄文化の

基層である「しまくとぅば」を次世代へ継承するため、し

まくとぅば普及推進計画に基づき県民運動を展開し、各

地域で普及促進を行う。

事業期間：平成26年度～令和13年度

総事業費：1,357百万円（うち国費：1,070百万円）

補助率 国：県＝８：２

事業概要

➀普及促進の取組み（普及センター運営、人材養成講座、民間
への補助、読本配布）

②気運醸成（県民大会・普及イベント開催）

③各委員会等による効果検証

④新規「しまくとぅば普及推進計画」の検討・策定

事業費：70百万円（うち国費：56百万円）

R４年度実施内容

R4年度 R5年度 R6年度

しまくとぅば
普及推進計画

しまくとぅば
県民運動

各地における
普及促進

【目的】地域の伝統行事等で使用される大切な言葉であり、組踊
や琉球舞踊、沖縄芝居等の沖縄文化の基層である「しまくとぅ
ば」を次世代へ継承する。

【R４年度成果目標】しまくとぅばを挨拶程度話せる人の割合：
88％

事業実施の目的・効果

年度毎の取組

イメージ図

連携・協力

「しまくとぅば」の普及・継承

県民への周知（県民大会・
関連イベント）
普及センター設置における
取組・人材養成・マッチング・
出前講座・普及ツールの作
成
読本の印刷・配布
県民意識調査

市町村

研究者

普及団体

マスメディア

補助
民間団体による
普及活動

教育機関等

民間企業

沖縄県

功労者表彰及び
普及サポーターの任命

普及推進専門部会
表記法検討委員会
による施策等の検証
読本活用検討委員会に
よる読本活用

委託

普及推進計画及び
中期行動計画による
県民運動の展開

後期行動計画

県民運動、功労者表彰 等

普及センター運営、人材養成講座 等

新規計画策定 新規計画（前期・令和7年度まで）
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【令和４年度】 しまくとぅばアーカイブ事業 文化振興課

沖縄文化の基層である「しまくとぅば」を次世代へ継承

するため、しまくとぅばのアーカイブ化の取組みを行う。

事業期間：令和４～８年度

総事業費：113百万円（うち国費：90百万円）

補助率 国：県＝８：２

事業概要

(1)文法的事項が織り込まれた調査票（文法調査票）の

収集

(2)文法調査票と連動した教材の作成

(3)教科書に掲載されている歌、文学的文章の収録

(4)自然談話の収録

事業費：23百万円（うち国費：18百万円）

R４年度実施内容

R４年度 R５年度 R６年度

文法調査票の
収録・公開

歌・物語等の
収録・公開

自然談話の
収録・公開

【目的】各地域のしまくとぅばのアーカイブ化を行うことで
しまくとぅばが保存されることにより、後々のしまくとぅば
研究への寄与、次世代のしまくとぅば普及継承に繋がる。

【R４年度成果目標】(1)文法調査票の収集44地点、(2)
文法調査票と連動した教材ひな型（小学校中学年）の
作成、(3)教科書掲載の歌、文学的文章各49曲・編、(4)
自然談話２話

事業実施の目的・効果

年度毎の取組

イメージ図

事業者

沖縄県

市町村

市町村
文化協会

各地域
（公民館等）

業務委託

沖縄本島
北部

収録

ア
ー
カ
イ
ブ
の
県
民
へ
の
公
開

市町村

市町村
文化協会

各地域
（公民館等）

市町村

市町村
文化協会

各地域
（公民館等）

市町村

市町村
文化協会

各地域
（公民館等）

八重山・
与那国

沖縄本島
中南部

宮古
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１ 県内の文化芸術団体等に対する取組支援
本県の多様で豊かな地域の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以下の取組を公募、
審査、採択し、支援を行う。
＜公募区分＞
①文化芸術団体等の組織力向上・基盤強化に資する取り組み
②文化芸術を次代に引き継ぐ新たな創造発信を伴う取り組み
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り組み
＜団体＞補助上限額：500万円 補助率：１年目9/10、２年目8/10、３年目7/10
＜個人事業主＞補助上限額：100万円 補助率：9/10
２ 文化芸術資源を活用する新たな取組の創出に向けた広報・相談

文化芸術資源の活用についての認知度の向上や取組意欲の喚起を図るとともに、実現に向けた
助言指導や情報提供を行う窓口を設けることで、新たな取組の創出を図る。
３ 文化芸術の振興に関する調査及びプログラム構築

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。
（※令和５年度より本格運用開始予定）

【令和４年度】 沖縄文化芸術の創造発信支援事業 文化振興課

事業概要

総事業費：86.8百万円 補助率８／１０

交付対象事業費：81.7百万円（うち国庫：65.3百万円）

R４年度実施内容

R４ R５ R６

(1)文化芸術団体等の組織力向上・
基盤強化に資する取組

12 件 13 件 14 件

(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

7 件 8 件 9 件

(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

3 件 4 件 5 件

(4)文化芸術人材バンクの登録 ― 40 件 10 件

(5)文化芸術活動の担い手育成 ― 25 人 25 人

本県の多様で豊かな地域の伝統芸能や文化芸術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。

【R４年度成果目標】

・文化芸術活動数：20件 ・文化芸術活動の享受者数：2300人

・異分野連携活動数：13件 ・本事業に対する応募件数：80件

・文化芸術人材バンクの構築：１件 ・担い手育成プログラムの構築：１件

事業実施の目的・効果

年度毎の取組

（公財）沖縄県文化振興会

文化芸術活動の持続的発展

文化芸術活動
の活性化

文化芸術の享受者
の創出拡大

文化芸術の社会的
役割の創出拡大

文化芸術団体等の組織力
向上・基盤強化

文化芸術を次代に引き継ぐ
新たな創造発信

文化芸術を通じて地域の諸
課題解決や活性化の促進等

・文化専門人材の配置
・応募事業の目利き、事前相談の
実施

・アドバイザリーボードの運営
・補助事業者へのハンズオン支援
・文化資源を活用した取組の普及
セミナー開催

・事業検証結果に基づく改善指導
・文化芸術の振興に関する調査
及びプログラム構築

アドバイザリーボード
（文化芸術分野の

有識者）

県

県内文化芸術団体等

補
助

事業選定等
依頼

事業選定や
支援に係る

提言等

・事業選定に係る評価
・事後評価
・事業検証

委託

支援

イメージ図

アーツカウンシル機能

県民が気軽に文化芸術
に触れる機会の創出
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【令和４年度】 文化資源を活用した沖縄観光の魅力アップ支援事業 文化振興課【令和４年度】 文化資源を活用した沖縄観光の魅力アップ支援事業 文化振興課

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。
事業期間：平成24年度～令和８年度
総事業費：1,024百万円（うち国費：814百万円）
補助率 国：県＝８：２

■旅行商品造成プログラムモデルの構築
沖縄芸能マグネットコンテンツ公演をはじめ沖縄特有の文化資源を活用した旅行商品造

成に向けた基礎調査を行い、各ターゲット層（個人、ファミリー、修学旅行等）に応じた
各種プログラムモデルを構築する。

■沖縄芸能マグネットコンテンツ公演
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て、芸

術性や芸能性、エンターテイメント性が高い舞台公演を実施し、観光誘客を図る。
■文化体験プログラム

事業と緊密に連携できる文化団体等の登録を行うとともに、旅行社やMICE主催団体、宿
泊施設等の要望に合わせたプログラムを提案し、観光客が訪れる観光地、宿泊施設等と連
携した文化体験プログラム（マグネットコンテンツ公演に関するワークショップ、三線、
舞踊、エイサー等）を実施することにより、沖縄観光における文化体験モデルを構築する。

■県外プロモーション公演
琉球舞踊等の沖縄伝統芸能を通して沖縄の魅力を発信するために、県外公演、ワーク

ショップ等を行う。
■R４年度事業費：31百万円（うち国費：24百万円）

【目的】
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し、沖縄観光の誘客を図る。

【R４年度成果目標】
・旅行商品化に向けた説明会等に参加した旅行業者等の人数：50人
・舞台公演入場者における観光客の割合：15％
・文化体験プログラムに参加した観光客数：500人
・県外プロモーション公演の入場率：７割

事業実施の目的・効果事業実施の目的・効果

◇基礎調査
◇プログラムモデルの構築
◇旅行商品化に向けた説明会等の実施
◇文化体験プログラムの企画・実施
◇文化団体の登録・派遣
◇登録団体の派遣相談窓口

（公財）沖縄県文化振興会

委託

◇事業と緊密に連携できる文化団体等
◇パフォーマンス、演舞等

旅行社・MICE主催団体・宿泊施設等

登録申請

審査・登録

派遣費の一部補助

文化団体等

◇自社商品・イベント、レセプション
パーティー等への演者紹介・派遣依頼

派遣申請

沖縄県

県内旅行業者

◇プログラムモデル構築
◇セールス用商材作成
◇旅行フェアへの出展
◇プログラムの広報・販促

再委託

R4 R5 R6 R7 R8
調査・旅行
商品造成に
向けた取組

沖縄芸能マグ
ネットコンテ
ンツ公演

文化体験プロ
グラム・県外
プロモーショ
ン公演

R4年度実施内容R4年度実施内容

事業概要事業概要
年度毎の取組年度毎の取組

旅行商品造成プログラムモデルの構築・実証・検証・改善

国立劇助おきなわ

◇県外公演・ワークショップ
◇県外イベント出演等

補助

連携

文化団体等の登録・派遣・文化体験プログラムの実施

県外プロモーション公演・ワークショップの開催

沖縄芸能マグネットコンテンツ公演の開催

公演団体

◇マグネットコンテンツ公演

補助

連携
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琉球歴史文化の日周知啓発推進事業（文化振興課）

令和４年度 琉球歴史文化の日周知啓発推進事業 予算額：10,202千円

１事業目的
○ 県は、琉球歴史文化の日を定め、先人達が創り上げてきた沖縄の歴史と文化への理解を深め、故郷への誇り
や愛着を感じられる地域社会の形成に取り組むとともに、新たな歴史と文化を自らの手で創造することを図るた
め、 令和３年3月31日に「琉球歴史文化の日条例」を制定した。
○ 令和４年度は、琉球歴史文化の日周知啓発推進事業において、琉球歴史文化の日とその趣旨について普及・
啓発するための関連事業や広報活動を行うとともに、琉球歴史文化の日（11月１日）に各種コンテスト表彰・基
調講演等を実施する。

２事業内容

(1) 普及啓発・広報
①ワークショップ
②琉歌コンテスト
③児童生徒を対象とした写真・キャッチコ
ピーコンテスト

④琉球の歴史・文化に関する基調講演
⑤SNS等による各種PR

(2) 琉球歴史文化の日基調講演
日時：令和４年11月1日（火）14時～16時
場所：県立博物館・美術館

(参加者想定：100名)
内容：(1)主催者挨拶

(2)コンテスト受賞者表彰
(3)伝統芸能実演
(4)基調講演
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【令和４年度】 琉球歴史文化コンテンツ創出支援事業 文化振興課

琉球の歴史文化を題材にするコンテンツの創出について

提案公募を行い、当該取組への支援(補助）を行う。

事業期間：令和４～８年度

総事業費：２９７百万円（うち国費：１６８百万円）

補助率 国：県＝８：２

事業概要

琉球の歴史文化を題材にするコンテンツの創出を支援するた
め、事業実施者を公募・選定し支援を行う。

①歴史文化を題材にしたコンテンツ創出に関する取組公募

②琉球の歴史文化を活用した文化の産業化等に関する講演会

等開催

事業費：４０百万円（うち国費：３２百万円）

R４年度実施内容

R４年度 R５年度 R６年度

事業提案公募

コンテンツ創出
への補助・検証

文化産業に関す
る講演会、報告
会開催

【事業実施の目的】

琉球の歴史文化を題材とするコンテンツ創出に向けた取組を支援する。
また、歴史文化をテーマにした産業化に向けた取組等についての普及
啓発を目的とした講演会を開催する。

【R４年度成果目標】

支援する事業者 ６件程度

文化産業に関する講演会、進捗報告会開催 各１回

事業実施の目的・効果

年度毎の取組

イメージ図

県

委託事業者

委託
（企画公募）

【県内文化芸術団体等】

琉球の歴史文化を活用したコ
ンテンツの創出

選定、検証

補助（公募）

事業の選定
検証（中間、年度末）
文化産業に関する講演会
事業報告会開催

企画提案

「琉球歴史文化コンテンツ」イメージ

例１ VR（仮想現実）を活用した琉球の
歴史を学ぶ仮想デジタルコンテン
ツ制作

例2 歴史文化アプリ・ゲーム制作
例3 地域の伝統的な行事映像制作
例4 歴史文化に関する演劇ワーク

ショップモデル構築（イベントコン
テンツ)6



【令和４年度】 沖縄県空手振興事業 所管課：空手振興課

沖縄空手を振興するため策定した「沖縄空手振興ビジョン」及び

「沖縄空手振興ビジョンロードマップ」に基づいた施策を展開する。

事業期間：平成29年度～令和13年度

総事業費：1,777百万円（うち国費： 1,422百万円）

補助率 国：県＝８：２

事業概要

①第２期沖縄空手振興ビジョンロードマップ策定事業

②沖縄空手流派指導体制構築事業 ⑧沖縄空手会館ミュージアム事業

③沖縄空手イベント開催事業 ⑨聖地・沖縄空手ガイド養成事業

④沖縄空手指導者派遣事業 ⑩沖縄空手産業連携構築支援事業

⑤沖縄空手県内普及促進事業

⑥沖縄空手案内センター事業

⑦沖縄空手普及・啓発事業

事業費：122百万円（うち国費：97百万円）

R４年度実施内容

沖縄空手を保存・継承・発展させるために指導者派遣等を実施し、
国内外における沖縄空手の普及・啓発並びに世界の空手愛好家
の来訪促進を図る。

事業実施の目的

イメージ図

空手関連イベントの実施
• 空手の日記念演武祭

空手会館利活用
関連
• 案内センターの運営
• 資料収集及び調査研究
• 企画展示、教育普及

指導者派遣
・イベント等と連携
・県内普及促進

沖縄空手普及・啓発
・広報事業

指導者育成

沖縄空手ガイド養成
・沖縄空手専用のガイド養成

県

沖縄空手振興ビジョンロードマップに基づき、PDCAによ
る施策展開を実施。

産業連携
・映像コンテンツ制作
・産業連携

第２期ロードマップ策定

7



【令和４年度】 沖縄空手ユネスコ登録推進事業 所管課：空手振興課

○幅広い分野の関係機関・団体で構成する協議会において、沖縄

空手のユネスコ無形文化遺産登録に向けた取組を推進する。

・事業期間：令和元年度～令和７年度

・総事業費： 7,741千円

・補助率 国：県＝０：10

事業概要

○県知事を会長として、県議会、行政、教育、文化・学術、経済・観
光、メディア等の幅広い分野の関係機関・団体で構成する協議
会において、沖縄県民や空手関係者等の気運醸成に向けた広
報やイベント、国への要請等の活動を実施
○協議会の調査・研究活動として、国（文化庁）との調整を行いな
がら、民俗学や人類学等の学識経験者で構成する部会（学術研
究連絡会）において、県内全域を対象とした地域社会と沖縄空
手の関係性に関する網羅的な実態調査（ローラー調査）を実施

R４年度実施内容

R２年度 R３年度 R４年度

登録に必要な
調査・研究

気運醸成
に向けた取組

国との調整

【目的】

○沖縄が世界に誇る伝統文化である空手を次世代に正しく保存・

継承し、「空手発祥の地・沖縄」を国内外に広く発信するため、

ユネスコ無形文化遺産への登録を推進する。

【効果】

○沖縄空手のユネスコ無形文化遺産に向けた取組を通して、沖縄

空手の適切な保存・継承に繋げるとともに、ブランディングの強

化を図り、県外・海外から沖縄へのインバウンドを促進する。

事業実施の目的・効果

年度毎の取組

イメージ図

沖縄県

設置

①登録に必要な調査・研究（部会を設置）
②県民や空手関係者等の気運醸成に向けた広報
やイベント

沖縄空手ユネスコ登録推進協議会
（38の機関・団体に所属する40名の委員で構成）

取組の実施

8



【令和４年度】 沖縄空手世界大会開催事業 所管課：空手振興課

沖縄空手の将来にわたる振興・発展や、世界中の空手愛好家の交

流促進を目的として、空手世界大会を開催する。

なお、大会は４年ごとの定期開催とし、大会開催１年前から事務局体

制を構築し、大会開催に向けた準備を行う。

事業期間：平成２９年度～令和１３年度

総事業費：３３４．６百万円（うち国費：２６７．７百万円）

補助率 県：国＝２：８

事業概要

第２回沖縄空手世界大会を開催する。大会開催にあたり、審判講習
会、予選会など大会開催に必要な行事を実施する。また、大会開催後
は、大会会場を利用して沖縄空手セミナーを実施する。

事業費：５３．７百万円（うち国費：４２．９百万円）

R４年度実施内容

【目的】

今後も、世界大会を定期開催することで、次世代を担う後継者の育
成や伝統空手の保存・継承を図る。

また、「空手発祥の地・沖縄」の認知度向上につながり、空手を目的
とした沖縄への交流人口の拡大により、観光産業をはじめとする各種
産業への経済波及効果の増大が図られる。

【R４年度成果目標】

大会参加者数 1,600人（うち、海外参加者数 850人）

事業実施の目的・効果

年度毎の取組

イメージ図

R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度

大会開催 ★ ★

大会開催
準備

★

空手会館
県立
武道館

初日 開会式

４日目 予選会 予選会

５日目 予選会 予選会

６日目 大会本番
(本戦)

大会本番
(本戦)

７日目 大会本番
(決勝戦)
閉会式

８日目 セミナー セミナー

９日目 予備日 予備日

大会本番日程

令和４年度スケジュール（案）

４月 周知イベント
大会実施本部の設置

７月 周知イベント

８月 大会本番（8/１～９）

11月 常任委員会総括会議
専門部会総括会議

12月 実行委員会解散総会9



R4 R5 R6 R7 R8
(1)認知度向上、販売促進プロ
モーション（海外展開支援含む）

● ● ● ● ●

(2)販売促進支援補助金 ● ● ● ● ●

【令和４年度】 島工藝おきなわ販路拡大推進事業 ものづくり振興課

事業概要

工芸産業の活性化を図るため、沖縄独自の魅力を活かした工

芸品等の認知度向上及び販売強化を促進する。

事業期間：令和４～８年度

総事業費：181百万円（うち国費：125百万円）

補助率 国８：県２

事業概要

(1) 認知度向上、販促プロモーション

広報ツール作成、広告、メディア掲載、県内外・海外での沖縄
工芸フェア等PR販促

(2) 販売促進支援補助金

工芸品等を販売する流通事業等への補助

事業費：31百万円（うち国費：25百万円）

R４年度実施内容

【目的】

沖縄独自の魅力を活かした工芸産業の活性化を図るため、別
途実施している人材育成・商品開発等生産拡大支援と両輪で、
出口戦略として工芸品等のＰＲ・販売拡大を図り、県内外需要の
取り込みを促進する。

【R４年度成果目標】

・支援対象事業者の年間売上合計額

事業実施の目的・効果

年度毎の取組

イメージ図

(2）販売促進補助金

沖縄工芸フェア等による販売
機会の創出

販路強化、売上増

海外等新規市場の開拓

(1)認知度向上・販促ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ 認知度向上、購買意欲醸成
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【令和４年度】 沖縄食文化保存普及継承事業 文化振興課

琉球料理を基盤とする「沖縄の伝統的な食文化」を保存するた

め担い手を育成し、同時に、医食同源の理念等に基づいて形成

されてきた過程や魅力等を分かりやすく情報発信し、県民や観

光客への普及・継承を推進し、沖縄独自の価値・効用を持つ食

文化として質を向上させ、ブランド化を図る。

事業期間：令和４～８年度

総事業費：約１０６．２５百万円（うち国費：８５百万円）

補助率 国：県＝８：２

事業概要

失われつつある沖縄の伝統的な食文化の保存、普及、継承に向け、以下の取
組を行う。

①琉球料理伝承人の育成

②琉球料理伝承人の活動内容の充実（出前講座モデル事業等）

③琉球料理が味わえる店(仮称)認証制度検討

④イベント、普及啓発ツール、HP等を通じての普及啓発 等

事業費：２１．２５百万円（うち国費：１７百万円）

R４年度実施内容

R４年度 R５年度 R６年度

琉球料理伝承人育成・
フォローアップ

出前講座モデル事業

学校現場への普及
WTでの検討
普及ツール制作

学校現場で
の琉球料理
の普及

【事業実施の目的】

沖縄の伝統的な食文化の保存・普及・継承に向け、琉球料理伝承人の育成及び出
前講座モデル事業、学校等への普及啓発ツール作成等を行う。

【R４年度成果目標】

琉球料理伝承人の育成 10人

出前講座の開催（モデル事業） ５回（参加者１００人目標)

琉球料理が味わえる店（仮称）認証制度の検討・制度化

HPによる情報発信(レシピ動画等） 50000PV／年

イベント等での情報発信、学校等への普及啓発ツール配布

事業実施の目的・効果

年度毎の取組

イメージ図

県 《(一社)琉球料理保存協会》
琉球料理伝承人育成講座
フォローアップ講座
出前講座モデル事業

委託

沖縄の伝統的な食文
化の次世代への継承
及び観光資源としての
活用

琉球料理が味わえ
る店(仮称)認証制度

検討 制度化

モデル事業実施

《委託業者》
琉球料理が味わえる店(仮称)認証制度検討
普及啓発（県民・学校・観光客等）
イベントへのブース出展等普及啓発
学校現場への普及啓発ツール作成
Webを通じた沖縄の伝統的な食文化PR 等

琉球料理
伝承人

認証

委託

受講

連携
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琉球王国文化遺産集積・再興事業
博物館・美術館

戦後７５年余を経て、戦災により失われた相伝の８分野のティーワジャ（手わざ）など王国時代の精緻で
至高の技の世界を 現代に蘇らせ、世界に誇る沖縄の手わざの力をモノを通して発信し、琉球王国文化の周知
を図り、文化観光拠点としての沖縄をアピールする。

事業概要

模造復元品と、製作過程で得られた新たな知見、情報を公開することで、県内外に広く沖縄県をアピールし
観光振興のブランド化を図ることができる。失われた手わざの復元により工芸産業にも寄与できる。

事業効果

今後の活用方法を視野に、模造復元
の成果の発信を行い、琉球文化及び
手わざの魅力を紹介する。

発信事業（R６～）

事業費(Ｒ４)： １６，１４４千円
（うち国費： １２，９１５千円）

事業期間 ： 令和４年度～令和１１年度

模造復元製作（R６～）
委託業者の請負のもと、現代の最高水
準の技を体現できる工芸関係者の力を
結集し、文化財３５件の模造復元製作
を行う。

沖縄県

監修者

製作業務（委託）
指導・監修

35件の報告書を作成

製作業務管理及び製作に係る情報の集積作業（R4~R10）

委託

依頼

王国文化の
魅力発信

成果品の発信
（R6～11)

講 師
依頼

発信業務（委託）

講演など

報
告
会
な
ど

展
覧
会
な
ど

委託

令和２年までに完成した模造復元品

成果品
の発信

現行事業の成果と課題を整理し、
県国内外の琉球王国文化遺産を調査
研究し、事業の基本設計を行う。

調査研究（R４～）
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【令和４年度】 首里城復興関連事業 首里城復興課

【再発防止､管理体制構築】予算額 約0.5億円(総事業費 約5億円)

令和元年10月、首里城火災により首里城正殿等が焼失したこと

から、令和４年度は、火災の再発防止及び管理体制の構築に係る

各種検討、計画の策定を実施する。

【首里城復興事業】予算額 1.8億円(総事業費 約15億円)

事業概要：右イメージ図参照

○令和４年度実施内容
・来園者の受入体制の整備に係る計画（交通・周遊等）
・古都首里を感じるまちなみの整備推進（魅力向上）
・正殿着手に合わせた復興イベント実施
・公園施設利便性向上に係る整備設計、情報発信

【首里城復興基金事業】予算額 約10億円(総事業費 約53億円)

広く県内外から寄せられた首里城復興基金(寄附金)について、

焼失した首里城城郭内施設等の復元に関し、国営公園事業者であ

る国と協議、調整が整った事業に充当する。

○令和４年度実施内容

・木材の調達、赤瓦の製造、各種製作物の検討等

※国は、Ｒ４年度中に首里城正殿の本体工事に着工し、Ｒ８年度

までに復元することを目指すとしており、Ｒ３年度から工事用

仮設施設の整備や木材等の調達を進めている。

R４ R５ Ｒ６～13

首里城復興
関連事業

約1２億円 約1２億円 約49億円

年度毎の事業費（総事業費 約73億円）

7

【首里杜地区の
歴史まちづくり推進】

・受入体制の整備
・質の高い観光推進
・良好な景観の形成 など

【見せる復興】
・イベント開催
・利便性向上
・情報発信 など

首里城
復興

歴史まちづ
くりの推進

見せる復興
観光振興

公園の
魅力向上

施策３

施策６ 施策１

【文化資源等の
整備推進】

・首里城公園内や龍潭
周辺の歴史文化資源
の整備推進 など

首里城復興事業イメージ

令和４年度 実施内容

首里城復旧・復興事業
首里城復興事業

首里城復興基金事業

13



【事業スキーム】

文化振興課

実施主体：沖縄県

実施時期：令和４年５月～11月

県

アーティスト
民謡、ｼﾞｬｽﾞ、
ﾛｯｸ等

委
託

復帰50周年沖縄音楽
コンサート（仮称）

開催予定：11月(１日間)
ｼﾞｬﾝﾙ：民謡、ｼﾞｬｽﾞ、ﾛｯｸ等
公演案：著名な県内ｱｰﾃｨｽﾄ

と若手ｱｰﾃｨｽﾄの共演等
→次代の担い手の活躍の場

鑑賞：沖縄
音楽鑑賞機
会の創出
（体験）

【事業概要】
沖縄の先人達は、長い歴史の中で、多様な文化を受け入れ、独自の多様な沖縄音楽を創り上げてきた。本土復帰50周年の節目に、先人達が
創り上げてきた沖縄音楽の歴史と文化への理解を深め、多くの県民が故郷への誇りや愛着を感じられる沖縄音楽文化の継承と発展を図る。
具体的には、市町村、音楽関係団体、ｱｰﾃｨｽﾄと協力した県内５地域でのﾐﾆｺﾝｻｰﾄ、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、歴史を振り返るパネル展開催及び情報発信等に

より、多くの県民が“沖縄音楽”に触れ、学ぶ機会を創出する。また、県内のベテラン、若手のアーティストが共演する沖縄音楽コンサート
（民謡、ジャズ、ロック等）を開催し、次代の担い手を育成する場を設けるとともに、沖縄音楽の発展を目指す。

・
文
化
芸
術
活
動
の
活
性
化

・
沖
縄
音
楽
の
発
展

・
沖
縄
音
楽
の
発
展
を
担
う
人
材
の
育
成

市町村
県内関係団体
（民謡、ｼﾞｬｽﾞ、
ﾛｯｸ、舞台関係者
等） 等

意見交換等

出演：著名
県内アー
ティストと
若手の交流
（人材育
成）

キックオフイベントの実施：令和４年５月～

①ミニコンサート：ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙ、ﾗｲﾌﾞﾊｳｽ等
（県民等と地域のアーティスト等交流）
②ワークショップ：カンカラ三線制作等
（児童生徒が楽しめる体験）
③パネル展：復帰前～現在沖縄音楽の変遷
（県民等への情報発信、歴史を知るきっかけづくり）

※①～③を県内５地域で実施

①美ら島おきなわ文化祭2022
②世界のウチナーンチュ大会
③市町村、民間団体主催イベント等

【他イベントとの連携】

情
報
発
信

県民等交流・学び：地域で活
動するアーティスト等
と県民等の交流等

復帰50周年沖縄音楽ｺﾝｻｰﾄ開催事業

＜50周年記念事業のテーマ＞
事業を通して、祖先への敬い、自然への畏敬の念、他者の痛みに寄り添う肝心など、沖縄文化の魅力を共有し、恒久平和を願い、喜びを分かち合う
ユイマールの思いを大切にする、沖縄らしいやさしい社会の実現に向けた機運を高める。

公演を支え
る技術ス
タッフの活
動の場の創
出

14



琉球王国外交文書等の資料・普及本の編集刊行・

デジタル化及びウェブサイトでの公開、コンテンツの

拡充、利用促進のための普及活動を行う。

事業期間：平成24～令和13年度

総事業費：７０３百万円（うち国費：５５３百万円）

補助率 国：県費＝８：２

琉球王国外交文書等の編集刊行及びデジタル化事業
文化財課

事業概要

歴代宝案編集委員会
歴代宝案編集作業
（原稿作成等）

国内外における史料調
査収集・学術交流

利活用促進のための普
及活動

発
信

R
4

R
5

R
6

R
7

R
8

R
9

R
10

R
11

R
12

R
13

琉球王国外交文
書等の刊行

デジタル化及び
ウェブサイト公開

R４年度実施内容

・琉球王国外交文書等の編集刊行およびデジタル化、
ウェブサイト公開・拡充・普及

事業費：３６百万円（うち国費：２９百万円）

事業実施の目的・効果

【目的】

県民をはじめ国内外へ向けて琉球王国外交文書
（「歴代宝案」等）への理解の進展を図ることで、沖縄
に関する歴史認識の深化、文化の継承・発展を促す。

【R４年度成果目標】

・開設したウェブサイトへのアクセス件数 5,280件/年

・沖縄の歴史文化
の源流の認識

・沖縄の文化振興
への寄与

成
果

・琉球王国外交文書等の編
集刊行、デジタル化、ウェブ
サイト公開、デジタルアーカ
イブ拡充

【令和4年度】

年度毎の取組

15



【令和４年度】 琉球政府関係文書デジタル・アーカイブ事業

沖縄戦で多くの歴史資料を消失した当県において、沖縄の
歴史を調査研究・検証する上で貴重な琉球政府関係文書を
デジタル化し、インターネットで公開するとともに、資料の調
査・収集を行う。

事業期間：平成25年度～令和13年度

総事業費：２，３２２百万円（うち国費：１，８５８百万円）

補助率 ８０％

事業概要

・琉球政府関係文書デジタルデータ作成 3，000簿冊

・資料審査（非公開情報編集） 5，500簿冊

・ウェブサイト公開 4，000簿冊

・広報・普及：資料の解説（利用ガイド）の編集発行等

事業費：１１７百万円（うち国費：９３百万円）

R４年度実施内容

【目的】

〇離島等の県民等も公文書館資料の利用が容易となる。

〇国内外における沖縄文化の継承、発展

〇貴重資料の永年保存が可能

〇大学等の教育機関において資料の２次利用が可能

【R４年度成果目標】

〇アクセス数 43,000アクセス

〇資料の理解度（満足度） 80％

事業実施の目的・効果

年度毎の取組

イメージ図

R4 ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13

デジタル化 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
資料審査･
公開

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

広報・普及 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
調査 ○ ○ ○ ○
収集 ○ ○ ○ ○ ○ ○

デジタル化業務

デジタ
ル撮影

公開データ整備
運営業務

・ＢＤディスクへの書込
・非公開情報の編集
・データのファイル変換、
搭載
・ウェブサイトの運用管
理
・広報及びレファレンス
対応

・劣化資料の修復
・デジタルデータの作
成

琉球政府関係文書

調査・収集
業務

・調査、収
集計画策定
・収集実施

総務私学課

16



【令和４年度】 在米沖縄関係資料収集公開事業 総務私学課

米国国立公文書館等に所蔵されている沖縄戦及び

戦後の米国統治に関する写真と動画を収集し公開する。

事業期間：平成29年度～令和９年度

総事業費：２０１百万円（うち国費：1６１百万円）

補助率 80％

事業概要

・資料収集 2,410点

・資料翻訳・目録整理 2,410点

・ウェブサイト公開 2,290点

・広報・普及：ウェブ展示会等

事業費：１4百万円（うち国費：11百万円）

R４年度実施内容

【目的】

沖縄の記録遺産と言われる未収集の写真及び動画を沖
縄県公文書館に所蔵し、戦後の歴史資料として広く県民の
利用に供することで記憶の継承が可能になるとともに、沖
縄文化の継承、発展に寄与することができる。

【R４年度成果目標】

○PV(ﾍﾟｰｼﾞﾋﾞｭｰ）数 250,000PV

○資料の理解度(満足度）80%

事業実施の目的・効果

年度毎の取組

イメージ図

R4 R5 R６ R７ R８ R9

資料収集 ○ ○ ○ ○ ○ ○

資料整理 ○ ○ ○ ○ ○ ○

資料公開 ○ ○ ○ ○ ○ ○

広報・普
及

○ ○ ○ ○ ○ ○

沖縄関係資料収集業務 沖縄関係資料整理業務

米国国立公文書館等に所蔵されている沖
縄戦及び戦後の米国統治に関する写真と
空中写真をスキャナーで撮影して収集する。

収集した資料の翻訳、目録の作成な
ど、県民等の利用に供するための整
理を行う。

資料の整理・登録・翻訳資料の収集（スキャニング） 画像データ

17



世界のウチナーンチュネットワークの継承と発展のため、海外等で移民関係資料の収集、移民ルーツ調査、
移民等沖縄関係の企画展示・講演会等を実施し、資料の適切な保存及び歴史の啓発を図る。

県立図書館が海外等で県系民資料の収集、
ルーツ調査の実施、企画展示・講演会等を開
催する。

①【移民資料収集・移民ルーツ調査関連】

・移民関連資料収集、移民ルーツ調査、移民
関連講演会

②【企画展示関連】

・郷土資料企画展、展示関連講演会

「琉球・沖縄の知と心」国際発信事業
・令和４年度当初事業費：20,629千円

（うち国費 16,503千円）

・事業期間 ： 平成３１年度～令和１３年度

事業目的

事業内容

12,907千円

7,722千円

事業イメージ

移民関係
諸国

情報提供
(移民ルーツ調査等)

企画展・講演会等で
歴史・文化の学習
機会を創出

移民資料収集

沖縄県立図書館
沖縄関連展示エリア 移民資料コーナー

「琉球・沖縄の知と心」の継承
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【令和４年度】 首里城復興事業（※細事業名：首里城跡景観整備事業）文化財課

県は、首里城の復元はもとより、首里城に象徴される

琉球の歴史・文化の復興に取り組むこととしており、国

や市、地域等の各関係主体と連携し、中城御殿の整備、

首里杜地区整備による歴史まちづくりの推進、復元工

事に連動した各種イベントの実施などに取り組む。

事業期間：令和４～１３年度

総事業費：２１１百万円（うち国費：１６９百万円）

事業概要

首里城の景観を著しく損ね、危険度が高い南城郭の
土壌改良、解体・積み直しを実施する。また、危険度が
増している継世門櫓の保全に向けた調査を行う。守礼
門の腐食した柱脚を取り替え、景観を保全する。

事業費：１５２百万円（うち国費：１２１百万円）

R４年度実施内容

R４年度 R５年度 R６年度

南城郭石垣
の保全

南城郭直下の
土壌改良、石
垣の解体・積み
直し工事

継世門櫓
の保全

継世門櫓保全
に向けた調査

継世門櫓保全
修復工事

守礼門の保全
腐食した柱脚
の取り替え

【目的】首里城公園の魅力向上や、歴史まちづくりの推
進により世界水準の歴史、文化、観光拠点を整備。
琉球の歴史・文化への関心と首里城復興の気運向上。

【R４年度成果目標】

・南城郭の石垣を解体・積み直し、景観等を保全する。

・守礼門の腐食した柱脚を取り替え、景観を保全する。

事業実施の目的・効果

年度毎の取組

イメージ図

城跡の変状
調査を実施
し、変状に
対応する

首里城
復興

首里城跡内の城郭
や通用門等を保全
することにより、良好
な景観を形成し、首
里城復興の気運を
高める。

細事業名：首里城跡景観整備事業

7

【首里杜地区の
歴史まちづくり推進】
・受入体制の整備
・質の高い観光推進
・良好な景観の形成 など

歴史まちづく
りの推進

見せる復興
観光振興

公園の
魅力向上

【文化資源等の
整備推進】
・首里城公園内や
龍潭周辺の歴史
文化資源の整備
推進 など

【見せる復興】
・イベント開催
・利便性向上
・情報発信 など
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【令和４年度】 沖縄らしい風景づくり支援事業 都市計画・モノレール課

本県のソフトパワーの源泉である自然環境や歴史・伝統文化と調和

する沖縄らしい風景づくりを進めるため、人材育成や地域景観の向上

に係る合意形成、良質な公共空間の創出に向けた取組を行う。

事業期間：平成24～令和13年度

総事業費：1,713百万円（うち国費：1,370百万円）

補助率 国：県＝８：２（Ｒ５～国：市町村＝８：２）

事業概要

① 風景づくりに係る広報啓発（委託料）

② 風景づくりに係る人材育成（委託料）

③ 景観アセスメントの実施（委託料）

④ 県景観向上行動計画の改定、協議会運営（委託料）

事業費：67百万円（うち国費：53百万円）

R４年度実施内容

R４年度 R５年度 R６年度

広報啓発 ● ● ●

人材育成 ● ● ●

景観アセスメント ● ● ●

景観向上に係る建築技術等研究開発 ● ●

県行動計画改定、協議会運営 ● ● ●

市町村景観計画の策定・改定等 ● ●

景観向上策の助成 ● ●

【目的】

沖縄固有の風景の保全・創出により県民の景観に対する満足度の
向上を図るとともに、沖縄らしい風景が観光目的となり、観光振興に
寄与する。

【成果目標】
① シンポジウム参加者200名

② 講習会等参加者350名

③ 景観アセスメント数10

④ 景観計画の策定・改定数（累計）49

事業実施の目的・効果

年度毎の取組

イメージ図

交付金
国

景観有識者

景観向上策

業務
委託

景観整備機構

受託者

業務
委託

受託者

連携・協力

助成

連携・協力

県民の景観に対する満足度の向上

交付金

沖縄固有の風景の保全・創出

観光振興に寄与

沖縄県 市町村

（R5～）
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美ら島おきなわ文化祭2022開催事業

実施主体：沖縄県、市町村等

実施時期：令和４年10月22日～11月27日 令和４年度事業費：398,323千円

【事業概要】
➣令和４年の日本復帰50周年記念事業として、沖縄の文化の魅力を県内外に発信する。
➣ 国民文化祭（文化庁）と全国障害者芸術・文化祭（厚労省）との一体開催で、各都道府県持ち回りで開催される国内最大の文化の祭典。
➣ 文化、福祉、観光、経済、行政等からなる実行委員会を設置し、幅広い分野の関係者の意見を取り入れて、文化祭に係る事業を実施す
る。さらに、実行委員会の下に専門家等からなる企画会議をそれぞれの文化祭で設置し、企画内容等の検討を行う。

＜50周年記念事業のテーマ＞
事業を通して、祖先への敬い、自然への畏敬の念、他者の痛みに寄り添う肝心など、沖縄文化の魅力を共有し、恒久平和を願い、喜びを
分かち合うユイマールの思いを大切にする、沖縄らしいやさしい社会の実現に向けた機運を高める。

文化観光スポーツ部
文化振興課

【大会テーマ】
文化芸術の花 咲いわたり

【大会ｼﾝﾎﾞﾙﾏｰｸ】

＜沖縄大会・基本方針＞
①かかわる【県民一人ひとりが文化芸術の担い手】
②ひろげる【多様性の尊重】
③つなぐ 【文化芸術の継承】
④つたえる【琉球文化のルネサンス】

【事業計画】
○総合フェスティバル（県実行委員会が実施）
オープニングイベント、開閉会式、沖縄文化発信事業、
シンポジウム、国際交流事業、
ちむぐくる・ゆい・フェスタ（障がい者交流事業）等

○分野別フェスティバル（市町村等が実施）
市町村独自の文化イベント
全国の文化団体と連携した文化イベント

○特別連携事業（公的団体）、特別応援事業（民間団体）等【公式ポスター】 21



県内どこでも、いつでも
図書の貸出可能!

①移動図書館の開催
②講演会やワークショップ等開催
③一括貸出の実施
④協力貸出の実施
⑤広域サービス用図書購入
◆離島読書活動支援事業(H22～）
R４事業費 12,795千円
①図書配送料 3,502千円
②移動図書館等旅費 2,587千円
③その他（非常勤職員人件費等）

6,706千円
◆離島読書活動充実事業(H27-R13)
R４事業費 16,875千円
（うち国費：13,500千円）

①図書購入 5,533千円
②その他（非常勤職員人件費等）

11,342千円

小規模離島のほとんどが
図書館未設置・書店もない状況

離島読書活動支援事業 ・ 離島読書活動充実事業

事業目的

事業内容

公平な生涯学習機会の提供
教育格差是正、
離島の定住条件向上

事業イメージ

広域サービス用図書の充実、
移動図書館等の開催

図書

読み聞かせ、
講座等

一
括
貸
出

移
動
図
書
館

離島県民に読書機会の提供、
読書活動の啓蒙

協
力
貸
出

学校、公民館等を経由して
離島の県民へ貸出

＜県立図書館＞

＜町村教育委員会＞

＜地域・一般＞

○図書を通じた生活や
仕事の質の向上
⇒生涯学習の推進
○図書館機能を通じた
人の交流
⇒地域活性化

＜児童・生徒＞
読書を通じて養われる
力
(1)論理的思考能力（読
解力・国語力・理解力）
(3)課題解決能力（企画
力・応用力・活用力）
(2)情報収集能力（比較
検討、判断力）

＜事業効果＞

所管：生涯学習振興課（県立図書館）
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【令和４年度】 世界のウチナーネットワーク強化推進事業 交流推進課

第6回世界のウチナーンチュ大会において「世界のウ

チナーンチュの日」が10月30日と制定されたことを受け

て、同日を世界中で沖縄に想いを馳せる象徴的な日と

して定着させ、ウチナーネットワークの継承・発展を一

層効果的に進めるための取組を実施する。

事業期間：平成29年度～令和13年度

総事業費：977百万円（うち国費：726百万円）

補助率 国：県＝８：２

事業概要

世界のウチナーンチュの日の広報・イベント実施、海
外県人会への芸能指導者派遣、学校等での出前講座、
持続可能なモデル事業の実施、世界のウチナーンチュ
大会の開催

事業費：30.5百万円（うち国費：23.3百万円）

R４年度実施内容

R４年度 R５年度 R６年度

世界のウチ
ナーンチュの日
定着のための
各取組実施

● ● ●

【目的】 世界のウチナーネットワークの継承・発展

県民の国際性の涵養

【R４年度成果目標】

世界のウチナーンチュ大会県外参加者

海外：7,400人、国内：600人（オンラインプログラム参
加者を含む）

事業実施の目的・効果

年度毎の取組

イメージ図

沖縄の歴史・文化等の 海外へ
の発信を強化し、沖縄とのリンク
を強くする。

県人会活動への若い世代の参
加を促進し、ウチナーンチュとして
の意識を次世代につなげる。

2022年度に開催予定の第７回
世界のウチナーンチュ大会への県
民参加者を増やす。

本
事
業
の
実
施

移民歴史等
の普及促進

一般・学生
の意識啓発

次世代の
交流促進

ソフトパワー
発信

市町村等の
取組促進

世界のウチナーネットワークの継承・発展
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新たな時代の多様化、高度化した社
会のニーズに応えられるよう、次の４つ
の観点を中心に図書館の機能高度化
を図る。

①従来から収集してきた資料に加え、
より高度なニーズに対応できる県民の
知の拠点を目指し、専門性の高い学術
書、論文資料、業界誌等を広範囲な分
野で収集する。

②豊富な情報資源を活用し課題解決
支援機能の高度化を図る。

③郷土に関する歴史・文化等のレファ
レンスも深化・高度化を図り、県内外の
沖縄情報ニーズに応える体制を強化
する。

④職員の専門性やサービスの向上を
図り、利用者の満足度に繋げる。

新たな時代の多様化、高度化した社会のニーズに応えられるよう、図書館機能の高度化
を図る

知の拠点パワーアップ事業

事業目的

事業内容 事業イメージ

・令和４年度当初事業費：49,774千円
・事業期間 ： 平成26年度～

レファレンス強化

県(民)の課題解決

知の交流強化

資料提供強化

資料の充実(情報力強化)

県立図書館
(県民の知の拠点)

所管：生涯学習振興課（県立図書館）
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復帰50年特別展「沖縄 復帰後」展

事業の内容等
復帰50周年の節目の年に、「復帰」を経験した当時の人々の思いを理解し、現代に生きる私たちが平和で文化的な豊かな沖縄づくりを継
承するため、1972年5月15日を起点とした本県の発展と葛藤のあゆみを県民意識調査や外交資料、当時の映像などを展示し、過去と現在、
そして未来へとつなぐ特別展を開催する。

実施主体：沖縄県立博物館・美術館

実施時期：令和４年７月２０日～９月１９日

●展示構成と主な展示資料

第1章復帰の日
（沖縄返還協定、復帰対策要綱、建議書、復帰記念式典資料、県民意識調査）

第2章 新生沖縄県の誕生…70～80年代
（通貨交換、海洋博、若夏国体、全国植樹祭、730、インフラ整備関係資料、映像資料）

第3章 沖縄ブーム…90～2000年代
（首里城復元、沖縄サミット、スポーツ・芸能関係、基地跡地利用関係資料、
世界ウチナーンチュ大会、沖縄平和賞、県民意識調査、映像資料）

第4章 変化・変容と沖縄…復帰前～現在
（自然、人類、考古、歴史、民俗分野の視点で沖縄の変化・変容を紹介）

第5章 不変・継承・課題…現在
（伝統工芸、伝統芸能、空手関係資料、米軍基地問題、子どもの貧困、SDGs）

第6章 終わりに…現在～未来
（「沖縄の現代生活」をテーマに県民から募った写真や観覧者の声を会場で展示する
ことで県民参加型の展覧会とする）

●関連催事
復帰50年常設展「(仮称)沖縄 復帰前」展（3～9月）
※1945～1972年
アメリカ施政権下の沖縄に関する資料の展示

復帰50年シンポジウム・講演会等（4～9月）
復帰50年舞台・親子バスツアー（4～9月）

●復帰後世代が人口の約6割を占める本県において歴
史を学び、本県の魅力や課題について理解する機会を
創出する。

沖縄返還協定 復帰記念式典 海洋博覧会 沖縄サミット

＜50周年記念事業のテーマ＞
２ 事業を通して、復帰から50年間の歴史を振り返り、先人たちの労苦と知恵に学ぶとともに、誇りある豊かさに向けた
展望を発信する。

博物館・美術館
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復帰50年展「琉球－美とその背景－」

●事業の内容等
復帰50周年の節目の年に、東京国立博物館・九州国立博物館と沖縄県立博物館・美術館の共催で、「琉球」をテーマとして、県内初公開と
なる資料をはじめ、国の重要文化財など、県外にある琉球・沖縄関係資料を紹介する、過去最大規模の展覧会を開催する。王国時代の栄
華の象徴ともいえる琉球の美の世界とその背景を探りつつ、本県の歴史や文化を再考する契機とする。

実施主体：沖縄県立博物館・美術館

実施時期：令和４年10月14日～12月４日

●展示内容「琉球－美とその背景－」
第1章 万国津梁アジアの架け橋
第2章 琉球の美
第3章 しまと暮らしと祈り

●沖縄復帰50年記念特別展「琉球」
東京国立博物館 2022年5月3日～6月26日
九州国立博物館 2022年7月16日～9月４日
沖縄県立博物館・美術館 2022年10月14日～12月4日

書状「金丸世主（尚円）書状」国宝（東京大学史料編纂所所蔵）

漆器「朱漆鳳凰螺鈿」初公開（九州国立博物館所蔵） 「玉ハベル」（東京国立博物館所蔵）

漆器「朱漆七宝繋沈金御供飯」
国指定重要文化財（徳川美術館所蔵）

紅型「松坂屋コレクション」
初公開（松坂屋所蔵）

＜50周年記念事業のテーマ＞
２ 事業を通して、復帰から50年間の歴史を振り返り、先人たちの労苦と知恵に学ぶとともに、誇りある豊かさに向けた
展望を発信する。

博物館・美術館
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