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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