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平成 28年度に第２次総合計画【平成29～ 38年 (令和 8年度 )】
を策定し、その実現と計画的な推進に向け、市民並びに関係者の皆
様のご支援・ご協力のもと、取組を進めているところです。
　今回は、総合計画の 3年目となる令和元年度の進捗状況を公表
いたします。   

令和元年度

●第1節　かけがえのない地下水の保全

良好な地下水水質の維持
(硝酸性窒素濃度 )

地下水保全対策調査事業、宮古島市園芸作物
有機肥料購入補助金、宮古島市環境保全型農
業直接支援対策事業 

4.71mg/L
(H28 年度 ) 4.66mg/L 4.39mg/L

 ●第２節　美しい島づくりの推進と美しい海の保全

現在確認されている不法投棄
されたごみの撤去

宮古島市農業用廃プラスチック緊急処理対
策補助金、海岸海浜地域浄化業務委託、赤
土対策モデル事業影響評価業務

114t
(H27 年度 ) 0t 128t

 ●第 3節　森林の保全と花と緑の島づくりの推進

森林面積の確保・維持 森林環境保全直接支援事業、緑化育苗セン
ター管理費、生活環境保全林清掃事業、植
物園維持管理費、デイゴヒメコバチ防除事業

3,365ha
(H27 年度 ) 3,365ha 3,384ha

花いっぱい運動への参加市民団
体の増加 (年間 )

133 団体
(H27年度 ) 150 団体 113団体

● 第 4節　循環型社会の形成

市内純生産あたりのCO2
排出量の削減 (t-CO2/ 百万円 )

島嶼型スマートコミュニティ実証事業、宮
古島市天然ガス資源利活用推進事業、電気
自動車普及促進事業

3.114
t-CO2/ 百万円
(H25年度 )

2,386
t-CO2/ 百万円

2,256
t-CO2/ 百万円
(H28年度 )

第1章　地下水や豊かな自然環境と共生したエコアイランド宮古

 ●第 1節　子どもたちの「生きる力」を育む学校教育の推進

学力向上対策 (全国学力・学習状
況調査における教科に関する調査)

子育て支援対策学校給食費、公立小中学校
パソコン教室整備事業、平良学校給食調理
場等業務委託、特別支援教育支援配置事業

全国平均以下
(H27年度 ) 全国平均

【全国水準比】
小学 :国 0.2P ・
　　　算 -2.6P
中学 :国 -4.8P ・
数 -4.8P・英 -7P

全学校における ICTを活用した
授業の実施

15%
(H27年度 ) 100% 100%

毎日朝食を食べる児童生徒数
小学：92％
中学：89％
(H27年度 )

小学 :100％
中学 :100％

小学：98％
中学：82％

不登校生徒数の減少 (年間 ) 41 人
(H27年度 ) 20 人 93人

学校規模の適正化の推進 伊良部小中一貫校整備事業、
学校規模適正化推進事業

小学：19校
中学：15校
(H27年度 )

小学：18校
中学：11校

小学：17校
中学：14校

教育施設の充実 学校施設改修事業、伊良部小中一貫校整備
事業、宮古島市中学校環境衛生整備

未整備校舎5棟
(学校数 4校）
(H27年度 )

未整備校舎
０校

未整備校舎
0校

第2章　子ども達が笑顔にあふれ活力と郷土愛に満ちた宮古

計画内容・施策目標 実施計画事業例 基準値 R3年度
目標値

R1年度
現在値

第 2次宮古島市第 2次宮古島市
総合計画進捗状況総合計画進捗状況
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依
  存
      財
           源

依
  存
      財
           源

 ●第 2節　みんなで学ぶ生涯学習・生涯スポーツの充実

公民館を活用した研修会・講座
の増加 (年間 )

公民館管理運営事業、みやこ少年少女合唱団
補助事業、博愛の日作品展示事業

97回
(H27年度 ) 120 回 125回

リーダーバンク制度の活用数の
増加 (年間 ) リーダーバンク事業 51回

(H27年度 ) 100 回 64回

図書館資料の貸出冊数の増加
(年間 ) 未来創造センター建設事業、図書資料充実

事業

185,181 冊
(H27年度 ) 300,000 冊 205,532 冊

図書館利用登録者数の増加
(年間 )

23,790 人
(H26年度 ) 28,000 人 26,394 人

未来創造センターの建設 未来創造センター建設事業 未整備
(H27年度 ) 整備済 整備済

各種スポーツ教室の開催(年間 ) 体育振興事業、宮古島市体育施設耐力度調
査・修繕事業

4回
(H27年度 ) 8 回 3回

体育施設利用者の増加 (年間 ) 149,600 人
(H27年度 ) 160,000 人 120,800 人

 ●第 3節　郷土の歴史・民族の伝承、文化・芸術活動の推進

市民劇場稼働率の向上 文化振興事業、マティダン！事業、劇団か
なやらび補助金交付事業

51.70%
(H27年度 ) 53.40% 46.60%

綾道・歴史文化ロードコース及
びパンフレットの策定

宮古島市 neo 歴史文化ロード整備事業、各
種開発等に係る発掘調査事業、市史編纂事
業

4コース
策定

(H27年度 )
10 コース
策定

8コース
策定

博物館入館数の増加 (年間 )
博物館運営事業、宮古島市総合博物館建設
事業、博物館収蔵品目録等作成事業

8,809 人
(平成27年度) 15,000 人 19,680 人

新宮古島市総合博物館 (仮称 )
建設の推進 (基本構想・基本計
画の策定 )

未策定
(H27年度 ) 策定 策定済

 ●第 4節　家庭・学校・地域社会の連携で進める青少年健全育成の推進

不良行為少年の補導数の減少
(年間 )

地域学校恊働活動推進事業、青少年健全育
成事業、指導者養成事業

延べ97人
(H27年度 ) 延べ 50人 述べ 106人

 ●第 5節　多都市間交流の推進

友好交流都市の拡大 板倉区児童交流事業、白川町海山交流事業、
台湾国際交流事業

10都市
(H27年度 ) 12 都市 11都市

依
  存
      財
           源

 ●第 1節　安心して子育てができる環境づくり

乳幼児健康診査、妊婦健康診査
受診率の向上

こども医療費助成事業、妊婦健康診査指導
事業、乳幼児健康診査指導事業

92%
(H27年度 ) 95% 89%

ファミリー・サポート・センター
の会員数の増加

ファミリー・サポート・センター設置運営
事業

372人
(H27年度 ) 472 人 320人

待機児童の解消 法人保育所運営扶助費、認可外保育園の認
可化整備事業、公立保育所運営事業

61人
(H27年度 ) 0 人 9人

児童虐待相談延べ件数の減少
(年間 ) 児童虐待・DV対策等総合支援事業 532件

(H27年度 ) 425 件 151件

 ●第 2節　人と人とのつながりで支える地域福祉の推進

小地域ネットワークの増加 地域福祉計画推進事業、生活困窮者自立支
援事業、地域福祉増進事業

12箇所
(H27年度 ) 18 箇所 21箇所

第3章　一人ひとりが支え合い幸せと潤いのある健康福祉の宮古

計画内容・施策目標 実施計画事業例 基準値 R3年度
目標値

R1年度
現在値
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 ●第 3節　健やかな生活を支える健康づくりの推進

特定健診受診率の向上 特定健診事業、特定保健指導
及び生活習慣病重症化予防事業

40%
(H27年度 ) 54％ 36.3%

特定保健指導実施率の向上 59.6%
(H27年度 ) 65% 58.4%

各種がん検診の受診率の向上検診事業、健康づくり事業費、保健センター
管理費、訪問指導費

肺がん :10.8%
胃がん :5.8%
大腸がん:9.7%
乳がん :30.2%
子宮がん :25.7%
(H27 年度 )

肺がん :50%
胃がん :50%
大腸がん :50%
乳がん :50%
子宮がん :50%

肺がん :11.7%
胃がん :4.5%
大腸がん :9.3%
乳がん :29.3%
子宮がん :32.0%

健康づくりボランティアの育成 141 人
(H27年度 ) 200 人 135人

 ●第 4節　将来を担う子どもの貧困解消へ向けた環境づくり

子どもの居場所づくり 子どもの貧困対策事業 0箇所
(H27年度 ) 5 箇所 7箇所

 ●第 5節　高齢者が生きがいを持って暮らせる環境づくり

健康な高齢者の増加
地域包括支援センター支援事業、ICT を活
用した介護サービスの産業化を通じたまち
づくり事業、老人クラブ助成事業

76.9%
(H27年度 ) 78.0% 80.8%

 ●第 6節　障がい者が自立して暮らせる環境づくり

福祉施設入所者の
地域生活への移行

自立支援給付事業、障害児通所給付事業、
日常生活用具給付事業

ー
(H27年度 ) 3 人 / 年 1人 /年

 ●第 7節　安心して暮らせる医療・救急体制の充実

難病患者への渡航支援 難病患者等航空運賃の一部助成事業、急患
輸送搭乗医師等派遣費負担金

100%
(H27年度 ) 100% 100%

救急ステーション認定事業所数 救命処置普及強化支援事業、消防職員研修事業、
救急救命士就業前・再教育病院実習事業

0箇所
(H27年度 ) 10 箇所 0箇所

計画内容・施策目標 実施計画事業例 基準値 R3年度
目標値

R1年度
現在値

 ●第 1節　雇用を創出する産業振興
新規高等学校卒業予定者の
求人確保 (年間 ) 宮古島ふるさとテレワーク推進事業、宮古

島市 IT 産業センター管理事務費、宮古島
市高年齢者就業機会確保補助金、勤労青少
年管理運営費

35人
(H27年度 ) 50 人 157人

中高年齢者の就職件数 (年間 ) 450 件
(H27年度 ) 480 件 703件

情報通信関連企業における
立地・雇用者数の増加

14 社
208人

(H26年度 )
21 社
243人

19社
153人
(H28年度 )

 ●第 2節　島の発展を支える農林水産業の振興

農林業の生産額の増加(全体) 沖縄県農業次世代人材投資事業、沖縄県新規就農一環支援事業、農業用既設ため池改
修工事、農地中間管理事業、人・農地プラ
ン事業

143億円
(H27年度 ) 172 億円 165億円

(H30年度 )

新規就農者数の拡大 82 人
(H27年度 ) 80 人 44人

さとうきびの生産額の増加 さとうきび安定生産確立対策事業、野そ防除
事業、さとうきび優良種苗安定確保事業

71億円
(H27年度 ) 78 億円 55億円

畜産生産額の増加 優良繁殖牛奨励事業 (仮称 )、沖縄県離島型畜
産活性化対策事業、家畜共済加入補助事業

36億円
(H27年度 ) 46 億円 35億 19百万円

第４章　島の特色を活かした産業の振興、多彩な交流・活力にあふれる宮古
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葉たばこ・野菜・果樹の
生産額の向上

園芸施設設置事業補助金、園芸ブランド機械
整備事業、いも病害虫防除用農薬購入補助金

36億円
(H27年度 ) 48 億円 40億円

林業の生産額の向上 830 万円
(H27年度 ) 1,000 万円 251万円

ほ場整備率の向上 農山漁村活性化プロジェクト交付金事業、農
地保全整備事業、農業水利施設保全合理化
事業、農業基盤整備促進事業

57.4%
(H27年度 ) 67.4% 60.5%

畑地かんがい施設整備率の向上 65.0%
(H27年度 ) 74.0% 68.7%

漁業の生産額の増加 宮古島市海業センター整備事業、「魚介類
の種苗生産及び放流、増養殖技術の普及、
栽培技術の普及」、海岸保全施設整備事業

8.3 億円
(H25年度 ) 10 億円 8.2 億円

平均漁業所得の向上 127 万円
(H27年度 ) 140 万円 137万円

 ●第 3節　魅力ある商工業の振興

創業に関する支援計画の策定 宮古島市商工業振興補助金、宮古島市商工
会議所補助金、小口資金融資事業

未策定
(H27年度 ) 策定 策定済

創業に関する支援計画に基づく
創業者の支援

0 件
(H27年度 )

支援者 60件
創業者 20件

支援者 65件
創業者 19件

宮古上布 (十字絣 )の
生産反数の増加 (年間 )

宮古上布振興対策補助金、宮古島市伝統工
芸品センター指定管理委託業務

7反
(H27年度 ) 16 反 8反

 ●第 4節　地域の特性を活かした観光産業の振興

入域観光客数の増加
誘客促進事業、クルーズ船観光受入体制強
化事業、多言語観光案内サイン整備事業、
施設管理事業、宮古島オリジナルMICE 促
進事業

51万人
(H27年度 ) 120 万人 106万人

入域観光客の満足度の向上 60.6%
(H27 年度 ) 70.0% 62.9%

観光収入の増加 397 億円
(H27年度 ) 754 億円 606億円

宿泊業、飲食サービス業の
就業者数の増加

1,978 人
(H22年度 ) 3,000 人 1,848 人

 ●第 5節　スポーツアイランドの推進
スポーツ合宿団体数の増加
(年間 )

トライアスロン宮古島大会、エコアイランド
宮古島マラソン大会、キャンプ誘致促進事業

33団体
(H27年度 ) 40 団体 25団体

 ●第 6節　多彩な交流を促進する港と空港の機能強化
耐震バースの整備
(平良港漲水地区複合
一貫ターミナル改良事業 )

平良港 ( 漲水地区）複合一貫輸送ターミナル
事業、平良港第 4埠頭揚場整備事業、港湾国
直轄事業

未整備
(H27年度 ) 整備済 一部供用開始

国際クルーズ客船の
寄港数の増加 (年間 )

13 回
(H27年度 ) 200 回 119回

下地島空港及び周辺用地の
利活用化 下地島空港及び周辺用地利活用事業

下地島空港の利
活用事業の決定
(H27年度 )

利活用 利活用事業の
継続

計画内容・施策目標 実施計画事業例 基準値 R3年度
目標値

R1年度
現在値

第５章　安全・安心で快適な暮らしが持続する宮古

 ●第 1節　安全で安心な島づくりの推進
犯罪のない島づくり・刑法犯の
減少 (年間 )

防犯灯、防犯カメラ等緊急整備事業、宮古
島地区防犯協会負担金

370件
(H27年度 ) 340 件 276件

交通死亡事故の減少 (年間 ) 交通安全施設特別交付金事業、交通安全推
進事業

0件
(H27年度 ) 0 件 2件

飲酒運転による検挙者数の減少
(年間 )

82 件
(H27年度 ) 0 件 101件
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水難事故の減少 (年間 ) 水難事故防止推進事業 2件
(H27年度 ) 0 件 13件

住宅用火災警報器の
設置率の向上

幼年少年女性による火災予防普及事業、(公
財 )沖縄県消防協会宮古地区支会運営事業

67％
(H27年度 ) 80％ 43％

 ●第 2節　災害に強い島づくりの推進

自主防災組織の結成 宮古島市総合防災体制構築事業、備蓄品整
備事業、防災体制強化

1団体
(H27年度 ) 4 団体 2団体

 ●第 3節　交通ネットワークの機能向上

公共交通計画の再構築 宮古島市公共交通会議、生活バス路線確保
対策補助金、宮古島市生活バス路線学生割
引補助金

未構築
(H27年度 ) 構築 自家用旅客

運送の実施

生活バス路線における
ノンステップバス登録割合

13.3%
(H27年度 ) 50.0% 64.7%

誰にでも優しい道づくり
(道路改良率の向上 )

沖縄振興公共投資交付金事業、社会資本整備総
合交付金、大道線外 1線街路整備事業

65%
(H27年度 ) 66.0% 65.4%

 ●第 4節　魅力を感じることができるまちづくりの推進

小さな拠点づくり 小さな拠点づくり事業 0地域
(H27年度 ) 2 地域 2地域

移住に関する相談件数 (年間 ) 活力ある地域づくり支援事業、沖縄県離島
住民等交通コスト負担軽減事業

約100件
(H26年度 ) 150 件 72件

待機児童の解消 (再掲 ) 法人保育所運営扶助費、認可外保育園の認
可化整備事業、公立保育所運営事業

61人
(H27年度 ) 0 人 9人

● 第 5節　快適な居住環境の形成

宮古島市空家対策計画の策定
空家対策計画策定事業、宮古島市緊急経済
対策住宅リフォーム支援事業

未策定
(H27年度 ) 策定

策定済
(H30.3)

特定空家等戸数の (除去・改
善、利活用等 ) 対策済割合

0.0%
(H27年度 ) 15.0%

0.0%
空き家総合相談
窓口の設置

公営住宅の新耐震設計
適合住宅率の向上 公営住宅整備事業、市営住宅指定管理 89.4%

(H27年度 ) 95.0% 91.6%

仮称 )宮古島市バリアフリー
特定事業調整会の設置 都市企画費、都市計画事務費、公園整備事

業事務費

未設置
(H27年度 ) 設置 設置に向けたワー

クショップ等実施

市民・事業者との恊働による
景観まちづくり勉強会等の設置

未設置
(H27年度 ) 設置

未設置 (景観条例
に基づく届出書の
審査等を実施 )

県営広域公園の整備採択 公園管理費、公園維持管理業務 未採択
(H27年度 ) 採択 基本計画

策定済み

墓地位置図に合わせた
所有者情報システムの構築

未構築
(H27年度 ) 構築 未構築

有収率の向上 上水道施設整備事業、平成 29 年度地下水
保全調査業務

89.5%
(H27年度 ) 91.0% 86.07%

公共下水道の普及率の向上 公共下水道事業、農漁業集落排水事業 (比
嘉地区 )、農漁業集落排水事業 ( 上地・与
那覇地区 )

42.9%
(H27年度 ) 50.5% 42.6%

農漁業集落排水への接続戸数の
増加

1,244 戸
(H27年度 ) 1,260 戸 1,302 戸

宮古島市リサイクルセンター
(リサイクルプラザ )の建設

( 仮称 ) 宮古島市リサイクルセンター整備
事業

未整備
(H27年度 ) 整備済 整備済

計画内容・施策目標 実施計画事業例 基準値 R3年度
目標値

R1年度
現在値
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 ●第 6節　利便性の高い情報通信技術の活用

超高速情報通信網の整備 超高速ブロードバンド環境整備、第 2次情
報化推進計画事業

一部地域
(平成27年度)

全地域
整備完了

全地域
整備完了

全学校における ICTを活用した
授業の実施 (再掲 )

子育て支援対策学校給食費、公立小中学校
パソコン教室整備事業、平良学校給食調理
場等業務委託、特別支援教育支援配置事業

15％
(H27年度 ) 100% 100%

　　　策の推進においては、前期計画の目標年度 (令和３年度 )を前に目標を達成する等、　　　策の推進においては、前期計画の目標年度 (令和３年度 )を前に目標を達成する等、
約50％の項目で向上が図られています。一方で、計画の目標達成は道半ばにあるとともに、約50％の項目で向上が図られています。一方で、計画の目標達成は道半ばにあるとともに、
今般の新型コロナウイルス感染症の影響から新たに生じた課題等もあり、取組の改善や転今般の新型コロナウイルス感染症の影響から新たに生じた課題等もあり、取組の改善や転
換についても検討していく必要があります。換についても検討していく必要があります。

施

　第 2次宮古島市総合計画の基本理念である「心かよう夢と希望に満ちた島 宮古 (みゃ　第 2次宮古島市総合計画の基本理念である「心かよう夢と希望に満ちた島 宮古 (みゃ
～く )」の実現に向け、これからも施策の推進に取り組んでまいりますので、市民の皆様～く )」の実現に向け、これからも施策の推進に取り組んでまいりますので、市民の皆様
のご理解とご協力をよろしくお願いします。　　のご理解とご協力をよろしくお願いします。　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮古島市長　下地 敏彦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮古島市長　下地 敏彦

【お問合せ】企画調整課　☎ 72-3751( 代 )【お問合せ】企画調整課　☎ 72-3751( 代 )

第６章　市民との協働により夢と希望に満ちた島、宮古

計画内容・施策目標 実施計画事業例 基準値 R3年度
目標値

R1年度
現在値

 ●第 1節　地域の自治組織の活動強化と市民参加のまちづくりの推進
宮古島市地域づくり支援事業
(公募型 )

地域づくり支援事業補助金、地域活性化モ
デル地区支援事業

38事業
(H27年度 ) 100 事業 69事業

 ●第 2節　男女共同参画社会の形成

「男女共同参画社会」の周知度

男女共同参画推進事業、働く女性の家管理
運営費

78.6%
(H28年度 ) 100%

84％
(市民アンケート
を実施 )

各種審議会等への
女性登用率の向上

21.8%
(H27年度 ) 35.0% 29.0%

市女性職員の登用率の向上
(女性職員管理職の登用率 )

3.8%
(H27年度 )

8.0%
(R2 年度 ) 7.61%

 ●第 3節　平和への取り組み

平和教育展示会の開催 (年間 ) 平和事業 3回
(H27年度 ) 3 回 3回

 ●第 4節　市民に寄り添う行政運営の推進

市民からの総合相談件数に
占める苦情の割合

市民窓口業務、広報誌編集・発行事業、
消費者行政推進事業

約30%
(H27年度 ) 約 25% 8%

 ●第 5節　効率的・効果的な行財政運営の推進

職員の定員管理の適正化 753 人
(H27年度 ) 691 人 715人

市税徴収率の向上 固定資産管理システムデータ更新等業務、
宮古島市市税等滞納管理システム整備事
業、収納率向上特別対策事業

94.6%
(H27年度 ) 97.0% 97.8%

財政調整積立金の増額 72 億円
(H27年度 )

90 億円
(R2年度 ) 99.5 億円

総合庁舎の建設 宮古島市総合庁舎整備事業 未整備
(H27年度 ) 整備済 整備中


