名寄市立大学図書館

パスファインダー

名寄市
Nayoro city

作成日：2013.4.1
更新日：2018.9.15
名寄市のキャッチフレーズ
「星・雪・きらめき 緑の里なよろ」(2007.3.16 制定)
名寄市の花/オオバナノエンレイソウ 木/シラカバ 鳥/アカゲラ
(2006.7.25 制定)

マスコットキャラクター：なよろう
「なよろう」の利用について
http://www.city.nayoro.lg.jp/section/eigyou/vdh2d10000008bp7.html
✎関連する授業：
「公衆衛生看護学概論」
「地区活動論」「保健指導論」

〉〉
〉名寄市についての調べ方案内〈
〈
〈
名寄市の基本情報
◆位置・地勢・人口・市章・市民憲章などは、名寄市ポータルサイトに載っています。
http://www.city.nayoro.lg.jp/visit/cat1/vdh2d1000000ahpg.html#visit01s0
(トップページ＞ようこそ名寄市へ＞名寄市のプロフィール)
また、
「移住・定住情報」には名寄市の案内がコンパクトにまとめられています。
最新の市勢要覧も PDF ファイルで公開されています。
☀更に詳しい情報は次の資料にあります。
内容
資料名
総合的な内容
『名寄市の統計』
＊市のホームページからも
18/20/22/24/26/28 年度版が見られます。
位置や地勢（旧名寄市） 『新名寄市史 第 3 巻』名寄市 2002
→「第 5 部 自然」
位置や地勢（旧風連町） 『風連町史 第 2 巻』風連町 1999
→「第 1 編第２章 まちの自然環境」
人口（旧名寄市）
『新名寄市史 第 3 巻』名寄市 2002
→「第 7 部 統計」に明治 30 年～平成 12 年
人口（旧風連町）
『風連町史』風連町 1967 →第 1 編第 2 章
「戸数と人口」に昭和 40 年まで
『風連町史 第 2 巻』風連町 1999 →第 2 編
第 1 章 「町政」に昭和 41 年～平成 9 年
地名・由来
『北海道の地名』平凡社 2003

請求記号

R211.4/N/
3
R211.4/F/2
R211.4/N/
3
R211.4/F/1

配架場所
司書室
Web
3F 市町村史
3F 市町村史
3F 市町村史
3F 市町村史

R211.4/F/2
R291.03/H

3F

名寄市の歴史
おおまかな年表は上記のポータルサイトから「名寄市のあゆみ」として、掲載されています。
詳しく調べるには次のものを利用しましょう。
資料名
請求記号
配架場所
年表
『名寄市の統計』巻末に年表があります。
司書室
年表（詳細） 『新名寄市史 第 3 巻』
「名寄のあゆみ」として、1807- R211.4/N/3 3F
1999 の年表があり、１巻・２巻における掲載ページも示
市町村史
されています。
分野ごとの
『新名寄市史 第 1 巻』先史時代～昭和 20(1945)年まで R211.4/N/1 〃
歴史
『新名寄市史 第 2 巻』
昭和 20(1945)年～平成 9(1997) R211.4/N/2 〃
年まで（内容によっては年代を超える場合があります）
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歴史写真
史話
回想録
史料

『風連町史』先史時代～昭和 41(1966)年まで
『風連町史 第 2 巻』昭和 42(1967)～平成 9(1997)年
『名寄はじめて物語』名寄市北国博物館/編 2004
『写真集なよろ戦前編』学海堂書店 1986
『なよろ百話』
『なよろ百話 続』
『なよろ百話 続々』『なよ
ろ百話 第 4 集』1967,1986,2000,2007
『名寄叢書』③道北地方のチャシ ⑤名寄の古建築物 ⑥北風磯吉
資料集

歴史地図

⑨名寄歴史地図史料集

⑩名寄歴史文献史料集

『天塩國上川郡名寄市街明細圖』

R211.4/F/1
R211.4/F/2
081.2/N
211.4/N
211.4/N

〃
〃
3F
3F
3F

081.2/N

3F

081.2/N

司書室

など

名寄市の人口動態〈出生・死亡・婚姻・離婚等〉
☀人口の推移や構成を調べるには、国勢調査の結果を利用するとよいでしょう。
（名寄市トップページ >> 市政・行政情報 >> 名寄市の統計 >> 名寄市の統計）
→人口と世帯数の推移・男女別人口ピラミッドなどがグラフになっています。
☀出生数・死亡数・原因別死亡数などの統計は名寄保健所の「便利情報（各種資料・統計情報）を
利用するとよいでしょう。
http://www.kamikawa.pref.hokkaido.lg.jp/hk/nth/index.htm
また、
『道北地域保健情報年報』(2000～2010)の CD-ROM もあります。
（R1-33～47・本館司書室）
☀『北海道保健統計年報』では北海道全体の統計を見ることができます。
（平成 20 年以降）
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/sum/hoso/hotou/hotou01/nenpou.htm

名寄市の政治・行政
◆国政
選挙（衆議院議員総選挙・参議院議員通常選挙）～公職選挙法に基づいて行われます。
資料名
請求記号
配架場所
『六法全書』有斐閣 →公職選挙法第３章「選挙に関する区域」 R320.91/R/2012-1
3F
☀北海道における国政選挙に関すること（制度・選挙区図・過去の選挙結果・投票率推移など）は、
北海道選挙管理委員会のサイトで調べることができます。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hs/index.htm
☀名寄市における過去の国政選挙データは次の資料に載っています。
資料名
請求記号
配架場所
『名寄市の統計』
〈議会・行政・選挙〉～有権者数・投票率など
司書室
『新名寄市史 第 3 巻』第 7 部統計“選挙”(S22～H12)
R211.4/N/3
3F 市町村史
『風連町史第 2 巻』第 2 編第 1 章第 10 節“各種選挙”(S42～H10) R211.4/F/2
3F 市町村史
◆道政
道議会議員選挙～選挙区図・北海道議会議員選挙結果は上記の北海道選挙管理委員会のホームペー
ジにあります。公職選挙法に基づいて行われます
☀議員名簿や会派は北海道議会のホームページに記載されています。
http://www.gikai.pref.hokkaido.lg.jp/
◆市政
名寄市長・市議会議員選挙～公職選挙法に基づいて行われます。現在の市議会議員・会派は名寄市
議会のホームページで確認できます。http://www.city.nayoro.lg.jp/ny_cntnt/assembly/
過去の選挙結果・歴代首長・歴代議員については、次の資料に掲載されています。
資料名
請求記号
配架場所
『名寄市の統計』
〈議会・行政・選挙〉＊市のホームページでも見ること
司書室
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ができます。
《歴代議長・副議長、歴代首長・副市長》
『新名寄市史 第 3 巻』第 7 部統計“選挙”《歴代首長、S30～H11
R211.4/N/3
3F 市町村史
の議会議員選挙結果》
『風連町史第 2 巻』第 2 編第 1 章第 10 節“各種選挙”
R211.4/F/2
3F 市町村史
《歴代首長、町議会議員選挙結果(S42～H9》
市議会については次の資料があります。
資料名
内容
『議会だより なよろ』
定例会・臨時会における決議事項、一般質問、各委員会報告、議会日誌など
『会議録』
定例会・臨時会におけるすべての記録が掲載されています。
名寄市議会ホームページ
市のトップページから見ることができます。議会のしくみなども解説されて
います。また上記の出版物もファイルで公開されています。
◆名寄市の行政
内容
行政組織

行政計画
まちづくり概要
施策の成果
行政のしくみ

資料名
『広報なよろ』平成 22 年３月号別冊に載ったものを Web 上に
PDF ファイルで公開しています。
市の HP では「各課のご案内」を見るとよいでしょう。
「名寄市総合計画 (第 2 次) 」が市の HP で公開されています。
ダイジェスト版が図書館パンフレット架にあります。
市政執行方針は『広報なよろ』各年度の４月号に掲載されています。
『主要施策の成果報告書』各年度版
『行政ってなんだろう』新藤宗幸 岩波書店 2008(BJ317/S) など
が参考になります。

◆北海道の出先機関・上川振興局の出先機関
資料情報
上川総合振興局のページから各課・出先機関を選び、業務窓口を検索することもできま
す。http://www.kamikawa.pref.hokkaido.lg.jp/index.htm
タウンページ旭川市・上川・北空知地方版 NTT 東日本
→官公署掲載ページに“国の機関”
（省庁ごと）
、
“裁判所”
“都道府県機関”等の項目が
あり、名寄市にある官公署が簡単にわかります。
＊また、
「タウンページライブラリー」というウェブサイトから見ることもできます。
http://www.denwacho.ne.jp/

配架場所
web

2F
2F
(市立図書館)
3F 新書

配架場所
web
（大学事務局）
（本館管理室）
web

名寄市の財政
◆歳入・歳出
市のホームページに公開されています。
（トップページ >> 市政・行政情報 >> 財政状況 >> 財政状況等）
☀財政に関しては次の資料が参考になります。
内容
資料名
自治体財政のし
『一番やさしい自治体財政の本』小坂紀一郎
くみ
学陽書房 2007
『地方財政を学ぶ』沼尾波子ほか 有斐閣 2017
都道府県の財政
『今がわかる時代がわかる日本地図』成美堂出版
各種データ・順位 2012
名寄市の各年度
『広報なよろ』各年 4 月号＊市のホームページでも公開
予算・決算
されています。
『各会計予算書』
『各会計歳入歳出決算書』
名寄市の過去の
『新名寄市史 第 3 巻』→Ｍ42 年～Ｈ11 年の歳入・
財政
歳出が載っています
『名寄市の統計』→発行年前 3 年間の資料が載っていま
す。
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請求記号
349/K

配架場所
3Ｆ

349.21/C
R291.038
/S

3F
3Ｆ
2F

R211.4/N
/3

司書室
3F 市町村史
司書室

名寄市の財政概
『新名寄市史 第 2 巻』第１編第 2 章「財政の変遷」な R211.4/N
3F 市町村史
況
ど
/2
☀財政関係の各種データは総務省のホームページに掲載されています。財政力指数などがわかります。
http://www.soumu.go.jp/iken/jokyo_chousa_shiryo.html
（総務省トップ >政策 >統計情報 >地方財政状況調査関係資料）
☀税の関しては国税庁の「税について調べる」のところにわかりやすい解説があります。

名寄市の産業
◆産業別就業人口
『名寄市の統計』
「2.人口」に“産業別就業人口”調査結果があります。（国勢調査による）
全国および北海道の調査結果は次のところで公開されています。
総務省統計局・政策統括官・研修所 http://www.stat.go.jp/data/nihon/19.htm
（ホーム > 統計データ > 日本の統計 > 第 19 章 労働・賃金＞“都道府県別、産業別就業者数”
）
◆名寄市の農業
内容
資料名
農家戸数
『名寄市の統計』に調査結果があります。
（もとの資料は農林水産省・農林業
センサス）http://www.maff.go.jp/j/tokei/census/afc/index.html
農作物出荷
『北海道農林水産統計年報』北海道農林統計協会 毎年発行
量など
→水稲・麦・大豆・そば・主要野菜について市町村別作付面積や収穫量・出
荷量が載っています。
『名寄市の統計』
「3.農業」に“主要農作物作付面積及び収穫量”があります。
（発行年前３年間）市のホームページからも見ることができます。
『ミニなんばん BOOK』北海道農林統計協会 毎年発行
→耕地面積・主要作物の北海道内地町村ランキングが載っています。
名寄市の
ＪＡ道北なよろのホームページに、風連・名寄地区の農業の概説や特産品の
農業の特徴
紹介があります。
http://www.ja-douhokunayoro.or.jp/index.html
名寄市の
『新名寄市史 第１巻』第 2 部第 2 編 第 1 章/第 3 部第 2 編第 1 章「農業」
農業の歴史
『新名寄市史 第 2 巻』第 4 部第 2 編 第 1 章「農業」
『風連町史 第 2 巻』第 3 編 第 1 章「農業」

配架場所

2F
西側雑誌
司書室
2F
西側雑誌
web

本館・分館

◆名寄市の第二次産業
主な統計は『名寄市の統計』にありますが、もとの資料は次のところにあります。
《製造業の事業所数・従業員数など》
経済産業省の工業統計調査から調べることができます。
http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/kougyo/index.html
（ホーム＞統計＞工業統計調査＞調査の結果＞統計表一覧＞ 市区町村編）
《商店数など》
経済産業省の商業統計調査から調べることができます。
http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/syougyo/result-2.html
（ホーム＞統計＞商業統計＞調査の結果＞統計表一覧＞ 確報データから産業編市町村表を選択）
◆名寄市の第三次産業
就業別人口は前述のとおりです。また、市のホームページから国勢調査の調査結果を見ることもでき
ます。
(トップページ > 市政・行政情報 > 名寄市の統計 > 名寄市の統計 > 平成２9 年国勢調査人口等基本
集計結果
※平成 12 年以降の調査結果が公開されています。

名寄市の交通
◆日本各地からのアクセス
東京・札幌などからの所要時間は名寄市のホームページや観光パンフレットなどに記述があります。
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また Yahoo!、NAVITIME などの乗換案内を利用するとよいでしょう。
☀航空
旭川空港ターミナル
http://www.aapb.co.jp/
→旭川空港からの就航路線・時刻表・連絡バス時刻・発着状況などがまとめてわかります。
全日本空輸(ANA)
http://www.ana.co.jp/
AIR DO http://www.airdo.jp/ap/index.html
日本航空(JAL)
http://www.jal.co.jp/
アシアナ航空 http://jp.flyasiana.com/C/ja/main.do
t’ way 航空 https://www.twayair.com/main.do?_langCode=JA
エバー航空
https://www.twayair.com/main.do?_langCode=JA
タイガーエア台湾
http://www.tigerairtw.com/jp/

☀鉄道
JR 北海道 http://www.jrhokkaido.co.jp/
→路線・時刻表・運行状況・お得な切符などの情報があります。
→名寄駅についての情報もあります。
（JR 北海道トップ> 駅・鉄道・旅行 > 駅の情報検索（各駅時刻表など）> 名寄）
☀バス
道北バス
http://www.dohokubus.com/
→都市間高速バス「高速なよろ号」
（札幌↔名寄）、路線バス（名寄↔旭川）の時刻表・運賃表な
どが載っています。
名士バス
http://meishibus.com/
→名寄市を中心にした 10 路線の時刻表・運賃表・経路図が載っています。
◆名寄市の道路
名寄市の道路状況・都市計画道路については『名寄市の統計』
「6.道路・公園・住宅・河川」に
掲載されています。
◆交通全般について更に調べるには次のものがあります。
内容
資料名
名寄市の
『新名寄市史 第１巻』第３部第 5 編 交通・運輸・治水
交通の歴史
『新名寄市史 第 2 巻』第 4 部第 5 編 交通・運輸・治水
『風連町史 第 2 巻』第 7 編 交通・運輸・通信
道路の種
国土交通省：
「道路行政の簡単解説」
類・定義
(ホーム > 政策・仕事 > 道路)
鉄道の歴史
『名寄本線』名寄本線代替バス運営協議会 1990

請求記号
R211.4/Ｎ/1
R211.4/N/2
R211.4/F/2
web

配架場所
3F 市町村史

686.211/H

3F

名寄市の上下水道・電気
◆名寄市の上下水道
普及率・配水量などの統計は『名寄市の統計』にあります。
市の建設水道部より、水道ビジョン・水質検査結果などが提供されています。
（トップページ＞暮らしの情報＞上下水道）
上水道に関する全国の統計などは厚生労働省の「水道の基本統計」から調べることができます。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/database/kihon/
下水道に関する統計・指標などは国土交通省の「下水道データ室」から調べることができます。
http://www.mlit.go.jp/crd/sewerage/data/index.html
また、日本下水道協会のホームページからも都道府県・市町村別普及率などがわかります。
http://www.jswa.jp/
（ホーム > 下水道について > 下水道の FAQ ）
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◆名寄市の電気
市内の電力需要状況などは『名寄市の統計』にあります。
北海道の販売電力量・最大電力の推移などは北海道電力のホームページから調べることができます。
http://www.hepco.co.jp/corporate/company/profile/profile.html
（HOME > 会社案内 > 会社情報）

名寄市の消防・警察
◆名寄市の消防
救急出動件数などの統計は『名寄市の統計』にあります。
また、上川北部消防事務組合消防本部のホームページに「統計情報」があります。
https://www.kh119.jp/~honbu/toukei/syutudou.html
◆名寄市の警察
名寄市の交通事故件数・犯罪発生件数などは『名寄市の統計』にあります。
また、名寄警察署（北海道警察旭川方面名寄警察署）のホームページには、前出件数のほか、交通
事故マップ・事件事故速報などもあります。
http://www.nayoro-syo.police.pref.hokkaido.lg.jp/index.html

名寄市の災害
内容
防災
気象災害の用語

名寄市の気象概況
水害の歴史

雪害の歴史
冷害の歴史

資料情報
「防災マップデータ」が市のホームページにあります。
想定最大規模の降雨における各地区の避難経路・避難場所が示されています。
気象庁のホームページに解説があります。
http://www.jma.go.jp/jma/index.html
ホーム > 気象等の知識 > 予報用語 > 災害
『名寄市の統計』にあります
『新名寄市史 第 1 巻』第３部第 5 編第５章「治水と河川環境」に洪水の記述
『新名寄市史 第 2 巻』第 4 部第 5 編第 6 章「治水」に洪水の記述
『風連町史 第 2 巻』第 8 編第 1 章「防災」に風水害の記述
『新名寄市史 第 2 巻』第 4 部第 11 編第 3 章「北国名寄」に大雪の記述
『新名寄市史 第 1 巻』第３部第 2 編第 1 章“続いた冷害”の記述あり。
『新名寄市史 第 2 巻』第 4 部第 2 編第 1 章“連続冷害一覧”の表あり。
〃
“冷害と救農土木事業”の記述あり。

名寄市の教育
内容
名寄市の教育財政

名寄市の教育の歴史

市内幼稚園の概要
市内小中学校の概要

市内高等学校の概要

資料情報
『教育なよろ』に教育関係の予算額が載っています。市のホームページから閲覧可
能。（トップページ> 文化・教育・スポーツ> 学校・教育委員会> 教育なよろ）
司書室にもあります。
『名寄市各会計歳入歳出決算書』
『各会計予算書』が司書室にあります。
『教育なよろ』に旧名寄市・旧風連町を含めた名寄市の教育沿革が載っています。
『新名寄市史』
『風連町史』にそれぞれ記述があります。
『新名寄市史 第 3 巻』には学校系統図・児童生徒数推移などが載っています。
＊現在、名寄市街地区小学校の統廃合を検討中です。
『教育なよろ』に正式名称・所在地・園児数・代表者名などが載っています。
『新名寄市史 第 2 巻』第 4 部第 6 編第 4 章に沿革や特色が載っています。
『教育なよろ』に所在地・児童生徒数・学級数などが載っています。
＊通学区域外就学制度（バリアフリースクール）についての記述もあります。
『新名寄市史 第 2 巻』第 4 部第 6 編第 2 章に沿革などが載っています。
『教育なよろ』に「その他の学校一覧」として、載っています。
『新名寄市史 第 2 巻』第 4 部第 6 編第 3 章に沿革などが載っています。
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名寄市立大学

名寄市の社会教育

『教育なよろ』に沿革・概要が載っています。
『新名寄市史 第 2 巻』第 4 部第 6 編第 5 章に“市立名寄短期大学”として詳し
い沿革などが載っています。
『市立名寄短期大学 30 年史』
『写真でつづる市立名寄短期大学 40 年のあゆみ』
→歴史の詳細がわかります。
『私の回想録』池田幸太郎 →短大開学に奔走した当時のことが語られています。
『教育なよろ』に各施設の概要・事業などが載っています。

名寄市の保健医療
◆北海道の保健医療について
内容
資料情報
北海道の医療計画
「北海道医療計画」に載っています。（道・保健福祉部）
医療圏
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/cis/iryokeikaku/aratanairyoukeikaku.h
tm
北海道の保健統計
道・保健福祉部総務課では平成 20 年から最新版までを web で公開しています。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/sum/hoso/hotou/hotou01/nenpou.h
tm
◆上川北部の保健医療について
内容
資料情報
上川北部地域の 上川総合振興局保健環境部名寄地域保健室（名寄保健所）より「上川北部地域推進方針」
医療計画・現況 が策定されています。地域の概況・受療動向・疾病や分野ごとの地域連携などが詳しく
載っています。
http://www.kamikawa.pref.hokkaido.lg.jp/hk/nth/kakupage/suisinhousin.htm
現状の分析などは「道北圏地域医療再生計画」も参考になります。
また、医療介護総合確保促進法に基づく「平成 26 年度北海道計画」には、道北圏の「ポ
ラリスネットワーク」等の計画が載っています。
（PDF ファイル）
上川北部の保健 『道北地域保健情報年報』に載っています。本館に平成 12 年版からの CD-ROM が
統計
あります。また、上川総合振興局・保健行政室の“便利情報”に平成 20 年からのファ
イルが公開されています。
◆名寄市の保健医療について
内容
資料情報
名寄市の医療施設数・病床数 『名寄市の統計』にあります。
名寄市の保健活動
『名寄市の保健活動報告』に名寄市の保健医療の概要や保健事業の計画と
分析が載っています。司書室にあります。
名寄市の健康増進計画
『健康なよろ 21(第２次)』が司書室にあります。
名寄市立総合病院について
病院ホームページに概要・沿革・臨床指標などが公開されています。
http://www.nayoroch.jp/
名寄市の医療機関一覧
名寄保健所の“便利情報”に市町村別の病院・診療所・歯科診療所一覧が
あります。
上川北部医師会のホームページにも一覧があり、web サイトがあればリン
クされています。http://www.khmed.jp/index.html
名寄市の医療の歴史
『新名寄市史 第 1 巻』第 3 部第４編第 1 章「医療」第 2 章「保健衛生」
『新名寄市史 第 2 巻』第 4 部第４編第 1 章「保健衛生」第 2 章「医療」
『風連町史 第 2 巻』第 4 編第 2 章「保健・医療」
◆全国の医療についてのデータベース
ウェルネス（株）より「二次医療圏データベース」が無償で提供されています。
（研究・教育における
利用であれば自由にダウンロードできます）
http://www.wellness.co.jp/siteoperation/msd/

名寄市の社会福祉
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◆名寄市の社会福祉全般
内容
名寄市の福祉施設一覧
名寄市の社会福祉の歴史

名寄市の社会福祉の条例
◆名寄市の高齢者福祉
内容
介護保険サービス利用状況
高齢者福祉の現状・計画

資料情報
『名寄市の統計』に“福祉施設一覧表”があります。
『新名寄市史 第 1 巻』第 3 部第４編第 3 章「生活困窮者対策」
『新名寄市史 第 2 巻』第 4 部第４編第 3 章「社会福祉」
『風連町史 第 2 巻』第 4 編第 1 章「社会福祉」
市のホームページから閲覧できます。「名寄市例規類集」第８編第１章

資料情報
『名寄市の統計』に要介護（要支援）認定者数や居宅介護利用者数などの
表があります。
「名寄市第 6 期高齢者保健医療福祉計画・介護保険事業計画」が策定され
ています。
（市のホームページからダウンロードできます）
司書室に冊子体のものがあります。

◆名寄市の児童福祉・母子福祉
内容
資料情報
名寄市の保育所
市のホームページ：こども未来課「保育所」にすべての保育所が載ってい
ます。
保育所入所児童数
『名寄市の統計』に載っています。
子育て支援
『ひまわり子育てガイドブック』～赤ちゃん訪問時に配布のほか、保健セ
ンターのホームページからダウンロードできます。施設情報や相談に関す
る情報がのっています。市立図書館に所蔵があります。
制度・支援事業など
「乳幼児等医療費助成制度」
「母子及び父子家庭等の自立支援制度」などが
市のホームページ「子育て」のところに載っています。
◆名寄市の障害者福祉
内容
障害者の現状と福祉サービ
スの計画
障害者の自立支援
身体障害者手帳の交付状況
精神障害者の現況
◆名寄市の公的扶助
内容
名寄市の生活保護の状況
道内市町村の状況

資料情報
「第 5 期名寄市障がい福祉実施計画案」が策定されています。（平成 30
年）市のホームページにあります
「働く場マップ」が市のホームページに載っています。
『名寄市の統計』に載っています。
『道北地域保健情報年報』に病類別・受療別数が載っています。

資料情報
『名寄市の統計』に載っています。
（扶助別生活保護の状況・生活保護世帯
の類型）
道のホームページに載っています。
ホーム > 保健福祉部 > 地域福祉課 >生活保護グループ・統計資料

名寄市の文化
◆名寄市の文化財
内容
天然記念物・史跡
名寄市指定文化財
文化財保護・研究の過程

資料情報
北国博物館のページに「国指定文化財」
「主な史跡」が載っています。
北国博物館よりリーフレットが発行されています。無料で配布しています。
『新名寄市史 第 2 巻』第 4 部第 6 編第 8 章「文化財と地域研究」

◆名寄市の文化活動
内容
名寄市の文化活動の歴史

資料情報
『新名寄市史 第 1 巻』第 3 部第 8 編第 1 章「文化・体育活動」
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現在の文化活動
主要施設の利用状況

『新名寄市史 第 2 巻』第 4 部第 8 編第 1 章「文化活動」
『風連町史 第 2 巻』第 6 編第 1 章「文化」
『サークル便利帳』が司書室にあります。
『名寄市の統計』に載っています。

名寄市の宗教
◆神道・仏教・キリスト教・諸宗については、次の資料が参考になります。
内容
資料情報
名寄市の神社・寺院・協会 『新名寄市史 第 2 巻』第 4 部第 9 編第 1 章「宗教団体」
の概略・歴史
『風連町史 第 2 巻』第 6 編第 2 章「宗教」
北海道の神社一覧
北海道神社庁のデータベース
http://www.hokkaidojinjacho.jp/top.html

名寄市のマスメディア
◆テレビ放送
北海道におけるテレビ放送局は北海道総合通信局の「各種施策」の“放送・有線放送”から調べるこ
とができます。
http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/index.html
名寄市における NHK 受信契約数などの統計は『名寄市の統計』に“テレビ視聴状況”として
載っています。また、NHK のホームページで公開されています。
（NHK オンライン＞ 受信料の窓口トップ＞ 受信料に関するデータ＞ 放送受信契約数統計要覧）
フリー百科事典 Wikipedia に「名寄テレビ中継所」の項目があります。
◆ラジオ放送
北海道におけるラジオ放送局は上記と同じく北海道総合通信局のサイトで調べることができます。名
寄市や道内の「コミュニティ放送局」についても載っています。
◆携帯電話
北海道における携帯電話・PHS 契約数などは、上記と同じく北海道総合通信局のサイトで調べること
ができます。サービスエリアなどは各会社のホームページから確認しましょう。
◆新聞
北海道における地方新聞については、HTV オンライン（北海道テレビのホームページ）の「北海道」
というページに“北海道の地方新聞リンク”があります。
http://www.htb.co.jp/papers/
全国の新聞社については、北陸地域情報研究所の“日本の新聞社リンク集”や、国立国会図書館の
リサーチナビで探すことができます。

名寄市の観光資源
内容
名寄市の
観光の歴
史
名寄市の
観光情報

道北の観
光情報

資料情報
『新名寄市史 第 2 巻』第 4 部第 3 編第 4 章「観光」
第 4 部 第 11 編第１章「市民生活の移り変わり」
『風連町史 第 2 巻』第 3 編第 4 章「観光」
「なよろ観光まちづくり協会」のホームページにイベントスケジュール一覧、
主要施設や自然・景観、観光ルートなどの情報があります。各種パンフレットも
ダウンロードできます。
http://www.nayoro-kankou.com/
「道北観光連盟」のホームページに和寒町～中川町の観光情報がまとめて載っています。
http://www.douhoku.com/douhokukankou_top.html
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上川総合振興局からは「てっし散歩」という、天塩川流域の歴史・自然・暮らし遊びなどを
まとめたものが提供されています。
http://www.kamikawa.pref.hokkaido.lg.jp/ts/tss/tesshi_sanpo/shiryou/index.html

図書館にない資料を入手するには
■名寄市の機関
★市立名寄図書館名寄本館…名寄関係図書室・北海道関係資料室があり、郷土資料を閲覧できます。
＊開館時間
火・金 9:30～17:00
水・木 9:30～20:00
土・日 9:30～16:00
＊休館日： 月曜日・月末日・国民の祝日（文化の日を除く）
・年末年始
★名寄市北国博物館…名寄の生活資料・産業資料・考古学資料・地学資料などを収蔵しています。
＊開館時間
9:00～17:00
＊休館日
月曜日
■その他の図書館・直接利用
所蔵している図書館を調べ（CiNii Books など）直接出向いて閲覧することができます。
★北海道地区大学図書館相互利用サービス…学生証を提示し、利用登録手続きをすると、閲覧や
館外貸出が可能です。（道内 26 大学 31 館）
★その他の大学図書館…おおむね、学生証の提示で閲覧が可能ですが、各大学図書館のホームページ
で確認してから訪問しましょう。
＊「紹介状」が必要な場合は発行しますので、カウンターで申し込んでください。
★国立国会図書館…満 18 歳以上であれば誰でも利用できます。
★北海道立図書館…北海道内に居住している方・帰省先などがある方は誰でも利用できます。
■複写取り寄せ・現物貸借
他大学・国立国会図書館・道立図書館から、資料の複写物・図書現物を取り寄せることができます。
申込用紙に記入の上、申し込んでください。
＊国立国会図書館から借りた場合は、館内閲覧のみです。ご注意ください。
■リクエスト
要望があれば、購入します。リクエストカードに記入して申し込んでください。
＊絶版などの理由で購入できない場合もあります。

- 10 -

