■ 第３章 スポーツ推進戦略と施策の展開

(２)スポ ーツ情報 の充実
豊富な情 報はスポー ツへの関心 を高め るとともに、スポ ーツに親し むきっかけづ く
りとなります。ま た、スポー ツへの関わ り方が 多様化する中、市 民が求める 情報も多
岐に渡っています 。
このため 、多様 な市民のニ ーズに応え る とともに 、市民のスポ ーツ活動を 支援する
ためのスポーツ施 設情報、指 導者や各種 教室、 イベント情報を提 供していき ます 。
●「する人」 「観る人」 「支える人」 そ れぞれの視点に立 った スポー ツ情報の発 信
●多様なメデ ィアを活用 したスポーツ 情 報の発信力の強化
●スポーツに 関する知識 の修得や多様 な スポーツ情報に触 れられる機 会の創出 ・
スポーツフォーラ ム、スポー ツ講演会な ど の実 施

(３)カーリ ングを用 いた地方 創生
本市の地 域資源であ るカーリン グを 活 用した「カー リングの まち北見」の効果 的

なシティ ・プ ロモー ション を行い 、 本 市の認 知度向上 と体 験型観 光や国 内外か ら
の長期滞 在型 の合宿 誘致等 による 交流 人口拡 大を図り 、地 域全体 の「稼 ぐ力」 を
高め、宿 泊業 や飲食 サービ ス業な ど合 宿関連 産業への 経済 波及効 果と 雇 用創出 に
つながるよ う推進し ます。
●北見カー リングホ ールの Ｐ Ｒ及び 利用促進
●国内外か らの交流 人口拡大 の取り 組み
●観 光商品づ くりの取 り組み
●スポーツ 合宿誘致
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■ 第３章 スポーツ推進戦略と施策の展開

施策７．それぞれの役割
本計画に 掲げた各施 策の 推進の ため、市民、行政 、大学 、医療機関 、スポ ーツ団体、
民間企業など多様 な実施主体 の協働・連 携を目 指します。

(１)行政 ・団体
①北見 市
計画 の基本 理念を 実現す るた め、限 られた地 域の施 設を有 効活用 すると ともに、
スポーツ課を中心 に関係部局 及び関係団 体と連 絡調整を密にし 、協働体制に よる施
策を展開します。

②ス ポーツ推 進委員
多様な スポーツニ ーズに 応え るため 、指導者としての 知識や技術 の習得に努 める
とともに、地域 スポーツの推 進役、行政 と市民 との パイプ役とな り、スポー ツの親
しみ方の啓発、ス ポーツの普 及活動 を展 開しま す。

③北 見市スポ ーツ協会 などス ポーツ団 体
スポー ツを通じた 市民の健康 増進と 明るい市民生活の 実現を目指 し、スポー ツ イ
ベントやスポーツ 教室の開催 を通じ、ス ポーツ の楽しさを提供す るとともに 、スポ
ーツ情報の提供や 指導者の派 遣など、市 民がス ポーツに親しめる 機会の充実 を図り
ます。
ま た 、 各 種 団 体 と連 携 ・ 協 力 し、 ス ポ ー ツ 人口 の 拡 大 や 習 慣 化に つ な が る 活 動
を展開します。

④学 校
児童・生徒の体力 向上や運動 機会を 確保するため、学 校体育、運 動部活動の 充実
を図ります。ま た、学校体育 施設の開放 を促進 し、市民の身近 なスポーツ活 動の場
の創出への協力が 期待されま す。

⑤Ｐ ＴＡ・自 治会・町 内会な どの地域 団体
子ども のスポーツ 環境の充実 と参加 意欲の促進を図る ため、学校 を中心とし た ス
ポーツイベントの 開催やスポ ーツ・レクリエー ション 活動への積 極的な参加・協力
が期待されます。
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(２)市民 ・関係機 関
①市 民
健康や 体力に関心 を持ち 、スポーツ 活動に積極的に取 り組むこと が期待され ます。
特に、スポーツ を「する 人 」だけでは なく 、「 観る人」「支 える人」の 活動を通
して、生きがいや 活力を生み 出し、また 、交流 活動への参加など 市民が主体 となっ
た地域スポーツ活 動の推進を 促し、市民のスポ ーツへの興味・関心が 高まることが
期待されます。

②大 学・企業
施設の 有効利用、指導者の派 遣、各 種団体との連携に よるスポー ツイベント の開
催や、保有する施 設・人材・ 情報などの 活用が 期待されます 。

③民 間スポー ツクラブ
市民の スポーツ活 動の受け皿 となる だけではなく、ス ポーツを盛 り上げるた めの
各種スポーツイベ ントへの協 力が期待さ れます 。

④医 療機関な ど
健康・体力づくり・介護予防 の一つ として、生活の中 にスポーツ を効果的に 取り
入れることができ るように、各施策への 協力・支援や連携による 施策の実施 が期待
されます。

⑤プ ロ・実業 団チーム
市内出 身のプロス ポーツ選手 や、大 会・合宿で本市を 訪れるトッ プアスリート（チ
ーム）、全国・世界大会で活 躍している 選手た ちによる交流イベ ントや地域 行事へ
の参加など地域に 根ざした活 動が期待さ れます 。
また、スポーツ教 室の開催、指導者 の派遣 、総合型地 域スポーツ クラブへの 支援
など、競技力の向 上やスポー ツ活動のき っかけ づくりが期待され ます 。
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戦略３．スポーツ環境の整備
施策５．スポーツ施設の充実
本市では 、体育 センター 、運動公 園な ど多くの スポーツ 施設を市内 全域に 設置 して
おり、これ ら施設は 、健康や 体力づくり 、競技 スポーツに 利用さ れ、身近なスポー ツ
の場となっていま す。しかし ながら、施 設は昭 和 50 年頃から整 備され 設置 後 45 年以
上が経過しており 、老朽化し た建物や設 備など があることから、北見市公共 施設マネ
ジメント基本計画 に基づき、今後も引き 続き、施設の最適配置を 見据え、施 設の改修
や改築、設備の修 繕などを適 切に講じな がら、利用者の利便性や 安全性に配 慮したス
ポーツ環境の充実 に努めます 。

(１)スポ ーツ施設 の整備
スポーツ 振興のため には、身近 にスポ ーツを行える場所 の確保が 重 要 と な り ま す 。
現状 、スポーツ 施設数は充 足している ものと考えてい ま すが、機能維持の ための改
修・修繕を適宜実 施するとと もに、指定 管理者 と連携して市民サ ービスを向 上させま
す。
●スポーツ施 設の改修・ 整備の促進
・公共施 設マネジメ ント 個別計 画に基 づき、老朽化が進 んでいる既 存のスポー ツ施
設や設備、器具を 計画的に改 修。
●施設のバ リアフリー 化の推進
・バリア フリー化未 対応施設に ついて 、公共施設マネジ メント 個別 計画に基づ き、
必要性 などを検討 しながら計 画的に 推進。

ア ルゴグラフ ィック ス
東陵公園陸上競技 場

北見カーリングホ ール
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■ 第３章 スポーツ推進戦略と施策の展開

(２)スポ ーツ施設 の利用促 進
施設の利 用促進には 、市民誰もが 利用 してみたいと思う 魅力ある施 設であるこ とが
重要です。
市民ニー ズを把握し た上で、指定 管理 者との連携により 施設の管理 運営につい て不
断の見直しに努め るとともに 、市民が参 加して みたいと思う 魅力 ある事業を 展開 しま
す。

●スポーツ施 設の管理運 営の効率化
・指定管理者と 連携しなが ら管理運営 のあり方を適宜検 証し、利用促進と サービス
向上を図る。
●各スポーツ施設 での 大会誘 致や利用者 拡大の 推進
・指定管 理者と連携 しながら 各 種大会 やイベントを継続 開催し、ス ポーツ振興 、
競技力 向上を図る 。
●冬季スポ ーツ拠点で の大会誘致 や利用 者拡大の推進
・冬季ス ポーツの拠 点である市 民スケ ートリンク及びア イスホッケ ーリンク、
通年型 カーリング ホールなど におい て、指定管理者と 連携しなが ら 各種大会 や
イベントを継続開 催し、スポ ーツ振興、 競技力 向上を図る 。
・関係部 局と連携し ながらスポ ーツツ ーリズムを推進。
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施策６．スポーツのまちづくり
本市では、陸上の「ホクレン・ディスタンスチャレンジ北見大会」、「サロマ湖
100ｋｍ ウルト ラマラ ソン 」 、カー リング の「 アドヴィ ックス カッ プ」「 ＮＨＫ 杯カ
ーリング選手権 」「 全道少年少 女弓道大会 」な ど国内外の大会を はじめ 、「ラ グビー
フットボールフェ スティバル 」、「 たんのカレ ーライスマラソン 」な ど地域の特色 を
活かしたスポーツ イベント の 開催や誘致 に積極 的に 取り組んでい ます 。
今後 も引 き続 き、市 民が 楽しみ 、 カ ー リング を始め とし た ス ポーツ の普 及や 振 興、
交流人口 の拡大 につ ながる 各種ス ポーツ 大会や イベント を開催 ・支援 する ととも に、
スポーツを軸とし た観光振興 策として ス ポーツ ツーリズム、スポ ーツコンベ ンション
を推進します。

(１)スポ ーツ大会 ・イベン トの新 規誘致と スポーツツ ーリズム の推進
スポーツ振 興に主眼を置 き、付帯 する 効果として観光と の融合によ るスポーツ ツー
リズム・コンベンション に 取り組み、「スポー ツ合宿の里きたみ 」として 市民一体型
の事業を展開し、 地域経済の 活性化 を図 ります 。
また、今後予定 されている大 規模な国 際スポーツ大会に おける事前・直 前キャンプ
の誘致活動にも取 り組みます 。
●スポーツ大 会・合宿の 誘致促進
●スポーツ大 会・イベン トのブランド 化
●大規模国際 大会事前・ 直前キャンプ 招 致
・2020 夏季

東京オ リンピック ・パ ラリンピック

※新型 コロナウイ ルス感染 症 拡大の 影響により開催延 期、 2021 年 開催予定
・2022 冬季

北京オ リンピック ・パ ラリンピック

●地域スポーツコ ミッション の設置検討

ホクレン・ディス タンスチャ レンジ北見 大会
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