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宮古島市の頭文字である平仮名の「み」をモチーフに

宮古島市民が未来へ飛躍する様子を、美しい海や空、

緑の大地、太陽をイメージしてデザインしている。
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宮古島市教育委員会

教育長 宮國 博

宮古島市は、平成17年10月1日に旧5市町村で合併し、今年で10周年を迎

えます。

これまで宮古島市総合計画における「個性豊かな文化をはぐくみ、一人

ひとりが輝く島」の基本目標のもと、学校教育の充実、青少年の健全育成、

生涯学習・生涯スポーツの充実、文化財の保護・活用等教育の振興を図っ

てまいりました。

本市教育委員会では、平成24年度に策定しました教育振興基本計画にお

ける基本理念「郷土の自然と文化に誇りを持ち、心豊かで創造性・社会性

・国際性に富む人材の育成と生涯学習の振興」のもと、学校教育、社会教

育等各分野における施策を推進してまいります。

学校教育については、確かな学力の育成、幼稚園教育の充実等の施策を

進めるため、「学力向上推進事業」、「魅力ある学校づくり推進事業」等を

実施します。また、昨年度より下地・鏡原幼稚園を実証モデル園としてス

タートした市立幼稚園預かり保育事業については、今年度より全園児を対

象に実施しております。

学校規模適正化については、今年度より宮原小学校を鏡原小学校に統合

しており、また、伊良部地区における小中一貫教育校結の橋学園について

も、今後も積極的な取組みを展開し平成29年度の開校を目指し教育環境の

整備を図ってまいります。

社会教育・生涯学習については、学校教育・社会教育・家庭教育の相互

の連携を図りつつ、市民の学習ニーズに応じた生涯各期における多様な学

習機会を提供するとともに、社会教育施設、設備の充実や社会教育指導者

の養成・確保等、社会教育活動の充実、生涯学習や生涯スポーツの振興を

図ってまいります。

この度、本市の平成２７年度の教育施策をまとめた「平成２７年度宮古

島市の教育」を発刊しました。これを機に、多くの皆様から教育行政への

助言・提言を頂き、さらに効果的な教育施策を展開し教育振興へと繋げて

いきたいと考えております。

今後とも、市民各位並びに関係機関の更なるご支援・ご協力を頂きます

ようお願い申し上げ、発刊にあたってのあいさつといたします。

２０１５年８月 吉日
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　宮古諸島は、北東から南西へ弓状に連なる琉球孤のほぼ中間にあって、北緯２４度から２５度、

東経１２５度から１２６度を結ぶ網目の中に位置しており、沖縄本島(那覇)の南西約２９０キロ

メートル、石垣島の東北東約１３３キロメートルの距離にあります。

　また、大きな河川もなく、生活用水等のほとんどを地下水に頼っています。

　本市の面積は２０４．５平方キロメートルで、大小６つの島々（宮古島、池間島、大神島、伊

良部島、下地島、来間島）からなり、その中でも宮古島が最も大きく、総面積の約７８％を占め、

宮古群島の中心をなしています。

　平坦な地形は農耕に適し、総面積の５２％が耕地面積です。

　気候は亜熱帯海洋性気候に属し、年平均気温は２３．６℃、降水量の平年値は２，０２１mmで

１年を通して寒暖の差が少ない穏やかな気候です。

　平成２７年４月末現在の本市の人口は、５４，４２１人（平良３６，７６１人、城辺６，２２５　　　　　

人、下地３，０６６人、上野２，９９２人、伊良部５，３３７人）で世帯数が２５，３２４世帯

となっています。

　第１次産業が主で、特産品としては黒糖、泡盛、もずく、海ぶどう、マンゴーなどがあります。
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