
1.68 1.61

（R1年度） （R6年度）

119,594百万円

（H29年）

1,456人 1,400人以上

（Ｈ30年度） （Ｒ6年度）

23,297人 24,600人

（Ｈ27） （Ｒ8）

40.90% 47%

（Ｈ27）） （Ｒ8）

2141千円（0.94） 2273千円

（Ｈ28） （1.00）

56.9% 60.0%

（H31年度） （R7年度）

112 118

（H30年度） （R7年度）

157,391 人 164,000 人

（H28 年） R6

89,525千円 95,000千円

Ｈ30 R6

市町村

基本目標１

新たな産業や稼ぐ
産業をつくるととも
に、「安心して働け
る」まち

① 有効求人倍率 求職者1人あたりの求人件数（年平均値） （ﾊﾛｰﾜｰｸ八重山） 八重山地区ﾃﾞｰﾀ 石垣市

市民所得

令和2年度 第3回石垣市地域創生推進会議 資料 ４

　　　　　　　　　　　　　　　　基本目標及び主な施策のKPI（重要業績指標）検討資料（他都市事例）
（１／１１）

指　　標　　名
基準値

（基準日）
目標値

（設定日）
指標の出典
（提供元）

備考

正規雇用者数の割合 正規雇用者9,539人/従業者総数23,297人 宮古島市

就業者数
2026（Ｒ8）目標人口（15歳以上）45052人×就業率
（54.5％）より算出

宮古島市

市民1人あたりの年間所得額
沖縄県市町村民所得
（県）

石垣市

新規就職者数 ﾊﾟﾌﾞｺﾒ時点 うるま市

新規創業・進出企業する[社/年] 糸満市

「新たに就職または転職する場合糸満市で働
きたい」と答えた市民の割合[％]

糸満市

市町村民所得（県比率） 宮古島市

法人町民税額 町財政計画 与那原町

従業者数 経済センサス基礎調査 那覇市



977.0億円 977.0億円

（R1年） （R6年）

266社 299社

（Ｈ30.12類型） （Ｒ6累計）

40名 50名

（Ｈ27～30累計） （Ｒ2～Ｒ6累計）

1848人 3000人

（Ｈ27） （Ｒ8）

19社153人 26社210人

（Ｈ30年度） （Ｒ8）

1,159 事業所 1,200 事業所

Ｈ26～Ｈ28平均 R6

637,394 百万円 872,300 百万円

Ｈ28.6 R6

3件 15件

Ｒ1 R6

0件 10件

Ｒ1 R6

497ｔ 547ｔ

Ｒ1 R6

石垣市

立地企業数 ﾊﾟﾌﾞｺﾒ時点 うるま市

主要施策(１)

地域の強み・特色を
活かした産業の振
興

① 入域観光客消費推計額 入域観光客の年間消費推計額
石垣市入域観光推計表
（観光文化課）

（1月～12月）

新規創業者数 ﾊﾟﾌﾞｺﾒ時点

基本目標及び主な施策のKPI（重要業績指標）検討資料（他都市事例）
（２／１１）

指　　標　　名
基準値

（基準日）
目標値

（設定日）
指標の出典
（提供元）

備考 市町村

新規事業所開設数 那覇市

情報通信関連企業における立地・雇用者
数

宮古島市

うるま市

宿泊業、飲食サービス業の就業者数 宮古島市

特産品認定件数（５年間累計） 与那原町

沖縄赤瓦使用奨励金交付件数（累計） 与那原町

付加価値額 那覇市

ソデイカの水揚量の拡大 与那原町



3者 5者

（R1年度） （毎年度）

1,024千円 1,024千円

（R1年度） （R6年度）

4,625百万円 5,106百万円

（R1年度） （R6年度）

448,174千円

（Ｈ29年度） （R5年度）

261,992千円

（Ｈ29年度） （R5年度）

18,150千円

（Ｈ29年度） （R5年度）

48名 50名

（Ｈ27～30） （R2～6）

27.6ha 25ha

（Ｈ27～30） （R2～6）

1,162百万円 1,159百万円

（Ｈ27～30平均） （R6）

140億円 172億円

（Ｈ29） （Ｒ8）

414人 438人

（Ｈ27） （Ｒ8）

1.7ha 2.0ha

（Ｈ27） （Ｒ8）

3件 5件

（Ｈ29） （Ｒ8）

7.6億 10億

（Ｈ29） （Ｒ8）

438経営体 438経営体

（Ｈ31） （Ｒ8）

847 860

（H３０年度） （R7年度）

2,050 3,600

（H３０年度） （R7年度）

基本目標及び主な施策のKPI（重要業績指標）検討資料（他都市事例）
（３／１１）

指　　標　　名
基準値

（基準日）
目標値

（設定日）
指標の出典
（提供元）

備考 市町村

水稲生産額 統計いしがき 石垣市

石垣市

パインアップル生産額 統計いしがき 石垣市

石垣市

② 漁業者所得 漁業者1人あたりの年間所得額 （水産課） 石垣市

① 新規就農者数 石垣市認定新規就農者数（年間） （農政経済課）

③ 素牛の販売額（取引額） 年間の素牛販売額（取引額） （畜産課）

耕作放棄地解消面積 ﾊﾟﾌﾞｺﾒ時点 うるま市

新規就農者数 ﾊﾟﾌﾞｺﾒ時点 うるま市

甘しょ生産額 統計いしがき 石垣市

青年就農者数（45歳以下） 宮古島市

農林業生産額 宮古島市

漁獲高 ﾊﾟﾌﾞｺﾒ時点 うるま市

漁業生産額 宮古島市

6次産業化に取り組む団体への支援件数 宮古島市

一戸あたりの耕地面積
（経営耕地面積に限定）

宮古島市

漁獲量（属地）[t/年] 糸満市

肉用子牛生産頭数[頭] 糸満市

漁業経営体数 宮古島市

主要施策(2)

更なる農林水産業
の振興



216人 232人

（R1年度） （毎年度）

272人 360人

（H30） （Ｒ8）

0社 5社

（H30） （Ｒ8）

約350人（3人） 約350人（人）

（H30） （Ｒ8）

2 10

（H３０年度） （R7年度）

21926 24000

（H３０年度） （R7年度）

- 12

（H30年度） （R7年度）

13 20

（H30年度） （R7年度）

0件 １件

（R1) （R6）

168,405人 216,000人

（R1） （R6）

1,324,746 1,500,000

（H３０年度） （R7年度）

新規観光コンテンツ数 R２年度以降に創出された観光コンテンツの数

うるま市

市町村

主要施策(3)

多彩な人材の受
入・育成、若者への
投資

① 受講生・支援を受ける者の数
市が人材育成の目的で実施する講座・講習会等の
受講者及び支援する者の数

公営塾の運営（企画政策
課） 石垣市

人材育成プログラム等を活用した新規雇
用者数

指　　標　　名
基準値

（基準日）
目標値

（設定日）
指標の出典
（提供元）

備考

基本目標及び主な施策のKPI（重要業績指標）検討資料（他都市事例）
（４／１１）

障がい者就労支援事業所における就業
者数（うち一般就労者数）

宮古島市

若手経営者研修回数[回] 糸満市

宮古島市

高等教育機関と連携した地元企業のOJT
受入社数

宮古島市

観光ガイド登録人数[人] 糸満市

障害学習支援センター等における活動者
数[人]

糸満市

産業分野の専門人材活用によるセミ
ナー、フォーラム等の市内開催件数[件]

糸満市

石垣市

主要観光施設等入館数[人] 糸満市

主要施策(4)

新しい観光コンテン
ツの創出

ゴルフ場施設の誘致 チャンピオンコースのゴルフ場誘致

勝連城跡の来場者数 ﾊﾟﾌﾞｺﾒ時点



+51人 ±0人以上

（H29～R1年平均） （毎年度）

1143031人 1828600人

（H30） （R8)

60,142百万円 87,948百万円

（H30） （R8)

133人 135人

（H25～30平均） （R2～8平均）

80.3 85.0

（H31年度） （R7年度）

+434人 +440人以上

H30（2018） R6（2024）

65.20% 70%

H30（2018） R6（2024）

14,670人 Ｈ30水準以上

H30（2018） R6（2024）

25,200人 44,500人

Ｈ29 R6（2024）

83% 83％以上を維持

Ｈ29 R6（2024）

57.4% 61.8%

（R2年3月） （R7年3月）

13.1% 策定中

（R1) （R6)

83,126人 84,510人

H30（2018） R6（2024）

83冊 86冊

（R2年3月） （R6年3月）

23回／年 20回／年

（R1年度） （毎年度）

基本目標及び主な施策のKPI（重要業績指標）検討資料（他都市事例）
（５／１１）

指　　標　　名
基準値

（基準日）
目標値

（設定日）
指標の出典
・入手手段

備考

社会増 宮古島市

宮古島市

観光収入 宮古島市

市町村

基本目標２

豊かな自然や文化
を守り、「ここで暮ら
したいと実感でき
る」まち

① 人口の社会増減 石垣市

入域観光客数

住み⼼地が「住みよい」と感じる市⺠の割

合

那覇市⺠意識調査報告

書
那覇市

人口の社会増減数 ﾊﾟﾌﾞｺﾒ時点 うるま市

糸満市を住みよいと感じている市民の割
合[％]

糸満市

主要施策(1)

自然環境の保全と
適切な利活用

① 公共下水道接続率
下水道施設（公共下水道、特定環境保全、農業集落排水）
供用開始区域の人口に対する接続人口の割合

（下水道課）

イベント等の来訪者数 与那原町

与那原町に住み続けたいと答えた人の割
合

第5次総計（P8）の「今後の与那原町での居住の
意向」 与那原町

転⼊者数（日本人） 那覇市

下水道利用可能人口 うるま市

石垣市

② ゴミ資源化率 （環境課） 石垣市

石垣市

②
とぅばらーま大会、芸能の夕べ等、芸能ｲﾍﾞﾝﾄ
開催数

芸能に関する大会・ｲﾍﾞﾝﾄの開催数
（観光文化課、郷土芸能
の夕べ運営委員会） 石垣市

主要施策(2)

文化・芸能の振興

① 市史に関する書籍の発刊数
石垣市（市史編集課）が発刊した市史に関する書籍
の累計数

（市史編集課）



2,453人 2,386人

（R1) （毎年）

465人 471人

（R1) （毎年）

14位 10位以内

（R1) （R6)

68件 200件

（H30） （R8）

124人 61人

（R1) （R8)

1,471千人 1,471千人

（R1年） （R6年度）

240千人 240千人

（R1年） （R6年）

104校（予約数） 120校

（R1年度） （R4年度）

22名 50名

R1（2019） R6（2024）

35,946人 36,600人

（H30） （R1年）

38団体 45団体

（H30） （R1年）

636人 1,000人

（H30） （R1年）

153回 250回

（H30） （R8)

9,885人 12,000人

（H30） （R8)

14,463回 15,000回

（H28～30平均） （R2～R8平均）

0.659 0.75

（H30） （R8)

2,912件 4,000件

（H30） （R8）

51人 51人（年間）

（R1） （R8)

個人利用0人
法人利用0人
セミナー利用0回） 個人利用242人
法人利用36組
セミナー利用24回

（R8)

基本目標及び主な施策のKPI（重要業績指標）検討資料（他都市事例）
（６／１１）

指　　標　　名
基準値

（基準日）
目標値

（設定日）
指標の出典
・入手手段

備考

年度における転入者のうち、過去に石垣市に住民登
録があった者の数

住民基本台帳 同上 石垣市

③ 市町村魅力度ランキング ブランド総合研究所による調査結果 ブランド総合研究所 石垣市

市町村

主要施策(3)

移住・定住の促進

① Ｉターン者数
年度における転入者のうち、過去に石垣市に住民登
録がなかった者の数

住民基本台帳
南ぬ島移住・定住支援プ
ロジェクト（企画政策課） 石垣市

② Ｕターン者数

若者（15～24歳）の転出超過の縮小 宮古島市

移住に関する相談件数 宮古島市

石垣市

② インバウンド数 年間の入域外国人観光客数（1月～12月） （観光文化課）
国内線空路による入
域数を除く 石垣市

主要施策(4)

関係人口・交流人
口の拡大

① 入域観光客数 年間の入域観光客数（1月～12月）
石垣市入域観光推計表
（観光文化課）

③ 修学旅行学校数 1年間に訪れる修学旅行学校数（4月～3月）
（八重山ﾋﾞｼﾞﾀｰｽﾞﾋﾞｭｰﾛｰ八重
山教育旅行誘致委員会）

スポーツキャンプ・合宿の誘致数 宮古島市

各種イベントの参加者数 宮古島市

R2年度（10末調べ）
127校 石垣市

移住相談窓口を通した島しょ地域
の新規移住・定住者数

ﾊﾟﾌﾞｺﾒ時点 うるま市

民泊の受入数 宮古島市

クルーズ船寄港回数 宮古島市

エコアイランド取り組みへの視察者数（担
当課対応分）

宮古島市

ふるさと納税寄付者件数 宮古島市

観光客の満足度向上 宮古島市

綾道アプリHPアクセス数 宮古島市

ICT交流センター利用者数（年間） 宮古島市

交流児童・生徒数 宮古島市



1,342 1,630

（H30年度） （R7年度）

13 20

（H30年度） （R7年度）

5,580万 ５億

（H30年度） （R7年度）

103 150

（H30年度） （R7年度）

12 15

（H30年度） （R7年度）

296,608 600,000

（H30年度） （R7年度）

23,000人 41,800人

R1（2019） R6（2024）

341,485PV 362,100PV

R1（2019） R6（2024）

指　　標　　名
基準値

（基準日）
目標値

（設定日）
指標の出典
・入手手段

備考

基本目標及び主な施策のKPI（重要業績指標）検討資料（他都市事例）
（７／１１）

糸満市平和ガイド人数[人] 糸満市

糸満市

ふるさと応援寄付額[円] 糸満市

市町村

市民活動支援センター利用者数[人] 糸満市

観光ガイド登録人数[人]

与那原大綱曳まつり来訪者数 与那原町

市内主要ホテルの観光客宿泊者延べ人
数[人]

糸満市

全国大会・合宿等誘致数[件] 糸満市

与那原ナビの年間アクセス数 与那原町

主要施策(4)

関係人口・交流人
口の拡大



1.92 2.47

（H30年） （R5年）

3.27 3.6

（R1） （R8）

2.27 2.38

（H27） （R8）

57.2 65

（Ｈ30） （R7年度）

- 500

（R7年度）

1,326人 1,300人以上

H30（2018） Ｒ6

56.30% 76.00%

H30（2018） Ｒ6

＋224人 移動均衡

H30（2018） Ｒ6

2.19 2.1以上を維持

H30（2018） Ｒ6

19.40% 19％以上を維持

Ｒ1 Ｒ6

452組 452組以上

（H29～R1平均） （毎年）

52.70% 60%

Ｒ1 R6（2024）

12.00% 11%

Ｒ1 R6（2024）

5.70% 5.7%以下

Ｒ1 R6（2024）

7% 6%

Ｒ1 R6（2024）

基本目標及び主な施策のKPI（重要業績指標）検討資料（他都市事例）
（８／１１）

指　　標　　名
基準値

（基準日）
目標値

（設定日）
指標の出典
・入手手段

備考 市町村

宮古島市

合計特殊出生率
人口ビジョンの目標値（2060（R24）までに2.73）
における2026（R8)の推計値

宮古島市

基本目標３

結婚・出産・子育て
の希望をかなえ、
「安心して子育てが
できる」まち

① 合計特殊出生率
1人の女性が一生の間に何人の子を産むかを表す。15～49
歳までの女子の年齢別出生率を合計したもの。

沖縄県保健所概要 石垣市

「子育てしやすい」と感じる市民 市民アンケートによる５段階評価

出生数 ﾊﾟﾌﾞｺﾒ時点 うるま市

15～39歳の転入超過人数（累計）[人] 糸満市

「結婚したいと思う」と答えた市⺠の割合

［％］
糸満市

合計特殊出生率 与那原町

総人口に占める年少人口の割合 与那原町

本市における子育て⽀援の取り組みにつ

いて満⾜している市⺠の割合

那覇市⺠意識調査報告

書
那覇市

0〜9 歳の純移動数
住⺠基本台帳人口移動

報告
那覇市

お～りたぼ～り！美ら島
婚活ツアー事業（企画政
策課）

石垣市

結婚したいと思う若い世代の割合 ﾊﾟﾌﾞｺﾒ時点 うるま市

与那原町

主要施策(1)

結婚・出産の支援
の充実

① 結婚組数

1歳半の貧血割合 与那原町

朝8時以降に起きている1歳半の割合 与那原町

低出生体重児の出生割合 与那原町



100% 100%

（R1年度） （毎年度）

5箇所 7箇所

（H30） （R8)

125 472人

（H30） （R8)

56.5 60

（H31年度） （R7年度）

4 16

（H30年度） （R7年度）

143 世帯 161 世帯

Ｒ1.9 R6（2024）

2人 0人

Ｒ1 R6（2024）

99人 0人

Ｒ1 R6（2024）

55人 ０人

（R1年） （R6年）

28人 0人

H30（2018） （R8)

20人 0人

（H30不足見込み） （R8)

9か所 14箇所

（H30） （R8)

15.2% 16.5%

（H27) （R8）

4件 5件

（H30） （R8）

25 0

（H31年度） （R7年度）

75人 0人

Ｒ1 R6（2024）

1.89 2.0%

H30（2018） R6（2024）

250 人 0 人

Ｒ1.4 R6（2024）

45件 56件

Ｒ1 R6（2024）

基本目標及び主な施策のKPI（重要業績指標）検討資料（他都市事例）
（９／１１）

指　　標　　名
基準値

（基準日）
目標値

（設定日）
指標の出典
・入手手段

備考 市町村

地域学校協働活動推進員の人数[人] 糸満市

多子世帯及びひとり親世帯の市営住宅へ

の新規⼊居世帯数
那覇市

宮古島市

「子育てに不安が殆どない」と答えた人の
割合[人]

（乳児・1歳6カ月児・3歳
児健診時アンケート） 糸満市

石垣市

地域子育て支援拠点数（箇所） 宮古島市

① ファミリーサポートセンターの受入率 （子育て支援課）

ファミリー・サポート・センターの提供会員
数

子育て支援等人材育成
支援事業（子育て支援
課）

石垣市

待機児童の解消 宮古島市

就学前までの児童の未把握児童数 与那原町

待機児童の解消 与那原町

主要施策(3)

子育てと仕事が両
立できる環境整備

① 待機児童数 （子育て支援課）

主要施策(2)

子育てｾｰﾌﾃｨｰﾈｯﾄ
の充実

女性の正規雇用率 宮古島市

事業所内保育施設の設置支援件数 宮古島市

保育士不足数の解消 宮古島市

放課後児童クラブ設置数 宮古島市

合計特殊出生率 ﾊﾟﾌﾞｺﾒ時点 うるま市

待機児童数 那覇市

教育・保育施設待機児童数[人] 糸満市

待機児童数 ﾊﾟﾌﾞｺﾒ時点 うるま市

ひとり親家庭の相談件数 与那原町



0.0% 5.0%

（R3年3月) (R7年3月）

3.51 3.71

（R1） （R8)

2.90% 22.10%

（H28） （R12）

0.0% 5.0%

（R3年3月) (R7年3月）

16.2% 66.2%

(R2.3) (R7.3)

0件 5件

（R1) （R6)

5.05ｍｇ/L 4.64ｍｇ/L

（H28） （R12）

542ｇ/人・日 488ｇ/人・日

（H28） （R12）

320台 8800台

（H30） （R8）

2 5

（H31年度） （R7年度）

基本目標４

【横断的な視点】
新しい時代の流れ
を取り入れた「持続
可能な」まち

① SDGs認証取得事業者の割合
市内対象事業者に対する石垣市SDGｓ認証取得事
業者の割合

（企画政策課） 石垣市

「住みやすい」と感じる市民

指　　標　　名
基準値

（基準日）
目標値

（設定日）
指標の出典
・入手手段

備考

基本目標及び主な施策のKPI（重要業績指標）検討資料（他都市事例）
（１０／１１）

市民アンケートによる５段階評価 宮古島市

エネルギー自給率 宮古島市

市町村

主要施策(2)

デジタル化と
Society 5.0の推進

① ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ交付率
石垣市の住民基本台帳登録住民へのマイナンバー
カード交付率

（市民課）
マイナンバーカード交付
業務（市民課） 石垣市

② ＡＩ活用事業・業務件数

石垣市

主要施策(1)

SDGsの推進

① SDGs認証取得事業者の割合
市内対象事業者に対する石垣市SDGｓ認証取得事
業者の割合

（企画政策課） 同上

電気自動車普及台数 宮古島市

家庭系ごみ排出量削減 宮古島市

AIを活用した事業又は業務の件数 （企画政策課）
保育園選定業務（子育て
支援課） 石垣市

地下水水質・窒素濃度低減 宮古島市

産業分野のIoT活用事業数（累積）[事業] 糸満市



12千人×1日分 12千人×3日分

（R1年度） (R6年度）

850台 3,000台

（R1） (R6)

37.8% 100%

（R1） （R6)

23,788人 28,545人

（R3.2） (R7.3)

54団体 61団体

（R1年12月時点）

1団体 5団体

（H30） （R8)

429基 562基

（H30） （R8)

5件 0件

（H30） （R8)

8 17

（H30年度） （R7年度）

94.5 95.0

（H30年度） （R7年度）

5,135人 6,000人

Ｒ1 Ｒ6

16ha 0ha

Ｒ1 Ｒ6

32基 63基

Ｒ1 Ｒ6

0円 14億円

（R1年度） （R6年度）

累計0件 累計10件

（R1年度） （R6年度）

指　　標　　名
基準値

（基準日）
目標値

（設定日）
指標の出典
・入手手段

備考

基本目標及び主な施策のKPI（重要業績指標）検討資料（他都市事例）
（１１／１１）

自主防災組織団体数 ﾊﾟﾌﾞｺﾒ時点 うるま市

（商工振興課） 石垣市

④ 石垣市公式ラインの友達登録数 （商工振興課） 石垣市

市町村

① 観光客用防災備蓄品数
防災時における非常食、水、その他防災用品のセッ
ト数

（防災危機管理課）
観光防災力強化支援事
業（防災危機管理課） 石垣市

③ 自主防災訓練参加率

② 災害時緊急告知防災ﾗｼﾞｵ貸与数 （防災危機管理課） 石垣市

交通事故死亡件数 宮古島市

防犯灯の設置数 宮古島市

自主防災組織の数 宮古島市

地震津波避難訓練への年間参加人数 与那原町

自治会結成率[％] 糸満市

自主防災組織の結成[組織] 糸満市

主要施策(4)

企業版ふるさと納
税の活用

① 寄付金額 企業版ふるさと納税の寄付金総額（累計） （企画政策課）

防犯カメラの整備（累計） 与那原町

津波避難困難地域の解消 与那原町

主要施策(3)

感染症・災害等に
強い社会基盤強化

企業版ふるさと納税制度
の導入（企画政策課） 石垣市

② 活用事業件数
企業版ふるさと納税の寄付金を活用し事業を開始し
た件数

（企画政策課） 同上 石垣市


