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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% 54％ 35.9%

特定保健指導実施率の向上 59.6% 65% 25.8%

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%

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 :2.9%
胃がん :1.4%

大腸がん :2.2%
乳がん :16.8%
子宮がん :18.3%

健康づくりボランティアの育成 141 人 200 人 122 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 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% 78% 81.3%

 ●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 3 人 / 年 2 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% 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 10 箇所 ２箇所

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 48 億円 39.3 億円

林業の生産額の向上 830 万円 1,000 万円 188 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% 67.4% 61.7%

畑地かんがい施設整備率の向上 65.0% 74% 69.4%

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 10 億円 8.2 億円

平均漁業所得の向上 127 万円 140 万円 127 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 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 支援者 60 件

創業者 20 件
支援者 45 件
創業者 10 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 16 反 10 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 120 万人 36 万人

入域観光客の満足度の向上 60.6% 70% 69.8%

観光収入の増加 397 億円 754 億円 294 億円

宿泊業、飲食サービス業の
就業者数の増加 1,978 人 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 40 団体

8 団体
( 野球キャンプ４団体、
陸上合宿４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
輸送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 整備済
一部整備

( 岸壁・護岸のケー
ソン製作・据付 )

国際クルーズ客船の
寄港数の増加 (年間 ) 13 回 200 回 ０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 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

R2 年度
現在値 計画内容・施策目標 実施計画事業例 基準値 R3 年度

目標値
R2 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 50 人 119 人

中高年齢者の就職件数 (年間 ) 450 件 480 件 316 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

21 社
243 人

19 社
153 人

 ●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 172 億円 163.7 億円

新規就農者数の拡大 82 人 80 人 70 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 78 億円 80.6 億円

畜産生産額の増加 優良繁殖雌牛奨励補助事業、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 46 億円 30 億 64 百万円

　第５章　安全・安心で快適な暮らしが持続する宮古

　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

 ●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 340 件 284 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 0 件 1 件

飲酒運転による検挙者数の減少
(年間 ) 82 件 0 件 63 件


