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　この八重山要覧は、令和２年３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
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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
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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
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(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30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～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 (18)平成29
年度実績　(19)平成30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30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21年度～平成30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30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30年度


