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Ⅰ．序論
第１章 計画の策定にあたって
１．計画策定の趣旨
北見市は平成 18 年（2006 年）の合併後、新市まちづくり計画をまちづくりのマスタープ
ランとし、その後、平成 21 年（2009 年）3 月に北見市総合計画（現行計画）を策定しました。
北見市総合計画では、北見市の将来像として掲げた「ひと・まち・自然きらめく
ク中核都市 –安心な活力都市

オホーツ

北見–」の実現に向けて、各種計画や施策・事業を展開し、

オホーツク圏域の中核都市としての「まちづくり」を進めてきました。
総合計画策定から 10 年が経過し、人口減少・少子高齢化の進行など、北見市を取り巻く社
会経済情勢は大きく変化しています。
そうしたなか、まちづくりの長期的な展望に立った将来像を描き、総合的かつ計画的な市
政運営を図るため、
「北見市まちづくり基本条例」に基づき、新たな総合計画を策定します。
新たに策定する第 2 期北見市総合計画は、社会経済情勢の変化を的確に捉え、将来におい
ても持続可能なオホーツク圏域の中核都市をめざす北見市のまちづくりの指針として策定し
ます。

２. 計画の役割
この計画は、北見市がめざす今後 10 年間の将来像を示し、その実現に向けたまちづくりの
基本目標などを総合的かつ体系的にまとめ、長期展望に立った「まちづくり」の最上位に位
置づけられる計画です。

３. 計画の構成と期間
この計画は、
「基本構想」と「基本計画」で構成しています。
計画期間は平成 31 年度から平成 40 年度（2019 年度から 2028 年度）までの 10 年間としま
す。
なお、長期的な計画のため、今後、予想を超える社会経済情勢の変化があった場合は、本
計画を弾力的に改訂します。
①基本構想
基本構想の期間は 10 年間とします。北見市のめざすべき将来像を示し、その実現に向けた
まちづくりの基本目標（施策の大綱）などを明らかにし、基本計画の方向付けを行うもので
す。
②基本計画
基本計画の期間は、急速に変化する社会経済情勢に柔軟に対応していくため、前期基本計
画 5 年間、後期基本計画 5 年間とします。
基本計画は、基本構想を実現するため、分野別の主要施策や目標とする指標などを明らか
にするものです。
1

第２章 計画策定の視点
次の４つの基本的視点を持って、この計画を策定しました。

１．次代に対応した計画づくり
急速な人口減少や少子高齢社会に対応するとともに、多様化する地域課題や市民ニーズを
的確に捉え、次代につなぐ持続可能なまちづくりに向けた計画とします。

２．実効性ある計画づくり
厳しい財政状況を考慮し、効率的で効果的な市政運営及び事業展開につながるよう、行政
評価での PDCA サイクル※による進行管理や KPI※などの評価指標を設定し実効性のある計画と
します。

３．市民参画による計画づくり
市民の参画機会の充実を図り、世代や性別を問わず幅広い市民の意見把握に努め、より身
近で市民主体のまちづくりにつながる計画とします。

４．地域特性を活かした計画づくり
広大な面積と多彩な地域資源を有する地域特性を活かした魅力あるまちづくりを進める計
画とします。

※

PDCA サイクル…限りある行財政資源（予算・人員・情報・技術など）をより有効かつ適切に配分していくために、目標を定め
事務事業について有効性、効率性、影響力等を総合的な観点から評価し、見直し改善を図る事務事業管理の手
法。（Plan（計画・予算）－Do（事業実施）－Check（評価）－Action（改善・改革））
※
KPI…重要実績評価指標（Key Performance Indicators） 目標達成の状況を判断するための関連性のある数値指標
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Ⅱ．北見市の概況
第１章 北見市の現況・特性
１．位置・交通特性
本市は、北海道東部の中心に位置し、産業・経済の中心、医療・学術・教育・文化などさ
まざまな分野での機能が集積し、中核都市としてオホーツク圏域をけん引しています。
市域が東西に長く、石北峠からオホーツク海までの道路延長が約 110km に及ぶ広大な面積
（1427.41km2）を有し、北見自治区、端野自治区、常呂自治区、留辺蘂自治区の 4 つの自治
区で形成しています。
交通面では、市中心部から車で約 40 分の距離に位置する女満別空港から、千歳、東京、名
古屋への航路があり、JR 北見駅からは石北本線により旭川、札幌方面への特急が運行されて
います。さらに、道路網については国道 39 号、238 号、242 号、333 号が各都市を結ぶとと
もに、道央圏や十勝圏とを結ぶ高速道路ネットワークとして十勝オホーツク自動車道が本市
から陸別町小利別まで開通し、現在、足寄町に向けて整備が進められています。

２.人口動向（社会環境）特性
将来的に、人口減少・少子高齢化が一段と進行していくことが予測されています。本市の
人口は、平成 12 年（2000 年）までは増加傾向にありましたが、それ以降は減少傾向が続き、
平成 27 年（2015 年）の国勢調査結果では、120,788 人となっています。なお、世帯数は 56,202
世帯となっています。
若い世代の人口流出が大きく、転出数が転入数を上回っています。さらに、今後は単身高
齢者が増加することが見込まれています。
平成 27 年（2015 年）国勢調査結果の本市の高齢化率は 30.2％となっており、自治区別で
は高齢化率が最も低い北見自治区でも 28.8％と 3.5 人に 1 人が 65 歳以上となっています。
また、高齢化率が最も高い留辺蘂自治区では 45.6％と 2.2 人に 1 人の割合となっています。

３.自然環境特性
広大な面積を誇る本市は、大雪連峰からオホーツク海までの豊かな自然と美しい景観が広
がっています。
市内を流れる常呂川の流域沿いには北見・端野・常呂の各自治区、無加川の流域沿いに留
辺蘂自治区の市街地と農地が形成され、市街地の周囲は森林に囲まれています。また、常呂
自治区はオホーツク海とサロマ湖に面し、サロマ湖は網走国定公園に含まれ、砂嘴（さし）
に広がるワッカ原生花園は北海道遺産となっています。
冷涼少雨でオホーツクブルーの青空が広がる晴天の日が多く、内陸部は大陸性気候で、季
節によって寒暖の差が大きく、冬の寒さが厳しい気象条件となっています。
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４.産業特性
本市の基幹産業である農林水産業においては、安定した生産・出荷が確保されているもの
の、次代の担い手不足が課題となっています。
商工業においてはオホーツク圏域の中心的役割を果たしており、北見工業大学などの教育
研究機関と企業が連携し革新的で先駆的な研究が進められています。
さらに、首都圏の企業と連携し、ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した柔軟な働き方のひと
つであるテレワーク※を進めており、市内の空き家を住居一体型のオフィスとして活用するな
ど人と企業の誘致を推進しています。
一方で、中心市街地では、商店街の空き地や空き店舗が増加しており、交通量も減少傾向
にあります。そのため、関係団体と連携を図り、賑わいを創出するための取組を継続的に実
施するなど中心市街地の活性化を図っています。また、北見赤十字病院と北海道立北見病院
を中心とした高度医療拠点の整備とともに、ＪＲ北見駅の周辺においては、文化施設である
市立中央図書館や交通の拠点となる駅前広場、商業・交流の中心となるまちきた大通ビル、
そして行政機能を担う市庁舎を一体的に整備するなど都市機能を強化する取組を進めること
により、さらなる中心市街地の活性化につながることが期待されます。
観光産業では、オホーツク地域へのアジアを中心とした訪日外国人旅行者の入込客の増加
が見込まれるため、おんねゆ温泉やワッカ原生花園など本市の多様な観光資源をはじめ、カ
ーリングやサイクリングなどのスポーツ体験型観光、たまねぎやホタテなどの農水産物、北
見焼肉などの食文化の魅力を国内外に発信するための取組を進めています。

５.人材育成・教育特性
本市には、北見工業大学と日本赤十字北海道看護大学の 2 つの大学があります。
北見工業大学では、産学官連携による公開講座や工学的視点から産業を発展させるビジネ
スモデルの開発などの取組が行われており、日本赤十字北海道看護大学では、地域医療を担
う看護職などの人材育成に貢献するとともに、企業や行政と連携した寒冷地における災害時
の対策などの取組が進められております。
また、北見工業大学においては、平成 29 年度（2017 年度）から「地球環境工学科」と「地
域未来デザイン工学科」の 2 学科制となり、グローバルな視点を持ちながら、地域で活躍す
る人材を育てていくことを重視したカリキュラムに変更されたことから、今後、さらなる産
学官の連携や人材育成の推進により本市の活性化につながることが期待されています。

６.拠点都市特性
4 つの自治区からなる本市では、広大な市域のなかで自治区や地域ごとの個性や特性を活
かした生活基盤や経済活動が存在しています。
北見自治区は、オホーツク圏域の中心として、経済、医療、教育、文化などあらゆる面で
拠点としての役割を果たしています。各自治区や地域にはこれまで発展してきた文化や歴史、
地域特性を有した産業や生活基盤など、暮らしと交流の拠点としての機能が備わっており、
それぞれの地域ごとに特色のある拠点性が存在しています。
※

テレワーク…情報通信技術(ICT = Information and Communication Technology)を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟
な働き方
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第２章

市民ニーズの把握

１．市民アンケート
今後のまちづくりへの期待や課題、市民の満足度など市民ニーズを把握し、第 2 期北見市
総合計画へ市民の意向として反映させることを目的に市民アンケートを実施しました。
アンケート調査は住民基本台帳から 18 歳以上の市民 5,000 名を無作為抽出して実施しまし
た。有効回答者は 1,661 名（有効回答率 33.2％）であり、男女比では男性 46.4％、女性が
53.5％、年齢構成では、60～69 歳（24.4％）が最も多く、次いで 70～79 歳（20.1％）、50～
59 歳（16.2％）の順で若いほど回答率が低くなっています。
○北見市への愛着度
北見市への愛着については「とても愛着がある」
（22.7％）
、
「どちらかと言えば愛着を感じ
ている」
（46.1％）を合わせると約７割の人が愛着を感じています。このことから、多くの市
民がまちへの愛着を持っているといえます。
0%

10%

20%

30%

40%

50%

24.2
22.7

とても愛着がある

46.4
46.1

どちらかと言えば愛着を感じている
18.8
21.1

どちらとも言えない
4.5
5.8

どちらかと言えば愛着はない

3.9
4.1

愛着は感じていない
無回答

2.2
0.2

Ｈ27（N=1780）

Ｈ29（N=1661）

○北見市への定住意向
今後、北見市に「住み続けたい」
（67.5％）と回答する割合が最も高く、約７割を占めてい
ます。多くの市民が今後も北見市に住み続けたいと感じているといえます。
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

68.9
67.5

住み続けたい
一度市を出て、帰ってきたい

1.5
1.7
7.5
10.6

いずれ市外へ出たい
すぐにでも市外へ出たい

1.5
2.3
20.2
17.5

わからない
無回答

0.4
0.4

Ｈ27（N=1780）
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Ｈ29（N=1661）

80%

○住みやすさ・暮らしやすさの実感
北見市の「住みやすさ」については、
「どちらかと言えば住みよい」（50.3％）との回答が
最も多く半数以上を超えており、
「とても住みよい」
（13.1％）と合わせると約６割以上が「住
みよい」と回答しており、北見市での暮らしやすさを実感しています。今後のさらなる定住
促進につなげていくことができます。
0%

10%

20%

30%

40%

50%

12.3
13.1

とても住みよい

50.7
50.3

どちらかと言えば住みよい
24.0
24.3

どちらとも言えない
5.8
8.1

どちらかと言えば住みにくい
住みにくい
無回答

2.6
3.0
1.3

4.5

Ｈ27（N=1780）
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Ｈ29（N=1661）

60%

○現行施策に対する評価（早急な改善、重点的取組）
現行施策に対する市民の満足度（縦軸）と重要度（横軸）について、市民の評価を整理し
ました。
「早急な改善など重点的に取り組むべき領域（満足度が低く、重要度が高い）
」とし
て、
『産業（農業・商工業・観光・若者の雇用）』があげられます。
今後、
『産業（農業・商工業・観光・若者の雇用）
』について、重点的に取組を進め市民満
足度を高めていくことが求められます。

2.4

満
足
度

ごみの収集
水道の整備
下水道の整備
消防・救急体制

食品や日用品

ボランティア活動
近隣との付き合い

自然が豊か

住宅や宅地

衣料品や
電化製品 公園など
の遊び場

公民館活動や
自治会活動

2

人権の遵守
尊重

まちづくりへの市民
参加機会
文化施設

小・中学校の施設・設備
子育て支援が充実
交通安全対策

医療施設が充実

防犯

生涯学習2.4

情報公開

歴史や伝統

道路整備

2

情報通信網

祭りやイベント 市の情報発信や
2.2

重要度

住民健診や健康指導

教育内容が充実

娯楽やレジャーの環境

バスや鉄道

1.6

防災対策

2.8

高齢者や障がい者
への支援体制

各種公共施設
の利用

スポーツ・レクリエー
ション施設

2.6

高齢者への生きがい
対策
除雪が迅速
農林漁業や工業の活気

半日～１日過ごせる遊び場

▲ 利便性
■▲安全性
利便性
安全性
▲■教育・文化
教育・文化
■▲地域生活

● 快適性
◆ 保健・福祉
●
快適性
◆ 保健・福祉
●
産業
● 産業

商業や観光の活気
若者が希望する働く場

■ 地域生活

1.2

「産業」に関することが多い
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○人口減少・少子高齢化の実感
北見市の人口減少・少子高齢化の進行に対する実感として「とてもある（53.8％）
」「どち
らかと言えばある（32.7％）
」を合わせると、約 9 割の人が人口減少・少子高齢化が進んでい
ることを実感しているといえます。
0%

【凡 例】

20%

とてもある

40%

どちらかと
言えばある

60%

どちらとも
言えない

80%

どちらかと
言えばない

ない

100%

無回答
1.8 2.2

Ｈ29（N=1661）

53.8

32.7

7.9

1.5

○将来の豊かな暮らしに必要な要素
「医療・介護」
「定住対策」
「高齢者等の就労、生きがいづくり」などが、豊かな暮らしに
必要な要素としてあげられています。
18 歳～29 歳、30～39 歳の若い世代の回答では「子育て支援」に対する回答が一番多く、
最も重要と感じています。
0%

10%

20%

30%

40%

50%

医療・介護機能の充実

60%
54.8

定住対策（空き家活用、公営住宅の充実など）

46.2

高齢者等の就労、生きがいづくり

44.6

育児世帯への経済的支援（保育料の軽減など）

42.1

子育て環境の充実（こども園整備など）

36.5

雇用の確保（テレワークなどの新産業創出、６次産業化など）

34.4

移住の推進・支援（U・I・Jターンなど）

29.9

地域コミュニティの活性化

23.6

ソーシャルビジネス※2の創出

19.6

インフラ整備（道路、公共交通など）

18.6

コンパクトな市街地での居住（生活利便施設や公共施設、
住居の集約など）

15.9

多世代交流の活発化

12.9

その他

1.8

無回答

3.9

8

（Ｎ＝１６６１）

○今後の雇用環境の整備
今後の雇用環境の整備では、「子育てしながら」
「介護しながら」働くことができる環境や
「高齢者の就業」を支援する環境整備を求めている回答が多くなっています。今後は、子育
てや介護をしながら働くことができる環境づくりや高齢者のニーズに対応した雇用環境の拡
充など、多様な働き方と雇用環境の整備が求められています。
0%

10%

20%

子育てしながら働ける環境

30%

21.0

介護しながら働ける環境

13.5

高齢者の就業支援

12.5

育児や定年後の再就職の企画

8.3

居住地付近での求人

6.7

障がい者の就業支援

5.2

ワーク・ライフ・バランスの調和した雇用環境

4.6

起業の支援

4.3

女性の就業支援

4.2

テレワークなどの新たな雇用形態

3.1

特になし

9.6

その他

1.7

無回答

（Ｎ＝１６６１）

5.3

○まちづくりに活かす有効な資源
平成 27 年度のアンケート調査結果と、今回のアンケート調査結果を比較すると、「自然」
「農産物や広大な農地」
「イベント・まつり・伝統芸能」
「北見工業大学などとの先端技術産
業」について、評価が上がっており、まちづくりに活かす有効な資源としての重要性が高く
なっています。

0%

10%

20%

30%

40%

自然（海や流氷、湖、川、森など）

福祉施設・サービス

34.5

39.6
40.0
38.2

医療機関
18.8
19.7

生涯学習・スポーツ施設・活動
4.8
6.1

歴史（遺跡）・文化

22.6

イベント・まつり・伝統芸能

26.4

15.2
13.6

各地区の地域活動

19.5
17.5

市民のまちづくり活動
市民の経験や知恵

10.9

14.7
39.6

農産物や広大な農地
10.7

ハッカ（ミント）とハーブ

17.3
20.3
22.6

海産物
14.7
16.9

林業と木材・木製品

31.7
32.5

北見工業大学などとの先端技術産業
23.9
24.3

温泉
10.4
10.7

スポーツ

無回答

46.1

19.7
19.3

景観（自然やまち並み）

その他

50%
42.6

3
1.9
3.2

6.4

Ｈ27（N=1780）

9

Ｈ29（N=1661）

44.6

○北見市の将来像
将来のまちのあり方として「保健・医療・福祉サービスなどが充実し、健康で安心して暮
らせる市」が最も多くなっています。
次に「防災・防火・救急・防犯・交通安全などが整備され、便利で安心して暮らせる市」
「自然環境を保全し、豊かな自然の中でゆったりと生活できる市」
「情報産業やものづくり産
業、商業などが活発で、働く場が充実した市」の順であげられています。
このことから、将来は「健康で安心して暮らす」ことができ、「利便性」が高く、
「自然を
享受した“豊かな”暮らし」を送ることができるまちとなることが望まれています。そのう
えで、強み（農林漁業・教育など）を活かした産業振興、中心市街地の賑わいや交流がある
まちとなることが望まれています。

0%

10%

20%

30%

自然環境を保全し、豊かな自然の中で
ゆったりと生活できる市

40%

50%

32.3
32.6
22.0
24.5

自然と調和した農林漁業が盛んな市
情報産業やものづくり産業、商業などが活発で、
働く場が充実した市

36.6
32.2

賑わいのある中心市街地がある、都市的な生活・文化が
楽しめる市

19.9
24.0
13.5
14.1

国内外から多くの人々が訪れる、観光・交流の盛んな市
防災・防火・救急・防犯・交通安全などが整備され、
便利で安心して暮らせる市

32.6
36.1

住宅・公園・道路・公共交通などが整備され、
便利で快適に暮らせる市

21.7
25.8

保健・医療・福祉サービスなどが充実し、
健康で安心して暮らせる市

55.3
54.4

教育・文化環境が整い、市民の文化・スポーツ活動の
活発な心豊かな市

13.7
13.5

市民同士の交流や市民活動の活発な、
心の通う助け合いのある市

9.7
9.4

行財政改革や市民と行政が協働でまちづくりに
取り組む市
その他
無回答

60%

7.6

11

1.1
1.0
5
2.0

Ｈ27（N=1780）

10

Ｈ29（N=1661）

２．中高生アンケート
将来のまちづくりの主役となる中高生を対象として、生活満足度や将来の北見市に対する
期待などを把握し、第 2 期北見市総合計画に意向を反映させることを目的に中高生アンケー
トを実施しました。
中高生アンケートは、市内に通学する中学 2 年生及び高校 2 年生に各学校を通じて約 2,030
票を配布し、回収しました。有効回答数は 1,876 票（回答率 92.4％）でした。
○北見市への定住意向
中高生の北見市への定住の意向は「いずれ市外へ出たい」
（35.3％）が最も多く、次いで「ま
だわからない」
（20.6％）、
「住み続けたい」（15.8％）の順となっています。また、平成 27
年度のアンケート調査結果と今回のアンケート調査結果を比較してみると、
「いずれ市外へ出
たい」と考えている中高生が増えています。
「住み続けたい」
、「一度市を出て、帰ってきたい」を合わせた将来の定住意向を持ってい
る中高生は、36.8％いる一方、
「いずれ市外へ出たい」、
「すぐにでも市外へ出たい」を合わせ
た、
「本市を出たい」と考えている中高生は 42.1％となっています。

0%

10%

一度市を出て、帰ってきたい
（現在の地区）
一度市を出て、帰ってきたい
（市内の他の地区）

30%

2.6
2.9

17.0
15.5
3.7
2.6
30.9

いずれ市外へ出たい
6.2
6.8

すぐにでも市外へ出たい

22.7
20.6

まだわからない
無回答

40%

16.3
15.8

住み続けたい（現在の地区）
住み続けたい（市内の他の地区）

20%

0.5
0.4

H27(N=1865)

11

Ｈ29（N=1876）

35.3

○住み続けていくために必要なことや機能
本市に住み続けていくために必要なことや機能として、「買い物などの日常生活の利便性」が
整っていることが最も多くあげられています。次に「レジャー施設などの楽しむ場所」
「希望
の進学先」
「希望の就職先」や「まつりやイベント」
「カフェや飲食店」があげられています。
このことから、日常生活の利便性が確保されていることが、住み続けていくために必要な
要素として捉えることができます。交流や時間消費型の場、希望の進学先や就職先、まつり
などの地域文化の体験・参加の機会などを定住に必要な機能と感じているといえます。

0%

10%

20%

買い物などの日常生活の利便性

20.1

レジャー施設などの楽しむ場所

18.0

希望の進学先

13.6

希望の就職先

11.4

お祭りやイベント

7.0

カフェや飲食店

6.0

交通の利便性

3.0

体育館や図書館などの公共施設

3.0

公園などのくつろげる場所
医療・福祉サービス

2.8
0.8

特になし

9.8

その他
無回答

3.3
1.0

12

（Ｎ＝1876）

30%

○将来就きたい仕事
平成 27 年度のアンケート調査結果と比較して、
「特別な資格が必要な職業（医師、弁護士、
会計士など）
」
「医療・福祉関係（看護師など）」を希望する回答が増えています。また、「販
売サービス（商業・飲食施設、ホテルなど）」
、「会社員（事務職、営業職、経営など）」
、「情
報関係（ソフトウェア関係）
」なども、将来就きたい仕事として希望が増えています。
このことから、一番希望の多い公務員のほか、医療・福祉や高等教育で専門性を磨く特別
な資格を有する仕事などが、将来就きたい仕事として望まれています。
一方、
「わからない」と回答している中高生も、今回のアンケート調査結果では増えていま
すが、本市の人口動向など、今後も社会環境が変わっていくことが、中高生自身の将来につ
いて予測しづらい状況になっていることが要因の一つとして考えられます。

0%

10%
1.6
1.3

農林漁業
専門的な知識・技術が必要な職業（研究者、技師など）
商店・飲食店・工場などの経営者

6.8

5.2
1.3
1.1

職人（大工、料理人、美容師など）

5.5

6.9
6.9

特別な資格が必要な職業（医師、弁護士、会計士など）

4.6
5.3

販売・サービス（商業・飲食施設、ホテルなど）
特別な才能を生かす仕事（スポーツ選手、芸能人、
デザイナーなど）

8.8
8.7
4.7

会社員（事務職、営業職、経営など）

6.1
13.0
13.8

医療・福祉関係（看護師など）
公務員（市職員、教師、消防士など）

16.1
2.5

情報関係（ソフトウェア開発など）

専業主婦・主夫

3.6

0.9
0.8
4.5

6.6
15.0

わからない

17.1

0.3
0.4

H27(N=1865)
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17.7

0.1
0.1

その他

無回答

8.0

2.4
2.5

製造業・建設業

政治家（市長、議員など）

20%

Ｈ29（N=1876）

○北見市の将来像
中高生が望む本市の将来像について、平成 27 年度のアンケート調査結果と今回のアンケー
ト調査結果を比較してみると、
「賑わいのある中心市街地がある、都市的な生活・文化が楽し
める市」の回答が増えています。
一方、
「自然環境を保全し、豊かな自然の中でゆったりと生活できる市」では、前回より若
干下がっていますが、高い回答率を得ています。
このため、豊かな自然環境を享受することができる暮らしを生活基盤とし、成熟した文化
や中心市街地の賑わいと都市機能が充実しているまちを望んでいるといえます。

0%

10%

20%

30%

40%

自然環境を保全し、豊かな自然の中で
ゆったりと生活できる市

50%
43.5
41.5

7.8
7.7

自然と調和した農林漁業が盛んな市
情報産業やものづくり産業、商業などが活発で、
働く場が充実した市
賑わいのある中心市街地がある、都市的な生活・
文化が楽しめる市

15.7
15.6
35.4

42.8

17.1
16.4

国内外から多くの人々が訪れる、観光・交流の盛んな市
防災・防火・救急・防犯・交通安全などが整備され、
便利で安心して暮らせる市
住宅・公園・道路・公共交通などが整備され、
便利で快適に暮らせる市
保健・医療・福祉サービスなどが充実し、
健康で安心して暮らせる市
教育・文化環境が整い、市民の文化・スポーツ活動の
活発な心豊かな市
市民同士の交流や市民活動の活発な、心の通う
助け合いのある市

33.9
30.3
31.0
32.1
37.5

22.9
19.7

26.3

9.5
9.8

行財政改革や市民と行政が協働でまちづくりに取り組む市

2.7
2.8

その他

1.9
2.5
4.1
4.2

無回答

H27(N=1865)

Ｈ29（N=1876）

○北見市の自慢したいこと（自由回答）
たまねぎやハッカなど農産物や森林・緑・空気の味わいといった自然環境、北見焼肉や北
見塩焼きそばなど、北見市の代表的な食文化を含む「食」などが主に自慢したいこととして
あげられています。
そのほか、カーリングやラグビー、温かみのある人柄や住みやすさ、暮らしやすい都市機
能や生活環境、まつりやイベントなどの意見もあげられています。
○あなたが市長になった場合のまちづくり（自由意見）
遊べる場や公園などの整備、さまざまな買い物ができる複合施設やカフェなど充実した時
間を楽しむ空間づくり、イベントや若者の活躍によるまちの活性化などが主な意見としてあ
げられています。
14

３．キャンパスミーティング
本市には 2 つの大学があることで、市外から多くの学生の転入を促進させるなど、大学の
存在が本市の資源のひとつとなっています。しかし、大学卒業後には市外へ流出してしまう
学生も多く、卒業後も住み続けてもらうことが課題となっています。
そこで、第 2 期北見市総合計画の策定にあたり、若い世代が考える『魅力的で住み続けた
い北見市』をテーマに、本市の「魅力」や「住み続けたいまちにするための条件」などを把
握し、若者の定住促進につながる施策や取組を検討していくため、大学生を対象とした「キ
ャンパスミーティング（意見交換会）」を開催しました。
その意見結果概要は、次のとおりです。
①北見市の魅力について（意見概要）
 東西約 110km の広大な市域のなかに、生活圏と近接する豊かな自然環境を基盤とした食、
観光資源が特に魅力である。
 まつりやイベントなどの伝統文化、焼肉などの食文化、スポーツが盛んなことも北見の個
性である。
 短期の雇用ではあるものの、学生などの若い世代の雇用がある程度存在していることや比
較的利便性が高い日常生活を送ることができる点なども魅力の一つである。
②住み続けたいまちのイメージについて（意見概要）
 豊かな自然環境や住みやすい環境、治安の良さを維持していくことが必要と感じている。
 歩いて暮らすことができるコンパクトなまちづくり※が必要である。
 生活の中心となる拠点に都市機能を集積させて、カフェや公園など、コミュニティ形成の
きっかけとなる場や交流の機会を生む機能を付加することが必要である。
 まちのコンパクト化に合わせて、郊外部と中心部をつなぐバス路線など地域交通の充実が
求められる。
 若い世代の居住による賑わいの創出や子育て世代に対する子育て支援の充実なども必要で
ある。
 大学での教育強化、起業支援など、大学と連携した雇用の創出で、若い世代の移住・定住
につなげることが必要と感じている。
③中心市街地のにぎわいづくりに必要なことについて（意見概要）
 中心市街地に、学生などの若い世代が行きたいと思える店舗や機能を集積させることが必
要と感じている。また、観光客が集まる店舗を増やすなど「賑わい」の機能を集めること
が、中心市街地の活性化につながると考えられる。
 中心市街地の空き地や空き家、空き店舗を活用し若い世代が起業できる支援が必要である。
 特に若い世代を中心市街地へ居住誘導し、子育て支援やコミュニティ・交流機能（カフェ
など）を設け、併せて、大学から中心市街地へのアクセス性の向上が必要である。
 中心市街地でのイベントや魅力を市内外へ発信・PR して、中心市街地の活性化につなげる
ことが必要である。
※

コンパクトなまちづくり…都市的土地利用の郊外への拡大の抑制と中心市街地の活性化が図られ、行政や医療・福祉、商業等
の生活に必要な諸機能が近接し効率的で持続可能な都市形成をめざす基本理念、手法のこと。

15

４．きたみ未来会議（まちづくりワークショップ）
今回、総合計画策定に向けて新たに開催した「きたみ未来会議」では、市民参画の機会の
充実や今後のまちづくりの方向性について市民の幅広い意見を把握するため、
「人口減少時代
における豊かな暮らし」をテーマに 4 つの自治区ごとに、地域の課題やまちづくりの方向性
について意見交換（ワークショップ）を行いました。
その意見結果概要は、次のとおりです。
①北見自治区（意見概要）
 中心市街地は、新たな価値観や創造的活動を生む交流拠点としての機能を高めていくこと
ができるとよい。その際、空き家や空き店舗を活用していくことが必要だと考えている。
 北見工業大学や日本赤十字北海道看護大学と連携し、若い力をまちづくりに活かすための
人材育成や若い世代がやりたいことに挑戦できる“チャレンジの場づくり”が必要である。
 移動や買い物、医療・福祉などの生活支援サービスの充実や住民同士で助けあうシェアリ
ングライフ※の実現などが必要だと考えている。
②端野自治区（意見概要）
 屯田の杜公園や端野駅周辺を中心に、少しずつコンパクト化を進め、交流や農業体験、図
書館、教育や子育て支援などの機能を集積させた拠点ができるとよい。
 農業をはじめとする産業を維持していくため、AI※や IoT※などの先進技術でスマート化を
図り、効率化によって生まれた空き時間を住民の創造的活動に充て、豊かな暮らしにつな
げていくことが大切だと考えている。
 中心部以外の住民に対し、ライドシェア※による移動のサポートやＩＣＴ（情報通信技術）
を活用したコミュニケーションをとるなど利便性が高くつながりと交流のある暮らしを実
現していく必要がある。

※

シェアリングライフ…空間、モノ、技術、移動などを個人間で共有・交換する生活のこと。
AI… 人工知能。人工的にコンピューター上などで人間と同様の知能を実現させようという試み、あるいはそのための一連の基
礎 技術のこと。
※
IoT… Internet of Things の略で、
「モノのインターネット」と呼ばれる。自動車、家電、ロボット、施設などあらゆるモノが
インターネットにつながり、情報のやりとりをすることで、モノのデータ化やそれに基づく自動化等が進展し、 新たな
付加価値を生み出すこと。
※
ライドシェア…乗用車の相乗りの需要をマッチングさせるソーシャルサービスの総称。
※
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③常呂自治区（意見概要）
 総合支所周辺を中心としたまちのコンパクト化を進め、医療・福祉、買い物や賑わい、多
世代交流などを促進させる機能を持ち合わせたまちなかの拠点づくりが求められる。
 農業や漁業、商業などの産業間の連携により、第 6 次産業化※や販路拡大、雇用の創出など、
新たな価値の創造につながるきっかけづくりが必要である。
 カーリングをはじめとするスポーツ交流や農業・漁業の体験交流、空き家を活用した宿泊
の促進など、観光や交流の機能強化が求められる。
 子どもたちへの農業や漁業の体験活動を促進して、生まれ育った地域への愛着や愛郷心を
育み、農業や漁業に対する誇りを育てることが大切だと考えている。

④留辺蘂自治区（意見概要）
 留辺蘂駅周辺を中心部とし、高齢者向け住宅や医療・福祉機能を充実させ、見守りなどの
コミュニティ機能を充実させ、住民の交流を促し、徐々にまちなかに集住してもらうよう
なコンパクト化を進めていくとよいと考えている。
 温根湯地域では、観光客に地域内外を巡ってもらうための周遊性を強化し、まち全体で観
光・交流による賑わいづくりを進めていく必要がある。

 医療・福祉機能の充実と賑わいを創出させて雇用を生み出すことにより、若い世代の移住・
定住を図っていくことが期待できると考えている。

拠点

コンパクト

ネットワーク

交流

第 6 次産業化…農林水産業・畜産業などの「第 1 次産業」に携わる農家が、食品の加工から販売まで手がけること。第 1 次産
業、第 2 次産業、第 3 次産業まで一貫して携わること。「1＋2＋3＝6」または「1×2×3＝6」という意味で「第
6 次産業」と呼ばれる業態に移行すること。

※
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第３章 北見市の概況からみたまちづくりの方向性
本市の現況・特性と市民ニーズからみた今後のまちづくりの方向性を、以下のとおり整理
しました。
○北見市の特性や魅力、地域資源の有効活用
市民意見では、まず、本市の豊かな自然環境と美しい景観について高く評価しており、豊
かな自然環境と美しい景観が居住環境と隣接していることから、自然と共生した良好な環境
を享受しつつ、利便性の高い日常生活を送ることができる点に市民は魅力を感じています。
さらに、経済や産業振興の基盤となる第 1 次産業、まつりや歴史文化、本市ならではの食
に代表される多様な文化とのふれあいなどを背景に、まちに対して愛着を持つ多くの市民の
存在も大きな魅力といえます。
これらは、本市の有する特性や魅力であり、貴重な地域資源であるため、まちづくりに有
効に活用していくことが求められています。
○豊かさを感じることができる暮らしの創出
現行施策に対する市民の評価では、産業基盤の強化や若い世代の雇用の創出など、産業振
興や雇用創出が今後のまちづくりにおいて重要であるとされています。
また、本市の広大な市域のなかに４つの自治区が形成されていることを踏まえ、地域の拠
点を中心に利便性の高い機能の集約化を図り、日常に必要な機能を充実させた生活基盤を形
成するコンパクトなまちづくりの必要性が求められているとともに、安心して子どもを産み
育てていくことができる子育て支援の充実のほか、地域での見守りや医療・福祉などの機能
を充実させる高齢者支援も必要とされています。
魅力的で住み続けたいまちの大切な要素として、中心市街地に賑わいの機能を集めること
や若い世代の居住を誘導するなど、中心市街地の賑わいを創出していくことも若い世代から
は求められています。さらに、本市の特性や魅力、地域資源を活かして人を呼び込み、周遊
性のある観光や交流促進などを図るとともに、産学官連携による新産業の創出、若い世代の
人材育成、生産性の効率化で生まれた余暇の創造的活動への還元など、市民の創造性の開花
も今後のまちづくりでは重要とされています。
このように、本市の現況・特性や多様な市民意見から、まちの魅力と価値を高めていくこ
とで、誇りと愛着を育み、心豊かな暮らしを実現していくことが求められています。

産業振興
農林水産業
商工業
中心市街地
雇用創出
環境整備
ミスマッチ解消
若者の雇用

交流促進
観光、食
祭り・イベント

まちづくりに活かす資源
・自然環境の良さを享受でき
る生活のしやすさ
1 次産業（農林水産）の維持
・文化との触れ合い、体験
・まちへの愛着醸成（定住）

子育て支援
高齢者支援
豊かな暮らし
若者、子育て世代の
移住・定住
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生活圏の集約
ｺﾐｭﾆﾃｨ・交流
ｴﾘｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

空き家活用
時間消費型の場
居住誘導

創造性の開花
教育の充実
大学連携の新産業
起業支援

Ⅲ．北見市を取り巻く社会動向
１．人口減少・少子高齢化の急速な進行
日本全国で出生率が低下し、急速に少子高齢化が進んでいます。また、少子高齢化の進
行により国内の人口は、平成 17 年（2005 年）をピークに減少に転じています。
人口減少と少子高齢化の進行は、消費の低下や経済規模の縮小、単身高齢世帯の増加、
社会保障費の増大、労働人口不足、地域コミュニティの維持困難など、多方面に影響が及
ぶことが懸念されます。
本市においても、持続的に発展していくために、少子高齢化への的確な対応と人口減少
の抑制や多様な交流の促進などを図るまちづくりが求められます。

２．第４次産業革命による技術革新の進展
ＩＣＴ（情報通信技術）が飛躍的に進展し、SNS※などの普及に伴い、国内外との情報交
流や時間的距離の大幅な短縮など、世界との距離が一層近くなっています。
また、ビッグデータ※、AI（人工知能）
、IoT、ロボットなどを駆使した技術革新も急速に
進んでおり、新たな価値観やあらゆる可能性が実現されていく時代が到来することが予測
されています。これに伴い、人々の日常生活や暮らし方など、社会全体に大きな変化をも
たらしていくことが考えられます。こうした技術革新の要素をまちづくりに幅広く活用し、
豊かな地域社会の発展につなげていく必要があります。

３．国際化による地域経済の変化の進展
世界経済は、地球規模でのネットワーク化の進展に伴い、市場規模の拡大や貿易自由化
が急速に進み、農産物の輸出入や流通の拡大など経済のグローバル化が進んでいます。Ｉ
ＣＴ（情報通信技術）の飛躍的な進展を背景とした産業構造の高度化も進んでいます。ま
た、交通ネットワークや高度情報通信ネットワークの形成により、企業や個人の経済活動
も国内外を問わず広域化しました。さらに、アジア圏をはじめとした海外から北海道へ訪
れる外国人旅行者が増加しています。
今後のさらなる国際化の進展により、地域間・国際間の交流が一層活発になるとともに、
海外との産業競争が高まることが見込まれるため、本市においても、地域資源を活かした
産業の振興や足腰の強い地域経済の基盤強化を図ることが重要となっています。

※

SNS…ソーシャル・ネットワーキング・サービスの略。インターネット上でのメッセージのやりとりなどを通じて、人と人との
交流を広げていくサービスのこと。
※
ビッグデータ… ICT の進展により生成・収集・蓄積等が可能になる多種多様なデータで、市販されているデータベース管理
ツールや従来のデータ処理アプリケーションで処理することが困難なほど巨大で複雑なデータ集合の集積物
のこと。
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４．ライフスタイルや価値観の多様化
社会環境の変化に伴い、人々の価値観が多様化し、物質的な豊かさより、心の豊かさや
生き方をより重視する傾向が強まっています。また、女性の社会進出と活躍の機会の増加、
場所や時間にとらわれない新たな働き方や就業体制など、多様なライフスタイルが広がっ
てきています。ライフスタイルや価値観の変化のなかで、多様な交流や働き方が求められ
ており、世代や性別に関わらずさまざまな価値観を受け入れ、尊重し、一人ひとりの個性
と能力が発揮できる環境づくりが必要になっています。
本市においても、こうした多様化するライフスタイルや価値観を踏まえ、市民が生涯を
通して、心豊かにいきいきと暮らすことができる地域社会の形成がより一層求められます。

５．地域特性を活かしたコンパクトなまちへの転換
人口減少が進み、過疎化や地域コミュニティの維持困難などの課題が顕在化しています。
また、過疎地域では、高齢化による交通弱者の増加に伴い、買い物などの日常生活にも支
障をきたすなど社会的課題が生じています。こうしたことから誰もが快適で安心に暮らす
ことができるよう、地域特性を活かしながらコンパクトなまちの形成とネットワークの充
実を図る必要が高まっています。
本市においても、社会経済情勢の変化を見据え、地域特性を最大限に活かしながら、コ
ンパクトで効率的なまちづくりへの転換が必要になっています。

６．環境問題とエネルギー問題の深刻化
経済活動の拡大化などに伴い、地球温暖化をはじめとした環境問題やエネルギーの大量
消費など地球規模での環境問題やエネルギー問題が深刻化しています。こうしたなか、環
境負荷の低減やエネルギー資源のあり方の見直し、自然環境の保全などの環境に対する意
識や関心が高まっています。
我が国では、石油などのエネルギーの多くを海外に依存しており化石燃料などの有限性
を認識し、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出量の抑制、太陽光発電やバイオマ
スエネルギーといった再生可能エネルギーの利活用などを進めることが求められています。
本市においても、地域特性を活かした環境負荷の少ない低炭素社会や循環型社会の推進
が求められています。

７．安全・安心に対する意識の高まり
近年、国内外における地震や風水害など大規模な自然災害が多発しています。また、治
安面では、ＩＣＴ（情報通信技術）などの発達を逆手に利用した犯罪も多発しており、日
常生活に対する不安が高まっています。
さらに、食の安全確保、防犯や防災体制の強化など、さまざまな分野における安全・安
心に対する意識が高まっています。
本市においても生涯を通じて安心して暮らせる環境づくりを進めていく必要があります。
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８．地方分権の進展と市民協働の推進
国から地方自治体へさまざまな権限移譲が進むなか、住民に最も身近な地方自治体の役
割が増大し、効率的な行財政運営を図ることが求められています。一方、経済規模の縮小
や税収の減少により、行財政運営は厳しい局面を迎えることが予想されます。このため、
地域のことは地域で考え取り組む、自己決定と責任に基づく、自主自立のまちづくりが求
められています。
今後、市民が主体的にまちづくりを進めていくには、本市においても、ますます多様化
する地域課題に対応しながら、住民自治の考えに基づき、市民の力をあわせて、地域コミ
ュニティ活動などを促進し、市民と行政による協働のまちづくりをさらに推進していく必
要があります。
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Ⅳ

新たなまちづくりを進める基本的考え方
本市の概況と取り巻く社会動向から、新たなまちづくりを進めていくため、3 つの基本的考

え方を示します。
考え方１

地域特性を活かし、人口減少に対応した豊かな暮らしの実現

考え方２

多彩な個性を育み、磨き、果敢な挑戦で新たな価値の創出

考え方３

まちへの誇りと愛着を育み、持続可能な地域社会の形成

考え方１：地域特性を活かし、人口減少に対応した豊かな暮らしの実現
本市においても本格的な人口減少・少子高齢化が進行し、さらなる子育て支援や健康づくり
活動の促進、地域コミュニティの維持向上などがまちづくりに求められるとともに、限られた
財源のなか、暮らしを支える社会インフラや公共施設などの老朽化への対応が必要となります。
こうした状況を踏まえ、特に市域が長く広大な面積を有する本市では、これまで以上に効率
的で利便性を兼ね備えたコンパクトなまちづくりが必要となります。一方、本市は 4 つの自治
区で形成しており、各自治区で自然環境や地域資源、産業や拠点性も多様であり、こうした点
を考慮した効率的なまちづくりが必要となります。
コンパクトなまちづくりを進めることに加えて、そこでの豊かな暮らし方が大切となります。
そのため、子育てがしやすく、育児や介護をしながらでも働くことができる環境整備や交通弱
者が歩いて暮らすことのできる生活圏の利便性向上、若い世代の雇用の創出なども重要です。
また、生涯にわたり健康で生きがいを持って地域社会で活躍できる環境も望まれます。さらに、
支えあう暮らしのなかで、さまざまなものをシェア（共有）する環境を活用しながら、誰もが
心豊かに住み続けていくことができるまちづくりが求められています。
このように、
「地域特性を活かし、人口減少に対応した豊かな暮らしを実現していく」ことを、
新たなまちづくりの基本的考え方の一つとします。

暮らしを支える
コンパクトな
社会基盤

医療・福祉
健康づくり

・集住化、利便性、生活

健康寿命延伸

・健康増進

子育て支援
・子育て環境の整備

を支えるサービス

多様な人材の活躍

雇用創出

・アクティブシニア、

・若い世代の雇用、ベン

生涯現役、生きがい

チャー、起業支援

女性の活躍
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シェアリングライフ
・空間、モノ、技術、
移動の共有

考え方２：多彩な個性を育み、磨き、果敢な挑戦で新たな価値の創出
本市は、魅力ある農林水産業を基幹産業として、商工業を下支えする産業基盤がつくられて
います。人口減少の進行や国際化の進展に伴い、より競争力の高い強固な産業基盤をつくって
いくことが、新しいまちづくりに必要な要素となっています。そのため、飛躍的に進歩してい
る先進技術などを活用しながら、魅力ある地域産業の発展に向けた研究開発を産学官連携で進
めていくことが求められています。
本市の中心市街地は、オホーツク圏域における経済活動や賑わいの中心的役割を担っていま
すが、人口減少などにより、活力の低下が懸念されています。このため、市民や来訪者にとっ
てまちの顔となるよう、中心市街地に魅力と賑わいを取り戻すことが求められています。新た
な北見駅前広場や平成 32 年度（2020 年度）に完成予定の市役所新庁舎の整備などをきっかけ
に創出される駅前地区の賑わいの促進や商店街等が実施する各種イベントとの相乗効果により、
中心市街地の活性化を推進し、求心力のある中心市街地として、人や情報などのあらゆるもの
を結び付け、交流とイノベーションを起こすまちづくりが必要です。
それに伴い、多様な交流をきっかけに新しい価値観が生まれる可能性があります。交流の場
の創出や産学官連携を図りながら、創造性豊かな人材を育てていくことにより、創造的活動や
産業交流の発着点となることへつながります。
また、本市には、中核都市としての都市機能や高度医療、地域資源を活かした産業、学術研
究、カーリングをはじめとするスポーツや歴史文化など、まちづくりに活かしていくべき個性
が多彩に存在します。こうした多彩な個性をつなぎ合わせ、連携し、情報発信することで、世
界の人々を惹きつける魅力が創造され、新たな価値を生む可能性があります。
このように、「多彩な個性を育み、磨き、果敢な挑戦で新たな価値を創出していく」ことを、
新たなまちづくりの基本的考え方の一つとします。

クリエイティブな
産業交流

魅力ある
農業・林業・漁業

まちづくりの
発信拠点・中心市街地

・イノベーションを起こ

・AI・IoTの活用による

・大きな交流拠点と

すヒト・モノ・情報交流

効率化、高付加価値化

情報発信、集積化

国際的な人口流動
・地域特性や資源を活か
した産業の推進
・交流人口の創出

若い世代の
人材育成
・大学との連携
異業種間交流
知の交流拠点
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革新性による
新産業の創出
・産学官連携、技術革新、
チャレンジ性

考え方３：まちへの誇りと愛着を育み、持続可能な地域社会の形成
居住空間と自然環境の近接性は、市民だけでなく来訪者にとっても魅力のひとつです。また、
地域に第 1 次産業が強固に根付いていることに裏打ちされる食、景観や歴史文化などは、ふる
さとへの誇りと愛着を育みます。こうした点を活かし、食や歴史文化の伝承などを進めること
や第 1 次産業の体験交流を促進することで、地域への愛着を高めていくことが大切です。また、
子どもを含めた多世代で地域資源を活かした体験交流などに取り組むことで、地域と人のつな
がりを強くし、愛郷心が育まれ、生涯にわたり住み続けたくなるまちへと発展していくことに
つながります。このように地域資源を活かした産業や歴史文化など、本市の持つ強みや地域ご
との個性を磨きながら、子どもたちをはじめとした市民のまちへの誇りと愛着を育むまちづく
りを進めていくことが重要です。
一方で、地域の課題は多様化・複雑化し、ひとつの主体のみでは対応することが困難な状況
もあります。多様化・複雑化する課題への対応は、市民や団体、企業、行政が力を合わせ協働
で取り組んでいく必要があります。限られた財源のなかで、効率的で効果的な行政運営を進め、
持続可能なまちづくりが求められています。
このように、
「まちへの誇りと愛着を育み、持続可能な地域社会を形成していく」ことを、新
たなまちづくりの基本的考え方の一つとします。

コミュニティ
人のつながり

地域個性を
磨き育む

効率的な
行政運営

・移住定住、市民主体の

・地域マネジメント、

・地域特性や産業、

・効率的で効果的な

まちづくり、協働

支えあいなど

文化、暮らしの向上

行政運営

24

誇り・愛着を育む

ふるさと教育・愛郷心

Ⅴ

基本構想

第１章 北見市の将来像
北見市は、豊かな自然に囲まれたオホーツクの風土と歴史のなかで、いつの時代も市民が主
体のまちづくりを展開し、発展を続けてきました。今日の北見市を取り巻く社会経済情勢の大
きなうねりのなかで、これからのまちづくりの長期的な展望に立ち、北見市が有する歴史と多
彩な地域資源を活かし、郷土に対する愛着と誇りを胸に“新たな”時代を切り拓いていきます。
「北の大地に光を求め、荒野を切り拓いた先人の開拓精神を受け継ぎ、
市民一人ひとりがきらめき、自然と共生し、活力と創造のあるまちをめざします。」
基本構想における北見市の将来像を、

ひと・まち・自然きらめく オホーツク中核都市
― 未来を拓く活力創造都市 北見 ―
とします。
●ひとがきらめく
人と人が支えあい、誰もがいきいきと
心豊かに暮らし、一人ひとりの知恵と力
を結集した市民が主体の「ひとがきらめ
く」まちをめざします。

●まちがきらめく
多彩な地域資源を活かしながら、豊か
な産業基盤や都市機能が充実し、活力と
創造性にあふれた「まちがきらめく」都
市をめざします。

●自然がきらめく
豊かな自然に恵まれた大地と海を大切
に守り育て、自然と共生しながら、美し
いまちが形成される「自然きらめく」ま
ちをめざします。

●オホーツク中核都市
オホーツク圏域の経済、教育、文化などあ
らゆる分野での中心的役割を果たし、利便
性が高く暮らしやすい都市機能を備え、圏
域の中核をなす「オホーツクの中核都市」と
して持続的な発展をめざします。
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第２章 まちづくりの基本目標（施策の大綱）
北見市がめざす将来像を実現するため、次の 5 つの「まちづくりの基本目標」を掲げ、分野
別の施策の推進を図ります。
（将来像）

（まちづくりの基本目標（施策の大綱））

（分野別施策）
①希望あふれる

１

健康で安心して暮らせるまちづくり

【健康・福祉】

子育て支援の充実
②健康に暮らせる
保健・医療の充実
③支えあう福祉の推進

―
未
来
を
拓
く
活
力
創
造
都
市
北
見
―

ひ
と
・
ま
ち
・
自
然
き
ら
め
く
オ
ホ
ー
ツ
ク
中
核
都
市

①豊かな心を育む
教育の推進

２

豊かな心と文化を育むまちづくり

②ともに学びあう
生涯学習の推進

【教育・文化】

③地域文化を育む
文化活動の推進
①魅力と活力ある
産業振興

３

にぎわいと活力あふれるまちづくり

②にぎわいと交流の
観光振興

【産業・観光】

③創造性あふれる
雇用環境の充実
①豊かな
自然環境の保全

４

自然と調和する安全な住みよいまちづくり

②快適な
生活空間の充実

【環境・生活基盤】

③地域の安全安心の
確保
①市民主体の
住民自治の推進

５

市民による自主自立のまちづくり

②互いに尊重する
地域社会の形成

【地域・自治】

③効率的な
地域経営の推進
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１．健康で安心して暮らせるまちづくり（健康・福祉）
○分野別施策
①希望あふれる子育て支援の充実
安心して子どもを産み育てることができ、子育てや子どもの成長に希望や喜びを感じ、次
代のまちづくりの担い手となる子どもたちが、心豊かで健やかに成長できるまちをめざしま
す。
多様なライフスタイルに応じた子育て支援体制の充実や地域全体で総合的に子どもたちを
見守り、健全な成長を支援する環境づくり、子育てに関する相談体制や情報提供の充実を図
るなど、安心して子どもを産み育てることができる環境づくりを推進します。
②健康に暮らせる保健・医療の充実
市民がいつまでも安心して健やかに暮らしていくことができるまちをめざします。
ライフステージに応じた健康づくりの支援体制を整え、市民が自ら「自分の健康は自分で
守る」という意識を高め、市民が主体となった健康増進活動などを促進します。また、子ど
もから高齢者まで健康教育を推進し、市民全体で健康寿命の延伸や介護予防、健康増進に取
り組む環境づくりを進めます。
オホーツク第三次医療圏の地方センター病院として、高度医療の役割を果している北見赤
十字病院を中心とした各医療機関などの幅広い連携により、安心で質の高い医療体制の充実
を図り、生涯にわたり健やかに暮らせる環境づくりを推進します。
③支えあう福祉の推進
誰もがいきいきと心豊かに暮らしていくことができるよう、地域のなかで支えあいのある
まちをめざします。
市民や団体、事業者などが連携し、地域での見守りなどや社会参加を通し、地域住民同士
が互いに支えあう身近な地域福祉活動が推進される環境づくりを進めます。
高齢者や障がいのある人が安心していきいきと暮らせる活躍の場や機会の提供を図り、年
代や障がいの有無にかかわらず、すべての人が暮らしやすく、住みよい地域社会の実現にむ
けたまちづくりを進めます。
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２．豊かな心と文化を育むまちづくり（教育・文化）
○分野別施策
①豊かな心を育む教育の推進
未来を担う子どもたちの「生きる力」を育み、一人ひとりの個性を大切に「確かな学力」
の向上と「豊かな心」を育む教育環境づくりをめざします。
家庭や学校、地域社会と連携し、信頼ある地域の教育拠点としての学校づくりを進めると
ともに、子どもたちが創造性豊かに、安全で安心して学べる教育環境づくりを促進します。
高校、大学教育においては、より高度な教育機関としての機能を高められるよう、多様な
価値観に対応する地域文化や職業体験などの提供を通して創造的な人材育成を支援します。
特に北見工業大学や日本赤十字北海道看護大学での新技術の研究開発や高度な教育機能を
活かし、地域の産業や医療福祉を支える人づくりの支援を推進します。
②ともに学びあう生涯学習の推進
市民一人ひとりが生涯を通じて、心豊かに生きがいを持ち、自由にいつでも学び続けるこ
とができるまちをめざします。
市民のライフステージに応じた学習機会の提供や多様化する学習ニーズに対応した学習機
能の充実を図り、生涯学習を推進します。
子どもたちの社会体験や学習機会の充実による地域社会での成長を通して、ふるさとへの
愛着と誇りを育み、愛郷心に満ちた次代のまちづくりの担い手の育成を図ります。
生涯スポーツにおいては、子どもから高齢者までが気軽にスポーツに親しむことができる
環境を整え、スポーツ活動の推進と交流を促進するとともに、指導者の育成などの充実を図
ります。また、スポーツ合宿や大会誘致などを推進するとともに、カーリングをはじめとす
る地域特性を活かした幅広いスポーツの普及や振興を図ります。
③地域文化を育む文化活動の推進
まちの誇りとなる歴史や文化を守り育て、多様な価値観や文化への理解を深め、地域に根
ざした芸術・文化活動が広がるまちをめざします。
今後の急速な国際化の進展により、これまで以上に幅広い国際知識を身につけた人づくり
を進めるため、学校教育や社会教育、国際交流などの機会を通じ、さまざまな価値観や文化
に対する理解や寛容性を育む環境づくりを進めます。
また、地域に根ざした芸術・文化活動を促進し、質の高い芸術文化の鑑賞や発表の機会の
充実を図るとともに、地域で大切に育まれてきた伝統文化の保存継承と活用を進めます。
先人から引き継いだ歴史ある地域の文化財を守り、活かし、次代へ引き継いでいくため、
文化財の保護や保護団体などの活動支援の推進を図ります。
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３．にぎわいと活力あふれるまちづくり（産業・観光）
○分野別施策
①魅力と活力ある産業振興
本市の強みを活かした地域経済の持続的発展と、多くの人を惹きつける魅力と活力ある産
業振興のまちをめざします。
豊かな地域資源を活かしながら、基幹産業として魅力ある農林水産業の振興を図り、地場
産品の高付加価値化を推進するとともに、先進技術の活用や研究開発などにより効率的で効
果的な生産性の向上や競争力の高い強固な産業基盤の構築を推進します。
オホーツク圏域の中核都市として、多様化するニーズに対応した商工業の振興、新産業の
誘致や起業促進のほか、産学官連携などにより、地域経済の振興を図ります。また、求心力
の高い中心市街地の形成に向けて、空き地や空き店舗などを活用した多様な働き方や新たな
価値を生み出す環境づくり推進し、魅力と活力ある産業振興を図ります。
②にぎわいと交流の観光振興
まちの魅力向上や機能強化を図り、人が集い、賑わいと多様な交流を創出する観光振興の
まちをめざします。
多彩な地域資源を最大限に活かし、国内外から多くの人を呼び込み、さまざまな消費活動
の誘発や多様な交流を促進させ、地域経済の活性化に寄与する観光振興を図ります。
そのため、豊かな自然環境、美しい景観、歴史文化や食文化、スポーツといったあらゆる
観光資源を活かし、体験交流なども織り交ぜた周遊性の高い着地型観光※を推進します。
今後増加が見込まれる海外からの訪日外国人旅行者に対応した多言語対応の公共サインや
情報端末使用環境の整備など、観光客の受け入れ体制づくりを促進します。
魅力ある観光資源を多様な情報発信媒体を活用し、国内外に向けた観光プロモーションの
充実を図ります。
③創造性あふれる雇用環境の充実
市民一人ひとりが、個性と能力を発揮し、いきいきと働くことができるまちをめざします。
次代を担う若者や元気な高齢者などの雇用の創出を図るとともに、産学官連携によるイノ
ベーションの創出など創造的活動を促す交流拠点の充実や環境づくりを促進します。
地域特性やＩＣＴ（情報通信技術）などを活用し、企業などに対するサテライトオフィス※
機能の提供支援のほか、さまざまなライフスタイルに対応したテレワークの推進、場所や時
間にとらわれない新たな働き方や就業体制の促進に努めます。加えて、子育てや介護をしな
がらでも就業が可能となるワーク・ライフ・バランス※が整えられた多様で柔軟な働き方を促
進します。

※

着地型観光…旅行者を受け入れる側の地域（着地）が、その地域でおすすめの観光資源を基にした旅行商品や体験プログラム
を企画・運営する形態のこと。
※
サテライトオフィス…企業または団体の本拠から離れた所に設置されたオフィスのこと。
※
ワーク・ライフ・バランス…仕事と生活の調和のこと
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４．自然と調和する安全な住みよいまちづくり（環境・生活基盤）
○分野別施策
①豊かな自然環境の保全
豊かな自然を守り、自然と共生するため、再生可能エネルギーの利用や省エネルギーを促
進し、環境負荷の少ない持続可能な低炭素社会の形成をめざします。
循環型の地域社会を促進するため、ごみの減量化や分別の徹底、省電力家電の使用など市
民の身近な暮らしにおける工夫や意識啓発を促進し、限られた資源を有効に使い、地球にや
さしい環境づくりを推進します。
常呂川やサロマ湖をはじめ、河川や湖、森林など豊かな自然環境を守り育てることで、生
物多様性の保全を促進します。次代にオホーツクの美しい景観や自然環境の特性を享受した
豊かな暮らしを引き継いでいくため、自然体験活動や環境教育を推進します。
②快適な生活空間の充実
オホーツク圏域の中核都市として、さらに持続的に発展していくため、豊かな暮らしを支
える住環境などが充実した快適な生活空間のあるまちをめざします。
本市の地域特性を活かした拠点性のあるコンパクトで利便性の高いまちづくりを推進し、
各地域の拠点を中心に、公共施設や医療・福祉などの生活サービス機能の集積が図られ、歩
いて暮らすことができる居住環境の形成に努めます。あわせて、拠点をつなぐ道路網や交通
ネットワークが充実したコンパクトなまちの形成により、効率的で住みよい生活空間の充実
を図ります。
③地域の安全安心の確保
近年の国内外における地震や風水害などの大規模な自然災害により、安全安心に対する意
識が高まるなか、誰もが安心して暮らすことができる防災意識の向上や防災体制の強化、消
防救急体制の充実など、防災や減災に対する強化を図り、安全で安心して暮らせるまちづく
りをめざします。
また、防犯意識の向上や交通安全に対する意識啓発の推進を図るとともに、悪質な犯罪被
害から未成年者や高齢者などを守るため、消費生活などの意識啓発や相談機会の充実を図り、
地域において誰もが安全で安心して暮らせる環境づくりを推進します。
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５．市民による自主自立のまちづくり（地域・自治）
○分野別施策
①市民主体の住民自治の推進
市民が自主的にまちづくりに関わり、市民一人ひとりの力が発揮される豊かで暮らしやす
いまちをめざします。
市民による地域環境の美化活動や高齢者の見守り、地域コミュニティ活動の充実など市民
主体のまちづくりを推進します。
また、市民や団体、企業、行政が公共的な課題を共有し、互いに役割を分担しながら連携
協力し、ともに支えあい住みよい地域社会を築くため住民自治を推進します。
加えて、市民の市政への参画を促進するため、さまざまな場面で市民がまちづくりに参加
できる機会や市民の声が反映される取組などの充実を図ります。
②互いに尊重する地域社会の形成
一人ひとりの個性が尊重され、認めあい支えあう思いやりのある地域社会が形成されたま
ちをめざします。
誰もが安心して心豊かに暮らすためには、市民一人ひとりが互いの人権を尊重し、性別に
かかわりなく、多様な生き方を認めあい、それぞれの能力が発揮できる環境づくりを推進し、
すべての市民が平等に参画できる地域社会の形成に向けたまちづくりを推進します。
③効率的な地域経営の推進
計画的な行政運営や健全な財政運営により、時代に対応した自主自立のまちづくりをめざ
します。
今後も進行する人口減少や少子高齢化などの社会的背景を踏まえ、限られた財源のなかで、
多様化する地域課題に対し的確に対応し、市民が豊かに暮らしていくことができるよう、コ
ンパクトなまちづくりを進めるなど、効率的かつ効果的な質の高い行政サービスの提供を図
ります。
あわせて、機能的な組織体制づくりや行政のスリム化を推進し、行政評価や行財政改革に
よる効率的で安定的な財政運営を図るとともに、近隣自治体などと連携した広域連携のまち
づくりを推進します。
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第３章 持続可能なまちづくりの展開方針
将来像の実現に向けたまちづくりの基本目標に沿って、人口減少・少子高齢化時代に対応し
た持続可能なまちづくりを進めていくには、各分野における施策を横断した取組が必要です。
今後のまちづくりの基本姿勢として、
「持続可能なまちづくりの展開方針」を、次のとおり設
定します。

１．多核連携型のコンパクトなまちづくり
２．市民主体の協働のまちづくり

１．多核連携型のコンパクトなまちづくり
急速な人口減少により、空き家や空き店舗が増加し、人口密度が低下することにより、地
域商店などの撤退や地域コミュニティの維持困難など地域課題がさらに顕在化することが予
想されます。また、高齢化により、交通弱者が増加し、徒歩生活圏での利便性の向上が重要
となります。
そこで、人口減少・少子高齢化時代における豊かな暮らしの実現には、本市の地域特性や
都市構造、人口規模に応じたコンパクトで利便性が高い持続可能なまちづくりが求められま
す。
本市は広大な市域のなかに 4 つの自治区があるほか、自治区のなかにも地域特性を活かし
た複数の地域拠点があります。例えば、都市機能が集積した「都市拠点」、地域コミュニティ
や生活基盤がある「地域生活拠点」
、大学の立地を活かした「研究教育拠点」などです。加え
て観光の受入や情報発信を行う「観光交流機能」や異業種交流や新産業創出を促す「創造交
流機能」などを配置することで、新たな価値を生む豊かな暮らしが促進されます。
これに伴い、市民や来訪者が魅力を感じる機能などを地域拠点の周辺に集積させることで、
一帯の賑わいの創出を図るとともに、空き家・空き店舗を有効活用し、若者や子育て世代、
創造的な思考や技術を有する人々の居住誘導や集住化を促し、移住･定住の促進を図ります。
このように、各市街地（核）や機能（核）がコンパクトにまとまり拠点を形成するととも
に、交通ネットワークなどにより有機的につながることで、効率的で利便性が高い持続可能
なまちづくりを進めることができます。
そのため、各分野・施策を横断した「多核連携型のコンパクトなまちづくり」を推進しま
す。
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２．市民主体の協働のまちづくり
人口減少・少子高齢化のほか、本市を取り巻く社会経済情勢は今後も刻々と変化していく
ことが予想されることや地方分権の進展に伴い、地域自らの考えと判断のもと地域特性を活
かした特色あるまちづくりを進めていくことが求められています。しかし、人口減少による
経済規模の縮小や税収の減少によって、今後ますます厳しい行財政運営が予測されます。
そのため、より一層行政のスリム化や事務事業の効率化を進めるとともに、市民と行政が
対等の立場で相互理解と連携に基づき、地域の公共的な課題の解決に取り組む必要がありま
す。
自分たちのまちは自分たちの力でつくっていくという気概のもと、市民一人ひとりの力が
発揮され、市民が主体的にまちづくりを進める住民自治を展開し、市民ができるものは市民
自らが行い、市民や地域だけではできないものは企業や行政がともに協力して取り組む「協
働」をさらに推進していくことが求められます。
今後の多様化・複雑化する地域課題の解決に向け、市民と行政が連携し、さらなる協働を
進めることで、自立した住民自治を促進し、人と人のつながりや心豊かな暮らしを創造する
まちづくりを進めることができます。
そのため、各分野・施策を横断した「市民主体の協働のまちづくり」を推進します。
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第４章 自治区のめざす方向性
北見市の将来像に向かって、自治区の特性を活かしたまちづくりを進めていくために、各自
治区がめざす方向性を示します。

１．北見自治区
オホーツクの中核都市としての魅力と機能があるまち
北見自治区には、本市の都市機能が集積しており、経済・教育・医療などさまざまな分野
において、オホーツク圏域の中心的役割を担っています。また、北見工業大学や日本赤十字
北海道看護大学を中心とした高等教育機関や企業、行政が連携し産学官連携などによる創造
的な研究教育拠点として魅力ある機能を有しています。
今後においてもオホーツク圏域のさまざまな分野において中心的役割を担い、中核都市に
ふさわしい魅力と機能を有する豊かな都市づくりをめざします。
■北見自治区のめざす方向性
1.中核都市機能の充実と創造的交流拠点の推進
2.豊かな産業の振興と多彩な雇用環境の創出
3.誰もがいきいきと暮らせる魅力あるまちづくり

２．端野自治区
田園風景に暮らしが調和したまち
端野自治区は、美しい田園風景を背景にしながら、屯田の杜公園を中心に子育て支援施設
や小中学校、社会教育施設などが集積し、快適な居住空間と田園風景が調和したまちづくり
が進められております。
今後においても、肥沃な大地に活力ある農業を基盤としながら、屯田の杜公園を中心とし
た子育て環境や教育環境を活かし、暮らしやすい住環境の維持向上を促進し、田園風景と暮
らしが共生する地域コミュニティづくりを進め、豊かな暮らしがあるまちづくりをめざしま
す。
■端野自治区のめざす方向性

1.活力ある農業振興と美しい田園景観を活用したまちづくり
2.立地特性を活かした暮らしやすい住環境の推進
3.屯田の杜公園を中心とした子育て・教育環境の向上
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３．常呂自治区
海と大地、スポーツによる交流あふれるまち
常呂自治区は、オホーツク海やサロマ湖など豊かな地域資源を活かしたつくり育てる漁業
や大規模畑作農業が盛んな地域です。また、日本最大規模のカーリングホールを有し、カー
リングの聖地としてオリンピック選手を多く輩出しています。
今後においても、多彩な地域資源を活かしながら、活力ある漁業や農業の振興、カーリン
グをはじめとするスポーツ振興や観光の推進、住民同士が支えあう地域コミュニティの強化
を進めることで豊かな暮らしがあるまちづくりをめざします。
■常呂自治区のめざす方向性
1.豊かな地域資源を活かした活力ある漁業と農業の振興
2.スポーツの振興と多彩な観光資源による交流人口の拡大
3.住民同士が支えあい、安全で安心して暮らせるまちづくり

４．留辺蘂自治区
木・湯・人のぬくもりを感じるまち
留辺蘂自治区は、豊かな森林に囲まれ地場産木材を活用した高次加工の集成材生産など、
林産業や農業が盛んな地域です。また、おんねゆ温泉や山の水族館など全国から観光客を惹
きつける観光資源があります。
今後においても、地域資源を活かした地場産業の振興や観光、交流などを促進しながら、
地域に根付いた支えあう地域コミュニティ活動を推進し、ぬくもりを感じる豊かな暮らしが
あるまちづくりをめざします。
■留辺蘂自治区のめざす方向性
1.多彩な観光資源を活用した観光振興
2.豊かな資源を活かした活力ある農林産業の振興
3.地域コミュニティを活かしたぬくもりある安全安心なまちづくり
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