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１ 宮古市教育委員会の事務に関する点検・評価について 

 

 （１）趣旨 

   本報告書は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、平成２９年度

に宮古市教育委員会が取り組んだ事務の管理及び執行状況について点検・評価し、課題

や取り組みの方向を明らかにするものです。 

点検・評価については、その結果を市議会に提出するとともに、市民に公表し効果的

で開かれた教育行政の推進を図ります。 

  

（２）点検・評価の対象 

  宮古市総合計画では、教育に関する基本施策として「個性を生かし未来を拓くひとづ

くり」を掲げており、これを推進する施策を「生涯学習の推進」、「学校教育の充実」、「ス

ポーツ・レクリエーションの振興」、「文化の振興」としています。 

   また、「個性を生かし未来を拓くひとづくり」を推進するための教育行政における具

体的施策を示した「宮古市教育振興基本計画（平成２７年３月策定）」においても同様

の施策の体系としています。 

  本報告書では、教育委員会の活動状況及び「宮古市教育振興基本計画」に基づき実施

した主な事務事業の執行状況を点検評価の対象としています。 

 

 （３）点検・評価の方法 

   平成２９年度の主要な事務事業を教育委員会内部で点検・評価を行ったうえで、教育

に関し学識経験を有する２名の方から外部の視点によるご意見を伺いました。 

 

 

 

参考 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）（抜粋） 

 （教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第２６条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定により教育長に

委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第３項の規定により事務局職員等

に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、

その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければなら

ない。  

２  教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有す

る者の知見の活用を図るものとする。 

 

 

 

 

 



2 

 

 ２ 教育委員会の活動状況について 

 

（１）教育委員会について 

   教育委員会は、創造的で人間性豊かな人材を育成するため、生涯学習、学校その他の

教育機関の設置・管理、学校教育、社会教育、スポーツ及び文化等の教育行政を一体的

に推進する、市長からは独立した合議制の執行機関です。 

       

（２）教育委員会の組織 

宮古市教育委員会は、教育長と４人の教育委員で組織されています。 

教育長及び教育委員は、人格が高潔で、教育、学術及び文化等に関して識見を有する

者から市長が市議会の同意を得て任命します。 

教育長の任期は３年、教育委員の任期は４年で、再任されることもあります。 

教育長は、教育委員会の会議を主宰し、教育委員会を代表します。 

また、教育委員会の権限に属するすべての事務をつかさどり、事務を統括し、所属の

職員を指揮監督します。 

 

 

                     

                    総務課・給食センター 

            事務局 

            教育機関等 

                    学校教育課・こども発達支援センター※ 

                    小中学校・教育研究所 

教育委員会    教育長   教育部長      

              生涯学習課・公民館・生涯学習センター 

            

                    文化課・崎山貝塚縄文の森ミュージアム・ 

北上山地民俗資料館 

  

 

   

 ※こども発達支援センターは、平成３０年度から、保健福祉部こども課に移管 
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（３）教育委員会委員の構成 

                   （平成３０年８月３０日 ～ 現在） 

職   名 
委員としての任期 

教 育 長 任 期 

（教育長職務代理者任期） 氏   名 

教 育 長 

伊 藤 晃 二 
― 

平成29年 8月 30日から 

平成32年 8月 29日まで 

教育長職務代理者 

荒 谷 榮 子 

平成25年 8月 30日から 

平成33年 8月 29日まで 

平成29年8月 30日から 

次の職務代理者が指名されるまで 

委 員 

橋 本 美 紀 

平成27年 8月 30日から 

平成31年 8月 29日まで 
― 

委    員 

平 井 亮 吉 

平成28年 8月 30日から 

平成32年 8月 29日まで 
― 

委    員 

杉 本 裕 樹 

 平成30年8月 30日から 

 平成34年8月 29日まで 
― 

 

 

 ≪ 参 考 ≫                 （平成２９年８月３０日～平成３０年８月２９日） 

職   名 
委員としての任期 

教 育 長 任 期 

(教育長職務代理者任期) 氏   名 

教 育 長 

伊 藤 晃 二 
― 

平成29年 8月 30日から 

平成32年 8月 29日まで 

教育長職務代理者 

荒 谷 榮 子 

平成25年 8月 30日から 

平成33年 8月 29日まで 

平成29年 8月 30日から 

次の職務代理者が指名されるまで 

委 員 

佐々木 敏 美 

平成22年 4月 1日から 

平成30年 8月 29日まで 
― 

委 員 

橋 本 美 紀 

平成27年 8月 30日から 

平成31年 8月 29日まで 
― 

委 員 

平 井 亮 吉 

平成28年 8月 30日から 

平成32年 8月 29日まで 
― 

 

 

（４）総合教育会議の開催状況及び審議内容 

  総合教育会議は、市長と教育委員会が十分な意思疎通を図り、より一層民意を反映した

教育行政を推進するため、平成２７年度から設置しています。 

平成２９年度は、１回開催し協議内容は次項のとおりでした。総合教育会議は全て公開

で開催しました。 
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会議名／期日 会場 承認／協議 件  名 

第１回総合教

育会議 

１１月２２日 

本庁舎６階

市議会第一

委員会室 

協議事項（1） 学力向上の取り組みについて 

協議事項（2） 宮古・室蘭フェリー就航に向けた教育の振興について 

 

 

（５）教育委員会会議の開催状況及び審議内容 

  教育委員会会議は、原則として毎月１回「定例会」を開催し、その他必要の都度「臨時

会」を開催しています。 

平成２９年度は、定例会１２回、臨時会３回の計１５回を開催し、審議内容は下記のと

おりでした。教育委員会人事案件を除く全ての教育委員会会議を公開で開催しました。 

 

 

会議名／期日 会場 議案／報告 件  名 議決要旨 

４月定例会 

４月２５日 

 

委員会室 

議案第１号 

個人演説会の開催のための設備の程度及び

納付すべき費用の額を定めた告示の一部を

改正する告示 

原案可決 

議案第２号 

宮古市教育委員会安全衛生管理規程の一部

を改正する訓令の臨時専決処理に関し承認

を求めることについて 

原案可決 

議案第３号 
宮古市教育支援委員会委員の任命の臨時専

決処理に関し承認を求めることについて 
原案可決 

議案第４号 

宮古市北上山地民俗資料館運営委員の任命

の臨時専決処理に関し承認を求めることに

ついて 

原案可決 

報告第１号 
宮古市教育振興基金審査委員会委員の任命

について 
承 認 

報告第２号 
宮古市奨学生選考委員会委員の任命につい

て 
承 認 

報告第３号 宮古市スポーツ推進委員の任命について 承 認 

報告第４号 
宮古市野外活動センター運営協議会委員に

ついて 
承 認 

報告第５号 
平成２８年度第３回宮古市社会教育委員会

議の会議結果について 
承 認 
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会議名／期日 会場 議案／報告 件  名 議決要旨 

５月定例会 

５月２２日 
委員会室 

議案第５号 

平成２９年度宮古市一般会計補正予算（第１

号・教育関連予算）に関する臨時専決処理に

関し承認を求めることについて 

原案可決 

議案第６号 
宮古市社会教育委員の解任及び任命の臨時

専決処理に関し承認を求めることについて 
原案可決 

議案第７号 

宮古市スポーツ推進審議会委員の解任及び

任命の臨時専決処理に関し承認を求めるこ

とについて 

原案可決 

６月定例会 

６月２７日 
委員会室 

議案第８号 
宮古市立学校給食共同調理場管理運営規則

の一部を改正する規則について 
原案可決 

報告第１号 
宮古市奨学生選考委員会委員の任命につい

て 
承 認 

７月定例会 

７月２６日 
委員会室 

議案第９号 
宮古市教育長職務代理者の事務委任規則に

ついて 
原案可決 

報告第１号 
平成２９年度第１回宮古市社会教育委員会

議の会議結果について 
承 認 

報告第２号 公用車の事故に関する専決処分について 承 認 

８月定例会 

８月２５日 
委員会室 

議案第１０号 

平成３０年度使用教科用図書の採択に関し

議決を求めることについて（検定教科書及び

著作教科書、附則第９条教科書） 

原案可決 

議案第１１号 
宮古市文化財保護審議会委員の任命に関し

議決を求めることについて 
原案可決 

議案第１２号 

宮古市崎山貝塚縄文の森ミュージアム運営

協議会委員の任命に関し議決を求めること

について 

原案可決 

議案第１３号 
宮古市立小・中学校適正配置実施計画の策定

について 
原案可決 

議案第１４号 
宮古市立図書館長の解任及び任命の臨時専

決処理に関し承認を求めることについて 
原案可決 

報告第１号 
平成２９年度第１回宮古市北上山地民俗資

料館運営委員会の会議結果について 
承 認 

８月臨時会 

８月３０日 
委員会室  宮古市教育長職務代理者の指名について  
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会議名／期日 会場 議案／報告 件  名 議決要旨 

９月定例会 

９月２１日 
委員会室 

議案第１５号 

平成２９年度宮古市一般会計補正予算（第４

号・教育関連予算）に関する臨時専決処理に

関し承認を求めることについて 

原案可決 

議案第１６号 
教育財産の用途廃止について（重茂小学校

（屋体）・付属棟） 
原案可決 

議案第１７号 
教育財産の用途廃止について（第二中学校仮

設グラウンド） 
原案可決 

議案第１８号 
宮古市社会教育委員の任命の臨時専決処理

に関し承認を求めることについて 
原案可決 

議案第１９号 
宮古市公民館運営審議会委員の任命の臨時

専決処理に関し承認を求めることについて 
原案可決 

議案第２０号 
宮古市立図書館協議会委員の任命の臨時専

決処理に関し承認を求めることについて 
原案可決 

議案第２１号 

宮古市スポーツ推進審議会委員の任命の臨

時専決処理に関し承認を求めることについ

て 

原案可決 

議案第２２号 

宮古市崎山貝塚縄文の森ミュージアム運営

協議会委員の任命の臨時専決処理に関し承

認を求めることについて 

原案可決 

１０月定例会 

１０月２４日 
委員会室 

議案第２３号 
宮古市教育研究所設置条例の一部改正につ

いて 
原案可決 

報告第１号 公の施設の指定管理者の指定について 承 認 

報告第２号 
教育委員会事務局職員等の人事異動につい

て 
承 認 

報告第３号 
平成２９年度第１回宮古市文化財保護審議

会の会議結果について 
承 認 

１１月定例会 

１１月１７日 
委員会室 報告第１号 

平成２９年度第１回宮古市崎山貝塚縄文の

森ミュージアム運営協議会の会議結果につ

いて 

承 認 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

会議名／期日 会場 議案／報告 件  名 議決要旨 

１２月定例会 

１２月２２日 

本庁舎４階

特別会議室 

議案第２４号 

平成２９年度宮古市一般会計補正予算（第６

号・教育関連予算）に関する臨時専決処理に

関し承認を求めることについて 

原案可決 

議案第２５号 
宮古市立小中学校管理運営規則の一部を改

正する規則 
原案可決 

議案第２６号 
平成２９年度宮古市教育委員会の点検評価

結果について 
原案可決 

議案第２７号 
崎山公民館長の解任及び任命に関し議決を

求めることについて 
原案可決 

報告第１号 
平成２９年１２月宮古市議会定例会一般質

問に係る答弁について 
承 認 

報告第２号 
就学援助 新入学児童生徒学用品費の入学

前支給について 
承 認 

報告第３号 
平成２９年度第１回宮古市立図書館協議会

の会議結果について 
承 認 

報告第４号 
平成２９年度第１回宮古市スポーツ推進審

議会の会議結果について 
承 認 

報告第５号 平成３０年宮古市成人式実施要項について 承 認 

１月定例会 

１月２２日 
委員会室 

議案第２８号 

平成２９年度宮古市一般会計補正予算（第７

号・教育関連予算）に関する臨時専決処理に

関し承認を求めることについて 

原案可決 

議案第２９号 

崎山貝塚縄文の森ミュージアム運営協議会

委員の解任及び任命に関し議決を求めるこ

とについて 

原案可決 

報告第１号 平成３０年宮古市成人式の結果について 承 認 

２月定例会 

２月１４日 
委員会室 

議案第３０号 
平成３０年度宮古市一般会計予算（教育関連

予算）に関し議決を求めることについて 
原案可決 

議案第３１号 
宮古市立学校職員の服務規程の一部を改正

する訓令 
原案可決 

報告第１号 平成３０年度宮古市教育行政方針について 承 認 

報告第２号 
平成３０年度宮古市教育行政施策の方針と

重点について 
承 認 
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会議名／期日 会場 議案／報告 件  名 議決要旨 

２月定例会 

２月１４日 
委員会室 

報告第３号 
宮古市奨学資金貸付条例施行規則の一部を

改正する規則について 
承 認 

報告第４号 田老第三小学校の統廃合について 承 認 

３月臨時会 

３月２日 
委員会室 議案第３２号 

平成３０年度宮古市立小・中学校長等の人事

の内申に関し議決を求めることについて 
原案可決 

３月臨時会 

３月２０日 

本庁舎６階

第一委員会

室 

議案第３３号 
教育委員会事務局職員等の人事異動に関し

議決を求めることについて 
原案可決 

３月定例会 

３月２３日 
委員会室 

議案第３４号 

平成２９年度宮古市一般会計補正予算（第８

号・教育関連予算）に関する臨時専決処理に

関し承認を求めることについて 

原案可決 

議案第３５号 
宮古市教育委員会行政組織規則の一部を改

正する規則 
原案可決 

議案第３６号 
宮古市教育委員会公印規程の一部を改正す

る訓令 
原案可決 

議案第３７号 
教育財産の用途廃止について（宮古小学校給

食室） 
原案可決 

議案第３８号 
教育財産の用途廃止について（川井中学校教

員住宅・川井中学校教員住宅敷地） 
原案可決 

報告第１号 
平成３０年３月宮古市議会定例会一般質問

に係る答弁について 
承 認 

報告第２号 宮古市いじめ防止基本方針の改訂について 承 認 

報告第３号 
小中学校のための危機管理マニュアルの項

目の追加について 
承 認 

報告第４号 
平成２９年度第２回宮古市文化財保護審議

会の会議結果について 
承 認 

報告第５号 
平成２９年度第２回宮古市立図書館協議会

の会議結果について 
承 認 
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（６）教育委員会に係る条例改正及び規則改正等について   

平成２９年度における教育委員会に係る条例改正及び教育委員会会議で審議された教育委

員会規則等の改正は、次のとおりです。 

 

≪条例改正≫ 

会議名／期日 会場 議案／報告 件  名 議決要旨 

１０月定例会 

１０月２４日 
委員会室 議案第２３号 

宮古市教育研究所設置条例（議案第２３号「宮

古市教育研究所設置条例の一部改正につい

て」に関連して議決） 

原案可決 

 

≪規則改正等≫ 

会議名／期日 会場 議案／報告 件  名 議決要旨 

４月定例会 

４月２５日 
委員会室 議案第２号 

宮古市教育委員会安全衛生管理規程の一部

を改正する訓令の臨時専決処理に関し承認

を求めることについて 

原案可決 

６月定例会 

６月２７日 
委員会室 議案第８号 

宮古市立学校給食共同調理場管理運営規則

の一部を改正する規則について 
原案可決 

７月定例会 

７月２６日 
委員会室 議案第９号 

宮古市教育長職務代理者の事務委任規則に

ついて 
原案可決 

１２月定例会 

１２月２２日 

本庁舎４階

特別会議室 
議案第２５号 

宮古市立小中学校管理運営規則の一部を改

正する規則 
原案可決 

２月定例会 

２月１４日 
委員会室 議案第３１号 

宮古市立学校職員の服務規程の一部を改正

する訓令 
原案可決 

３月定例会 

３月２３日 
委員会室 

議案第３５号 
宮古市教育委員会行政組織規則の一部を改

正する規則 
原案可決 

議案第３６号 
宮古市教育委員会公印規程の一部を改正す

る訓令 
原案可決 
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３ 施策別の主要事務の点検、評価 

 

 ア 生涯学習の推進                  ※事業費は、千円未満四捨五入 

事務事業名 社会教育一般事業 

事 業 費 ３４，０３９千円 

事業目的と 

概要 

社会教育の推進を図るため、社会教育委員会議を３回開催し、社会教育行政

の推進を図った。 

社会教育指導員を引き続き１名配置し、社会教育の振興を図った。 

成果と課題 

社会教育委員会議では、事業視察を行うことで、事業への理解を深めていた

だくとともに、社会教育、文化振興、体育振興など生涯学習全般に関して、審

議・助言をいただき、事業運営に反映させることができた。 

 社会教育指導員については、乳幼児期家庭教育学級やブックスタート事業の

企画・運営を実施するなど、乳幼児の子育てに関する学習支援を中心に社会教

育事業を実施することができた。 

 

 

事務事業名 地区センター等管理運営事業（震災対応分含む） 

事 業 費 ４５，６２３千円 

事業目的と 

概要 

地域住民の集会などの公共的な利用に供するため、指定管理者制度により、

地区センターの効率的・効果的な管理運営を行った。（地区センター９施設） 

成果と課題 

 東日本大震災により被災した高浜地区センターは、災害復旧工事が終了し、

高浜地区センター運営委員会の指定管理により管理運営を再開した。 

同じく被災した堀内地区センターは、仮設プレハブを借上げて管理運営して

いたが、災害復旧工事の実施設計及び工事に着手し、仮設プレハブの撤去を行

った。 

 引き続き効率的、効果的な地区センターの管理運営に努めていく。 

 

 

事務事業名 八木沢地区センター整備事業 

事 業 費 ３，３６３千円 

事業目的と 

概要 

八木沢地区センターの移転新築工事及び既存センターの解体工事の実施設

計を行った。 

成果と課題 

 現在の八木沢地区センターは、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域

の指定範囲に入っており、地区からも移転新築に関する請願が出されていたも

のである。 

震災後、被災した社会施設等の復旧が優先されていたが、市営住宅八木沢団

地住宅９号棟跡地を移転場所と定め、両工事の実施設計に着手することができ

た。 
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事務事業名 生涯学習推進体制整備事業 

事 業 費 ２４１千円 

事業目的と 

概要 

 生涯学習を推進する環境づくりのため、関連情報を広く発信するとともに、

生涯学習の指導者や各種ボランティアを育成し、推進体制の充実を図った。 

成果と課題 

情報誌（みやこ市民カレッジニュース）を毎月６７０部発行し、生涯学習関

連事業を効果的に情報提供ができた。 

生涯学習リーダーバンクは、登録者・団体を更新（１０２人、５４団体→８

６人、４１団体）し、登録者数は減少したものの、まなびガイドの最新版とし

て周知することができた（３５０部発行）。 

生涯学習ボランティアは、読書ボランティア研修会の実施や呼びかけにより

新規登録もあったが全体として登録者は減少した（４７人→４５人）。さらな

るボランティアの募集や研修、活躍の場の確保が必要である。 

生涯学習推進体制については、市全体で総合的に推進するため、体制等につ

いて見直し等も含めて検討を進める必要がある。 

 

 

事務事業名 家庭教育支援事業 

事 業 費 ３，３６４千円 

事業目的と 

概要 

 家庭、地域の教育力の向上を図るため、子育て等に関する知識について学習

する機会を提供した。また、ＰＴＡ等のグループが行った家庭教育に関する事

業について、その活動を支援した。 

 ブックスタート事業を実施し、乳幼児期から読書に親しむ環境の充実を図っ

た。 

成果と課題 

幼稚園や保育所、小中学校で実施した家庭教育学級の参加者（１，９１２人

→１，６５４人）、市が主催した家庭教育学級中央講座の参加者（１，９０７

人→１，８１４人）ともに、前年度から減少した。少子化により対象者の減少

があるものの、周知活動を強化し、参加者の増加に努める必要がある。 

おはなし会等の読書推進活動の参加者についても、前年度の１，２０４人か

ら１，１８６人にわずかに減少した。 

家庭教育学級の実施回数及び参加者の増加を目指し、事業へ対する理解を深

めるために、ニーズに沿った学習内容を提案し、広く周知していく必要がある。 
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事務事業名 地域コミュニティ再生支援事業（震災対応分） 

事 業 費 ２，４２３千円 

事業目的と 

概要 

 地域の方の参画を得て、子どもたちの安心・安全な居場所を確保する放課後

子ども教室推進事業を実施した。 

地域の教育力を学校教育に活かし、地域ぐるみで子どもの学びを支援する学

校支援地域本部事業を実施した。 

成果と課題 

川井小学校において、放課後子ども教室を設置し、子どもたちの安心・安全

な場所を提供することができた。関係者へのアンケート結果によると、参加児

童、保護者、学校、安全管理員の放課後子ども教室への肯定的回答が目標とす

る８０％を下回る７０．６％となった。 

原因としては、児童、保護者、学校の満足度は高かったものの、安全管理員

との事業へ対する共通認識が図られていなかったことから、安全管理員の満足

度が低くなったものと考察できる。改めて事業の目的等、関係者の認識を共有

し、実施していく必要がある。 

学校支援地域本部は、山口小学校、津軽石小学校、新里小学校、宮古西中学

校の４校において設置・運営され、学校と地域の連携を深めることができた。 

アンケート結果によると、子ども、学校の肯定的回答はおおむね目標とする

８０％に近かったものの、地域を含めた回答は７１．０％にとどまった。 

今後は、この取り組みが地域全体に広がるよう、周知活動の強化、関係者の

研修等により、活動の浸透を図る必要がある。 

 

 

事務事業名 学習活動促進事業 

事 業 費 １，５８８千円 

事業目的と 

概要 

二十歳を迎える新成人の門出を祝うとともに、社会参加の意識の向上を図る

ため、成人式（１月７日）を開催した。 

広く市民の生涯学習への意識啓発を図るため、市民講演会（１月２８日）を

開催した。 

成果と課題 

成人式は、対象者６７７人のうち、４６９人の出席となり（出席率６９．

３％）、前年度と比較すると１．１ポイントの減であった。式典では、新成人

でもあるプロ野球のオコエ瑠偉選手のビデオメッセージを上映するなど、新成

人の意識を啓発するように工夫を図った。 

これまでと同様に、新成人による実行委員会を組織したが、式典に関する新

成人の意見の反映方法や新成人が大人としての自覚を新たにするような内容

については、引き続き検討する必要がある。 

市民講演会は、参加者数が３５１人で、前年度の３５０人とほぼ同数だった。 

開催日の設定や周知方法を見直すなど、参加者数のさらなる増加に向けて取

り組む必要がある。 
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事務事業名 生涯学習関係団体活動支援事業 

事 業 費 ８５１千円 

事業目的と 

概要 

生涯学習やまちづくりのために活動している団体の自主的活動に対して支

援を行った。「生涯学習まなびガイド」による講師派遣や市職員等による「ま

ちづくりふれあい講座」を行うなど、生涯学習グループの育成・支援を行った。 

成果と課題 

生涯学習関係団体（地域婦人団体協議会、宮古ユネスコ協会、子ども会育成

会連合会）に補助金を交付し、その活動を支援した。各団体では、高齢化等に

より会員の減少が続いており、今後の事業の進め方や市の関わり方について引

き続き支援する必要がある。 

「まちづくりふれあい講座」は、実施講座数（１８講座→１２講座）、参加

人数（４５４人→３４９人）ともに減少したが、中心市街地拠点施設整備事業

に関しては、市民の興味・関心が高く、多くの要望に対し事業を実施すること

ができた。講師派遣事業は、講師派遣団体（１３団体→１４団体）、参加人数

（３５９人→３６６人）ともに前年度から増加した。 

引き続き、広報誌、パンフレット、ホームページ等により周知活動を進める

必要がある。 

 

 

事務事業名 公民館運営事業 

事 業 費 １１１，３４３千円 

事業目的と 

概要 

 中央公民館、田老公民館、新里生涯学習センター及び川井生涯学習センター

を核として、市民の生涯にわたる主体的な学習活動や学習成果の発表の場を提

供した。多様な学習機会を提供するため各種の公民館主催事業を実施した。 

成果と課題 

 公民館自主事業として、７４事業を実施し、延べ６，９０８人が参加した。 

内訳は、家庭教育＝８、少年教育＝９、成人教育＝３９、高齢者教育＝４、

世代間交流＝１、芸術文化＝６、スポーツ・レクリエーション＝７の合計６７

の自主事業を行った。 

 公民館利用団体の芸術文化活動の成果を発表する場として、中央公民館・分

館「音楽芸能発表会」、同「公民館まつり」、社会経験者大学祭、山口公民館ま

つり、田老公民館まつり、玄翁館まつりを開催した。公民館全体の利用者数は、

延べ１３１，１９７人（対前年比１２，８６０人増）となった。 

 講座では、託児コーナーを設けたり、時間帯を夕方や夜に設定するなど工夫

し、子育て世代や男性、若者を取り入れることができた。多様な講座を企画し、

健康寿命の延伸につながる運動や調理等の講座を開催するなど、市民のニーズ

に応えられるようにした。 

 今後は、好評な講座を継続する一方、幅広い年齢層の参加の推進を図る。内

容が固定化している講座もあることから、新たな視点や工夫で事業を進める必

要がある。 
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事務事業名 公民館施設整備事業 

事 業 費 ９，８２３千円 

事業目的と 

概要 

老朽化した磯鶏公民館等の屋根等改修工事を行った。 

田老公民館の高圧電気設備改修工事の実施設計を行った。（本工事は、平成

３０年度実施） 

成果と課題 

施設整備により、公民館の利用者の安全性、利便性の向上につながった。 

建築年数の経過により、他の公民館においても老朽化の進む箇所が見受けら

れることから、利用者の安全に配慮し計画的に修繕等を行う必要がある。 

 

 

事務事業名 図書館運営事業 

事 業 費  ９６，６６０千円 

事業目的と 

概要 

「読書まち宮古」を推進するため、市民ニーズに対応し、図書館資料の充実

を図り、遠隔地等の市内各所に移動図書館車（３台）を運行し巡回貸出を行っ

た。市民の読書に親しむ機会を創出するため、毎月、図書館だよりやエフエム

ラジオ放送等で特集本の紹介や企画展などを開催した。 

子どもの読書活動の推進のため、図書館職員が小中学校に出向き、学校図書

館を支援するとともに団体貸出を行い、おはなし会や子ども映画会等を定期的

に開催した。 

読書環境整備のため、館内の閲覧スペースの照明をＬＥＤに改修し、飲食室

を拡充し学習スペースの充実を図った。 

老朽化した屋根改修工事実施設計業務を行った。（本工事は、平成３０年度

実施） 

成果と課題 

図書館資料は、蔵書の活性化等を目的に、除籍本の整理を進めつつ、昨年か

ら１，８８６冊増の１９９，４８５冊の蔵書となった。適時、蔵書の見直しを

行うことが必要である。 

貸出状況は、個人登録者数は１９７人減の４，５０２人、貸出者数は１，３

６２人増の４７，４８４人、貸出冊数（個人）は９，９６５冊増の２０１，５

６６冊であった。 

平成２８年度は、台風１０号の影響により利用数が減少したが、平成２９年

度は、登録者数は減少したものの貸出者数・貸出冊数とも平成２８年度を上回

っており一定の成果を上げた。 

今後とも、多様な読書推進事業を展開するとともに、図書館資料の充実を図

り、図書館サービスの向上に努める。 
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事務事業名 地区センター災害復旧事業（震災対応分） 

事 業 費 ６５，９７８千円 

事業目的と 

概要 

東日本大震災により被災した高浜地区センター及び堀内地区センターの災

害復旧工事を行った。 

成果と課題 

高浜地区センターは、平成２９年５月に供用を開始し、地域のコミュニティ

の場を確保することができた。（平成２９年度利用者数２，１６５人） 

堀内地区センターは、実施設計を行い災害復旧工事に着手した。（供用開始

は、平成３０年６月） 地域コミュニティや地域の情報発信の拠点となるよう

に、利用促進を図る必要がある。 

 

 

【総括】 

「宮古市教育振興基本計画」に基づき、市民一人ひとりが生涯に渡り「いつでも・ど

こでも・誰でも」自分にふさわしい方法で、自由に学び続けることができ、その成果が

地域や社会参加活動に活かされるように、各事業に取り組みました。 

推進体制の充実については、生涯学習リーダーバンクの登録者・団体を見直し、最新

の情報に更新することができました。生涯学習リーダーバンク、生涯学習ボランティア

ともに登録者数・団体数が減少したことから、新規募集や研修、ボランティア等の活躍

の機会の確保に努め、さらなる活用、充実を図ってまいります。 

 生涯学習環境の整備については、磯鶏公民館等の屋根等改修工事を行い、被災した堀

内地区センターの災害復旧工事や八木沢地区センターの移転新築工事、田老公民館の高

圧電気設備改修工事に着手しました。今後も、施設の計画的な整備を行い、安全性・利

便性の確保に努めます。 

家庭及び青少年の学習活動の支援については、家庭教育等の講座においては、参加者

が減少した事業があることから、子育てに必要な情報を提供するために、さらに周知活

動や事業の充実を図ってまいります。 

地域コミュニティ再生支援事業においては、今後、学校と地域の連携・協働がますま

す重要となることから、事業を地域全体に広めるため周知活動や事業の充実を図ります。 

教育振興運動においては、宮古市学校保健会と合同で研究大会を開催し、より多くの

方々に教育振興の活動を理解していただくことができました。さらに、子ども、学校、

家庭、地域との連携を図る取り組みを進めます。 

 学習活動促進事業については、成人式においては、引き続き新成人の式典への参画方

法を検討し、市民講演会においても、参加者の増加につながるよう事業内容を検討して

まいります。 

生涯学習関係団体の支援については、各団体への支援を継続し、新たな団体等が事業

を行う際の支援を行ってまいります。 

図書館においては、図書等のソフトの充実をはじめ、計画的に施設の改修を行い、市

民サービスの向上に取り組んでまいります。 
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イ 学校教育の充実                  ※事業費は、千円未満四捨五入 

事務事業名 広報「教育委員会だより」の発行 

事 業 費 １，６９７千円 

事業目的と 

概要 

教育行政や学校、教育関連施設等での取り組み等を広く市民に知ってもら

うため、「教育委員会だより」を発行した。（８月、１月に発行。広報みやこ

とともに配布） 

成果と課題 

市内全世帯に配布するとともに、市ＨＰにも掲載し広く発信することがで

きた。 

教育施設（崎山貝塚縄文の森ミュージアム、北上山地民俗資料館等）につ

いてもスペースをとって紹介するなど、市民の関心を高める媒体になってい

る。多くの方に読んでもらえるよう、題材や紙面を工夫しながら継続してい

きたい。 

 

 

事務事業名 就学事務事業 

事 業 費 １，２００千円 

事業目的と 

概要 

平成３０年度の小学校への入学予定者に対して、健康診断等を行った。 

成果と課題 
小学校入学予定者の健康状態等を把握し、入学に向けた準備業務を支障な

く行うことができた。 

 

 

事務事業名 育英事業 

事 業 費 １３６，８８５千円 

事業目的と 

概要 

経済的な理由で、修学困難な者に対して奨学資金の貸付を行った。 

 ・貸付金額（月額）高校１万８千円、大学等５万円  

成果と課題 

市の奨学資金の貸付について、高校等５名、大学等２０名の枠で募集を行

い、新たに高校１名、大学等１８名に対して貸付を開始した。 

平成２９年度から若者の定住化につながるよう返還免除型の奨学資金制度

（定住化促進奨学金返還免除制度）を創設し、１名に対し支援を行った。 

引き続き、経済的理由により修学機会が損なわれることのないよう事業を

継続し、Ｕターン、定住化を進めるため、返還免除制度の周知を図っていく

必要がある。 
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事務事業名 国際理解推進事業 

事 業 費 ２０，９６９千円 

事業目的と 

概要 

児童生徒のコミュニケーション能力の向上や異文化を理解する資質や能力

を育成するため、小中学校にＡＬＴ（外国語指導助手）を派遣し、外国語活

動、英語の授業等を行い、国際理解の推進に取り組んだ。 

小中学生を対象に、「みやこ・イングリッシュ・キャンプ」を長期休暇中に

行い、ネイティブ・スピーカー（外国語を母国語とする外国語講師）と共に

英語の活動に取り組んだ。 

成果と課題 

小中学校にＡＬＴを５名派遣し、言語や文化に対する理解を深めるととも

に、聞くこと、話すこと、読むこと、書くこと等について、コミュニケーシ

ョン能力の基礎を育むことができた。 

ＡＬＴの指導力については、学校から高い評価を得ている。「イングリッシ

ュ・キャンプ」には、夏休みに小学生７８名、冬休みに中学生１２名の参加

があり、昨年度より参加者も増え、児童生徒の英語に取り組む意欲も高まっ

ている。 

学習指導要領が変わり、平成３２年度から、新たに小学３・４年生には「外

国語活動」が、５・６年生には「外国語」が教科化となることから、ＡＬＴ

の授業への関わり方について検討する必要ある。 

 

 

事務事業名 教育振興基金（補助金活用）事業（教育振興基金事業） 

事 業 費 ４，９４６千円 

事業目的と 

概要 

市内で活動する個人、団体が、子どもの教育に関するソフト事業を実施した

場合に、対象となる経費を補助した。 

成果と課題 

平成２９年度の補助金活用団体は、１９団体（うち新規６団体）で、活用団

体、新規団体とも、平成２２年度の基金創設以来、最も多い実績であった。 

基金設立当初と比較すると、分野も多岐に渡り幅広い事業が実施され、市民

への周知も図られてきている。 

子どもたちが貴重な体験をする機会として、評価が高い事業がある一方、補

助金頼みの団体や子どもの参加が少ない事業等があることから、補助金からの

自立や事業内容等を精査していく必要がある。 
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事務事業名 東日本大震災教育支援金事業（震災対応分） 

事 業 費 ５，４８８千円 

事業目的と 

概要 

東日本大震災で保護者を亡くした児童生徒に対し、教育環境を支え、就学を

支援するために支援金を支給した。 

成果と課題 

東日本大震災で保護者を亡くした児童生徒に対し、継続して支援金・定期金

を支給した。（支給者延べ２７名） 

定期的な支給に加え、進学時には一時金を支給し、児童生徒の就学、教育環

境安定の重要な事業となっており、今後も継続する必要がある。 

 

 

事務事業名 教育研究所運営事業 

事 業 費 ２，６８６千円 

事業目的と 

概要 

学校との連携を進め、教育課程や教材、教育指導技術等の調査研究を行い、

教職員の資質向上を図った。 

成果と課題 

小中連携をテーマに、年間を通して一貫して取り組み、実践の成果を各校

に広め、算数・数学・国語の授業参観・研究協議では、研究員が授業改善の

視点を明確にすることができた。 

平成２９年度から新たに「国語」を本事業に組み入れ、中学校区ごとの連

携を図り、授業改善に取り組んだ。 

研究成果を研究発表会等で発信し、教職員の資質向上につなげていくよう

努める。 

 

 

事務事業名 幼児言語障害教育事業 

事 業 費 ６，２４１千円 

事業目的と 

概要 

「幼児ことばの教室」において、言語に障害や遅れがある就学前の子ども

と保護者を対象に、発音の仕方や発達への不安等について、指導、相談を行

った。 

成果と課題 

言語教育指導員を３名配置し、通級幼児（４９名）の指導と保護者等から

の相談等（１２５件）を行った。 

就学時健診において、ことばの教育相談が必要と判断された６３名のうち、

１名が相談を受けていないため、入学後の様子を観察し、ケースによっては

適切な指導を行う必要がある。 
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事務事業名 教育相談事業 

事 業 費 ２，０９３千円 

事業目的と 

概要 

不登校やいじめなど、教育の問題で悩んでいる子どもや保護者に、教育相

談、指導にあたった。 

成果と課題 

教育研究所に教育相談員を１名配置し、本人や保護者からの相談（電話１

８件、面接４３件、訪問３４件）を受けた。 

児童生徒の状況を細やかに把握することができ、相談事項については、学

校訪問を行い指導の状況等を確認し、関係機関と連携して取り組みを進めた。 

定期的に学校訪問を行い、各学校で効果のあった取組事例について分析し

ているが、さらに個々の実情に応じた助言や相談への対応が図られるように

していく必要がある。 

 

 

 

 

事務事業名 キャリア教育事業 

事 業 費 ６５２千円 

事業目的と 

概要 

児童生徒の勤労観、職業観を醸成するため、大学や産業関係団体と協力し、

産業まつりにおいて「ものづくり体験教室」を行った。 

成果と課題 

ものづくり体験教室では、東北学院大学や宮古建設組合などが参加して、

１３のブースを設置した。延べ５９７名の参加があり、子どもたちのものづ

くりや職業に対する興味・関心を高めることができた。 

７名の小学生と６名の中学生がスタッフとして参加したが、さらに多くの

参加を募っていきたい。 

事務事業名 不登校児童生徒支援事業（サーモン教室） 

事 業 費 ６，３３１千円 

事業目的と 

概要 

長期に渡って不登校状態にある児童生徒に対し、生活リズムの回復や学校

復帰を促す指導支援を実施した。 

成果と課題 

教育研究所内に「サーモン教室」を設置し、不登校児童生徒指導員３名を

配置した。通級児童生徒（１４名）に相談指導を行い、５名が学校に復帰す

ることができた。 

指導主事、学校との連携を図り、児童生徒の現状把握や「サーモン教室」

の利用について、一人ひとりに応じた指導を行い、学校復帰や高校進学につ

なげることができた。 

調理実習や野外活動など幅広い体験活動も取り入れ、その積み重ねにより、

児童生徒の登室、学習への意欲を引き出すことができている。 

不登校が養育環境に起因する場合もあり、保護者の理解や協力を得るため

にも、学校との連携をさらに進め、保護者への周知を進める必要がある。 
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事務事業名 ニュートン・スクール（新教育プラン）事業（教育振興基金事業） 

事 業 費 １８２千円 

事業目的と 

概要 

小学生の自然科学に対する興味・関心を高め、児童自らが課題を見つけ解

決し、学校の授業に問題意識をもって臨むことができるように、ニュートン・

スクール（夏期）を開催した。 

成果と課題 

サマースクールとして、夏休み中に宮古小学校で開催し、市内の児童１８

０名の参加を得た。 

講師陣による多彩なワークショップや体験教室を通して、空気や光の性質

など科学の面白さや不思議に触れることができた。作品等を作り、遊ぶだけ

ではなく、ワークショップの活動課程が工夫され、科学事象にじっくりと向

かうことができた。 

平成３０年度は、中学生を対象としたニュートン・スクールを実施するこ

ととしており、さらに児童生徒の興味、関心を高めていきたい。 

 

 

事務事業名 ＪＨＳ・パワーアップ（新教育プラン）事業（教育振興基金事業） 

事 業 費 １，８７９千円 

事業目的と 

概要 

中学校の部活動において、複数の中学校が連携し、合同練習や地域の指導

者の活用により、部活動の充実と生徒の心身の増進を図った。 

成果と課題 

学校の要望に沿い、部活動の移動のためのスクールバスを運行した。 

生徒同士の連携により、部活動への意欲の向上につながっている。（４９回

実施、１１校、延べ９４７人が参加） 

生徒の減少により、少人数や合同チーム、特設部の活動が増えており、本

事業の必要性がさらに高まっている。 

 

 

事務事業名 多良間村交流事業 

事 業 費 １，６０８千円 

事業目的と 

概要 

沖縄県多良間村と相互に児童生徒を派遣し、受け入れ家庭や訪問先の学校

で理解を深める交流事業を実施した。 

成果と課題 

多良間村との児童生徒の派遣交流により、文化・風土の違いを体験し、相

互理解を深めることができた。 

児童生徒の減少により、双方の受入家庭の確保が難しくなっていることか

ら、派遣・受入の体制等について検討する必要がある。 
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事務事業名 発達支援事業 

事 業 費 ２６,７３０千円 

事業目的と 

概要 

こども発達支援センターにおいて、発達の障がい等をかかえる子どもや保護

者等に対して、相談・支援を行った。関係機関と連携し、研修事業等を行う

とともに、就学、進学時の円滑な引き継ぎに取り組んだ。 

成果と課題 

電話相談１５５件、来所相談１０１件、訪問相談３１８件のほか、児童発

達支援事業への参加７６件、支援会議への参加４１件、発達評価のフィード

バック面談３８件、就学相談会２６件、医師等との情報交換１０件など、計

７６８件の相談支援業務を行った。（発達支援相談員３名を配置） 

従来より実施時期を早めた就学相談会は３年目を迎え、「入学の１年前から

ガイドブック」の配布とともに、小学校入学に向けて保護者の早期の意識付

けに役立っている。 

「就学支援シート」を利用した入学、進学時の支援情報の引継ぎは、６３

件で、これまで（１０年間）の引継ぎ実績は、３９８件となった。 

外部講師の協力を引き続き得ながら、事例検討会や支援者のコミュニケー

ション力を高める研修会を開催した。（延べ６回） 周辺町村や関係機関等に

も参加や協力を呼びかけ、宮古圏域の支援力向上に寄与した。 

幼保から小学校へのスムーズな連携がますます重要になっており、引き続

き訪問・情報交換を行っていくとともに、地域の支援力を高めるため、今後

も実践的な研修を続けていく必要がある。 

事務事業名 特別支援教育事業 

事 業 費 ４２，４２１千円 

事業目的と 

概要 

普通学級に通うＬＤ（学習障がい）、ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障がい）、

高機能自閉症など、様々な「困り」をもつ児童生徒に対し、学校生活上の介

助や学習活動の支援を行った。 

特別支援学級に、タブレット型情報端末（iPad）を継続して配置し、学習

意欲の向上を図った。 

成果と課題 

特別な支援が必要な児童生徒が在籍している小中学校に特別支援教育支援

員（２３校：３４名）、介助員（１校：１名）を配置し、学校生活における支

援や指導を行った。児童生徒が個々の状況に合った支援を受けることで、生

活面、学習面において成長がみられた。就学支援相談員（１名）を配置し、

保護者や学校の相談、関係機関との連携調整にあたった。 

今後も、要支援児童生徒やクラス全体が落ち着いて学習や生活ができるよ

うに、支援を継続していく必要がある。タブレット端末については、在籍児

童生徒分が確保され、活用されているが、学校間において効果的な利用法に

ついて情報を共有するなど、引き続き研究していく必要がある。 
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事務事業名 子ども読書活動支援事業（教育振興基金事業） 

事 業 費 １２，１４４千円 

事業目的と 

概要 

学校図書館の業務を専任で行う「学校図書館支援員」を配置し、児童生徒

の読書推進活動や学校図書館の整備、図書を利用した学習活動を支援した。 

小中学校への図書購入寄附金を活用し、学校図書の充実を図った。 

成果と課題 

学校図書館支援員を１０名配置し、小中学校図書館の環境整備、学校が行

う図書関連行事、読書に関する啓発活動等を行い、児童生徒の読書に対する

意識を高めることができた。 

学校図書館支援員の配置により、司書教諭や担当教諭等の負担軽減につな

がっている。将来的には、学校図書館の運営は学校主体で行われることが望

ましく、その体制づくりについて検討する必要がある。 

 

 

事務事業名 学校支援推進事業（教育振興基金事業） 

事 業 費 １０，４３６千円 

事業目的と 

概要 

多人数の学級が複数ある中学校に、学校支援員を配置し、学習や諸課題（不

登校、別室登校、問題行動など）への対応と、教員への支援（授業中の個別指

導、放課後学習、部活動など）を行った。 

成果と課題 

学校支援員（５名）を配置し、学校の事情に応じて学習支援や生徒への対応

がきめ細やかに行われ、学校生活の安定や基礎学力の向上に効果がみられた。 

発達障害がある生徒の個別指導、支援内容が対症療法的な指導に終始するこ

ともあることから、支援内容の精査とともに、学校支援員の活用方法について、

検討が必要である。 

 

 

事務事業名 学力向上事業 

事 業 費 ４，３９６千円 

事業目的と 

概要 

教員の指導力向上と児童生徒の学力向上を図るため、小中学校において教

育研究、学力検査、調査研究等を行った。 

成果と課題 

小学校の全学年（国語・算数）、中学校１、２学年（国語・数学・英語）を

対象に学力検査を行い、その結果を分析し教科の指導に活かすなど、児童生

徒の学力向上に取り組んだ。 

みやこ学力向上ネットワークを組織し、中学校区の小中学校の算数・数学・

国語（国語は平成２９年度から）の授業改善に取り組み、学力向上に効果が

あることを確認した。各小中学校に指導主事を派遣し、授業等について具体

的な指導助言を行い、教員の授業力向上を図ることができた。 

授業改善の視点や研究教科について検証するとともに、各学校への成果の

発信等について工夫していく必要がある。 
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事務事業名 防災教育・復興教育推進事業 

事 業 費 ３９５千円 

事業目的と 

概要 

児童生徒の安全で安心な社会づくりに貢献する意識の向上を図るため、地

域と連携し、防災教育・復興教育に取り組んだ。 

成果と課題 

藤原小学校では、他の小学校との交流、非常食炊き出し訓練を、河南中学

校では、防災教育新聞の発行、避難訓練を行った。 

児童生徒の防災に対する意識づけができたことから、今後も学校間の連携

を図り取り組みを継続する。 

 

 

事務事業名 小学校維持管理事業 

事 業 費 ２５７，９７０千円  

事業目的と 

概要 

 小学校施設の維持管理を行うとともに、児童の教育環境の改善を図るため、

プール解体工事、電気設備の改修、受水槽の更新、屋内運動場照明ＬＥＤ化工

事等を行った。 

成果と課題 

 閉校した旧茂市小学校、蟇目小学校のプール解体工事を行った。 

施設改修として、宮古小学校・山口小学校の高圧電気設備改修工事、田老第

一小学校受水槽及び高置水槽更新工事、鍬ケ崎小学校ほか８校の屋内運動場照

明のＬＥＤ化工事等を行った。 

 また、千徳小学校の受水槽及び高置水槽改修工事実施設計を行った。 

 児童の教育環境の改善が図られたが、施設の老朽化が進んでおり、経年劣化

に起因する補修費も増加している。 

将来の財政状況の見通しを図りながら、安全性を最優先として、計画的に施

設整備を進める必要がある。 

 

 

事務事業名 仮設グラウンド整備等事業（震災対応分） 

事 業 費 １７３千円 

事業目的と 

概要 

 東日本大震災の影響により、校庭を使用できなくなった児童の運動を支障な

く行うことができるよう、震災後整備した仮設グラウンドの維持管理を行っ

た。（重茂小学校仮設グラウンド土地借上げ分） 

成果と課題 

 重茂小学校では、仮設グラウンドの使用により、体育の授業等を支障なく行

うことができた。 

 平成３０年度に重茂小学校校庭の応急仮設住宅が解体となり、今後は、仮設

グラウンドの擁壁等を撤去する必要がある。（市内学校敷地内の仮設住宅はす

べて撤去となった。） 
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事務事業名 保健事業 

事 業 費 ２２，３７６千円 

事業目的と 

概要 

児童生徒、教職員の健康の保持増進を図るため、健康診断を実施した。 

・小学校：１３，３２９，７０１円 

・中学校： ９，０４５，９８２円 

成果と課題 

 学校保健安全法施行規則に定められた健診・検査を行ったほか、生活習慣

病予防健診や貧血検査を実施し、異常の早期発見、早期受診の勧奨に努めた。 

教職員の心の不調となることを未然に防止することを目的に、メンタルヘ

ルスのストレスチェックを実施した。 

 健診・検査内容の見直しを行いながら、健診・検査後の指導等についても、

適切に行っていく必要がある。 

 

 

事務事業名 就学援助事業（震災対応分、平成２８年台風１０号含む） 

事 業 費 ８４，１８９千円 

事業目的と 

概要 

経済的に就学困難な児童生徒に対して、法律に基づき必要な援助を行った。 

 ・小学校（通常）：１９，０２５，９０２円 

     （震災）：１６，８８４，７４９円 

     （台風）： １，８０２，３１７円 

・中学校（通常）：２１，５９７，８８６円 

     （震災）：２２，５６３，１６０円 

     （台風）： ２，３１５，３２２円 

成果と課題 

本事業により、震災や台風１０号の影響、保護者の就労状況等の事情を抱

える児童生徒が、安心して学校生活を送ることにつながっている。 

児童生徒の学校生活に影響が出ないように、学校と連携し制度の周知と適

切な認定を継続して行う必要がある。 

国の制度改正に伴い、平成２９年度より新入学学用品費の入学前支給を実

施した。今後も、対象者の把握を行い、適切な給付を行う。 
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事務事業名 特別支援教育就学奨励事業 

事 業 費 １，０６９千円 

事業目的と 

概要 

特別支援学級の児童生徒の保護者に対して、その負担能力に応じて必要な

経費（学用品費、修学旅行費、学校給食費等）の補助を行った。 

・小学校：７７５，９００円 

・中学校：２９３，３９８円 

成果と課題 

保護者の経済的な負担を軽減し、特別支援教育の支援を要する児童生徒の

教育機会を確保することができた。 

特別支援学級に在籍する児童生徒が増加してきていることから、保護者の

負担軽減のため引き続き補助していく必要がある。 

 

 

事務事業名 教育助成事業 

事 業 費 ８，４６５千円 

事業目的と 

概要 

小中学校の文化・体育活動及び教育関係団体（小規模・複式研究会、学校

保健会等）に対して補助を行った。 

・小学校：１，５４１，７４１円 

・中学校：６，２３３，３０３円 

スクールバス等の利用以外の遠距離通学児童生徒に対して一世帯あたり３

万円の通学助成を行った。 

・小学校：１１世帯 ３３０，０００円 

・中学校：１２世帯 ３６０，０００円 

成果と課題 

運動部、文化部における児童生徒の県大会・東北大会・全国大会への出場

をはじめとする部活動等に対して、補助金を交付し活動の推進を図った。 

いずれも必要な補助金であるが、繰越額が多い団体も見受けられたことか

ら、事業を適切に実施するよう指導する必要がある。 

遠距離通学児童生徒への通学助成についても、必要な補助であり継続して

いく。 
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事務事業名 教材等整備事業 

事 業 費 ３９，００６千円 

事業目的と 

概要 

小中学校の消耗品や備品、学校図書、理科教育備品などの教材を整備し、

学校教育の充実を図った。 

・小学校：２１，２６４，７４６円 

・中学校：１７，７４１，６８８円 

成果と課題 

小中学校の教材や備品等を更新し、児童生徒の教育環境の整備を図った。

学校用図書を購入し、児童生徒が身近に本に親しむ環境を推進した。 

今後も、教材・備品等の定期的な更新、図書等の購入により、教育環境の

向上を図っていく。 

 

 

事務事業名 児童生徒通学委託等事業（震災対応含む） 

事 業 費 １４５，１９１千円 

事業目的と 

概要 

遠距離通学者（通学距離片道４ｋｍ以上の小学生、片道６ｋｍ以上の中学

生）の通学手段として、スクールバス、タクシーによる送迎を委託した。 

スクールバス、タクシー以外の遠距離通学児童に通学費の助成を行った。 

・小学校（通常）：７７，２８６，９５１円 

    （震災）：         ０円 

・中学校（通常）：６４，５５９，７５６円 

    （震災）： ３，３４４，３２８円 

成果と課題 

スクールバスの運行については、児童生徒の減少や危険回避（野生生物、

工事車両等）のため、自宅近くからの乗降が増えているが、体力づくり等の

ため、学校の敷地外で乗降するなど、学校の要望、実情により対応した。 

スクールバス等の送迎を受けていない２３世帯に対して、１世帯３万円の

助成を行い、通学費の負担軽減を図った。 

老朽化したスクールバス１台（白浜地区）を更新した。 

委託費抑制のため、路線バス等の活用を検討する必要があるが、スクール

バスの運行を縮小すると臨時運行も制限され、社会科見学等の活動に支障を

きたすことが懸念されることから、慎重な対応が必要である。 

震災対応分（仮設住宅からの送迎）については、利用者がいなくなったこ

とから、平成２９年度をもって終了となった。 
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事務事業名 総合学習推進事業 

事 業 費 ３，５０７千円 

事業目的と 

概要 

児童生徒が自ら考え行動する力を育成するため、「総合的な学習の時間」に

おいて、各校で特色ある教育活動に取り組んだ。 

・小学校：２，１９０，９０６円 

・中学校：１，３１６，０５１円 

成果と課題 

「総合的な学習の時間」では、地域性等を考慮した独自の活動（復興教育、

ボランティア教育、伝統芸能活動、キャリア教育、国際理解等）が行われた。 

児童生徒の自主性の育成、地域への理解を深める機会となっており、今後

も継続して行う必要がある。 

 

 

事務事業名 教育用コンピュータ整備事業 

事 業 費 １６２，９６８千円 

事業目的と 

概要 

児童生徒の情報教育を推進するため、教育用コンピュータ等の整備を行っ

た。 

・小学校：１０１，４１４，４２０ 円 

・中学校： ６１，５５３，３４２ 円 

成果と課題 

文部科学省の教育用コンピュータ整備方針に基づき、小中学校のコンピュ

ータ及びインターネット接続環境の整備、更新を行った。 

更新にあわせて、小学校１校、中学校５校にタブレット型端末を配備する

など、調べ学習や資料の作成、授業で活用することにより、情報教育を推進

することができた。学習指導要領の改訂で、プログラミング教育が実施され

ることになることから、論理的思考の育成が求められてきている。 

スマートフォンやパソコン等により、ＳＮＳ等に児童生徒が触れる機会が

増えており、情報等を適切に判断し対応する能力の育成が必要である。 

 

 

事務事業名 学校太陽光発電システム整備事業 

事 業 費 １２８，９０９千円 

事業目的と 

概要 

 災害時に避難所として最低限の電気を確保できるように、小中学校に蓄電式

の太陽光発電設備を整備した。 

・小学校：６６，５９２，８００ 円 

・中学校：６２，３１６，０００ 円 

成果と課題 

 宮古小学校、山口小学校、第二中学校、津軽石中学校蓄電式の太陽光発電設

備を整備し、磯鶏小学校ほか４校の実施設計を行った。 

避難所として、設備の充実が図られ、今後は、児童に対して太陽光発電設備

を利用した「省エネ・環境教育」などへの活用を図っていく必要がある。 
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事務事業名 中学校維持管理事業 

事 業 費 ３４０，６８９千円 

事業目的と 

概要 

 中学校施設の維持管理を行うとともに、生徒の教育環境の改善を図るため、

学校の建物、電気設備等の補修工事、照明のＬＥＤ化工事等を行った。 

成果と課題 

 施設改修として、宮古西中学校校舎屋根改修工事、第一中学校暖房設備改修

工事、第一中学校ほか８校の屋内運動場照明ＬＥＤ化工事、第一中学校及び崎

山中学校の高圧変電設備更新工事、崎山中学校の給水設備改修工事等を行っ

た。 

児童の教育環境の改善が図られているが、施設の老朽化が進んでおり、経年

劣化に起因する補修費が増加している。 

将来の財政状況の見通しを図りながら、安全性を最優先として、計画的に施

設整備を進める必要がある。 

 

 

事務事業名 仮設グラウンド整備撤去事業（震災対応分） 

事 業 費 ３，２２９千円 

事業目的と 

概要 

 第二中学校校庭の復旧工事が完了したことから、仮設グラウンドで不用とな

った施設を撤去した。 

成果と課題  仮設グラウンド内にあったトイレ、水飲み場、倉庫等の設備を撤去した。 

 

 

事務事業名 給食センター運営事業（震災対応分含む） 

事 業 費 ２９０，５１７千円 

事業目的と 

概要 

児童生徒の心身の健全な発達を図り、健康で活力ある学校生活を送るため、

新里・田老・重茂・川井の各給食センターにおいて、市内すべての小中学校に

学校給食を提供した。 

学校給食の安全性を確認するため、提供する食材の放射性物質の測定を行っ

た。 

成果と課題 

安心、安全な学校給食を継続して提供することができた。 

地元食材の活用を図り、市民向けの給食試食会を開催し（６回）、食育及び

地産地消の推進に取り組んだ。 

食材の放射性物質の検査結果は、異常なかった。 

近年、児童生徒の食物アレルギーが多様化・複雑化していることから、その

対応について、給食センター、学校、保護者と連携をとり、取り組んでいく必

要がある。 
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【総括】   

 学校教育の充実に向けて、児童生徒が変化の激しい社会の中でも力強く生き抜く「生

きる力」を育む取り組みを、教育振興基金も活用しながら、学校、家庭、地域と連携し

て進めてきました。 

市の奨学金制度においては、平成２９年度から、地元への就業に一定の要件を満たし

た場合、奨学金の償還を免除する「宮古市定住化促進奨学金返還免除制度」を開始しま

した。制度の周知を図り、若者の定住化や市の将来の発展を担う優秀な人材の確保に向

け、事業を進めてまいります。 

東日本大震災で保護者を亡くした児童生徒には、教育支援金制度により支援し、被災

により就学に支障をきたす児童生徒には、台風１０号で被災された方も含め、就学援助

制度により支援を行いました。 

震災後の児童生徒の心のケアについても、岩手県からスクールカウンセラーや教職員

の増員を受けて対応してきました。 

いじめ防止の観点からは、市及び学校が組織的に対応し、いじめ防止対策を実効的に

行うため「宮古市いじめ問題対策委員会設置条例」に基づき、「宮古市いじめ問題対策

委員会」を開催するための体制を整えました。 

読書活動支援においては、すべての小中学校に学校図書館支援員を配置し、学校、地

域ボランティア、市立図書館と連携した学校図書館づくりを推進しました。 

 防災教育・復興教育においては、児童生徒が自然災害の危険に際して、自らの命を守

り抜くための「主体的に行動する態度」の育成や安全で安心な社会づくりに貢献する意

識の向上を図るため、地域と連携した特色ある教育活動を実施しました。 

 学校設備においては、全小中学校の教育用コンピュータを平成３０年度までにタブレ

ット型パソコンとし普通教室等で利用できるように整備を進めます。 

 学校施設に関しては、適切な維持管理、改修を行い、設備等の更新を図ってまいりま

す。 

こども発達支援センターは、こどもの支援情報の引継ぎ体制の充実を図り、外部講師

による継続的な事例研修を行うなど、就学前から義務教育を終了後までの個々のステー

ジに応じて継続した支援を行いました。 

 今後も、学校教育の充実のため、確かな学力、豊かな心、健やかな体の育成を重点に

体系的に事業を進めてまいります。 
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ウ スポーツ・レクリエーションの振興        ※事業費は、千円未満四捨五入 

事務事業名 保健体育一般事業 

事 業 費 ２８，４１１千円 

事業目的と 

概要 

市民に健康や体力の保持増進に取り組む機会を提供するとともに、スポー

ツ推進委員や関係団体と連携し、スポーツ・レクリエーション活動の振興を

図った。 

成果と課題 

スポーツ指導者等の研修会等を実施し、ニュースポーツにおける指導者の

養成を図った。各種スポーツ大会からの支援要請に対応するため、受入態勢

を整え、スポーツ推進委員と連携した取り組みを推進した。 

スポーツ推進員や関係団体と連携を深め、市民への周知を広く図っていく。 

 

 

事務事業名 学校施設開放事業 

事 業 費 ２，５９３千円 

事業目的と 

概要 

地域の身近なスポーツ・レクリエーション活動の場として、小・中学校の

体育施設を開放し、地域の生涯スポーツの推進を図った。 

成果と課題 

市内の小学校１７校、中学校１１校において、体育館、校庭等を地域のス

ポーツ・レクリエーション活動の場として提供した。 

今後も、市民の活動の場として、学校体育施設の有効利用を推進していく。 

 

 

事務事業名 全国大会出場者への賞賜金（しょうしきん）の交付 

事 業 費 １，５０６千円 

事業目的と 

概要 

優秀な成績を修め全国規模以上の競技会等に参加する選手に対して賞賜金を交

付し、大会への参加を容易にし、選手のモチベーションの向上及びスポーツの振

興に寄与した。 

成果と課題 

平成２９年度は、３８件、１６９人に対し、賞賜金を交付した。 

市民へのスポーツ活動支援制度として根付いている制度であり、今後も事

業の継続に努めていく。 

 

 

事務事業名 スポーツ選手育成強化支援事業 

事 業 費 ２，３３９千円 

事業目的と 

概要 

関係団体が行う各種講習会や実践指導を支援し、選手の競技力向上や指導

者の養成及び資質の向上を図った。 

成果と課題 

一般財団法人宮古市体育協会や同協会加盟７団体に支援費を交付し、トッ

プレベルの指導や現役トッププレーヤーの高度な技術を体験する機会を確保

した。 
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事務事業名 宮古市体育協会補助金 

事 業 費 ６，７９２千円 

事業目的と 

概要 

一般財団法人宮古市体育協会が行うスポーツ振興事業に助成し、スポーツ

推進体制、競技力向上及び選手の育成強化の推進を図った。 

成果と課題 

宮古市体育協会加盟団体、スポーツ少年団活動及び各種競技大会の開催を

支援し、スポーツの振興を図った。 

市民が気軽に参加できる活動機会と健康意識の向上が図られた。 

 

 

事務事業名 宮古サーモン・ハーフマラソン大会開催費補助事業 

事 業 費 ４,０００千円 

事業目的と 

概要 

宮古サーモン・ハーフマラソン大会実行委員会に対し助成し、マラソンに

親しんでもらうとともに、市民の健康増進の場を提供した。 

また、遠来からの参加者には、宮古の魅力・復興した街の姿をＰＲし、交

流人口の拡大を図った。 

成果と課題 

大会には、過去５番目に多い３，２７９名のエントリーが得られた。（前年

度３，１７８名） 

おもてなしが好評のスポーツイベントとして全国の認知度も高まってお

り、参加者の満足度をさらに高めていく必要がある。 

 

 

事務事業名 スポーツ・健康づくり事業 

事 業 費 ６６７千円 

事業目的と 

概要 

市民の健康寿命の延伸を図るため、スポーツと健康づくりに対する興味・

関心を高める講演会を実施した。 

成果と課題 

「みんな生き生き！健康寿命の延伸」と題し、講演会を開催した。（参加者

２５０名） 市民ボランティア団体の活動支援やＰＲにもつながり、心身と

もに自立して健康的に生活できる健康寿命に関して、市民の理解を深めるこ

とができた。 

誰もが気軽にできる運動の普及を通じて、市民の健康づくりを推進するた

め、今後も事業を継続していく。 
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事務事業名 スポーツツーリズム事業 

事 業 費 ８０７千円 

事業目的と 

概要 

スポーツ合宿の誘致やスポーツイベントの開催を通じて、交流人口の拡大

を図った。 

成果と課題 

早稲田大学応援部１６７名による合宿が、グリーンピア三陸みやこで行わ

れた。合宿の様子は市民が自由に見学でき、合宿期間中には団技を披露する

「発表会」も開催され、１，２００人が観覧するなど貴重な機会になった。 

合宿の継続開催に向けた取り組みを進めていくとともに、支援制度の創設

を検討する。 

 

 

事務事業名 復興推進スポーツチャレンジ事業（震災対応分） 

事 業 費 ３，２３１千円 

事業目的と 

概要 

子ども達が、身体を動かす楽しさや喜びを実感できる機会を提供する事業

に対し助成した。 

 

成果と課題 

髙田式体育教室「ダイヤモンドキッズカレッジ」を開催し、１５８名の子

ども達が参加した。人の話を聴く姿勢、身体を動かすことの楽しさ、触れ合

いの中から生まれる自己肯定感を感じてもらうことができた。 

また、夏休み、冬休みには、ニュースポーツを体験する「スポーツチャレ

ンジデー」を開催し、１９０名の子ども達が参加した。 

今後も、子ども達が運動する機会を確保していく。 

 

 

事務事業名 体育施設の維持管理、整備等 

事 業 費 １６１，７６５千円 

事業目的と 

概要 

市民のスポーツ・レクリエーション活動を推進するため、体育施設の適正

な維持管理、改修整備を行った。 

成果と課題 

○体育施設の維持管理 

市民総合体育館、千徳地区体育館、小山田テニスコート、姉ヶ崎サン・ス

ポーツランド、宮古運動公園（野球場・陸上競技場）、へいがわ老木公園、 

野外活動センター、藤の川海水浴場、田老野球場、新里ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ、同山村

広場、同野外施設、川井ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ、同河川公園、小国・門馬ゲートボール

場 

○体育施設の整備 

・小山田テニスコート…更衣室整備工事（更衣室（シャワー付）の整備） 

市民が健康で活力ある生活を送ることができるよう、引き続きスポーツ・

レクリエーション施設の適正な管理、整備に取り組む。 
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事務事業名 宮古運動公園復旧記念事業（震災対応分） 

事 業 費 ４，２７４千円 

事業目的と 

概要 

東日本大震災により被災した宮古運動公園が完成し、復旧記念事業を開催

した。 

成果と課題 

プロ野球イースタン・リーグ公式戦「東北楽天 ＶＳ 横浜ＤｅＮＡ」、陸上

フェスティバル、サッカー教室、野球教室、ランニングトレーナーによる陸

上教室を開催し、延べ２，３４８名の参加者が得られた。 

再建にあたり支援を受けた方々をはじめ、市のスポーツ施設の拠点として

再建を広くＰＲすることができた。 

 

 

事務事業名 老木公園管理（平成２８年台風１０号） 

事 業 費 ３，２１０千円 

事業目的と 

概要 

平成２８年台風１０号で被害を受けた「へいがわ老木公園」の備品等を購

入し、仮設倉庫を整備した。 

成果と課題 倉庫、競技用具等を整備し、市民の活動の場として復旧することができた。 

 

 

事務事業名 宮古運動公園災害復旧事業（震災対応分） 

事 業 費 ３４７，８８３千円 

事業目的と 

概要 

東日本大震災により被災した宮古運動公園の復旧工事を完了した。 

成果と課題 

宮古運動公園の復旧工事が平成２９年５月に完了し、７月から市民等の利

用を再開した。 

多くの方々に親しまれる施設となるよう利活用を進め、スポーツ合宿や大

会等の誘致に取り組んでいく必要がある。 
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【総括】 

市民が、健康で心豊かに、そして活力に満ちたライフスタイルを築いていくためには、ス

ポーツ・レクリエーション活動に気軽に親しめる環境づくりが必要です。 

子どもから高齢者まで、幅広い世代の方々が、体力・年齢・技術・興味・目的に応じた活

動に取り組むことができるよう、関係機関と連携し事業を推進してきました。 

平成２９年度には、東日本大震災で被災した宮古運動公園が再建し、市民のスポーツ・レ

クリエーション活動の拠点として、多くの方々にご利用いただいています。 

今後は、スポーツ施設を活用した交流人口の拡大につながる取り組みが求められてきます。 

ラグビーワールドカップ２０１９や２０２０東京オリンピック・パラリンピックの開催を

控え、国内のスポーツに対する関心が日増しに高まっています。 

 国際的なスポーツイベントを契機とし、スポーツがもたらす夢や希望を、次世代につなげ

ていくよう本市の取り組みを進めてまいります。 
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エ 文化の振興                    ※事業費は、千円未満四捨五入 

事務事業名 市民文化会館管理事業 

事 業 費 ８２，９１４千円 

事業目的と 

概要 

市民の芸術文化の拠点施設である市民文化会館について、指定管理者制度に

より、効果的、効率的な管理運営を行った。 

成果と課題 

指定管理者であるＮＰＯ法人いわてアートサポートセンターにより管理運

営され、芸術文化事業、自主事業、貸館事業などを実施した。 

「みやこ市民劇」や「こども劇団」の旗揚げ、公演により、新たな文化が生

まれ、演劇を通して市民の新しいコミュニティが形成された。 

開館から４０年以上が経過し、施設の老朽化への対応や駐車場不足の解消等

が急務となっている。 

 

 

事務事業名 文化振興一般事業 

事 業 費 ９７，４３０千円 

事業目的と 

概要 

 芸術文化の振興を図るため、市民文化祭を宮古市芸術文化協会と共催で開催

するなど、市民に芸術文化活動の機会を提供し、芸術文化団体の活動を支援し

た。 

芸術文化活動に関する全国大会の出場者に対し、賞賜金（しょうしきん）を

交付し、芸術文化の振興を図った。 

成果と課題 

ゆとりと潤いのある心豊かな生活の実現のため、優れた芸術文化作品の鑑賞

の機会を提供するとともに、市民自らが芸術活動に参加し、創作する機会を提

供した。 

・市民文化祭の開催 

・芸術文化協会、郷土芸能団体連絡協議会への補助 １,０８０,０００円 

・全国大会等出場者への賞賜金の交付 ２件 ６０,０００円 

・岩手芸術祭巡回小・中学校美術展の開催 

市民の芸術文化活動においては「高齢化」や「後継者不足」、「芸術活動環境

の整備」が課題となっている。関係団体と協議を重ねながら対応していく必要

がある。 
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事務事業名 文化振興一般事業（震災対応分） 

事 業 費 ６，５７７千円 

事業目的と 

概要 

小・中学校団体鑑賞の児童生徒の会場送迎費用を助成した。 

復興支援に取り組む楽団等による被災地支援活動に対応した。 

成果と課題 

・小・中学校団体鑑賞の児童生徒会場送迎（バス借上げ）費用の補助 

・佐渡裕＆スーパーキッズオーケストラ「こころのビタミンプロジェクト in

宮古」 

・堺市 文化芸術による被災地支援事業 

① 大阪交響楽団「演奏会（学校・一般鑑賞）」 

② 大阪交響楽団・堺シティオペラ団員による「ミニ・コンサート」 

・アンサンブル・パシフィックノース 「ファミリーコンサート」 

・日本フィルハーモニー交響楽団「音楽のおくりもの」（学校・一般鑑賞） 

復興支援に伴う事業は、毎年継続して実施されており、多くの市民に感動と

安らぎを与えている。また、世界的な著名アーティストとの共演は、児童生徒

にとって一生忘れることのできない貴重な体験となっている。 

震災からの「心の復興」を進めるため、今後も復興支援による被災地支援活

動に積極的に対応していく必要がある。 

 

 

事務事業名 心の復興事業（震災対応分） 

事 業 費 ５，２２１千円 

事業目的と 

概要 

多くの市民に芸術文化鑑賞の機会を提供し、震災からの「心の復興」を推進

するための事業を実施した。 

成果と課題 

 文化庁による補助事業を活用して、下記事業を行った。 

・コンサートキャラバン２０１７～復興支援コンサートキャラバン～ 

復興支援として、世界的な指揮者である小澤征爾氏らが進めていた国内トッ

プクラスの若手演奏家たちによるコンサートキャラバンを開催した。 

市内３カ所でのアウトリーチ（出張コンサート等）と一般公演により、約５

００名の市民が国内一流の演奏を身近に鑑賞することができた。 

・みやこ復興寄席 

一流落語家による「みやこ復興寄席」を開催し、来場者に笑いと安らぎを与

えることができた。落語やマジックのワークショップ、田老地区では「被災地

ミニ復興寄席」を開催し、参加者は古典芸能を身近に体験することができた。

（入場者４５５名） 

震災からの「心の復興」を進めるため、継続して取り組む必要がある。 
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事務事業名 崎山貝塚保存管理事業 

事 業 費 １０，０７４千円 

事業目的と 

概要 

国指定史跡「崎山貝塚」を管理し、史跡の活用を推進した。 

崎山貝塚縄文の森ミュージアム運営協議会を設立し、ミュージアムの運営や

崎山貝塚の保存・活用策等について審議した。 

成果と課題 

崎山貝塚縄文の森公園の刈り払い等を行い、史跡公園の環境整備を行った。 

縄文の森公園、同複合施設（縄文の森ミュージアム、埋蔵文化財センター、

崎山公民館）は、開館から２年が経過し、多くの人が訪れ、より快適に利用で

きるよう継続的な管理・整備が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務事業名 文化財保護事業 

事 業 費 １，４５８千円 

事業目的と 

概要 

市指定文化財、民俗文化財等を調査･保存･管理するため、文化財保護審議

会を開催した。 

市指定文化財の環境整備や現況確認、文化財収蔵資料の保存管理を行った。 

成果と課題 

文化財の調査は、市指定天然記念物のチョウセンアカシジミ産卵数を調査

し、９,９９３個を確認、前年度比４倍強の増加となった。 

一方、チョウセンアカシジミの生息環境整備作業は、地元住民からのトネ

リコの剪定や伐採等の要望に応えるものであり、文化財保護と住民の共生を

図るためにも必要不可欠と考えられる。 

指定文化財については、「鞭牛碑群」の標柱１箇所を修繕した。他の石碑４

カ所周辺の環境整備も例年通り実施することができた。 

旧蟇目中学校体育館に収納していた民俗資料は、北上山地民俗資料館小国

分館に移動し、保存・管理を行うことができた。 

国指定及び県指定文化財の浄土ヶ浜について、保存と併せて活用が進むよ

う保存活用計画の策定について検討を進めていく必要がある。 
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事務事業名 遺跡発掘調査事業  

事 業 費 １１，８４７千円 

事業目的と 

概要 

個人住宅の建築等に伴う緊急発掘調査や公共・民間開発事業等に伴う試掘調

査を実施し、遺跡の保護と記録の保存を行った。 

成果と課題 

個人住宅建築に伴う緊急発掘調査を２件、試掘調査を５件実施し、平成２９

年度に事前協議を行ったすべての調査に対応することができた。 

崎山貝塚や緊急調査に伴う発掘調査の資料整理を継続して行い、発掘調査報

告書を２冊刊行することができた。 

今後も、試掘・発掘調査に対応するほか、復興事業に伴う発掘調査報告書も

刊行する必要があることから、業務の一部委託も含めて、効率的に作業を進め

る必要がある。 

 

 

事務事業名 埋蔵文化財調査事業  

事 業 費 ９，６７８千円 

事業目的と 

概要 

民間事業者の開発事業に伴う埋蔵文化財の発掘調査、資料整理を行った。 

成果と課題 

民間開発事業に伴う緊急発掘調査を１件実施した。 

今後も、民間事業者との調整を円滑に行い、埋蔵文化財保護への理解と協力

を得ていく必要がある。 
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事務事業名 復興関連発掘調査事業（震災対応分） 

事 業 費 ２５，３４４千円 

事業目的と 

概要 

復興事業に係る埋蔵文化財の資料整理を行い、発掘調査報告書を刊行した。 

成果と課題 

被災した個人・民間の自力再建に係る埋蔵文化財の試掘・発掘調査、公共事

業関連の試掘調査は、調査依頼がなかった。復興関連発掘調査事業に伴う資料

整理として、事業担当課負担の公共事業関連を優先的に実施し、４遺跡の発掘

調査報告書を刊行することができた。 

事業完了年度以降に資料整理や報告書の作成が継続する事業については、平

成２９年度からは本事業に切り換わり、復興関連発掘調査事業で報告書刊行の

必要がある遺跡は１６遺跡となった。（前年度２０遺跡） 

本事業は、平成３２年度で完了となることから、今後は埋蔵文化財の試掘・

発掘調査に対応するだけでなく、復興関連全ての発掘調査報告書を期限までに

刊行する必要がある。 

人員確保を含めて実施体制等の検討を進め、効率的に資料整理を進め、調査

規模が大きい公共事業関連の発掘調査報告書を早期に刊行するための取り組

みが必要である。 

 

 

事務事業名 埋蔵文化財活用事業 

事 業 費 ６，２２６千円 

事業目的と 

概要 

崎山貝塚等の埋蔵文化財の活用を図るため、縄文体験学習、出前授業、遺跡

調査報告会等を実施した。 

成果と課題 

崎山貝塚縄文の森ミュージアムの開館により、市内小中学校をはじめ、市民

や観光客に埋蔵文化財の公開、情報発信を行うことができた。縄文の森ミュー

ジアムの来館者等に対しては、学芸員により、積極的に解説等を行った。 

縄文体験学習・展示解説には、１，５２３名、縄文まつりでは、講演会・各

種縄文体験等を開催し、延べ７９５名の参加があった。 

遺跡調査報告会として、平泉・藤原氏の時代の希少な遺跡である「田鎖車堂

前遺跡」等の報告会を行った。（参加者６７名） 

課題として、利用者のニーズを踏まえて、地域の歴史について関心が高まる

よう、新たな手法を取り入れて埋蔵文化財の活用を進めていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

事務事業名 文化財公開活用事業 

事 業 費 １，６９１千円 

事業目的と 

概要 

市民の文化財に対する理解を深めるために、市内に所在する文化財の公開、

活用を行った。 

崎山貝塚縄文の森ミュージアム特別展等を実施したほか、ミュージアム年報

やパンフレットを刊行した。 

成果と課題 

 文化財の公開、活用として、下記事業を行った。（主なもの） 

・チョウセンアカシジミ観察会（７月の蝶の飛翔時期に開催。参加者８人） 

・縄文の森ミュージアム特別企画展「山と森、見えてくる崎山貝塚のくらし」

（入場者２，２７０人）  

・夏休み・冬休み講座 埋蔵文化財センターの一般公開（夏・参加者１３３人）、

土偶キャンドル工作講座（冬・参加者２０人） 

・ミュージアム館内のスポット展示 

① 「古（いにしえ）の宮古へ ～タイムスリップ」（入場者１，７９６人） 

② 「鉄のまち今昔」(入場者９６８人) ③田鎖車堂前遺跡の発掘調査展」

（入場者３５０人） 

・ふるさと博物館企画展「みやこ自然探訪記」（入場者６９１人） 

課題として、単年度の予定だけでなく、長期的な見通しを立てながら展示内

容を検討する必要がある。 

 

 

事務事業名 縄文の森公園管理事業 

事 業 費 １１，８６５千円 

事業目的と 

概要 

崎山貝塚縄文の森公園複合施設（縄文の森ミュージアム、埋蔵文化財センタ

ー、崎山公民館）の適正な維持管理を行った。 

成果と課題 

 崎山貝塚縄文の森公園複合施設全体では、２９，４５６名の利用があり、そ

のうち縄文の森ミュージアムの入館者は、６,６７３人であった。 

施設の適正な維持管理を継続するとともに、来館者の利便性の向上を図り、

展示設備については定期的な保守点検を行う必要がある。 
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事務事業名 市史編さん事業  

事 業 費 ５,４３１千円 

事業目的と 

概要 

地域の歴史・文化を継承するため、『市史（近世・近代編）』をはじめとする

古文書等の資料の収集・整理・保存・解読を行った。 

宮古・室蘭フェリー就航に関連して、宮古と室蘭の歴史的な関わりについて

調査等に取り組んだ。 

成果と課題 

 地域の歴史・文化の基礎資料となる石碑の調査が終了し、「宮古市の石碑 川

井地域編」を刊行した。川井地域の石碑は、５年に渡り８３３点を調査し、石

碑からは、人々の山間地での生産活動やくらしの特徴が読み取れ、貴重な資料

となった。 

新里・川井地区は、古文書の資料集が刊行されていないことから、資料目録・

資料集（近世）の刊行に向けて、資料の収集・整理を進めていく必要がある。 

津軽石・盛合家においては、古文書２千点の収集・整理を継続して行った。 

室蘭との関わりについては、江戸時代、南部藩の蝦夷地（北海道）警備に関

連した資料を収集した。 

今後も、古文書や史跡、建造物などの文化財を重要な地域文化として研究し、

市民の地域への愛着につながるよう取り組みを進める。 

 

 

事務事業名 郷土芸能振興助成事業 

事 業 費 ７５０千円 

事業目的と 

概要 

市内各地域の郷土芸能伝承活動を支援するため、郷土芸能団体に助成を行っ

た。 

成果と課題 

郷土芸能３団体（川内鹿踊保存会、末角鹿踊保存会、根井沢剣舞保存会）に

伝承活動補助として各２５万円を交付し、伝承活動への支援を行なった。 

少子化・人口減少により、後継者不足が年々深刻になっている一方、郷土芸

能に魅力を感じる若者も徐々に増えており、各保存会の努力によって、活動が

維持されている状況である。 

 地域の宝である郷土芸能の伝承活動には、継続した支援が必要であり、関係

機関と連携して発表の機会を設けるなどの方策を講じていく必要がある。 
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事務事業名 北上山地民俗資料館運営事業 

事 業 費 ７，７７１千円 

事業目的と 

概要 

北上山地民俗資料館（市立図書館川井分室、小国分館、サテライトやまびこ

を含む）の運営事業を行った。 

多くの人が来場し、地域の貴重な資料を知っていただくため、川井地域で収

集された北上山地特有の生産・生業用具や生活用具などの有形民俗資料を常設

展したほか、企画展等の事業を実施した。 

成果と課題 

入館者は、１,３４６人、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱｸｾｽ数約９万３千件、講座参加者４５２

人、学校等見学８校、聞き取り調査協力３件があり、資料利用や参考調査は１

６件に対応した。（前年度と比べて入館者、ＨＰアクセス数、講座参加者とも

増） 

企画展「昔はどんな道具だったの？～教科書に登場する有形民俗資料～」で

は、学校の授業等に役立ててもらおうと、国語の物語や社会科で登場する昔の

道具の実物を教科書とともに展示し、例年より多くの小学校に見学してもらう

ことができた。また有形民俗資料の講演会を開催し、報告書にまとめることが

できた。 

新規受け入れ資料は、１２８点あり、他の収蔵資料を含めて資料調査等の結

果は、ＨＰや「資料館だより」で情報発信した。 

有形民俗資料を活用した実演見学や郷土食体験のほか、技術の伝承を目的と

した「昔の技術で小もの作り体験講座」は、出前講座にも対応した 

見学者、利用者を増やしていくため、引き続き積極的に情報発信を行い、所

蔵する民俗資料についても、体験メニューやガイドブックなどを作成し、市民

や学校等への周知を行っていく。市内の民具を集約し、一括管理する小国分館

については、所蔵資料を企画展等で紹介するなど、活用を図る必要がある。 

 

 

事務事業名 北上山地民俗資料館管理事業 

事 業 費 ８，５１５千円 

事業目的と 

概要 

北上山地民俗資料館の維持管理、所蔵資料の適正な保存管理を行い、薬師塗

漆工芸館内の「サテライトやまびこ」においても資料の展示を行った。 

旧蟇目中学校体育館で保管していた民俗資料を小国分館に移設した。 

成果と課題 

国指定有形民俗文化財「北上山地川井村の山地生産用具コレクション」をは

じめとする有形民俗資料や古文書などの所蔵資料（小国分館への移設分含む）

について、くん蒸などの適正な保存管理に努めた。 

「サテライトやまびこ」では、所蔵資料の一部を公開し、本館のＰＲに努め

た。継続して保存管理を行い、「サテライトやまびこ」においては、本館の紹

介や利用案内等のＰＲをさらに進め、誘客を図っていく。 
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事務事業名 崎山貝塚縄文の森公園園地災害復旧事業（２８年台風１０号） 

事 業 費 １０，５５７千円 

事業目的と 

概要 

平成２８年台風１０号により、被災した崎山貝塚縄文の森公園の園地復旧工

事を実施した。 

成果と課題 
崎山貝塚縄文の森公園の園路７２０ｍの舗装工事を行った。 

災害復旧工事は完了し、利用者の利便性が図られた。 

 

 

【総括】 

市民の芸術文化活動の拠点施設である市民文化会館の管理運営については、指定管理

者制度により、指定管理者の専門性を生かした事業（「みやこ市民劇」の開催等）を展

開し、効果的で効率的な管理運営を行うことができました。 

 文化財は、地域の歴史を伝える貴重な財産であり、これを後世に継承するために各種

文化財の調査・研究と保存・活用を行い、台風１０号により被害を受けた崎山貝塚縄文

の森公園の園地復旧工事を行いました。 

埋蔵文化財の発掘調査、なかでも東日本大震災からの復興事業に伴う調査のうち、発

掘調査（野外調査）は、ほぼ完了し、予定どおり４冊の発掘調査報告書を刊行すること

ができました。 

 平成２８年７月に開館した崎山貝塚縄文の森公園、縄文の森ミュージアムでは、北上

山地民俗資料館と連携し、文化財事業の拠点として常設展示のほか、企画展示や体験学

習、文化財講座などを実施してきました。 

今後は、これまでの企画のほか利用者のニーズをとらえた展示や講座等を実施し、多

くの方々に文化財が身近なものとして感じられ、また親しんでもらえるよう企画運営に

努めてまいります。 

 市史編さんにおいては、『宮古市の石碑 川井地域編』を刊行することができました。 

 北上山地民俗資料館については、企画展や「サテライトやまびこ」等により、貴重な

所蔵資料の紹介・活用をさらに進めてまいります。 
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４ 学識経験者の意見 

 

教育に関し学識経験を有する方の外部視点によるご意見として、下記の２名の方からご

意見をいただきました。 

   

（１） 宮古市社会福祉協議会 在宅福祉課長 伊藤直子氏の意見 

○教育委員会会議の開催状況及び審議内容 

  定例会、臨時会ともに適正に審議され、点検評価についても厳正に行われていることを

確認しました。 

 

ア.  生涯学習の推進 

地区センター管理、運営においては、地域住民の方々が利用しやすいよう整備された

ことはとてもいいことだと思います。今後は、子どもから高齢者の方々、地域の方々が

集えるような居場所作りができ、高齢者の方々も地域で役割を持ち、子どもたちも安心

して暮らせる地域づくりができることを望みます。 

 

イ.  学校教育の充実 

学校教育では、幅広く様々なことに取り組んでいることがわかりました。そのなかで

も、教員の方々の負担軽減もされているようではありますが、引き続き教員の方々のフ

ォローをしていただき、教員、子どもたちとも、より良い環境のもとで過ごしていただ

くことを望みます。 

また、発達障害の方々のフォローについても、保護者の方も含め行っていただきたい。 

 

ウ.  スポーツ・レクリエーションの振興 

宮古運動公園が復旧したことで、多くの方々が喜ばれたと思います。体育施設の維持

管理、整備等も行われ、市民の皆さんが利用しやすいよう取り組んでいることがわかり

ました。今後は、今まで以上に様々なスポーツに気軽に子どもたち、市民の方々が関わ

り、運動が苦手な人も体を動かすことの楽しさを発信していただければありがたいです。 

 

エ.  文化の振興 

崎山貝塚縄文の森公園、縄文の森ミュージアムに多くの利用があり、喜ばしく思いま

す。今後、様々な企画をしていただき、市民の方々が何度でも足を運び、活用できるよ

うにしていただきたいです。 

また、子どもたちの視野を広くするために、芸術文化に触れる機会を多くしていただ

ければありがたいです。 
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（２） 宮古市ＰＴＡ連合会 会長 畑山譲氏の意見 

 

○教育委員会会議の開催状況及び審議内容 

平成２９年度の教育委員会会議について、定例会１２回、臨時会３回の開催を確認しま

した。 

 

ア. 生涯学習の推進 

公民館運営事業においては、市民のニーズに応えた多様な企画と創意工夫が利用者数

の増大につながり、良き成果と考えます。そのうえで、現状に甘んずることなく、新た

な視点や工夫で事業を進めるという課題を提起しており、生涯学習推進の意欲を感じ得

ます。 

   また、周知活動の強化、見直し等が推進活動の課題であることを認識しました。事業

によっては、広報誌、パンフレット、ホームページ等を活用した周知を実施しているこ

とを確認しました。今後はさらに口コミ、誘い合いなど地域でのコミュニケーションの

輪を広げ、活動を促すことにさらに取り組んでいただき、地域の活力、活性化に寄与し

ていただきたいと思います。 

 

イ. 学校教育の充実 

児童生徒が社会で力強く生き抜く「生きる力」を育む取り組みとして、各事業におい

て成果を上げていることを確認しました。「サーモン教室」では、不登校児童生徒へ相談

指導の結果、５名が復帰とあり、高く評価致します。 

国際理解推進事業について、本年８月、中学生の我が子も「みやこ・イングリッシュ

キャンプ」に参加しました。ネイティブ・スピーカーとの活動や他校の生徒との交流を

経験し、大人へ一歩前進した印象を感じたこともあり、経験することの大切さを再認識

しました。引き続き事業を推進していただきたいと考えます。 

施設補修等も補修費の増加が懸念されるところではありますが、安全性を最優先とし

て、施設整備を進めていただきたいと考えます。 

 

ウ. スポーツ・レクリエーションの振興 

 市民の生きがいともいえるスポーツ・レクリエーション振興事業は、目的に応じて且

つ幅広い年齢層に親しんでいただける企画であり、成果も良いことを確認しました。東

京オリンピックの開催が目前となり、市民のスポーツに対する関心が高まっているよう

に感じます。 

 最近では身近なスポーツとして、また手軽に無理なくできるということでウォーキン

グに取り組む方々を見かけます。今後、ますます高齢化が進むであろうと推測しますの

で、歩くスポーツ事業の推進をご検討いただきたいです。 
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エ.  文化の振興 

   市民文化会館管理事業において、「みやこ市民劇」など、宮古市の新しい文化が生ま

れたことで、さらなるコミュニティの形成を期待します。そのためにも、課題である駐

車場不足の解消を進めていただきたいと思います。心の復興事業等、被災地支援活動は、

今後も継続していただきたいです。 

   埋蔵文化財活用事業など、地域の歴史について関心が高まるように、埋蔵文化財の活

用を進めていただきたいと考えます。 

   郷土芸能などの伝承活動においては、後継者に伝承できない事態を踏まえて、画像デ

ータを大切に永久保存していただきたいと考えます。 

 

   

５ おわりに 

 

教育委員会では、東日本大震災以降、被災した施設の復旧を進める一方、子どもたち

への就学支援や心身のケア等、復興の総仕上げに向けて教育施策に取り組んできました。 

平成２９年度は、宮古運動公園（野球場、陸上競技場）、高浜地区センターが復旧し

ました。平成３０年度には、宮古・室蘭フェリーが就航となり、室蘭市の子どもたちや

市民同士の交流が生まれるなど、教育におけるさらなる発展が期待されます。 

今後も、子どもたちが意欲的に学び、健やかに育つことができるよう、教育委員会の

果たすべき役割と責任を十分に認識して、市民の皆さまの期待に応えられる教育行政を

推進してまいります。 

今回、外部評価として学識経験者の方からいただきましたご意見・ご指摘については、

教育現場の意向や実態等を考慮しながら、可能な限り教育施策に反映させていきたいと

考えております。 

   最後に、この点検・評価を実施するにあたり、貴重なご意見やご提言をいただきまし

た方々並びに関係者の皆様に心から感謝を申し上げます。 

 

 

 


