
 

 

第23号 

  

特集 



 

 

 宮古島市全体における平成28

年度宮古島市一般会計予算は、 

１１％増の381億200万円となりまし

た。 

 そのうち、教育費は全体の7.1％

を占める26億8,900万円となっており3,400万円

の減となっています。 

減額の主な要因は文化ホール音響施設改修費

や狩俣小学校屋内運動場改築事業費によるもの

です。 

平成28年度予算は、学校施設改修事業、平良

学校給食共同調理場調理業務等民間委託費、幼

稚園預かり保育事業や魅力ある学校づくり推進

事業補助金などの教育関連予算、また、宮古島市

neo歴史文化ロード整備事業、市史編さん事業な

どの生涯学習関連予算が計上されています。 

～個性豊かな文化をはぐくみ、一人ひとりが輝く島づくり～ 



 

 

 

▼ 狩俣小学校屋内運動場改築事業 １億7,187万円 
安全で安心な教育環境の充実を推進するため、狩俣

小学校屋内運動場の改築工事を実施し、新規に整備

を図る。 

▼ 学校施設改修事業  1億224万円 

幼稚園・小学校・中学校施設等の危険箇所の修繕工事を行い、

安全安心な教育環境の充実を図る。 

▼ 平良学校給食共同調理場調理業務委託   6,272万円 
施設の老朽化や市全体の学校給食業務の合理化・効率化の観点か

ら、給食共同調理場の統廃合を進め、民間事業者の技術力や専門

性を活用し安心安全に、そして安定した運営を行うため、調理等業

務の民間委託を実施。 

▼ 小学校･中学校空調整備事業 5,500万円 
安心安全で快適な学習環境の充実を図るため、各小中学校

の特別教室への空調機器を設置し、また、普通教室への空調

機器設置に向けた調査を実施し、学習環境の改善を図る。 

▼ 各種開発等に係る発掘調査事業 633万円 
国庫補助対象に該当しない、民間による各種開発等に係る

記録保存目的発掘調査を実施する。 

○文化振興費(166万円) 〇宮古島市民総合文化祭事業（２１８万）  
〇市内遺跡発掘調査事業（1,440万円） 〇大和井土地買上事業
（200万円） 〇市埋蔵文化財公開活用事業（730万円） 〇市史編
さん事業（1,456万円）  
 

「宮古島らしさ」に特化した文化財を中心に、伝説と民話に彩

られたロマン溢れる散策コースを整備し、新たな観光資源と

して広く活用する。平成27年度はこれまでに構築した文化財

ＷＥＢ公開システムに伊良部地区等新たなコース等の情報を

追加。 

▼宮古島市neo歴史文化ロード整備事業 3,075万円 ▼ 自主文化事業マティダライブ（ダンス部門）  121万円 

学校教育にダンスが取り入れられ、宮古島でも小中高と

ダンスが活発化しつつあります。マティダ市民劇場は、児

童生徒の創造文化の振興を図るため、、沖縄本島４校、石

垣１校、宮古島の高校生をコラボしたライブを開催し、県内

トップレベルのダンス文化を振興していきます。 

▼台湾国際交流事業  65万円 
多感期にある青少年情操教育の１つとして、下地地区の

中学生と隣国の台湾台中の中学生が語学とそれぞれの

異文化に触れ交流をする。 

○板倉区児童交流事業(75万円) ○白川町海山交流事業(65
万円)  

○学校給食補助扶助費(3,581万円) ○宮古島市立幼稚園預かり保育事業(2,721万円) ○学びの基礎力育成支援事業(157万円) 
○スクールソーシャルワーカー活用事業(1,009万円) ○魅力ある学校づくり推進事業補助金(800万円) ○市立小中学校規模適正
化の推進(482万円) ○就学援助等事業(5,675万円) ○学力向上対策事業（1,277万円） 〇宮古島市次世代教育ICT整備事業（556
万円） 〇海外ホームステイ補助金（176万円）  

▼学校支援地域本部事業  302万円                     ▼放課後子ども教室事業  286万円                     

放課後や夏季休暇中に子ども達が安全・安心に活動できる
居場所を提供し、保護者や地域の方々の参画を得て勉強や
スポーツ、文化活動などの様々な体験学習ができる環境を
作ることで、地域住民と子ども達の積極的な交流活動を推
進します。 

学校職員や地域の大人が子どもと向き合う時間の確保、地域
の教育力の向上を図るため、地域住民がボランティアとして学
校支援活動ができる体制づくりを推し進め、学校を含めた地域
コミュニティの活性化を目指します。 

○みやこ少年少女合唱団補助事業(２３万円) 〇青少年健全育成 
事業（２８６万円） 

▼新図書館開館に向けての郷土資料購入  343万円                     

新図書館開館に向けての郷土資料購入計画の約６割を先行

購入する。 

▼図書館管理費  4,112万円                     

すべての市民が日常的に気軽に利用し、生涯学習及び課

題解決を支援する「諮問に役立つ図書館」を目指す。 

▼公民館管理運営事業  376万円                     
各公民館で講座や教室を開催するとともに、サークル活動

を推進し、生涯学習の充実を図る。 

○指導者養成事業(１３万円) 〇リーダーバンク事業（２７万円） 
〇生涯学習フェスティバル事業（５５万円） 〇成人式事業（２６万
円） 〇体育振興事業（１３６万円）   



 

 

  

 国際共通語である英語への関心を高め、その運用能力やチャレ

ンジ精神を培うことを目的に、平成28年２月5日(金)宮古合同庁

舎２階講堂にて「第25回全宮古中学校英語ストーリーテリングコン

テスト」が開催されました。 

 ２５回を迎える今大会では、多良間を含む宮古地区の各中学校

の代表生徒１５名による発表が行われ、最優秀賞に下地中学校２年

の友利まといさん、優秀賞に西城中学校１年の松川寿汰君、優良賞

に北中学校１年のグリーン・ニコラス潮音君が輝きました。 

 生徒たちは、この日のために練習を重ね高めてきた英語力を

発揮し、表情豊かに堂々と発表。流ちょうな英語や表現力で聴衆

を物語へと引き込みました。 

 この大会の上位３名の生徒は、７月上旬に開催される県大会へ

出場する予定です。 

国際共通語である英語への関心を高
め、その運用能力やチャレンジ精神
を培うことを目的に始められた事業
です。 
 

参加校：宮古島市立全中学校 
    多良間村立中学校 

 ３月１５日（火）宮古島市中央公民館にて平成27年度後期(第15期）研究教員と適応指導教室（まてぃ

だ教室）指導教員による研究成果報告会が開催され、多くの教育関係者が参加しました。 

 はじめに、下里道代教諭（佐良浜小）が「思考を深める道徳授業づくり」の研究テーマで、平成30年

から教科化される道徳の授業づくりについて、発問の工夫を通した授業改善への取り組みの成果を

発表しました。次に、平良覚教諭（池間中）が「科学的な思考力の育成を図る理科学習指導の工夫・改

善」の研究テーマで、次期学習指導要領でキーワードのひとつとなるｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞの考え方を生か

したPISA型「読解力」の向上に取り組むことを通して理科の授業改善を行った成果を報告しました。最

後にまてぃだ教室の濱川貴美子教諭の実践報告では、不登校児が自己肯定感を高められるよう

様々な取り組みを各関係機関や生徒の原籍校との連携についての事例報告がなされました。 

 宮國博教育長からは、「琉球大学の上地教授や吉田准教授の支援を受けて取り組まれてきた研究

員の研究成果が、今後各学校現場で共有され、宮古島市全体で生かされていくことを期待します。」

との激励の言葉をいただきました。 

 

下里 道代 教諭 平良 覚 教諭 濱川 貴美子 教諭 



 

 

 

ニパニ☆スクール パ 
市内小中学校で児童・生徒が元気に取り組んでいる様々なユニークな活動や
取組を紹介するコーナーです。今回は東小をご紹介します。 

 文化・スポーツ面で優秀な成績を収めた児童生徒が結果報告のため教育長室を訪れまし
た。その輝かしい成績と結果を紹介します。 

 

  

 

 

 

 レク大会で行うゲームは、東小オリジナルゲーム「戦国ジャンケンポン」です。 
 これまで東小の「ひ」・「が」・「し」の文字が完成し、その都度レク大会を行いました。現在はひらが
なより完成が難しい漢字の「東」を花で埋め尽くすことを目指して児童達は頑張っています！ 

 本校では、３年前から全校児童で「脚下照顧：みんなで心の花を咲かせよう」という活動に取り組ん
でいます。脚下照顧（きゃっかしょうこ）とは、元々は禅の語ですが、簡単に言えば、「足下を照らし、己
の心を顧みる」という意味です。 

 「毎朝、玄関やトイレのはき物をそろえることにより、自分自身の足下から基本的な生活習慣（生命
尊重、健康・安全、規則正しい生活、規範意識、礼儀作法等）を整える意欲と態度を育てる」「全校児童
が一斉に同じことに取り組み、成し遂げたときの喜びや楽しさを体感・共有させる」ことをねらいとし
ています。 

全流音楽祭 
  ６年２組 

 対馬丸平和賞受賞 

 九州アンサンブルコンテスト 

  金管５重奏銀賞受賞 

県新人卓球選手権 

団体戦優勝 

県吹奏楽 

アンサンブルコンテスト 

 金賞受賞 

第34回全国都道府県対抗駅伝競走大会 

 中学生区間選抜 
   仲地楓華さん(福嶺中学校3年) 

 友利怜央さん（北中学校3年） 
  大島卓也さん（久松中学校3年） 

 

第62回全国少年新春書道展 

特選 
 来間ひなたさん（南小学校２年）  

 古堅彩佳さん（久松小学校４年） 

 平良優佳さん（久松小学校6年）  

 新里紀佳さん（平良中学校１年） 

入選 
  儀保よしかさん（平良第一小学校1年）  

 海鳥かなたさん（南小学校２年） 

 砂川七海さん（西城小学校4年）  

 濱元みずきさん（城辺小学校4年） 
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 昨年10月に結成された大人の演劇集団「劇団ぴん座」の旗揚げ公
演「愛だら、ピンザ！！」が3月6日(日)にマティダ市民劇場で行われ
ました。 

 物語は、ヤギ汁の大好きな主人公の徳良が、盗まれたヤギが入っ
ていたことを知らずにヤギ汁を食べてしまったことから始まります。
宮古方言独特のイントネーションや急展開する舞台、そして感動のラ
ストに、満員の客席は笑いと涙で溢れました。また、公演の第1部では
方言大会で市長賞を受賞した長間三夫さん、セリック・ケナンさんに
よる漫談や、パンダル５０ccによるコントライブが行われました。 

 公演を鑑賞した女性は、「宮古島にもこういう素晴らしい劇団があ
るということに感動した。観終わった後は涙がでました」と感想を述
べていました。 

 新しい島の文化が創造されていくことに今後期待していきたいと
思います。 
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 平良図書館では、１月30日（土）に「節分まつり」を行いました。 

 「節分まつり」は、季節の行事をとおして図書館に慣れ親しんでもらい、図書館利用
を促すことを目的として実施されました。 

 カラフルな鬼による歌のパペット「おにのパンツ」で節分まつりがスタート！ 

 そのあと、すばなし「だんごどっこいしょ」、紙芝居「おにはーそと！」、エプロンシア
ター「こぶとりじいさん」と演目が続きます。紙芝居では、子ども達もいっしょに「おに
はーそと！」と元気よく声を出して鬼を退治していました。 

 当日は雨のため残念ながら豆まきは中止となりましたが、赤鬼と青鬼が登場し踊り
を披露。参加者を楽しませてくれました。 

 宮古島市の教育を語る市民大会が２月２１日（日）にマティダ市民劇場で開催されました。 

 模範生徒・教育功労者の表彰をはじめ、実践報告では学力

向上の成果と課題が報告されました。また、今年度は、市制
施行１０周年記念事業として、基調講演に陸上競技の短距離
種目で日本人初の世界大会メダリストとなり、数少ないプロ

の陸上選手として活動された、為末大氏を講師に迎え「挑戦
する心を育てる」をテーマに基調講演を行い、引き続き、小
中学生を交えフリートークを行い好評をはくしました。 

【日 時】 平成28年５月１日（日） 午前９時～正午 

【場 所】 総合博物館研修室、大野山林 ※日時は変更する場合があります。 お問合せ ： 総合博物館 ７３-０５６７ 

 市総合博物館では、３月６日（日）に午前９時から正午の日程で、第6回子ども博物館
講座「博物館探検！」を実施しました。 

 子ども達は、博物館の役割について説明を聞いたあと、普段は職員しか入れない
部屋を見学しました。 

 その後ミッションとして展示品探しを行い、それらをスケッチして台帳作りをしまし
た。「普段入ることが出来ない部屋を見れたし、展示品探しや台帳を書くことが出来
てとても楽しかった」、「クジャクのはくせいがすごかった」等の感想が寄せられまし
た。 

 この日は閉講式も行われ、修了証書授与、皆勤賞授与、写真撮影をして平成２７年度
子ども博物館講座を全て修了しました。 

 全6回を通して、「第１回講座の石巻落とし漁が心に残っている」、「また参加したい」
等の感想がありました。 

 子ども博物館をとおして、自分たちのルーツ（生まれや出身地）に、より関心を持っ
てもらえれば嬉しいです。 

 平成２８年３月２３日（水）、平成２７年度の第４回スポーツ推進審議会が市陸上競技場
会議室で行われました。 

 この会は、宮古島市のスポーツの推進に関する重要事項を調査審議するためのも
ので、平成27年７月には、本市のスポーツ振興の基本的な方針を定めた「宮古島市ス

ポーツ推進計画」を策定しています。 

 会では、平成27年度の事業報告と平成28年度の施設利用計画の説明と、「スポーツ

推進計画」の進行を管理していく方法が審議されました。 

 委員は活発に議論を交わし、体育施設利用状況の改善や、スポーツ推進計画の進

め方などについて確認しました。 

平成28年４月よりスポーツ少年団の登録が開始されます。今年度よりインターネットによる登録手続きになりますので登
録を希望する団体は、スポーツ少年団登録システム（http://jjsa-entry.jp/）より登録して頂きますよう宜しくお願いしま
す。お問合せは市民スポーツ課（73－4469）まで。 



 

 

 

 第10回教育委員会定例会（１月28日）、第11回定例

会（2月25日）が開催されました。 

 第10回定例会では、下地玄信育英基金条例の議案

提出依頼、市立学校職員に係る教職員評価システム

苦情対応規程の一部を改正する訓令等について提

案・審議され、全会一致で可決となりました。 

 第11回定例会では、学校給食共同調理業務等民間

委託基本方針及び業者選定委員会設置要綱、預かり

保育実施要綱の一部を改正する告示等が提案・審議

され、全会一致で可決となりました。 

 調理業務の民間委託については、今後、調理業務

を安全に・安心に運営していくには、民間業者の技術

力や専門性を活用していく必要があるとして事務局

より提案されました。 

 また第８回臨時会（3月19日）では、伊良部島小中一

貫校の設置に係る候補地選定について提案され、用

地選定委員会の審議結果を踏まえ、敷地面積や標高

などを考慮し、佐良浜中学校用地を候補地として決

定しました。 

 

 子育てや学校生活で悩んでいませんか？ 

教育研究所では、学校や家庭で悩みがある児童・生徒、その保護者、

または学校職員や教育関係者の相談・支援をいたします。 

 教 育 相 談 室      ７７ー４９５５    

※相談等で話したことが、外部にもれることはありません。 

【受 付】 月～金曜日（祝祭日除く）午前８時30分～午後4時30分 

【所在地】 下地字上地472ｰ39 下地庁舎内 

    ※来所相談・訪問相談も可能です。（要連絡） 

 

H28.４.１ 現在 

第32回トライアスロン宮古島関連 

宮古地区高等学校陸上競技選手権大会 

第32回全国小学生陸上競技大会宮古予選 

4/1(金)から 

 28(木)まで 

4/30(土) 

5/8(日) 

※ 施設使用の詳細は、市民スポーツ課までお問い合わせ下さい。 

市民スポーツ課 ☎７３－４４６９ （月曜休み） 

第３2回トライアスロン宮古島関連 

第43回バスケ協会設立記念大会 

第36回学生シングルスバドミントン大会 

第18回宮古毎日新聞杯卓球大会 

小学生バレーボール連盟 

教職員バレーボール大会 

第39回総合ダブルスバドミントン大会 

第36回中体連夏季総体卓球競技 

第6回ぱにぱにラージボール大会 

4/1(金)から 

 28(木)まで 

4/23(土)・24(日) 

5/1(日) 

5/8(日) 

5/15(日) 

5/21(土) 

5/22(日) 

5/28(土) 

5/29(日) 

平成28年度 

宮古島市奨学生を募集します 

 宮古島市奨学資金貸与条例に基づいて、平成２8年度宮古

島市奨学生を募集します。      

市内に居住する者の子弟で、学業優秀かつ

学資の支弁が困難と認められる県内・県外の

大学生(短期大学含む)及び高等専門学校

(4・５年課程)、専修学校の専門課程(修学年

限２年以上)の学生。 

※他団体との重複貸付は認められません。 

若干名 

当該学校における正規の終業期間 

【県内】月額２万円 【県外】月額３万円 

※毎月・半年払いのいずれか選択 

平成28年5月9日(月)～5月２4日(火) 

募集 

【申込み・問い合わせ】 教育総務課(城辺庁舎)☎７７－４９４２ 

上から下へ、左から右へ、それぞれ２字の単語
になるように、中央の□の中に入る漢字を考
えましょう。  

 友  

犯  情 

 間  

 夕  

給  料 

 事  

式が成り立つように、＋、－、×、÷のいずれ
かを□に入れてください。 

行事予定 

○第12回博物館講座「野草の観察会と野草採集」 

 5月1日（日）/総合博物館研修室・大野山林 

〇おはなしたまてばこ・おはなし会 

 平良図書館/毎週土曜日（4/30休み） 

 城辺図書館/4月3日（日）･23日（土）･5月1日（日）･21日（土） 


