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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

市长致辞
北见市是一座拥有蔚蓝的天空，坐落于大雪山连峰与鄂霍次克海形成的富饶大地，作为融合了产业、经济、医疗、福祉、教育、文
化等城市功能的鄂霍次克地区的核心城市，发展至今。
我们充分利用各种当地的丰富资源，怀着热爱故乡与豪情壮志，开创新的时代。与市民们共同创建一座能够让每一位市民都能够生
活充实，与自然共存，充满活力与创造力的北见市。
如果通过本市政要览让您能够了解到本市各种魅力的话，我们将会感到非常荣幸。
北见市长 辻 直 孝
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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。

第二次世界大战前薄荷生产量曾占全世界70％而得以繁荣发展的该
地区，现在成为了鄂霍次克地区工商业、服务业的核心。此外，与大学
等高等教育机关还积极开展着产学官之间的合作，为当地的发展作出着
贡献。

常吕川流域呈现着一片舒缓的丘陵地带与优美的农村景观，是一处
由在自治区的中心部所设的中、小学校、社会教育设施、公园等设施形
成的文教地区。被高品质绿色农产品勾画出的田园风景与城市的便利性
搭配的十分和谐。

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。

拥有被鄂霍次克海与佐吕间湖环抱的沙洲，鲜花怒放的“Wakka原
生花园”等丰富的自然环境，农业与渔业十分发达的地区。该地区除了
设有日本最大规模的全年型冰壶场，还拥有充满历史气息的“常吕遗
迹”与“扇贝养殖发祥地”等设施，供您参观学习。

沿着无加川的大雪山麓，环绕于富饶森林之中的地区，生产量为日
本之冠的白花菜豆与利用当地产木材进行的林产业非常发达。在以温根
汤温泉为中心的观光景点中，以设有极富特色的展示水槽的“山之水族
馆（北方大地的水族馆）”更是受到了来自日本全国的瞩目。

市

章

北見市の木と花

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。
2006年3月5日制定了以秤砣、砝码的形状，构成
的“北”字图案市章。体现着秤的功能要“永远公
正”的含义。

人

口

Population

115,351人（令和３年１月末現在）

面

積

Area

1427.41k㎡

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

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。

北见薄荷纪念馆
初期北见的经济基础是由“薄荷”业而
形成。在鼎盛期的1938～1939年左右，北见
产的薄荷占据了世界市场约70％，曾作为北
见以及日本的特产而闻名。由于薄荷业曾为
日本产业现代化做出过巨大贡献，因此被认
定成为“现代化产业遗产”。您可以在该设
施相邻的薄荷蒸馏馆，享受到刚刚制成的薄
荷的清香。

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纪念馆
曾是1888年由美国伊丽莎白市来到日本，并于1914年移居至野付牛居住的传教士Pierson夫
妇的住宅。其夫妇以此地为中心，曾精心致力于传教以及阻止设置妓院运动等活动。质朴而
充满韵味的西式建筑为William Merrell Vories所设计，现已成为纪念Pierson夫妇功绩的纪念馆，
还被选定成为了“北海道遗产”。
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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。

屯田兵人偶（信善光寺）
屯田兵是以北海道防卫与开拓为目的，于1875年～1904年期间移居至北
海道内各地的部队。
1897、1898年，597户屯田兵及其家属移居至当时被称为野付牛的北见，
在恶劣的气候条件下，开拓起未开发的土地，建起了今日北见的基础。
1932年，信善光寺的吉田信静尼，为了将屯田兵的伟绩流传给后世，想出
了制作屯田兵人偶的方案。在当地人们的协助下，委托名古屋的玉正商会，
以实际存在的人物为原型，制作了75具人偶。现在信善光寺所安放、展示的
人偶，作为了解屯田兵的宝贵资料，已成为北见市的指定文化遗产。

常吕遗迹
在常吕地区，以鄂霍次克海沿岸为中心遗留着许多的遗迹，其
中保存状态特别良好的地区，以“常吕遗迹”之名被指定为日本的
国家史迹。在面积约为128公顷的常吕遗迹，发现了约2700处现在
由地表也能够确认到留有凹陷状痕迹的竖穴住居遗迹。遗迹中保留
着擦文文化、鄂霍次克文化等北海道独特文化的痕迹，是在研究北
海道历史方面起着重要作用的遗迹。

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。

安全、安心的农畜产品
在由大雪山山麓至鄂霍次克海沿岸之间，东西长约110公里的辽阔大自然中，利用太阳与富饶的土地资源，除了进行着水稻耕作、麦类、马铃
薯、甜菜、豆类等旱地耕作、圆葱等蔬菜种植之外，还经营着乳业、肉用牛、养猪等各种的畜牧产业。
我们正致力于能够充分发挥各地区气候与特点的多元化农产品生产，以使用最低限度的化肥与化学合成农药等，创造出一个环保型绿色农业为
目标，将安全、安心、高品质的农产品提供给广大的消费者。

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
小売商圏の規模を拡大してきた商業の活発な
まちです。中心商店街は、昔から小売・サービ
ス・飲食業などの機能が集まる市民交流の場
であり、さまざまなイベントを通して魅力あ
る商店街づくりに取り組んでいます。
一方、郊外には新たなショッピングゾーン
が形成され、商業のまち、北見市をさらに活気
づけています。地域の創意工夫を生かし、
「出
会い」
「 発見」
「 賑わい」の活力あふれる市民参
加のまちづくりを進めながら、活気ある多様
な商業活動を推進します。

工

商业
北见市是作为鄂霍次克圈核心城市，
零售商业圈规模不断扩大至今的商业气息
活跃的城市。中心商店街以前便是汇聚着
零售、服务、餐饮业等功能的市民交流场
所，目前正在通过举办各种活动，大力宣
传商业街的各种魅力。
与此同时，郊外也已形成了新的购物
区，为商城—北见市带来了更大的活力。
我们将充分利用当地的各种创意，一边实
行推进“相遇”、“发现”、“繁华”的
市民参加型城市建设，一边推进充满活力
的各种商业活动。

業

地域資源を最大限に活かした北見工業団
地・北見ハイテクパークなどへの企業立地や
産業間連携による新製品開発の取り組みを積
極的に進め、付加価値を高めることによって
物流コストを克服し、積極的な販路開拓を行
うなど地域経済の活性化に取り組んでいま
す。
また、北見工業大学社会連携推進センター
が民間との共同研究の窓口となり、地域の研
究開発・事業化までを支援する
〝ワンストップ
サービス拠点〟として
「オホーツク産学官融合
センター」と「中小企業基盤整備機構北海道本
部北見オフィス」が設置され、産学官が連携を
深めながら技術力の向上や新製品の開発など
地場産業の振興を図っています。
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工业
我们正在积极推行最大限度地利用地区资源的
北见工业团地、北见高科技园等企业用地开发与通
过产业间合作的新产品开发，通过提高附加价值，
克服物流方面的成本问题，积极开拓产品销路等，
以便促进当地经济发展。
此外，以北见工业大学社会联合推进中心为与
民间企业共同研究的窗口，作为支援当地研究开
发、事业化的“一站式服务基地”，设置了“鄂霍
次克产学官融合中心”与“中小企业基础整备机构
北海道本部北见办公室”，以便在加深产业、学
术、政府合作的同时，提高技术能力与新产品开发
等工作，振兴当地产业。

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。

与鄂霍次克的自然共存的渔业
面临资源丰富的鄂霍次克海与佐吕间湖，以外海扇贝渔业、鲑鱼、鳟鱼定置网渔业为基干产
业。此外还打捞毛蟹、海胆、鲽鱼等水产品，实行着“资源管理型的渔业”。在湖内还进行着扇
贝、牡蛎的养殖，以及北海缟虾打捞业。
为了提供给消费者更加安全、安心的海产品，常吕渔港正在进行着扩建工程。
此外，为了保护渔场的环境，渔民们还主动积极地进行着致力于植树育林的活动。

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。

利用富饶森林资源的林业、木材产业
森林面积约占行政面积的66％。为了保护作为再生资源的森林，除了实行着植树与间伐等森林管
理工作之外，还盛行着灵活运用丰富的森林资源进行的木材产业，以道内屈指可数的集成材工厂为主
的木材加工场，制作着各种的木制品。
此外，还推进着普及、启发木材教育等工作。

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。

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。

圆葱

扇贝

牡蛎、北海缟虾

白花菜豆

2019年度的圆葱总产量
约22万1千吨，占北海道总产
量的约25％，为日本全国的
生产量之首。市内圆葱耕地
总面积约为3500公顷。春季
农户将幼苗移植到田里，经
过辛勤耕作，秋季辽阔的
田内便结满了个大体圆的圆
葱。

佐吕间湖是扇贝养殖的
发祥地。渔民们经过艰辛
的努力，而开创的增养殖
技术，成为世界闻名的扇贝
产地—常吕地区的基础。佐
吕间湖与鄂霍次克海孕育出
的扇贝，肉厚味甘、口感绝
佳，成为享誉世界各地的高
级食材。

每年10月中旬至次年3月末，是佐吕间
湖的牡蛎汛期，虽然肉小，但味道浓郁美味
的佐吕间湖牡蛎，尤其作为刺身的食材，受
到来自各方的好评。
此外，仅限每年7月至8月期间出货的北
海缟虾，主要以盐煮的形式，供应到市场。
非常适合作为下酒菜的咸淡适中口味、适当
的弹性、肉质紧致的口感、满口飘香的甜
味，是具有鄂霍次克夏季代表性的绝品美
味。

白花菜豆是一种享有“豆之
女王”美誉的菜豆，纯白色、大
颗粒的这种豆子是制作高级日式
点心白色豆馅的原料。
位于内陆、气候凉爽的北见
市非常适合栽培白花菜豆，是北
海道内具有代表性的一大产地。
北见市产白花菜豆颗粒大、口感
极佳，作为豆类中的高级品得到
来自各方的好评。
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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。

北见市役所
新政府大楼自2021年1月开始投入使用。
设有易于识别的咨询窗口与显示标识，便于人们使用的政府大楼。该建
筑具有高度的抗震性能，灾害发生时可作为应对活动的据点，保障市民安全、
安心的生活。设有可避雨雪的带屋顶人行道与空中通道，可以让人们舒适地
移动至町北大通大厦、JR北见站等设施。

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。

医疗、福祉
在由于少子高龄化、核心家庭
化、邻里关系淡薄化所引起的地区
社会发生巨大变化的社会形势下，
以“创造充满笑容的北见！”为基
本理念，我们正在积极推进着创造
能够安全、安心生活的富饶城市的
建设。

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。

教育

北見工業大学
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日本赤十字北海道看護大学

在实行以为社会培养具备充实知识、高尚品德、
健康体魄的人才为基础，在促进充满创意与活力的学
校教育的同时，我们还努力构筑，无论何人、何时、
何地，都能够进行自由学习、充实自我，将其成果用
于社会的生涯学习社会。

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。

环境
北见市拥有将3648公顷的国有林开放建成的“鄂霍次克之森”、日本规模最大的海岸草原
“Wakka原生花园”、北海道指定天然纪念物“兴安杜鹃群落”等，富饶的自然资源。
为了保护好这种优质的环境，北见市根据制定的环境基本计划，推行实施着环境保护型、
资源循环型的城市建设。
此外，为了保护流经市内的常吕川的环境，我市还同常吕川流域的训子府町、置户町共同
制定了统一的环境保护条例（常吕川水系环境保全条例），对河川环境进行着综合性的保护治
理。

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

地域活動

及啓発、
総合的な地域防災力の強化に努めています。

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。

防灾

地区活动

为了能够实现保护市民的宝贵生命与财产，创造安全、安心的生活环境，以“地
区防灾计划”为基础，我们在积极促进提供危险场所信息、避难信息，以及灾害发生
时的体制整备的同时，还进行着通过市民与政府的“自助”、“共助”、“公助”的
防灾意识普及启发，加强地区综合性防灾能力等工作。

为了能够创建一个更加美好的社区社会，以町
内会为主的各地区团体、学校、企业相互合作，进
行着春季的集体清扫、公园维护、防犯巡逻等各种
公益活动。

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
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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
北见市为了回应市民们高度的体育热情，正在积极对各体育设施进行整备，以实现能够让所有人都可以轻松享受体育乐趣的体育振兴事业。
除了在2018年冬季奥运会冰壶比赛中，当地球队“Loco Solare”获得铜牌等，来自当地的选手们的活跃之外，“体育集训基地北见”还承办着橄
榄球、盲人马拉松、滑雪等各种集训，无论春夏秋冬，每年都会有很多的成人、学生运动队到此集训。
在艺术文化方面，为了培养孩子们将来成为当地文化的先锋，我们积极创造充实让孩子们从幼年时期，便能够接触到各种艺术文化的机会，推
进各种地区艺术文化活动。

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。

北见市民温水游泳馆
2015年4月由东陵公园内移设至此被
翻修使用的市民温水游泳馆，设有可以调
整水深的日本游泳联盟公认25米比赛用游
泳池、多功能游泳池、幼儿用游泳池、泡
沫游泳池、采暖室、训练室、社交室等设
施，由玻璃窗镶嵌的大厅还可以眺望整个
游泳池的景色。
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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 北见冰壶大厅、
ADVICS 常吕冰壶大厅
北见市拥有两处全年开放型冰壶大厅。一处为于2013年改建开放，
设有日本国内最多的6条冰壶赛道，可举办世界级大赛“ADVICS常吕冰
壶大厅”，另一处为配备了国立大学法人北见工业大学最先进的体育科
学研究实际应用化的竞技能力提高支援系统的3条冰壶赛道，于2020年新
建开放的“ARGO GRAPHICS北见冰壶大厅”， 在同一座城市中设有两
处全年开放型冰壶专用大厅，在日本还是首次。
我们将有效地利用这两处冰壶大厅，积极推进招揽集训、体验型观
光、中小学授课与初学者使用等工作，让任何人都能够接触、享受冰壶
运动的乐趣，并且确保能够不断培养出优秀运动员。

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。

北網圏北見文化センター

北见市立中央图书馆
2015年12月，由市中心新建移设至了交通便利的JR北见站南侧。
馆内收藏有约33万册书籍，与市内其他9个设施合计所藏的79万9千册藏书供给市民们学习使用。
馆内还设有可欣赏DVD与音乐的视听区、展示有和歌诗人斋藤茂吉宝贵资料的文学馆区、图书馆使用
者能够自由使用的电脑与Wi-Fi，即使市民以外者也可以使用。此外，目前还新增了电子书籍等新型的
服务项目供人们使用。

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。
夏季穿越辽阔佐吕间湖沿岸的“佐吕间湖100公里超级马拉松”；屯田大拔河、舞蹈游行、烟花大会等充满夏季气氛的“北见盆地节”；年轻人
扛着神舆游行于河中的“温根汤温泉节”；秋天大朵的菊花与色彩丰富的小菊点缀着秋色的“北见菊花节”；在感谢丰收的同时，享受美味食材的
“端野咖喱饭马拉松”；严冬举办的“北见冬节”、烤肉之城—北见特有的“北见严寒烤肉节”。在北见全年都会举办各种活动，供人们享乐。

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原生花园
夹于鄂霍次克海与佐吕间湖之间长达20公里的细长沙洲。在此沙洲上
蔓延着的“Wakka原生花园”是日本国内最大规模的海岸草原。300多种植
生的多样性与群落的规模之大，被喻为是“奇迹的生态系统”。为了能够
更好的保护这种多样的生态系统，于1991年春废止了设于沙洲之上，被称
为“龙宫街道”的町道，限制车辆的进入。
2001年10月被选定成为北海道遗产。

カタクリ

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。

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。 温根汤温泉 山之水族馆
位于大雪山山麓的“温根汤温泉”为一处1899年开设，历史悠久的温
猪牙花
猪牙花（Erythronium japonicum）是一种点缀着早春杂木林的百合科多 泉乡。碱性的泉质，富有极强的还原力，不仅能够促进健康，而且还具有
很高的美容效果。
年生草本植物。株高为10～15公分，早春在两片叶子之间会绽放出近于淡
此外，2012年7月翻修重建的“山之水族馆（北方大地的水族馆）”，
紫色的花朵。虽然现在为了对其进行保护而无法自由观赏，但是春季在端 是一座融合了北方大地各种魅力特征的水族馆。通过馆内所设仰望瀑潭的
野地区，可以观赏到在北海道东部地区较为罕见，悄然生长的猪牙花群落 水槽与喂养着大型天然伊富鱼的大水槽等，可以让您感受到北方大地的生
命之力。
美景。

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。
由鄂霍次克西部的门户—大雪山国立公园、石北岭至鄂霍次克海，东西长约110公里。拥有山珍海味、温泉、面临鄂霍次克海的
佐吕间湖等资源，是观赏、美食、游乐的观光宝库。

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。

北见烤肉

鄂霍次克北见盐味炒面

北见的食肉中心，汇聚了来自附近地区的美味肉用牛与猪等牲畜。
由于可以直接采购到新鲜的肉类，因此市内设有许多的烤肉店，各
家庭在院子及车库享用烤肉的景象也是随处可见。
在北见冬节的前一天，还会举办“北见严寒烤肉节”等活动，烤肉
已成为了北见的一种固有文化。

以北见市丰富优质的农林水产资源为基础，由 “通过饮食振兴城
市发展”运动，而诞生的北见市当地美食“鄂霍次克北见盐味炒面”。
使用风味浓郁、新鲜美味的北见产圆葱与鄂霍次克产扇贝制成。
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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。
春季，虾夷紫杜鹃花等各种鲜花争相怒放；夏季，鄂
霍次克蓝的爽朗晴空与以壮观的渡河神舆闻名的温根汤温
泉节；秋季，丰富美味的农产品，海鲜与北海道最大规模
的北见菊花节；冬季，在气温为零下的室外享用烤肉美味
的北见严寒烤肉节等，全年不断举办着各种的活动。
此外，基本位于鄂霍次克圈中央的北见市，处于世界
自然遗产—知床、阿寒摩周、大雪山、钏路湿原4个国立公
园可当天往返的范围内，是该地区一处重要的观光据点。

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

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
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年少人口
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（R3.1.31 現在）

生産年齢人口
（15 ～ 64 歳）

55.7％
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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
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老年人口
（65 歳以上）
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開かれた議会

Open and transparent City Council
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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）
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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。
北见市议会，每年举行4次的例会以及根据需要举行的临时会，
对议案等进行审议，制定北见市最终的方案。
此外，常任委员会等负责专门性议题的审议，为了实现市政发
展与富裕生活，而尽最大努力将市民的意见反映于市政当中。

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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北見市ホームページ

http://www.city.kitami.lg.jp/
北見市公式 Facebook ページ

https://www.facebook.com/kitamishi/
観光・レジャーから暮らしの情報まで北見の情報が満載

