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オホーツク海から大雪山まで
４つの魅力を持つオホーツクの中核都市 TOKORO
TANNO

北見市は北海道の東部に位置しており、人口11５,000人のオホーツク圏最大の都市です。
面積は1427.41㎞2で、東京都の約65％、香川県の約76％にあたる広さです。
また、東西に延びる道路の距離は約110kmで、東京駅から箱根までの距離に相当します。

KITAMI

RUBESHIBE

ごあいさつ
北見市は、澄み切った青空の下、大雪連峰とオホーツク海に抱かれた実りの大地に、
産業、経済、医療、福祉、教育、文化など都市機能が調和したオホーツクの中核都市と
して、今日まで発展してきました。
多彩な地域資源を生かし、郷土に対する愛着と誇りを胸に新たな時代を切り開き、心
豊かに市民一人一人がきらめき、自然と共生し、活力と創造あふれる北見市を目指し、
市民の皆さんと共に町づくりを進めています。
この市勢要覧を通じて、当市の魅力をお伝えできれば幸いです。
北見市長

辻

直

孝

Greetings from the Mayor
Kitami City has developed to this day as the core city of Okhotsk, where urban functions, such as industry, economy, medical care, welfare,
education, and culture, are harmonized in the fruitful land surrounded by the Taisetsu Mountains and the Sea of Okhotsk under a clear blue sky.
Kitami City promotes town development together with its residents, aiming to be a city full of vitality and creativity, where various local resources
are utilized, and each resident feels pride in their hometown while living in harmony with nature.
We hope that we can convey the charm of our city through this city handbook.

Naotaka Tsuji

Mayor of Kitami
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KITAMI

北見自治区

TANNO

北見のキャラクター
「ミントくん」
「ペッパーちゃん」

オホーツク圏の中心・人と物が集まる地域

端野自治区

端野自治区キャラクター
「のんたくん」

「太陽と大地」が奏でる田園空間と農業地帯

戦前に世界の７割を生産したというハッカで栄えた地域で、現
在はオホーツク地域の商工業・サービス業の中核となっていま
す。また、大学などの高等教育機関との産学官連携による取り組
みが活発に行われています。

常呂川流域に広がるなだらかな丘陵地と美しい農村景観を有
し、自治区中心部に小中学校や社会教育施設、公園などが集まる
文教地区が形成された地域です。
クリーンで高品質な農産物が織
り成す田園風景と都市的利便性がほどよく調和しています。

The district flourished prewar through the production of mint, which
at the time accounted for 70% of world production. Kitami is at present
the commercial, industrial and service center of the Okhotsk area.
Efforts through industry-academia-government collaboration involving
universities and other higher education institutions are also ongoing in
the district.

With gentle hills and a beautiful rural landscape in the Tokoro river
ba sin, t he d ist r ict ha s a n educat iona l zone w it h element a r y a nd
junior high schools, social education facilities and parks in its central
part. The rural landscape shaped by clean, quality farming is wellharmonized with urban convenience in the district.

おんねゆ温泉観光
協会キャラクター
「白花マメ太郎」

TOKORO

常呂自治区

常呂漁協キャラクター
「ところくん」

RUBESHIBE

留辺蘂自治区

留辺蘂商業振興会
キャラクター
「まつぼう」

海と湖に抱かれた遺跡とカーリングのまち

豊かな森林に囲まれた林・農・観光のまち

オホーツク海とサロマ湖に抱かれた砂州に花々が映える
「ワッ
カ原生花園」など、自然豊かな恵みの中で農業と漁業が発展する
地域です。日本最大規模の通年型カーリングホールを有し、
「常呂
遺跡」と「ホタテ養殖発祥の地」の歴史が息づいています。

無加川に沿った大雪山麓の豊かな森林に囲まれた地域で、日本
一の生産量を誇る白花豆や地場産の木材を活用する林産業が盛
んです。おんねゆ温泉を拠点とした観光では、特徴ある展示水槽が
魅力の
「山の水族館
（北の大地の水族館）
」が全国から注目を集め
ています。

Agriculture and fisheries thrive in this district blessed with abundant
nature, including Wakka Wild Flower Park, where flowers stand out
on the sandbar between the Sea of Okhotsk and Lake Saroma. It has a
year-round curling hall, which is one of the largest of its kind in Japan,
as well as historical sites such as the Tokoro Site and the birthplace of
scallop cultivation.

T he d i s t r ic t i s s u r r ou nd e d by t h ic k fo r e s t s a t t he fo ot o f t h e
Taisetsu mountains and along the Muka River. Its key industries are
shirohanamame bean production, for which it boasts the nation’s
largest yield, and the forest products industry, which uses locally
produced wood. As a tourist spot, Yama no Aquarium （Kita no Daichi
no Aquarium）in the Onneyu Onsen resort is attracting nationwide
attention with its unique display tanks.

市

章

City Emblem

平成18（2006）年３月５日に制定した市章は「北」の
文字を図案化し、はかりの重り・分銅をかたどったも
のです。はかりの機能「常に公正」を託しています。
T he cit y emblem e st abl i she d on M a rch 5, 2006,
incorporates in its design the Chinese character “kita”
（nort h）and t he shape of a ba lance sca le weight ,
representing the function of a scale that is “always
fair.”

人

口

Population

115,351人（令和３年１月末現在）

面

積

Area

1427.41k㎡

北見市の木と花

City Tree & City Flower

北見市の木：カシワ
北見市の花：ハマナス
（平成20年７月１日に制定）

北見自治区の木：イチイ
北見自治区の花：キク
端野自治区の木：シラカバ
端野自治区の花：ツツジ
常呂自治区の木：ナナカマド
常呂自治区の花：クレマチス
留辺蘂自治区の木：アカエゾマツ
留辺蘂自治区の花：エゾムラサキツツジ
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北見市の
歴史

Kitami Mint Memorial Museum

北見ハッカ記念館
初期の北見の経済的基礎を築き上げたのが「ハッ
カ」でした。最盛期の昭和13
（1938）
年〜14
（1939）年
ころには世界市場の約７割を北見産ハッカが占め、
北見の、そして日本の特産品としてその名を知らし
めました。日本の産業の近代化に貢献したことで、
「近代化産業遺産」に認定されています。また、隣接
する薄荷蒸溜館では生まれたてのハッカの香りが楽
しめます。

It was mint that built the economic
foundation of Kitami in its early days.
Kitami’s mint production accounted for
approximately 70% of the world market
at its peak around 1938 to 1939 and mint
became known as a special product of
Kitami and Japan. By contributing to
the modernization of Japanese industry,
the Mint Memorial Museum and other
facilities have been certified as a Heritage
of Industrial Modernization. At the adjacent
Mint Distillation Hall, a fresh mint aroma
can be enjoyed.

北国の厳しい自然に苦しみながらも
原野を切り拓いた強靱な開拓魂

ピアソン記念館

Pierson Memorial Museum

This was the residence of Mr. and Mrs. Pierson, missionaries who came to Japan in 1888 from
Elizabeth, USA. They moved to Nokkeushi (today’s Kitami) in 1914. Based here, the couple
engaged in missionary activities and a campaign to prevent the establishment of a red-light
district. The simple and tasteful Western architecture was created by architect William М.
Vories, and now serves as a memorial museum that conveys the achievements of the couple
and has been selected as a Hokkaido Heritage site.
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明治21
（1888）
年に来日、大正３
（1914）年に野
付牛に移り住んだ米国エリザベス市出身の宣
教師・ピアソン夫妻の住宅です。夫妻はここを
拠点に、宣教活動や遊廓設置阻止運動に取り組
みました。素朴で味わいのある西洋建築はウィ
リアム・М・ヴォーリズ氏によるもので、現在は
夫妻の業績を伝える記念館になっており
「北海
道遺産」
にも選定されています。

屯田兵人形（信善光寺）

常呂遺跡

屯田兵は、北海道の防備と開拓を目的とし、明治８（1875）年～明治
37
（1904）年まで、道内各地に入植しました。
明治30・31（1897・1898）年、当時野付牛と呼ばれた北見にも597戸の
屯田兵とその家族が移住し、厳しい気候に耐え、未開の土地を切り拓
き、
現在の北見の基礎を作り上げていきました。
昭和７
（1932）年、信善光寺の吉田信静尼がこの屯田兵の偉業を後世
に伝えるため、屯田兵人形の制作を思い立ちました。人々の協力の下、
名古屋の玉正商会に依頼し、実在の人物を元に75体が制作されまし
た。今も信善光寺に安置・公開されている人形は、屯田兵を知るうえで
の貴重な資料として、市指定文化財になっています。

常呂地域にはオホーツク海沿岸部を中心に多数の遺跡が
残されていますが、その中でも特に保存状態の良好な地区
が
「常呂遺跡」の名称で国史跡に指定されています。約128ヘ
クタールの面積に及ぶ常呂遺跡では、今日でもくぼみの状態
で地表に痕跡が残る竪穴住居跡が約2,700基見つかっていま
す。遺跡には擦文文化・オホーツク文化など北海道独特の文
化の足跡が残されており、北海道の歴史を解明する上でも重
要な遺跡となっています。

Tondenhei dolls (Shinzenkoji Temple)

Tondenhei (farmer-soldiers for developing and defending Hokkaido) settled in
various parts of Hokkaido from 1875 to 1904 for the purpose of the defense
and reclamation of Hokkaido.
In 1897 and 1898, 597 Tondenhei and their families moved to Kitami,
which was then called Notsukeushi, endured the harsh climate, and cleared
undeveloped land to build the foundation of today’s Kitami.
In 1932, Shinjo Yoshida, a nun of Shinzenkoji Temple, came up with the
idea of making Tondenhei dolls to commemorate the great achievements
of Tondenhei. With the help of other people, she asked Tamasho Shokai in
Nagoya to create 75 Tondenhei dolls modeled after real soldiers. The dolls
that are still exhibited and open to the public at Shinzenkoji Temple have been
designated as a cultural property by the city as valuable materials for learning
about Tondenhei.

Tokoro site

Many archaeological ruins remain in the Tokoro area, mainly along
the coast of the Sea of Okhotsk. Among them, the well-preserved
Tokoro site is designated as a National Historic Site. Covering an
area of approximately 128 hectares, the traces of roughly 2,700
pit dwellings have been found here. The site has the footprints
of Hokkaido’s unique cultures, including Satsumon Culture and
Okhotsk Culture, and is important for elucidating the history of
Hokkaido.

明治２年７月に北方開拓のために開拓使が設置され、同年８月、蝦夷地は北海道に改められました。
11カ国86郡に分けられた北海道のうち、当市の地域は、宗谷を含む「北見国」８郡のなかの「常
呂郡」となりました。
「北見」の名の由来は、明治政府に国名を諮問された松浦武四郎が「この地一帯を従来から、北海
岸と唱えてきたので、北の文字を用い、カラフト島が快晴の日には見えるので、北見としてはどう
か」と進言したことによるものです。

北見の今を育んだ先人達の軌跡
明治５年３月

根室出張開拓使庁管内の村名を定める。常呂郡
下にトコロ村・チイウシ村・トウフツ村・ムエカ
ヲツネ村・フトチヤンナヘ村・ノツケウシ村・テ
シマナヒ村の７村誕生

大正元年11月18日

野付牛～留辺蘂間の鉄道が開通

大正４年４月１日

常呂村、少牛村、太茶苗村、手師学村の四箇村統
合し常呂村二級町村制を施行／野付牛村一級
町村制を施行、置戸村、武華村が分村

大正５年４月１日

野付牛村に町制を施行、野付牛町となる

大正９年10月

武華村で森林軌道敷設始まる（昭和35年廃止）

常呂村に常呂外六箇村戸長役場設置し、事務取
り扱いを開始

大正10年４月１日

野付牛町から相内村・端野村が分村

大正10年６月15日

武華村に町制を施行、留辺蘂町となる

明治28年５月11日

高知からの土佐団体29戸、常呂村に到着（農業
移民の先駆となる）

昭和７年10月１日

鉄道石北線、全通

明治30年６月７日
～10日

屯田歩兵第四大隊第一中隊100戸が端野に、第
二中隊99戸が野付牛に、第三中隊99戸が相内に
計298戸が入地

昭和17年６月10日

野付牛町に市制を施行、北見市となる

昭和25年11月１日

常呂村に町制を施行、常呂町となる

昭和31年９月30日

北見市が相内村と合併

昭和36年９月１日

端野村に町制を施行、端野町となる

明治16年12月１日

明治30年７月15日

カナ地名を漢字に改め、常呂村・少牛村・鐺沸
村・生顔常村・太茶苗村・野付牛村・手師学村と
なる。

常呂外六箇村戸長役場から野付牛村、生顔常村
戸長役場が分離・開庁

明治31年９月２日
～15日

屯田歩兵第四大隊に第二陣、第一中隊100戸が
端野に、第二中隊99戸が野付牛に、第三中隊100
戸が相内に計299戸が入地

明治44年９月25日

野付牛駅正式開駅

昭和54年４月20日 （旧）北見市人口10万人達成
（４月30日 100,092人）
‥

明治８年５月24日

平成18年３月５日

北見市・端野町・常呂町・留辺蘂町が合併し、新
北見市誕生
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北見市の
産業
安全・安心な農畜産物
大雪山の麓からオホーツク海沿岸まで
の東西約110㎞にわたる広大な自然の中
で、太陽と豊かな大地の恵みを受けて、稲
作、麦類・馬鈴しょ・てん菜・豆類の畑作、た
まねぎなどの野菜に加え、酪農・肉用牛・養
豚などの畜産による多様な経営が行われ
ています。
各地域の気候や特性を存分に生かした
多様な農産物の生産に取り組んでおり、化
学肥料や化学合成農薬の使用を最小限に
するなど、環境との調和に配慮したクリー
ン農業を目指し、安全・安心な品質の高い
農産物を消費者へ届けています。
Safe and reliable agricultural and livestock products
Extensive farmland surrounded by grand nature stretches over 110 km east to west from the foot of the Taisetsu mountains to the Sea of Okhotsk coast.
Abundant sunlight and fertile soil support the production of diverse produce, including rice, wheat/barley, potatoes, beet, beans and other upland
crops, onions and other vegetables, as well as dairy products, beef, pork and other livestock products.
Efforts are being made to produce diverse farm products by making the most of the climate and characteristics of each district. Clean agriculture
harmonious with the natural environment is promoted by minimizing the use of chemical fertilizers and synthetic pesticides to deliver safe, reliable
and high-quality farm products to consumers.

農・林・漁、オホーツク圏の中核都市として
あらゆる分野に発信可能な産業体制
商

業

北見市は、オホーツク圏の中核都市として Commerce
小売商圏の規模を拡大してきた商業の活発な As the central city of the Okhotsk area,
Kitami has expanded its retail trading zone.
まちです。中心商店街は、昔から小売・サービ The commercial district in the downtown
ス・飲食業などの機能が集まる市民交流の場 area, where retail, service and restaurant
are concentrated, has long
であり、さまざまなイベントを通して魅力あ establishments
been a place for interaction among citizens.
る商店街づくりに取り組んでいます。
Va r i o u s e v e n t s a r e h e l d t o m a k e t h e
一方、郊外には新たなショッピングゾーン commercial district more attractive.
A new s hoppi ng z one for me d i n t he
が形成され、商業のまち、北見市をさらに活気 s u b u r b s h a s f u r t h e r l i v e n e d u p t h e
づけています。地域の創意工夫を生かし、
「 出 commercial sector of Kitami. Lively and
diverse commercial activities are promoted
会い」
「 発見」
「 賑わい」の活力あふれる市民参 by ma k i ng t he most of loca l creat iv it y
加のまちづくりを進めながら、活気ある多様 wh i le fa c i l it a t i n g t he p a r t ic ip a t ion of
loca l resident s in t he development of a
な商業活動を推進します。
community full of encounters, discoveries
and excitement.

工

業

地域資源を最大限に活かした北見工業団 Industry
地・北見ハイテクパークなどへの企業立地や E ffor t s to rev it a l i z e t he loc a l economy i nclude
t he c u lt iva t ion of new s a le s c h a n nel s a nd t he
産業間連携による新製品開発の取り組みを積 development of new products with higher added
極的に進め、付加価値を高めることによって value to overcome the problem of logistics costs.
development is promoted via inter-industry
物流コストを克服し、積極的な販路開拓を行 Product
col l ab orat ion a nd by at t ra c t i ng enter pr i se s to
うなど地域経済の活性化に取り組んでいま t he Kitami Indust rial Complex and Kitami HighTech Park, both of which make the most of local
す。
resources.
また、北見工業大学社会連携推進センター K it a m i Inst it ute of Technolog y’s Cooperat ive
が民間との共同研究の窓口となり、地域の研 Research & Community Collaboration Center serves
as a contact point for joint research with the private
究開発・事業化までを支援する
〝ワンストップ sector. The Okhotsk Collaborative Research Center
サービス拠点〟として
「オホーツク産学官融合 and the Kitami Office of the Hokkaido Branch of
Organization for Small & Medium Enterprises
センター」と「中小企業基盤整備機構北海道本 the
a nd Reg iona l Innovat ion have been establ ished
部北見オフィス」が設置され、産学官が連携を as “one-stop service bases” to support R&D and
in the local community. Measures
深めながら技術力の向上や新製品の開発など commercialization
to promote local industries, such as the enhancement
地場産業の振興を図っています。
of technological capabilities and the development
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of new product s, a re ta ken while st reng t hening
industry-academia-government collaboration.

オホーツクの自然と共存した漁業
資源豊かなオホーツク海とサロマ湖に面し、外海ホタテ漁業、サケ・マス定置網漁業を基
幹産業としています。その他に毛ガニやウニ、カレイなどの水揚げがあり、
「資源管理型漁
業」
を進めています。湖内では、ホタテやカキの養殖、ホッカイシマエビ漁が盛んです。
より安全で安心な魚介類の提供に向けた、常呂漁港の整備が進められています。
また、漁場環境保全にも目を向け、漁業者自ら森を育てる植樹活動に積極的に取り組んで
います。
Fisheries in harmony with the nature of Okhotsk
In Kitami, which faces the resource-rich Sea of Okhotsk and Lake Saroma, open-sea scallop and
fixed-net salmon/trout fisheries are among the city’s key industries. Hairy crabs, sea urchin and
flatfish are also caught, and sustainable fishery is promoted. Scallop and oyster farming and Hokkai
shrimp fishing are popular on the lake.
The Tokoro Fishing Port is being developed to provide safer and more reliable seafood.
With an eye on the conservation of the fishing ground environment, fishing operators are actively
engaged in tree planting activities to grow forests.

豊かな森を活かした林業・木材産業
森林面積は、行政面積の約66％を占めています。再生資源である森林を守るため、植栽や間
伐などの森林施業が進められているほか、豊富な森林資源を活用した木材産業も盛んで、道
内有数の集成材工場をはじめ木材加工場で、
多様な木製品が作られています。
また、木育の普及・啓発などの取り組みも進められています。
Forestry and timber industry utilizing bountiful forests
The forest area accounts for approximately 66% of the administrative area. In order to protect the
forests, which are renewable resources, forest operations such as planting and thinning are promoted.
The timber industry that utilizes abundant forest resources is also thriving, and a variety of wood
products are created at one of the leading laminated wood factories in Hokkaido and other wood
processing factories.
Efforts are being made to disseminate information on mokuiku (education on the quality of wood
products and the importance of their use).

山・海、広大な農地を有し、オホーツクの流通の中核である北見市は、地域資源を活用した産学官
一体で進めるものづくりや、多様な商業でにぎわう都市です。

オホーツクの恵まれた環境で育まれた豊富な特産品

たまねぎ

ホタテ

カキ・ホッカイシマエビ

白花豆

2019年度のたまねぎ総生産
量は約22万１千トンで、北海
道全体の生産量の約25％を占
め、日本一の生産量を誇りま
す。市内のたまねぎ畑の総面
積は約3,500ヘクタール。農家
は春になると苗の移植作業に
追われますが、秋には丸々と
大きく育ったたまねぎが広大
な畑に並びます。

サロマ湖は、ホタテ養殖発
祥の地。漁業者が苦難の末、
確立した増養殖技術が世界
有数のホタテ産地・常呂地域
の礎となりました。サロマ湖
とオホーツク海が育んだホ
タテは肉厚で甘味があり、食
感も格別。高級食材として世
界各地に流通しています。

10月中旬から３月末まで、サロマ湖ではカ
キ漁が盛ん。小粒で濃厚なうまみをもつサロ
マ湖のカキは、特に生食で高い評価を得てい
ます。
また、出荷時期が７月から８月に限られ
たホッカイシマエビは、主に塩ゆでされ、市
場に出回ります。
お酒の肴にピッタリな塩加減、ほどよい
弾力、プリプリした歯触り、口の中に広がる
甘味。オホーツクの夏を代表する逸品です。

Onions

Scallops

Oysters and Hokkai shrimp

白花豆
（しろはなまめ）は、いん
げんの一種で
「豆の女王」と呼ば
れ、純白で大粒のこの豆は、高級
和菓子の白あんの原料として使
われています。
内陸で冷涼な気候の北見市は
白花豆の栽培に最適で、道内を代
表する産地となっています。北見
市の白花豆は大粒で食味が良く、
豆類の中でも高級品として流通
しています。
White pea beans

The total production of onions in
FY 2019 was approximately
221,000 tons, accounting for
roughly 25% of the total
production of Hokkaido as well
as being the largest yield in
Japan. The total area of onion
fields in the city is approximately
3,500 hectares. Farmers are busy
transplanting seedlings in spring,
and rows of large, plump onions
fill vast fields in autumn.

Lake Saroma is the birthplace of
scallop farming. After many
hardships, fishermen established
propagation and culture technology
to build the foundation of the
Tokoro area as one of the world’s
leading scallop producing areas.
The scallops grown in Lake Saroma
and the Sea of Okhotsk are plump
and sweet, and have an exceptional
texture. They are distributed all
over the world as a luxury food
item.

From mid-October to the end of March, oyster
fishing is popular on Lake Saroma. The oysters
of Lake Saroma, which are small yet have a rich
flavor, are highly valued especially for eating
raw.
Hokkai shrimp, which is shipped only in July
and August, is mainly boiled in salt. With a
saltiness that pairs perfectly with sake, moderate
elasticity, crispy texture, and sweetness that
spreads in the mouth, it is known as a summer
specialty of the Okhotsk area.

White pea beans are known as the
“queen of beans.” These pure white,
large-grained beans are used as an
ingredient for the white bean paste in
high-class Japanese confectionery.
Kitami, which has a cool, inland
climate, is ideal for cultivating white
pea beans and is a major production
area in Hokkaido. The large and tasty
white pea beans produced in Kitami
are distributed as high-grade beans.
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北見市の
まちづくり

北見市役所
新庁舎が令和３年１月から供用開始となりました。
わかりやすい案内窓口と表示で、人に優しく親しみのある庁舎です。高
い耐震性能を有し、災害時の対策活動拠点として、市民の皆さんの安全・
安心な暮らしを支えます。雨や雪を避けられる屋根付き歩道と上空通路で、
まちきた大通ビル・ＪＲ北見駅へと快適に移動できるつくりとなっています。
Kitami City Hall
The new City Hall building has been in service in January 2021.
With an easy-to-understand information desk and display, it is a people-friendly
building. It has high earthquake resistance and supports the safe and secure lives
of residents as a base for disaster control activities. With a covered walkway and a
skywalk protected from rain and snow, one can comfortably move to the Machikita
Odori Building and JR Kitami Station.

医療、教育、住み良い環境、
誰もが安心して暮らせる豊かなまちづくり
医療・福祉
少子高齢化、核家族化、近隣関係の希薄化から、地域社会が大きく変化す
る社会情勢の中で、
「 笑顔ひろがる北見に！」を基本理念に、市民の皆さん
が、毎日を安全で安心して暮らせる豊かなまちづくりを進めています。
Medical care and welfare

In the social circumstances where the
local community is changing drastically
due to the declining birthrate and aging
population, increasing nuclear families,
and the weakening of neighborhood
relations, the city is promoting the
creation of a prosperous town where
people can live safely and comfortably
based on the basic concept of “To fill
Kitami with smiles!”

地域医療の中核である北見赤十字病院

教

育

社会で生きる実践的な力となる確かな学力や豊か
な心、健やかな体を育むことを基本に、創意と活力に
満ちた学校教育を推進するとともに、生涯にわたり
誰もが、いつでも、どこでも、自由に学び、その成果を
活かして社会の中で自己充実を図ることができる生
涯学習社会の構築に努めています。
Education
Creative and dynamic school education is promoted to
foster productive members of society with a solid academic
ability, fertile minds, and healthy bodies. Efforts are also
made to establish a lifelong learning society where everyone
can study freely anytime, anywhere, and achieve selffulfillment by making use of the results of their learning.

北見工業大学

8

日本赤十字北海道看護大学

エゾムラサキツツジ（留辺蘂自治区）

環

境

3,648ヘクタールもの国有林を開放した
「オホーツクの森」
、
日本最大級の海岸草原
「ワッカ原
生花園」
、
北海道指定天然記念物である
「エゾムラサキツツジ群落」
など、
自然に囲まれた北見市。
この恵まれた環境を守っていくために、
北見市環境基本計画に基づき、
環境保全型・資源循環
型のまちづくりに取り組んでいます。
また、
市内を流れる常呂川について、
流域の訓子府町、
置戸町とともに環境保全のための統一
条例
（常呂川水系環境保全条例）
を制定し、
総合的な河川環境の保全に努めています。
Environment
Kitami is surrounded by nature, including the Okhotsk Forest, which is a 3,648-hectare national forest
opened to the public, the Wakka Wild Flower Park, which is one of the largest coastal grasslands in
Japan, and a colony of dahurian azalea, which has been designated as a Natural Monument by the
Hokkaido Government.
In order to protect this environment, the city works on environmental conservation-/recycling-oriented
town development based on the Kitami Basic Environmental Plan.
Regarding the Tokoro River that flows through the city, the city has established a unified ordinance for
environmental conservation (Tokoro River System Conservation Ordinance) together with Kunneppu
Town and Oketo Town in the river basin, and works on the comprehensive conservation of the river
environment.

北海道レッドリストの留意種に選定されているカタ
クリ(端野自治区)

医療・福祉・教育・防災など、お互いに支え合う環境をつくるとともに、高齢者や障がい者など、
誰もが生きがいを持って自立した生活が送れるよう支援を行っています。

防

災

市民のかけがえのない生命や財産をあらゆる災害から守り、
安全で安心して暮らせるま

地域活動

発、
総合的な地域防災力の強化に努めています。
Disaster control

よりよい地域社会を自ら創り上げていくため、
町内会をはじめとする地域団体、学校、企業が連携
して、春の一斉清掃、公園維持、防犯パトロールな
ど、広範で多様な公益活動を行っています。
Community activities

In order to protect the irreplaceable lives and properties of residents from all kinds of disasters
and to realize a town where people can live safely and comfortably, the city provides information
on dangerous places and evacuation and improves the disaster control system based on the city’s
Disaster Control Plan. The city also strives to disseminate and raise awareness of disaster control
through self-help, mutual help and public help between the residents and administration, and to
strengthen the comprehensive disaster-control ability of the local community.

In order for us all to work together to create a better
community, neighborhood associations and other local
groups, schools and companies collaborate with each
other to carry out a wide variety of public interest
activities such as spring cleaning, park maintenance and
anti-crime patrols.

ちを実現するため、
「地域防災計画」
に基づき、
危険箇所情報や避難情報の提供、
災害時の体
制整備を進めるとともに、市民と行政との
「自助」
「共助」
「公助」による防災意識の普及啓
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北見市の
まちづくり

アルゴグラフィックス北見カーリングホール

アルゴグラフィックス北見カーリングホール
アドヴィックス常呂カーリングホール
北見市には、通年型カーリングホールが２つあります。世界大会の開催が可能な国内最大６シートを有する2013年改築オープンの「アドヴィックス常呂
カーリングホール」と、国立大学法人北見工業大学の最先端スポーツ科学研究を実用化した競技力向上支援システムを備えた３シートを有する2020年新
築オープンの「アルゴグラフィックス北見カーリングホール」で、同一市内に通年型専用ホールが２つあるのは日本初です。
この２つのカーリングホールを生かし、合宿誘致や体験型観光をはじめ、小中学校の授業や初心者利用など、誰もがカーリングに触れられ、楽しめるよ
う、また継続してトップアスリートを輩出できるよう、有効活用していきます。

四季を通じて誰もが楽しめるスポーツ振興・
将来を担う子どものための環境づくり
In response to residents’
enthusiasm about sports, Kitami City improves sports facilities so that everyone can easily enjoy sports. In addition to the local curling team
“Loco Solare,”the members of which won a bronze medal representing Japan at the Winter Olympic Games in 2018, many other local athletes actively play sports.
Kitami is also known as the home for training camps, and adult and student teams in rugby, blind marathon, skiing, and other sports stay in the city for training at
various times every year.
In the art and culture fields, the city provides various opportunities for children, who will be leaders of regional culture in the future, to appreciate art and culture,
and promotes art and culture activities in local communities.

北見市民温水プール
東陵公園内から2015年４月に移転改築
オープンした市民温水プールは、深さ調
整が可能な日本水泳連盟公認の25ｍ競泳
プールや多目的プール、幼児用プール、
バブルプール、採暖室、トレーニング室、
コミュニティ室があり、ガラス張りのロ
ビーからはプール全体を見渡すことがで
きます。
Kitami Citizens’Heated Pool
T h is pool , wh ich wa s relocated from
Toryo Park and reopened in April 2015,
h a s a 2 5 - m d e p t h - a d j u s t a b l e p o o l fo r
competitive swimming authorized by the
Ja p a n S w i m m i n g Fe de r a t ion . T he re i s
also a multipurpose pool, children’s pool,
bubble pool, sauna room, t ra ining room
and community room, while a glazed lobby
overlooks all the pools.
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若松市民スキー場

アドヴィックス常呂カーリングホール
ARGO GRAPHICS Kitami Curling Hall
ADVICS Tokoro Curling Hall
There are two year-round curling halls in Kitami. One is ADVICS Tokoro
Curling Hall, which is the largest in Japan with six sheets, allowing it to hold
world championships, and the other is ARGO GRAPHICS Kitami Curling Hall,
which was newly built and opened in 2020 and has three sheets. The latter
employs a competitiveness improvement support system developed by putting
the latest sports science research of Kitami Institute of Technology into practical
use. Kitami is the first city in Japan to have two year-round curling halls.
The city will utilize these two curling halls to attract training camps, handson tours, elementary and junior high school classes and beginners, allowing
everyone to experience and enjoy curling, and helping to continuously produce
top athletes.

北海道立北見体育センター

北見モイワスポーツワールド

北見市武道館

北見市民スケートリンク

北見市では市民の高いスポーツ熱のもと、スポーツ施設の整備を図り、誰もが気軽にスポーツ
を楽しめるスポーツ振興に取り組んでいます。
2018年に開催された冬季オリンピックのカーリングでは地元のチーム「ロコ・ソラーレ」が銅
メダルを獲得するなど、地元出身のスポーツ選手が活躍しているほか、
「スポーツ合宿の里きた
み」として、ラグビーやブラインドマラソン、スキーなど夏冬問わず、例年多くの社会人・学生チー
ムが合宿に訪れています。
また、芸術文化面においては、将来、地域文化の担い手となる子どもたちのために、幼少のころ
から多種多様な芸術文化に親しめる機会の充実を図り、地域における身近な芸術文化活動の推
進を行っています。

北見市民会館

北見市立中央図書館
2015 年 12 月、中心市街地からアクセス良好なＪＲ北見駅の南側に新築移転しました。
蔵書約 33 万冊を所蔵し、市内にある９施設合わせて 79 万９千冊のネットワークで市民の知を支
えています。ＤＶＤや音楽が鑑賞できる視聴覚コーナーや、歌人・斎藤茂吉の貴重な資料を展示し
た文学館コーナー、利用者が自由に使えるパソコンや Wi-Fi も備えており、市民以外の方もご利用
いただけます。また、電子書籍などの新しいサービスも充実しています。
Kitami Central Library
In December 2015, the library was relocated to a new building on the south side of JR Kitami Station, making it
easily accessible from the downtown area.
The library has a collection of approximately 330,000 books and supports the learning of residents with a
network of nine facilities in the city, which have 799,000 books in total. It provides an audiovisual area where
DVDs and music can be enjoyed and a literature museum area that exhibits valuable materials of the poet
Mokichi Saito. PCs and Wi-Fi can be used freely by residents and non-residents alike. New services such as
e-books are also available.

北網圏北見文化センター

北見芸術文化ホール（きた・アート 21）
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イベント
まつり
きたみ菊まつり

たんのカレーライスマラソン

おんねゆ温泉まつり

サロマ湖 100km ウルトラマラソン

四季を楽しむ北見のイベント・まつり
夏には広大なサロマ湖沿岸を駆け抜ける「サロマ湖100㎞ウルトラマラソン」。屯田大綱引き、舞踊パレード、花火大
会などが夏を盛り上げる「北見ぼんちまつり」。神輿を担いだ若者が川を練り歩く「おんねゆ温泉まつり」。秋には、大輪
の菊花と多彩な小菊が秋空を彩る「きたみ菊まつり」、大地の恵みに感謝しながら、とれたての食材を楽しむ「たんのカ
レーライスマラソン」。厳冬に催される「北見冬まつり」、焼き肉の街・北見ならではの「北見厳寒の焼き肉まつり」。さま
ざまなイベントが四季を通して開催されています。
Various events are held throughout the four seasons. In summer, these include the Lake Saroma 100 km Ultra Marathon Race, in which participants run along
the vast shoreline of Lake Saroma, the Kitami Bonchi Festival, in which the Tonden Tug of War, a dance parade and a fireworks display are held. There is also
the Onneyu Onsen Festival, where young people carrying a portable shrine parade through the river. In autumn, large and small colorful chrysanthemums
are displayed at the Kitami Chrysanthemum Festival, and participants can enjoy fresh harvests at the Tanno Curry Rice Marathon. The events in winter
include the Kitami Winter Festival and the Kitami Mid-Winter BBQ Festival.

イベントスケジュール

北見ぼんちまつり「舞踊パレード」
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北 見
自治区

北見ぼんちまつり「屯田大綱引き」

北見オクトーバーフェスト

Kitami Winter Festival
Kitami Mid-Winter BBQ Festival

北見冬まつり・北見厳寒の焼き肉まつり
２月上旬

Early February

常 呂
自治区

Saroma Lake 100km Ultra Marathon Race

北 見
自治区

Kitami Bonchi Festival

留辺蘂
自治区

Onneyu Onsen Festival

サロマ湖100kmウルトラマラソン
６月
（最終日曜日） Last Sunday in June

北見ぼんちまつり
７月中旬

Mid-July

おんねゆ温泉まつり
８月第１週（土曜・日曜日） 1st week of August（Sat and Sun)

北見冬まつり

北見厳寒の焼き肉まつり

端 野 Tanno Sun Festival
たんの太陽まつり
自治区 ８月中旬 Mid-August
端 野 Tanno Curry Rice Marathon
たんのカレーライスマラソン
自治区 ９月中旬 Mid-September
Kitami Chrysanthemum Festival

北 見 Kitami Oktober Fest
自治区 きたみ菊まつり・北見オクトーバーフェスト
10月中旬～ 11月上旬 Mid-October to Early November

名所・名産
グルメ

ワッカ原生花園
オホーツク海とサロマ湖を隔てる
この砂
長さ20㎞にも及ぶ細長い砂州。
州上に広がる
「ワッカ原生花園」は、
日本最大級の海岸草原です。300種を
超える植生の多様性と群落のスケー
ルの大きさで
「奇跡の生態系」と評さ
れています。これら多様な生態系を
守ろうと、1991年の春、
「 龍宮街道」
と呼ばれる砂州上を走る町道を廃止
し、
車両の乗り入れを規制しました。
2001年10月に北海道遺産に選定さ
れています。
Wakka Wild Flower Park
A long and narrow sandbar with a length of 20 km separates the Sea of Okhotsk and
Lake Saroma. The Wakka Wild Flower Park on this sandbar is one of the largest coastal
grasslands in Japan. It is known for its diverse ecosystem, which is home to more than
300 species of vegetation and large-scale colonies. In order to protect this precious
ecosystem, the town road known as Ryugu Kaido that ran through the sandbar was
closed in the spring of 1991 and the entry of vehicles was restricted.
The Wakka Wild Flower Park was selected as a Hokkaido Heritage site in October 2001.

カタクリ
カタクリ（Erythronium japonicum）とは、早春
の雑木林を彩る、ユリ科の多年草です。高さは10
〜 15㎝になり、春早くに２枚葉の間から１本の
薄紫色に近い色の花を咲かせます。現在は保護
のため自由に見ることはできませんが、春の端
野地域には、ひがし北海道ではあまり見られな
い、カタクリの群落がひっそり成育しています。
Dogtooth violet
Dogtooth violet （Erythronium japonicum） is a perennial of the lily family
that colors wooded areas in early spring. It is 10 to 15 cm high and one pale,
purplish flower blooms from between two leaves. Dogtooth violet colonies,
which are rare in eastern Hokkaido, grow in the Tanno district in spring,
although the entry of visitors into the colonies is currently restricted for the
purpose of protection.

おんねゆ温泉
山の水族館
大雪山の裾野に広がる「おんねゆ温泉」は、1899年開湯の歴史ある温
泉郷です。アルカリ性で還元力が非常に強く、健康増進だけでなく、美
容効果も高いと評判の泉質です。
また、2012年７月にリニューアルオープンした「山の水族館（北の大
地の水族館）」は、北の大地の魅力を凝縮した特長溢れる水族館です。滝
つぼを見上げる水槽や巨大な天然イトウの大水槽など、北の生命の輝
きが感じられます。
Onneyu Onsen/Yama no Aquarium
T he Onney u Onsen at t he foot of t he Ta iset su mount a ins ha s a long
history since its opening in 1899. The hot spring is alkaline and famous for
beautiful skin effects.
Yama no Aquarium (Aquarium of the North), which was reopened after
renovation in July 2012, is a unique facility full of attractions of the north.
Visitors can feel the brilliance of life in the northern region through a water
tank that allows visitors to look up from underneath the basin of a waterfall
and a huge water tank of Japanese huchen.

北見で遊ぶ！北見を楽しむ！！
オホーツクの西の玄関口、大雪山国立公園・石北峠からオホーツク海まで東西に110㎞。海と山の幸、温
泉、オホーツク海を臨むサロマ湖など、見る・食べる・遊ぶ観光の宝庫です。
Kitami is a western gateway to the Okhotsk region, extending east to west from Daisetsuzan National Park/the Sekihoku Pass to the Sea of
Okhotsk. With many attractions such as delicacies from the land and sea, hot springs and Lake Saroma overlooking the Sea of Okhotsk, it is
a treasure trove of tourist attractions to see, eat and enjoy.

オホーツク北見塩やきそば
キャラクター「塩やっき」

北見焼き肉

オホーツク北見塩やきそば

北見の食肉センターには近隣から肉用牛や豚などが集まります。
新鮮な肉を直接仕入れられることから、市内には多くの焼き肉店が
あり、各家庭でも庭先や車庫で焼き肉を楽しむ姿が見られます。
北見冬まつりの前日には「北見厳寒の焼き肉まつり」が開催される
など、焼き肉は北見の文化として定着しています。

北見市の豊富で良質な農林水産資源を背景に、
〝食を通じたまちおこ
し〟によって生まれた、北見市のご当地グルメ『オホーツク北見塩やき
そば』。
コクと旨味が詰まった北見産たまねぎと、オホーツク産ホタテを使
用しています。

Kitami yakiniku (grilled meat)

Okhotsk Kitami Shio Yakisoba (salt-flavored fried noodles)

Beef cattle and pigs are gathered at Kitami’s meat center from neighboring
areas.
Since fresh meat is in ready supply, many restaurants serve yakiniku in the
city. People also enjoy grilling meat with their families in their gardens and
garages.
Yakiniku is established as a culture of Kitami as can be seen in the Kitami
Mid-Winter BBQ Festival held on the day before the Kitami Winter Festival.

T h is is a new loca l specia lt y of K it a m i created a s pa r t of t he“ tow n
development t h rough food”in it iat ive t hat is suppor ted by t he cit y’s
abundant and high-quality agricultural, forest and marine resources.
It uses rich and tasty Kitami onions and scallops from the Sea of Okhotsk.
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姉妹・友好
都市提携
ひがし北海道の観光の拠点・北見
Kitami − a tourist base in Eastern Hokkaido

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。

知床国立公園

大雪山国立公園

釧路湿原国立公園

阿寒摩周国立公園

Shiretoko National Park

K it a m i i s fu l l of at t ract ion s a nd event s . C olor fu l f lowers ,
including dahurian azalea, bloom in spring. In summer, t he
Onneyu Onsen Festival, which features a magnificent portable
shrine parade in the river, and the clear Okhotsk blue sky are
popular with tourists. In autumn, abundant farm and marine
products and Hokkaido’s largest chrysanthemum festival can
be enjoyed. In winter, people enjoy eating grilled meat outside in
sub-zero temperatures at the Kitami Mid-Winter BBQ Festival.
This city located near the center of the Okhotsk area is also a
tourist base for day trips to the four national parks of Shiretoko
( World Nat u ra l Her it a ge), A ka n-Ma shu , Da i set su z a n , a nd
Kushiro-Shitsugen.

Daisetsuzan National Park

Kushiro Shitsugen National Park

Akan-Mashu National Park

世界との交流、深まる友好・親善の和
ひがし北海道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、ひがし北海道における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

姉妹都市

バーヘッド町（カナダ）
Barrhead（Canada）

Domestic community
姉妹都市

姉妹都市

Sister City

エリザベス市（アメリカ合衆国）
Elizabeth（Ｕ.Ｓ.Ａ）

姉妹都市

Sister City

Sister City

高 知 市（高知県）

Sister City

丸 森 町（宮城県）

Kochi（Kochi Pref.）

Marumori（Miyagi Pref.）

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

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

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

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

口約４千人のまち。

る人口約12万人の都市。

万人の都市。

１万３千人のまち。

姉妹都市

晋 州 市（大韓民国）
Jinju（Korea）

姉妹都市

友好都市

Sister City
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国内交流

International community

ポロナイスク市（ロシア連邦）
Poronaisk（Russia）

友好都市

Sister City

Friendly City

佐 川 町（高知県）

Sakawa（Kochi Pref.）

Friendly City

大 野 町（岐阜県）
Ono（Gifu Pref.）

岐阜県濃尾平野の西北端に位置

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

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

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

34万人の都市。

市。旧樺太・敷香（しすか）

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。

議会
統計・財政

市民が主体のまちづくり・数字で見る北見市
財政 【令和元年度

年齢別人口

北見市一般会計決算】

Population by age

Accounting settlement

Ǉᔆӱǽԑ■ǈ

年少人口

లᲩチヒフプҽプネビプヒʽԒ⾷ビパハビテ⾸

లᲩǽԑ■

లƷ҆
ヒヒビҽベネブピヘʽԒ⾷ヒブハプテ⾸
̗ᏡᵱǺΒǕйӱ⦘
ˀ▉ǽǕǰƸҽʽԒǺǳǓǵǾƸ
ࢄᅀ̰͛Ჩǽ࿑ራո

ƦలᕡᲩ⾷Х͆⾸チ
ƷブヘҽフネヒペフʽԒチ
ƦలᕡᲩ⾷ᗕ͆⾸チ
ƷヒビҽチチヒペプʽԒチ
Ʀࡘ✇᧳Ჩチ
ƷブフҽピネプブピʽԒチ

プヘハヒテ

̗ᏡȓỔ͛ǹǸǽʶׂ۰Ṵ̈̀͛

（R3.1.31 現在）

生産年齢人口
（15 ～ 64 歳）

55.7％

π᧸ᄦɿཆᄋᄦ
ヒフҽヒネビプフʽԒ⾷ヒハペテ⾸
۬ᅄ▚ǽπ᧸ᄦȓ
༸ḃ▩ᅽሤ̰͛Ƹ
ǣȎᥴཆᄋᄦǹǸ

⛸͛⦘әہӱ
ビヘҽビネブプベʽԒ⾷ピハベテ⾸

区

ᾎӱ⦘
ビピҽベネヘビブʽԒ⾷ピハピテ⾸

Ǉᔆլǽԑ■ǈ
♁ნլ⦘
ビブҽペネピプペʽԒ⾷ピハプテ⾸

分

人口 ( 人 )

人口総数

۬Ჷ࣠⦘ǚȘǽᾎӱ⦘

⚑Ή⛻
ビҽペネヘフフʽԒ⾷パハフテ⾸

Ӹ҆⛻
ベヒҽヘネヒヘペʽԒ⾷ヒヒハピテ⾸

115,351

年少人口 (0 ～ 14 歳）

12,250

生産年齢人口 (15 ～ 64 歳 )

64,241

老年人口 (65 歳以上 )

38,860

平均年齢

៰્൩ᅢ⛻
ペブベʽԒ⾷パハパテ⾸

50.10 歳

ἕ⛻ؘ
ヒフベҽピネベパペʽԒ⾷ビパハプテ⾸

ჹ⛻
ブピҽプネパパベʽԒ⾷ヘハフテ⾸
ᘲ⬸⛻
ビピҽヒネパプビʽԒ⾷ピハビテ⾸

構成比

♁ہӱ
ヒピҽヒネプフヘʽԒ⾷ヒハベテ⾸

ཀൡᲩƸᗕ͆ᲩƸ⥓ᲩǹǸǽ࡛Ჩǽ
ʶ⤴Ǜ۬ࢄᅀӸӽࡐΧǽ⛥შ⯎┶
ǺඅǧƸʶ࣠ᛡǺ࣠ǴǓǵ̰͛

࡛Ჩȓ⣔ᲩǷǦǵẐȐȘțǮᲩ
ǹǸǽǕǰƸʶׂ۰Ṵ̈̀͛

33.7％

ᾎ❟⦘ɿ⭂⦘
チチブҽフネビヘブʽԒ⾷パハヘテ⾸

ピビハペテ

ࢄᅀ̰͛Ჩ
ヒベフҽプネヒベブʽԒ⾷ビブハフテ⾸
ࢄᅀ⚓˄Ჩᵱ
ピピҽプネヒヒピʽԒ⾷フハプテ⾸

10.6％

⛥᧳ہӱ
チチビҽブネプパフʽԒ⾷パハフテ⾸

⅋˩⛥ᛠ

Ϟઇ⛥ᛠ

老年人口
（65 歳以上）

ոྒ⦘〔⛤ྒ⦘
チチブҽブネヘピフʽԒ⾷パハベテ⾸

ᔆӱἕⲥ
ヘビブҽプネプブピʽԒ
࡛ɿ⣔ნլ⦘
ヒブブҽペネヘフパʽԒ⾷ビヒハブテ⾸

（0 ～ 14 歳）

ƦలǮǿǢᲩチ
ƷヒパҽピネペヘビʽԒ
Ʀ⤹ల╹ᨋᲩチ
ƷチチベҽプネプピピʽԒチ
ƦǬǽ͙チ
ƷチチピҽヘネプヒピʽԒチ

開かれた議会

Open and transparent City Council

ᔆլἕⲥ
ヘビパҽペネペビパʽԒ

ࡽቆ⛻
プブҽピネパヘビʽԒ⾷ペハヒテ⾸
ᕡ᧯⛻
ビヒピҽフネピヒビʽԒ⾷ビペハプテ⾸

ަక⛻
ヒヘҽビネプフフʽԒ⾷ビハフテ⾸
⡕አᕮ᧳Ꮱ⛻
ピプҽフネビヒフʽԒ⾷ブハヒテ⾸
Ҙ⛻
ヒビҽヘネヘペヘʽԒ⾷ヒハベテ⾸

øˀ▉ǽǕǰƸݲỔ˄⛻Ǿ
ƷブピҽペネビピヒʽԒ

⒐᧯⛻
ピペҽペネヘブビʽԒ⾷ブハブテ⾸

市民の生活 Life of citizens
■世帯人員
１世帯平均1.87人
令和３年１月末現在。
世帯数61,632世帯人口115,351人より算出

■病
（医）
院数
市民1,747人に１施設
令和３年１月末現在の病院・診療所66施設より算出

北見市の１日

転

入

1日に

10.5人

令和２年1年間の転入者数3,830人
より算出

■学校数
私立幼稚園

………………

（認定こども園含む）

25園

小学校 ……………………… 23校
中学校 ……………………… 13校
義務教育学校 …………… 1校
高 校 ……………………… 08校
大 学 ……………………… 02校

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、最終的な北見市の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 quarterly regular meetings and
extraordinary meetings held as necessary.
In addition, permanent and other committees conduct special
deliberations. Efforts are made to reflect the views of residents on
city administration for the development of the city and realization of
affluent lives.

One day in Kitami

転
1日に

出

11.4人

令和２年1年間の転出者数4,146人
より算出

出
1日に

生

1.7人

令和２年１年間の出生数614人より
算出

死
1日に

亡

4.2人

令和２年1年間の死亡数1,530人
より算出

結
1日に

婚

2.7組

令和２年1年間の結婚届出数1,002
件より算出

救急車出動件
1日に

15.1件

令和２年１年間の出動件数5,496件
より算出
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