道東観光の拠点・北見市
Kitami is the tourist hub of eastern Hokkaido

知床国立公園

大雪山国立公園

Shiretoko National Park

Daisetsuzan National Park

釧路湿原国立公園

阿寒摩周国立公園

Kushiro Shitsugen National Park

Akan-Mashu National Park

姉妹・友好
都市提携

春は、エゾムラサキツツジをはじめとした色とりどりの
花。夏は、オホーツクブルーの爽やかな青空と壮大な川神輿
が見もののおんねゆ温泉まつり。秋は、豊富な農海産物や北
海道最大級のきたみ菊まつり。冬は、氷点下の屋外で食べる
北見厳寒の焼き肉まつりなど、さまざまなイベントもめじ
ろ押しです。
また、オホーツク圏のほぼ中央に位置する北見市は、世界
自然遺産の知床をはじめ、阿寒摩周、大雪山、釧路湿原の４
つの国立公園が日帰り圏内にあり、観光の拠点になってい
ます。
Kitami is full of events. Colorful flowers including purple azalea
bloom in spring. In summer, the Onneyu Onsen Festival, which
features a magnificent portable shrine parade in the river, and the
clear Okhotsk blue sky are popular among tourists. In autumn,
abundant farm and marine products and Hokkaido’s largest
chrysanthemum festival can be enjoyed. People enjoy eating
grilled meat outside in sub-zero temperatures at the Kitami MidWinter BBQ Festival.
This city located near the center of the Okhotsk area is also a
tourist base for day trips to four national parks ― Shiretoko（World
Natural Heritage）
, Akan, Daisetsuzan and Kushiro Shitsugen.

世界との交流、深まる友好・親善の和
道東観光の拠点としての都市づくり

北見市は国内外８都市と姉妹友好都市提携を締結しています。
それぞれの都市とは、教育・文化・芸術・スポーツ・物産などの交流を通じ、友好・親善の和を深め
ています。
また、札幌圏へ向かう交通網は航空、陸路とも充実しており、道東圏のビジネスや観光の交流拠点都
市としての役割を担っています。
歴史・文化ともに、あらゆる「和」が広がり、北見市の未来が形づくられています。

国際交流

International community
姉妹都市

姉妹都市

姉妹都市

友好都市

Sister City

Sister City

Sister City

Friendly City

バーヘッド町（カナダ）

エリザベス市（アメリカ合衆国） 晋 州 市（大韓民国）

ポロナイスク市（ロシア連邦）

Barrhead（Canada）

Elizabeth（Ｕ.Ｓ.Ａ）

Poronaisk（Russia）

Jinju（Korea）

カナダ・アルバータ州エドモン

アメリカ合衆国北東部、ニュー

韓国南西部、釜山から車で約１

ロシア連邦サハリン州中央部に

トンから北西110㎞に位置する人

ジャージー州の大西洋岸に位置す

時間30分。慶尚南道にある人口約

位置する人口約１万５千人の都

口約４千人のまち。

る人口約12万人の都市。

34万人の都市。

市。旧樺太・敷香（しすか）

国内交流

Domestic community
姉妹都市

姉妹都市

姉妹都市

友好都市

Sister City

Sister City

Sister City

Friendly City

高 知 市（高知県）

丸 森 町（宮城県）

佐 川 町（高知県）

大 野 町（岐阜県）

Kochi（Kochi Pref.）

Marumori（Miyagi Pref.）

Sakawa（Kochi Pref.）

Ono（Gifu Pref.）
岐阜県濃尾平野の西北端に位置

四国山地を背に、太平洋に面し

宮城県最南端に位置し、水と緑

た四国南部の中央にある人口約33

の豊かな自然に恵まれた人口約

緑豊かな山々に囲まれた人口約

する人口約２万３千人のまち。バ

万人の都市。

１万４千人のまち。

１万３千人の「文教のまち」。

ラの苗木の生産量は日本一。

高知市から西へ車で約１時間。
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市民が主体のまちづくり・数字で見る北見市
市民の生活 Life of citizens

Population by age

■世帯人員
１世帯平均1.91人
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平成30年９月末現在。
世帯数61,592世帯人口117,897人より算出
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■病（医）院数
市民1,787人に１施設
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平成30年９月末現在の病院・診療所65施設より算出
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北見市の１日
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分

人口総数

11.1人

転

出

1日に
1

12.5人

平
平成29年1年間の転入者数
4
4,060人より算出

平
平成29年1年間の転出者数
4
4,562人より算出

出

死

生

2.1人

亡

1日に
1

4.1人

平成29年１年間の出生数781
人より算出

平
平成29年1年間の死亡数1,486
人
人より算出

救急車出動件数

年少人口 (0 ～ 14 歳）

12,894

生産年齢人口 (15 ～ 64 歳 )

66,754

結

老年人口 (65 歳以上 )

38,249

1日に
1

平均年齢

49.30 歳

婚

3.4組

平成29年1年間の結婚届出数
平
1,
1,236件より算出

開かれた議会

22園

小学校 ……………………… 24校
中学校 ……………………… 14校
高 校 ……………………… 08校
大 学 ……………………… 02校

入

1日に

117,897

………………

（認定こども園含む）

One day in Kitami

1日に
1

人口 ( 人 )

■学校数
私立幼稚園

1日に

15.5件

平成29年1年間の出動件数
5,662件より算出

Open and transparent City Council

北見市議会は、年４回の定例会と必要に応じて開催される臨時会で議案などが審議さ
れ、最終的な意思を決定しています。
また、常任委員会等で専門的に審議しており、市勢の発展と豊かな暮らしの実現のため
市民の意思を市政に反映させるよう努めています。
The Kitami City Council deliberates on bills and other matters and reaches final decisions
at its regular quarterly meetings and extraordinary meetings held as necessary. In addition,
permanent and other committees conduct special deliberations.
Efforts are also made to reflect the views of citizens on city administration, for the
development of the city and realization of affluent lives.
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