
 10　宮古島市

パ 細 H25事業内容 H25活動目標（指標）

1 災害に強い島づくり事業 H24～H28

1 ① 緊急物資備蓄事業 H24～H27
災害時の市民の生活を支援するため、緊急物資の
備蓄を行う。

非常食、飲料水等　約2000人分の備
蓄

非常食、飲料水等
約2,000人×３日分の備蓄を行う。

（今後の展開方針）
被災時の市民生活を支援するた
め、緊急物資の備蓄を行う。
27年度までに13,000人×３日分
を目標にする。

1 ② 海抜表示設置事業 H24～H27
市民が居住地付近の標高を的確に把握し、災害時
に迅速に避難できるよう、海抜表示を市内各地区に
設置する。

海抜表示の設置
市内７０箇所へ設置

海抜表示板設置箇所数
25年度　70箇所
（24年度69箇所、23年度56箇所）

（今後の展開方針）
Ｈ27年度までに３００箇所の設置
を目標とする。

1 ③
与那覇地区防災センター整
備事業

H24～H25
海沿いに面した海抜の低い与那覇地区に防災セン
ターを整備し、地域住民の災害時における避難場所
を確保する。

　避難施設の整備
　　　ＲＣ造２階建て

避難施設の整備完了
避難所指定箇所数　1箇所
「約４００人の避難場所の確保」

1 ④
伊良部地区防災センター整
備事業

H25～H26
海沿いに面した海抜の低い伊良部南区に防災セン
ターを整備し、地域住民の災害時における避難場所
を確保する。

実施設計委託業務 実施設計委託業務

（今後の展開方針）
H26年度：供用開始
海抜の低い沿岸部から高台まで
距離があるため、避難施設を整
備し、避難場所を確保する。

1 ⑤ 無電柱化推進事業 H25～H28

　上野海岸線及び新里21号線周辺地域の無電柱化
を行うことにより、台風等による電柱倒壊による道路
の寸断を防ぎ、電力、通信の安定供給や信頼性の
向上、景観の向上を図り、安心・安全・快適な環境を
提供する。

　実施設計委託業務 実施設計委託業務

（今後の展開方針）
H26～27年度：社会資本整備総
合交付金を活用し電線共同溝本
体の整備
H28年度：変圧器やケーブル等の
整備
H29年度：供用開始
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2 観光拠点強化事業 H24～H33

2 ①
スポーツ観光交流拠点整備
事業

H24～H28
年間を通して、軽スポーツが楽しめ、地域の伝統文
化に親しむことができる全天候型のスポーツ・伝統
文化交流拠点施設を整備する。

実施設計委託業務 実施設計委託業務

（今後の展開方針）
H26年度：設計・管理委託、施設
整備
H27年度：施設整備
H28年度：施設整備

2 ② 熱帯植物園再生事業 H24～H26
熱帯植物園の集客機能を向上させる為、遊歩道の
設置と熱帯花木の植栽等を実施し、集客力のある
施設として再生を図る。

熱帯植物園集客機能の向上
遊歩道の整備：0.5Kｍ

熱帯植物園の来客数の増加
H23年度45,000人→Ｈ25年度50,000人

（今後の展開方針）
H25に引き続き、遊歩道・熱帯花
木の植栽整備

2 ③
伊良部島・下地島間入江整
備事業

H24～H27

伊良部島・下地島間の入江を観光資源として最大
限に活用するため、周辺水域の水質調査結果を踏
まえて浚渫、生活雑俳水の浄化をし、入江の再生、
利活用を目指し調査測量設計を行う

調査測量設計 調査測量設計

（今後の展開方針）
Ｈ２６：水路作澪・排水施設設計
Ｈ２７：水路作澪・排水施設建設
Ｈ２８：水路作澪・排水施設建設
Ｈ２９:：水路作澪・排水施設建設

2 ④
宮古島市neo歴史文化ロード
整備事業

H24～H28

「宮古島らしさ」に特化した文化財を中心に伝説と民
話に彩られたロマンあふれる散策コースを整備し、
新たな観光資源として広く活用する。
平成25年度は、下地・来間地区を中心とした新規
コースの策定及びコース物件の整備を行う。

・歴史・文化ロードの整備
・新規コース策定：1件/年間
・コースパンフレットの配布：12,000部
・コース案内板等の設置：20基
・文化財web公開システムの構築：1
件
・物件の復元：1件

・新規コース策定：1件/年間
・コースパンフレットの配布：12,000部
・コース案内板等の設置：20基
・文化財web公開システムの構築：1件
・物件の復元：1件
以上の整備により、宮古島の歴史や文化に触れ
る事を目的に観光に訪れる客層（特に個人観光）
を中心に、観光客数の増加。

（今後の展開方針）
H26：上野、下地地区コース整備
H27：平良南、上野地区コース策
定
H28：城辺、平良南、伊良部地区
コース策定
H29～33：各地区未整備物件整
備

2 ⑤ 与那覇湾環境総合整備事業 H24～H33
与那覇湾利活用基本計画策定のために策定委員
会を立ち上げ、意見の集約検討を行い、有効な利活
用を図る。

・委員会の立ち上げ（２０名）
・作業部会の立ち上げ（１１名）
・与那覇湾利活用計画策定

・与那覇湾利活用計画策定

（今後の展開方針）
H26：与那覇湾の環境整備に係る
実施設計
H27：以降：与那覇湾の環境整備
の実施

H25活動目標（指標）：平成25年度における当該事業の主な取組又は事業量をあらわしたもの。
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2 ⑥ ハブクラゲネット設置事業 H24～H33

夏場のビーチ内で猛毒を持つハブクラゲが発生し、
海水浴客が刺される被害があることから、ハブクラ
ゲ防止ネットを設置し、海水浴客の安全を確保す
る。

ハブクラゲ侵入防止ネットの設置
パイナガマビーチ200m
みやこサンセットビーチ（トゥリバー地
区海浜Ⅰ）120m
設置期間：（4月～10月）

ハブクラゲ刺症被害者数：0人

H23年度：8人（パイナガマビーチ８人）
H24年度：7人
(パイナガマビーチ３人、サンセットビーチ４人)

2 ⑦ オニヒトデ駆除事業 Ｈ24～Ｈ26
　環境保全と観光客の安全性を確保するため、宮古
島周辺に生息するオニヒトデ駆除を実施する。

オニヒトデの駆除実施回数 ： ２８回 オニヒトデ駆除数 ： ９，０００匹

2 ⑧ 伊良部観光案内板設置事業 H25
伊良部島観光地への案内板を設置し観光客の利便
性を図る。

案内板の設置　１４箇所 案内板の設置　１４箇所

2 ⑨ 観光施設改修事業 H24～H26

　観光拠点施設である「うえのドイツ文化村」の老朽
化が進み危険であるため、施設の改修を行い、観光
客の安全性を確保するとともに、快適な施設利用を
推進し、観光地としての宮古島のイメージアップを
図っていく。

リフレッシュパーク（プール施設）の改
修

リフレッシュパーク（プール施設）の改修の完了
（今後の展開方針）
H26：遊具・野外施設の整備

2 ⑩ 伝統工芸館整備事業 H24～H26
　国の無形文化財に指定されている「宮古上布」の
歴史が学べ、機「ハタ」を使っての織物体験ができる
伝統工芸館を新たに整備する。

伝統工芸館外構整備 伝統工芸館外構整備

（今後の展開方針）
平成26年度：供用開始

26年度来場者数：1,500人
（24年度：1,000人未満）

3
観光地の緑化美化・景観向
上事業

H24～H33

3 ①
観光地アクセス道路環境美
化強化事業

H24～H33
美しい島づくりを推進するため、観光地へのアクセス
道路の環境美化を図る。

観光アクセス道路の環境美化路線
数：33路線

観光アクセス道路の環境美化路線数：33路線

H25活動目標（指標）：平成25年度における当該事業の主な取組又は事業量をあらわしたもの。
H25成果目標（指標）：平成25年度における当該事業の実績や成果をあらわしたもの。なお、成果目標(指標）事後評価を行う時期（来年夏頃）までに把握できるものを記載している。
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3 ②
観光地公園環境美化強化事
業

H24～H33
美しい島づくりを推進するため、観光地として利用さ
れている公園の環境美化を図る。

観光地公園の環境美化
箇所数　４カ所(東平安名﨑公園・パ
イナガマ公園・カママ嶺公園)
定期的美化作業：月１程度

観光地公園の環境美化
箇所数　４カ所(東平安名﨑公園・パイナガマ公
園・カママ嶺公園)
定期的美化作業：月１程度

3 ③ 大嶽城址公園環境整備事業 H24～H26
本市で最も高台に位置する大嶽城址公園内に花木
を植栽し、観光公園としての整備を図る。

観光地の形成（観光公園の整備）
観光公園内の花木植栽整備に係る
実施設計及び植栽整備

観光地の形成（観光公園の整備）
観光公園内の花木植栽整備に係る実施設計及
び植栽整備

（今後の展開方針）
H25～H26年度：植栽整備

3 ④
花と緑のあふれる島づくり事
業

H24～H33
花と緑のあふれる島づくりを推進するため、花木、苗
木等を安定的に供給できる施設を整備する。

苗畑施設の基盤強化に係る基本計
画の策定
（施設管理面積の確定）

苗畑施設の基盤強化に係る基本計画の策定
（施設管理面積の確定）

（今後の展開方針）
Ｈ２６：整備に係る実施設計
Ｈ２７年度以降：苗畑施設の整備

4 観光誘客促進事業 H24～H33

4 ①
誘客プロモーション事業（広
告宣伝）

Ｈ24～Ｈ25

　県外へ観光地としての情報を積極的に発信し、入
域観光客数50万人を達成するため、県外の鉄道車
輌等への広告宣伝及び県外の地方紙面への新聞
広告活動を行う。

・鉄道車輌への広告宣伝
・全国郷土紙連合９社へ新聞広告宣
伝

【広告宣伝】
　北海道・名古屋地区の鉄道車輌への広告宣伝
【新聞広告】
　釧路新聞社・北羽新報社・庄内日報社・常陽新
聞社・長野日報社・東愛知新聞社・紀伊民報社・
宇部日報社・南海日日新聞社、各紙面への広告
宣伝掲載。

4 ②
観光振興事業補助金（観光
協会）

Ｈ24～Ｈ28
　観光協会の活動を支援し、観光振興を図るため、
観光協会に補助金を交付する。

誘客活動等への支援
・誘客宣伝：県内２回、県外２回
・イベント事業：１回
・印刷物制作事業：宣伝ツール２回
・研修事業：講習会1回
・観光地浄化対策事業：３回
・観光案内所パンフ送付回数：１２０
回
・調査研究事業：１２回

誘客活動等への支援
・誘客宣伝：県内２回、県外２回
・イベント事業：１回
・印刷物制作事業：宣伝ツール２回
・研修事業：講習会1回
・観光地浄化対策事業：３回
・観光案内所パンフ送付回数：１２０回
・調査研究事業：１２回

H25活動目標（指標）：平成25年度における当該事業の主な取組又は事業量をあらわしたもの。
H25成果目標（指標）：平成25年度における当該事業の実績や成果をあらわしたもの。なお、成果目標(指標）事後評価を行う時期（来年夏頃）までに把握できるものを記載している。
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4 ③
南部忠平杯グラウンド・ゴル
フ宮古島大会補助金

H24～H33
島外から多くの参加者が訪れる「南部忠平杯グラウ
ンドゴルフ宮古島大会」の開催を支援するため、補
助金を交付する。

南部忠平杯グラウンドゴルフ宮古島
大会の開催支援

南部忠平杯グラウンドゴルフ宮古島大会の参加
者数：400人
（24年度参加者数：359人）

4 ④
エコアイランド宮古島マラソ
ン大会補助金

H24～H33
島外から多くの参加者が訪れる「エコアイランド宮古
島マラソン大会」の開催を支援するため、補助金を
交付する。

エコアイランド宮古島大会の開催支
援

エコアイランド宮古島大会の参加者数：1,000人
（24年度参加者数：941人）

4 ⑤ サニツ浜カーニバル補助金 H24～H33
夏期シーズンのイベントとして定着している「サニツ
浜カーニバル」の開催を支援するため、補助金を交
付する。

サニツ浜カーニバルの開催支援
サニツ浜カーニバルの参加者数：1,500人
（24年度参加者数：1,039人）

4 ⑥
宮古島100㎞ワイドーマラソ
ン大会補助金

H24～H33
島外から多くの参加者が訪れる「宮古島100㎞ワイ
ドーマラソン大会」の開催を支援するため、補助金を
交付する。

宮古島100㎞ワイドーマラソン大会の
開催支援

宮古島100㎞ワイドーマラソン大会の参加者数
25年度参加者数：1,300人
(24年度参加者数：1,291人)

4 ⑦ 宮古島物産展開催事業 H25
地域の特産品を取りまとめ、東京三越本店にて「宮
古島フェスト（物産展）」を開催する。

東京三越本店にて宮古島フェストの
開催

イベント開催による来場者数：5,000人

4 ⑧
宮古島フラダンス全国大会
支援事業

Ｈ25
　観光客の誘致拡大や地域経済の活性化を図るた
め、フラダンス全国大会の開催を支援する。

宮古島フラダンス全国大会の開催支
援

来場者数 ： １，２００人

4 ⑨ 観光プロモーション事業 Ｈ25～H26

　県内外へ観光地としての情報を積極的に発信し、
観光入域客数50万人を達成するため、宮古島市の
情報を一括して発信できる利便性の高いwebサイト
の立ち上げと各種誘客活動に必要なクオリティーの
高いプロモーションビデオを製作し、効果的な観光プ
ロモーションを展開する。

①観光プロモーションビデオの製作
（多言語版）

②観光WEBサイトの構築

①観光プロモーションビデオの製作（多言語版）

②観光WEBサイトの構築

（今後の展開方針）
H26：観光プロモーションビデオの
制作（春夏バージョン）

H25活動目標（指標）：平成25年度における当該事業の主な取組又は事業量をあらわしたもの。
H25成果目標（指標）：平成25年度における当該事業の実績や成果をあらわしたもの。なお、成果目標(指標）事後評価を行う時期（来年夏頃）までに把握できるものを記載している。
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平成25年度　沖縄振興特別推進交付金（市町村）成果目標一覧【公表版】
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計画
期間

事業概要 備　　考
（今後の展開方針等）

5
エコアイランド宮古島形成事
業

H24～H28

5 ①
エコアイランド宮古島周遊エ
コツアー整備事業

H24～H25
本市のエコ関連施設において、観光客や市民等が
設備を見学できる設備を整備し観光振興を図る。

メガソーラー展望施設の整備
PR館（仮称）の整備

メガソーラー展望施設の整備
PR館（仮称）の整備

（今後の展開方針）
完成後は民間事業者等によるエ
コツーリズムや、島内児童や修学
旅行などによる環境学習で活用
する。

5 ②
バイオエタノール高効率製
造・流通事業

H24～H28
　本市の基幹作物であるサトウキビのカスケード利
用を通じた循環型社会の構築及び沖縄産バイオエ
タノールの事業化を目指す。

１）バイオエタノール製造の安定的か
つ効率的な製造基礎技術の確立
２）副産物の有効利用に係る商業化
基礎技術の確立

バイオエタノールの製造

（今後の展開方針）
H26年度：事業性評価と見直し
H27～H28年度：商業生産への準
備

6 農林水産業活性化事業 H24～H33

6 ① ヤソ防除事業 H24～H28
さとうきびを野その被害から守るため、地上防除及
び航空防除を実施する。

・【航空防除】　宮古島・伊良部島
・【地上防除】　池間島

・【航空防除】　宮古島・伊良部島
・【地上防除】　池間島

（今後の展開方針）
・ヤソの被害防止のため、継続し
て実施する。
(宮古島・伊良部島・池間島)

6 ②
さとうきび病害虫防除用農薬
購入補助事業

H24～H25

さとうきび病害虫の被害を防止することを目標に、新
たな農薬を用いた防除体系を確立し、生産性の向
上を図るため、生産農家を対象に農薬購入補助を
行う。

・【防除面積】　3,447ha
・【実施地区】　宮古島市全域

・【防除面積】　3,447ha
・【実施地区】　宮古島市全域

7 子育て環境整備事業 H25
地域の子ども達に健全な遊びを与え、健康増進と情
操を豊かにすることを目的として児童館建設にかか
る設計業務を委託する。

児童館建設のための実施設計
（平良地区）

児童館建設のための実施設計の完了

H25活動目標（指標）：平成25年度における当該事業の主な取組又は事業量をあらわしたもの。
H25成果目標（指標）：平成25年度における当該事業の実績や成果をあらわしたもの。なお、成果目標(指標）事後評価を行う時期（来年夏頃）までに把握できるものを記載している。
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8 ｢結いの島」推進事業 Ｈ25～Ｈ26
伊良部島及び大神島において定期航路や定期航路
時間外に宮古島本島の病院へ移送を要する急患が
発生した場合、定期船及び傭船による搬送を行う。

急患搬送体制の安定的確保 急患搬送体制の安定的確保

9 人材育成強化事業 H24～H33

9 ①
スクールソーシャルワーカー
活用事業

H24～H33

　本市児童生徒の個々に応じた支援の充実に向け
て、スクールソーシャルワーカーを教育委員会に配
置し、学校からの要請に応じて、学校及び対象児童
生徒宅などを訪問し、保護者を交えた相談活動を通
して、ニーズを把握した上で、学校、関係機関、地域
の協力者等と連携・協働しながら、同児童生徒の生
活環境改善のための支援を行う。

スクールソーシャルワーカー配置数
　　小中学校：4人（校区別）

スクールソーシャルワーカー配置数
　　小中学校：4人（校区別）

（今後の展開方針）
支援の早期対応、早期解決を目
指し、定期的な連絡協議会の開
催と、組織内の円滑な支援及び
連携体制の構築を図る。

9 ②
問題行動等学習支援者配置
事業

H24～H33

　本市の不良行為や不登校等の問題を抱えた児童
生徒への適切な指導・支援の取り組み強化に向け
て、問題行動等学習支援者を対象児童生徒の在籍
する学校に配置する。

問題行動学習支援者配置数
　　中学校：3人

問題行動学習支援者配置数
　　中学校：3人

（今後の展開方針）
対象生徒を取り巻く環境整備に
努め、校内体制の構築、学習支
援等の個別計画をもとに支援活
動にあたる。

9 ③ 選手派遣補助金交付事業 H24～H33

　
　本市の児童生徒のスポーツ、文化活動において、
地区選抜代表選手として、県大会や全国大会への
派遣旅費について補助を行う。

◆H25年度計画人数
大会等派遣児童生徒数：1,995人
○内訳
   小学校　　756人（県外含む）
   中学校　1,239人（県外含む）

◆H25年度計画人数
大会等派遣児童生徒数：1,995人
○内訳
   小学校　　756人（県外含む）
   中学校　1,239人（県外含む）

(今後の展開方針)
大会等派遣生徒数（累計）
　H33年度：17,955人

9 ④
宮古島市こども劇団設立事
業

H24～H33

こども劇団を設立し、演劇を通して児童生徒の人格
形成を図りながらコミニュケーション能力を高め、社
会性を理解する力を育むと共に、オリジナル作品を
発表し宮古島を表現することで、地域のアイデンティ
ティーを共有し、地域の誇りを伝承する礎とする。

オリジナル創作劇の発表　１回 オリジナル創作劇発表会の入場者数　８００人

(今後の展開方針)
・H26年度：1回公演及び東京公
演（予定）
・H27年度：劇団運営を父母会へ
移行し本市は支援する。

H25活動目標（指標）：平成25年度における当該事業の主な取組又は事業量をあらわしたもの。
H25成果目標（指標）：平成25年度における当該事業の実績や成果をあらわしたもの。なお、成果目標(指標）事後評価を行う時期（来年夏頃）までに把握できるものを記載している。
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10 地下水保全事業 H24～H26

H24年度に引き続き、東添道及び白川田水道水源
流域調査（流域界の確定、塩水侵入リスク評価、貯
水量評価）を行い、その成果を元に第３次宮古島市
地下水利用基本計画の改定案を策定する。

・東添道及び白川田水道水源流域調
査の実施
・第３次宮古島市地下水利用基本計
画改定案の策定

第３次宮古島市地下水利用基本計画改定案の
策定

（今後の展開方針）
・H26年度
・第３次宮古島市地下水利用基
本計画改定版の議会承認を受
け、正式発効。
・水道水源保全地域であることを
示し地下水保全を呼びかける啓
発のための表示版を設置

11 文化振興事業 H24～H28
本市の博物館には、約８，０００点に資料が収蔵され
ており資料の幅広い活用を図るため収蔵資料を整
理、データーベース化し目録等を作成する。

「宮古島市の歴史資料編」の目録等
作成に係る資料整理・データーベー
ス化

・目録等作成５００部

・データベースの整備率：40％
（24年度：20％）

(今後の展開方針)
図録等の作成
H26：宮古島市民俗資料編1
H27：宮古島市民俗資料編２
H28：宮古島市美術・工芸編

H25活動目標（指標）：平成25年度における当該事業の主な取組又は事業量をあらわしたもの。
H25成果目標（指標）：平成25年度における当該事業の実績や成果をあらわしたもの。なお、成果目標(指標）事後評価を行う時期（来年夏頃）までに把握できるものを記載している。


