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
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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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