
別添１

令和5年1月16日

協議会名：沖縄県離島航路確保維持協議会

評価対象事業名：離島航路運営費等補助金

①補助対象事業者等 ②事業概要
③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

⑥事業の今後の改善点
（特記事項を含む）

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

④事業実施の適切性 ⑤目標・効果達成状況

伊平屋村
(伊平屋～運天)

伊平屋島と沖縄本島への唯一
の公共交通機関として、伊平
屋～運天港を1日2便運航し、
島民の生活航路として欠かす
ことのできない役割を担ってい
る。

伊平屋村の住民移動窓口や広
報誌、切符売場での広報等に
より事業内容の周知が図られ
ている。沖縄県が実施している
「沖縄離島住民等コスト負担軽
減事業」、村実施の「自動車コ
スト負担軽減事業」、「伊平屋
村ふるさと割引運賃負担軽減
事業」等の利用促進に繋がっ
ている。

Ｂ

新型コロナ感染拡大防止の
観点からの減便を行ったこ
とや、台風・荒天等により運
航ができない日もあった。
更に港等に軽石の漂着物
により欠航等もあったが事
業は概ね適切に実施され
た。

Ｂ

新型コロナ感染拡大防止の対策及
び台風・荒天による減便を行ったこ
とにより旅客数が計画より下回っ
た。また、自動車航送においては
公共工事の増により計画どおりと
行えた。

新型コロナ感染拡大対策を行
いながら「沖縄離島住民等交
通コスト負担軽減事業」や「自
動車航送コスト負担軽減事業」
等の利用促進を図り、また民
泊事業の推進、交流人口（観
光客等）の増加及び村内各種
イベントでの誘客数の増加を図
る。

伊是名村（伊是名～運
天）

伊是名島と沖縄本島を結ぶ唯
一の交通機関として、伊是名
～運天港を1日2便運航。村民
の生活基盤として欠かすことの
できない重要な役割を担ってい
る。

伊是名村の広報や切符売り場
（窓口）などにより事業内容の
周知が図られ、沖縄県離島住
民等コスト負担軽減事業や伊
是名村自動車航送ｺｽﾄ軽減事
業の利用促進につながった。

A

台風・軽石・荒天等などによ
り運航できない日があった
が、事業は概ね適切に実施
された。

C

・台風・荒天などの欠航により運航
回数が計画より下った。
・旅客数及び自動車航送台数とも
に減少し、沖縄県離島住民コスト
負担軽減事業の旅客数は減少し、
村自動車航送コスト負担軽減事業
の自動車航送台数も計画を下回っ
た。

・渡航自粛などで利用者数が
減少傾向にあるが、引き続き
離島住民等コスト負担軽減事
業や自動車航走コスト低減事
業の利用促進、民泊事業等を
推進し修学旅行生等の増加を
目指す。
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期間 R3年10月～R4年9月
目標に対する実績
（運航回数）
目標 1,825回／実績 1,770回
欠航及び減便が発生した為、運航
回数が減少した。
（旅客人数）
目標 94,702人／実績 81,438人
コロナ影響による自粛要請なども
あり、一般の利用客は減少した。
（自動車航送）
目標 3,440台／実績 3,124台
公共工事の一時終了の影響なども
あり、減少した。
（貨物航送）
目標 1,090t／実績 641t
特産物（人参・モズク）が天候不良
の影響で不作となり、輸送量が減
少した。

・離島住民交通コスト負担軽減
事業を活用し、島民の利用促
進を図る。

・島内行事や交流事業などに
おいて、地域連携を図り、利用
者増を目指す。

・島内における新たなイベント
の実施へ向け、関係機関及び
施設と連携し、一般客の増加を
目指す。

・フェリー老朽化に伴う、新造船
の建造に向け、各機関及び事
業者と調整を行い、R6年就航
に向けて取り組む。

有限会社神谷観光
（平敷屋～津堅）

地域住民の生活航路として
平敷屋～津堅間を1日5便
往復運航
（高速船2便・フェリー3便）

離島住民等交通コスト負担軽
減事業の利用促進を図った。

A

台風や荒天による欠航及
び新型コロナウィルス感染
防止による、移動制限、軽
石漂着による影響などもあ
り、減便も発生したが、当該
事業は概ね適切に実施出
来た。

本部町のホームページ等や切
符売り場（窓口）での広報等に
より、事業内容の周知が図ら
れ、沖縄離島住民等交通コスト
負担軽減の利用促進に繋がっ
た。

B

コロナウイルス感染症対策
為、減便しての運航となり、
計画通り実施できなかっ
た。

B

コロナウイルス感染症対策の為、
減便運行となったが夏場の観光客
が増え、計画通りではないが計画
に近い旅客人員数となった。

引き続き、「｢離島住民等交通
コスト負担軽減事業」の利用促
進を図り、町役場及び旅行業
社等関係機関と連携し交流人
口（観光客等）の増加を目指
す。

合名会社水納海運
（渡久地～水納）

島民の生活物資の輸送や通院
など生活航路として、渡久地港
～水納港を１日４便（高速船）
往復航行。
※12/1～3/31→1日3便
4/1～6/30→1日4便
7/1～7/19→1日6便
7/20～8/31→1日11便
9/1～9/20→1日8便
9/21～11/30→1日4便

※コロナウイルス感染症対策
の為、運行計画変更
R4.4/1～R4.3/30→1日3便
R4.7/1～7/19→1日5便
R4.7/20～9/20→1日7便
R4.9/21～10/31→1日4便

C
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久高海運合名会社
（久高～安座真）

久高島住民の生活航路とし
て、久高島・安座真間をフェ
リー3便、高速船3便、1日6往復
を運航。

軽石漂着の際は、フェリーの欠
航が続いたが、除去作業など
により運航に繋げる事ができ
た。沖縄離島住民等交通コスト
負担軽減事業は、島民が周知
し利用に繋がっている。

B

事業は適切に行ったが、コ
ロナに加えて軽石、悪天候
により欠航などが続く事が
あった。
中間検査等の時は、それぞ
れ臨時便を増やした事によ
り概ね計画どおりの運航に
繋がった。

C

コロナの行動制限の緩和で乗客は
増えつつあったものの、軽石の影
響が響くと共に悪天候の為、乗客
が増える時期に運航ができなかっ
た。軽石の状況が落ち着くと、コロ
ナ感染の増加で、人の往来も減
り、計画どおりには運営ができな
かった。

・沖縄県離島住民等交通コスト
負担軽減事業の周知を推進し
ていく。

目標利用人数177,939人/年間に対
して147,262人/年間となった。実績
が予測を下回った要因として、回
復傾向にはあるが、依然として新
型コロナの影響による観光客の減
や外国人客の減と考えられる。

引き続き、当該航路をさらに利
用しやすくする方法や今後期
待されるサービス等について
検討を実施し、利用客の増加
を図る。

渡嘉敷村
（泊～渡嘉敷）

渡嘉敷島と沖縄本島への唯一
の公共交通機関として、泊港
～渡嘉敷港を１日３便（フェリー
１便、高速船２便）往復運航。

渡嘉敷村（航路事業者）のホー
ムページや切符売場での広報
等により、事業内容の周知が
図られ、沖縄離島住民等交通
コスト負担軽減事業の利用促
進につながった。

A
荒天により運航できない日
があったが、概ね適切に実
施された。

B

座間味村
（泊～座間味）

座間味島、阿嘉島と沖縄本島
への唯一の公共交通機関とし
て、泊港～座間味港～阿嘉港
を１日３便（フェリー１便、高速
船２便）往復運航。

・座間味村（航路事業者）の
ホームページや切符売り場で
の広報、村の観光事業等によ
る各種イベントや県内外での
PR活動、航路分科会委員の所
属する各種団体内での周知活
動等により、県内外からの観光
客の利用促進に努めた。
・沖縄離島住民等交通コスト負
担軽減事業においては役場窓
口での転入者への周知等を行
い、利用促進に繋がった。

A

荒天による欠航、新型コロ
ナウイルス感染症拡大の影
響による減便運航等があっ
たが、概ね適切に実施され
た。

B

新型コロナウイルス感染症拡大防
止のための減便を行ったことにより
旅客数が計画を大幅に下回った。
しかし自動車航送においては公共
工事の増加に伴い、計画を上回
り、貨物においては微減であり、ほ
ぼ計画通りの数値となった。

新型コロナウイルス感染症拡
大防止に係る様々な抑制が解
除されつつあるなか、夏場の観
光入域客数はコロナ前とほぼ
同程度まで増えてきている。冬
場においては冬季の船舶運賃
割引等を周知・広報し、誘客を
図る。
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【運航回数】
計画650回に対し、実績551回で99
回欠航。
【旅客輸送】
目標59,432人に対し実績は46,383
人。新型コロナの影響による修学
旅行・団体・ＧＷ期間の大幅減等
が要因。78.0%
【貨物輸送】
目標62,819トンに対し、実績は
61,794トンで達成率98.4%。
【車輌輸送】
目標10,332台に対し実績は10,156
台。達成率98.3%

・離島住民等交通コスト負担軽
減事業の継続で利用客の維
持・確保を図る。渡名喜村・久
米島町・旅行会社等と連携し、
観光客・修学旅行等の増加を
目指す。また、SNSの活用や
キャッシュレス化・WEB予約の
導入等で利便性を高め、利用
客の増加に努めたい。
・貨物や車輌航送は、公共工
事や島民の生活等の影響が強
いが、両町村、民間工事の受
注による輸送量の増加に対応
できるよう、日頃から船舶の整
備や管理を行う。

久米商船株式会社
（泊～渡名喜～久米島）

地元住民の生活航路として
泊～渡名喜～久米島間を
月曜日を除く毎日、フェリー2隻
で1日2往復している

渡名喜村や久米島町のＨＰや
切符売り場(窓口)での広報活
動等により、事業内容の周知
が図られ、沖縄離島住民等交
通コスト負担軽減事業の利用
促進に繋がった

A

年間で99回欠航した。その
内台風や荒天等の影響で
は82回、新型コロナウイル
スの影響で17回減便した。
運航回数は概ね計画に位
置づけられた通り適切に実
施された。

C

粟国村
（泊～粟国）

地元住民の生活航路として、
泊港～粟国港を1日1往復運
航。

沖縄離島住民等交通コスト負
担軽減事業や、粟国村自動車
航走運賃低減化事業の実施が
フェリーの利用促進に繋がって
いる。

A

中間検査期間中の運休を
除いての運航計画日数に
対する欠航は32日と前年度
から大幅に改善しているた
め、事業は概ね適切に実施
された。

A

新型コロナウィルスによる影響は、
旅客数において未だ残っているも
のの、徐々に回復しつつある。貨
物や自動車航走は、村内大型公
共事業による効果が大きい。自動
車航走については粟国村自動車
航走運賃低減化事業による効果も
ある。

・自動車航走や貨物について
は、公共事業減による反動を
低くするため新たな取組（施
策）構築を目指す。
・旅客数の回復については、引
き続き各関係機関との連携や
新たな取組（施策）構築を目指
す。
・経営改善の意識を徹底し、日
頃から船舶の整備や管理等を
行っていく。
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大東海運株式会社
（泊～南北大東）

島民の生活航路として那覇か
ら南北大東島間の運航を行っ
ている。一往復４日で月５から
６航海を運航。島の港湾事情
が劣悪の為気象に左右され
る。

南北大東島両村の広告等によ
り事業内容の周知は図られ、
毎年緩やかではあるが、利用
促進は向上している。それによ
り島間の交流に繋がり、それぞ
れの行事の参加交流も増え
た。

A

気象海象が悪い島である
為、台風、荒天等には大き
な影響を受ける。運航形態
を変更しながら、適切に実
施したが、運航回数は減っ
た。

B

（運航回数）台風や荒天により、目
標60回/実績52.0回と8.0回の減。
運航回数減及びコロナ感染対策の
外出自粛により旅客は目標達成に
は至らなかった。
（旅客）目標1,407人/実績1,127人
（貨物）目標41,610ﾄﾝ/実績47,747ﾄ
ﾝ

引き続き、離島住民ｺｽﾄ負担軽
減事業の利用促進を図り、運
航形態の可能な限り需要のダ
イヤで、利用のしやすい環境を
整備し、南北大東両村と広報
活動を連携し、旅客、貨物の増
を図る。

【運航回数】
目標1,572回に対し、実績1,406回
であった。
台風、荒天等による欠航により運
航回数は減となった。
【旅客】
目標31,303人に対し、実績は
28,796人であった。
【貨物】
目標6.43トンに対し、実績は6.49ト
ンであった。

・島の過疎化、高齢化に伴い毎
年利用者が減少する中で、航
路を維持するために免税軽油
を利用し燃料費の経費削減に
努める。

・引き続き、離島住民等交通コ
スト負担軽減事業の利用率向
上を図る。

・新造船ウカンかりゆす就航に
伴い、旅客定員が増えたため
これまで以上に観光客の増加
を目指す。

合資会社多良間海運
（平良～多良間）

　島民の生活物資の輸送や、
燃料及び建築資材等を輸送
し、平良～多良間を1日1往復、
月24回運航しています。

　収益は前期と比較して24,688
万円の増加と成りました。要因
と致しましてはフェリーたらまゆ
うの船舶売却が有った為です。
費用は前期に対して11,866万
円の増加となりましたが、新造
船フェリーたらまⅢの用船料の
発生及びフェリー売却による消
費税の発生が生じた為です。

A

  コロナ禍による運航回数
の減便で航海数は減少した
が、収益はフェリー売却等
で大幅にアップした。費用
に関しては前述のコロナに
よる減便で燃料消費量の
減少で燃料費の節約に繋
がった。その結果収益率は
計画68%から実績148％と大
幅に向上しました。

A

　運航回数はコロナ禍に因る減便
を図ったので、目標250回に対して
169航海と成りました。運航収益は
計画と比較して、409万円の減少と
成りましたが、コロナ禍による利用
客の減少で、その他の運航収益は
計画通りに推移しております。費用
は計画と比較して3,197万円の増加
と成ったのは、船舶売却迄の8ヶ月
間フェリーが2隻体制となり、その
間の維持管理費の費用の増加が
有った為です。

　新造船フェリーたらまⅢが令
和4年1月に就航したので、これ
まで以上に利便性の向上が図
られる。SNSやホームページ等
を積極的に活用しPRを推し進
める。今後は多良間村や観光
協会と連携を図り集客アップを
図り、貨物量や自動車航送の
増加を図り、費用の削減に努
め、収益率の向上を図る。

株式会社大神海運
（大神～島尻）

島民の日常生活、通院及び観
光客の利用として、大神～島
尻間を１日４往復運航。

離島住民等交通コスト負担軽
減事業の利用促進に繋がっ
た。

A

事業は適切に実施された。
台風、荒天及び軽石による
欠航のため、運航できない
日があった。

B
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①補助対象事業者等 ②事業概要
③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

⑥事業の今後の改善点
（特記事項を含む）

④事業実施の適切性 ⑤目標・効果達成状況

Ｂ

　新型コロナウイルスによる行動制
限が緩和され旅客数は計画よりも
上回った。
　貨客フェリーは荒天による欠航が
多かったが臨時便を運航する対応
をとった。
　貨客フェリーの運航回数はほぼ
計画通りだったが、高速船は荒天
等により欠航が増えたため運航回
数は計画を下回った。

・引き続き、離島住民コスト
負担軽減事業の利用促進を
図る。
・大型高速船(ぱいじま２)が就
航し就航率の向上と旅客数の
増を目指す。
・極力、燃料費と船員費の
削減に努める。

有限会社船浮海運
（船浮～白浜）

島民の生活航路として、船浮
～白浜間を以下の通り運航し
た。
1日5往復
運航回数　１,７９５回（うち5回
臨時便）

ホームページ等で、事業内容
の周知が図られ、沖縄離島住
民等交通コスト負担金軽減事
業の利用促進に繋がった。

Ａ
台風により運航が出来ない
日もあったが、事業は適切
に実施された。

B

今期も新型コロナ感染拡大から、
与那国島でも蔓延し多数の島民患
者も発生し海上保安庁での船舶輸
送も間に合わず、当船舶での患者
輸送も致しました。
計画から旅客数は若干増加でした
が、自動車航送・貨物輸送量が減
少となり計画を達成することができ
ませんでした。

今期も継続的に与那国町役
場・与那国観光協会、共に情
報を密に与那国町主催のイベ
ント等（令和４年度には、与那
国町での海開きが開催予定）
です．　燃料高騰が続いており
ますが、競争入札の実施、船
舶大型化による船舶修繕費修
繕費及び部品高騰での、費用
抑制を鋭意努力します。今後も
引続き離島住民交通コスト負
担軽減の利用促進して参りま
す。

合資会社福山海運
（与那国～石垣）

与那国島から石垣島への生活
航路で公共交通機関です。
【与那国（久部良港)～石垣港】
※週２航海往復運航
（与那国発　水曜日・土曜日）
（石垣発　火曜日・金曜日）

前回同様に与那国町ホーム
ページ等での広報から各公民
館及び町観光協会への事業内
容与那国島への周知を図り、コ
ロナ化での初めとして、与那国
島マラソン大会を実施致しまし
た。　　今後も継続的に沖縄県
離島住民負担軽減事業の利用
促進に努めて参ります。

A

今期も前期同様に夏場の
台風から冬場の荒天による
欠航が多くありました。
又、船員、職員がコロナ感
染者の罹患、濃厚接触者に
よる船舶運航での欠航等も
ありましたが、臨時運航に
よりカバーし計画以上の運
航を実施することができま
した。

C

台風の影響もあって運航回数は、
計画を下回った。
旅客数計画が１６,５８４人に対し、
実績１９,０９０人で約１５．１１％増
加した。
貨物は計画６トンに対し、４．４トン
で約３６．３％減少した。

・島の魅力を発信したり、島の
イベント等を活用し、利用者の
増を図る。
　・費用の面では、船舶修繕費
の削減に務める。
・沖縄離島住民等コスト負担金
軽減事業を実施し、島民の利
用率向上を図る。

有限会社安栄観光
（石垣～波照間）

島民の生活物資の輸送や通院
など生活航路として石垣港～
波照間港を高速船は1日3便
(大型高速船は初便の最終便
の計2便)、フェリーは週3便
往復運航。

・竹富町のホームページ等や
切符売場(窓口)での広報等に
より、事業内容の周知が図ら
れ、沖縄離島住民コスト負担軽
減事業の利用促進に繋がっ
た。
・波照間航路分科会の開催に
より、関係機関との情報共有と
連携を図った。

Ｂ

　台風・荒天などの気象や
船体不具合の影響により運
航できない日があったが、
事業は概ね適切に実施さ
れた。
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