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　平成２３年１２月の教育長就任以来、「開かれた教育行政」を目指して邁進してま

いりました。教育行政を推進するに当たっては、常に仕事の質を高めていくことをモ

ットーに様々な教育課題の解決に向けて市民の教育に関する要望の的確な把握に努め

ながら主体的な教育行政を展開し、教育委員会の活性化を図ってまいります。

　宮古島市においては、少子高齢化、産業構造の変化や地方分権の推進、高度・多様

化する市民ニーズへの対応や教育を取り巻く環境の変化への対応が求められており、

市教育委員会としての教育の基本方針を明確にした中長期的な教育施策を示すため、

本年６月に「宮古島市教育ビジョン（教育振興基本計画）」を策定致しました。

　宮古島市総合計画における島づくりの基本理念や基本目標、沖縄県教育振興基本計

画の基本理念等を参酌し、「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」を宮古島市教育の基本理念とし、平

成２４年度から平成２８年度までの今後５年間の教育振興のための施策に関する基本

的な計画を定めております。

　学校教育、学校規模適正化、市民ニーズに対応した生涯学習の振興、各施設の整理

充実・文化財の保存・継承等様々な課題解決に向け、主体的な教育行政を展開してま

いります。

　この度、本市の平成２４年度の教育施策をまとめた「平成２４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、効果

的な教育振興へと繋げ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致します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１２年１０月　吉日

宮古島市教育委員会

教育長 川満 弘志

発 刊 に あ た っ て



　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２４年４月末現在の本市の人口は、５４，８１９人（平良３６，２９０人、城辺６，５８５

人、下地３，１０５人、上野３，０６７人、伊良部５，７７２人）で世帯数が２４，６２６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。

宮古島市の概況
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宮古島市の市木・市花等

○市木　ガジュマル

○市花　ブーゲンビレア

○市花木　デイゴ

○市鳥　サシバ

○市魚　タカサゴ【グルクン：方言名】

○市蝶　オオゴマダラ

○市貝　スイジガイ

　日本最大のチョウの一つ。羽を広げた時の大きさ
が６～８ｃｍある。えさとなるホウライカガミに
は、毒が含まれており、この毒が成虫になっても残
るため、敵に襲われる事は少ない。飛び方はゆるや
かで優雅。サナギは、「金のサナギ」でよく知られ
ている。

　６本の角があり、水の字に似た姿をしている。漢
字で書くと「水字貝」となる。魔よけや火難よけと
して利用するのは、沖縄の風習のひとつで、宮古で
も古くからスイジガイのツノを縄で結び豚舎の前に
吊したり、石垣や軒下につるしたりしている。

　常緑高木で、熱帯雨林では２０ｍもの大木にな
る。クワ科イチジク属。沖縄では、各島の低地、岸
壁面、樹上などにさまざまな形で生育する。老大木
にもなると、その特異な形状が神秘怪奇に見えるこ
とから神木霊木にもなる。昔の子どもたちは幹の白
い樹液を遊びに用いたりした。

　ブーゲンビレアは常緑のつる性植物。花は、赤、
青、黄、白と色彩豊か。色のついた部分は花びらで
はなく、葉の変形した苞（ほう）で本当の花は茎の
中にある筒状の部分。日当たりと水はけのよい場所
であれば、土質は特に選ばず、鉢栽培、生垣、フェ
ンスなどトレリス型仕立てなど作り方もいろいろ楽
しめる熱帯を代表する植物の１つ。

　春から初夏にかけて樹冠全体に咲く虹色の花。沖
縄三大名花とされ県花にも指定されている。公園や
街路樹としてよく栽培されている。この木を素材に
して、琉球漆器や各種工芸品にも使われている。

　秋に越冬のためにフィリピン方面へ渡るが、宮古
群島は昔からサシバの中継地として知られている。
北風の吹き出す「寒露」のころ（１０月８日前後）
にその風を利用して南下して来る。成鳥はカラスほ
どの大きさで目が黄色の鋭い顔つきをしている。体
はすこし赤みのあるかっ色で胸と腹にかっ色の横じ
まがある。昔は食料として、また子どもたちのおも
ちゃとして捕獲されていたが、現在は数が減り、国
際保護鳥に指定されている。

　色彩豊かな２５cm前後の美しい魚で、広く庶民に
親しまれ、熱帯性で沖縄からインド洋にかけて分
布。１年を通して漁獲され、本県の主要魚種である
こと、沖縄独特の追込網漁業で大部分が捕獲される
こと、沖縄では数少ない大衆魚として広く県民の食
卓に普及しており、かまぼこの原料にも利用されて
いる。さらに、沖縄の海を連想させる美しい色彩を
持っており、味もよいとされている。
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