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(３) 競技 スポー ツとして の指導者 の養成 ・確保
将来に向 けて競技力 の向上を図 ってい くためには、ジュ ニア期から の人材発掘や 育
成を各競技団体と 連携する必 要がありま す。
そのため競技者の能力を将来にわたって適切に伸ばすための継続的な指導が行え
る環境をつくりま す。
●スポーツ 指導者養成 補助制度に よる指 導者の養成
●指導者間の連携 と交流の推 進
●地域の指導者の 活用

(４) カー リング の拠点と しての競 技力向 上
これまで の冬季オリ ンピックに おいて 男女ともに多数の 選手を輩出 しており、今 後
においても日本カ ーリングの 拠点として 、後継 者の育成 に向けジ ュニア教室 を開催 す
るなど、低年齢層 への普及と 強化を図り ます。また、さらに高い レベルの練 習や試合
を身近に観る機会 を提供でき るよう合宿 の受け 入れ、各種大会誘 致や開催支 援を行い
ます。

● 国内における カーリングの 拠点 として の全国 アピール
●ジュニアカーリ ング教室の 実施
●北見工業大学内 「冬季スポ ーツ科学研 究推進 センター」との連 携

施策４．スポーツ合宿の推進
スポーツ 合宿事業は 現在、多種目・通 年化をキーワード にさまざま な種目の合 宿を
誘致し、市民との 交流の中か ら地域の活 性化や スポーツツーリズ ム・コンベ ンション
推進の中核をなす 事業として 定着してい ます 。現在は年間 3,500 人以上の 選手やスタ
ッフが北見の地を 訪れ、チー ム力向上の ため練 習に取り組んでい ます。

種目数

チーム数

人数

延べ人数

平成 29 年度

15

178

4,471

25,026

平成 30 年度

14

197

4,125

21,977

令和元年度

14

163

3,520

16,335
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今後も引 き続き 、地域の関 係業界やス ポーツ団体と連携 し、ラ グビーをは じめとし
たスポーツ合宿を 積極的に誘 致し、地域 経済の 活性化を図るとと もに、合宿 チームに
よるスポーツ教室 の実施など トップレベ ルのチ ーム、アスリート に接する機 会の創出
と受け入れ環境を 充実させま す。

(１)受 け入れの 基本方針
①スポ ーツ振興
国内外 の第一線で 活躍するト ップア スリートの練習 な どを間近で「見て・触れて・
感じる」機会を提供す るほか、直接、指導を受 ける場を設けるこ とにより、地元の
指導者・選手の指導力・技術 力を高め る ととも に、関連イベント等を 実施し、市民
のスポーツに対す る関心と機 運を高めま す 。
●トップ チームによ る教室・ク リニッ クの開催

②多 種目・通 年化
ラグビ ー・陸上合 宿 のピーク シーズ ン（ 7 月中旬～8 月）以外の 期間におい て、
バスケット 、バレー 、サッカー 、野球 、カー リ ング 、武道 などの受け入 れに向けた
誘致活動を強化し 、幅広く地 元スポーツ の競技 力向上と地域経済 の活性化を 図りま
す。

③広域 連携
近隣市 町との連携 を図り、オ ホーツ ク圏域全体として の合宿受け 入れ環境を 整え、
より魅力あるスポ ーツ合宿の 里、スポー ツツー リズム・コンベンション先進 地とし
ての発展を目指し ます。
●オホー ツク・スポ ーツ合宿に 係る地 域連携協議会との 共同プロモ ーション活 動
●ラグビ ーフェステ ィバルの連 携開催

(２)広報 活動の充 実、情報 発信・ プロモー ションの強 化
北見市の魅 力（合宿施設・受 け入 れ体 制・観光 資源）を外部に 発信するため に、ホ
ームページ・Ｆａｃｅｂｏ ｏｋの活用 、動画配 信などインターネ ット媒体を 利用した
プロモーション強 化を図りま す。
●Ｆａｃｅｂ ｏｏｋ ＝「 いいね！」 「 シェア！」による 情報拡散で 世界へ ＰＲ
●動画配信 ＝ 合宿情報 とトレーニン グ 風景、北見市の 魅力 などを ＹｏｕＴｕ ｂｅ で
ＰＲ
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スポーツ合宿の様 子
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戦略２．競技スポーツの推進
施策３．競技スポーツの環境づくり
カーリン グ、サッカ ー、スピード スケ ート 、柔道といっ た競技スポ ーツにおけ る本
市の選手の活躍は 目覚しいも のがあり、オリン ピックや 世界選手 権、全国・全道規模
の大会に多くの選 手が出場し 、活躍して います 。このことは、選 手を応援す る市民に
夢や希望を与える とともに、スポーツ活 動に対 する興味や意欲を 高め、競技 人口の拡
大につながると考 えられます 。
将来に向 けて、ジュニア期 からの人材 発掘や育成を スポ ーツ団体 、各競技 協会 と連
携・協力し、競技 力の向上を 図ります。
合わせて、スポー ツ少年団や 運動部活動の 中・高校生を対象とし 、スポーツ 合宿チ
ームによるスポー ツ教室やク リニックを とおし て競技力向上を図 ります。

(１) スポ ーツ団 体との連 携・協力
北見市スポ ーツ協会と連 携し、スポ ー ツリーダーの養成 やスポーツ 少年団の育 成・
強化に努め、競 技人口の底 辺拡大を 図る ととも に、全国・国 際大会への 派遣補助 など
により、よりレベ ルの高い競 技者の育成 を 支援 します。
●スポーツ少 年団の支援
●全道・全国 など大会へ の派遣支援

(２)運動部 活動の活 性化・支 援
スポーツ に興味と関 心を持つ生 徒によ って自主的に行わ れる運動部 活動は、より 高
い水準の技能や記 録に挑戦す る中で、ス ポーツ の楽しさや喜びを 味わい、豊 かな学校
生活を経 験する こと ができ る教育 活動の 一環と して中・ 高校生 に親 しまれ ていま す 。
学校や地域 、保護者 との連携 を深め、 生徒一 人 ひとりの個 性や主体 性を大切 にし、
担当教職員の負担 にも配慮し 、他課と の連携や 情報収集をしなが ら、活 動内容の充実
と競技力の向上を 支援します。な お、国が進め る「地域部活動推進 事業」の動向も注
視しながら取り組 みます。
●生徒の主 体性を尊重 した指 導の 充実
●スポーツ 医科学に基 づく安全で 効果的 な指導による競技 力向上を推 進
●指導者の 資質向上や 地域の優れ た指導 者の活用
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