■ 第３章

スポーツ推進戦略と施策の展開

戦略３．スポーツ環境の整備
施策５．スポーツ施設の充実
本市 では、体 育セン ター、運動公 園 など多 くの ス ポー ツ施 設を市 内全域 に 設 置し て
おり、これら 施設 は、健康や 体力づ くり のた めの 利 用や競 技ス ポー ツに 利 用され 、身
近なス ポーツ の場 とな ってい ます 。しかし なが ら、施設 は昭 和 50 年頃 から整 備され 、
築後 40 年以 上が経 過し 、老朽 化した 建物 や設 備など があり ます 。
公 共 施 設 マネ ジ メ ント 個 別 計 画*を 策 定 し 、今 後 も 引 き 続き 、 施 設の 改 修 や 改 築、
設備の 修繕等 の改 善策 を講じ る ほか 、利 用者 の利便 性や安 全性 に配 慮した スポー ツ 環
境を充 実させ ます 。

(１)スポーツ施設の整備
スポ ーツ 振興 のため には、 身近 にス ポーツ を 行 え る 場 所 の 確 保 が 重 要 と な り ま す 。
現状 、スポ ー ツ施設 数は充 足し てい るもの と考え てい ます が、機能 維持 の ため の 改
修・修 繕を適 宜実 施す るとと もに、指定 管理 者 と連 携して 市民 サー ビスを 向上さ せま
す。
●ス ポー ツ施設 の改修 ・整備 の促 進

※改修 実績な どは 「資 料編」P57～58 を 参照

・公 共施 設マ ネジメ ント 個 別計 画に 基づき 、老朽 化が 進ん でいる 既存の スポ ーツ 施
設や設 備、器 具を 計画 的に 改 修。
●施設 のバ リア フリー 化の推 進

※改 修実績 などは 「資 料編 」P57～58 を参照

・バ リア フリ ー化未 対応施 設に つい て、公 共施設 マネ ジメ ント 個 別計画 *に基 づき 、
必 要性 など を検討 しなが ら計 画的 に推進 。
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(２)スポーツ施設の利用促進
施設 の利 用促 進には、市民 誰もが 利 用して みたい と思 う魅 力ある 施設で ある こと が
重要で す。
市民 ニー ズを 把握し た上で 、指定 管 理者と の連携 によ り管 理運 営 体制の 充実 を図 る
ととも に、市 民が 参加 してみ たいと 思う 各種 教室を 開催し ます 。
●武 道館 、市民 温水プ ール で の大 会誘 致や利 用者拡 大の 推進
・指 定管 理者 と連携 しなが ら 各 種大 会やイ ベント を継 続開 催し、 スポー ツ振 興、
競 技力 向上 を図る 。
・武 道館を 中 心に武 道を文 化振 興の 面から 広く発 信す ると ともに、後世 へ継承 す る
生涯学 習を推 進。
●冬季 スポ ーツ 拠点 で の大会 誘致 や利 用者拡 大の推 進
・冬 季ス ポー ツの拠 点であ る市 民ス ケート リンク 及び アイ スホッ ケーリ ンク 、
通 年型 カー リング ホール など にお いて、 指定管 理者 と連 携しな がら 各 種大 会や
イベン トを継 続開 催し 、スポ ーツ振 興、 競技 力向上 を図る 。
・関 係部 局と 連携し ながら スポ ーツ ツーリ ズム *を推進 。
●スポ ーツ 施設 の管理 運営の 効率 化
・指 定管 理者 と連携 しなが ら管 理運 営のあ り方を 再検 討し 、利用 促進と サー ビス
向上を 図る。
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施策６．スポーツのまちづくり
本市 では 、陸 上の「 ホクレ ン・ディ スタン スチャ レン ジ 北 見」、「サロ マ湖 100km
ウル ト ラ マラ ソ ン 」 、 カー リ ン グの 「 アドヴィックスカップ」「NHK 杯カ ー リン グ 選
手権」「 全道少 年少 女 弓道大 会」な ど国内 外 の大会 をはじ め、「 ラ グビー フット ボー
ルフェ スティ バル 」、「たん のカレ ーラ イス マラソ ン」な ど地 域の 特色を 活かし たス
ポーツ イベン トの 開催 や誘致 に積極 的に 取り 組んで います 。
今後 も引 き続 き、市 民が楽 しみ、ス ポーツ の普及 や 振 興、交流人 口の拡 大に つな が
る各種 スポー ツ大 会や イベン トを開 催・支援 すると ともに 、ス ポー ツを軸 とした 観光
振興策 として スポ ーツ コンベ ンショ ン*、 スポ ーツツ ーリズ ム *を 推進 します 。

(１)スポーツ大会・イベントの新規誘致とスポーツツーリズム * の推進
ス ポーツ 振興 に主眼 を置き 、付帯す る効果 として 観光 との 融合に よるス ポー ツ ツ ー
リズム*に取 り組み 、「 スポー ツ合宿 の里 きた み」と して 市民一 体型 の事業 を展開 し、
地域経 済の活 性化 を図 ります 。
ま た、今後 予 定され ている 大規 模な 国際ス ポーツ 大会 にお ける事 前・直前キ ャン プ
の誘致 活動に も取 り組 みます 。
●ス ポー ツ大会 ・合宿 の誘致 促進
●ス ポー ツ大会 ・イベ ントの ブラ ンド 化
●大 規模 国際大 会事前 ・直前 キャ ンプ 招致
・2019 ラ グビ ーワー ルドカ ップ
・2020 夏 季

東京オ リンピ ック パラ リンピ ック

・2022 冬 季

北京オ リンピ ック パラ リンピ ック

●地 域ス ポーツ コミッ ション *の設 置検 討
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(２)スポーツ情報の充実
豊富 な情 報は スポー ツへの 関心 を高 めると ともに 、スポ ー ツに親 しむき っか けづ く
りとな ります 。ま た、スポー ツへの 関わ り方 が多様 化する 中、求め られる 情報も 多岐
に渡っ ていま す。
この ため、多 様な市 民のニ ーズ に応 える と ともに 、市民 の スポー ツ活動 を支 援す る
ための スポー ツ施 設情 報、指 導者や 各種 教室 、イベ ント情 報を 提供 してい きます 。
●「 する 人」「 観る人 」「支 える 人」 それぞ れの視 点に 立っ た スポ ーツ情 報の 発信
●多 様な メディ アを活 用した スポ ーツ 情報の 発信力 の強 化
●ス ポー ツに関 する知 識の修 得や 多様 なスポ ーツ情 報に 触れ られる 機会の 創出 ・
スポー ツフォ ーラ ム、 スポー ツ講演 会な ど の 実施
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施策７．それぞれの役割
本計 画に 掲げ た各施 策の 推 進の ため 、市民、行 政、大 学、医 療機関、スポー ツ団 体 、
民間企 業など 多様 な 実 施主体 の協働・連 携を 進める ととも に、ネッ トワー クの形 成 を
目指し ます。

(１)行政・団体
①北見市
計 画 の 基本 理念 を 実現 す る ため 、 限ら れ た地 域 の 施設 を 有効 活 用す る と とも に、
スポー ツ課を 中心 に関 係部局 及び関 係団 体と 連絡調 整を密 にし 、協 働体制 による 施
策を展 開しま す。

②スポーツ推進委員 *
多 様な スポ ーツニ ーズに 応え るた め、指 導者と して の知 識や技 術の習 得に 努め る
ととも に、地 域ス ポー ツの推 進役、行政 と市 民との パイプ 役と なり 、スポ ーツの 親
しみ方 の啓発 、ス ポー ツの普 及活動 を展 開し ます。

③北見市体育協会などスポーツ団体
ス ポー ツを 通じた 市民の 健康 増進 と明る い市民 生活 の実 現を目 指し、スポ ーツ イ
ベント やスポ ーツ 教室 の開催 を通じ 、ス ポー ツの楽 しさを 提供 する ととも に、ス ポ
ーツ情 報の提 供や 指導 者の派 遣など 、市 民が スポー ツに親 しめ る機 会の充 実を図 り
ます。
また、各種団体と連携・協力し、スポーツ人口の拡大や習慣化につながる活動
を展開 します 。

④学校
児 童・生徒 の体力 向上や 運動 機会 を確保 するた め、学校 体育、運動部 活動 の充 実
を図り ます。また 、学 校体育 施設の 開放 を促 進し、市民の 身近 なス ポーツ 活動の 場
の創出 への協 力が 期待 されま す。

⑤PTA・自治会・町内会などの地域団体
子 ども のス ポーツ 環境の 充実 と参 加意欲 の促進 を図 るた め、学 校を中 心と した ス
ポーツ イベン トの 開催 や スポ ーツ活 動へ の積 極的な 参加・ 協力 が期 待され ます 。
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(２)市民・関係機関
①市民
健 康や 体力 に関心 を持ち 、スポ ー ツ活動 に積極 的に 取り 組むこ とが期 待さ れま す。
特に、スポーツを「する人」だけではなく、「観る人」「支える人」の活動を
通して、生きがいや活力を生み出し、また、 交流活動への参加など市民が主体と
なった地域スポーツ活動の推進を促し、市民のスポーツへの興味・関心が高まる
ことが 期待さ れま す 。

②大学・企業
施 設の 有効 利用、指導者 の派 遣、各種団 体との 連携 によ るスポ ーツイ ベン トの 開
催や、 保有す る施 設・ 人材・ 情報な どの 活用 が期待 されま す 。

③民間スポーツクラブ
市 民の スポ ーツ活 動の受 け皿 とな るだけ ではな く、スポ ーツを 盛り上 げる ため の
各種ス ポーツ イベ ント への協 力が期 待さ れま す 。

④医療機関 など
健 康・体力 づくり・介護 予防 の一 つとし て、生 活の 中に スポー ツを効 果的 に取 り
入れる ことが でき るよ うに、各施策 への 協力・支援 や連携 によ る施 策の実 施が期 待
されま す。

⑤プロ・実業団チーム
市 内出 身の プロス ポーツ 選手 や、大 会・合宿 で本 市を訪 れる トップ アスリ ート（ チ
ーム）、世界・全 国大 会で活 躍して いる 選手 たちに よる交 流イ ベン トや地 域行事 へ
の参加 など地 域に 根ざ した活 動が期 待さ れま す。
ま た 、ス ポ ーツ 教 室の 開 催 、指 導 者の 派 遣 、 総 合 型地 域 スポ ー ツク ラ ブ *へ の支
援など 、競技 力の 向上 やスポ ーツ活 動の きっ かけづ くりが 期待 され ます 。
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