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県下1位のさとうきび生産

2020／2021 年期のハーベスター
稼働率は収穫面積の 83%

農
業

畜産
　平成 21 年に子牛拠点産地に認定され、生産意欲
も高まり、子牛セリ価格は年々上昇を続けています。
また、平成 23 年に肥育拠点産地に認定され、島内
で肥育した宮古牛ブランドのニーズも高く、新しい
畜産の形として注目されています。さらに平成30年
に山羊産地としての宮古島市山羊生産流通組合が設
立され、今後は山羊畜産の伸びも見込まれます。
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More than half of warm and flat Miyako Island has sugarcane fields, and the 
mechanization of planting and harvesting is progressing, accounting for about 40% of 
the total production of Okinawa Prefecture. The abundant soil of fermented compost 
made from the island's recycled resources and the usage of the water source of the 
underground dam makes it possible to plant vegetables and fruit trees such as mango 
and other new products. Furthermore, as a feedlot operations area, there is a high need 
for the Miyako beef brand, and the expectation for the growth of goat livestock is also 
greatly rising.

　地下ダムは、水なし農業時代には難しかった新しい作
物の生産を可能にしました。宮古圏拠点産地作物の品目
も著しく伸び続け、新たな特産が生まれています。
中でも、マンゴーはその質、量ともに日本一を誇ります。
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成長する拠点産地品目
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豊かな海でパヤオ漁

カツオを 1匹ずつ、
疑似餌のついた竿で釣り上げる。
カツオが釣り針から離れ、
空を舞う様子は勇壮そのものだ。

仮写真

　県内で水揚げされるカツオの８割は、宮古島近海で獲れ
たものです。その漁法は豪快な一本釣り。伊良部佐良浜の
漁港には、一年を通して、その日に獲れたカツオが水揚げ
され、新鮮なまま出荷されます。

勇壮な一本釣りカツオ漁

Skipjack tuna caught by dynamic single-hook fishing in the sea near 

Miyakojima accounts for 80% of the catch in Okinawa Prefecture. In 

addition, Irabujima is the birthplace of Japan's first bonito Phayao 

fishing: catching large fish as Skipjack tuna migrating small fish on the 

algae that grow on more than a dozen of Phayao (floating fish reefs) 

around the island in the near sea.

パヤオとはフィリピンの言葉で
「いかだ」という意味。

半年をかけて 20 センチほどに成長した車エビは、
鮮度を保つため低温で仮死状態にし、
活車エビとして出荷される。
宮古島産の活車エビは首都圏の市場でも人気が高い。

大浦湾を中心に、2007 年からおこなわれているアーサの養殖。
年々収穫量も増え、今では冬の風物詩にもなっている。

宮古島のサンゴ礁の海で育てられた
モズクは、優れた健康食品としても注目されている。

豊かな自然が育む海産物
Fisheries

国内で海ブドウが自生できるのは宮古島が北限。
自然に近い環境で育てられた海ブドウは、栄養
価も高く粒が大きいと、高い評価を得ている。

アーサ（アオサ）の養殖

モズクの養殖

海ブドウの養殖

　冬場の温暖な気候を利用して、養殖業も盛んにおこな
われています。宮古島産の車エビやモズク、海ブドウは品
質の高さに定評があり、全国から支持されています。

The mineral-rich sea and the strong sun of a tropical island also make it possible to 
carry out an active aquaculture industry. Miyakojima's prawns, Mozuku, and 
sea-grapes have good reputations for their high quality and have been enjoying 
support from all over the country.
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　温暖で地形が平坦な宮古島は、耕地面積が島全
体の半分以上におよびます。その多くがサトウキ
ビ畑で、その生産量は沖縄県全体の約 4 割を占め
ます。植え付けや収穫の機械化も進み、2021 年
現在で 137 台のハーベスターが稼働しています。

　上野資源リサイクルセンターでは、家畜糞尿、
剪定枝、鶏糞、生ゴミなど島内の資源を活用した
発酵たい肥の生産・販売を行っています。発酵た
い肥を使うことで地力の回復、農産物の品質・安
全性を高め、農家の所得向上と環境改善につなげ
ています。

豊かな土壌づくり

上野資源リサイクル
センター　

宮古島市団地牛舎
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　島周辺には 10数基のパヤオ（浮き漁礁）が設
置されています。パヤオに生える藻に小魚が集
まり、その小魚を追って大型の魚が回遊する仕
組みを利用し、近海でのカツオやマグロ漁をお
こなっています。伊良部島は日本で初めてパヤ
オ漁を始めたパヤオ発祥の地でもあります。
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観
光

　宮古ブルーの美しいグラデーションの海は、強い日差しの中で刻々と変化し、様々な
表情を見せてくれます。隆起珊瑚礁の島は高い山や大きな川もなく、降った雨は地下水
となり湧き水として海に流れるので、島をふちどる珊瑚礁は豊かな熱帯の生き物を育ん
できました。そして、きめ細やかなパウダー状の白い砂浜と遠浅の海はレジャーアクティ
ビティを楽しめる最高の環境にあります。また、水平線から昇る太陽、沈みゆく夕陽、
広い星空は人々の心を魅了します。

　宮古ブルーの美しいグラデーションの海は、強い日差しの中で刻々と変化し、様々な
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できました。そして、きめ細やかなパウダー状の白い砂浜と遠浅の海はレジャーアクティ
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The beautiful gradation of Miyako blue sea changes from moment to moment in the strong sunlight, showing various expressions. Since Miyako Island, formed by 

uplifted coral reefs and without high mountains or large rivers, rainwater turn into groundwater and flow into the sea, so the coral reefs that border the island have 

nurtured various tropical creatures. Moreover, the fine powdery white sand beach and the shallow sea are the best environments for leisure activities. In addition, the 

beautiful sceneries such as the sun rising from the horizon, the setting sun, and the vast star-filled sky fascinate many people all the time.

The beautiful gradation of Miyako blue sea changes from moment to moment in the strong sunlight, showing various expressions. Since Miyako Island, formed by 

uplifted coral reefs and without high mountains or large rivers, rainwater turn into groundwater and flow into the sea, so the coral reefs that border the island have 

nurtured various tropical creatures. Moreover, the fine powdery white sand beach and the shallow sea are the best environments for leisure activities. In addition, the 

beautiful sceneries such as the sun rising from the horizon, the setting sun, and the vast star-filled sky fascinate many people all the time.

宮古島市体験工芸村

宮古島市伝統工芸品センター

新城海岸

吉野海岸

東平安名崎

宮古島市熱帯植物園西平安名崎

宮古島海中公園

砂山ビーチ

サンセットビーチ

うえのドイツ文化村

宮古島海宝館

地下ダム資料館

イムギャーマリンガーデン

通り池

カヤフファ（中の島）

与那覇前浜

来間大橋

伊良部大橋

竜宮城展望台渡口の浜

佐和田の浜

下地島空港 RW17END

下地島空港

池間湿原

池間大橋
大神島

牧山展望台
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ダイビング

体験観光
多様化する観光目的に対応

海沿いには 18 ホールの本格的なゴルフコースが点
在する。 海風を浴びながらプレーできるリゾート
ゴルフは国内外から人気が高い。

シーカヤック

As the number of tourists has increased, Miyako Island's tourism, which was once 
focused on marine leisure and sport, has come to have many different focuses. In 
recent years, various attempts have been made to respond to the activities that 
people prefer, such as longer term stays interacting with local people and 
multiple visits to the island.

広大なサンゴ礁群、八重干瀬は、
スキューバダイビングやシュ
ノーケリングの人気スポット。春
から夏にかけての大潮の低潮時
には、サンゴの島が海上に現れる。

ゴルフ

    マリンレジャーやスポーツが中心だった宮古
島の観光事業も、観光客の増大につれ、その目的も
多岐にわたるようになりました。ゴルフや釣り、さ
らには歴史や文化、島の暮らしそのものに触れる
体験型の観光も多く求められています。従来の周
遊型から、ゆっくりと滞在し、島の人々と交流す
る観光へという近年のニーズに対応するために、
さまざまな試みが始まっています。

紙芝居で宮古島統一の歴史散歩　綾道「英雄物語」

宮古島市体験工芸村
    熱帯植物園内の体験工芸村では、宮古織やシーサー、
貝細工、民具づくりなど、島の手仕事を体験することが
できます。

木細工工房

陶芸工房

宮古織・藍染工房

貝がら工房

万華鏡工房

料理工房

The experience craft village in the tropical botanical 
gardens offers compelling experiences such as Miyako Jofu 
dyeing, Shisaa craft, shellfish work, and folkcraft making. 
Here and there on the island, you can enjoy a variety of 
activities such as the sanshin, a traditional Okinawan 
instrument, local cuisine, fishing, and walking tours.

ライン川を見下ろす古城、
マルクスブルク城を再現し
た記念館を中心に子供向け
施設やレストランなどが併
設されたテーマパークです。

うえのドイツ文化村 ※宮古島になぜドイツ？
明治 6年、ドイツの商船、ロベルトソン号が
宮国沖で台風のため座礁しました。
それを知った住民は荒波の中船を出し、
船長と乗組員を救助。手厚く看護し、島を
離れる 1か月もの間、暮らしの面倒を見ました。
乗組員らが帰国後、その話に感動したドイツ皇帝は現在の平良
港近くに、宮古島の人々の博愛精神をたたえる碑を建てさせ、
以来、宮古島とドイツの交流が続いています。

アート工房

宮古島海中公園
サンゴ礁や色とりどりの熱帯魚を、ま
るで海中散歩するように間近で体感で
きる海中公園。館内には貝細工の体験
コーナーも。

世界中から集められた12000 点
もの貝の展示は圧巻。
オリジナルのアクセサリーづく
りや貝細工も体験できます。

宮古島海宝館 サガリバナ
添道サガリバナ。6 月下旬から
7 月上旬にはライトアップされ
夜のお花見が楽しめる。

Activities

宮古各地に立つ
「まもる君」は、宮古島の
交通安全のシンボル。
現在 20 体が設置
されている。

宮古島まもる君
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“綾道（あやんつ）” とは宮古島の言葉で
「美しい道」という意味。島のガイドと
一緒に旧市街地の史跡や文化財をたどり
ながら、紙芝居でわかりやすく宮古島統
一の歴史物語を楽しむまち歩きです。

チガヤ工房
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伝統行事とイベント

7月
8月
9月
10 月
11 月
12 月

Event
Some unique traditional events still remain in various villages in Miyakojima. 
Many of them are held traditionally according to the lunar calendar. Various 
events are also held all the year round in the beautiful natural background. All 
the events, including the all-Japan triathlon that began in 1985, are operated by 
the administration, private enterprises, and the Islanders.

鳴りとぅゆんみゃ～く方言大会
宮古島夏まつり

宮古島ビーチバレー大会
MIYAKO ISLAND ROCK  FESTIVAL

うえのドイツ文化村ダンケフェスト
オリオンビアフェスト
宮国の大綱引き （旧盆の送り日）

野原のマストリャー 
池間、西原、佐良浜のミャークヅツ
来間島のヤーマスプナカ

なりやまあやぐまつり
カギマナフラin宮古島
伊良部トーガニまつり
宮古島市民総合文化祭
島尻パーントゥ　

宮古島市17ENDハーフマラソンin伊良部
クイチャーフェスティバル
宮古の産業まつり
KAZE JETSKI 耐久レース　　

うえのドイツ文化村イルミネーション

宮古島夏まつり

なりやまあやぐまつり

クイチャーフェスティバル

野原のサティパロウ

全日本トライアスロン宮古島大会

宮古島 100kmワイドー
マラソン

    宮古島には、各集落に独特の伝統行事が残ります。その多くは旧暦によって日取りが決まり、昔ながらの
風習が今でも大切に守られています。また、美しい自然を背景にさまざまなイベントが年間を通して開催
されています。1985年から始まった全日本トライアスロンはじめ各種イベントは、行政、民間事業者、島民
が一体となって運営され、市民の連帯意識やホスピタリティを高め、人材育成にも大きな成果を上げてい
ます。

1月
2月
3月
4月
5月
6月

旧十六日祭
比嘉の二十日正月

宮古島100kmワイドーマラソン

宮古島の海びらき
全日本トライアスロン宮古島大会
とうがにあやぐ大会（カママ嶺公園多目的広場歌碑前）
うえのドイツ文化村鯉のぼりフェスト

浜下り （サニツ・旧3月3日）

ハーリー（海神祭・旧暦5月4日・
地区によって変更あり）
宮古水まつり 

宮古島市　市章
市木・市花・市貝・市花木・市魚・市蝶・市鳥

身長 /110cm
体重 /19 ㎏
誕生日 /平成17年10月１日
年齢 /５歳
性別 /男の子

みーやのコンセプト
1. 髪の毛は美しい海と波を表現しています。
2. スポーツアイランドの宮古島市らしく躍動感があり
　　元気よくスポーツを楽しんでいます。
3. 帽子の模様は宮古島市のMになっています。

宮古島市市章

宮古島市の頭文字ひらがなの「み」を
モチーフに、宮古島市民が未来へ飛躍
する様子がイメージされています。

市鳥・サシバ

市木・ガジュマル

宮古島の海びらき

みーや

野原のサティパロウ　


