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合併検証に係る市民アンケート

○合併検証アンケート

P.1

○合併検証アンケート 資料編

P.2～3

常呂まちづくり協議会

北見市合併検証アンケート
合併後の北見市について
（１）身近な生活環境の変化について、どのように感じていますか？

（２）仮に合併しなかったら、身近な生活環境はどのようになっていたと思いますか？

（３）新市としての「北見市」に実感・愛着を感じますか？

（４）市における取り組みとして、重要度が高いと思われるものは何ですか？
１．健全な財政運営
２．地域バランス・均衡ある発展 ３．行政の組織体制の充実
４．住民参加のまちづくり
５．住民の一体感の醸成
６．周辺市町村との連携強化
７．住民サービスの強化充実

（５）合併後の市の状況についてどのように思いますか？
１．行政サービス全般
２．公共施設などの使い勝手
４．地域間の交流
５．住民参加による地域活動
７．市政情報の周知
８．防災対策

３．地域のイメージ
６．市の財政状況

（６）
「資料編」に記載しました「北見市合併 10 年の主な事業」を参考にしていただき、合併後のそ
れぞれの行政サービスについてどのように思いますか？
１．生活環境の保全
２．教育文化の推進
３．健康福祉の充実
４．産業活力の創造
５．都市基盤整備の推進
６．住民自治の推進
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合併検証アンケート 資料編

行財政面での推移

16.0

「北見市合併検証アンケート」へのご協力について（お願い）

「実質公債費比率」は、合併後、減少しています。

■合併後の借入金負担率の推移

日頃より、市政全般にご理解とご協力をいただきまして、誠にありがとうございます。
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実質公債費比率（
％）
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さて、平成１８年３月に新北見市が誕生してから今年で１０年目を迎えます。この間、「新市まちづく

14.1
13.4

14.0

り計画」に基づいて様々な施策を展開してまいりました。また、地域を取り巻く社会環境も大きな変化
12.5

13.0

を続けており、合併１０年の節目に当たって、合併の効果等について検証作業を実施することになり

12.0

ました。

11.0

つきましては、市民の皆様に合併後の北見市についてのご意見をいただきたく、別添のアンケート
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H19年

H20年

H21年

H22年

H23年

H24年

H25年

H26年

調査を実施させていただきますので、ご多忙中、誠に恐縮ではございますが、本調査の趣旨をご理

※「実質公債費比率」とは、地方自治体における一般財源の規模に対する公債費（借入金の返済額）の割合であり
その割合は、低い値ほど健全な財政です。
合併前には1市３町で76人でしたが、
合併後には３６人となり、平成26年に
は28人となっています。

合併後には職員数の削減に努め、平成
18年度から平成25年度までの8年間で
職員数が119人減少となりました。
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北見市長

■議員数の推移

■職員数の推移
1,050

解いただき、ご協力いただきますようよろしくお願い申し上げます。

アンケート調査票 報告期日 平成２８年３月２４日(木)
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旧留辺蘂町
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旧常呂町
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旧端野町

※別紙調査票への記入後は、同封の返信用封筒に入れていただき、平成２８年３月２４日（木）までに
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投函をお願いいたします。
（本アンケート調査につきましては、アンケートの性質上、アンケート対象者（ご本人）によるご回答を
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＜調査回答に際して＞

※職員数については、普通会計（※１）ベースにおける人数
合併後は各種市民負担対象の費用を見直し、
サービスの平準化に努めています。

○ご回答いただきました内容につきましては、統計的に一括処理し、個人が特定できる情報として公
表することはありませんので、何とぞ本調査へのご協力を重ねてお願い申し上げます。

■主な市民負担の変化

○ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

【北見市合併検証アンケート調査委託事業者】
株式会社道銀地域総合研究所（担当：柿田、北嶋）
TEL：０１１－２３３－３５６２ FAX：０１１－２０７－５２２０
※本調査は、北見市が上記研究所に委託して実施しているものです。
【北見市担当課】
北見市企画財政部地域振興課地域振興係
TEL:０１５７－２５－１１２８(内３４６・３４８) FAX:０１５７－２４－１１０１

※１：普通会計とは、一般会計と特別会計のうち公営事業会計（上水道・下水道等の公営企業会計及び 国民健康保険事業特別会計
等）以外の会計（住宅資金等貸付事業特別会計等）を統合して一つの会計としてまとめたもの。
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北見市合併10年の主な事業
＜１＞ 生活環境の保全

＜４＞ 産業活力の創造

●環境保全活動の推進と自然エネルギーの活用
・「北見市環境基本計画」の策定

・住宅用太陽光発電システムの導入補助
・ＬＥＤ防犯灯の設置補助

●上・下水道の整備

●農林水産業の振興
・農業研修生や新規参入就農者の受け入れの実施
・地域活動組織が実施する農道や排水路等の維持、
機能発揮を図るための活動を支援
・担い手対策として「ナイナイのお見合い大作
戦」の実施
・常呂漁港の衛生管理型漁港に向けた拡張整備
・栄浦漁港の機能保全に係る計画策定、改修工事
（常呂自治区）
・市有林整備及び民有林育成に対する補助
・土地改良事業の推進
・森林認証の取得

・水道未普及地域の整備（留辺蘂自治区）
・老朽化した水道管の更新

●環境衛生とリサイクルの推進
●森林・公園・緑地・水環境の整備
・都市公園の整備
・北見工業大学と連携した環境調査の実施

・プラスチック製容器包装など
ごみのリサイクルと減量化の推進
・合併処理浄化槽の設置補助
・「ごみ焼却施設の長寿命化計画」の策定

●観光・コンベンションの振興
・新北見型観光プロジェクトの推進
地域観光情報の発信
観光客受入れ体制の強化
幅広い連携による観光推進体制の強化
北見市全体のPRシティプロモーション活動
・地域の特色あるお祭り等への開催支援
・コンベンションの開催支援
・姉妹都市物産交流活動の実施
・道の駅おんねゆ温泉再整備（留辺蘂自治区）
・山の水族館の改築（留辺蘂自治区）

●商工業の振興
・「中小企業振興基本条例」の制定
・北見市プレミアム商品券の発行
・中心市街地活性化の推進
・産学官連携の推進
・地場産品の高付加価値化の推進

＜２＞ 教育文化の推進
●学校教育の充実
・各小中学校の耐震化
・端野小・中学校の改築（端野自治区）
・三輪小学校の改築
（北見自治区）
・留辺蘂小学校の改築
（留辺蘂自治区）
・教育現場における
IＣT環境の拡充

●生涯学習・スポーツ活動の充実
・中央図書館の建設
・市民温水プールの建設
・常呂町カーリングホールの建設
・武道館の建設
・市民スケートリンクの建設

●道路網の整備と公共交通機関の充実

中央図書館

・市道整備
・交通ターミナルの改築（常呂自治区）
・地域の状況に合った新しい交通システムの導入
（わっかバス、温根湯～厚和間スクールバス
住民利用）

●地域文化の継承と芸術・文化活動の推進
常呂町カーリングホール

交通ターミナル

＜３＞ 健康福祉の充実

●住宅施策の推進

・北見市社会福祉協議会の合併
・「地域福祉計画」の統一
・北見市自立支援センターの設置
・福祉総合相談システムの構築

●児童福祉・子育て支援の推進
・「子ども・子育て支援事業計画」の策定
・保育園等保育料の軽減
・子ども総合支援センターの建設
・東相内児童センターの建設（北見自治区）
・小学校給食費の一部助成
・小桜保育所の改築
（端野自治区）

子ども総合支援センター

・「北見市障がい者計画」の策定
・障がい者相談支援センターの設置
・成年後見支援センターの設置

●防災・消防救急対策などの推進
・同報系防災行政無線システムの設備更新
（常呂自治区）
・消防本部・消防署・統合詰所庁舎の改築
・消防署留辺蘂支署の改築（留辺蘂自治区）
・消防救急無線のデジタル化整備
・避難路整備（常呂自治区）
・公共施設の耐震化
・民間施設への耐震支援
・「地域防災計画」の策定

常呂自治区豊浜地区避難路

＜６＞ 住民自治の推進

●高齢者福祉の推進
・「北見市高齢者保健福祉計画・北見市介護保険
事業計画」の統一
・地域包括支援センターの設置
・北見市老人クラブ連合会の合併
・成年後見支援センターの設置
・介護保険施設等の整備

●住民と行政との協働のまちづくりの推進
・「北見市まちづくり基本条例」の制定
（自治区、自治区長、総合支所、まちづくり協
議会の設置）
・「住民投票条例」の制定
・「北見市住民自治推進交付金制度」の創設

●保健・医療体制の充実
・北見赤十字病院改築への支援
・常呂厚生病院建設への支援
・「北見市健康増進計画」の策定
・健康診査の実施
・予防接種の充実

●男女共同参画社会の確立
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常呂厚生病院

・雇用就業推進事業の実施
・技能振興都市宣言

・地域の特性に応じた住宅供給に係る事業等の推
進を図るため、「住宅マスタープラン」の策定
・高栄団地の整備（北見自治区）
・親交団地の整備（端野自治区）
・新西町団地の整備（常呂自治区）
・松山団地の整備（留辺蘂自治区）

●障がい者福祉の推進

●地域福祉の推進

●雇用の確保

＜５＞ 都市基盤整備の推進

端野中学校

・北見市民会館の耐震大規模改修
・史跡常呂遺跡の整備

山の水族館

北見赤十字病院

・「男女共同参画プランきたみ」の策定
・男女共同参画社会の実現に向けた啓発活動とし
て、市民向け講演会の開催及び出前講座等の実
施

●コミュニティ活動・ＮＰＯ活動の促進
・「まちづくりパワー支援補助金制度」の創設
・北見市自治会連絡協議会の設立

●効率的な行政運営の確立
・「行財政改革大綱」の策定
・各証明書発行手続き等のワンストップ化
・公共施設マネジメントの取組みを推進

ワンストップ窓口

