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郷土を誇り次代につなぐひとづくり
　人口減少や少子高齢化、グローバル化の進展などに対応しながら持続可能
な地域社会を形成していくためには、郷土を思い、愛する気持ちを礎とし
て、自己実現のための夢や希望を持ち歩んでいくひとづくりが求められてい
ます。今を生きる市民一人ひとりの多様な学びが、次世代に伝わり繋がって
いくことを目指します。



ご  あ  い  さ  つ

　宮古市教育委員会では、令和元年東日本台風により被災した教育関連施設の早期
復旧はもとより、東日本大震災及び平成 28 年台風第 10 号を含む被災世帯の児童生
徒の就学支援や心身のケアに最優先で取り組んでまいりました。
　近年、教育を取り巻く環境は、急激な少子高齢化の進行や高度情報化、グローバ
ル化の進展、環境問題や子どもの安全と学びの確保の問題などを背景に、様々な課
題が指摘されています。
　このような社会の変化に適切に対応し、長期的展望に立った本市の教育が進むべ
き方向と目標、これを達成する教育行政施策を明らかにし、併せて市総合計画前期
基本計画の教育分野の基本施策である「郷土を誇り次代につなぐひとづくり」を総
合的かつ計画的に推進するため、宮古市教育振興基本計画を策定いたしました。
　本計画は、教育基本法第 17 条第２項の規定に基づく、市の教育分野の中期計画で、
市総合計画前期基本計画に掲げる「学校教育の充実」、「生涯学習の推進」、「スポー
ツ・レクリエーションの振興」、「文化の振興」を推進するための具体的な施策を示
しております。
　宮古市教育委員会では、関係機関の協力を得ながら、本計画に基づく取り組みを
着実に推進し、未来を担う子どもの豊かな学びと健やかな成長、「生きる力」を育み、
自発的、主体的に地域社会に貢献できる人材育成に力を尽くしてまいります。また、
市民の皆様が健康でふれあいのある生涯を通じて学ぶことができる環境整備や支援
に努めてまいります。
　終わりに、計画の策定にあたりご審議をいただきました宮古市教育振興基本対策
審議会委員の皆様、貴重なご意見やご提言をいただきました市議会をはじめとする
市民の皆様に心から感謝申し上げます。

　　令和２年３月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮古市教育委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育長 　伊　藤　晃　二
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宮古市市民憲章
　宮古市、田老町、新里村が一つとなり、2005 年６月、
新しい宮古市が誕生しました。
　その後、2010 年１月に川井村が新しいまちづくりに
加わり、さらなる発展に向けて共に歩み始めました。
　宮古市は、本州最東端に位置し、太平洋から昇る太陽
を迎え、緑深き森から流れる川が大海にそそぐまち、人
びとのきずなを大切にするまちです。

宮古  みんなが  やすらぐ  このまち  みやこ

　私たちは、このまちを慈しみ、森、川、海と人とが調和
する安らぎのまちをめざし、ここに市民憲章を定めます。

こころ育む美しい森
自然や環境を大切に、美しいまちをつくりましょう。

いのち育む清らかな川
健康で良く学び、いきいきとしたまちをつくりましょう。

めぐみ育む豊かな海
働くことに喜びをもち、力を合わせ住み良いまちをつく
りましょう。

　　　　　　　　　　　　　　平成 18年６月６日制定
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Ⅰ  序論

１　計画策定の趣旨

　　私たちのまち宮古市は、本州最東端に位置し、豊かな自然、美しい景観に恵ま
　れており、多くの先人が築いてきた素晴らしい歴史と芸術、文化を引き継ぎ、人々
　を結ぶ地域社会が形成されているまちです。
　　新たな総合計画では、都市の将来像である「『森・川・海』とひとが調和し共
　生する安らぎのまち」の実現に向けて、教育分野の基本施策に「郷土を誇り次代
　につなぐひとづくり」を掲げたところです。
　　平成 19 年（2007 年）に、「宮古市教育振興基本計画～郷土をおこす人づくり～」
　（2007 ～ 2014）を策定しましたが、平成 23 年（2011 年）３月の東日本大震災・
　大津波の発生後は、教育環境の再建、被災した子どもの就学支援や心身のケアを
　最優先に取り組んできたところです。
　　その後、平成 27 年（2015 年）に「宮古市教育振興基本計画～個性を生かし未
　来を拓くひとづくり～」（2015 ～ 2019）を策定し、宮古市総合計画※ 1 に掲げら
　れた基本施策を総合的かつ計画的に推進すべく、生涯学習の推進、学校教育の充
　実、スポーツ・レクリエーション及び文化の振興に積極的に取り組んできました。
　この間においても、平成 28 年台風第 10 号（2016 年）及び令和元年東日本台風（2019
　年）が発生したことから、これまでの経験を糧として、子どもの健やかな成長を
　育むことを最優先に取り組んできたところです。
　　近年一層、教育を取り巻く社会情勢は、少子高齢化、高度情報化及びグローバ
　ル化※ 2 の進展、価値観の多様化や子どもの安全確保の問題、厳しい経済環境等
　を背景に大きく変化しています。また、学力・学習意欲や規範意識、体力・運動
　能力等に関するさまざまな課題が指摘されています。
　　このような状況を踏まえ、本市教育の一層の充実を図るために、社会の変化に
　適切に対応するとともに、長期的展望に立った教育行政の方向や、学校、家庭、
　地域社会が一体となって取り組む具体的な施策を市民の皆様に明確に示す必要が
　あります。
　　現在の市教育振興基本計画は、令和元年度（2019 年度）をもって終了するこ
　とから、教育における現状の把握と課題の抽出を行い、これらをもとに今後５年
　間の新たな「宮古市教育振興基本計画～郷土を誇り次代につなぐひとづくり～」
　を策定するものです。
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※1　宮古市総合計画
　　　市の将来像やまちづくりの基本的な方向性を掲げた総合的な計画で、施策を推進する際の指標
　　となる。
※2　グローバル化
　　　「地球規模」、「全世界的」という意味。従来の国家・地域の垣根を越えて、世界の国々、人々
　　がより緊密に結びつけられるようになること。
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２　計画の性格

　⑴　計画の基本的方向性
　　本計画は、本市の教育が進むべき方向と目標、そして、これを達成するための
　教育行政施策を明らかにするものであり、併せて、「宮古市総合計画」の教育分
　野の基本施策である「郷土を誇り次代につなぐひとづくり」を推進するための具
　体的施策や目標を示すものとします。
　　また、国の計画（教育を通じて生涯にわたる一人ひとりの「可能性」と「チャ
　ンス」の最大化）や県の計画（学びと絆で夢と未来を拓き社会を創造する人づく
　り）との関係については、本市の特性や主体性を確保しつつ、それぞれが有する
　各種計画と調整を図りながら推進します。また、この計画の示す方向や施策につ
　いて、市民、地域、企業、ＮＰＯ等に対し、連携・協力及び積極的な参加を求め
　ます。
　⑵　計画の位置づけ
　　ア  本計画は、本市の教育分野における中期的な教育の振興のための施策に関
　　　する基本計画（教育基本法第 17 条第２項）として位置づけます。
　　イ  本市の総合的な行政経営計画である「宮古市総合計画」と連動して教育分
　　　野を補完・充実させるものと位置づけます。

３　計画の期間

　　この計画は、令和２年度（2020 年度）を初年度とし、令和６年度（2024 年度）
　を最終年度とする５ヶ年計画とします。

４　計画の構成

　　この計画は、「総論」「各論」及び「資料編」で構成します。
　ア　総論においては、教育を取り巻く社会環境の変化や本市の教育の現況と課題
　　等を分析し、将来を見据え長期的視野に立った本市の教育振興の方向とそれを
　　実現するための基本的方策を明らかにします。
　イ　各論においては、総論に基づき「学校教育の充実」「生涯学習の推進」「スポー
　　ツ・レクリエーションの振興」「文化の振興」の４つの施策体系から教育振興
　　の基本的方策を実現するための具体的な方向及び事務事業を明らかにします。
　ウ　資料編においては、「基本計画（総論・各論）」の実効性を確保するため、計
　　画期間内に重点的に実施する主な事業内容を明らかにします。また、基本計画
　　の点検・評価は、「宮古市総合計画」に掲げられた事項について実施します。
　　毎年度、事業内容の進捗状況を確認し、必要に応じて計画の見直しを行うもの
　　とします。
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Ⅱ  総論

　計画策定にあたっては、教育を取り巻く現在の社会情勢や将来の展望を十分に踏
まえ、本市にふさわしい教育の在り方を具体的に検討し、必要な施策を実行するこ
とが求められます。ここでは、計画の背景となる社会の現状と課題について、次の
ように整理します。

１　人口減少、少子高齢化の一層の進行

　　日本の総人口は、出生率の低下等により平成 20 年（2008 年）をピークに減少
　に転じています。国立社会保障・人口問題研究所※ 3 の推計によると、宮古市の
　人口は、平成 27 年（2015 年）に約５万６千人だったものが、令和 12 年（2030 年）
　には約１万人（▲ 18％）減少し、４万６千人を切るものと予測しており、本市
　においても一層の少子高齢化が進行することが想定されます。
　　少子化の進行は、子どもが友達や異年齢集団の中での豊かな遊びや切磋琢磨す
　る機会の減少を招くことになります。これからは、多様な人間関係を学び社会性
　を育むため、子どもの自立に不可欠な自然体験や社会体験等の機会を充実させ、
　様々な形で交流の場を設けることがますます重要となっています。安心して子ど
　もを産み育てることができる環境づくりや支援、社会全体で子どもを育てる機運
　の醸成を図っていくことが必要です。
　　また、高齢化については、高齢者の健康で生きがいのある環境づくりを進める
　ため、多様な学習や活動の機会を提供するとともに、子どもが高齢者の豊かな経
　験や培った知恵に学ぶ機会を設けることもますます重要になります。

宮古市教育振興基本計画

3

第１章　教育を取り巻く社会の現状と課題

※ 3　国立社会保障・人口問題研究所
　　　社会保障や人口問題等について調査研究を行っている機関で、日本の将来人口を公表している。
　　それによると、宮古市の人口は、昭和 35 年（1960 年）の約８万１千人をピークに減少に転じ、
　　年齢階層別でみると 15 歳未満の人口割合は、平成 27 年（2015 年）の 10.7％から令和 12 年（2030 年）
　　には 8.7％に減少するのに対し、65 歳以上の高齢者の人口割合は、平成 27 年（2015 年）の 34.0％
　　から令和 12 年（2030 年）には 40.0％に増加するとされている。

宮古市小学生ドッジボール大会で交流する児童
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２　急速な技術革新への対応

　　高度情報化の進展により、スマートフォンなど情報通信技術（ICT）の利活用
　が世代を超えて広がり、人々の価値観やライフスタイルは多様化・複雑化してい
　ます。今後、「人工知能（AI）」やあらゆるモノをインターネットとつなぐ「IoT ※ 4」、
　個々のニーズに即したサービスの提供などが可能となる「ビッグデータ※ 5」の
　活用など、急速な技術革新により、社会や生活が大きく変化していくことが予想
　されます。
　　このことから、社会のあらゆる分野で必要な情報を主体的に選択する能力や情
　報の受発信に関するモラルについての教育の必要性が増す一方、人間関係の希薄
　化や直接体験の不足等の課題解決に向けて、今後一層、学校、家庭、地域が連携・
　協力して取り組んでいかなければなりません。

３　グローバル化の進展・環境問題への対応

　　現在、世界は高度情報化の急速な進展や交通手段の発達等により、人、モノ、
　情報の国境を越えた交流が頻繁に行われています。このグローバル化の中で、自
　分とは異なる文化や歴史を持つ人々と共存していくためには、日本や他国の伝統
　や文化を学び、相手を尊重する態度やコミュニケーション能力を身につけること
　が求められています。
　　宮古市においては、大型外国客船の寄港やラグビーワールドカップ 2019 大会※ 6

　の公認チームキャンプ地や東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会※ 7

　のホストタウンに選定される等、外国人と地域住民の多くの交流が行われています。
　　また、世界は、異常気象や自然災害、食糧や資源・エネルギー問題等、地球的
　規模の様々な問題に直面しています。グローバル化が進展し、社会のあらゆる分
　野でのつながりが活発化する中、持続可能で多様性と包摂性※ 8 のある社会の構
　築に向けて、ジェンダー※ 9 や障がいの有無等にかかわらず、あらゆる人が参画
　していくことが求められています。
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※ 4　ＩoT(Ｉnternet of Things：モノのインターネットの略 )
　　　様々な「モノ（物）」がインターネットに接続され、情報交換することにより相互に制御する
　　仕組み。
※ 5　ビッグデータ
　　　従来のデータベース管理システムなどでは記録や保管、解析が難しいような巨大なデータ群。
※ 6　ラグビーワールドカップ 2019 大会
　　　４年に１度行われる 15 人制ラグビー世界王者決定戦。アジアで初めての大会は、2019 年 9 月
　　20 日から同年 11 月２日まで日本全国 12 会場で開催。
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４　子どもの安全と学びの確保

　　子どもを狙って頻発する犯罪や家庭内での虐待、交通事故や自然災害のほか、
　最近ではスマートフォンやインターネット等の悪用により子どもが犯罪に巻き込
　まれる事件、トラブルが急増しており、子どもはかつてないほどの危険にさらさ
　れています。
　　このような状況の中で、子どもの安全を確保するためには、学校の指導体制の
　強化、防犯・防災教育や情報教育の充実とともに、学校、家庭、地域が一体となっ
　た取り組みが求められています。
　　また、家庭の経済状況による子どもの学習環境や進学等への影響や、学力諸調
　査から自尊感情に課題があることが指摘されています。意欲と能力があるにもか
　かわらず、家庭の経済的理由により進学などを断念することがないよう、自尊感
　情を高め、必要な学習環境の整備と多様なニーズに対応した教育機会の提供等を
　図っていくことが重要です。

５　雇用状況の変化、ライフスタイルの多様化

　　近年、非正規雇用や若年層の就職のミスマッチによる離職の課題のほか、企業
　や農林水産業では、人材不足などの課題が深刻化しており、一人ひとりの人材の
　質を高める「人づくり革命」や、一億総活躍社会の実現に向けた「働き方改革」
　の推進が求められています。
　　このことから学校教育の場においても、子どもの個性や能力に応じ、社会を生
　き抜くために必要な力を主体的に身につけ、生かしていくことができる取り組み
　が求められます。
　　また、余暇時間の活用や退職した世代の増加等を背景に、人々のライフスタイ
　ルや社会環境の変化による価値観が多様化している状況を踏まえ、多彩な趣味、
　スポーツ・レクリエーション、ボランティア活動等への意欲を持つ人への支援、
　学習環境の充実が必要となっています
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※ 7　東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会
　　　４年に１度行われる世界最大のスポーツの祭典。第 32 回オリンピック競技大会は、2020 年７
　　月 24 日から同年８月９日まで開催。競技数は 33 競技を予定。東京 2020 パラリンピック競技大
　　会は 2020 年８月 25 日から同年９月６日まで開催。競技数は 22 競技を予定。
※ 8　包摂性
　　　一定の範囲の中につつみ込むこと。「インクルージョン（Inclusion ＝包摂）」
※ 9　ジェンダー
　　　生物学的性差と区別した、社会的文化的に作られる性別、性差のことをいう。



Ⅱ  総論

６　東日本大震災・大津波、平成28年及び令和元年の台風からの教訓

　　東日本大震災・大津波及び平成 28 年台風第 10 号により、本市は大きな被害を
　受けましたが、被災直後から国内外の方々に多くの支援をいただきながら、市民
　が一丸となってまちの復旧・復興に取り組んできました。子どもも、避難所運営
　の手伝いやボランティア活動に取り組むなど、復旧・復興に大きな力を発揮しま
　した。
　　一方、被災後の取り組みとして、被災した子どもをはじめ震災などの影響を受
　けた方々への心のケア、家族や家屋を失った子どもの就学支援や市独自の教育支
　援金の支給等についても継続して行ってきました。
　　また、令和元年東日本台風及び全国的に各地で発生する災害においても、子ど
　もの心のケア、学習支援、復興を支える人材の育成や地域の再生などが求められ
　ています。
　　このため、これまでの取り組みを一過性のものとせず、安全安心な地域社会を
　築きあげるため、今後は、この経験と教訓を次の世代にしっかりと伝承し、市内
　外に発信していく必要があります。

７　地方教育行政の推進

　　教育行政の推進にあたっては、平成 27 年（2015 年）４月１日に施行された「地
　方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」（平成 26 年法律
　第 76 号）の趣旨を踏まえ、教育委員会の果たすべき役割と責任を十分に自覚す
　るとともに、地方教育行政における責任の明確化、迅速な危機管理体制の構築を
　図ることが重要になります。
　　また、「総合教育会議」においては、教育の政治的中立性、継続性・安定性を
　確保し、市民の皆様の期待に応える教育行政が推進されるよう、市長部局と連携
　して真摯に取り組んでいくことが求められています。
　　子どもがこれからの時代をたくましく生き抜くために必要な資質と能力を育
　み、主体的に地域社会に貢献できる人材育成が重要になります。

宮古市教育振興基本計画
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第２章　宮古市の教育の現況と課題

Ⅱ  総論

１　学校教育の充実

　　今日の子どもは、物質的な豊かさや便利さとともに、グローバル化や高度情報
　化の進展、急速な技術革新、深刻な環境問題や人口減少、少子高齢化等、大きく
　変化する社会の中で生活しています。
　　このような状況において、子どもの「生きる力」を育み健やかな成長を促すた
　めには、知・徳・体にわたる「生きる力」をより具現化し、「知識及び技能」「思
　考力・判断力・表現力等」「学びに向かう力・人間性等」の資質・能力を、バラ
　ンスよく身に付けさせていくことが求められています。
　　特に、東日本大震災、平成 28 年台風第 10 号及び令和元年東日本台風後の子ど
　もに対する中長期的な心のケアと、震災等を通して学んだ命の尊さ、自助及び共
　助の経験を生かした取り組みを今後も継続して進めていく必要があります。
　　また、従来の特別支援教育※ 10 の枠では捉えきれない子どもの増加やいじめ、
　不登校への適切な対応、地域の人間関係や連帯感の希薄化、家計に占める教育費
　の増、学校の小規模校化や施設の老朽化等の多様な課題に、きめ細かに対応する
　ことが求められています。
　　さらに、急増するＳＮＳ※ 11 の利用による悪質な犯罪や虐待、交通事故、自然
　災害等に対処するため、子どもの安全・安心な生活を確保することも求められて
　います。
　　そのためには、学校の指導や教育体制の充実のほか、教育環境の整備を進める
　とともに、学校、家庭、地域の役割と責任を改めて認識しながら、連携していく
　必要があります。
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※ 10　特別支援教育
　　　従来の特別支援教育の対象となる障がい（知的障害、自閉症・情緒障害、言語障害、視覚障害、
　　聴覚障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱）だけでなく、LD（学習障害）や ADHD（注意欠陥・
　　多動性障害）、高機能自閉症を含め、障がいのある児童生徒の自立や社会参加に向けて、その一
　　人ひとりの教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め生活や学習上の困難を改善又は克服する
　　ために適切な指導や支援を行う教育。　
※ 11　SNS
　　　Social  Networking  Service の略。人と人とのコミュニケーションを促進し、社会的なネット
　　ワークの構築を支援する、インターネットを利用したサービスのこと。



Ⅱ  総論

２　生涯学習の推進

　　少子高齢化が進み、社会を取り巻く環境が急激に変化する中、あらゆる人が生
　涯にわたっていつでも自由に学習機会を選択でき、学習で得た知識や技能等が成
　果として適切に地域の発展や社会参加活動に生かされる生涯学習社会の実現のた
　めには、生涯学習環境の充実が必要です。
　　東日本大震災によって被災した公民館や地区センターは復旧が完了しました。
　既存の社会教育関連施設※ 12については、宮古市公共施設再配置計画（実施計画）※ 13

　に基づき、計画的な改修などに取り組む必要があります。
　　核家族化や東日本大震災による人口減少の加速化等により、地域コミュニティ
　が減少し、コミュニティ意識※ 14 の希薄化が進行しています。人々の暮らしの向
　上と地域課題解決のため、コミュニティにおける学びの場の充実が求められてい
　ます。市民の学習活動を支援する生涯学習ボランティア※ 15 やリーダー等の人材
　の確保・育成が必要となっています。
　　スマートフォンや超高速ブロードバンド※ 16 の普及により、インターネットが
　日常生活から切り離せないものとなりました。ニーズが多様化している市民の生
　涯学習活動においても、インターネットは必要不可欠なものとなっています。あ
　ふれる情報の中から必要な情報を取捨選択し、読み解く情報リテラシー※ 17 の必
　要性がますます高まっています。
　　ひとり親世帯の割合が増加傾向にあり、子育ての悩みや不安を多くの家庭が抱
　えながらも、身近に相談できる相手がいないといった家庭教育を行う上での課題
　も指摘されています。社会全体で子どもの社会性や自立心等の育ちをめぐる課題
　に向き合い、社会全体で親子の育ちを支えていくことが重要です。
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※ 12　社会教育関連施設
　　　公民館、図書館、体育施設等、家庭や学校の外で、子どもから高齢者まですべての年齢の人に、
　　学習や研修、スポーツ、趣味等を楽しむ機会を提供することができる生涯学習のための施設。
※ 13　宮古市公共施設再配置計画（実施計画）
　 　 「宮古市総合計画」の行政運営の効率化施策を推進するための市有公共施設の適正配置に関する
　　個別計画。
※ 14　コミュニティ意識
　　　地域社会に関わろうとする気持ちや行動のこと。
※ 15　生涯学習ボランティア
　　　「知りたい」「やってみたい」といった “ 学び ” に取り組む人の手助けをする人のこと。
※ 16　超高速ブロードバンド
　　　高速・大容量のデータ通信を可能にする回線やサービスの総称をブロードバンドといい、その
　　中でも光ファイバーなどによる超高速のデータ通信を可能にする回線やサービスを指す。
※ 17　情報リテラシー
　　　情報を自己の目的に適合するように使用できる能力のこと



Ⅱ  総論

　　こうした中、本市ではこれまで子どもの健やかな成長を促すための家庭教育に
　関する支援をはじめとして、心豊かなひとづくりや住民の生きがいづくりを目的
　に各世代に応じた各種講座を開催するなど、さまざまな学習の機会を提供してき
　ました。今後においても、関係機関・団体との連携・協働による生涯学習推進体
　制の充実や、社会教育関連施設間のネットワークを活用した生涯学習の普及奨励
　に努める等、全ての市民の主体的な学習活動や社会参加活動の促進を図る必要が
　あります。
　　さらに、今後、家庭教育及び社会教育の担う役割がますます大きくなることか
　ら、家庭、学校、地域社会や社会教育団体との連携・協力を一層深め、体系的な
　社会教育を進めるとともに、社会教育関連施設をはじめ、学習環境の充実を図る
　必要があります。

宮古市教育振興基本計画

9

「学校保健会・ＰＴＡ連合会・教育振興運動」合同大会

日本画サークルの活動体験風景



Ⅱ  総論

３　スポーツ・レクリエーションの振興

　　スポーツ・レクリエーションにおいては、グローバル化や個々のライフスタイ
　ルの変化に伴い、各世代のニーズも多様化しています。若者層では、エクストリー
　ムスポーツ※ 18 やスポーツクライミング※ 19 等に興味・関心が高まっています。
　また、中高年層を中心に健康寿命の延伸に関心が高まっており、ウォーキングや
　体操等の取り組みが行われています。各世代で豊かな生活を営むうえで、スポー
　ツ・レクリエーションの役割は重要度を増しています。
　　これまで、スポーツ・レクリエーション活動の普及を図るため市民総合体育大
　会や各種スポーツ教室、レクリエーション大会等を数多く開催し市民の生涯ス
　ポーツの基盤形成を行ってきました。今後は、多様なニーズに対応するため、関
　係機関・団体等とのさらなる連携・協力による推進体制の構築とあらゆる人が生
　涯スポーツに親しめる機会の提供が求められています。
　　競技スポーツにおいては、選手の強化育成や全国大会などで活躍する人材の育
　成を目的に、指導者の招へいや大会参加への支援を行っています。今後は、指導
　者の育成・確保による競技力の向上が求められています。
　　東日本大震災により被災した宮古運動公園（野球場、陸上競技場）及び田老野
　球場は復旧が完了し、多くのスポーツ愛好者に利用されています。
　　一方、既存のスポーツ施設の老朽化が進んでいます。宮古市公共施設再配置計
　画（実施計画）に基づき、計画的に改修などに取り組む必要があります。
　　ラグビーワールドカップ 2019 大会や東京 2020 オリンピック・パラリンピック
　競技大会等、国際的なスポーツイベントの開催に伴いスポーツへの関心が高まっ
　ています。
　　宮古市においても、ラグビーワールドカップでは公認チームキャンプ地、東京
　オリンピック・パラリンピックではホストタウンとして、スポーツを通じた国際
　理解、国際交流の機運が高まっています。
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※ 18　エクストリームスポーツ
　　　スピードの速さと危険度の高さを特徴とするスポーツ。1995 年にアメリカ合衆国のケーブルテ
　　レビ局「ＥＳＰＮ」が企画した「Ｘゲーム」に由来する。代表的なものに、スケートボード、スノー
　　ボード、フリースタイルスキー、ＢＭＸ、マウンテンバイク等があり、広くは、オートバイやスノー
　　モービルのレースやロッククライミング、スカイダイビング等、危険なスポーツ全般を指すこと
　　もある。
※ 19　スポーツクライミング
　　　人工のホールドを使ったフリークライミングで、「ボルダリング」「リードクライミング」「スピー
　　ドクライミング」３種目の総称である。



Ⅱ  総論

　　スポーツを「する」「見る」楽しさに加え「ささえる」楽しさを広げること、スポー
　ツ・レクリエーションを通じた、人と人との交流、地域と地域との交流を促進す
　ることにより、地域振興につなげることが期待されています。
　　市内のスポーツ施設などを活用して大会・合宿誘致を行うスポーツツーリズム※ 20

　は、スポーツを通じた交流人口の拡大と地域活性化に寄与するものと期待されて
　います。
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宮古サーモン・ハーフマラソン大会

※ 20　スポーツツーリズム
　　　プロスポーツの観戦者やスポーツイベントの参加者と開催地周辺の観光とを融合させ、交流人
　　口の拡大や地域経済への波及効果などを目指す取り組み。



Ⅱ  総論

４　文化の振興

　　芸術文化は、市民の日常生活にゆとりと潤いを与えるとともに、次代を担う創
　造性豊かで人間性あふれる人材を育成する原動力となります。
　　特にも東日本大震災発災以降、心の豊かさや生活の充実を求める市民は多く、
　芸術文化活動に関心が高まっています。
　　それに伴い、芸術文化の活動や発表の場、優れた芸術文化に触れることができ
　る機会の充実が求められています。
　　老朽化が進んでいる市民文化会館については、計画的な改修に取り組む必要が
　あります。
　　一方、文化財※ 21 については、平成 28 年（2016 年）7 月に崎山貝塚縄文の森
　公園※ 22 の整備が完了し、崎山貝塚縄文の森ミュージアム※ 23 では、企画展示や
　縄文体験等、幅広い活用が図られています。
　　宮古市には、豊かな自然を背景
　に、先人たちが築いてきた誇るべ
　き有形・無形の文化財が数多くあ
　りますが、少子高齢化による民俗
　芸能※ 24 の担い手不足、生活様式
　の変化などによる古民家の解体や
　伝統行事の消滅等、文化財が急速
　に失われようとしています。
　　文化財は、地域の歴史・文化を
　理解するうえで貴重な財産であり、
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※ 21　文化財
　　　人類の文化的な活動によって生み出され、残されたもののうち、特に歴史的、文化的価値の高
　　いもの。文化財保護法では、建造物や絵画等の有形文化財、演劇や工芸技術等の無形文化財、年
　　中行事や芸能等の民俗文化財、古墳や庭園等の記念物、文化的景観、伝統的建造物の 6 種類のほ
　　か、土地に埋蔵されている状態にある埋蔵文化財や選定保存技術に分類されている。
※ 22　崎山貝塚縄文の森公園
　　　国指定史跡「崎山貝塚」を保存するために、盛土をしたり、散策路の案内板などを設置したり
　　して整備した史跡公園。
※ 23　崎山貝塚縄文の森ミュージアム
　　　平成 8 年（1996 年）7 月に国から史跡として指定された崎山貝塚の保存及び活用を図り、縄文
　　文化をはじめ、郷土の歴史と文化、自然への理解と愛着を深める場を提供するため、博物館法第
　　18 条の規定に基づき設置し、平成 28 年（2016 年）7 月に開館した登録博物館。
※ 24　民俗芸能
　　　地域社会の中で伝承され、祭礼や年中行事等の決められた時に、五穀豊穣、大漁祈願、防災招福、
　　祖先供養等の生活に根ざした信仰と結びついて行われてきた芸能。

崎山貝塚縄文の森ミュージアム



Ⅱ  総論

　地域のコミュニティ活動や活性化の核として、次世代への確実な保存と継承が求
　められています。
　　また、津軽石の盛合家※ 25 や本町の旧東屋酒造店※ 26 において学習会やイベン
　トが開催されるなど、文化財を核とした地域住民の活動やまちづくりの機運が見
　られます。個人や地域で保存・継承されてきた文化財を、まちづくりや交流人口
　の拡大に生かすとともに、地方創生や地域の活性化につなげる取り組みが求めら
　れています。
　　市史編さん※ 27 については、古民家や蔵の解体により古文書の散逸が危惧され
　ることから、歴史資料を収集し、記録・保存により後世に継承する必要があります。
　　こうした社会状況の変化を背景に、文化財保護法が一部改正され、有形・無形
　の文化財の保存と活用などの強化を図る必要があります。

宮古市教育振興基本計画
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※ 25　盛合家
　　　江戸時代中期より津軽石川鮭漁の瀬主、江戸との交易や酒造業、金融業により岩手県沿岸を代
　　表する上流商家に成長した。江戸時代後期には武士の身分にもなり、上質な住宅と庭園が残され
　　ている（平成 19 年（2007 年）10 月：国登録有形文化財（建造物）「盛合家住宅主屋」、平成 24 年（2012
　　年）１月：国登録記念物（名勝地関係）「盛合氏庭園」）。
※ 26　旧東屋酒造店
　　　江戸時代後期に酒造業を創業し、江戸との交易を行う廻船問屋、金融業等により幕末にかけて
　　上流商家へと成長した。明治以降も宮古町の地域経済を牽引する存在として活躍し、明治期の店
　　舗兼主屋、江戸末期の酒蔵と質蔵が残されている（平成 31 年（2019 年）３月：国登録有形文化財（建
　　造物）「旧東屋酒造店店舗兼主屋」「同酒蔵」「同質蔵」）。
※ 27　市史編さん
　　　市の歴史や民俗などに関する資料を収集、整理し、市史として編集すること。

盛合家

旧東屋酒造店



Ⅱ  総論

１　学校教育の充実

　⑴　確かな学力を育む教育の推進
　　　資質・能力の三つの柱である「知識・技能」「思考力・判断力・表現力等」「学
　　びに向かう力・人間性等」を育成するために、主体的・対話的で深い学びの実
　　現に向けた授業改善の実施に努めます。
　　　また、「何を学ぶか」と「どのように学ぶか」の両方を重視し、子どもの学
　　びの過程を質的に高めていきます。
　⑵　豊かな心を育む教育の推進
　　　家庭、地域と積極的に連携
　　し、「ふるさと宮古」に誇りを
　　持つことができるよう指導の
　　充実を図ります。
　　　また、学校図書の充実によ
　　り、読書活動及び読書指導を
　　推進し、子どもの豊かな知性
　　や感性等を育むとともに、国
　　際理解教育の充実を図り、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態度を育むように努め
　　ます。
　　　さらに、「いのちを大切にする心」「思いやり」等の倫理観や社会性を育むた
　　めの交流などの多様な体験活動や子どもの自然科学に対する興味・関心を高め
　　るための体験活動を積極的に行い、心の教育の充実に努めます。
　⑶　健康な体を育む教育の推進
　　　子どもの体力向上のため、一人ひとりの発育状況を見極めながら、学校での
　　教育活動や部活動を通じて、子どもが積極的に運動に取り組むことができる教
　　育環境づくりを進めます。
　　　また、肥満や生活習慣病の兆候等、子どもの疾患の多様化に対応するため、
　　日常の健康観察を重視し、定期健康診断などによる保健管理の徹底を図るとと
　　もに、健康教育及び食育※ 28、口腔衛生の充実を図ります。

宮古市教育振興基本計画
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※ 28　食育
　　　「食」を通して、健全な食生活を実践することができる人を育てる教育。

大型クルーズ船歓迎アトラクション

第３章　施策の基本方向と施策体系



Ⅱ  総論

　⑷　特別支援教育の充実
　　　障がいなどがある子どもに対し、自立や社会参加に必要な力を培うため、該
　　当するすべての学校に特別支援教育支援員を配置したり、円滑な就学が図られ
　　るよう、就学支援相談員を配置したりする支援体制の充実を図ります。
　　　また、個別の教育支援計画の策定を推進し、関係機関と連携しながら子ども
　　一人ひとりに応じた支援を行います。
　⑸　相談・支援体制の充実
　　　子どものいじめや不登校、問題行動等に適切に対処するため、専門的知識を
　　持った相談員や支援員を配置し、東日本大震災、平成 28 年台風第 10 号及び令
　　和元年東日本台風後の心のケアも含めた家庭、地域、関係機関との連携による
　　教育相談体制の整備・充実を図ります。
　⑹　教育環境の充実
　　　国の動向を踏まえ、コミュニティ・スクール※ 29 の導入や学校評価の実施等
　　により、保護者や地域住民が参画しやすい「社会に開かれた教育課程」を推進
　　します。
　　　また、犯罪や虐待、交通事故、地震・津波等の自然災害から子どもの安全を
　　確保するため、学校、家庭、地域の連携を進めるとともに、関係機関との協力
　　のもと、子どもが安心して生活できる環境の整備に努めます。
　　　なお、経済的な理由により就学が困難な子どもの保護者に対して、学用品費
　　の給付などの就学支援を、高校・大学等への進学希望者に対しては、奨学金貸
　　与による支援を実施します。遠距離通学する子どもに対しては、通学時の交通
　　手段の確保を図ります。
　　　さらに、小・中学校の適正配置により、子どもの教育環境の改善に応じた学
　　校間連携を積極的に推進していきます。
　⑺　学校施設・設備の充実
　　　情報化社会に対応するため、パソコン教育環境整備の推進や子ども一人ひと
　　りの情報活用能力の向上に努めます。
　　　また、トイレの洋式化、冷房設備の設置を進めるとともに、子どもの安全・
　　安心のため、老朽化の進んでいる校舎などの改修を計画的に実施します。

宮古市教育振興基本計画
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※ 29　コミュニティ・スクール
　　　保護者をはじめ、多様な地域の団体や機関の代表から構成される学校運営協議会を設置する学
　　校をコミュニティ・スクールと呼び、学校と保護者や地域住民等がともに知恵を出し合い学校運
　　営に意見を反映させることで、地域と一体となって「地域とともにある学校づくり」を進める体制。



Ⅱ  総論

２　生涯学習の推進

　⑴　推進体制の充実
　　　市民の学習活動に対する関心の多様化や高度化に応えるため、関係機関、団
　　体及び市民等との連携・協働により生涯学習を総合的に推進する「宮古市生涯
　　学習推進本部※ 30」及び「宮古市生涯学習推進会議※ 31」を中心として、いつでも、
　　どこでも、だれでも学習できる環境づくりを進めます。
　⑵　学習環境の整備
　　　公民館、生涯学習センター、図書館等の社会教育関連施設は、宮古市公共施
　　設再配置計画（実施計画）に基づき、計画的に改修などを行います。市の中心
　　部に建設された市民交流センターの活用を図るとともに、施設間のネットワー
　　クを充実させ、市民の学習機会の拡大を図ります。
　⑶　読書まち宮古の推進
　　　市民が広い視野と豊かな心を育む読書に親しむまち「読書まち宮古」を推進
　　します。乳幼児期から本に親しむ習慣を育むため、ブックスタート事業や読書
　　ボランティアなどによる読み聞かせ活動の充実を図ります。就学後は読書習慣
　　の形成に向けて成長段階ごとの効果的な取り組みを実施し、成人においては生
　　涯にわたって読書に親しみ自分の世界や知識を広げて心豊かな人生を過ごせる
　　よう、数多くの本との出合いを支援します。
　⑷　学校・家庭・地域の連携と協働
　　　「地域とともにある学校」「学校を核とした地域」をつくるため、国の動向を
　　踏まえ、コミュニティ・スクールなどの仕組みを活かした教育力の向上を図り
　　ます。地域の実情に応じた推進体制を構築し、学校・家庭・地域が一体となっ
　　た地域学校協働活動の充実を図ります。
　⑸　家庭及び青少年の学習活動の支援
　　　家庭、地域の教育力の向上を図るため、子育てなどに関する知識について学
　　習する機会を提供するとともに、子どもの成長に合わせた学習機会の提供や相
　　談体制づくりを進め、主体的に学ぶ人間性と心豊かな青少年を育成するため、
　　社会全体で子どもを育てる環境づくりを支援します。

宮古市教育振興基本計画

16

※ 30　宮古市生涯学習推進本部
　　　生涯学習に関する施策を総合的、効果的に推進するために設置された全庁的な市の内部組織。
※ 31　宮古市生涯学習推進会議
　　　生涯学習に関する施策を市全体で総合的、効果的に推進するために行う民間委員による会議。



Ⅱ  総論

　⑹　成人の学習活動の支援
　　　余暇の充実やキャリア形成等、多様化する市民の学習ニーズに対応するため、
　　生涯を通じて、自分にふさわしい学習を選択できるよう学習機会の提供を行い
　　ます。また、生涯学習を通じて地域コミュニティを支える人材の確保・育成を
　　図ります。
　⑺　生涯学習関係活動団体の支援
　　　生涯学習活動や地域づくり活動を行うＮＰＯや団体・グループに対して、継
　　続的な活動と団体などの活性化が図られるよう、助言や指導を行います。また、
　　これらの団体などと連携して、多様化する市民の価値観や学習ニーズに対応し
　　た学習機会の提供を図ります。

宮古市教育振興基本計画
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中国の弦楽器「二胡」の演奏を披露するサークルの皆さん



Ⅱ  総論

３　スポーツ・レクリエーションの振興

　⑴　推進体制の充実
　　　スポーツ関係団体と連携・協力しながら、広報誌、機関紙及びインターネッ
　　ト等の情報発信を行うとともに、スポーツの推進体制の充実を図ります。
　   　スポーツイベントの開催に伴う他地域との交流促進や、スポーツツーリズム
　　による交流人口の拡大に向けて、大会・合宿の誘致を推進します。
　　　健康寿命の延伸、ニュースポーツ※ 32 や障がい者スポーツへの関心の高まり
　　に対応するため、連携協定を締結した大学や関係団体・関係機関と協力しなが
　　ら、生涯スポーツの推進体制の充実を図ります。
　⑵　指導者等の確保・育成
　　　市民の多様化する要望に応えるため、研修事業の充実による指導者の育成や
　　スポーツリーダーバンクの充実による指導者の確保を図ります。
　　　指導者の資質向上のため、医科学に基づいた研修会や講習会等について、大
　　学と連携のうえ取り組んでいきます。
　⑶　活動機会の提供
　　　市民一人ひとりのライフステージに応じた競技会、生涯スポーツやスポーツ・
　　レクリエーション活動を推進します。
　　　各種大会、講習会や教室を開催するほか、スポーツ・レクリエーション団体
　　の支援、総合型地域スポーツクラブの育成・普及を図ります。
　　　エクストリームスポーツやスポーツクライミング等多様化するニーズについ
　　て、研究していきます。

宮古市教育振興基本計画
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※ 32　ニュースポーツ
　　　技術やルールが比較的簡単で、誰でも、どこでも、いつでも容易に楽しめることを目的に新し
　　く考案されたり、紹介されたスポーツ。数百種類以上あると言われている。

髙田式体育教室「ダイヤモンドキッズカレッジ」



Ⅱ  総論

　⑷　選手の育成強化
　　　各種目において競技力の向上を図るため、トップチーム、トップ選手の高度
　　な技術や施設に触れる機会を提供することで選手の意欲増進を図ります。
　　　各団体が選手の育成、競技力向上のために行う講習会や実践指導、また、上
　　位大会へ進出した選手、チームの大会参加に対して支援を行います。
　　　時代のニーズに適応した知識や最新の指導方法に指導者が触れることで選手
　　の育成につなげます。
　⑸　スポーツ環境の整備
　　　市民が生涯にわたりスポーツ・レクリエーションに親しむことが出来るよう、
　　体育施設を適切に維持管理します。
　　　老朽化した体育施設については、宮古市公共施設再配置計画（実施計画）に
　　基づき、計画的に改修などを行います。

４　文化の振興

　⑴　芸術文化の推進
　　　市民文化会館を芸術文化活動の拠点施設として位置づけ、多くの市民が参加
　　する市民文化祭や市民劇等、市民文化会館が実施する事業を通じて、市民の自
　　主的、創造的な芸術文化活動を推進していきます。
　　　また、多くの市民が優れた芸術文化に触れることができるよう、芸術鑑賞や
　　創作発表の機会を数多く提供します。
　    市内の芸術文化団体の基盤強化や人材育成の観点から、これらの団体が行う
　　芸術文化活動に対する支援に努めます。
　　　老朽化の進んでいる市民文化会館については、利用者が安全に安心して施設
　　を使えるよう、宮古市公共施設再配置計画（実施計画）に基づいて計画的に改
　　修を行います。

宮古市教育振興基本計画
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第２回宮古市民劇



※ 33　北上山地民俗資料館
　　　平成 6 年（1994 年）11 月に開館。昭和 30 年代から旧川井村内全域で収集されてきた資料を収蔵・
　　展示している。平成 15 年（2003 年）2 月に所蔵する資料のうち、1,345 点が「北上山地川井村の
　　山村生産用具コレクション」として国の重要有形民俗文化財に指定された。
※ 34　北上山地民俗資料館小国分館
　　　北上山地民俗資料館の分館として、平成 30 年（2018 年）6 月に小国地区に開所した。市内全
　　域から収集した有形民俗資料（民具）を収蔵・保管する。
※ 35　文化財保存活用地域計画
　　　地域における文化財の総合的な保存・活用を図るための計画。
※ 36　登録文化財
　　　一定の評価を得て、国や地方自治体が登録原簿に登録した文化財。指定文化財よりもゆるやか
　　な規制により、保存・活用を図る制度。市内では津軽石「盛合家」の「住宅」と「庭園」、本町「旧
　　東屋酒造店」の「店舗兼主屋」「酒蔵」「質蔵」、計５件が国登録文化財。

Ⅱ  総論

　⑵　文化財の保存と活用
　　　市内の多種多様な文化財を、次の世代まで保存・継承するために、崎山貝塚
　　縄文の森ミュージアムと北上山地民俗資料館※ 33 並びに小国分館※ 34 及び埋蔵
　　文化財センターを拠点とし、文化財の調査・研究・公開に努めます。
　　　また、展示の充実を図るとともに、ボランティアや市民団体と協働しながら、
　　体験学習や講座を企画し、文化財の活用を推進していきます。
　　　民俗芸能は、地元への愛着や地域コミュニティの場として重要ですが、担い
　　手の高齢化や人口減少により伝承が困難な状況が続いていることから、伝承団
　　体相互の連携を図りながら支援を継続していきます。
　　　そして、文化財保護法の一部改正に伴い、文化財保存活用地域計画※ 35 の策
　　定に取り組むとともに、国登録文化財※ 36「盛合家住宅主屋」「盛合氏庭園」や
　　「旧東屋酒造店」の活用を図っていきます。
　⑶　市史の継承
　　　古文書などを収集、保存し、市史資料として後世に継承するとともに、その
　　公開や活用を推進します。
　　　また、地域の歴史や文化への理解を深め、地元への愛着や誇りの醸成に努め
　　ます。
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崎山貝塚縄文まつり



Ⅱ  総論

施策の体系

※基本事業を構成する事業を資料編（P54 〜 67）に掲載しています。
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①確かな学力を育む教育の推進

②豊かな心を育む教育の推進

③健康な体を育む教育の推進

④特別支援教育の充実

⑤相談・支援体制の充実

⑥教育環境の充実

⑦学校施設・設備の充実

①推進体制の充実

②学習環境の整備

③読書まち宮古の推進

④学校・家庭・地域の連携と協働

⑤家庭及び青少年の学習活動の支援

⑥成人の学習活動の支援

⑦生涯学習関係活動団体の支援

①推進体制の充実

②指導者の確保・育成

③活動機会の提供

④選手の育成強化

⑤スポーツ環境の整備

①芸術文化の推進

②文化財の保存と活用

③市史の継承

郷
土
を
誇
り
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２．生涯学習の推進
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第１節　確かな学力を育む教育の推進　　

　現状と課題
　◎現状
　　グローバル化や高度情報化等、予測を超え大きく変化する社会の中にあって、
　どのような時代にも通用する「確かな学力」の育成の重要性が増しています。
　　しかし、子どもの学力の状況は、諸調査の結果から、読解力、説明力等に課題
　が見られるとともに、教科によっては、学年が進むにつれ、授業の内容が分かる
　割合や関心が低くなる傾向にある等、十分に身に付いているとは言えません。
　◎課題
　　基礎的・基本的な知識及び技能の確実な習得、思考力・判断力・表現力等の育
　成、学ぶ意欲の向上等のバランスを重視し、子どもに「確かな学力」を身に付け
　させる必要があります。
　施策
　　⑴　主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の実施
　　　　見通しを立て学習を振り返り自身の学びや変容を自覚させたり、対話によ
　　　り自分の考えなどを広げ深めたり、自分で考えたりする等、主体的・対話的
　　　で深い学びの実現に向けた授業改善を実施します。
　　　　それを通して、資質・能力の三つの柱である「知識・技能」「思考力・判断力・
　　　表現力等」「学びに向かう力・人間性等」とともに、「何を学ぶか」と「どの
　　　ように学ぶか」を重視し、学びの過程を質的に高め、「確かな学力」を育成
　　　します。
　　⑵　学習の基盤づくりと幼保・小・中連携の推進
　　　　学習指導要領※37 に示す内容が十分身についていない子どもには、一人ひ
　　　とりに応じて繰り返し指導する場を設定します。小学校低学年においては、
　　　放課後学習支援員、放課後学習支援補助員を、中学校においては学校支援員
　　　を配置し、基礎的・基本的内容を確実に習得できるようにするとともに、学
　　　習習慣の確立を図ります。
　　　　また、生涯にわたり能動的に学び続ける基盤づくりを進めるために、幼稚
　　　園、保育所と小学校の連携、小学校と中学校の連携を重視し、幼児期の教育
　　　と義務教育９年間を見通した計画的かつ継続的な教育課程を編成します。

宮古市教育振興基本計画
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第１章　学校教育の充実

※37　学習指導要領
　　　全国のどこの地域においても、一定の水準の教育を受けられるように、文部科学省が定める教
　　育課程（カリキュラム）を編成する際の基準。「学習指導要領」では、小学校、中学校、高等学
　　校等ごとに、教科などの目標や大まかな教育内容を定めている。
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　　⑶　学校ごとにおけるカリキュラム・マネジメント※38 の充実
　　　　各学校が学校教育の目標の実現に向け、教育の内容を教科等横断的な視点
　　　で設定し、創意工夫を凝らした学習活動を実施するため、カリキュラム・マ
　　　ネジメントの充実を図ります。

宮古市教育振興基本計画
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※38　カリキュラム・マネジメント
　　　児童生徒や学校、地域の実態を適切に把握し、教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等
　　を教科等横断的な視点で組み立てていくこと、教育課程の実施状況を評価してその改善を図って
　　いくこと、教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保するとともにその改善を図ってい
　　くことなどを通して、教育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質的向上を図っ
　　ていくこと。

令和元年東日本台風によって被災した児童へのプレゼント
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第２節　豊かな心を育む教育の推進　

　現状と課題
　◎現状
　　近年、地域の人間関係や連帯感の希薄化、様々な体験活動の減少等から、社会
　性の育成が十分でないことが指摘されております。
　　また、全国においては、いじめ問題を起因として子どもの心身の発達に重大な
　支障が生じたり、尊い命が絶たれたりという事案が生じていることから、「いの
　ちを大切にする心」や「思いやり」等の倫理観や規範意識を高めることが求めら
　れています。
　　さらに、国際化の急速な進展、地域の文化や伝統の継承者の減少、自尊感情が
　低いこと、キャリア教育の在り方、環境問題への対応等が重要な問題となってい
　ます。
　◎課題
　　道徳教育の改善・充実、ボランティア活動、自然体験活動等の豊かな体験、学
　校図書館の計画的な利活用による読書活動の充実が必要です。
　　また、ふるさと宮古に係る教育と、国際理解教育、キャリア教育の推進を図り、
　地域の伝統・文化や異文化を理解する資質や態度等の育成とともに、自尊感情を
　高める必要があります。
　施策
　　⑴　ふるさと宮古に誇りをもつ子どもの育成
　　　　地域の伝統や歴史等、地域教材を積極的に活用した教育を推進し、「ふる
　　　さと宮古」への誇りを育成するとともに、自尊感情を高めます。
　　　　また、東日本大震災、平成 28 年台風第 10 号及び令和元年東日本台風で得
　　　た学びを生かした教育を推進し、防災への意識を共有するとともに、後世へ
　　　伝えていきます。
　　⑵　学校図書館の計画的な利活用による読書活動の推進
　　　　学校図書館の機能を計画的に利活用し、子どもの自主的・自発的な学習活
　　　動や読書活動を充実し、豊かな心や人間性、創造力等を育成します。
　　　　また、学校図書館が、読書活動や読書指導、自主的・自発的かつ協働的な
　　　学習活動の支援、情報の収集・選択・活用能力の育成等の機能を十分に果た
　　　すよう、学校図書館支援員を配置し、学校図書館の読書環境の整備を進めま
　　　す。
　　⑶　道徳教育の改善・充実
　　　　新たに位置づけられた道徳科を道徳教育の要として、生命の尊重や思いや
　　　りの心、郷土を愛すること等についての内容の充実とともに、「考える道徳」、
　　　「議論する道徳」へと転換を図ります。
　　　　また、家庭、地域社会との連携を積極的に図り、道徳教育の意義について

宮古市教育振興基本計画
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　　　の啓発活動や授業参観への取り組み、広報活動や相互交流の定例化等をとお
　　　して、地域の教育や文化をともに創り育てる協力体制を築きます。
　　　　さらに、ボランティア活動、自然体験活動、郷土の文化・伝統に親しむ活
　　　動等豊かな体験活動を通して道徳性を養うとともに、いじめ防止などに向け
　　　た道徳教育を推進します。
　　⑷　国際理解教育の推進
　　　　外国語指導助手を有効に活
　　　用し、外国語科、外国語活動
　　　の授業の充実を図ります。
　　　　また、外国語指導助手との
　　　ふれあいや「みやこ・イング
　　　リッシュ・キャンプ※39」の実
　　　施を通して、英語を用いての
　　　コミュニケーションの機会の
　　　拡大と異文化理解の充実に努めます。
　　　　さらに、ラグビーワールドカップ 2019 大会の公認チームキャンプ地、東
　　　京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会のホストタウン、外国客船
　　　寄港等を生かし、各教科や総合的な学習の時間の相互関連をもとに、国際理
　　　解教育の推進を図ります。
　　⑸　キャリア教育※40 の推進
　　　　子ども一人ひとりの勤労観、職業観を育てるために、子どもの発達段階に
　　　応じた組織的、系統的なキャリア教育を推進します。そのため、学校、家庭、
　　　産業界、関係行政機関等が一体となってキャリア教育を推進する体制の構築
　　　とその機能の充実を図ります。
　　　　また、職場見学や職場体験を通して、学ぶこと、働くことの意義や様々な
　　　職業について理解を深め、豊かな人間性、社会を把握する能力等の育成を促
　　　進します。
　　　　さらに、生徒が自らの生き方を考え、将来に対する目的意識を持ち、自分
　　　の意志と責任で進路を選択・決定する能力・態度を身につけることができる
　　　よう、計画的かつ一貫性のある進路指導を行います。

宮古市教育振興基本計画
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笑顔でおもてなしをする中学生

※39　みやこ・イングリッシュ・キャンプ
　　　外国人や同世代の仲間との交流を通して、言語や文化について体験的に理解を深め、積極的に
　　英語でコミュニケーションを図ろうとする態度を育成することを目的に、小・中学校に派遣され
　　ている外国語指導助手や、大学生の指導の下、英語に多く触れる活動。
※40　キャリア教育
　　　将来、子どもが社会的・職業的に自立し、社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい
　　生き方を実現するための力を育成する教育。



　　⑹　交流学習の推進
　　　　姉妹都市である沖縄県多良間村や、定期フェリー航路で結ばれた北海道室
　　　蘭市等との交流学習を推進し、相互理解を深め、郷土のまちづくりを担う人
　　　材育成を図ります。
　　⑺　環境問題に対する興味・関心を高める
　　　　地域の清掃活動や資源回収等、ボランティア活動への参加を通して、環境
　　　問題やエネルギー問題を身近なものとして捉える態度を育成します。

第３節　健康な体を育む教育の推進

　現状と課題
　◎現状
　　体力は、健康の維持のほか、精神面の充実にも大きく関わる人間の活動の源で
　あり、心身の調和のとれた発達を図るためには、運動を通して体力を養うととも
　に望ましい食習慣を身に付けることが重要です。
　　ここ数年、東日本大震災の影響により、運動が制限されていましたが、体育施
　設、校庭等が復旧し、以前のように運動ができるようになってきており、「全国
　体力・運動能力、運動習慣等調査」の結果も少しずつ改善してきました。
　　一方、偏った栄養摂取や朝食欠食といった食習慣の乱れ、それに起因する肥満
　傾向、う歯保有の高い割合、食品の安全性の確保等が顕在化しています。
　　健康な体を育むために、正しい知識・情報に基づいて自ら判断できる資質・能
　力を子どもに身につけさせることが必要となっています。
　◎課題
　　一人ひとりの発育状況を見極めながら、学校での教育活動及び部活動等を通じ
　て基礎体力づくりを推進する必要があります。
　　養護教諭、栄養教諭等の専門性を生かすなど教師間連携を図り、学校の教育活
　動全体を通じた指導を行うとともに、家庭とも積極的に連携しながら、健康・安
　全で活力ある生活を送るための基礎を培う必要があります。
　施策
　　⑴　基礎体力づくりの充実
　　　　「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の結果から子どもの体力や健康
　　　状態等を把握し、それに応じた指導計画のもと、計画的、継続的な指導を行
　　　います。
　　　　また、家庭と連携しながら「希望郷いわて　元気・体力アップ６０（ロク
　　　マル）運動※41」など、創意工夫し適切な運動の確保を図ります。
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※41　希望郷いわて　元気・体力アップ６０（ロクマル）運動
　　　児童生徒の体力向上を目指し、児童生徒が１日に合わせて 60 分以上運動（遊び）やスポーツ
　　に親しみ、運動習慣を身に付けることができるよう、学校・家庭・地域が連携した環境づくり。
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　⑵　部活動の充実
　　　「宮古・ＪＨＳ・パワーアップ
　　作戦事業※42」を通して、複数の
　　学校でチームを編成する複数校
　　合同の運動部活動により、部活
　　動の充実と体力の向上を図りま
　　す。
　　　また、「宮古市における部活動
　　の在り方に関する方針※43」に基
　　づき、部活動のねらいに則った、
　　適切な部活動を推進します。
　⑶　学校保健の充実
　　　子どもの疾患の多様化に対応するため、日常の健康観察を重視するとともに、
　　事後指導を含む定期健康診断、生活習慣病予防健診の適切な実施によるきめ細
　　かな保健管理を徹底します。
　　　また、いじめや不登校、性に対する誤った理解や行動、薬物乱用等、心と体
　　の健康問題が深刻化していることから、「自分の健康には自分で責任をもって
　　行動する」という意識を醸成する保健教育を推進します。
　⑷　食育と口腔衛生の推進
　　　学校給食の教育的効果を引き出すよう、教科学習と特別活動における給食の
　　時間を中心とした指導などを相互に関連させながら、学校教育活動全体として
　　食育を推進します。
　　　また、家庭や地域、関係機関と連携しながら、「早寝・早起き・朝ごはん」
　　運動に取り組み、基本的生活習慣の形成と併せて、健全な食生活の指導に努め
　　ます。
　　　さらに、健康診断の疫学研究利用に基づき、子どもの健康課題を把握し、口
　　腔衛生の指導とともに、小・中学校においてフッ化物洗口※44 の取組を推進し
　　ます。
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※42　宮古・ＪＨＳ・パワーアップ作戦事業
　　　複数の中学校のクラブ活動において、地域の指導者を活用した練習や合同練習等を行い、クラ
　　ブ活動の充実を図るもの。
※43　宮古市における部活動の在り方に関する方針
　　　「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」（平成 30 年 3 月　スポーツ庁）及び「岩
　　手県における部活動の在り方に関する方針」（平成 30 年６月　岩手県教育委員会）に則り、本市
　　において平成 30 年 10 月に策定したもの。生徒の多様な学びの場である部活動の教育的意義を認
　　識しつつ、持続可能な部活動とするため、学校、保護者、地域、関係機関及び関係団体等が一体
　　となり、望ましい部活動の実現に向けて取り組むための方針。
※44　フッ化物洗口
　　　歯質の強化や口内環境を整え、生えたての歯のむし歯予防を目的とし、低濃度のフッ素入り溶
　　液でうがいを行うこと。

宮古地区中学校駅伝競走大会
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第４節　特別支援教育の充実

　現状と課題
　◎現状
　　特別支援教育は、障がいにより特別な支援を必要とする子どもが在籍する全て
　の学校において取り組んでいます。
　　近年、特別支援学級に在籍する子どもの割合が増加するとともに、通常学級に
　おいて特別な支援を要する子どもの数も増加しています。
　　障がいについても、重度・重複化や多様化しており、早期からの教育的対応に
　関する要望も高まっています。
　　また、障がいのある子どもへの教育にとどまらず、多様な個人が能力を発揮し
　つつ、自立してともに社会に参加し、支え合う共生社会の形成の基礎となるもの
　であり、その充実が求められています。
　◎課題　
　　重度・重複化や多様化する障がいとともに、増加する特別な支援を要する子ど
　もへの、適切できめ細かな対応が必要となっています。
　　特別な支援を要する子どもの、幼稚園、保育所から小学校、小学校から中学校
　への就学が円滑に図られる必要があります。
　施策
　　⑴　特別支援教育支援員の配置と資質向上
　　　　障がいにより支援の必要のある子どもの自立や、社会参加に必要な力を培
　　　うため、必要な学校に特別支援教育支援員を配置するとともに、研修などを
　　　通して、特別支援教育支援員の資質向上を図ります。
　　⑵　福祉、医療等多方面との連携と支援
　　　　特別な支援が必要な子どもの早期発見と的確な実態把握、適切な対応のた
　　　め、保健福祉部こども課こども発達支援センター、医療等の関係機関と連携
　　　し、「個別の教育支援計画」をもとに、きめ細かな支援を行います。
　　　　さらに、就学支援相談員を配置し、幼稚園や保育所との連携を一層充実さ
　　　せ、就学を円滑に進めるなど、就学前からの一貫した支援体制の構築を図り
　　　ます。

宮古市教育振興基本計画

28



Ⅲ  各論

第５節　相談・支援体制の充実

　現状と課題
　◎現状
　　いじめの認知件数や不登校の出現率は、年々増加傾向にあり、子どもの教育を
　考える上で深刻な問題となっています。また、携帯電話やスマートフォン、ＳＮ
　Ｓの急速な普及によりトラブルに巻き込まれる子どもも増えてきました。
　　これらの背景には、社会の変化とともに、東日本大震災、平成 28 年台風第 10
　号及び令和元年東日本台風後の家庭や地域の環境の変化などが複雑に絡み合っ　
　ていると考えられます。
　　東日本大震災、平成 28 年台風第 10 号及び令和元年東日本台風の影響を受けた
　子どもに対しては、学校やスクールカウンセラー、医療機関等が連携し、心のケ
　アを継続して行っています。
　◎課題
　　子どものいじめや不登校、問題行動等に適切に対処するために、相談体制の整
　備・充実とともに、家庭、地域、関係機関が積極的に連携した生徒指導体制の充
　実が求められています。
　　また、東日本大震災、平成 28 年台風第 10 号及び令和元年東日本台風により影
　響を受けた子どもに対しては、引き続き長期にわたる心のケアを行っていく必要
　があります。
　施策
　　⑴　教育相談体制の整備・充実
　　　　いじめや不登校、問題行動等に係り、教育相談員や学校支援員、適応指導
　　　教室指導員を配置し、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー
　　　等と連携しながら、早期発見、早期対応、早期解決を図ります。
　　　　また、東日本大震災、平成 28 年台風第 10 号及び令和元年東日本台風で影
　　　響を受けた子どもに対し、家庭、学校、地域や関係機関が連携して長期にわ
　　　たる心のケアを継続して行い、子どもが安心して学習や生活ができるよう支
　　　援します。
　　⑵　生徒指導体制の充実
　　　　いじめや不登校、問題行動等が発生した場合には、学校と教育相談員等と
　　　外部機関が連携し、組織的に取り組むよう、生徒指導体制の充実を図ります。
　　　　また、人間として成長するにあたり多感な中学校期における生活や学習環
　　　境への不適応等の子どもの不安や悩みの軽減や解消に努め、不登校出現率の
　　　減少を図ります。

宮古市教育振興基本計画

29



Ⅲ  各論

第６節　教育環境の充実

　現状と課題
　◎現状
　　近年、学校現場の課題は、複雑化、多様化しており、学校だけで解決すること
　は難しくなってきており、保護者や地域住民等との協力と、学校教育の直接の担
　い手である教員の資質・能力の向上が求められています。
　　学習指導要領にも、よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標
　を学校と地域住民などが共有し、連携・協働しながら、子どもに新しい時代に求
　められる資質・能力を育成する「社会に開かれた教育課程」の実現を目指すこと
　が示されました。
　　また、経済的な理由や地理的条件により就学が困難な子どもの割合は減少して
　いるものの、低いとは言えず、支援の継続は教育の機会均等などを図る上で重要
　です。
　　さらに、子どもの人口が減少し続けるなか、１学級のみの学年や複式学級が生
　じてきており、学校の小規模化も進んでいます。
　◎課題
　　複雑化、多様化する学校現場の課題を解決するために、保護者や地域住民が参
　画しやすい学校運営の体制が必要となっています。
　　教育職に対する強い情熱、教育の専門家としての確かな力量、総合的な人間力
　を備えた魅力ある教員を確保、育成する等、教員の資質向上が求められています。
　　また、教育の機会均等のため、就学に係る援助などとともに、高校や大学等へ
　の進学を促進するため、奨学金制度など、子育て支援に関する施策の充実が必要
　です。
　　さらに、子どもの学習環境の充実を図るために、適正な規模による活力ある多
　様な教育活動を展開することが必要となっています。
　施策
　　⑴　コミュニティ・スクールの推進
　　　　学校は、地域や子どもの実情に応じて主体的に創意工夫のある教育活動を
　　　展開し、自主的、自立的な学校運営を行います。
　　　　また、コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）を導入し、保護者
　　　や地域住民と連携・協働した学校運営に取り組みます。
　　⑵　教員の研修の充実
　　　　子ども一人ひとりに基礎的・基本的な内容を確実に身につけさせるととも
　　　に、子どもの「生きる力」を育むために、教員一人ひとりが、教科指導など
　　　に関する専門的な知識、幅広く豊かな教養、実践的指導力を身につけること
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　　ができるよう、教育活動の根幹にかかる研修の充実を図ります。
　　　また、いじめや不登校、問題行動等に適切に対応するため、今日的な教育課
　　題である復興教育、環境教育、国際理解教育、情報教育及び総合的な学習の時
　　間に関する研修や校内研究のより一層の拡充を図ります。
　　　なお、教員・学校の多様な研修ニーズに応じるため、宮古教育事務所、岩手
　　県立総合教育センター等の関係機関と連携しながら、校内研修会への講師派遣
　　を行うとともに、秋田県大仙市などへの視察研修、調査研究事業等、教育研究
　　所事業の充実を図ります。
　⑶　社会に開かれた教育課程の推進
　　　学校のあらゆる教育活動に対
　　して地域の人材や題材を積極的
　　に活用し、教育活動の充実や教
　　育環境の整備を図ります。
　　　中学校の部活動における外部
　　指導者の活用などを通して、学
　　校、家庭や地域が連携した取り
　　組みを進めます。
　　　また、学校施設を積極的に地
　　域に開放し、地域と学校の交流
　　を進めます。
　⑷　子どもが安心して生活できる環境の整備
　　　子どもの登下校の安全を確保し、虐待、交通事故や不審者、自然災害等の被
　　害者とならないよう、地域ボランティアをはじめ、学校、家庭、関係機関が密
　　に連携するとともに、地域の大人が子どもを見守る環境を醸成します。
　⑸　就学援助
　　　保護者の経済的理由によって就学が困難な子どもに対し、要保護者及び準要
　　保護者の認定を適切に行い、学用品の給付など必要な就学援助を実施します。
　　　また、宮古市奨学資金貸付制度の周知を図り、高等学校・大学等の高等教育
　　機関への就学を支援します。
　⑹　遠距離通学支援
　　　学校の統合により遠距離通学となる子どもに対し、スクールバスの運行や公
　　共交通機関利用者への通学費助成を行うなど、通学時の安全な交通手段の確保
　　を図ります。
　⑺　学校の適正配置
　　　よりよい環境のもとで子どもの教育を行うために、学校の適正配置計画に基
　　づき地域の意向に配慮しながら学校統合を進めるとともに、積極的な学校間連
　　携を推進します。
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第７節　学校施設・設備の充実

　現状と課題
　◎現状
　　今日、人々のあらゆる活動によって極めて膨大な情報が生み出され、蓄積され
　ていくなか、情報を適切に選択・活用していくことが不可欠な社会が到来しつつ
　あり、情報活用能力の育成が極めて重要となっています。
　　学校施設については、従来から施設の老朽化などを考慮し、計画的に整備を進
　めています。
　◎課題
　　子ども一人ひとりの情報活用能力を向上させるとともに、情報教育環境の整備
　を推進する必要があります。
　　学校施設については、少子化にともなう学校の適正配置を考慮しつつ、今後も
　施設の安全・安心を図るため、計画的に整備していく必要があります。
　施策
　　⑴　コンピュータの整備・充実
　　　　学校教育における情報教育の充実や、各教科、総合的な学習の時間の「調
　　　べ学習」、「学び方学習」等を充実させるため、小・中学校へのパソコン・タ
　　　ブレット端末等のＩＣＴ※ 45 機器やデジタル教材の計画的な整備を進めま
　　　す。
　　⑵　教員研修の充実
　　　　コンピュータや情報手段を活用しながら、情報活用能力やプログラミング
　　　的思考※46 を育むための授業ができる教員の育成のため、教員研修の充実を
　　　図ります。
　　⑶　情報モラルの向上
　　　　インターネット上に流通する違法、有害な情報を子どもから遮断するとと
　　　もに、情報を発信する際のプライバシー保護や著作権の問題等、情報モラル
　　　に対する学習を行い、その向上を図ります。
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　⑷　計画的な学校施設整備の推進
　　　学校施設の老朽化の度合い、子どもの減少等を総合的に判断し、計画的な施
　　設整備を推進します。
　　　また、トイレの洋式化、冷房設備の設置を進めます。
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第１節　推進体制の充実

　現状と課題
　◎現状
　　心の豊かさや社会環境の変化への対応が望まれるなか、生涯を通じて「いつで
　も、どこでも、だれでも」、自分にふさわしい方法で自由に学習機会を選択して
　学び、その成果を地域の発展や社会参加活動に生かすことのできる生涯学習環境
　が求められています。
　　少子高齢化や高度情報化、グローバル化の進展や科学技術の進歩、市民の意識
　や価値観の変化等によって、市民の学習要求が多様化しています。
　◎課題
　　多様化する学習ニーズに応えるため、社会教育関連施設や関係機関、団体、民
　間等との連携・協働を進め、市民がニーズに沿った学習活動を行うことのできる
　推進体制を整える必要があります。
　　また、自発的、主体的な学習は、興味や関心があって成り立つものであり、市
　民一人ひとりが継続的な学習を通じて自己実現を図ろうとする意欲の喚起、そし
　てその意欲を活動へ結びつけるための取り組みが必要です。
　　さらに、参画と協働のまちづくりを進めるため、生涯学習で得られた知識や技
　術をボランティア活動や地域づくりに生かすなど、地域の中で相互に教え、学び
　合うため、人材活用のサイクルの構築が求められています。
　施策
　　⑴　生涯学習推進体制の充実
　　　　生涯学習を推進するために設置した「宮古市生涯学習推進本部」や「宮古
　　　市生涯学習推進会議」を中心として、行政、市民、団体及び関係機関と連携
　　　し、総合的な推進体制づくりに取り組みます。
　　⑵　生涯学習の普及奨励
　　　　市民の生涯学習への理解を深めるため、生涯学習の必要性や学ぶことの楽
　　　しさを伝える広報活動を充実させ、学習を始めるきっかけづくりに取り組み
　　　ます。
　　　　また、障がいの有無にかかわらず、市民が共に学ぶ場づくりや、学習意欲
　　　をより一層高めるため、学習した成果を発表できる場の提供を行います。
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　　⑶　学習情報提供・相談体制の充実
　　　　市民の自主的、自発的な学習活動を支援するため、情報紙「みやこ市民カ
　　　レッジニュース※ 47」を発行するほか、ホームページ、ＳＮＳ等を活用した
　　　情報発信を行うとともに、学習機会や学習の場に関する相談体制の充実を図
　　　ります。
　　⑷　人材の育成と成果の活用
　　　　地域における学習活動の輪を広げることで指導者の育成を図るとともに、
　　　経験や専門知識を持つ指導者を登録し、市民及びグループの要請に応じて適
　　　切な指導者を紹介します。
　　　　また、コミュニティにおける学びの場を充実させることで、市民が地域の
　　　歴史や文化、環境、行政等についての理解を深め、地域づくり活動への参画
　　　意識を高めます。
　　　　さらに、市民が学んだ知識や技能等、学習の成果を地域で活用するため、
　　　さまざまな活動ができる各種ボランティアの育成や活動の支援を行うととも
　　　に、生涯学習実践者などによる自主運営講座の拡充を図ります。
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第２節　学習環境の整備

　現状と課題
　◎現状
　　生涯学習を推進するためには、市民の多様な学習活動の場が必要となります。
　　本市では、公民館、生涯学習センター、図書館、地区センター、スポーツ施設
　等の社会教育関連施設で、さまざまな学習活動が展開されていますが、これらの
　施設の多くは老朽化しており、改築や整備が必要な状況となっています。
　◎課題
　　施設を活用した市民の主体的な学習活動を支援するため、老朽化した施設につ
　いては、宮古市公共施設再配置計画（実施計画）に基づき、計画的に改修や統合、
　処分等を進める必要があります。
　施策
　　⑴　社会教育関連施設などの充実
　　　　市民の生涯学習活動の推進のため、生涯学習に関する情報提供及び学習機
　　　会の提供を総合的、効果的に行うことができる、拠点施設の充実を図ります。
　　　　また、老朽化した施設については、改修や統合、処分等を計画的に進める
　　　とともに、市の中心部に位置する市民交流センターの活用を図ります。
　　⑵　施設間ネットワークの充実
　　　　市民がそれぞれのニーズに沿った学習活動を選択して行うことができるよ
　　　うに、社会教育関連施設のネットワークを充実させ、多様な学習機会の提供
　　　を行います。

第３節　読書まち宮古の推進

　現状と課題
　◎現状
　　『読書まち宮古』の拠点となる市立図書館（本館）には、図書館運営の基盤と
　なる図書館システムが整備されており、田老・新里・川井の各地区に配置してい
　る図書館分室とはネットワークでつながっています。パソコンやスマートフォン
　からは市ホームページの図書検索ツールを活用して、所蔵図書の情報検索や予約
　が可能です。
　　本市の面積が広大であることから、移動図書館車の運行や、予約した図書を最
　寄りの図書館（本館・分室等）で受け取ることのできるサービスも行っており、
　読書に親しむ環境づくりに努めています。
　　一方、インターネットやスマートフォン等の情報メディアの急速な発達により、
　読書に充てる時間が減少傾向にあります。
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　◎課題
　　よりよい読書環境づくりのため、利用者ニーズに応じた図書館資料を収集する
　とともに、蔵書のさらなる充実を図る必要があります。
　　しかし、図書館（本館）の収蔵スペースはひっ迫しており、蔵書の大幅増は困
　難な状況です。
　　読書を全くしない人の増加など情報メディアの多様化による読書離れが進んで
　いることから、読書に親しむ市民を増やす取り組みが必要です。
　施策
　　⑴　『読書まち宮古』の図書館サービスの充実
　　　　図書館利用者の利便性に配慮した図書館システムが存分に活用されるよ
　　　う、利用普及に取り組みます。
　　　　図書館においては、視覚障がい者などが利用しやすい書籍の拡充を図るな
　　　ど、あらゆる市民が本に親しむ拠点としてさらなるサービスの充実を図りま
　　　す。
　　　　移動図書館車による巡回貸し出しや、保育所、学校、公民館、福祉施設等
　　　への団体貸し出しで図書館サービスの向上を図るほか、多くの人が集う場所
　　　に図書を設置するなど、市民がより本に触れることができる読書の拠点づく
　　　りに取り組みます。
　　⑵　子どもの頃から本が身近にある『読書まち宮古』
　　　　子どもの頃から本に親しむ
　　　習慣をつけることが大切と考
　　　え、乳幼児期の子どもの心と
　　　ことばを育む「ブックスター
　　　ト事業」に引き続き取り組み
　　　ます。
　　　　市立図書館においては、図
　　　書館資料の充実を図り、「おす
　　　すめ図書」などの企画展、絵本や紙芝居の読み聞かせをする「おはなし会」、
　　　こども映画会等を開催し、本に親しむ機会を創出します。
　　　　子どもが読書活動に親しむことのできる環境づくりのため、家庭・地域・
　　　学校が連携・協力した取り組みを推進します。
　　　　読書活動推進のため、図書館奉仕員を小・中学校に派遣し、学校図書館支
　　　援員と連携し、学校図書館の充実を図ります。
　　⑶　生涯にわたって本とともに過ごす『読書まち宮古』
　　　　読書が “ 取り組むもの ” から “ 身近なもの ” になり、幅広い世代の市民が
　　　気軽に読書に親しむ『読書まち宮古』を推進します。
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　　　　地域で声を出して音読を楽しむなど健康増進と読書を兼ね合わせた活動、
　　　家庭で読書に親しむ時間をつくり読んだ本を話題にするなど、読書の楽しみ
　　　方を提供します。
　　　　市民が、生涯にわたって、当たり前のように本とともに過ごすまちづくり
　　　を進めます。

第４節　学校・家庭・地域の連携と協働

　現状と課題
　◎現状
　　地域と学校が相互にパートナーとして連携・協働し、自主的・継続的に地域全
　体で子どもを育む教育振興運動や地域学校協働活動が展開されてきました。
　　しかし、共働き家庭の増加などにより、これまでよりも学校に関わる地域の人
　材の確保が難しくなっています。
　◎課題
　　地域行事への参加やボランティア活動をはじめ、地域社会とのさまざまな関わ
　りを通じて、これからの時代に必要な力や、地域への愛着や誇りを子どもに育む
　必要があります。
　　地域のコミュニティの核として、地域に信頼される学校づくりを進めるため、
　学校と地域の連携・協働体制を構築し、地域が人を育て、人が地域をつくる好循
　環をつくり、地域の発展の担い手となる人材を育てることが必要です。
　施策
　　⑴　コミュニティ・スクールの推進
　　　　地域住民や保護者等が学校運営に参画する仕組みである学校運営協議会制
　　　度を導入し、地域の推進を担う人材の確保・育成等を通じて、コミュニティ・
　　　スクールを推進します。
　　⑵　学校を核とした地域づくりの推進
　　　　コミュニティ・スクールの円滑な運営に資する地域学校協働活動推進員の
　　　配置の促進や研修の充実により、幅広い地域住民や地域の多様な団体等の参
　　　画を通じた地域学校協働活動を推進します。
　　　　児童生徒の地域行事やボランティア活動への参加により、地域の大人とと
　　　もに地域課題を解決する体験活動を促進し、地域総ぐるみで子どもの心を育
　　　てることを推進します。
　　　　主体的に学ぶ意欲に満ちた人間性豊かな子どもを育成するため、家庭、地
　　　域、学校の連携を図り、教育振興運動の取り組み、伝統文化の継承や世代を
　　　超えた交流等、地域ぐるみの活動を支援します。
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第５節　家庭及び青少年の学習活動の支援

　現状と課題
　◎現状
　　核家族化や少子化の進行に加え、ひとり親世帯が増加するなど、家庭を取り巻
　く環境が大きく変化する中で、家庭の教育力が問われています。
　　また、近隣の親同士の交流機会が減少し、子育てについて、不安や悩みを持つ
　親が多くなっていますが、身近に相談できる相手がいないというのが現状です。
　　家庭や地域社会が大きく変化する中、青少年の社会性の不足、倫理観や正義感
　の欠如等も指摘されています。
　　一方、東日本大震災を契機に、高校生や新社会人等の参画により若者世代の人
　材育成に取り組む動きも出てきています。
　◎課題
　　子育ての悩みや不安を抱えながら身近に相談できる相手がいない親のために、
　相談体制を充実する必要があります。
　　子どもの発達段階に応じた親の学習機会をさらに充実させるとともに、関係機
　関との連携を図りながら、家庭教育を支援する必要があります。
　　また、地域の自然、指導者、施設等を活用した青少年の多様な体験活動、交流
　の機会を充実し、青少年の学習活動の一層の充実を図る必要があります。
　施策
　　⑴　家庭教育の支援
　　　　家族形態の変化に対応した家庭教育の充実を図るため、家庭教育に関する
　　　学習情報などの提供、子育ての不安や悩みに対する相談体制の充実や、親同
　　　士の交流の場の拡大を図ります。
　　　　家庭や地域の教育力の向上を図るため、関係機関や団体等との連携・協力
　　　のもと、乳・幼児期、小・中学校期の子どもを持つ親等を対象に、子どもの
　　　発達段階に応じた子育て、しつけ、食育等に関する家庭教育学級や各種講座
　　　の充実を図ります。
　　　　また、親子の相互理解を深めるため、自然体験活動や創作活動、スポーツ
　　　活動等の交流機会の充実を図るとともに、未来の親となる中高生を対象とし
　　　て、命の大切さや子育てに関する学習機会の提供を行います。
　　⑵　青少年の学習活動の支援
　　　　青少年の自立心の育成や社会的マナーを身につけさせるとともに、郷土を
　　　愛する心や自然環境を大切にする気持ちを育むため、自然体験活動、ボラン
　　　ティア活動、文化・伝統に親しむ活動等、体験的な活動機会の充実を図ります。
　　　　さらに、放課後などの子どもが安全・安心に活動できる居場所を確保する
　　　ため、地域の活動拠点づくりを推進します。
　　　　また、自ら学習に取り組む高校生などの若者世代の活動を支援します。
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第６節　成人の学習活動の支援

　現状と課題
　◎現状
　　高齢化の進行やライフスタイルの変化等によるさまざまな生活課題を解決し、
　自己実現を図るとともに、心豊かで生きがいのある人生を過ごすため、多くの市
　民が高度で多様な学習機会を求めています。
　　一方、生活や意識の多様化等による地域の連帯意識の希薄化や、地域に根差し
　た活動が停滞し、地域づくりの中心的な役割を担うリーダーや指導者の高齢化が
　進んでいます。
　◎課題
　　関係機関、団体、民間等との連携・協力により、成人の多様化・高度化する学
　習ニーズに応えるとともに、個人学習を支援するための情報提供を行う必要があ
　ります。
　　生涯学習を通じて、まちづくり、地域づくりに参加し、地域コミュニティを支
　える人材の確保・育成を図る必要があります。
　　また、高齢者が人生の中で培ってきた豊かな経験、知識や技術を活用し、積極
　的に社会参加するための、さまざまな活動の場や機会づくりの支援を進める必要
　があります。
　施策
　　⑴　多様な学習機会の充実
　　　　成人の多様化・高度化する学習ニーズに応えるため、高等教育機関、関係
　　　機関、関係団体、民間等との連携・協働により、充実した各種学習機会の提
　　　供を行います。
　　⑵　社会参加活動の促進
　　　　参画と協働のまちづくりという観点に立ち、住みよい豊かな地域づくりの
　　　ために、成人の主体的な社会参加を奨励するとともに、市民が自主的・自発
　　　的に学習成果を発表する機会をつくるほか、市民の生涯学習に対する意識啓
　　　発を図るための取り組みを進めます。
　　　　また、新成人を祝い励まし、社会参加の意識を啓発するため、成人式を開
　　　催するとともに、あらゆる市民が社会の対等な構成員として、それぞれ多様
　　　な能力を発揮し、社会参画するための学習機会の拡充を図ります。
　　⑶　高齢者の学習活動の支援
　　　　高齢者が、楽しく生きがいを持って、充実した生活を享受できるよう、関
　　　係機関との連携を図りながら、「宮古市社会経験者大学※48」など、多様な学
　　　習ニーズに対応した学習機会の拡充を図ります。
　　　　また、地域における高齢者の身近な社会参加活動を支援するため、高齢者
　　　が学習により習得した知識や技能、幅広い経験を発揮できる活動の場と機会
　　　の拡充を図ります。
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※48　宮古市社会経験者大学　
　　　市内に住む概ね 60 歳以上を対象とした、生活全般について学習する講座。
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第７節　生涯学習関係活動団体の支援

　現状と課題
　◎現状
　　従来から「社会教育の推進」は、自治会、町内会、婦人会、青年団等の地縁組
　織といった伝統的な地域コミュニティにより展開され、住民と行政をつなぐ組織・
　団体として、生活に関する相互扶助、伝統文化の維持、地域課題の解決等の機能
　を果たしてきました。しかし、少子化の進行や社会情勢が急激に変化する中で地
　域における人の繋がりや連帯感、支え合い意識の変化とともに、それぞれの団体
　の活動や運営も変化しています。
　　昨今は、若者が主体的に社会参画できる地域づくりを目指すＮＰＯ法人や、子
　育てを支援するボランティア団体等が、住民に元気を与え、地域に活性化をもた
　らしています。
　◎課題
　　学習活動や地域づくりを行う団体に対する助言や支援、自主学習グループの活
　動支援を継続して行う必要があります。
　施策
　　⑴　生涯学習関係活動団体の支援
　　　　学習活動や地域づくりを行う団体の組織の活性化を図り、自主的な実践活
　　　動を促進するとともに、その活動を支援します。
　　⑵　自主学習グループの育成
　　　　自主的に生涯学習活動を行うグループなどに対して、学習情報の提供や「講
　　　師派遣事業※ 49」、「まちづくりふれあい講座※ 50｣ 等による講師派遣のほか、
　　　各種学習相談などの支援を行います。
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※49　講師派遣事業
　　　市民の生涯学習活動の普及、奨励を目的に、主体的な生涯学習活動を行うグループに講師を派
　　遣する事業。
※50　まちづくりふれあい講座
　　　市政などに関する理解を深めてもらうことを目的に、市民グループが主催する集会などに市職
　　員が出向いて行う講座。
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第１節　推進体制の充実　

　現状と課題
　◎現状
　　生涯を健康で過ごすことや元気で活力のある生活を送るためには、スポーツ・
　レクリエーションの果たす役割は重要です。しかし、グローバル化やライフスタ
　イルの変化によって各世代におけるスポーツ・レクリエーションに対するニーズ
　も多様化しています。
　　生涯スポーツの推進においては、宮古市体育協会※ 51、宮古市スポーツ推進委
　員※52 協議会及び各種スポーツ団体と連携・協働してスポーツ推進体制の充実を
　図り、多様化するニーズへ対応した施策に取り組んでいます。
　　市は大学とスポーツ振興に関する協定を締結し、大学の有する高度なノウハウ
　などの教育資源を生かし、健康寿命の延伸や、競技力の向上、ジュニアスポーツ
　の育成を目的とした各種事業を行っています。
　　また、スポーツを通じた地域振興の取り組みとして「みやこスポーツコミッショ
　ン連絡会議※ 53」を設立し、官民連携でスポーツ合宿などの誘致による交流人口
　の拡大を推進しています。
　◎課題
　　各世代のスポーツ・レクリエーションのニーズの多様化に伴い、幅広い分野の
　指導者の確保・育成を行う必要があります。
　　特に若い世代に関心が高いエクストリームスポーツなど新しい分野のスポーツ
　について、指導者や団体の組織化が行われていない状況です。
　　夏涼しく、冬暖かく雪が少ない宮古市の気候や施設を活用したスポーツツーリ
　ズムの推進により、交流人口の拡大を図る必要があります。
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第３章　スポーツ・レクリエーションの振興

※51　宮古市体育協会
　　　宮古地域のスポーツの振興を図るため、市民の体力向上とスポーツ精神の育成を目的に、市内
　　スポーツ団体により設立された一般財団法人。指導者の育成や各種大会への選手、役員の派遣、
　　スポーツイベントや講習会等を行っている。
※52　宮古市スポーツ推進委員
　　　市民へのスポーツの実技指導のほか、スポーツに関する助言などを行う。市内の 18 人に教育
　　委員会が委嘱している。
※53　みやこスポーツコミッション連絡会議
　　　スポーツツーリズムの推進などを図るため令和元年 6 月に官民の関係機関・団体により設立。
　　スポーツ合宿誘致などによる交流人口の拡大や地域活性化を目的としている。
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　施策
　　⑴　スポーツ・レクリエーション推進体制の充実
　　　　スポーツを通じて、市民が健康で心豊かなライフスタイルを築く「生涯ス
　　　ポーツ社会」の実現に向け、宮古市体育協会、宮古市スポーツ推進委員協議
　　　会及び各種スポーツ・レクリエーション関係団体等と連携・協働し、スポー
　　　ツ推進体制の充実を図ります。
　　　　さまざまな分野のスポーツ・レクリエーションについて、指導者や団体と
　　　の連携を深め、多様化するニーズへの対応を図ります。
　　⑵　スポーツ・レクリエーション情報の提供
　　　　スポーツ・レクリエーションをより身近なものにするために、広報誌、ホー
　　　ムページやＳＮＳ等さまざまなメディアを活用し、スポーツ・レクリエーショ
　　　ンに関する施設、イベント、大会、教室、指導者及び関係団体等に関する情
　　　報提供の充実を図ります。
　　⑶　スポーツツーリズムの推進
　　　　官民連携による「みやこスポーツコミッション連絡会議」を中心としたス
　　　ポーツ合宿やスポーツイベント等の誘致を図り、スポーツを通じた交流人口
　　　の拡大を推進します。
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第２節　指導者等の確保・育成　

　現状と課題
　◎現状
　　指導者の確保、育成を図るため、講習会などを開催し、指導者の発掘及び資質
　の向上に努めています。また、スポーツ・レクリエーションにおけるニーズが多
　様化する中、時代のニーズに適応した知識や技能を有する指導者が求められてい
　ます。
　　市は平成 28 年に日本体育大学と「体育スポーツ振興協定※54」を締結し、同大
　学の有する高度なノウハウなどの教育資源を生かし、各スポーツ団体の選手の競
　技力や意識の向上及び指導者の育成に取り組んでいます。
　　また、宮古サーモン・ハーフマラソン大会をはじめとするスポーツイベントは、
　多くのボランティアなどの協力により運営されています。
　◎課題
　　スポーツ・レクリエーション関係団体と連携を図りながら、最新のスポーツ医・
　科学の研修会や指導者講習会の開催を支援するなど、指導体制の整備充実を図る
　必要があります。
　　スポーツを「見る」「する」の視点のほか「支える」視点を担うボランティア
　の確保・育成について、関係団体、関係機関の連携のもと、推進していく必要が
　あります。
　　小・中学校の部活動については、教育的意義を踏まえた、持続可能な活動とな
　るよう、平成 30 年 10 月に策定された「宮古市における部活動の在り方に関する
　方針」に基づき学校、保護者、地域、関係機関、関係団体が連携して取り組みを
　進める必要があります。
　　各分野のスポーツ・レクリエーションにおいて、科学的なエビデンス※55 に基
　づき、選手の心と体の成長に沿った、正しい指導方法の普及が求められています。
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※54　体育スポーツ振興協定
　　　学校法人日本体育大学により、地方創生とさらなる社会貢献の施策の一つとして、全国の自治
　　体と提携した事業。協定内容の趣旨は、スポーツや健康づくりの分野における学校・施設での教
　　育研究活動、教職員の交流や指導者の派遣、学生生徒の交流、イベント開催、相互施設利用等、
　　それぞれの有する教育資源を有効に活用して相互利益を図るもの。
※55　エビデンス
　　　根拠。証拠。証言。
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　施策
　　⑴　指導者の研修の充実
　　　　市民の多様化するニーズに対応するため、宮古市体育協会及び関係団体と
　　　連携・協働して研修事業の充実を図り、指導者の育成に努めます。
　　　　また、大学との連携による全国レベルの指導者による講習会などを充実さ
　　　せることで指導力の向上を図ります。
　　⑵　スポーツ推進委員の活動の充実
　　　　スポーツ推進委員の活動の充実及び技術の向上を図るため、岩手県などが
　　　実施する専門的な研修などにスポーツ推進委員を派遣し、専門的技術を習得
　　　し指導力の向上を図ります。
　　⑶　スポーツリーダーバンク※56 などの充実
　　　　市民のニーズに応じた指導者の派遣や巡回指導ができるよう、関係団体と
　　　連携しながら、競技スポーツやレクリエーション活動などの指導者を登録す
　　　るスポーツリーダーバンクの充実を図ります。
　　　　また、スポーツを支えるボランティアを希望する人と大会などの運営側を
　　　つなぐ、スポーツボランティアバンクを創設します。
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※56　スポーツリーダーバンク
　　　子ども会やスポーツ団体の要請に応じて、適切な指導者を紹介するためのスポーツ活動指導者
　　の登録制度。
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第３節　活動機会の提供　

　現状と課題
　◎現状
　　スポーツ・レクリエーション活動については、宮古市体育協会加盟団体、スポー
　ツ少年団及び一般のスポーツクラブや職場の仲間などが主体となったスポーツ団
　体の活動により、生涯スポーツの取り組みが着実に進展しています。
　　本市の総合型スポーツクラブは、体力に合わせたトレーニング方法の指導、
　ニュースポーツ体験、高齢者の健康体操等、幅広い世代でスポーツ・レクリエー
　ションに親しめる場を提供しています。
　　本市では、市民一人ひとりのライフステージに応じて参加できる競技会やス
　ポーツ・レクリエーション教室等を関係機関と連携して実施しています。
　　東日本大震災の応急仮設住宅が解体され、仮設住宅敷地となっていた公園や復
　興事業による区画整理や防災集団移転地に新しい公園が整備されています。子ど
　も向けの遊具の他に、健康遊具の設置も進めるなど幅広い世代が運動を楽しめる
　場所が増えつつあります。
　　ラグビーワールドカップ 2019 大会や東京 2020 オリンピック・パラリンピック
　競技大会が日本で開催されることから、市民のスポーツへの関心が高まっていま
　す。
　◎課題
　　子どもから高齢者、障がいのある人も含めて、様々なスポーツ・レクリエーショ
　ンを愛好する市民すべての体力や年齢、技術、興味、目的に応じたスポーツ大会
　及び各種講習会、研修会の充実を図る必要があります。また、新たにエクストリー
　ムスポーツなどに親しむ方々もあり、実施場所や機会について課題があります。
　　世界的なスポーツのビッグイベントを契機に、スポーツに親しむ機運の醸成が
　図られています。一方、スポーツ関連イベントなどの多様な活動機会を市民に提
　供するため、自治体、学校、競技団体、民間企業が連携した協力体制をさらに推
　進していくことが求められています。
　　健康寿命の延伸に係る取り組みは、高齢者を中心とした関係団体などで実践さ
　れています。これを中年層のより若い世代まで広げ、充実させる必要があります。
　　また、市民の幅広い世代が身近で気軽にスポーツ活動に親しむことができる点
　で、地域型総合スポーツクラブとの連携した取り組みを更に推進する必要があり
　ます。
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　施策
　　⑴　スポーツ・レクリエーション大会、各種教室等の充実
　　　　市民の誰もが気軽に参加できるスポーツ・レクリエーション大会などを関
　　　係団体等との連携・協働により開催するとともに、大会などを支援します。
　　　　市民のスポーツ・レクリエーション活動の普及を図るため、関係団体等と
　　　の連携・協働により、各種スポーツ教室の充実を図ります。
　　⑵　活動機会の提供
　　　　若年層からの基礎体力づくりは、健康で豊かな人生を送るための基盤とな
　　　ることから、青少年などが楽しめるスポーツ教室などを開催してスポーツに
　　　親しむ機会を提供します。
　　　　若者に関心が高い、エクストリームスポーツなどの新しい分野のスポーツ
　　　について、体験する活動を関係機関と連携のうえ各種イベントに取り入れる
　　　などして提供します。市民のニーズを把握しながら、活動場所の確保や指導
　　　体制の確立に向けて関係団体、関係機関と調整を図ります。
　　　　高年層においては、健康寿命延伸への関心が高まっていることから、関係
　　　団体、関係機関と連携し、運動による健康づくりを推進します。
　　　　さらに、あらゆる市民が運
　　　動能力や障がいの有無にかか
　　　わらず、スポーツ・レクリ
　　　エーションに親しむ機会の充
　　　実を図ります。
　　　　また、東京オリンピック聖
　　　火リレーなどのスポーツ関連
　　　イベントを支える体制づくり
　　　を関係機関と連携して取り組みます。
　　⑶　総合型地域スポーツクラブの育成・普及
　　　　子どもから高齢者まで、総合型地域スポーツクラブの育成・普及を図りま
　　　す。
　　　　国においては、総合型スポーツクラブの社会的認知度の向上に向けて令和
　　　３年度から運用開始する予定です。登録・認証を受けることで、運動、スポー
　　　ツによる介護予防活動、学校と地域が協働、融合したスポーツ活動等さまざ
　　　まな展開が期待できます。市としても登録・認証制度を活用した団体との更
　　　なる連携を推進します。
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第４節　選手の育成強化

　現状と課題
　◎現状
　　本市において、選手育成強化支援事業の一つとして大学の陸上部監督など優れ
　た指導者による講演会や陸上クリニック等を実施しています。
　　また、東日本大震災を契機にさまざまなスポーツ団体がスポーツ教室を開催す
　るなどトップ選手や優れた指導者と交流する機会が増えています。
　　全国大会出場においては、個人、団体に対し賞賜金や補助金による支援を行っ
　ており、選手の育成において高度な競技技術に触れる機会への助成を行っていま
　す。
　◎課題
　　ヨット競技などの全国レベルの競技種目はもとより、各種目において競技力の
　向上を図る必要があります。そのためには、優れた指導者によるアドバイス、実
　践指導と高度な技術に触れることが求められることから、より一層、関係団体な
　どと連携を密にし、組織体制や指導体制の整備充実を図る必要があります。
　　また、東日本大震災を契機に行われているスポーツ教室や各団体への指導等、
　市民がトップアスリートの技術などに触れる機会の継続が求められています。
　施策
　　⑴　選手の育成強化
　　　　高度な技術に触れることができる機会を提供するとともに、優れた技術を
　　　有する指導者により、国内外の大会などで活躍できる選手の育成強化を図り
　　　ます。
　　　　大学との連携により、全国レベルのスポーツ施設や指導を子どもに体験さ
　　　せることで選手の育成強化の推進を図ります。
　　　　また、全国大会などに参加する選手、団体を賞賜金や補助金により支援し、
　　　高いレベルを体感できる機会への参加を促進します。
　　⑵　指導体制の充実
　　　　関係団体などと連携し、ジュニア期からの一貫指導による育成強化を推進
　　　します。
　　　　また、多様化する競技に対応するため、指導者の確保・育成を図ります。
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第５節　スポーツ環境の整備

　現状と課題
　◎現状
　　東日本大震災で被災した宮古運動公園などのスポーツの拠点施設が復旧し、体
　育施設以外にも公園に健康遊具も導入されるなどスポーツ・レクリエーション活
　動への意識が高まっています。
　　一方、既存の体育施設の一部は、老朽化が進んでいます。
　　身近なスポーツ・レクリエーション活動の場として、学校開放事業が行われて
　います。小中学校の統廃合が進む中で、学校開放事業の実施箇所が減少すること
　が予想されます。
　　エクストリームスポーツ、スポーツクライミング、自然を活用したスポーツ等
　新たなスポーツ・レクリエーションのニーズが高まっています。
　◎課題
　　老朽化している体育施設について、宮古市公共施設再配置計画（実施計画）に
　基づき計画的な改修などが必要です。
　　身近なスポーツ・レクリエーションの場として、学校の体育施設について学校
　開放事業が行われています。今後、小中学校の再配置が進む中で、統廃合された
　学校の体育施設の活用についても検討が必要です。
　　また、健康寿命延伸の機運の高まりにより、健康づくりのためのスポーツ・レ
　クリエーションや運動機会の提供が求められています。
　施策
　　⑴　老朽化したスポーツ施設の改修
　　　　老朽化したスポーツ施設については、利用者の安全・安心を図るため、宮
　　　古市公共施設再配置計画（実施計画）に基づき計画的に改修などを行います。
　　⑵　多様化するニーズに対応した活動の場づくり
　　　　レクリエーション活動に親しめるよう、関係団体、関係機関と連携して、
　　　活動の場づくりを推進します。
　　　　エクストリームスポーツ、スポーツクライミング、自然を活用したスポー
　　　ツ等、新しい分野のニーズへの対応を進めます。
　　　　学校の統廃合により使用されなくなった学校体育施設の活用についても、
　　　市民のニーズを把握しながら、生涯スポーツ環境の整備に取り組みます。
　　⑶　学校施設の開放事業の充実
　　　　身近なスポーツ・レクリエーションの活動の場とするため、小・中学校の
　　　体育館等を開放し、有効利用を推進します。
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第１節　芸術文化の推進　

　現状と課題
　◎現状
　　芸術文化は、楽しさや感動、精神的な安らぎや生きる喜びをもたらし、人生を
　より豊かにしてくれます。このことから、広く市民が芸術文化に親しむことがで
　きるよう、優れた芸術の鑑賞機会の提供と創作活動などができる環境づくりが求
　められています。
　　また、東日本大震災後は、被災地においてさまざまな芸術文化支援が行われ、
　芸術文化は市民の「心の復興」を進めるうえで、大きな役割を果たしてきました。
　　本市では、宮古市芸術文化協会※ 57 や宮古市郷土芸能団体連絡協議会※ 58 など
　に加盟して活動している団体が多く、市民文化祭や各団体の主催事業等さまざま
　な機会に発表などを行っていますが、会員の高齢化が進み、人材育成の体制が十
　分とはいえない状況にあります。
　　市民文化会館は、昭和 51 年（1976 年）11 月の開館以来 44 年が経過し、施設
　の老朽化が進んでいます。
　◎課題
　　施設の老朽化が進んでいる市民文化会館については、利用者の安全・安心を図
　るため計画的な改修を進める必要があります。併せて、市民文化会館を芸術文化
　活動の拠点施設として位置付け、指定管理による適正な施設運営により、優れた
　芸術を鑑賞できる機会の充実と、会館利用者数の増加を目指す必要があります。
　　また、震災後の市民の「心の復興」を推進する事業を継続して実施する必要が
　あります。
　　さらには、芸術文化団体の会員や後継者を育成する必要があります。
　施策
　　⑴　芸術鑑賞、創作発表機会の提供、「心の復興」の推進
　　　　市民の一般公演鑑賞や、小中学校団体鑑賞、児童生徒作品展示、市民文化祭、
　　　市民劇等の芸術鑑賞及び創作発表の機会を提供するとともに、東日本大震災
　　　からの「心の復興」を継続して推進します。
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第４章　文化の振興

※57　宮古市芸術文化協会
　　　宮古地域の芸術文化の振興を図るため、芸術文化活動を企画し、また個人・団体の行う芸術文
　　化活動に対して支援を行っている。市内の 20 団体が加盟している。
※58　宮古市郷土芸能団体連絡協議会
　　　地域における郷土芸能団体の相互交流を図るとともに、郷土芸能の保存・伝承に寄与すること
　　を目的に設立。市内の 28 団体が加盟している。
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　⑵　芸術文化団体への支援
　　　芸術文化団体の活動基盤を強化し育成するため、支援や助成を行います。
　⑶　市民文化会館の適正な運営と事業推進
　　　芸術文化活動の拠点施設である市民文化会館の適正な施設運営を行い、市民
　　への芸術鑑賞の機会を数多く提供することにより、拠点施設としてより充実し
　　た事業推進を図ります。
　　　また、建物や各設備の老朽化が進んでいることから、宮古市公共施設再配置
　　計画（実施計画）に基づいて計画的に改修を行うとともに、耐震天井への改修
　　を進めます。

第２節　文化財の保存と活用

　現状と課題
　◎現状
　　本市は、国指定文化財をはじめ多くの指定文化財※59 や登録文化財を抱えてい
　るほかに、682 箇所にも及ぶ埋蔵文化財包蔵地※ 60 が確認されるなど、極めて多
　様な内容の文化財を有しています。
　　国指定史跡崎山貝塚においては、平成 28 年（2016 年）7 月に崎山貝塚縄文の
　森公園として整備が完了しました。また、北上山地民俗資料館小国分館が平成
　30 年（2018 年）6 月に開所し、収蔵資料をもとにした企画展示や各種の文化財
　に関する講座、体験等、幅広い活用が図られています。そして、このような公開
　活用事業を通じて交流人口の拡大につなげることが求められています。
　　埋蔵文化財に関しては、復興関連発掘調査事業に伴う発掘調査報告書の刊行も
　令和 2 年度（2020 年度）には完了する見通しとなっています。
　　一方、少子高齢化や生活様式の変化等により、民俗芸能の担い手不足や古民家・
　蔵の解体が生じ、文化財や古文書等の貴重な資料が失われようとしています。
　　また、地域の中で伝承されてきた年中行事や祭礼等の伝統行事や民具も急速に
　失われつつある状況です。
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※59　指定文化財
　　　学術上価値が高く、重要なものとして国、県、市が指定した文化財で、市内に 122 件がある。
※60　埋蔵文化財包蔵地
　　　過去の人々が残した土器・石器等の遺物や、竪穴住居跡・お墓等の遺構が土中に埋もれている
　　土地のこと。



Ⅲ  各論

　◎課題
　　平成 31 年（2019 年）４月の文化財保護法の一部改正により、文化財を保存す
　ることのみならず、活用していくという視点への転換が求められています。
　　文化財を次世代に確実に保存し活用していくために、国や県及び市指定の文化
　財、さらに、各種開発事業に伴う埋蔵文化財、民俗文化財、古文書等、未指定の
　資料も含めた調査を行い、文化財保存活用地域計画を策定する必要があります。
　　一方、埋蔵文化財調査については、調査の円滑化や出土資料の収蔵・管理を図
　る必要があります。
　　また、崎山貝塚縄文の森ミュージアムや北上山地民俗資料館では、利用者数の
　増加を目指すために、それぞれの特色ある所蔵資料などを活用した企画展を開催
　するとともに、市民の要望を取り入れた講座や体験等の企画を展開する必要があ
　ります。
　施策
　　⑴　文化財の保存と活用
　　　　重要な文化財を次世代へ継承するため、指定文化財や登録文化財のほか、
　　　未指定の資料も幅広く含めた詳細な調査を行い、文化財保存活用地域計画の
　　　策定を進めながら、適切な保存と活用に努めます。
　　　　また、民俗芸能については、映像記録の作成や言い伝えなどの調査も含め
　　　た記録作成事業を進めます。
　　⑵　埋蔵文化財の保護と出土品の収蔵管理
　　　　発掘調査により出土した資料を展示活用しながら埋蔵文化財の周知と保護
　　　を図ります。また、各種開発事業による調査を迅速に進め、調査成果を報告
　　　書としてまとめ、刊行するとともに、資料を保管する収蔵庫の公開もしなが
　　　ら出土品の管理を行います。
　　⑶　崎山貝塚縄文の森ミュージアム活用の推進
　　　　崎山貝塚縄文の森ミュージアムでは、特別企画展などの年間を通した運営
　　　計画を策定し、計画的な開催と展示の充実に努めるとともに、縄文文化をテー
　　　マとした体験学習や各種講座等、この施設ならではの企画をすることにより
　　　交流人口の拡大につなげ、もって利用者の増加に努めます。
　　　　また、市民との協働による崎山貝塚縄文まつりを継続して開催していきま
　　　す。
　　⑷　北上山地民俗資料館活用の推進
　　　　北上山地民俗資料館及び小国分館では、所蔵する国重要有形文化財を含む
　　　山里の仕事や暮らし・道具等に関する展示や体験学習講座等を企画すること
　　　により、この施設の活用を推進していきます。
　　　　また、市内全域を網羅した有形民俗資料（民具）の活用に向けた資料の整
　　　理や調査を進めていきます。
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第３節　市史の継承

　現状と課題
　◎現状
　　本市は、古来から海岸部の漁業・交易や山間部の馬産・製鉄等、三陸沿岸地域
　の中核として発展してきました。特に豊富な漁業資源と天然の良港に恵まれた宮
　古は、三陸沿岸の寄港地として発展し、江戸時代の古文書を中心に資料も豊富に
　残されています。
　　生活様式の変化に伴う蔵の解体や家屋の新築により、資料の提供や保存に関す
　る相談が増加しています。
　　また、少子高齢化、過疎化が進む中で、地域の祭礼や行事が維持できなくなり、
　有形・無形の歴史・文化が急激に失われている現状もあります。
　　一方で、東日本大震災によって沿岸部の地域は多くの家屋が被災し、高台移転
　や区画整理により、町並みやコミュニティが一変した地域もあります。
　◎課題
　　失われゆく地域の歴史・文化を掘り起こし、記録として後世に継承することに
　より、地域の特徴が顕彰され、郷土への理解と愛着が深められることが期待され
　ています。
　　蔵の解体や家屋の新築等により、市史に関する資料の提供が増加しており、こ
　うした傾向に対応した資料の整理保存を進める必要があります。
　　東日本大震災に伴い津波に関する写真や津波碑など被災地に関する資料の提供
　が、市内外から求められています。
　施策
　　市史編さんの推進
　　　市内各地域の資料を収集し、収蔵資料目録を刊行しながら市史資料集の編さ
　　んを進めます。
　　　また、古文書講座や地域の歴史講座を実施することにより、近世資料の公開・
　　活用を図ります。
　　　さらに、近現代の写真や地図等の記録遺産、神社仏閣や石碑などの歴史・民
　　俗資料の調査を行い、記録として後世に継承します。
　　　今後も震災に関する資料の整理・保存を行いながら、震災復興によって変化
　　した景観の写真撮影や新たに建立された津波碑の調査等を継続的に行っていき
　　ます。
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宮古市教育振興基本計画　主要事業（令和２年度～６年度）

１　学校教育の充実

宮古市教育振興基本計画
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　教育課程及び教材等の調査研究ととも

に、教育指導技術の調査研究を行い、教

職員の資質向上を図るための援助、指導

を行う。

　教員の指導力向上及び子どもの学力向

上のため、学校の実態に応じた校内授業

研究会を行う。

　基礎・基本の定着の評価と個性を生か

した学習指導のため、学力検査及び知能

検査を実施する。

　教育の質的向上のために、教育現場と

の連携を図り、研究、実践活動に役立つ

調査、研究、研修を行う。

　小学生の学習習慣や基礎学力の定着の

ため、放課後の学習活動を支援する。

　「総合的な学習の時間」を積極的に推進

することにより、子どもの自ら考え行動

する力の育成を図る。

　外国語指導助手による国際交流や英語

学習指導を通じて、国際理解を推進する。

　「ものづくり体験教室」などを通じて、

子どもの勤労観、職業観を育む。

　学校図書館支援員を配置し、学校図書

館の環境整備を図ることで、魅力ある学

校図書館づくりのコーディネートを行い、

読書習慣の形成を図る。　

教育研究所運営事業

学力向上事業

放課後学習支援事業

総合学習推進事業

国際理解推進事業

キャリア教育事業

子ども読書活動支援事業

１　確かな学力を育
　　む教育の推進

２　豊かな心を育
　　む教育の推進

基  本  事  業 事　　　　業 事　　業　　概　　要
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　各学校において、学校や地域の実情に

応じて、「郷土を愛し、その復興・発展を

支える人材の育成」を進めるための教育

活動を行う。

　他市町村との交流を通じて、相互理解

を深め、心身の健全育成とともに、今後

のまちづくりに参画する意識を醸成する。

　複数中学校の運動部による合同練習の

場の設定と外部指導者の活用により、部

活動の充実を図る。

　子ども及び教職員の健康の保持増進を

図るため、健康診断などを実施する。また、

子どもの生活習慣病予防検診を実施する。

　子どもの健全な発育を図るため、学校

給食の充実に努め、給食センターの運営

を行う。

　就学前の言語障がいの幼児を対象に、

指導員による言語指導や教育相談を行う。

　小・中学校に特別支援教育支援員など

を配置し、障がいのある子どもの支援を

行う。

　子ども及び保護者等の教育相談を実施

するため、教育相談員を配置する。

　長期間不登校となっている子どもに対

し、個別の学習支援、生活体験、自然体験、

創作活動等により、生活リズムの回復や

学校復帰を促す。

　中学校において、学習や生活等をめぐっ

て顕在化している諸課題に対応し、学校

生活の安定と充実を図るため、学校支援

員を配置する。

　経済的な理由により高校、大学等への進

学が困難な者に対し、育英のための奨学資

金を貸し付け、有能な人材を育成する。

復興教育事業

交流事業

宮古・ＪＨＳパワー

アップ事業

保健事業

学校給食

幼児言語障害教育事業

（ことばの教室）

特別支援教育事業

教育相談事業

不登校児童生徒支援事業

（サーモン教室）

学校支援推進事業

育英事業

２　豊かな心を育
　　む教育の推進

３　健康な体を育
　　む教育の推進

４　特別支援教育
　　の充実

５　相談・支援体
　　制の充実

６　教育環境の充実

基  本  事  業 事　　　　業 事　　業　　概　　要
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　経済的な理由により就学困難な子ども

の保護者に対し、「就学困難な児童及び生

徒に係る就学奨励についての国の援助に

関する法律」に基づき必要な援助を行う。

　特別支援学校に就学する子どもの保護

者の経済的負担を軽減するため、必要な

経費の援助を行う。

　小・中学校の文化・体育活動及び教育

関係団体へ補助金支援を行う。

　遠距離通学をする子どもに対して、ス

クールバス、タクシー、路線バス等によ

る交通手段を確保する。

　小・中学校施設の維持管理を行う。

　教科目的に応じた教材を整備する。

　文部科学省の教育用コンピュータ整備

方針に基づき、小・中学校の教育用コン

ピュータ等の整備を行う。

　校舎等の防水・屋根改修を行う。

対象校：宮古小・山口小・高浜小・田老一小・

　　　  第二中・河南中・崎山中・川井中

　プールの改築などを行う。

対象校：鍬ヶ崎小・千徳小・重茂小

　外壁、給排水設備の改修を行う。

対象校：第一中・津軽石中・田老一中

　非構造部材の耐震化を行う。

対象校：千徳小

　トイレの洋式化改修を行う。

対象校：全小中学校

　ボイラー設備について、FF 式暖房機に

改修を行う。

対象校：宮古小・山口小・千徳小・第二中・

　　　　宮古西中

　危険な擁壁の改修を行う。

対象校：新里小・河南中・新里中

就学援助事業

特別支援教育就学奨励

事業

教育助成事業

児童生徒通学委託等事業

学校管理事業

教材等整備事業

教育用コンピュータ整

備事業

小・中学校屋上防水等

改修事業

小・中学校プール改築

事業

小・中学校校舎大規模

改造事業

小・中学校非構造部材

の耐震化事業

小・中学校トイレ洋式

化事業

小・中学校暖房設備改

修事業

小・中学校施設擁壁改

修事業

６　教育環境の充実

７　学校施設・設
　　備の充実

基  本  事  業 事　　　　業 事　　業　　概　　要
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　学校適正配置計画を策定し、小・中学

校の適正配置に取り組む。

小・中学校の適正配置７　学校施設・設
　　備の充実

基  本  事  業 事　　　　業 事　　業　　概　　要
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２　生涯学習の推進
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　市の生涯学習に関する施策を全庁的に

推進するため、生涯学習推進本部（行政

機関）を設置する。

　生涯学習を宮古市全体で推進するため、

生涯学習推進会議（民間委員）を設置する。

　経験及び専門知識を有する指導者を登

録し、各団体の要請に応じて適切な指導

者を紹介する。（生涯学習まなびガイドの

発行）

　みやこ市民カレッジニュースを発行し、

各施設を通じて配布するとともに、イン

ターネットを活用して情報提供する。

　生涯学習関連施設、学習グループ、指

導者に関する情報等をまとめた生涯学習

まなびガイドを発行し、情報提供する。

　あらゆる市民の自主的な学習を支援す

るため、学習機会や学習の場に関する相

談に対応する。

　生涯学習事業のボランティアの育成を

図るとともに、活動機会を提供する。

　社会教育活動の推進のため、公民館、

生涯学習センター、図書館、地区センター

等の社会教育関連施設の適正な管理と計

画的な整備を図るとともに、施設間のネッ

トワークを充実させ、多様な学習機会の

提供を行う。

　利用者のニーズに応じた図書資料の整

備や移動図書館車などによる巡回貸出及

び施設などへの団体貸出により、利用し

やすい環境づくりに努める。

　多くの人が集う場所に図書を設置する

など、市民が読書に親しむ機会の拡大を

図る。

生涯学習推進体制整備

事業

リーダーバンク事業

生涯学習情報提供事業

生涯学習相談体制整備

事業

生涯学習ボランティア

育成・活動推進事業

社会教育関連施設整備

事業

図書館運営事業

１　推進体制の充実

２　学習環境の整備

３　読書まち宮古
　　の推進

基  本  事  業 事　　　　業 事　　業　　概　　要
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　子どもの読書活動を支援するため、読

書ボランティア講習会などを開催すると

ともに、乳幼児の心と言葉を育む「ブッ

クスタート事業」を継続実施し、乳幼児

期から読書に親しむ環境の充実に努める。

　読書があらゆる市民に身近なものとな

るよう、「読書まち宮古」を推進するため

の取り組みを行う。

　各年齢層に応じた読書に親しむ環境づ

くりに取り組む。

　学校運営協議会の設置を進め、コーディ

ネーターを中心とした、家庭・地域との

連携・協働による学校運営を推進する。

　主体的に学ぶ意欲に満ちた人間性豊か

な青少年を育成するため、家庭、学校、

地域が連携し、地域ぐるみで子どもを育

てる教育振興運動を支援する。

　育児中の家族に子育てに必要な知識の

提供を行うとともに、参加者間の交流を

深め、育児についての悩みや情報を交換

する機会を提供する。

　幼稚園、保育所毎に家庭教育に関する

学級を開催し、子どもを育てていく中で

必要となる心構え、知識、気持ちの伝え

方等を学ぶとともに、家族の在り方や地

域で子どもを育てていくことについて考

える機会を提供する。

　学校毎に家庭教育に関する学級を開催

し、小・中学校期における家庭教育の在り

方やその役割の重要性について認識を深め

るとともに、その学習機会を提供する。

　子育ての次世代を担う高校生を対象に、

子育てについての知識や子育てをめぐる

状況を学習する機会を提供する。

子ども読書活動支援事業

読書まち宮古推進事業

コミュニティ・スクー

ル推進事業

教育振興運動支援

乳幼児期家庭教育学級

幼児期家庭教育学級

小・中学校期家庭教育

学級

高校生ふれあい体験事業

３　読書まち宮古
　　の推進

４　学校・家庭・
　　地域の連携と
　　協働

５　家庭及び青少
　　年の学習活動
　　の支援

基  本  事  業 事　　　　業 事　　業　　概　　要
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　青少年に自然体験、産業体験、異文化

交流等の各種体験学習の機会を提供する

とともに、学区外や異年齢の児童生徒間

の交流を図る。

　伝統文化の伝承活動や地域の実践活動

を通して、子どもと高齢者の世代間の交

流を図る。

　安全・安心な子どもの活動拠点（居場所）

を設け、地域の方々の参画を得て、体験・

交流活動及び学習機会の提供を図る。

　講演会、学習活動実践者による成果発

表、体験学習等を通じて、学習機会の成

果及び活用を促進するとともに、学習意

欲の啓発や生涯学習の普及奨励を図る。

　新成人を祝い励まし、社会参加の意識

を啓発する。

　市民の多様化、高度化する学習ニーズ

に応えるため関係機関、団体等と連携し、

充実した各種学習機会を提供する。

　各種研修会等を通じて、地域づくり活

動の指導者や助言者を養成し、その活用

を促進する。

　高齢者が心豊かに生きがいをもって生

活するために、生活全般にわたる学習機

会を提供する。

　伝統文化の伝承活動や地域の実践活動

を通して、子どもと高齢者の世代間の交

流を図る。

　成人の学習機会を提供するため、公民

館、男女共生推進センター、青少年ホー

ム等の各施設で実施する講座を総合的に

「みやこ市民カレッジ」として運営する。

青少年体験学習推進事業

世代間交流事業

放課後子ども教室推進

事業

生涯学習市民のつどい

開催事業

成人式事業

成人学習活動促進事業

高齢者学習活動促進事業

世代間交流事業（再掲）

みやこ市民カレッジ運

営事業

５　家庭及び青少
　　年の学習活動
　　の支援

６　成人の学習活
　　動の支援

基  本  事  業 事　　　　業 事　　業　　概　　要



Ⅳ  資料編

宮古市教育振興基本計画

61

　生涯学習関係団体の自主的活動を支援

するとともに、助言、指導を行い、団体

の育成を図る。

　生涯学習グループの学習活動を支援す

るため、講師を派遣し自主学習グループ

の育成を図る。

　市民グループの希望に応じて、市政に

関する市職員による出前講座を開催し、

市民グループの学習活動を支援する。

生涯学習関係団体育成

事業

生涯学習講師派遣事業

出前講座（まちづくり

ふれあい講座）

７　生涯学習関係
　　活動団体の支援

基  本  事  業 事　　　　業 事　　業　　概　　要
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3　スポーツ・レクリエーションの振興
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　宮古市体育協会などの関係団体と連携・

協働し、スポーツ・レクリエーション事

業を支援するとともに、推進体制の充実

を図る。

　日本体育大学との「体育スポーツ振興

協定」に基づき、健康寿命の延伸、競技

力の向上、ジュニアスポーツの育成等、

推進を図る。

　さまざまな分野のスポーツ・レクリエー

ションの指導者や団体との連携により多

様化するニーズへの対応を図る。

　広報誌、ホームページやＳＮＳ等さま

ざまなメディアを活用しスポーツ・レク

リエーションの各種情報提供を行う。

　官民連携による「みやこスポーツコミッ

ション連絡会議」や宮古市スポーツ合宿

事業費補助金などによりスポーツを通じ

た交流人口の拡大を図る。

　関係団体と連携を図り、最新のスポー

ツ医・科学の研修会などを通じて、指導

者の育成・確保に努める。

　関係大学などとの連携や全国的にも有

名な指導者から選手育成に係る支援事業

を行うことで競技力の向上はもちろん、

指導者の資質の向上を図る。

　スポーツ推進委員の資質の向上のため、

研修活動を実施する。

　経験及び専門知識を有するスポーツや

レクリエーション活動の指導者を登録し、

各団体の要請に応じて、適切な指導者を

紹介する。

　スポーツ大会などを支えるボランティ

アの希望者と大会運営側をつなげる取組

みを創設。

スポーツ・レクリエー

ション推進体制整備事業

スポーツ・レクリエー

ションの情報発信

スポーツツーリズム推

進事業

指導者養成研修事業

スポーツ推進委員研修

事業

リーダーバンク事業

１　推進体制の充実

２　指導者等の確
　　保・育成

基  本  事  業 事　　　　業 事　　業　　概　　要
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　関係団体との連携、協働により、宮古

サーモン・ハーフマラソンなどの大会や

各種スポーツ教室等の活動を支援する。

　トップ選手の試合や一緒に体験するこ

とを通じて、スポーツ・レクリエーショ

ンに親しみ生涯スポーツの基盤を形成す

る。

　ライフスタイルに応じたスポーツ・レ

クリエーションの活動の場への支援を行

う。

　スポーツ教室などを開催しスポーツに

親しむ機会を提供する。

　あらゆる市民の興味、目的、技術、運

動能力に応じた運動機会の提供を図る。

　東京オリンピック・パラリンピックと

そのレガシーの継承に向けて、スポーツ

関連イベントを支える体制づくりを関係

機関と連携し取組む。

　子どもから高齢者まで、総合型地域ス

ポーツクラブとの連携を強化し、育成・

普及に努める。

　各団体が行う講習会や実践指導を支援

する。

　関係大学などと連携し全国レベルのス

ポーツ施設や指導を体験することで選手

の育成を図る。

　全国大会出場などの好成績をおさめた

選手・団体を賞賜金、補助金により支援

し全国レベルに触れることで競技力の向

上を図る。

　関係団体などと連携し、ジュニア期か

らの指導体制の充実を図る。

　多様化する競技に対応するため、指導

者の確保・育成を図る。

スポーツ・レクリエー

ション活動支援事業

活動機会の提供

総合型地域スポーツク

ラブ育成・普及

スポーツ選手育成強化

事業

スポーツ少年団活動等

支援事業

指導体制の充実

３　活動機会の提供

４　選手の育成強化

基  本  事  業 事　　　　業 事　　業　　概　　要
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　東日本大震災で被災した田老野球場の駐

車場を舗装する。

　令和元年東日本台風で被災した田老野球

場の災害復旧工事を行う。

　市民総合体育館の施設設備について、計

画的に改修を進める。

　老朽化に応じて各体育施設の改修工事を

行う。

　レクリエーション活動などに気軽に親し

める活動の場づくりを関係団体、関係機関

と連携して推進する。

　エクストリームスポーツなど新しい分野

のニーズへの対応を推進する。

　学校施設開放事業により、身近なスポー

ツ・レクリエーションの場として小・中学

校の体育館等の有効利用を図る。

田老野球場駐車場改修

事業

田老野球場災害復旧工事

市民総合体育館施設設

備改修事業

体育施設改修事業

多様化するニーズに対

応する活動支援

学校施設の開放事業

５　スポーツ環境
　　の整備

基  本  事  業 事　　　　業 事　　業　　概　　要
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４　文化の振興

　宮古市芸術文化協会と連携し、芸術各

部門における創作活動の発表の場を提供

する。

　市民文化会館などを活用し、小学生に

優れた芸術鑑賞の機会を提供する。

　市民文化会館などを活用し、中学生に

優れた芸術鑑賞の機会を提供する。

　市民文化会館などを活用し、高校生に

優れた芸術鑑賞の機会を提供する。

　市民参画による公演事業（市民劇、市

民芸能まつり、郷土芸能祭等）を開催する。

　岩手芸術祭に入賞した優れた芸術作品

を鑑賞する機会を提供する。

　市民文化会館などを活用し、市民に優

れた芸術鑑賞の機会を提供する。

　芸術文化団体の総括的団体である宮古

市芸術文化協会の支援を行う。

　舞台芸術の鑑賞などを通じ、東日本大

震災からの「心の復興」を図る事業を実

施する。小中学校団体鑑賞事業などの参

加に係る経費を補助する。

　指定管理による市民文化会館の管理・

運営を行うとともに、老朽化した施設の

計画的な改修を行う。

市民文化祭開催事業

小学生団体鑑賞事業

中学生団体鑑賞事業

高校生団体鑑賞事業

市民参画型公演事業

岩手芸術祭巡回美術展

一般鑑賞事業

芸術文化団体支援事業

文化芸術による「心の

復興」事業

市民文化会館管理事業

１　芸術文化の推進
基  本  事  業 事　　　　業 事　　業　　概　　要
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　指定文化財や登録文化財の適切な保存

や活用を図るため、有形文化財の現況確

認調査及び天然記念物「チョウセンアカ

シジミ」の生息調査を継続して行う。

　また、文化財保護法の一部改正に伴う

文化財保存活用地域計画の策定について

の検討を進めながら、各種文化財や未指

定の資料を保存・継承・活用するため、

歴史・民俗資料の所在と内容を把握する

ための詳細調査を行う。

　その中で、国登録文化財「盛合家」や「旧

東屋酒造店」等の文化財の保存と活用に

ついての保存活用計画も検討する。

　消滅しつつある民俗芸能を映像として

記録保存する。

　また、関連資料や言い伝え、祭礼行事

の調査を行う。

　埋蔵文化財の周知と保護に取り組みな

がら、各種開発事業に係る調査に迅速に

対応する。

　また、埋蔵文化財センターの一般公開

や遺跡調査報告会等を行い発掘調査資料

の活用を図る。

　文化財の周知と理解のため、指定文化

財の環境整備や説明板・標柱・案内板等

の設置や維持管理を行うとともに、所在

地・内容を解説した文化財ガイドブック

「みやこの文化遺産」の改訂版を作成する。

指定文化財保存 ･ 管理

事業

郷土芸能記録作成事業

埋蔵文化財調査事業

文化財周知資料作成事業

２　文化財の保存
　　と活用

基  本  事  業 事　　　　業 事　　業　　概　　要
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　崎山貝塚縄文の森ミュージアムでは、

宮古の歴史や文化財について体感・学習

できる機会を提供するために、企画展の

ほかにスポット展示や夏・秋の縄文体験、

工作講座等を実施する。

　また、天然記念物のチョウセンアカシ

ジミ観察会や古代の鉄づくり体験、国登

録文化財「盛合家」の公開活用等も行う。

　さらに、ミュージアム年報やミュージ

アムだより、年間行事案内リーフレット

を作成・刊行し、情報発信する。

　「崎山貝塚縄文の森公園」として整備し

た国史跡崎山貝塚を保存活用し、市民を

はじめとする利用者が、安全で快適に利

用できるように維持管理に努める。

　国指定重要有形民俗文化財を含めた所

蔵資料の保存管理や調査研究を行う。

　小国分館は、資料整理を進めながら、

所蔵資料を活用した民俗技術や食文化等

の体験学習事業を行う。

　市内各地域の資料を収集し、収蔵資料

目録を刊行しながら、近世資料の公開と

活用を行うとともに、失われつつある神

社や石碑等の歴史・民俗資料の調査 ･ 記

録を行う。

文化財公開・活用事業

崎山貝塚縄文の森公園

管理事業

北上山地民俗資料館管

理運営事業

市史編さん事業

２　文化財の保存
　　と活用

３　市史の継承

基  本  事  業 事　　　　業 事　　業　　概　　要
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平成 31 年  ３月 19 日

令 和 元 年  ５月 29 日

　　　　　  ８月 ７ 日

　　　　　11月 20 日

　　　　　12月 20 日

令 和 ２ 年  １月 15 日

　　　　　 １月 29 日

１月 15 日～２月４日

　　　　　  ３月 ３ 日

「宮古市の教育振興基本対策について」審議会に諮問、

宮古市教育振興基本対策審議会設置

平成 30 年度第１回審議会開催

平成 31 年度第１回審議会開催

令和元年度第２回審議会開催

令和元年度第３回審議会開催

審議会が「宮古市教育振興基本計画（案）」を答申

市議会に説明（第１回）

市議会に説明（第２回）

パブリックコメントを実施

教育委員会議で議決

年　　月　　日 経　過　・　審　議　会　等
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教　総　第 288 号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成 31 年３月 19 日

　宮古市教育振興基本対策審議会会長　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮古市教育委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育長　伊　藤　晃　二

　　　宮古市の教育振興基本対策について（諮問）

　宮古市教育振興基本対策審議会条例に基づき、当市の教育施策の方向性を

示す教育振興基本計画について、貴審議会の意見を求めます。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  令和元年 12 月 20 日

　宮古市教育委員会
　教育長　伊藤　晃二　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮古市教育振興基本対策審議会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　長　　岩 船 　敏 行

　　　宮古市の教育振興基本対策について（答申）

　平成 31 年３月 19 日付け教総第 288 号をもって当審議会に諮問のありまし

た標記について、別添「宮古市教育振興基本計画（案）」のとおり取りまとめ

ましたので、答申いたします。

　教育委員会におかれましては、この答申に基づき、宮古市教育振興基本計

画を策定され、教育振興基本対策に取り組まれますよう要望いたします。



参考資料

宮古市教育振興基本対策審議会委員

宮古市教育振興基本計画

71

区分 № 所属機関・団体名 職　　名 氏　　名 備 考

宮 古 市 校 長 会

宮 古 市 校 長 会

宮 古 市 副 校 長 会

一般財団法人 宮古市体育協会

宮 古 市 芸 術 文 化 協 会

宮 古 市 Ｐ Ｔ Ａ 連 合 会

宮 古 市 地 域 婦 人 団 体 協 議 会

宮 古 私 立 幼 稚 園 協 議 会

岩 手 県 教 育 行 政 連 絡 会

宮 古 地 域 自 治 区

田 老 地 域 自 治 区

新 里 地 域 自 治 区

川 井 地 域 自 治 区

社会福祉法人宮古市社会福祉協議会

宮 古 商 工 会 議 所

宮 古 ユ ネ ス コ 協 会

宮古市食生活改善推進員協議会

一 般 社 団 法 人 宮 古 医 師 会

宮 古 歯 科 医 師 会

Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 み や っ こ ベ ー ス

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

教
　
育
　
関
　
係
　
団
　
体

学
　
　
　
識
　
　
　
経
　
　
　
験
　
　
　
者

亀岳小学校長

宮古西中学校長

鍬ケ崎小学校副校長

監　事

会　長

理　事

副会長

会　長

理事

宮古地域協議会委員

田老地域協議会副会長

新里地域協議会委員

川井地域協議会副会長

在宅福祉課子育て支援係長

女性会

副会長

副会長

理　事

副会長

理事兼事務局長

一　條　直　人

菊　地　　　裕

佐々木　ふ　じ

攝　待　義　男

小野寺　文　雄

外　地　伸一郎

山　崎　セ　ツ

加　藤　敏　子

岩　船　敏　行

梅　澤　良　子

伊　藤　広　子

門　坂　道　弘

豊　坂　一　寿

石　崎　公　子

大　﨑　奈　美

佐々木　典　子

山　口　久　子

豊　島　喜美子

橋　本　佳　樹

早　川　　　輝

副会長

会長

公
募
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宮古市教育振興基本対策審議会条例

平成 17 年６月６日
条例第 181 号

　（設置）

第１条　教育振興基本対策に関し必要な事項を調査審議するため、教育委員会の諮
　問機関として、宮古市教育振興基本対策審議会（以下「審議会」という。）を置く。
　（所掌事項）

第２条　審議会の所掌事項は、次のとおりとする。
　　⑴　教育水準の向上に関すること。
　　⑵　教育の機会均等の拡充に関すること。
　　⑶　教育環境の整備に関すること。
　　⑷　前３号に掲げるもののほか、教育振興基本対策に関すること。
　（組織）

第３条　審議会は、委員 20 人をもって組織し、その委員は、教育関係団体の役職
　員、学識経験者のうちから必要の都度、教育委員会が任命する。
２　委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
　（会長）

第４条　審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
２　会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
３　会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する
委員がその職務を代理する。
　 （会議）

第５条　審議会は、教育委員会が招集する。
２　審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
３　審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決すると
　ころによる。
　（庶務）

第６条　審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
　（補則）

第７条　この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委
　員会が定める。
 　　　　附　則

　この条例は、平成 17 年６月６日から施行する。
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