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公益社団法人北見青年会議所 まちづくり委員会 

３月事業 まちづくりＶｉｓｉｏｎ～地域の未来へ～ 

 

北見まちづくりアンケート結果 
 

北見市内の若者を中心に行ったアンケートに関して記載させていただきます。 

アンケート結果は北見市議会議員立候補者へ質問書として提出させていただきました。 
 

質問１ 今後も北見に住み続けるために必要だと思うことに関して 

 

 

項目１ 商業施設に関して（内容が同じものは統合） 
・今後、若者向けの商業施設は増えていきますか。 

・商業施設でのイベントを増やすことはできますか。 

・大型の商業施設を増やすことは可能でしょうか。 

・商業施設がまとまった地区を作ることはできますか。 

・観光名所にもなるような商業施設は作れますか。 

・郊外に商業施設を増やすことはできますか。 

・店舗数を減らさないための取り組みはありますか。 

・住んでいる場所から店が遠いことが問題だと思っていますが解決策はありますか。 

・パラボを若者向けにリニューアルすることは考えられますか。 

・店を増やすことが仕事を増やすことにつながると思いますがどうお考えでしょうか。 

 

項目２ 娯楽施設に関して（内容が同じものは統合） 
・若年層に向けた娯楽が少ないことが若者の流出の一因と感じられますか。 

・若者が気楽に集まれる場所の必要性は感じられますか。 

・レジャーができる施設を増やす必要性は感じられますか。 

・テーマパークを作る必要性は感じられますか。 

 

項目３ 環境整備に関して（内容が同じものは統合） 
・空地にゴミが散乱している、道へのポイ捨てがない環境作りが必要ではないでしょうか。 

・自然を保全していくことが必要ではないでしょうか。 

・街をきれいに保つ取り組みが必要ではないでしょうか。 

・古くなった建物をリニューアルし、歴史ある街並みを作ることはできますか。 

・街中に花のある景観を増やしていくことはできますか。 

・夜に暗くなる道に街灯を増やすことはできますか。 

・体に不自由のある人向けのバリアフリー設備を充実させていくことはできますか。 

・信号のない箇所を横断している人がいます。歩行者信号を必要な場所に増やせますか。 

・歩道の補修を進めていく計画はございますか。 

・マナーを守って行動できる環境を作る取り組みはできますか。 

・治安維持を行うための取り組みはありますか。 

・丁寧な道路の除雪はできないのでしょうか。 

・利便性の向上が必要だと感じますが向上させる取り組みはありますか。 

・カラス対策についてお考えはございますか。 

・歩行者信号を高齢者に合わせた時間の長さにするのはいかがでしょうか。 

・北見駅のバリアフリー化の計画はございませんか。 
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・福祉の充実を進める取り組みはございませんか。 

・タイルが滑りやすく危ないので修繕を行えないでしょうか。 

 

項目４ 交通機関に関して（内容が同じものは統合） 
・バスや汽車を必要な時間に不自由なく乗れるように改善することはできますか。 

・地下鉄を作ることはできないでしょうか。 

・バスの待ち時間や運行状況などの情報をバス停で確認できるようにはならないでしょうか。 

・学生向けのバス料金補助を実現できないでしょうか。 

・他の市外や空港へのアクセス向上のために高速道路を作れないでしょうか。 

・イオンの入口にバス停を作れないでしょうか。 

・JR石北本線を存続させていく取り組みはございませんか。 

 

項目５ 進学、就職に関して（内容が同じものは統合） 
・様々な分野の専門学校を作ることはできませんか。 

・大学を増やすことはできないのでしょうか。 

・絵の勉強ができる場所は作れませんか。 

・音楽の学校は作れませんか。 

・北見に住み続けたいけど希望の進学先がないため札幌に行くことになります。こういった現状を変えることはできます

か。 

・大学、専門学校など高校卒業後の進学先の選択肢を増やすことはできないでしょうか。 

・就職先の安定への取り組みはありますか。 

・今後ＩＴ系企業の職場は増えていきますか。 

・雇用を増やす取り組みはありますか。 

・若い人に人気のある職種を増やす取り組みはありますか。 

・北見の学校に進学できる環境づくりが必要だと思いますがいかがでしょうか。 

・良い労働環境の普及が必要かと思いますがお考えはございますか。 

・企業誘致の取り組みはございませんか。 

・大学が必要だと思います（学部がたくさんあること、国公立であること、偏差値が高いことの２つを満たした大学）北見

の若者が外に出る大きなターニングポイントが「進学」であり、ほとんどの人が高校生までは北見にとどまります。大学

があれば企業も集まってきて働く場所も増えて活性化され北見から出る必要が無くなると考えておりますがいかがでし

ょうか。 

・文系の大学は作れないでしょうか。 

・総合大学は作れないでしょうか。 

・大学など進学後の人への U ターン取り組みはございませんか。 

・市内で就職したら返済不要の学費補助（４年勤務で免除など）の仕組みはできないでしょうか。 

 

項目６ 市の活性化に関して（内容が同じものは統合） 
・北見のまちづくりのために北見で作っているものを消費する取り組みは作れますか。 

・観光名所を増やすことはできますか。 

・北見の都市化を進めていく取り組みはありますか。 

・若者が集まる場所を作ることができますか。 

・北見の玉ねぎを活かしてＰＲしていくことはできますか。 

・北見の良いところを把握されていますか。また、ＰＲする取り組みはありますか。 

・市民ひとりひとりにどういう町にしたいかなどの目標を理解してもらう取り組みはできますか。 

・自然を活かした取り組みを行うことはできますか。 

・網走の天都山のような場所は作れないのでしょうか。 

・北見と言ったらこれと認知されるものを作ることはできますか。 

・田舎の良さを感じられる取り組みを行えないでしょうか。 

・過疎化対策はございませんか。 

・若者重視の市政を行い、まちを活気づけるのはいかがでしょうか。 
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項目７ 公共施設に関して（内容が同じものは統合） 
・市営住宅アパートを増やすことはできますでしょうか。 

・無人駅での汽車待ちやバスを待っている間、暖かく過ごせるよう施策いただくことはできますでしょうか。 

・トレーニングセンターを増やすことはできますか。 

・自然を活かした公園を作ることはできますか。 

・サッカー場、テニスコートなどの屋外の専用運動場を増やすことはできますか。 

・バスケットコートなど屋内の専用運動場を増やすことはできますか。 

・スポーツ専用運動場を設けた公園を作ることはできますか。 

・市営の子育て支援施設を作れますか。 

・市営の動物園を作ることはできないでしょうか。 

・夏季屋外スポーツをやっている人が積雪のある冬季間にできる関連性のある運動場は作れますか。 

・ストリートバスケのコートを作ることはできませんか。 

・ミントロードでのスケボーを禁止することはできませんか。 

・子供の数が減少しても幼稚園、保育園の数を減らさない取り組みはございませんか。 

 

項目８ 高校生の意見（内容が同じものは統合） 

・学業支援の充実（学費、通学費）を施策いただくことはできますか。 

・高齢者福祉に力を入れていくことはできますか。 

・育児環境を向上させていくことはできますか。 

・高齢者へ交通、買い物に関してのサービスを作ることはできますか。 

・北見市ならではの新型コロナウイルス対策を行うことはできますか。 

・ひとり親の家庭への支援を手厚くしていくことはできますか。 

・若者世代の老後は生活が安定していますか。 

・市民のニーズにこたえるための取り組みはありますか。 

・年齢関係なく取り組める取り組みを作るのはいかがでしょうか。 

・高齢者用の娯楽施設が必要だと思いますがいかがでしょうか。 

・地域に関する学生アンケートなど学生の主張する場を設けてほしいですがいかがでしょうか。 

・維持費のかかる建物を作らない方が良いと思いますがいかがでしょうか。 

・学生用の勉強スペースを作ることはできませんか（図書館だけでは足りない） 

・柏陽高校近くに図書館を作ることはできないでしょうか。 

・川東に対しての思い入れはありますか。 

・医療の充実に関しての取り組みはありますか。 

・高齢者もわかる情報化への取り組みはありますか。 

・夜間対応病院を増やす取り組みはできないでしょうか。 

・駅前商店街など駅前の発展への取り組みはありますか。 

・新しい取り組みにチャレンジしていますか。 

・伝統を大切にする取り組みはありますか。 

・高校生の医療費負担補助を設けていただくことはできないでしょうか。 

・寒暖差が大きくても暮らしやすいまちづくりへの取り組みはありますか。 

・子育てしやすい環境への取り組みはありますか。 

・高齢者の支援と児童への支援は同じくらい大切だと考えますがいかが思われますか。 

・北見ならではの独自政策は行えませんか。 

・全世代のことを考えた地域づくりは可能でしょうか。 

・医療の充実に関してお考えはございますか。 

 

項目９ 地域交流に関して（内容が同じものは統合） 
・農業のサポートを通した交流活動はできないでしょうか。 

・市民同士が関わる機会は作れないでしょうか。 

・地域同士が交流を図る機会は作れないでしょうか。 

・ボランティアを通じた地域交流の機会は作れないでしょうか。 

・学生も参加できる講演会の開催や学生にも講演会のお知らせなどの機会を増やすことはできないでしょうか。 

 

項目１０ 人口増加に関して（内容が同じものは統合） 
・人口を増やすには住みやすい必要があると思いますが取り組みはありますか。 

・人口流出を防ぐ取り組みはありますか。 

・若者の流出を防ぐには高校生までに北見の魅力を実感してもらうことが必要と感じますがいかがでしょうか。 
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項目１１ 経済力に関して（内容が同じものは統合） 
・家賃負担が高いので収入に応じた家賃補助の仕組みは作れないでしょうか。 

・給料水準を引き上げる取り組みはありませんか。 

・市民税を引き下げるにはどうすればいいのでしょうか。 

・物価を引き下げる施策はありませんか。 

 

項目１２ ボランティアに関して（内容が同じものは統合） 
・小中高生が連携して行えるボランティア活動を作れませんか。 

・ゴミ拾いボランティア活動の機会は作れませんか。 

・川の清掃活動ボランティアの機会を作れませんか。 

・ボランティア活動の機会を増やせませんか。 

 

項目１３ イベントに関して（内容が同じものは統合） 
・イベントの機会を増やすことはできますか 

・お祭りの機会を増やすことはできますか。 

・駅前でのイベントを行っていただくことはできますか。 

 

項目１４ 情報発信に関して（内容が同じものは統合） 
・適切、明確な情報発信の仕組みはありますか。 

・北見のことをもっと知ることができる情報の発信はされていますか。 

・移住割など助成金を PR し北見の知名度を高める活動はございませんか。 

・議会の内容をもっと周知させる取り組みはございますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

質問２ 今まで北見で生活してきたなかで不便に感じたことに関して 

 
 

項目１ 交通機関に関して（内容が同じものは統合） 
・汽車の運行時間に関して利便性を向上させる取り組みはできないでしょうか。 
・都市間バスが少なく感じられますが地方移動手段の拡充に取り組むことはできないでしょうか。 

・バスカードのチャージ場所が不足していますが拡充の取り組みは行えないでしょうか。 

・交通の便に偏りが感じられますがニーズに合った運行への取り組みはありませんか。 

・北見駅から西北見駅までの間に駅を増設することはできないのでしょうか。 

・郊外から市内へのバス移動に本数の少なさなど不便を感じますが解消されないでしょうか。 

・バス乗り継ぎのない路線の開発に取り組めないでしょうか。 

・ＪＲ停車駅を増設し利用の機会を増やす取り組みはできないでしょうか。 

・バス停を増やし利用の機会を増やす取り組みはできないでしょうか。 

・ＩＣカード利用促進の取り組みは行えないでしょうか。 

・郊外線のバス料金が高いので一律にする施策は行えないでしょうか。 

・夜間のバスが無いことは改善できないのでしょうか。 

・土日の部活に合わせたバス運行時間にする施策は行えないでしょうか。 

・交通手段、時間が不便なため、移動手段として親に頼ってしまいますが改善されないでしょうか。 

・バスが時間通りに来ないことが不便に感じますが改善されないでしょうか。 

・バス路線図が分かりにくいのでバスラッピングを行い利便性を向上できないでしょうか。 

・市内バスの拡充は行えませんか。 

・土日バスの一部区間が欠便することは改善できないでしょうか。 

・学生向けの電車代の補助を検討いただくことはできないでしょうか。 

・夕陽ケ丘通りのバスの本数に不足を感じますが増便は検討いただけないでしょうか。 

・１時間に１本は電車が来てほしいと思いますが難しいでしょうか。 

・バス停の場所や出発時刻が市民のニーズとずれていると感じますがいかが思われますか。 

・車があるとないとでは世界が違うと思うくらいですが利便性は向上しないでしょうか。 

・目的地まで遠回りになるとわかっていても駅まで行って乗り継ぎを行わないといけないのですが解決は難しいでしょう

か。 

・１８：３０がバスの最終便だと乗れないことがありますが運行時間延長は難しいのでしょうか。 

・都市間バスの帯広、釧路行きの増便は難しいでしょうか。 

・ひかり野からのバス移動に不便を感じますが改善は難しいでしょうか。 

・バスターミナルをもうひとつ作っていただきたいと思いますがいかがですか。 

・JR石北線が止まることが多いですが改善されないでしょうか。 

・JR遠軽行きが少ないですが増便は難しいでしょうか。 

・川東にバス停が少ないと感じますがどう思われますか。 

 

項目２ 娯楽に関して（内容が同じものは統合） 
・若者向けの娯楽施設が少ないと感じますが今後増えていく可能性はありますか。 

・駅前に学生が気軽に立ち寄れる飲食施設等が不足していると感じていますが今後も増えないでしょうか。 
・イートインスペースのある施設を増やしていく取り組みはできないでしょうか。 

・子供が遊べる施設が少ないと感じますが今後増えていく可能性はありますか。 

・室内遊具など室内で遊べる施設を作ることに取り組めないでしょうか。 

・ライブやフェスの誘致はできないでしょうか。 
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項目３ 商業施設に関して（内容が同じものは統合） 
・市内中心部以外の場所に人が集まる施設が無いと感じますが今後は増えていきますか。 

・札幌、旭川、帯広にあるものが北見に無いと感じますが今後は増えていきますか。 
・店の種類が少なくネットショッピングをしてしまいますが今後、店舗の数は増えていくのでしょうか。 

・北見駅周辺にバス待ち、汽車待ちできる施設を作ることはできないでしょうか。 

・閉店時間が早いので利用できないことがありますが遅くまで営業できないのでしょうか。 

・商業施設の品ぞろえに不足を感じネットショッピングを多用してしまいまいますが、店舗があれば行きたいと思っていま

す。いろんな種類の店舗を誘致できないのでしょうか。 

 

項目４ 除雪対応に関して（内容が同じものは統合） 
・除雪がされていなく歩道がなくなる状況をなくすことはできますでしょうか 

・道路の道幅が少なくなり不便を感じますが改善されないでしょうか。 

・特定の場所だけ除雪が入っていると感じますが全体的に除雪はできないのでしょうか。 

・冬のぼこぼこ道は無くすことはできないのでしょうか 

・大雪の日の除雪は早くからやることができないのでしょうか。 

・車道を歩いていると車の迷惑になると感じるのですが除雪で改善できないでしょうか。 

・近所の人が車道に雪を溶かすために出すのですがマナー違反ではないのでしょうか。 

・除雪車が家の前に雪を貯めてしまうのは改善できないでしょうか。 

・曲がり角の雪の積み方（車通りが見えずに危険を感じます）は改善できないでしょうか。 

 

項目５ 街路灯、道路に関して（内容が同じものは統合） 
・国道の歩道橋がボロボロですが改修されないでしょうか。 

・道が悪いところが多いと感じますが今後改善されていきますか。 

・坂が多く大変だと感じています、自転車での下り坂に危険を感じることもありますが改善は難しいでしょうか。 

・道がボコボコで自転車が進みにくい箇所がありますが改善されますか。 

・歩道の大きなへこみは補修されますか。 

・交通量の多い交差点の横断に不便を感じますが改善できないでしょうか。 

・歩道がない道路に歩道は作れないのでしょうか。 

・夕陽ケ丘通を東９号線から１０号線や東部方面へ延伸し利便性を向上させることはできないでしょうか。 

・街灯が少なく暗い道は改善されますか。 

・道が滑るところがありますが改善されますか。 

・両方向に信号がないところがあります。（イオン⇔藤高校間）改善されないでしょうか。 

・道路の水はけが悪いところは修繕できないでしょうか。 

・通学路にロードヒーティングを設けることはできないでしょうか。 

 

項目６ 高校生の意見に関して（内容が同じものは統合） 
・屋内で休める場所がない、冬など寒い時期に風をしのげる場所がないことは改善できないでしょうか。 

・インターネット回線環境の充実に取り組めないでしょうか 

・川東地区の開発は行えないでしょうか。 

・アーケード商店街を作ることはできないでしょうか。 

・トランポリンを行う場所は作れないでしょうか。 

・北見に空港を作ることはできないのでしょうか。 

・地方の駅の老朽化改善に取り組めないでしょうか。 

・砂利道をアスファルト舗装することに取り組めないでしょうか。 

・学校にエアコンを導入することはできないでしょうか。 

・三輪方面は店舗などが充実していますが小泉方面は不足していると感じます。改善されないでしょうか。 

・街の景観が殺風景に感じられます。改善されていきますか。 

・河川敷が暗いので街灯の設置は行えませんか。 

・ゴミの無い環境づくりのための取り組みは行えないでしょうか。 

・一時停止を守らない、赤信号での横断をなくす取り組みはできないでしょうか。 

・長年北見に住んでいると北見に飽きてしまっています。飽きさせないまちづくりが必要ではないでしょうか。 

・学びたい習い事は北見では学べません。習い事を学ぶ環境は今後増えていきますか。 

・危険運転を見かけるので取り締まりを強化いただくことはできないでしょうか。 

・車、バイクの騒音に関して対策はございませんか。 

・北見の特長を聞かれると返答に困るのですが北見の特長はどのようなものがありますか。 

・人口が一極集中していると感じますがどう思われますか。 
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項目７ 公共施設に関して（内容が同じものは統合） 
・駐車場の不足が感じられますが公共の駐車場を増やすことはできないでしょうか。 

・トレーニングセンターの不足を感じますが増やすことはできないでしょうか。 

・トレーニングセンターが団体に占拠されていると感じますが改善されないでしょうか。 

・スポーツ関連の施設が少ないと感じますが増やせないでしょうか。 

・観光するところが無いと感じますが作ることはできないのでしょうか。 

・図書館が月曜休館なことに不便を感じますが改善できないでしょうか。 

・遊具の無い公園が多く、古い公園も多いですが今後も改善されないのでしょうか。 

・公園にあるトイレが古いのですが改善されないのでしょうか。 

・土日祝は図書館が１８時に閉館ですが２０時までにできないでしょうか。 

・ミントロードに暖房設置はできないでしょうか。 

・ミントロードの治安が悪いと感じますが規制できないでしょうか。（バスケをしている人がいる、大きな音でダンスを踊っ

ている人がいる）また、線路を横断する手段をミントロード以外に作れないでしょうか。（歩道橋など） 

・学校のイスが固いのですが改善は難しいでしょうか。 

・図書館が小さいと感じますが図書館を増やす等で対応できないでしょうか。 

・街中などにベンチは設置できませんか。 

・学校の老朽化を改善する取り組みは行えないでしょうか。 

 

項目８ イベントに関して（内容が同じものは統合） 
・各種イベントは他の都市に行かなくては無い現状は改善されますか。 

・文化行事が少ないと感じますが増えていきますでしょうか。 

 

項目９ 進学先に関して（内容が同じものは統合） 
・卒業後の専門学校に選択肢が少ないと感じますが今後増えていきますでしょうか。 

・大学進学し４年も他の土地で生活することで北見に戻りたいという気持ちは無くなっていくのではと思いますがどう思わ

れますか。 
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質問３ 地域を盛り上げる取り組みに関して 

 
 

項目１ 祭り、イベントに関して（内容が同じものは統合） 
・じゃがいも祭りの実施を検討いただけますでしょうか。 

・月１回のお祭りはできないでしょうか。 

・冬まつりを大きくできないでしょうか。 

・三輪方面で花火大会を増やせないでしょうか。 

・親睦を深めるためのお祭りはできないでしょうか。 

・地方からの集客を目的としたイベントは実施できないでしょうか。 

・地方と学生の関りを深めるようなイベントは行えないでしょうか。 

・音楽フェスは行えないでしょうか。 

・長期間開催のイベントは行えないでしょうか。 

・クリスマスイベントは開催されないでしょうか。 

・映像をメインにしたイベントは行えないでしょうか。 

・北見ならではを活かした地域と一体となるイベントは企画できないでしょうか。 

・若い人をメインに考えたイベントを企画できないでしょうか。 

・できる範囲で小さくともイベント行事を増やしていくことが大切だと思いますので企画できないでしょうか。 

・北見主催の大会を増やせないでしょうか。 

・小公園を活用したイベントを増やせないでしょうか。 

・サバイバルゲームの大会を行えないでしょうか。 

・コロナでも楽しめるイベントを企画できないでしょうか。 

・市民会館でお笑いライブを企画できないでしょうか。 

・イベント行事をＮＨＫで放送いただくことはできないでしょうか。 

・北見市主催でネットゲームの大会はできないでしょうか。 

・コロナウイルスの影響で青春イベントがなくなった高校生が楽しめる行事を作れないでしょうか。 

・若松スキー場で夏の野外フェスは行えないでしょうか。 

・北見でプロ野球の試合を開催できないでしょうか。 

・焼き肉の祭りを増やすことはできないでしょうか。 

・玉ねぎを活用した祭りは行えないでしょうか。 

・豆まきイベントを大きくできないでしょうか。 

・カーリングに触れる機会を増やせないでしょうか。 

・文化行事の企画、増やしていくことはできますでしょうか。 

・ラーメンに関してのイベントは行えませんか。 

・北見で長年やっているお祭りの規模を大きくすることはできませんか。 

・You tube をイベントに活用できないでしょうか。 

・祭り、イベントの規模を縮小せずに行うことはできないのでしょうか。 

・ぼんち祭りと同等の規模のイベントを作ることはできないでしょうか。 

・毎年やっているイルミネーションは北見を盛り上げていると思うのですが今後も継続されますか。 

・祭り、イベントが地元民しか対象にしていないと感じますがどう思われますか。 

・ロコソラーレのパレードは行われませんか。 

・ハーフマラソンのようなイベントを増やせませんか。 

・北見以外の地域の人を目的としたイベント開催はいかがでしょうか。 

・インバウンド対策についてお考えございますか。 
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項目２ 商業施設に関して（内容が同じものは統合） 
・若い人から年配の方まで需要のある施設を誘致できないでしょうか。 

・若い人のニーズに答えた店舗の誘致はできないでしょうか。 

・駅前商店街に若者のニーズに合わせた施設の充実が必要だと思いますが開発計画はされないでしょうか。 

・家族で遊べる室内施設を作ることはできないでしょうか。 

・川東地区は開発されないでしょうか。 

・子供が楽しむことに特化した施設が無いと感じられますが作られることはないでしょうか。 

・バスの本数を増やす取り組みは行えますか。 

・駅前商店街をシャッター街にしない取り組みは行えないでしょうか。 

・パラボを若者が利用しやすいようにできないでしょうか。 

・店舗を一つの区画に纏めた利用しやすいエリアを作れないでしょうか。 

・空いている土地の有効活用を推奨できないでしょうか。 

・廃業したパチンコ店は他施設に転換できないのでしょうか。 

・駅前に人が集まるのでそのことを活用することはできないのでしょうか。 

・若手経営者の起業支援を行うというのはいかがでしょうか。 

 

項目３ 北見のアピール（内容が同じものは統合） 

・花を活かした活動はできないでしょうか。 

・まちが寂しいと感じますが、改善し北見をアピールできるようにならないでしょうか。 

・意外性のある新しい特産品を作ることはできないでしょうか。 

・ジビエを活用していくことはできないでしょうか。 

・他自治体の特産品を参考に開発できないでしょうか。 

・観光名所を増やすことで北見のアピールができないでしょうか。 

・ネット発信を活用した取り組みは行えないでしょうか。 

・少しずつでも北見のことを周りに広げていく取り組みはできないでしょうか。 

・ゆるキャラの認知向上は行われますか。 

・出産後の育児に手厚い補助を行い発信していくことはできないでしょうか。 

・漫画を用いた地域のアピールは計画できないでしょうか。 

・北見に来ないと食べられない名物を増やすことはいかがでしょうか。 

・毎年好評なイルミネーションを毎年継続して行い、規模を大きくしていくことはできないでしょうか。 

・北見市のパンフレット作製はいかがでしょうか。 

・まちづくり活動を推進していくのはいかがでしょうか。 

・まちのリニューアルを進めていくことはできないでしょうか。 

・人口増加、若い人の誘致に対しての取り組みは行えないでしょうか。 

・観光大使を有名にする取り組みはできないでしょうか。 

・広報活動の強化と広報規模を大きくすることはできないでしょうか。 

・メディアに取り上げてもらう機会を多く作るようにするのはいかがでしょうか。 

・北見がギネス記録に挑戦するのはいかがでしょうか。 

・北見を使用した映画、ドラマ等の撮影を誘致することはできないでしょうか。 

・新しい産業ジャンルに挑戦し成功させられないでしょうか。 

・祭り、イベントなどの際に SNSを使用した広報を拡大させていけないでしょうか。 

・北見がカーリングで盛り上がっていると実感できていませんが盛り上がっていますか。 

・カーリング以外のスポーツ団体、クラブの PRにも力を入れていくのはいかがでしょうか。 

・カーリングのまちであることを日本、世界に発信するのはいかがでしょうか。 

・北見のプロスポーツ団体を作ることに投資を行うのはいかがでしょうか。 

・ミントを PR し観光につなげられないでしょうか。 

・北見の優れているところを PR していく必要があるのではないでしょうか。 

・ラグビーの普及に力を入れられないでしょうか。 

・自然を活かした PR活動は行えないでしょうか。 

・情報発信の強化を目的に You tubeｒへの支援を行うのはいかがでしょうか。 

・ファミリーランドの改装（日本一の目玉を作る）屯田兵を題材としたアニメ制作、大通りにジップラインレールの設置はい

かがでしょうか。 

・スケート、スキーの授業に加えカーリングの授業は行えないでしょうか。 

・おいしいご飯屋さんの紹介する取り組みはいかがでしょうか。 

・映えスポットを作成するのはいかがでしょうか。 

・災害が少なく住みやすい土地であることを PRするのはいかがでしょうか。 

・テレワークを利用し北見に住んでいても都会の仕事ができるよう環境を整備し PRするのはいかがでしょうか。 
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項目４ 公共施設（内容が同じものは統合） 

・公園を増やすことが必要だと思いますが計画できますでしょうか。 

・大きな体育館があると良いと思いますがいかがでしょうか。 

・アスレチック、外遊びのできる施設を作ることはできますか。 

・使われていない建物の有効活用はできないのでしょうか。 

・サバイバルゲームを行える場所は作れませんか。 

・学生が勉強、休憩が行える施設は作れないでしょうか。 

・芝生のグラウンドは作れないでしょうか。 

・子供向け施設は作れませんか。 

・テニスコートを増やすことはできないでしょうか。 

・北海学園大学跡地は活用できないのでしょうか。 

・動物園は作れませんか。 

・カーリング場など北見ならではのものをもっと増やすことはできますか。 

・常呂川に魚の放流施設を作り、釣りの観光施設にするのはいかがでしょうか。 

・大学を増やすことはできませんか。 

・スケボーパークは作れないでしょうか。 

・大型アリーナ施設の建造は検討いただけないでしょうか。 

・北見の強みを前面に押し出した施設は作れませんか。 

・道の駅を作ることはできないのでしょうか。 

・噴水を作り人が集まる場所を増やせないでしょうか。 

・キャンプ場を増やすことはできませんか。 

・自然がたくさんあるのでキャンプ設備を整えるのはいかがでしょうか。 

 

項目５ ボランティアに関して（内容が同じものは統合） 
・地域ボランティアの開催が必要だと思いますがいかがでしょうか。 

・清掃ボランティア活動が必要だと思いますがいかがでしょうか。 

・花を植えるボランティア活動は行われないでしょうか。 

・リサイクル活動など、地域でできる SDGｓに関わる活動はいかがでしょうか。 

 

項目６ 交流会に関して（内容が同じものは統合） 
・若い人と高齢者との交流会の機会を設けていただくことはできますでしょうか。 

・地方との交流の場を設けていただくことはできますか。 

・海外交流の機会は今後作られていくでしょうか。 

・いろいろな人との交流を目的とした機会を設けていただくことはできますでしょうか。 

・地域に住む人との意見交流の場を設けていただくことはできますでしょうか。 

・若者の意見を聞いていただく場を設けていただくことはできますでしょうか。 

・職業体験の機会を設けていただくことはできないでしょうか。 

・市民の声を汲み取って必要とされることにお金を使用してほしいと思っていますが機会を設けていただくことはできま

すか。 

・近所の方への挨拶習慣を行う取り組みを行っていただけないでしょうか。 

・市の取り組みを市民と共有する仕組みを作れないでしょうか。 

・小さいころから北見に好印象を持ってもらう取り組みはできないでしょうか。 

・若者がまちづくりに参加したと思う取り組みはできないでしょうか。 

・学校同士の交流の場を増やすのはいかがでしょうか。 

 

項目７ 交通手段に関して（内容が同じものは統合） 
・交通事業の実施は行えませんか。 

・交通の不便は無くなりませんか 

・バス、汽車の本数を増やしてもらうにはどうすればいいですか。 

・バスなどの交通機関が優先して走れる道路など整備できないでしょうか。 

・カーリングホール行きのバスを増便できないでしょうか。（カーリング部ですが徒歩でのホールまで移動のため） 

 

項目８ 進学に関して（内容が同じものは統合） 
・進学先がないから多くの若者は札幌に行きます。改善されますでしょうか。 

・進学先、就職先の拡充は行われないでしょうか。 
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質問４ まちづくりの課題に関して（地域住民アンケート） 
 

項目１ 北見で暮らしているなかで感じている地域の課題に関して 
 

人口に関して 

・人口減少についてどうお考えでしょうか。 

・北見の市民の満足度向上が今後の人口減少対策になると考えることはできますでしょうか。 

人口流出に目を向ける前に現在北見に住んでいる人の満足から北見が良い町だと北見外に伝わることで減少対策に

はつながりませんでしょうか。 

・人口減少の要因に関して北見に来る・留まる魅力に関しお考えをお聞かせください。 

・少子化問題に対し低所得者への支援にお考えはございますか。 

・都市部への若年人口の流出が課題であると思いますがお考えをお聞かせください。 

・近い将来に人口減少が進むことが予想されますが、どんな対応策を考えていますか。 

・就職出来る企業が少ないため、地元に残らず札幌等都会へ行ってしまう。人口が減り衰退していっている現状をどの

ようにお考えでしょうか。 

・就職先はあるものの若い世代が北見に残らない或いは北見から一度出て戻ってくる人が少ない事は課題の一つかと

考えます。 

・人口を増やすために努力されていることはございますか。 

・スーパーシティ構想が内閣府を主導に、各都市に導入を検討しております。住みやすい街に人は移動することが懸念

されますが、より住みやすい北見市にするために考えている政策があれば教えて下さい。 

 

教育に関して 

・小中学校のオンライン授業を増やす→不登校・いじめの問題がかなりなくなる→子育てしやすい町として移住者増を図

るといったことを検討いただけないでしょうか。 

・体育の授業にカーリングを入れることを検討いただけないでしょうか。 

・地区大会など、大勢集まれる施設がないため、招致しずらいので改善いただけないでしょうか。 

・高校の再編など。（留辺蘂高校の募集停止などの話があったので、どのように考えているか？） 

・美術館など本物の芸術を見る機会がないことはどう思われますか。 

・高校の給食化はいかがでしょうか。 

・教育（学力向上、生活指導）についてのお考えはございますか。 

 

子育てに関して 

・１人親の支援が弱いと感じますがどう思われますか。 

・端野町あたりに道の駅と子供が広々と遊べる施設（網走や紋別にあるような）があれば活性化できると思いますがい 

かがでしょうか。 

・子育てしやすい環境の整備が必要だと感じますがお考えはございますか。 

・子供の遊び場が少ないと親世代は感じておりますがいかがでしょうか。 

 

医療、福祉に関して 

・夜間の一時救急の充実化が必要だと感じておりますので行政として支援いただけないでしょうか。 

・福祉が充実していないと感じられますので今後充実していきますでしょうか。 

・夜間救急病院の充実化についてお考えはございますか。 

・生活保護の取り締まりはされているのでしょうか。 

 

公共施設に関して 

・コンベンションホールなどのイベントを受け入れる建物が必要だと思いますがご検討いただけないでしょうか。 

・公共施設の採算はとれているのでしょうか。老朽化している建物など管理方法を見直し採算性を高めるのはいかがで

しょうか。今、あるものを見直して活かしていくことはできますでしょうか。 

・アウトドア施設の充実に力を入れてほしいと考えておりますが計画いただくことはできますでしょうか。 

 

商業について 

・新しいビジネスを生み出す場が少ないと思いますので支援いただけないでしょうか。 

・インバウンド対策（観光客が少ない）はどうお考えですか。 

・ファミリーでも一人でも楽しめる商業施設が有れば休日を今以上に楽しいものに出来ると思います。 

・今さらではありますがもし、コロナ禍が継続するようなら札幌などに比べて感染総数が少ない北見は温根湯温泉や市

内アクティビティの観光行楽推奨支援を市民に行い長期連休における帰省の抑制に取り組むことはできないでしょう

か。飲食の支援に目がいきがちですが地元資源で完結する観光事業の地産地消はいかがでしょうか。 
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まちづくりについて 

・まちづくりへの参加者が少ないと感じますが積極的に活動されてますでしょうか。 

・４自治区が力を合わせて行えるイベントを企画いただけないでしょうか。 

・人と人の関わる機会がへっているので機会の創出に力をいれていただけないでしょうか。 

・文化度が低いような気がします。市民で上げていくような取り組みが欲しいと感じていますがいかが思われますでしょう

か。 

 

他質問まとめ 

・交通ネットワークによる連携の強化が必要（各都市部への移動距離が長いため）と感じておりますがいかがでしょう

か。 

・北見は情報発信が弱いと感じるので市で情報発信課などの専門的な取り組みはできないものでしょうか。公共機関な

ので難しい部分があるとは思いますが工夫して情報発信を強化するのはいかがでしょうか。 

・財政健全化、人口減少問題、コロナ禍における生活困窮者支援 

・スポーツ振興などを考えた時にプロスポーツチームの合宿誘致などは考えていますか？ 

・若い世代が楽しめる場所の確保についてお考えはございますか。 

・未婚者のマッチングに関して取り組んでいただくことはできますでしょうか。 

・除雪のレベル向上に関して取り組めることはございますか。 

・冬に限定ですが、除排雪が悪いことについてどう思われますか。 

・市に新規事業を行える財源の余裕があったとしたらどんな事業を行いますか？ 

 

複数質問１ 

○議会をする前に全議員、自由参加で今の問題点を情報共有する時間を設けたら良いと思う！北見の未来会議と言う

感じで自由参加にて行い市民の声を共有して問題を解決する方法を考える！あくまでも自由参加で！それで議員の

本気度が伝わる！それにより市民が本気の議員に北見市の問題、課題をリアルに伝えられる事により、本気の北見

市の改革が始まると思う！高齢者ばかりの支援対策が目立ちますがとても違和感を覚えます。票集めなのか？高齢

者対策は当たり前とし、１番は子供達が北見市に住みたいと思わせる街づくりが大切で、北見市に住みたいと思わせ

る街作り、移住者を増やし納税者を増やす。 

改革出来る北見市に期待します。ご検討いかがでしょうか。 

 
複数質問２． 

・北見市はオホーツクの中核都市としての物流拠点の機能があると思っています。物流網が複雑化しサプライチェーン

がフレキシブルに変化する近年、中核都市として北見市は今後、どのような機能拠点になれるのかイメージ像があれ

ばお聞かせください。 

・「公共交通について」高齢者の免許返納が推進されているが、個人的な移動手段を失った市民へのフォローと経費に

ついてお伺いできますでしょうか。 

・「公共施設の不足について」オホーツク総合振興局が網走市に設置された為か、北見市に比べ人口約４分の１の網走

市の方が充実しているように感じる。公園などの緑地管理費増加も問題となっていることからある程度の統廃合と刷新

が必要ではないでしょうか。 

・「企業や学生の誘致について」東川町の起業家支援事業や留萌市の音楽合宿誘致事業を参考に北見市として行動を

起こして地域の活性化に繋げることはできますでしょうか。 

・「ロコソラーレ」平昌オリンピックで銅メダル獲得後は北見市に注目が集まり、ふるさと納税などによる北見市への納税

が飛躍的に上がったが短期的なものであった。再度彼女たちがくれたチャンスを活かすことはできますか。 

・「伝統となりえる行事」北見ぼんちまつりで行われる屯田大綱引きの様な北見市の伝統たり得る行事の継続と創出が

市民の郷土愛と観光収入に繋がるのではないでしょうか。 

 
複数質問３ 

１．市内・端野・常呂・留辺蘂の全ての小学から高校までの配置等どのように考えているか？ビジョンをお示しください。 

２．市内から各問屋・メーカーが撤退してビジネスホテルだけは忙しいですが温根湯温泉地区に於いては衰退する一方

ですが温根湯温泉地区を奥座敷と言う人もいますがどのように観光として考えているかお示しください。 

３．留辺蘂地区の国道だけ１車線道路で（迂回道路もない）ある事をどのように考えていますか？                    
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複数質問４ 

①市民の事を考えてると思えない薄っぺらい政策 

②子ども達の通学に対して安心安全でない道路 

③各学校によって対応の違う悪天候、コロナ対応 

④反社会勢力がのさばらし 

⑤除雪が下手過ぎる 

⑥コロナ禍に対しての飲食店への補填が他地域に比べて少ない 

⑦市が様々なまちづくり事業に対し関与が薄い 

に関し質問させていただきます。 

 

複数質問５ 

１ ワクチンの接種が遅い 

２ 子育て支援を充実してほしい、目的は、子供の人口増加、他の町からの移住 

３ 移住者の支援強化、自然豊かなこの北見市をアピール 

４ 若い世代の住みやすい街づくり 

に関し質問させていただきます。 

 

複数質問６ 

・市議会の中継のアーカイブ化 そして質疑応答は一問一答にしないと行政側の回答が非常にわかりづらいですので 

 改善いただくことはできますでしょうか。 

・市役所職員の積極的なテレワーク化で、民間へのテレワークの推進をする→出勤の必要がない業種者の移住者増を

図るといったことは検討いただけないでしょうか。 


