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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 0 件 12 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％ 80％ 40％

 ●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 4 団体 ３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 構築
一部構築

利便性向上のための
交通結節点の移転

生活バス路線における
ノンステップバス登録割合 13.3% 50% 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% 66% 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 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 150 件 13 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 0 人 9 人

● 第 5節　快適な居住環境の形成

宮古島市空家等対策計画の策定 空家対策計画策定事業 未策定 策定 策定済

特定空家等戸数の (除去・改善、
利活用等 ) 対策済割合

宮古島市緊急経済対策住宅リフォーム支
援事業

0% 15% 0%

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% 95% 89.4%

( 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 設置 未設置

市民・事業者との協働による
景観まちづくり勉強会等の設置 未設置 設置 未設置

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 採択 採択

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 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% 91% 85.3%

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% 50.5% 43.1%

農漁業集落排水への接続戸数の増
加 1,244 戸 1,260 戸 1,332 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

宮古島市リサイクルセンター建設工事
( プラザ棟 ) 建築事業

未整備 整備 整備済

 ●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 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 ) 公立小中学校パソコン教室整備事業 15％ 100% 90%

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

R2 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 100 事業 74 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% 100% 84％

各種審議会等への
女性登用率の向上 21.8% 35% 25.2%

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% 8% 7.3%

 ●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 3 回 ２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% 約 25% 約 2%

 ●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 691 人 712 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% 97% 97.2%

財政調整積立基金の増額 72 億円 90 億円 91 億円

総合庁舎の建設 宮古島市総合庁舎整備事業 未整備 整備 整備済
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