
八重山要覧　平成30 年度版　（令和2年3月発行）

第１章　指定離島・島しょ・人口
1 指定離島一覧 1

2 島しょ一覧 5月6日

3 人口 7-13

第２章　産業
1 島別産業別就業者数(15歳以上) 14
2 離島地域の産業別市町村内総生産 15
3 離島市町村１人当たり市町村民所得の推移 16
4 農業 17-29

5 森林資源量 30-31
(1)離島市町村別民有林の森林資源概況及び林道

6 漁業 32-39

7 商工 40-51

8 観光 52-53
(1)島別観光施設等の現況 (2)島別入域観光客数、宿泊能力

第３章　交通・通信
1 航空交通 54-55

(1)空港施設概況 (2)離島路線別航空輸送実績
2 海上交通 56-67

3 陸上交通 68-70

4 通信 71-73

第４章　生活環境施設等
1 保健・医療 74-80

2 教育・文化 81-89

(1)離島の市町村別加入電話・公衆電話数 (2)離島市町村別一般向けブロードバ
ンドの提供状況 (3)離島におけるテレビ・ラジオ視聴・聴取状況

(1)離島市町村別産業別事業所数 (2)離島市町村別商業の現況 (3)離島市町村別
製糖工場及び産糖実績(分蜜糖) (4)離島市町村別製糖工場及び産糖実績(合蜜糖)
(5)製糖工場の分布図 (6)島別工芸施設の現況 (7)島別工芸品生産の現況　(8)離
島市町村別商工会、商工会議所の現況　(9)島別給油所施設の現況　(10)離島金
融機関の現況

(1)港湾位置図 (2)港湾の係留施設状況 (3)県内定期航路略図 (4)離島航路の現
況(旅客定期) (5)離島航路運賃表 (6)離島航路輸送量実績(旅客定期) (7)沖縄県
離島海運振興株式会社の船舶貸渡一覧表

(1)離島市町村別年齢階級別15歳以上の漁業就業者数 (2)沖縄県漁港位置図(平成
29年3月1日現在)　(3)島別指定漁港の状況 (4)根拠地(市町村)別の動力漁船勢力
(5)離島市町村別漁獲量の推移 (6)離島市町村別魚種別漁獲量 (7)離島市町村別
海面養殖業の現況 (8)離島市町村別漁業協同組合の現況

(1)指定離島一覧 (2)-(ア)指定離島分布(54島) (2)-(イ)主な離島の位置及び那
覇(県庁)との距離 (3)指定離島(有人島)の面積・人口規模

(1)島しょの概況 (2)島しょ一覧

　この八重山要覧は、平成31年1月に沖縄県企画部地域・離島課より発行された『離島関係資料』から、八重山圏域３市町
に該当する部分を抜粋したものである。

(1)島別住民基本台帳人口、世帯数の推移 (2)島別世帯数及び男女別人口(国調)
(3)島別年齢階級別人口(平成27年国調) (4)島別人口の推移(国調) (5)離島市町
村別年齢階級別人口(国調)

(1)島別年齢階級別農業従事者数(自営業に従事した世帯員数)（販売農家） (2)
島別年齢階級別世帯員数(販売農家) (3)島別経営耕地の状況(農業経営体総数)、
及び専兼業別農家数(販売農家) (4)島別経営耕地面積規模別経営体数(農業経営
体総数) (5)販売目的で作付け(栽培)した作物の類別作付経営体数と作付面積(農
業経営体総数) (6)離島市町村別さとうきびの作型別生産実績 (7)離島市町村別
パインアップル収穫面積及び生産実績 (8)沖縄県農業協同組合の離島市町村にお
ける地区本部・支店の現況 (9)離島市町村別農業農村整備の実績 (10)離島市町
村別農業産出額（推計）(11)島別家畜・家きんの飼養戸数及び頭羽数 (12)島別
牧場の現状

(1)島別一般乗合・一般貸切旅客自動車運送事業者(バス)の状況 (2)島別タク
シー、自家用自動車有償運送登録、レンタカーの状況 (3)離島市町村別車種別保
有自動車数 (4)島別道路現況

(1)-ア島別医療施設及び医師等の配置状況 (1)-イ離島市町村別主要公共施設整
備の水準指標（医療施設）　(2)無医地区一覧表 (3)無歯科医地区一覧表 (4)島
別専門医派遣巡回診療状況(平成26～28年度実績) (5)島別急患空輸状況及び医師
等添乗件数 (6)へき地患者輸送車(艇)整備状況

(1)島別学校数・児童生徒数及び教職員数 (2)島別学校施設状況 (3)島別中学校
卒業者の就職進学状況 (4)島別離島中学校出身者の高校卒業後の就職進学状況
(5)島別離島総合センターその他社会教育施設等の現況 (6)島別生活関連施設等
の現況　(7)離島市町村別主要公共施設整備の水準指標(小学校、中学校)



3 社会福祉 90-94

4 水道 95-96

5 電気 97
(1)島別電化状況

6 環境衛生 98-106

7 物価 107-111

第５章　離島振興事業費
1 部門別離島振興事業費の推移 112-115

2 圏域別離島振興事業費の推移 116-118

3 事業項目別離島振興事業費の推移 119-130

4 島別離島振興事業費の推移 131-154

　

第６章　離島市町村財政(普通会計)
          〈参考資料〉主な財政用語の説明 155

1 離島市町村財政状況(平成28年度) 156
2 離島市町村財政規模の推移 157-158

3 離島市町村財政諸指標等 159
4 離島市町村の決算状況 160-163

第７章　その他資料
1 離島フェア開催実績 164-166
2 離島振興関係国庫補助事業の変遷 167
3 島別離島振興総合センター整備事業実績 168
4 離島電気供給施設整備事業 169
5 沖縄コミュニティ・アイランド事業実績 170
6 沖縄体験滞在交流促進事業実績 171
7 離島活性化に関する主な事業実績(平成17年度以降) 172-194

＜参考1＞～＜参考15＞　※＜参考9は省略＞
8 離島・過疎地域に対する補助事業の実績 195-197
9 離島市町村に対する行財政上の支援措置 198-204

10 過疎対策事業債市町村別同意(又は許可)額内訳(過去5年間) 205
11 過疎対策事業債施設別発行状況(過去5年間) 206
12 過疎地域自立促進特別措置法が適用される市町村の変遷 207
13 辺地対策事業債市町村別同意(又は許可)額内訳(過去5年間) 208
14 辺地対策事業債施設別発行状況(過去5年間) 209
15 省略
16 省略
17 離島・疎開市町村の市町村長等名 210
18 離島・過疎市町村企画担当課一覧 211
19 沖縄振興特別措置法等 212-214
20 第1次沖縄県離島振興計画 215-216
21 第2次沖縄県離島振興計画 217-218
22 第3次沖縄県離島振興計画 219-220
23 新沖縄県離島振興計画 221-223
24 住みよく魅力ある島づくり計画－沖縄21世紀ビジョン離島振興計画－ 224-228

(1)歳入 (2)歳出　

(1)昭和47年度～平成13年度実績合計 (2)平成14年度実績 (3)平成15年度実績
(4)平成16年度実績 (5)平成17年度実績 (6)平成18年度実績 (7)平成19年度実績
(8)平成20年度実績 (9)平成21年度実績 (10)平成22年度実績 (11)平成23年度実
績 (12)平成14年度～平成23年度実績合計 (13)平成24年度実績 (14)平成25年度
実績 (15)平成26年度実績 (16)平成27年度実績 (17)平成28年度実績

(1)島別生活衛生営業施設数 (2)島別一般廃棄物処理状況 (3)ごみ処理施設整備
状況 (4)農業集落排水事業の実施状況 (5)漁業集落排水事業の実施状況 (6)公共
下水道整備状況 (7)離島市町村別一般廃棄物処理状況

(1)離島と沖縄本島の生活必需品の小売価格の比較(沖縄本島を100とした場合の
指数) (2)石油製品輸送等補助事業の実績 (3)平成28年度石油製品輸送等補助事
業　島別輸送実績(経費別金額) (4)離島における石油製品の小売価格(年度推
移：平成19年度～平成28年度) (5)離島別ガソリン小売価格の推移

(1)昭和47年度～平成3年度 (2)平成4年度～平成13年度 (3)平成14年度～平成23
年度 (4)平成24年度～平成28年度

(1)昭和47年度～平成3年度 (2)平成4年度～平成13年度 (3)平成14年度～平成23
年度 (4)平成24年度～平成28年度

(1)島別社会福祉施設等の状況 (2)民生委員・児童委員の活動状況 (3)島別介護
保険実施状況 (4)島別介護保険事業者数

(1)島別水道状況 (2)海底送水管施設整備状況 (3)海水・かん水淡水化施設整備
状況

(1)歳入 (2)歳出　

(1)昭和47年度～昭和59年度 (2)昭和60年度～平成3年度 (3)平成4年度～平成13
年度 (4)平成14年度～平成23年度 (5)平成24年度～平成28年度


