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 は じ め に

八重山諸島は、沖縄県の西南端に位置し、大小32島嶼、12有人島と20の無人島

から成り、行政区域としては石垣市、竹富町、与那国町の1市2町から構成された

亜熱帯海洋性気候の豊かで多様性に富んだ自然環境を有する地域であります。

八重山地域の農林水産業については、「沖縄21世紀農林水産業振興計画」に基

づき、「世界に誇れる日本最南端の優れた自然と農林水産業の共生」を目指し、

各種施策を推進していく所存であります。

農業については、さとうきび、パインアップル、水稲等が栽培されるととも

に、特に肉用牛については本県一の産地となっています。また、拠点産地につい

ては、八重山全体でかんしょ、かぼちゃ、オクラ、ヘリコニア、ジンジャー類、

パインアップル、ボタンボウフウ、肉用牛の１０産地となり、農畜産物の生産拡

大及びブランドの確立に向けた取組が行われています。

さらに、国営や県営事業による農業用水の確保、関連する区画整理やかんがい

施設及び農地防風施設等の基盤整備を行っており、農業生産の安定・向上に努め

ております。

林業については、自然環境及び県土の保全等の機能強化を図りつつ、木材生産

や水源のかん養を図るため、治山、造林、緑化事業等を実施し、森林の整備を行

うとともに、リュウキュウマツ等の島産材の活用に向けた取組を行っています。

水産業については、沿岸まぐろ延縄漁業、潜水器漁業、ひき縄漁業やモズク、

ヤイトハタ、シャコガイ類、クルマエビ等の特色ある養殖業が行われており、漁

港の整備や浮魚礁の設置等を通して、漁業の活性化を図っております。

農林水産業を取り巻く環境は、我が国の経済・社会の国際化が進展する中で、

農林水産物の価格の低迷、家畜伝染病及び特殊病害虫の侵入防止対策の徹底、農

山漁村における労働力の高齢化、農林漁業従事者の減少などの課題を抱えており

ますが、八重山農林水産振興センターとしては、引き続き各関係機関・団体等と

連携して地域の諸条件を考慮した生産基盤の整備、拠点産地形成及び活力ある経

営体の育成等の各種施策を推進し、八重山地域の特性を生かした農林水産業の振

興発展を図ってまいります。

この冊子は、八重山の農林水産業の概要をとりまとめたものであり、多くの皆

様に活用され、八重山の農林水産業へのご理解を深めていただくうえでお役に立

てれば幸いです。
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