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【問11】 （江別市の住み心地について）。○印を付けた理由
について自由にご記入ください。

【問15】 今後の江別市のまち（都市）づくりなどについて、
ご意見・ご提案がありましたら、自由にお書きください。

【問１８】 小学６年生までのお子さんがいらっしゃる場合、
そのお子さんが実際に利用しているサービスがあれば、
どれにあてはまりますか。該当する内容のものをいくつ
でも選んで番号に〇印をつけてください。

実際に利用して不便なことがある場合は、その内容を、
また、サービスを利用してみた感想があれば、その感想
をそれぞれ記入してください。



年代 現住地 江別市のまち（都市）づくりへの意見・提案　（【問15】）

20代 萌えぎ野 ☆☆☆☆☆☆☆☆
冬の除雪で玄関前にすごく高い雪山（？）を置いていかれ
る。王子製紙が悪臭。

20代 0 ☆☆☆☆ 悪い点は特にないがよい点もない。

40代 0 △△△△

除雪が行きわたらず非常に不便。各種証明書の自動交付
機がない。町内会の活動が老人クラブ化しているように思
える。予算を除雪の方にかけてほしい。とにかく除雪が悪
い。

40代 王子 ☆☆☆☆ 困ることが特にないから。
40代 王子 ☆☆☆☆ 札幌に近いので便利だから。

30代 王子 △△△△ 近くにスーパーがない。
無料～100円程度の小型循環バス（コミュニティバス）がほしい。下手に観光に力を
入れるより住みやすいまちづくりがよいと思う。

40代 一番町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 都会過ぎず、田舎過ぎず。

議会の議論によることなく、非正規雇用をなくす、安心して働けるまちを自治体自ら
がすすめるべきと思います。ゴミ有料化が始まっても色つきスチロールトレイを使っ
ている店があります。リサイクルできない場合は行政指導すべきと考えます（有料化
の審議会でそのような議論があったと思います）。

30代 一番町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 札幌に近い。

30代 一番町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 実家が近くなった。
老人の自転車が多い。新さっぽろ付近のように車道と歩道の間に自転車レーンをつ
くってほしい。

30代 一番町 ☆☆☆☆☆☆☆☆
交通の便がよい。（家が江別駅に近いため）札幌に比べて
コンパクトで混雑していない。

30代 一番町 ☆☆☆☆
この地域の中核病院の市立病院に脳外科、神経内科がないので不便なため充実さ
せてほしい。

30代 一番町 △△△△
札幌近郊であるのにその特色を生かせず市全体が寂しく
感じる。

安心して暮らせる環境（医療や教育面）をもっと充実させてほしい。もっと企業誘致し
札幌のベッドタウンとしても明るく元気なまちになってほしい。江別駅前がとても寂し
い。

30代 弥生町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
札幌のはずれに住むより、街（札幌駅）が近く、交通の便
がよい。小さな街なので狭い範囲で用が足りる。

高齢者にやさしいまちと聞くが、子どもにやさしいまちにもなってほしいと思います。
医療費はせめて就学前は無料だと安心できる。たくさん子どものいる家庭への補
助、学童の充実に期待しています。友人家族を江別に呼びたいのでよろしくお願いし
ます。

30代 弥生町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 買い物、病院等の日常生活で不自由しない。
40代 弥生町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 自然環境がよい。 交通事故防止の観点からも冬期間の除雪をしっかりやっていただきたい。
20代 弥生町 ☆☆☆☆ 雪、風が強いため。

20代 弥生町 ☆☆☆☆
公園や自然はたくさんあるが、大型スーパーがもう少し
あってもよいと思う。

　　　　江別市の住み心地についてとその理由  （【問10】、【問11】）
　　　　☆☆☆：満足　　　☆☆：どちらかといえば満足　　　☆：普通
　　　　△：どちらかといえば不満　　　×：不満

1／20 【問10】住み心地と理由、まちづくりへの意見・提案



年代 現住地 江別市のまち（都市）づくりへの意見・提案　（【問15】）

　　　　江別市の住み心地についてとその理由  （【問10】、【問11】）
　　　　☆☆☆：満足　　　☆☆：どちらかといえば満足　　　☆：普通
　　　　△：どちらかといえば不満　　　×：不満

30代 弥生町 △△△△ 生活道路の除排雪が悪い。

40代 弥生町 △△△△ 排雪が不十分。
30代 野幌町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 便利、公園多い。
30代 野幌町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 便利。
20代 野幌町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ お店がたくさんあり不便ではないから。 共働きでも子どもを育てやすい環境を整えてほしい（学童保育など）。
20代 野幌町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 交通機関（ＪＲ）が便利。治安がよい。

40代 野幌町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 駅まで近く通勤等に便利。物価が札幌より安い。

札幌までＪＲで20分で行けて通勤に便利である。自然もあって環境がよい。札幌より
土地の値段が安いのでもっと江別をＰＲして札幌等に住んでいる方たちに移住して
いただくようにしたらよいと思う（確か恵庭市はタウン誌などにコマーシャルを出して
いる）。

30代 野幌町 ☆☆☆☆☆☆☆☆
通勤に使うＪＲが混み合う。コンビニが少ない。お洒落な店
が少ない。

野幌駅周辺を新しくしてほしい。

20代 野幌町 ☆☆☆☆☆☆☆☆
札幌に近く買い物に行くのも便利だし、近くに大きなスー
パーもあるから。

30代 野幌町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 予想通り便利なので。
20代 野幌町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 住み慣れているけどバスで行けない所がある。
30代 野幌町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 比較的札幌に近く、緑が多いため。
20代 野幌町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 交通の便などがよい。
20代 野幌町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ バスなど交通の便をもう少し増やしてほしい。
20代 野幌町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 静かで運転もしやすいから。 保育園の待機児童がなくなり、すんなりと子どもを預けられるようになればよい。

40代 野幌町 ☆☆☆☆☆☆☆☆

自然も多く、職場にも近いし地域活動も盛んでほぼ満足で
すが、野幌駅前から飲食街にかけて治安が悪い。道路も
危険だし、裏道は灯りが少ない。

野幌駅前の横断歩道で危険な所が多い。手押し信号で青になり渡っていた子どもが
駅方面から来た車にはねられました。斜めから進入する道路はなくしてほしい。飲食
街も治安が悪く、電灯も少ない。子どもが安心して住めるまちづくりをしてほしいで
す。良いところがたくさんあっても危険で治安が悪いところがあるため、ずっと住み続
けたいとは思えません。野幌駅前近くに徒歩で行ける小児科がない。

30代 野幌町 ☆☆☆☆ もう少し商業施設があるとよい。 飲食店やアパレルのお店が増えるとうれしい。

40代 野幌町 ☆☆☆☆
生活するのは札幌は便利ですが、江別でも不自由だと思
わないから。

40代 野幌町 ☆☆☆☆
交通の便や買い物の便はよいが積雪が多く製紙工場が
臭すぎる。

きらら街道（市街地を出てから千歳川まで）に道路の幅の位置を示す標識をたくさん
つけてください。吹雪の時にたくさんの車が落ちているのに、何の対策もされていま
せん。市民の安全のためにぜひお願いします。本当に今どこを走っているのか分か
らなくなります。

2／20 【問10】住み心地と理由、まちづくりへの意見・提案



年代 現住地 江別市のまち（都市）づくりへの意見・提案　（【問15】）

　　　　江別市の住み心地についてとその理由  （【問10】、【問11】）
　　　　☆☆☆：満足　　　☆☆：どちらかといえば満足　　　☆：普通
　　　　△：どちらかといえば不満　　　×：不満

30代 野幌町 ☆☆☆☆
生活環境はよいが、ゴミの収集日の少ない状況等若干不
便に感じる。

20代 野幌町 ☆☆☆☆ 満足でもなく不満でもない。

40代 野幌町 △△△△
資源ごみ収集が少ない。雑紙、プラごみの無料収集がな
い。除雪車の稼働が少ない。王子製紙の臭い。

30代 野幌町 △△△△ 風が強い。悪臭がする。

30代 野幌町 △△△△ 風が強い。

20代 野幌松並町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 自分の通っている大学があるから。
鉄東線と12号線のアクセスをよくしてほしい。特にホーマック（モダ石油）付近をつな
げてほしい。

30代 野幌松並町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 丁度よいから。

20代 野幌松並町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
ごちゃごちゃしていなくて住みやすい。人の気質が合って
いる。

30代 野幌松並町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 飲食店が少ない。和菓子屋さんがない。
子どもがほしいと思っているので子育て支援を充実させてほしい。他のまちでは医
療費1割や保育園、幼稚園の数など。不妊治療をしているのでそういう補助があれ
ば利用したい。

20代 野幌松並町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 野幌駅が近く交通の便が良いから。 情報大と連携してITを生かしたまちづくりをしてほしい。
30代 野幌松並町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 通勤に近い。

20代 野幌松並町 △△△△ 雪が多く除雪が不十分。
信号機を付けてほしい。12号線のモダ石油の押しボタン信号が、いわゆる“開かず
の…”で、よく信号無視が見られる。

30代 野幌松並町 △△△△ 除雪が追いついていない。

40代 野幌松並町 △△△△

水道料金。水道メーターの検針が4か月に1度のところ。居
住人数がなぜ必要なのか。転入前の所では2か月に1度で
使用数量での料金請求。

20代 野幌末広町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 札幌からも近く自然が多くのんびりできるまちだから。

江別マップ作成やツアーなど自主的に江別の活性化につながる活動をここ数年よく
見かけます。江別が大好きなので江別に関わるイベント等に参加してみたいです。
江別市のれんが、公園をよく見て回っています。たくさんの緑あるまちとしてあり続け
てほしいです。

20代 野幌末広町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 札幌に近い。公園が多い。子どもの遊ぶところが多い。

40代 野幌末広町 ☆☆☆☆☆☆☆☆
住みやすいと思います（交通の便や大型店など）利用しや
すいです。

ごみ分別の種類が少ないと思います。プラスチックごみ、紙ごみ等、資源ごみとして
分別できるようになるとうれしいです。

20代 野幌末広町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ のんびりとしていて札幌にもすぐ行けるので。
20代 野幌末広町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 雪が多い。田舎なので住みやすい。治安もよい。 バスが少し不便である。排雪に力を入れてほしい。
30代 野幌末広町 ☆☆☆☆ 春、夏、秋は特に不満なし。冬は積雪多く。道が狭い。
20代 野幌末広町 ×××× 大麻地区、野幌駅周辺だけ直してどうする。
30代 野幌住吉町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 買い物に便利。平らな土地で住みやすい。 高齢化が進むので高齢者にとって住みやすいまちにしてほしい。

3／20 【問10】住み心地と理由、まちづくりへの意見・提案



年代 現住地 江別市のまち（都市）づくりへの意見・提案　（【問15】）

　　　　江別市の住み心地についてとその理由  （【問10】、【問11】）
　　　　☆☆☆：満足　　　☆☆：どちらかといえば満足　　　☆：普通
　　　　△：どちらかといえば不満　　　×：不満

30代 野幌住吉町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 買い物も便利。バスもあるが地下鉄が伸びれば最高。
地域密着型スポーツの導入。スポーツ施設をつくる（観客戦が充実したもの。市民体
育館ではプロは呼べない）

20代 野幌住吉町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 冬は雪が多く交通が乱れることが多い。

40代 野幌住吉町 ☆☆☆☆☆☆☆☆
交通の便もよく、買い物にも不便を感じないが除雪が大
変。

ごみの減量化への取組を強化すべき（プラの収集等）。子どもの医療費助成の拡大
を検討してほしい。冬場の除雪の改善（交差点において車が見えない）。

20代 野幌住吉町 ☆☆☆☆ 雪が多い。

20代 野幌住吉町 ☆☆☆☆ ずっと暮らしているのでふつうです。
ハローワークが近くにあったらうれしい。バスの本数を増やしてほしい。高齢者に優
しいまちになってほしい、病院の対応は冷たいので（特に渓和会、差別されました）。

20代 野幌住吉町 ☆☆☆☆ よくも悪くもない。
30代 野幌代々木町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 交通の便がよい。 心身の健康づくりを予防の観点から積極的に取り組むまちになってほしい。

30代 野幌代々木町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 札幌にほど近いし交通の便もよい。
雪の多い都市なので雪の処理、子どもたちへの北国ならではの教育などをするとよ
いのかと思います。

30代 野幌代々木町 ☆☆☆☆☆☆☆☆
買い物、病院、自然環境などがほどほどですが、乳幼児
医療費が小学生から高い。

30代 野幌代々木町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ スーパー病院等が近く便利。札幌中心部へも近い。 近隣の市町村並みに子どもの医療費をせめて6歳まで無料にしてほしい。
30代 野幌代々木町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ それなりに何でもある。
30代 野幌代々木町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 概ね満足。
20代 野幌代々木町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 札幌に近い。江別にない施設等、札幌に行くと体験でき
30代 野幌代々木町 ☆☆☆☆ 夏場はよいが冬の雪が大変だから。
40代 野幌代々木町 ☆☆☆☆ 買い物は便利だけど家賃や駐車料金が高い。

30代 野幌代々木町 ☆☆☆☆
もう少しショッピングモールやスーパー等の数が増えたら
よいと思う。

40代 野幌代々木町 △△△△
駅前商店街が機能的ではない。ＡＴＭ一つなく時間的な効
率のよい街づくりではない。

特に駅前がシャッター街となっており、一番便利であるべき野幌駅前にはＡＴＭ、本
屋、お茶が飲める場所、野菜、惣菜、魚屋等、買い物すべき場所が全くない。あまり
にも中途半端な感じがする。もっと活気のある街づくりを期待しています。

30代 東光町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 江別駅前の商店街の活性化、住宅地、区画整理、企業誘致等をしてほしい。

20代 東光町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 店や病院、ＪＲがあるので住みやすい。
住みやすくよい場所ですが、除雪等が大変。少しでも除雪等が楽になると助かりま
す。

30代 東光町 ☆☆☆☆☆☆☆☆

生活の上では大変住み心地はよいのですが、子どもの医
療費１割負担が不満です。他市と同様に未就学児は一律
にしていただきたいと思います。

30代 東光町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 幼少期を過ごした土地だから。風が強すぎるのが困る。
江別駅に南口がほしい。駅の再開発と商店街の活性化もしくは大型商用施設、
ショッピングセンターの誘致で駅周囲に活気がほしいです。ベッドタウン化しすぎて寂
しいです。

40代 東光町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 除雪を丁寧にしてほしい。
30代 東光町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 札幌に近いのがよい。 新栄台に小学校をつくってほしい。保育所、幼稚園なども早めにつくってほしい。

4／20 【問10】住み心地と理由、まちづくりへの意見・提案



年代 現住地 江別市のまち（都市）づくりへの意見・提案　（【問15】）

　　　　江別市の住み心地についてとその理由  （【問10】、【問11】）
　　　　☆☆☆：満足　　　☆☆：どちらかといえば満足　　　☆：普通
　　　　△：どちらかといえば不満　　　×：不満

30代 東光町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 医療機関が充実している。札幌が近い。野菜が美味しい。
妻が就業しようと動いていましたが、保育所や学童の受け入れに問題があり、あきら
めました。学童の預かり時間を19:00まで（市内すべてで）と保育所の受入れ、未満児
保育所の拡大を強く希望します。

30代 東光町 ☆☆☆☆ バスの時間を増やしてほしい（特に夜）。駅が寒い（江別駅）。

30代 東光町 △△△△
江別駅付近と線路上にある陸橋の暗さ。特に夜間または
通学下校時。

30代 元江別 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 子育てする環境が整っている。
雪対策が必要だと思います。住宅街の除排雪がもう少し頻繁にあると生活もしやすく
なると思う。

20代 元江別 ☆☆☆☆☆☆☆☆
野幌駅や高砂地下道路のようにあまり都市化することをしなくてよい。古い建物等は
補修するなど街並みの維持。

20代 元江別 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 地下鉄があればよい。

－ 元江別 △△△△ 大型スーパーがポスフール（イオン）しかない。
江別市で取り組むイベントなど目立つものがなく、寂しいまちだと感じます。市のイベ
ントものの取組を考えてほしい。

30代 元江別 △△△△ 降水量、雪が多い。
40代 元江別 △△△△ 交通の便が悪い。

30代 元江別 △△△△ 工場による排ガスが気になる。
交通インフラの整備を望みます。札幌市と共同で市営地下鉄を延長し、人も動きや
すくなり駅周辺が活性化される江別を望みます。

20代 若草町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
土地や食材が安いから。勤務先に近いから。美味しい豆
腐屋さんがあるから。

江別れんがレンジャーとか地域密着ヒーローキャラによるまちおこし。江別駅前の活
性化をぜひお願いします。最寄りの駅が江別駅なのですが、コンビニもなく不便で
す。

30代 若草町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
札幌市の桑園から江別に来て子どもの育てやすさや、自
然が沢山あるところがよい。

イオン（元サティ）をもっと活気的にした方がよい。フードコートや苗穂のジャスコのよ
うにもう少し大きなショッピングモールが12号線沿いにあればよい。江別駅の新築。

30代 若草町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 小学生の医療費がかかる点が不満。 児童館をもっと増やしてほしい。

30代 若草町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 冬は雪が多く大変ですが、住みやすいまちだと思います。

20代 若草町 △△△△ 王子製紙のにおい。
30代 元町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 慣れ親しんだ土地、環境だから。
40代 牧場町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 買い物など日常生活に便利であり、また自然環境がよい
30代 牧場町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 買い物、病院など近くにあり便利。

20代 牧場町 ☆☆☆☆
大きなショッピングセンターがない。札幌まで行かなけれ
ばならない。

20代 牧場町 ☆☆☆☆ 水道水がまずい。

30代 牧場町 ☆☆☆☆
都会でもなく田舎でもなく、便利でもなく不便でもなく、日常
生活は困らないが遊べる所が多いわけでもないから。

40代 牧場町 △△△△ 昔は市の除雪がきれいでしたが今は雑。
20代 見晴台 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 生活が便利。友人が多い。
20代 見晴台 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 育ったまちだから。 冬期の排雪の徹底。せめてバスなどがすれ違えるように道幅を確保してほしい。
20代 見晴台 ☆☆☆☆ パスの本数が少ない。

5／20 【問10】住み心地と理由、まちづくりへの意見・提案



年代 現住地 江別市のまち（都市）づくりへの意見・提案　（【問15】）

　　　　江別市の住み心地についてとその理由  （【問10】、【問11】）
　　　　☆☆☆：満足　　　☆☆：どちらかといえば満足　　　☆：普通
　　　　△：どちらかといえば不満　　　×：不満

20代 見晴台 ☆☆☆☆ 札幌に近いし職場も通える距離だから。
20代 見晴台 ☆☆☆☆ 不便は感じないが別に特別よいという部分はない。
40代 見晴台 △△△△ 不便。雪が多い。年寄りが多い。
30代 見晴台 △△△△ 排雪作業。 排雪、除雪作業をしっかりしてほしい。車庫前に雪が朝、山積みされては困る。
30代 見晴台 ×××× 雪が多すぎる。 除雪をもっときれいにしてほしい。

20代 上江別 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
スーパーや病院も多く生活しやすい。札幌へも近いのが魅
力です。

冬の季節、国道だけではなく脇道の除雪も今まで以上に力を入れてほしいです。歩
道がふさがって困っています。

30代 上江別 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 緑が多い

20代 上江別 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 無いものがない。混み具合なども適度。
現状維持。札幌のベッドタウンとして（不本意かもしれませんが）、高齢者よりも子ど
もたちや若い人に目を向けた政策を考えてほしい。

40代 上江別 ☆☆☆☆☆☆☆☆
街が小さいので買い物がしやすい（市内を長距離移動す
る必要がない）。

道内を転勤であちこち住んだ経験がありますが、森林公園など自然が豊かな所が江
別の一番の魅力だと思います。札幌にも近いため便利。街自体コンパクトで住んで
みて暮らしやすい街という印象を受けました。不安な点は雪対策です。あと高砂駅が
簡素で使いにくいので野幌駅のように新築されるのを希望します。

40代 上江別 ☆☆☆☆☆☆☆☆

除雪車が入る回数を増やしてほしい。きれいに除雪してほしい。夜中、不審な行動を
する独身の男性（50歳位）がいるので怖いです。先日、警察に通報しました。安心で
きるまちにしてほしい。

30代 上江別 ☆☆☆☆ 雪が多すぎ。

30代 上江別 △△△△ 雪が多く、風が強い、ＪＲの駅周辺の利便性が悪い。
6丁目の踏切が、車が通れなくなりとても不便。ライジングの近くの交差点の渋滞を
緩和してほしい。江別での雇用先の増加。除雪をもっときちんとしてほしい。お見合
いパーティをしてほしい。

40代 上江別 ×××× 郵便局がない。冬場は非常に困る（銀行も）。
点々と店舗をつくらずに、もっと敷地を活用して１か所に商業施設を集めれば人も集
まるし、売り上げも上がるはず。もったいないし、買い物の動線が悪い。

30代 上江別東町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 色々と都合がよいので。
30代 上江別東町 ☆☆☆☆ 便利なところと不便なところがあるため。 子育て支援の多いまち。
40代 上江別東町 ☆☆☆☆ 交通機関の割引について（例：札幌市の敬老優待乗車証等）。

30代 上江別西町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
小さなまちの中に病院やスーパー、映画館などの施設が
整っているから。

市と企業がもっと協力し合うまち。

20代 上江別西町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 好きだけど雪が多すぎるので。 子どもがもっと住みやすいまち。

20代 上江別西町 ☆☆☆☆
ひと通り生活に必要な店や施設は揃っているが、娯楽が
少ない。雪が多い。

30代 上江別南町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 子どもの頃に住んでいたため。
30代 上江別南町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 市内で買い物がほぼできる。札幌、千歳空港に近い。

40代 上江別南町 △△△△ 居住区域に何もないため（不便）。
せっかく札幌の近郊にあるまちなのだからベッドタウンとしてもう少し機能してもよい
と思う。江別駅周辺のゴーストタウン化（？）が酷いのでその対策を立ててほしい。

6／20 【問10】住み心地と理由、まちづくりへの意見・提案



年代 現住地 江別市のまち（都市）づくりへの意見・提案　（【問15】）

　　　　江別市の住み心地についてとその理由  （【問10】、【問11】）
　　　　☆☆☆：満足　　　☆☆：どちらかといえば満足　　　☆：普通
　　　　△：どちらかといえば不満　　　×：不満

30代 上江別南町 △△△△

買い物をするお店が少ない。冬の除雪がひどい。家の前
に除雪車で固まった雪を残されたことがなかったので驚い
た。

40代 ゆめみ野東町 ☆☆☆☆☆☆☆☆
車で移動しやすい（まち中で渋滞ないから）。自然も身近に
ある。

農業、陶芸をもっと発展させてほしいです。農業については、江別に来てからブロッ
コリーの生産量が多いなどいろいろ知りました。陶芸についても、まだ体験する機会
がありませんが、もっと市民が参加できてみんなが陶芸体験できるとよいですね。

40代 ゆめみ野東町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 混雑が少ない。
30代 ゆめみ野東町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ のんびりできるから。 江別駅周辺が寂し過ぎるのでもう少し活性化してほしい。

40代 ゆめみ野東町 ☆☆☆☆☆☆☆☆
近くに自然や公園もあり、子どもを育てるのによい環境。
夜が静か。

ＪＲ以外の公共交通機関の整備。大型商業施設の誘致。

40代 ゆめみ野東町 ☆☆☆☆ 除雪の充実。公園の一層の整備。バス路線の充実。

30代 ゆめみ野東町 ☆☆☆☆
札幌のベッドタウンなので交通が便利かと思ったが、バス
の路線・時刻が不便で残念だ。

子どもが生まれてから江別に住む前に二つの市で生活していたが、二つとも未就学
児の医療費は無料または初診580円だった。人口も多い江別市では3歳までしかそ
のような制度でないのに驚いた。子育て世代も多いので、改善すべき点ではない
か。それと、どの自治体でも言えることだが、市の職員が市内に居住していないのは
おかしい。会社員ではなく公務員なのだから、市内居住は絶対条件にすべきであ
る。

20代 ゆめみ野南町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 水道水を美味しくしてほしいです。薬臭くて飲めません。
40代 ゆめみ野南町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ゆったり暮らせるから。

30代 ゆめみ野南町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 日常生活での不便さは少ない。雪が多いのが大変。
子どもの医療費をもっと充実させてほしい。医療費の負担を少なくしてほしい。他の
市町に比べて負担が多い。

30代 ゆめみ野南町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 札幌に近く、便利でよく知っている土地だから。 医療の充実。子育てもっとしやすく。

－ ゆめみ野南町 ☆☆☆☆
除雪業者及び住民の除雪のマナーが悪すぎる（他市町村
と比べ）。

40代 ゆめみ野南町 △△△△
除雪がよくない。排雪の回数が少ない。店が不便（少な
い）。病院が少ない。

冬の除排雪がよくないため、車を運転するのに見通しが悪く、とても怖い。スポーツ
用品店等が少ない。冬が特に不安です。児童が有料のものしかない。岩見沢市は
無料で児童館が利用できました。

30代 ゆめみ野南町 ××××
家を買った近くに小児科があったため決めたのに、なく
なって不便すぎる。小児科が近くになくて大変。

小児科を増やしてください。子どもを優先に考えるとスーパーなどもそうですが一番
困ります。ゆめみ野方面になると、駅までのバスの本数が少なくて困ります。

30代 萌えぎ野西 ☆☆☆☆ 近所にスーパーがない。

30代 萌えぎ野西 ☆☆☆☆ 冬は雪が多く思っていたよりも大変だから。

ひとり親家庭でも自立して社会に出て行きたいと思っているので働きやすいサポート
（保育園、休日保育、病児保育、夜間保育）、実用的な改善を望む。発達の気になる
子のデイサービスが沢山あるのなら、ひとり親の子のためのデイサービスもあってよ
いと思う。

30代 萌えぎ野中央 ☆☆☆☆☆☆☆☆
札幌ほど混みあっておらず、生活環境も充実しているた
め。ただ、水が臭う気がする。

水道水のにおいが、もっと気にならないようにしてほしい。

30代 萌えぎ野中央 ☆☆☆☆☆☆☆☆ ごみ分別が楽だから。買い物がしやすい。 雪が多いので除排雪は確実にやってほしい。

7／20 【問10】住み心地と理由、まちづくりへの意見・提案



年代 現住地 江別市のまち（都市）づくりへの意見・提案　（【問15】）

　　　　江別市の住み心地についてとその理由  （【問10】、【問11】）
　　　　☆☆☆：満足　　　☆☆：どちらかといえば満足　　　☆：普通
　　　　△：どちらかといえば不満　　　×：不満

30代 萌えぎ野中央 △△△△
店が少ない。交通の便が悪い。雪が多い割に排雪が少な
い。排雪の仕方が雑である。子育てサービスが少ない。

排雪を丁寧に行ってほしい。豊幌や江別太方面にも大きな商業施設をつくってほし
い。子どもの医療費の負担をもっと少なくしてほしい。スポーツ活動をもっと盛んにし
てほしい。市のスポーツクラブには助成してほしい。江別駅を新しくしてほしい。

30代 萌えぎ野東 ☆☆☆☆☆☆☆☆
用事を足しやすいこと。学校がたくさんあること（子どもが
選択できるので）。

萌えぎ野は夜になるととても暗く不審者がでそうな感じです。もっと街灯を明るくして
ほしいです。また江別市は除雪がとても雑です。雪が多いところならもっと除雪に力
を入れ、街をきれいにするべきです。

30代 萌えぎ野東 ☆☆☆☆
免許がないのでバスの路線や本数がもっと増えると満足
度が上がります。

産業、商業施設を増やすと働き場所が多くなり、他の地域の人たちにも利用され税
収も増えると思います。メガソーラー建設は素晴らしいと思いました。あとは水道代
がもう少し安いとよい。

30代 萌えぎ野東 ☆☆☆☆ 駅が遠い。

20代 萌えぎ野東 ××××

近似にスーパーなど何もないので困っています。子どもが
いるとオムツなど買うためツルハやＡＴＭなどある大きな
スーパーがあってほしいです。またゴミ（有料）多い。プラス
チックぐらいは無料で出させてほしい。

もっと子どもたちが楽しめる公園などをつくってほしい。動物園や水族館があっても
よいと思う。これから子どもたちがどんどん増えてくる。萌えぎ野は土地があるので
ショッピングモール、スーパーをつくってください。本当に何もなくて困っています。
江別市はこれと言って特徴がないので、他の市町村から比べ、子育て支援も地域の
計画も遅れています。ただ札幌の隣というだけ。見るものもなければ行事も魅力がな
い。賑わいのある観光のまちは、江別市に一番必要なことではないでしょうか。市外
の方がわざわざ江別に行きたいと思えるような場所、特徴が何一つないと感じます。
特に江別の東側をもっと賑わいのある明るい印象にしていただきたい。何も見るとこ
ろのない小さな寂れたイオンではなく、もっと魅力のあるイオンにするとか、ジョイフ
ルＡＫやコストコ、アリオのようなショッピングモールをたくさんつくれば市外から江別
に来るファミリーも確実に増えます。小さな子どもを連れて用を足すということは本当
に大変です。一か所で買い物が済ませられることが助かります。
低所得者が多いので、子育て支援を望んでいる人が多いです。転入したらメリットが
あるような江別市ならではの子育て支援を。他市ではそういう話を耳にする。

40代 豊幌 ☆☆☆☆☆☆☆☆
自然もあり環境もよいです。交通の便もよいと思います
が、冬場の積雪量にはびっくりしました。

30代 豊幌 ☆☆☆☆☆☆☆☆
対応が丁寧。街並みの桜、銀杏、ななかまどなど、環境整
備がされている。お店が遠く不便なところもある。

20代 豊幌 △△△△ 駅にスロープがない。近くに病院がない。水道代が高い。

豊幌の駅をバリアフリー化してほしい。複数子どもがいるとエレベータやスロープが
なくて不便。ベビーカーでそのまま電車に乗りたい。子どもと手をつないでベビーカー
を担いで荷物を持って電車に乗るのは難しい。せめてホームまでベビーカーで行き
たい。分かりやすいバス利用のサイトがほしい。名古屋のバスのサイトは分かりやす
く使いやすかったので、土地勘がなくてもどこにでも行けたが、江別は分かりにくく利
用していない。

40代 豊幌 ××××
1日1度の除雪では車で通勤する者はどうやって仕事へ行
きますか。

雪に強いまちづきくり。札幌の隣りにも関わらず店の集まり方が不便。岩見沢の方が
仕事が多いように感じるし、ショッピングタウンにいろいろなお店が集まっていて買い
物するのに大変便利です。20年前に江別に住んでいた時から何も変わらないんです
ね江別は。

8／20 【問10】住み心地と理由、まちづくりへの意見・提案



年代 現住地 江別市のまち（都市）づくりへの意見・提案　（【問15】）

　　　　江別市の住み心地についてとその理由  （【問10】、【問11】）
　　　　☆☆☆：満足　　　☆☆：どちらかといえば満足　　　☆：普通
　　　　△：どちらかといえば不満　　　×：不満

30代 豊幌花園町 ☆☆☆☆
雪が多い。洋服を売っているお店が少ない。バスが豊幌に
走っていない。王子のにおいが臭い。

バスが豊幌に走っていないため、ＪＲが止まってしまったら、困る人が多くいると思い
ます。冬だけでもバスを運行していただけると本当に助かります。

30代 豊幌美咲町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 札幌に近い田舎。 豊幌に交番を。
30代 豊幌美咲町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 静かでよい。 豊幌にバスを通してください。

30代 豊幌美咲町 ☆☆☆☆☆☆☆☆
自然が多く大きな国道沿いにお店が多いこと。治安もよ
い。夏には新鮮な野菜を安く買うことができる。

札幌市や岩見沢市にも近い所にあり、交通や通勤の便はよい所だと思います。ま
た、自然が多くとても住みやすいです。ただ残念なところは、交通の便が自家用車か
ＪＲしかないというところです。せっかく住みやすい地域なのに高齢の方や車に乗れ
ない方にとってはとても不便になっています。また、近くにコンビニしかないため買い
物もできませんし、道路の整備も悪く道がガタガタしています。老人施設も近くにある
のに、これではせっかくの住みやすい地域でも高齢の方たちや若い人たちにとっても
住みやすいまちとは言えないと思います。全てではなくても、どれかは改善していた
だきたいです。

30代 豊幌美咲町 △△△△ 不便。

20代 豊幌美咲町 ×××× 子育てしにくい環境だから。
子どもの医療費の負担の軽減。保育料の軽減かつ保育園の増設と増員。そして老
朽化が進んでいる保育園の改築。

30代 豊幌はみんぐ町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ バスが通っていれば満足。 江別といっても豊幌はまた違う。バスを通すなり、買い物、病院など整えてほしい。
40代 美原 △△△△ 子どもに対する手当が薄い。
20代 篠津 ☆☆☆☆ 特に困っていないので。 除雪を田舎の方までお願いします。

20代 対雁 ☆☆☆☆☆☆☆☆
バス時刻が充実している。買い物する場所が割と固まって
いる。

スイーツフェスタなど、今後も市民が参加できるイベントを充実させてほしい。

20代 対雁 △△△△ 市役所へ行くバスが不便。
30代 いずみ野 △△△△ 夏は暑すぎて、冬は寒い。雪が多すぎ。

30代 角山 ☆☆☆☆

特に特徴のないぱっとしないまち。可もなく不可もなく寂れつつあるまち。野幌を中心
として市役所や警察署をつくり、野幌ですべてが揃うようなまちづくりをすべき。駅か
ら12号線までをもっとしっかりつくるべき。

30代 中央町 ☆☆☆☆☆☆☆☆
札幌に近く周囲には自然がたくさんあり知人や家族が近く
に住んでいる。ただ、冬だけ大変。

やめてしまった会社やお店がたくさん見られますが、市内にもっと仕事があれば、子
どもを産んでも安心して働くことができると思います。今は職場が遠いので子どもが
ほしいけれど両立できるか心配。仕事が市内にあればよい。

40代 中央町 ☆☆☆☆ 可もなく不可もなくなので。
30代 中央町 ☆☆☆☆ 交通が車がないと不便。バスの路線が少ない。 高齢者、障がい者にやさしいまちづくりをしてください。

20代 野幌屯田町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
進学から就職ともう9年。札幌市にも近く、近所との付き合
いもあって好き。ご飯屋さんがおいしい。

30代 野幌屯田町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 地元だから。
40代 野幌屯田町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 札幌市に近く買い物に便利なため。
20代 野幌屯田町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 新さっぽろ、札幌に近く交通の便がよいから。
40代 野幌屯田町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 生活するためのお店などが揃っているため。

9／20 【問10】住み心地と理由、まちづくりへの意見・提案



年代 現住地 江別市のまち（都市）づくりへの意見・提案　（【問15】）

　　　　江別市の住み心地についてとその理由  （【問10】、【問11】）
　　　　☆☆☆：満足　　　☆☆：どちらかといえば満足　　　☆：普通
　　　　△：どちらかといえば不満　　　×：不満

30代 野幌屯田町 ☆☆☆☆☆☆☆☆
自然が多くて札幌にも近い。車も多すぎなく運転もしやす
い。まちがコンパクトで動きやすい。

小麦などが有名なので、もっと増やしていってほしい。また札幌に近いのに自然が豊
か（森林公園）なのは、とても珍しく、また特徴になるのでは。それをもっと活かしてい
けたらよい。

40代 野幌屯田町 △△△△ 人口の割には開発不足。 除雪ががさつです。車こわされたよ。通学路ぐらいはしっかりしてほしい。

30代 野幌美幸町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 通勤には少し遠いが住み心地よく、買い物にも便利。

30代 野幌美幸町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 自然が多い。札幌が近い。

30代 野幌美幸町 △△△△ お店が車で行かないといけない。学校が遠い。
子育て家庭にあまり優しくない。というか何かとお金がかかって高い（放課後児童会
や医療費など）。

20代 新栄台 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
自然があり街が美しい。また札幌に近いので通勤、通学に
とても便利だから。

地震や洪水など自然災害に強いまちをつくってほしいです。民間企業を多く誘致して
若者の雇用を増やし、失業者がいないまちを目指してほしいです。

40代 新栄台 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 静かで人も穏やか。 江別市の強みをもっと全面的に打ち出し全道から人を呼び込む。
20代 新栄台 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 生活していて困ることがないから。
20代 新栄台 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 自然が豊かで交通の便もよく住みやすい。 自然や環境を活かしたまちづくりをしてほしい。
40代 新栄台 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 自然環境がよい。 家の前に街灯がなく、夜は真っ暗でつけてほしい。
30代 新栄台 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 雪が多い。 自然を大切に、多く残してほしい。
40代 新栄台 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 静かな環境。
40代 新栄台 ☆☆☆☆ 除排雪の体制が弱い（不満）。 新栄台付近をもっと開発してほしい。市街化調整区域の見直し等。
30代 新栄台 ☆☆☆☆ （玄関前の）除雪後の雪が多すぎて大変なので。
30代 新栄台 ☆☆☆☆ 雪が多い。
30代 新栄台 △△△△ 交通の便の悪さ。徒歩圏内にスーパーなどがないこと。

30代 新栄台 △△△△
除雪がしっかりできていない。雪が降ったときは大きい道
でもすごく車で走りにくいです。

年末年始に子どもを預かってくれる施設がないのですごく困ります。高くてもよいの
で個人宅ではなく、子どもたちが集まる保育園のようなものがあると、共働きしてい
る方々は助かると思いました。

20代 東野幌 ☆☆☆☆☆☆☆☆
買い物など不便しない。札幌市に近い。子育ての支援が
厚い。

札幌市、岩見沢市に出ないとない商業施設が多いです。江別市内で用事をすべて
済ませられるようにしたいので、そのような施設も増えると嬉しく思います。

30代 野幌東町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 住環境に満足なため。
10年後の形を考えたまちづくりをしてほしい。札幌への新幹線や電力での太陽光発
電など。

20代 野幌東町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 凍った道が多い。 冬期には全ての歩道が凍っていたりするので、滑り止めなどの対策を多くしてほし
30代 野幌東町 ☆☆☆☆ 商店街があり賑わっているまち。市民プールを利用したが古く、着替え場所など寒

30代 野幌東町 ☆☆☆☆ のどかで子育てには最高だが風が強くて参る。
野幌駅の開発が進んでいるが、賑やかになり過ぎて子どもの安全性などが低くなら
ないか不安である。除雪の整備があと少ししっかりすると冬も過ごしやすいのではな
いか。

30代 野幌東町 ☆☆☆☆ 店が少ない。
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年代 現住地 江別市のまち（都市）づくりへの意見・提案　（【問15】）

　　　　江別市の住み心地についてとその理由  （【問10】、【問11】）
　　　　☆☆☆：満足　　　☆☆：どちらかといえば満足　　　☆：普通
　　　　△：どちらかといえば不満　　　×：不満

20代 野幌東町 ☆☆☆☆
札幌と比べて除雪が入るのが遅く、さらに除雪の仕方が汚
い。

市役所の開庁時間を18時ぐらいにしてほしい。平日仕事をしていると用事があっても
なかなか行けない。除雪をもっと丁寧にやってほしい。道路の路肩にたくさん雪の塊
を置いていくので、重たくて除けるのも大変ですし、車が傷つきます。また、排雪に入
る頻度を増やしてほしい。事故の原因に繋がると思います。ロードヒーティングを増
やしてほしい。街灯を増やしてほしい。治安が悪い。夜歩くのが怖い。

40代 野幌東町 △△△△ 札幌に比べて公共交通機関が充実していない。 車がないと辛いので、施設等が市内に点在しているのはどうなのでしょう。
30代 東野幌町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 自然も多くあり、子どもを育てる環境。

30代 東野幌町 ☆☆☆☆☆☆☆☆
ツルハしかない。ジムがない。北海道は雪が降るから屋内
施設は重要。

駅裏に事務と温泉がほしいです。ジム誘致は絶対。江別グレシャムアンテナショップ
の裏は需要絶対あり。理由）子育て世代、高齢者の憩いの場。

30代 東野幌町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 不便なく生活できるので。 バスを増やしてほしい。
20代 東野幌町 ☆☆☆☆ 臭い。王子製紙。牧場の堆肥。
30代 あさひが丘 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 自然があって札幌にも近くて便利。

40代 あさひが丘 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 札幌に近くて便利。
西郷村では役所に行かなくてもいろいろな手続きができる支所が、イオンの中にあっ
て便利だった。時間も遅くまでやっていた。

40代 あさひが丘 ☆☆☆☆☆☆☆☆
野幌周辺は買い物等の利便性がよい。ただし、除雪体制
はあまりよくないと感じる。

40代 あさひが丘 ☆☆☆☆

若い世帯が住みたいと思うまちづくりを希望します。まず利便がよいことが必要だと
思いますので、寂しいイメージの駅前に若者向けのテナントが入るビルを建てたり、
市内にユニクロやコーチャンフォーなど集客力のあるお店を誘致し、近隣の市町村
からも人が集まるようにして、もっと活気のある市にしてほしいです。

20代 あさひが丘 ☆☆☆☆ 特によくも悪くもないから。

30代 あさひが丘 △△△△
子育て環境について生活面では便利だが、一番必要な乳
幼児等の医療費が軽視されている点。

野幌駅を利用していますが、午後8時を過ぎると駅から一歩離れるごとに人気が減
り、車通りや店も少なく、不安を感じます。冬は雪壁で更に人目も行き届きにくくなる
ので除雪、街灯、巡回数を増やす等の対策がほしい。夜はあまりにも閑散とし、昼間
との違いに恐怖心が湧く。女の子は歩かせたくないまち。

40代 あさひが丘 △△△△ 子どもの医療費が無料ではないこと。
30代 西野幌 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 大都市に近く自然環境がよい。 超高齢社会に対応するため老人施設を充実させる。
20代 大麻 ×××× 不便。

20代 大麻桜木町 ☆☆☆☆☆☆☆☆

実家やまちに行くのが楽。ただ、冬は雪が多くて線路を渡
るのが、少し遠くまで行って渡らなければいけないのが不
便。

最近のまちは、全く知らない人にも挨拶できていない。（朝散歩している時に挨拶し
ても自分じゃない態度をとる。）挨拶できることで、いざ人が倒れている時や助けを必
要としている時に声かけが容易にできると思う。

40代 大麻桜木町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 適度に都会で自然があり住みやすいから。
30代 大麻桜木町 ☆☆☆☆ 生活に必要なお店などがそれなりにあり不自由しない。
20代 大麻桜木町 ☆☆☆☆ 1年も住んでいないのでわからない。
30代 大麻桜木町 ☆☆☆☆ 除雪がよくない。
40代 大麻桜木町 ☆☆☆☆ 道路の除雪回数が少ない。

30代 大麻桜木町 △△△△
バスの本数が少ない。3LDKに引っ越したいけどなかなか
見つからない（大麻で）。
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年代 現住地 江別市のまち（都市）づくりへの意見・提案　（【問15】）

　　　　江別市の住み心地についてとその理由  （【問10】、【問11】）
　　　　☆☆☆：満足　　　☆☆：どちらかといえば満足　　　☆：普通
　　　　△：どちらかといえば不満　　　×：不満

40代 大麻桜木町 △△△△ 雪が多い。 排雪の仕組みを考えてほしい。
40代 大麻ひかり町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 札幌に近いため。 札幌市江別区になればよいと思う。

30代 大麻ひかり町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
子どもを希望通りの保育園に入れられて子持ちでも働け
る。自然が多い。

40代 大麻ひかり町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 物件（家）、周辺環境がよいから。

30代 大麻ひかり町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
札幌が近い（土地が安い割に）。買い物など不自由しな
い。

地下鉄の設置。子どもの屋内施設の充実。飲食店（居酒屋街）エリアの増設・充実。

40代 大麻ひかり町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 都心に近い割に静かな環境だから。

30代 大麻ひかり町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ すばらしい幼稚園に出会えたし、札幌に近いから。

30代 大麻ひかり町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 子どもの学校が近い。公園がある。
札幌の川下公園のようなボール遊びのできる広い広場。焼肉、水遊びができるよう
な公園があるとよいと思う。特に冬場、小学生も遊べる体を動かせる運動広場がほ
しい。

30代 大麻ひかり町 ☆☆☆☆☆☆☆☆
子どもの学習環境と生活の仕方が、あまりよいと思えな
い。

室内で遊べる公園がほしい。また、楽しめる道立公園（中標津や旭川、紋別にあるよ
うな）がほしい。帯広周辺の町も水遊びが多数あったり大きな遊具があり楽しかっ
た。

30代 大麻ひかり町 ☆☆☆☆☆☆☆☆

住んでいるところはとても静かで住みやすい。でも子ども
に対して医療費の負担があるので子育てにはどうかと思
います。

所得制限で医療費の負担があることが不満でした。第3子まで負担ありで過ごし東
京へ転居した時に1回200円の医療費にとても助けられました。（中3まで所得制限は
あるがとても高い）これがあるからこの街から出たくないという家庭も多かったです。
環境もよい江別市が子育て世代に来てほしいなら、ぜひ医療費負担を少なくしてほ
しい。世帯収入があるほど税金が高く、納税するのですから。

20代 大麻ひかり町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 札幌に近い。

30代 大麻ひかり町 ☆☆☆☆☆☆☆☆
公園なども多く自然豊かだが便利な場所。しかし、雪が多
い。除排雪が足りない。

雪が多い割に除排雪が雑で回数も少ない。冬は道路が狭すぎる。通学路など特に
気を遣ってほしい。

30代 大麻ひかり町 ☆☆☆☆☆☆☆☆
環境には満足しているが、ＪＲの駅までが遠く、駅までの
バスもないため少し不便と感じることがあります。

江別市のゴミの仕分けはプラスチックごみも燃えるごみに入れることになっています
が、燃えるごみだと有料なのにすぐ溜まってしまいます。他市と同じように資源ごみ
（無料）として出せるようになると助かります。

40代 大麻ひかり町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 札幌が近い。 除雪（道の雪山）をどうにかしてほしい。
40代 大麻ひかり町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 札幌市に近く便利。環境がよい

30代 大麻ひかり町 ☆☆☆☆☆☆☆☆
札幌により近い場所なので、どこへ行くにも便利で、家賃
が安い。近所にスーパーなどが多いのも利点です。

30代 大麻ひかり町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 買い物、病院も行きやすい。
大麻駅が高架駅になると12号線と3番通の行き来がしやすくなり、栄えるのではない
かと思います。

30代 大麻ひかり町 ☆☆☆☆
バスでウィズユーカードが使えない。除雪が行き届いてい
ない。

大麻からだと江別のイオンに行けません。どうしても札幌に行きがち。行きやすいよ
うしてもらえたら利用したいのですが。

30代 大麻ひかり町 ☆☆☆☆ もっと除雪をしっかりしてもらいたいです。
40代 大麻ひかり町 ☆☆☆☆ 札幌に近くて便利だから。
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年代 現住地 江別市のまち（都市）づくりへの意見・提案　（【問15】）

　　　　江別市の住み心地についてとその理由  （【問10】、【問11】）
　　　　☆☆☆：満足　　　☆☆：どちらかといえば満足　　　☆：普通
　　　　△：どちらかといえば不満　　　×：不満

30代 大麻ひかり町 ☆☆☆☆ 交通の便、もう少しである。

40代 文京台 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 住み慣れているから。 街並みに夏は花、冬はイルミネーションなどの独特なきれいな街並みを希望。

20代 文京台 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ スーパー、内科、歯科などが近くにあり便利。
20代 文京台 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ きれいで交通も店も何でもある。
20代 文京台 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ネットカフェや温泉などのアミューズメントが充実している。
20代 文京台 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 普通だから。
20代 文京台 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 札幌が近いから。
20代 文京台 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 買い物など日常生活が便利（お店がたくさんある）。 冬期間の除雪状況の改善をお願いしたい。排雪回数が少ないです。
30代 文京台 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 特に不便と感じていないから。
20代 文京台 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 人が少ないけど生活は便利です。 みんなと一緒に活動できればと思います。
20代 文京台 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 静かで空気がよい。

20代 文京台 ☆☆☆☆

風が強い。雪が多い。道路がガタガタで陥没している箇所
がある（数センチだが危険だと思った）。除雪をもっとして
ほしい。

今までいろいろな県や市に住みましたが江別市役所の対応が一番最低でした。対応
が遅く案内なども適当です。人員が少ないなどは理由になりません。早急に職員の
意識改革を行ってください、期待しています。

20代 文京台 ☆☆☆☆ 田舎でもなく駐車場もある。
20代 文京台 ☆☆☆☆ 不便はないが雪が深い。
40代 文京台 △△△△ ごみ袋が高い。
－ 文京台東町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 割と環境がよい。
20代 文京台東町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 警察の人がよくパトロールしているから。
30代 文京台東町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 大麻育ち。大麻を活性化させたい。 雇用環境を整える。市を盛り上げる活動団体をつくってほしい。
20代 文京台東町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 特に生活で困ったことがないから。

30代 文京台東町 ☆☆☆☆☆☆☆☆
近隣都市と比べ除雪がよい。ＪＲの通勤時間帯の混雑が
ひどい。

大きな（知的な）本屋、図書館のさらなる充実。公共交通機関（特にバス）の定額化、
保育園の充実、駐車場整備。

30代 文京台東町 ☆☆☆☆☆☆☆☆
野幌周辺のみ発展しているように思います。江別、大麻の商店街など大切にしてほ
しいです。

40代 文京台東町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 意外と便利。 これからも農業を大切にするまちであってほしい。
40代 文京台東町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 自然が多い。
40代 文京台東町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 近隣の農家で野菜を買うことができる。
20代 文京台東町 ☆☆☆☆ バスや電車などがある。
40代 文京台東町 ☆☆☆☆ 可もなく不可もない。 リアルＳＮＳ等の情報発信を検討してほしい。

40代 文京台南町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 自然が多く空気がきれいで、札幌への便がよいから。
自転車を活用できる道路整備が、もっと進めばよいと思います。各駅に放置されて
いる大量の自転車を再利用し、誰もがシェアできるようにするなど。車のシェアリング
もよいですね。

20代 文京台南町 ☆☆☆☆☆☆☆☆
住んでいる場所から江別市内へも札幌へも出かけやすい
から。

40代 文京台南町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 比較的札幌に近く、しかも自然が多いところ。
40代 文京台南町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 環境がよいと感じるから。
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年代 現住地 江別市のまち（都市）づくりへの意見・提案　（【問15】）

　　　　江別市の住み心地についてとその理由  （【問10】、【問11】）
　　　　☆☆☆：満足　　　☆☆：どちらかといえば満足　　　☆：普通
　　　　△：どちらかといえば不満　　　×：不満

30代 文京台南町 ☆☆☆☆
良いところ：札幌に出やすい。悪いところ：駅近くで買い物
ができない。

まちづくりでは外部の視点を取り入れるようにしてください。内輪だけの「まちづくり」
は間違いの元になりやすいのでよろしくお願いします。

30代 文京台南町 ☆☆☆☆ 交通が不便だけど車があるのである程度便利。
ごみのリサイクルを高めたら、ごみが減ると思います。札幌は雑誌、プラは無料で資
源ごみとして回収してくれました。大麻と文京台を結ぶ通路が1本しかなく非常に不
便と感じます。

20代 文京台南町 △△△△ 道が暗い。店が少ない。 店の誘致を。

20代 高砂町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 江別市内だけでそこそこの買い物ができるから。
江別駅近くの商店街を明るくし、お祭りの時などのイベントの時に色々アピールでき
ればリピーターの人も増えるのでは。

30代 高砂町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 環境がよい。

20代 高砂町 ☆☆☆☆☆☆☆☆
生活する分には困らないから。（札幌に近いしスーパーや
ガススタンドも多いから）

30代 高砂町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ フットサルができる施設ができてほしい。
20代 高砂町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ スーパーが多く買い物しやすい。 野幌地区のみでなく高砂（市役所）周辺も活性化してほしい。

40代 高砂町 ☆☆☆☆☆☆☆☆
ＪＲ網がある。美味しいパン屋が多い。野菜が新鮮で安
い。

20代 高砂町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 買い物が便利、交通が便利なため。

30代 高砂町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 札幌に近くごみごみしていない。買い物にも便利。
子育て支援に力を入れてくれるとうれしい。上江別小学校のマンモス化といじめ等の
噂を聞き不安を感じている。

40代 高砂町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 除雪があまりよくない以外は満足。
小さなことを確実に行うことにより大きな災害事故が防げると思料していますのでよ
ろしくお願いします。

30代 高砂町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 買い物が便利なので。 子どもを預けて働ける環境を整えてほしい。
30代 高砂町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 自然が多い。
20代 高砂町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ スーパー等の便がよい。
30代 高砂町 ☆☆☆☆ 勤務先の近くに住みたい。

30代 高砂町 ☆☆☆☆ 王子製紙のにおいが、日によって酷すぎる。
将来的にも共働きしていきたいと考えているが、江別市内での就業が少なく札幌市
までの通勤もJR徒歩圏内でないと難しい。

20代 高砂町 △△△△ 市営住宅の不足。水道料金が高い。
低所得者に対する支援や市営住宅の充実。公園の整備。冬でも遊ばせられる場
所。健康診断や無料クーポンを誰でも安心して受けられる環境。

20代 高砂町 ××××
江別に住んだら子どもがぜんそくになった。工場が原因と
医者に言われた。雪が積もりすぎ。

税金上げていいからしっかり除雪してください。

40代 向ヶ丘 ☆☆☆☆☆☆☆☆ スーパーや病院などが近くにあるから。

20代 向ヶ丘 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 強風、道路、特色なし。
小型のバスで多本数で住宅街と駅、病院、スーパーをまわる路線。鉄道線路の南と
北の一体化。駅を増やす。南幌町との繋がりを強くする（道路を増やす）。

20代 向ヶ丘 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 札幌も近く生活するにも問題ない。お店が揃っている。 大きな商業施設があるとよい。
30代 向ヶ丘 ☆☆☆☆ 子育て支援に不満。
40代 幸町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 自然が多いから。
30代 幸町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 不便を感じることが特にない。 総合病院が少ない。病院を選択できない。
30代 幸町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ スーパーが近くにあって便利。駐車場が広い。
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年代 現住地 江別市のまち（都市）づくりへの意見・提案　（【問15】）

　　　　江別市の住み心地についてとその理由  （【問10】、【問11】）
　　　　☆☆☆：満足　　　☆☆：どちらかといえば満足　　　☆：普通
　　　　△：どちらかといえば不満　　　×：不満

20代 幸町 △△△△ 遊ぶところがない（厚別まで行かなければならない）。
20代 錦町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 札幌にも少し近いから。
20代 錦町 ☆☆☆☆ 普通に生活できるから。 バス路線等のインフラをもっと使いやすくしてほしい。
20代 大麻晴美町 △△△△ 交通が不便。
40代 大麻園町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 札幌に近くて便利である。

30代 大麻園町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 自然が多くて静かで人が優しいところがよいです。
商店街にもっとテナントが入っていたらよいと思います。家賃を低くして若い人に使っ
てもらったり、週に1度使われていない店舗を貸し出してみたりとかできたら活気が
あってよいと思います。とてもよい場所にあるのにもったいないと思ってしまいます。

30代 大麻園町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 文化施設の充実。
30代 大麻園町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 生活に便利、買い物や通勤。
20代 大麻園町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 除雪がよければ満足。
30代 大麻園町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 札幌に近い。 冬の雪道が怖いので、道路や歩道を安心して通れるようにしてほしいです。

30代 大麻園町 ☆☆☆☆☆☆☆☆
自然が多い、土地が広い、子育て支援がよい。難点は雪
の量かな。

大麻周辺をもっと便利に（店などの面）。そうすると札幌の人々も江別に住むと思う。
除雪面でもっと工夫して雪にも負けないまちにすると更に強くなると思う。

40代 大麻東町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 札幌に近い。自然が豊富。
20代 大麻東町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 不便と感じることがないため。
20代 大麻東町 ☆☆☆☆ 文京台に学生が楽しめるものがない。

20代 大麻東町 △△△△
手当金の処理に不備。手続きを受理した担当者の謝罪な
し。除雪が雑。今後に期待

人口が減少している状況があるため、より子育て支援に力を入れ、施設、制度金銭
的な援助により目を向けていただきたい。

20代 大麻高町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
静か。生活に必要なものも手に入りやすい環境。札幌に近
い。

子どもからお年寄まで、快適、活気あるまちでありたいと思います。一つの意見は公
共交通のさらなる利便性を追求した改善です。転入前に住んでいたシンガポール
は、札幌市ほどの広さの国で車を持つ人の割合は少ないですが、バスや電車によっ
て国中を大変便利に移動することができました。人の移動は、まちの活気につなが
ると思います。ぜひご検討いただきたいと思います。

20代 大麻高町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
札幌に近く便利である。一方、静かで住みやすい。学校に
近い。

自主学習できる場所をつくってほしい。

20代 大麻高町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 除雪がしっかりしている。

30代 大麻高町 ☆☆☆☆

不満な点：冬は雪が多いが除排雪が不足。周囲の家が道
路に雪を出す。公共機関の運休、遅れにより仕事に支障
が出る可能性あり（冬場）。

雪に左右されない公共の交通機関の充実（札幌のベッドタウンとなっている事を考え
ると必須）。

20代 大麻高町 ☆☆☆☆ 人の流れがよく、商業、産業が活発な都市となってほしい。

40代 大麻宮町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
静かで公園など緑も割と多い。買い物、通勤も割と便利。
病院も多い。

静かさ、安全安心さは大きな魅力であり価値。大事にしてほしい。大学があるくせに
大きなきちんとした書店がないのは大問題。特に、大麻は書店砂漠。学生は勉強し
ていないと言っているようなもの。子どもたちのためにも身近な自然をたくさん残した
い。公園の遊具を充実してほしい。壁打ち練習のできるコンクリ製の壁などの整備、
充実（サッカー、野球、テニスなど）がもっと必要。バスケットゴールも。
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年代 現住地 江別市のまち（都市）づくりへの意見・提案　（【問15】）

　　　　江別市の住み心地についてとその理由  （【問10】、【問11】）
　　　　☆☆☆：満足　　　☆☆：どちらかといえば満足　　　☆：普通
　　　　△：どちらかといえば不満　　　×：不満

30代 大麻宮町 ☆☆☆☆☆☆☆☆
軽スポーツ室や娯楽室（自由に過ごせる空間）のある児童
センターが近くにあるとよいと思うから。

野幌総合運動公園等、専門的なスポーツ施設があり、石狩川周辺には様々な産業
が発展して北海道を代表する企業も数多く存在する。様々な個性を持つ江別のまち
というイメージですが、子育て中の主婦としては、大麻の落ち着いた生活しやすい街
並みや、野幌の便利さ等に魅力を感じています。ただ、もう少し児童センターが、子
どもが行きたい、毎日でもそこで楽しく友達と過ごせるようなものが近くにあるとよい
と思います。子どもが自分で歩いて行ける所にできるとよいのですが。

30代 大麻宮町 ☆☆☆☆ 雪が多いのが不満。
冬の除雪を強化し、車が走りやすい道路にすることにより、交通渋滞及び交通事故
が少ないまちにするとよい。

40代 大麻宮町 ×××× 都会からの転入のためすべてが不満。

40代 大麻中町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
駅のそばに住んでいますが通勤、通学買い物にとても便
利です。

もともと実家があり、ふるさとでもあるため転入してきました。教育委員会には子ども
たちの就学支援をして頂き大変助かっています。中学校、小学校の先生にも親身に
相談に乗って頂き、本当にありがたいです。治安の面でも学校から不審者情報が届
きますが、パトカーにパトロールして頂いてとても安心できます。

40代 大麻中町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 自然が多い。
20代 大麻中町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 特に不満はないため。
20代 大麻中町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 交通の利便性がよいこと。自然が多いところ。
30代 大麻中町 ☆☆☆☆ 不満もないが満足もしていない。
30代 大麻中町 ☆☆☆☆ 住みやすいが、冬の雪の除雪、駐車、環境が悪い。 若者が活動しやすい都市づくり。
30代 大麻中町 ☆☆☆☆ 除雪にやや不満あり。 子育て世代の支援や高齢者が安心して生活できるまちづくりに力を入れてほしい。
20代 大麻中町 ☆☆☆☆ 小樽とあまり変わらないです。

40代 大麻沢町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
車の通りも激しくなく静かで買い物も近くでできて満足で
す。

30代 大麻沢町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 環境がよい。 商店街を何とか昔のように賑やかにしてほしいです。大麻中町とか。

30代 大麻沢町 ☆☆☆☆☆☆☆☆
小さい子どもがいるので、もう少し近い所にコンビニなどが
あればよいと思います。

40代 大麻沢町 ☆☆☆☆ 冬の除雪体制の改善。江別西インターまで行く道路の整備。
40代 大麻扇町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 自然に満ちた公園が多い。

20代 大麻扇町 ×××× 不便過ぎる。バスが少ない。
小さい子を遊ばせる所が少ない。ウィズユーカード使えるようになりませんか。札幌
市との連携を強めてほしい。

30代 大麻西町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 住みやすい。周りが静か。交通の便がよい。 雪が多いのでその対策が気になります。
30代 大麻西町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 札幌に近く生活が便利。
20代 大麻西町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ スーパーや学校が近く平和な場所です。

40代 大麻西町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 都市部が近い割に静かに暮らせ環境がよい。

子どもたちや子育て世代が住みやすいまちづくりをしてもらいたい。子どもを見守る
活動や通学路の安全確保（通学路の車の通行制限や冬の通学路除雪など）をして
もらいたい。長いスパンで考えるならば将来的に江別の子が大人になってからも定
住したいと思う施策をとってもらいたい。（自分も幼少時に江別にいたことがある。）

40代 大麻西町 ☆☆☆☆☆☆☆☆
場所や環境は便利で概ね満足しているが、子どもの医療
費の助成や学童保育について充実していない。

通学路の除雪や両親が働く場合の子どもの居場所についてより充実したまちになれ
ば子育て世代にとって、とても魅力的になると思います。
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年代 現住地 江別市のまち（都市）づくりへの意見・提案　（【問15】）

　　　　江別市の住み心地についてとその理由  （【問10】、【問11】）
　　　　☆☆☆：満足　　　☆☆：どちらかといえば満足　　　☆：普通
　　　　△：どちらかといえば不満　　　×：不満

30代 大麻西町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 周辺の環境はよい。
「除雪が充実したまち」であれば、戸退の需要を取り込めると思う。札幌よりも地価も
安いのでよいと思う。

30代 大麻西町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 札幌に近い。 除雪、排雪の回数を増やしてほしい（特に３番通）。

30代 大麻西町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ ゴミの収集方法。
ごみの収集方法は札幌市の方がよかった。生ごみを減らす努力をしてもブラごみが
あるとどうしても多くなってしまう。缶やビンの収集が2～3週に1回だと溜まるので、
週1回にしてほしいです。

30代 大麻西町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 札幌市に近い。

30代 大麻西町 ☆☆☆☆☆☆☆☆
札幌に近い、駅が近い、治安がよい、静か、通学しやすい
土地が安い。

高齢化が進んでいるので、若い人が多く住むまちづくりをしてほしい。

30代 大麻西町 ☆☆☆☆☆☆☆☆
地下鉄が通るとなおよい。サピカが使えるようになってほ
しいです（バスが札幌と江別をまたぐので）。

ごみ収集の回数を増やしてほしい。（札幌市のように「プラ容器」無料回収を週一で、
ペットボトルは月2回ですが毎週にしてほしい。）3番通りから12号線に繋がる道路を
JR森林公園駅付近につくってほしい。（この辺りは、三番通りから札幌方面へ行く時
の通勤時車が混み合います。）ＩＫＥＡができてほしい。大麻西町付近に徒歩圏内でド
ラッグストア（ちょっと大きめ）があると便利。

40代 大麻西町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 緑のある大きな公園、遊歩道がたくさんある。

近隣市町村（札幌、岩見沢）と比べ除排雪があまりされていない印象があります。歩
道もなくなってしまうところも多々見受けられたので、もう少し充実させてほしい。（特
に通学路）子育て支援は積極的に行われていると思うので、このまま拡充させて
いってほしい。

30代 大麻西町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ のんびりしているところ。

住宅の中にある商店街が寂しい状態なので、新しいお店やカフェ、雑貨店、美容室、
子ども教室など、小さくても特色のある新しい（新鮮な）もの、人が集える場として使
えるようになるなど、“生まれ変わり”があると、素敵なまちになると思います。良い場
所だけにもったいないし、寂れていると治安も悪く暗い感じがします。

30代 大麻西町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 自然が豊か。

30代 大麻西町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 静かで住みやすいが、冬の雪が大変。
札幌に負けないぐらいここの病院は有名だ等の医療に充実しているまち。子どもが
安全に暮らせるまち。

30代 大麻西町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 自然豊か。 札幌市に負けないまちづくりを期待したい。

40代 大麻西町 ☆☆☆☆ 良いところもあるけれど足りないこともたくさんある。
食・小麦や新鮮野菜等がたくさんありびっくりしました。もっとアピールしてもよいと思
いました。

40代 大麻西町 ☆☆☆☆
札幌圏ではあるが住環境面での不備（ガスを利用した融
雪設置不可等）。

30代 大麻西町 ☆☆☆☆
雪が多い街なのに除雪が非常に雑。もっと雪が多くても除雪が丁寧な街は沢山あ
る。

30代 大麻栄町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 便利なので。
江別市と言えば「コレ」というものが薄いと思うので、何かあるとよいと思います。ガラ
スもれんがももっとまちの中で多く使われたらよいと思いました。

30代 大麻栄町 ☆☆☆☆

環境がよい。ただ、保育園に入れなかったことが残念で
す。問い合わせた時、職員の方に「今空きありませんね」
のみで、今後どうしたらよいのか分かりませんでした。

17／20 【問10】住み心地と理由、まちづくりへの意見・提案



年代 現住地 江別市のまち（都市）づくりへの意見・提案　（【問15】）

　　　　江別市の住み心地についてとその理由  （【問10】、【問11】）
　　　　☆☆☆：満足　　　☆☆：どちらかといえば満足　　　☆：普通
　　　　△：どちらかといえば不満　　　×：不満

30代 大麻栄町 ☆☆☆☆

自然が多くて子どもを育てる環境によい。もう少し子育て
支援が充実していると嬉しい。所得制限があるなど、なし
にしてほしい。

就学前の子ども（0歳～）が通えるような（有料の）教育（幼児教室、英会話教育、体
操教室）の場所が多くなってほしい。公園の遊具が古く、雑草もたくさんあり、子ども
が遊ぶのが難しい。改善してほしい。

40代 大麻栄町 △△△△
せっかくある良い素材を活用していないと思う。すごくもっ
たいない。

角山にはおいしいチーズや牛乳、牛肉、卵などがあるが知らない人が多すぎ。札幌
にも近く大変便利な地区。なぜ休田や畑があるのか不思議だ。江別の財産として活
用しないのは宝の持ち腐れと感じている。８丁目通は、きちんと275号線まで整備す
べきだ。随分前から工事の予定と聞いているが遅すぎる。れんがをもっと大切にする
べき。もったいない。

20代 大麻泉町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ お店やバス停や遊ぶ場所があるから。 大麻循環バスを復活してほしい。夜に帰る人がこわいからです。

20代 大麻泉町 ☆☆☆☆
以前住んでいたまちに比べると交通の便がよく、買い物も
楽だが、少し騒がしくて、窮屈に感じることがあるため。

30代 大麻泉町 ☆☆☆☆
自然環境はよいがスーパーなどが遅くまでやっていない。
雪が多い。仕事がない。

もっと大型スーパーを増やし札幌に行かなくてもよくなるとよい。仕事先ももっとある
とよいと思う。習い事等を充実してほしい。外食ももっといろいろあるとよい。

40代 大麻新町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 通勤も買い物も便利。
20代 大麻新町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 自分の地元であるから住みやすい。

30代 大麻新町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 静かでよい。税金が高い。スーパーが多い。
札幌市の救急車は車がよく避けてくれるので早い。江別はなかなか車を避けてあげ
ていないとつくづく思う。もっと周知すべき。

40代 大麻新町 ☆☆☆☆ 可もなく不可もなく。

1月2日の救急当番病院に小児科がなく、札幌市東区まで受診に行きました。水疱瘡
の疑いと電話で問い合わせたら、診れませんと言われ、一番近い札幌市を勧められ
ました。病院を責めているわけではありません。後日医療費を1割分返金してもらう
手続きもしなければならず、子どもがいながらの手続きも大変です。いつでも市内で
受診できる体制をとってもらわないと大変困ります。

30代 大麻新町 △△△△

13丁目から275号に続く道の交通量を考えて道幅を広く整
備。無駄な道路工事が多すぎる。仕事がない。賃金が安
い。ハローワーク紹介の教室は全て札幌。江別に住む理
由は、家賃、物件（地価）が札幌に比べて安いから、札幌
に近いから、札幌の外れより便利だから。今まで10か所以
上の道外に住んだが、江別市を知っているのは2人だけ。
もっと田舎の夕張、富良野を知らない人はいない。同級生
で今江別に住んでいるのは10％以下。

江別の代名詞であるれんがをアピールするために赤れんが通り等の商業区域をつく
る。また、そこに銀杏並木、桜並木、白樺並木等の江別市外から人が集まる場所を
つくり、今でいう北広島、清田区のような大手商業店（例えばジョイフルＡＫ等）の巨
大市場をつくれば（呼べば）、必ず人口が増えるし、地価も上がるし、若者が働ける
環境を充実させれば江別市の税収も上がる。江別の千歳川の河川敷を整備し、人
が集まれるキャンプ場（バーベキュー）や大型の花火大会を開催する。

40代 大麻北町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 札幌に近い。便利で静か。 ＪＲ駅前の活性化。
30代 大麻北町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ よい街だと思います。ただ、本当に雪が多く、冬が大変。
40代 大麻北町 ☆☆☆☆ まちの規模はよいが交通の便に不満。

20代 大麻北町 △△△△ 除雪の置き雪。
雪が多いのだから、それなりの除雪の配慮をしてほしい。家の前にごっそりどこから
持ってきたんだという雪を置かないでほしい。

30代 大麻元町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 祭り、イベントが多い、名産品が多い。
バスの本数が少ない、バスの乗車マナーが悪い（学生の）。除雪が少ない（道が狭く
なり、路面の状況がひどい）。えべチュンをもっとＰＲ（グッズを増やしてほしい）。

40代 大麻元町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 不自由が特にないため。

18／20 【問10】住み心地と理由、まちづくりへの意見・提案



年代 現住地 江別市のまち（都市）づくりへの意見・提案　（【問15】）

　　　　江別市の住み心地についてとその理由  （【問10】、【問11】）
　　　　☆☆☆：満足　　　☆☆：どちらかといえば満足　　　☆：普通
　　　　△：どちらかといえば不満　　　×：不満

30代 大麻元町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ なんとなく。 除雪が行き届いていない。子どもが危ない。

20代 大麻元町 ☆☆☆☆
バスの便が少なかったり駅までのバスがない。3番通→12
号線のバスがない。

江別市内の駅を中心とした料金一律とかのバスをつくってほしい。例）大麻駅を中心
に大麻1周のバス。

30代 野幌若葉町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 札幌より雪が多い。パン屋が多いのは嬉しい。
除雪が入ると雪の塊を家の周りに置いていかれるので大変。除雪が入らない方が雪
かきが楽。老夫婦の方が除けられないから大変とおっしゃっていました。対処方法が
あればより住みやすくなり快適だと思う。

30代 野幌若葉町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 病児保育、休日保育などの制度に助けられています。
20代 野幌若葉町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 安心、安全、利便性（買い物、子育て）。
20代 野幌若葉町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 札幌に近いということと、割と静かで落ち着いているので。
20代 野幌若葉町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 買い物に困らない。
20代 野幌若葉町 ☆☆☆☆ 特に困ることはないので。
40代 野幌若葉町 ☆☆☆☆ 普通だから。 えべチュンをもっともっとＰＲしてください。

30代 野幌若葉町 ☆☆☆☆

江別市は、岩見沢市や札幌市への通勤、通学する住民が多いので、駅や学校と住
宅との交通機関を充実させてほしいと思います。夏は駅まで自転車を使用していま
すが、冬季は駅高架下の駐車場を使用せざるを得ず料金も高く家計が大変です。

20代 野幌若葉町 ☆☆☆☆

求人が少なく、賃金も安いため、江別市内で働いていましたが、札幌の方へ転職し
ました。江別市で独り暮らしをしていくには職種も限られ、生活も厳しいこともあるた
め、札幌等に移る方は多いと思います。

30代 野幌若葉町 ☆☆☆☆ 雪が多く除雪不十分。自然が豊か。
れんがの街ということなので、もっとレトロモダンなカフェや雑貨屋さんがあればよい
と思う。駅前が寂れた雰囲気なのでもっと明るいとよいと思う。

40代 野幌若葉町 △△△△ 交通が不便。
20代 野幌若葉町 △△△△ 人の駐車場付近に違法駐車、路駐が多すぎる。
20代 野幌若葉町 △△△△ 交通の便が悪い。ウィズユーカードが使えない。
30代 野幌若葉町 ×××× 子どもの医療費が高い。ゴミの分別が少なすぎる。
20代 東野幌本町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 交通のアクセスがよい。

40代 東野幌本町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 便利と自然が共存している。通勤通学に便利。
転勤族ですが、通勤しながら長く江別市に住み続けたい。ＪＲが便利なのがとてもよ
い。ＪＲ、バスなどの利便性は、これからも大事にしてほしい。

20代 東野幌本町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 札幌をはじめ各都市へのアクセスがよいので。
40代 東野幌本町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 日常生活（買い物、お店、病院）が思った以上に便利。 札幌から近いことをアピール。住みたく思うまちの宣伝。

20代 東野幌本町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
学校の都合で3年間道外にいました。元々江別育ちなので
住みやすいと思います。

水道料金が、もう少し安くなればもっとよいと思います。

20代 東野幌本町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 交通アクセスのよさ。

30代 東野幌本町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
札幌へ通勤しやすい。建物が低く自然が残っているため
解放感がある。

大麻のような公園（パークゴルフ場や自然の残る公園）が野幌にもあってほしい。子
育てと仕事を両立させたいので子どもが気軽に寄れる児童館のような所があるとよ
い。

40代 東野幌本町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 買い物、交通の便などがよい。
40代 東野幌本町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 治安がよい感じがする。車がないと不便。雪が多い。 除雪、排雪をもう少ししっかりやってほしい。
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年代 現住地 江別市のまち（都市）づくりへの意見・提案　（【問15】）

　　　　江別市の住み心地についてとその理由  （【問10】、【問11】）
　　　　☆☆☆：満足　　　☆☆：どちらかといえば満足　　　☆：普通
　　　　△：どちらかといえば不満　　　×：不満

20代 東野幌本町 ☆☆☆☆
職場が近いのはよい。「食」「住」はよいが、「衣」「遊」が乏
し過ぎる。

アウトレットモールやゲームセンター、飲食店等の複合施設を誘致したらどうだろう
か。場所は野幌駅周辺が望ましい（無理なら江別西ＩＣ付近）。賑わいを期待していま
す。また、土地区画整理に合わせて、飲食店の充実を市としてももっと介入してやる
べきだ。綺麗になっても賑わいがなくなるような気しかしない。

30代 東野幌本町 ☆☆☆☆ 今はまだあまり不便を感じていないから。
20代 緑ヶ丘 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 職場に近くお店も近くてよいから。

40代 緑ヶ丘 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 住んでいて特に不自由なく程よく都会。
乳幼児医療費の助成をもう少し拡大してほしいです。北斗市在住中は医療費がかか
らなかったが、平25年1月～12月までおよそ3～4万円程かかり負担になっています。

20代 緑ヶ丘 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 生活するのに不自由していないから。

20代 緑ヶ丘 ☆☆☆☆☆☆☆☆
特に不便さを感じていない。バスの通っている路線や時間
がよく分からない。

30代 緑ヶ丘 ☆☆☆☆

田舎（地方）を好み住んでいるが、まだ住み心地までは分
からない。但し、住宅街で静かだと思う。治安のよさが分
からない。不安である。

私は地方（田舎）らしさに期待して住んでいます。市の方向性を分かりやすくしてほし
い。自然・安全というところに期待している。公園が多い、レンガなどもっとアピールし
たらよい。江別で住んでもらいたいという姿勢は正直見えない。

30代 緑ヶ丘 ☆☆☆☆ 札幌と比べると住みやすさは普通。 除雪をもっと迅速にしてほしい。

20代 緑ヶ丘 △△△△ 雑誌回収がない。すごく不便。
ゴミ回収のスケジュールが不便。子どもたち（特に高校生、大学生）の通学のマナー
が悪すぎる。子どもたちのそういう姿を見ると田舎っぽく感じる。

20代 朝日町 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
近くにお店がたくさんあり生活に便利。気に入った物件が
あってよかった。

気軽に運動できる場所があるとよい。もうすでにあるのかもしれませんが、なかなか
知られていないと思います。スポーツ団体に市民が入れるような環境づくり。

40代 朝日町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 郊外というのもあるが道路のインフラが少し悪いため。
30代 朝日町 ☆☆☆☆☆☆☆☆ のどかで子どもの環境によいと思う。 有料ごみの範囲が多すぎるので見直してほしい。

40代 朝日町 ☆☆☆☆
子どもにはよい環境だと思うが、買い物等に不便を感じる
こともある。

30代 朝日町 ☆☆☆☆ 何をするにも車が必要だから。

40代 朝日町 △△△△

ひとり親に対する補助が足りない（苫小牧はとてもよかっ
た）。学童保育の整備が足りない。都市ガスの整備が足り
ない。ゴミの収集回数が少ない。

都市ガスの整備。ゴミ収集に関する無料部分の整備（雑紙、プラスチック）。学童保
育の無料化または児童センターの学童保育化。ひとり親に対する補助（医療費の低
料金化、予防接種の無料化）。

20代 朝日町 ××××
市役所に税金の相談に行っても冷たく意味がない。札幌
の方がちゃんと対処してくれた。
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№ 利用サービス名 実際に利用して不便なことがあればその内容 サービスを利用してみた感想
1 幼稚園 熱心でよい。
2 幼稚園 人手が足りなそうに見えました。
3 幼稚園 市立の幼稚園の建設。 私立の幼稚園は、保育料が高い

4 幼稚園
近くの幼稚園が満員で、少し遠くの幼稚園を利用してます。バスのな
い日など不便です。

5 幼稚園 すばらしかった。
6 幼稚園 冬場の除雪が悪く、バスが動かない。駐車場がない。
7 幼稚園 乳幼児を預けられる施設不足。働くお母さんの支援。
8 幼稚園 保育料が高い。
9 幼稚園 幼稚園によって全く内容が違うので、もっと勉強してから選ぶべきだっ
10 幼稚園 子どもはとても楽しそう。
11 幼稚園 とてもよい。
12 幼稚園 札幌より施設維持費が高い。

13 幼稚園
（未就園児教室）幼稚園のことが載っている冊子が何もないので、自
分で電話したり足を運ばないと雰囲気を知ることができず、大変だっ
た。

園によって様々だが、継続するには料金が高くて大変だった。安くした
り、無料で園の様子を知ることができる日を何日か設けてもらえると
助かる。

14 幼稚園 親の参加が多すぎる。 良いことを求めるなら、親もかなりの頑張りがいる。
15 幼稚園 とても良い。特に不満はない。
17 幼稚園 友達がたくさんできる。
18 幼稚園 親子ともに成長できてよい。
19 幼稚園 親が参加することが多いので仕事ができない。
20 幼稚園 土曜に預かり保育があるとうれしい。
21 幼稚園 色々なことに取り組んでよいと思う。
22 幼稚園 空きがなく時間がかかって入れた よい。
23 幼稚園 家が近いし、子どもにとっても通わせてよかった。
24 幼稚園 夏休み、春休みの預かり保育がない時があること。
25 幼稚園 色々なイベントに子どもも楽しんでいます。
26 幼稚園 数時間でも見ていてもらうだけで母親の気分が違います。
27 幼稚園 子どもが成長していることが実感できてよい。
29 幼稚園 ふつう。
30 幼稚園の延長保育 よいことだと思う。
31 幼稚園の延長保育 料金が高い。
32 幼稚園の延長保育 そんなに高い値段じゃなくてよい。
33 幼稚園の延長保育 とにかく料金が高い。
34 幼稚園の延長保育 春、夏、冬休みの保育時間が短くなってしまう（特に朝）。 急な外出に対応してもらえありがたかった。
35 幼稚園の延長保育 とても助かりました。
36 幼稚園の延長保育 金額も安くてよい。
37 幼稚園の延長保育 無料で6時まで預かってもらえるのでありがたい。
38 幼稚園の延長保育 とても便利。
39 幼稚園の延長保育 土曜日の預かりをやってほしい。
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№ 利用サービス名 実際に利用して不便なことがあればその内容 サービスを利用してみた感想

40 幼稚園の延長保育
働く母親が多い中、このようなサービスは本当にありがたい。通ってい
る所だから早く子どもも慣れた。

41 幼稚園の延長保育 園の都合でない時がある。
42 幼稚園の延長保育 安い料金で利用できとても助かる。
43 幼稚園の延長保育 しっかりと見ててくれて、とてもよかった。
44 幼稚園の延長保育 ふつう。
45 幼稚園の延長保育 仕事の関係で早朝保育利用代が高すぎる。
46 通常の保育園 とてもよいです（わかば保育園）。
47 通常の保育園 祝日保育を増やしてほしい。
48 通常の保育園 預かってくれる保育園の規模が大きい。 子どもの1クラス当たりの人数が多いので、アットホーム感がない。
49 通常の保育園 病気の時のすぐの処置。
50 通常の保育園 無認可なので仕方ないが園庭が狭いこと。 一人ひとりを細かく見てくれていて満足しています。
51 通常の保育園 夜間保育がない。祝日が休み。
52 通常の保育園 毎日とても助かっています。

53 通常の保育園
設備が古いこと。近くの保育園に入れないこと。市の担当課のサービ
スがよくない（対応がよいとは思わない）。入園待ちしているが連絡な
い。本当なのか。

先生等、とてもよい。

54 通常の保育園 祝日仕事の時に困った。 1日のリズムができてよい。
55 通常の保育園 無認可保育園で日曜、祝日も保育してくれるので助かる。
56 通常の保育園 距離が遠い。
57 通常の保育園 延長時間が終わるのが早い。
58 通常の保育園 年末年始、日曜、祝日が休みのこと。
59 通常の保育園 とてもよい。きれいで新しく先生方もよい。
60 通常の保育園 特になし。 施設も先生方もとても満足している。
61 通常の保育園 満足してます。
62 通常の保育園 よくしてもらっている。
63 通常の保育園 保育時間7:15～を、できれば7:00からにしてほしい。

64 通常の保育園
保育内容が不満。できはれば家に近く保育園並みに預かってくれる
幼稚園がよい。

65 通常の保育園
駐車場が狭いのでいつもぶつけた、こすったと貼紙があり、安心して
送迎ができない。

先生方の人数が充実してとてもよかった。

66 通常の保育園
18:15までの利用なので、冬はバスの遅れもあったりして正職に就きに
くい。

職員が多いように思う。土曜日の利用は消極的なので利用しにくい。

67 病児保育 とてもよかった。助かります。
68 病児保育 とても満足しています。

69 病児保育 土曜日も仕事があるので、月～金までなのが残念です。 とても手厚くしていただいて毎回感激しています。

70 病児保育
時間的に人数がいっぱいになることがあり、もう少しこういう小児科が
増えるとよいです。

とても助かっています。

71 病児保育 登録のみだが、親切なサポートシステムで安心できる。

2／5 【問18】サービスを利用して不便なこと、利用した感想



№ 利用サービス名 実際に利用して不便なことがあればその内容 サービスを利用してみた感想
72 一時保育 週3くらいの利用だったので、行事等が把握できない
73 一時保育 やはり金額です。もう少し安ければ。
74 一時保育 毎回布団セットを持ち込むのが少々面倒。 アレルギーにも配慮してくれて安心。
75 一時保育 やっているところが少ない。家から遠い。
76 一時保育 1日1,500円と高い。

77 ファミリー・サポート

預かっていただいた会員の方が好印象でした。でも、もう一件の方は
あまり雰囲気が合わない感じがしたので、このサポート制度の良し悪
しは、双方の雰囲気が合うかどうかで変わると思います。

78 ファミリー・サポート

よいサービスだと思うので、もっと保健センターとの連携をして周知し
た方がよい。例としては、マタニティスクールで説明や体験した人の話
など。

79 ファミリー・サポート 予め事務打ち合わせが必要なこと。
80 ファミリー・サポート 手続き、連絡、準備、支払が面倒。
81 ファミリー・サポート 登録はしたが、使用しづらい。
82 ファミリー・サポート 99％助けてもらえる。親身になって相談にのってくれる。
83 子育て支援センター回数が少ない。 よいです。
84 子育て支援センター豊幌のニコニコ広場は月1回なので回数を増やしてほしい。 職員さんがとても親切で利用しやすい。
85 子育て支援センター 保育園に入る前までとても助かりました。
86 子育て支援センター 場所が遠い所にあったため通えなかった。 保育士さん（？）の具体的な指導がなく、物足りなく感じました。
87 子育て支援センター すばらしい。
88 子育て支援センター スペースが狭い（わかば） 工作やイベントがあったり、特に冬場の遊び場に助かります。

89 子育て支援センター
４か月で行くには少し早すぎた印象だが、親的には気分転換になりま
した。

90 子育て支援センター 同年代の子どもの様子を見て情報交換できる。
91 子育て支援センター 土・日が使えない。 先生方は皆さんとても親身に相談に乗ってくれる。
92 子育て支援センター おもちゃが多数あり、施設がきれいで利用しやすい。
93 子育て支援センター月に1回しかないのが不満。 時間が短い。
94 子育て支援センター 狭い。
95 子育て支援センター 特にありません。 日曜日の開放は、父親も一緒に利用できてよかった。
96 子育て支援センター年齢に応じた対応が一施設だけでは難しい。 2歳ぐらいまではよかったが、それ以上は行こうとは思わなかった。

97 子育て支援センター 3歳児が元気に走りまわれる所がなかった（12/21にできるとのこと）。

98 子育て支援センター午前中のみしかやっていないところが多い。
99 子育て支援センター 時間の制限があること。

100 子育て支援センター
小さい子どもでも遊べるものがたくさんあり、木など温もりあるものが
ありよかったです。

101 子育て支援センター とてもよいです。
102 子育て支援センター 土、日が利用できないこと。一時預かりがない。 子どもが楽しく遊べる。親子で相談事ができる。
103 子育て支援センター 遠い。 悩みの相談ができた。子どものコミュニケーションがとれた。
104 子育て支援センター 設備が整っていてとてもよかった。
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№ 利用サービス名 実際に利用して不便なことがあればその内容 サービスを利用してみた感想
105 子育て支援センター 子どもがのびのび遊べてよい。午後も開放してほしい。

106 子育て支援センター 冬になると子どもを遊ばせる場所が限られるので今後も利用したい。

107 子育て支援センター 土、日に行けないこと。 先生方がとても親切で優しい。
108 子育て支援センター 遊具が面白くない。木育などを取り入れてほしい。
109 子育て支援センター いつも利用しています（妻と子）。近所にあるので助かります。
110 子育て支援センター 駐車場のスペースが少ないので行事がある時は駐車できない。 遊び場が広くのびのび遊べる。
111 子育て支援センター裸足でいるには少し床が冷たいと思います（仕方ないですが…）。 子どもがとても楽しそうに遊び、発達に良い影響も感じます。
112 子育て支援センター 遠い。場所が微妙。

113 子育て支援センター
車がないと通えない。家の近くに（毎日通える）サロンがあれば助かり
ます。

とても助かります。

114 子育て支援センター 力を入れていると感心。

115 子育て支援センター
保育士さんのお話が聞け、同世代の子を持つお母さん方と触れ合うこ
とができよかった。

116 子育て支援センター 午前の部はもう少し早く終わってもよいかも。11:30とか。
117 子育て支援センター開園している曜日がどこも一緒。すくすくは少し遠い。 友達ができたり気軽に遊びに行けるのでよい。
118 子育て支援センター とてもよかったです。
119 子育て支援センター 遠い。
120 子育て支援センター ぽこあぽこが衛生的で非常によかった。

121 児童センター
学校から一旦帰宅しなければならない事、昼に帰宅しなければならな
い点。

先生方がとても良い先生で、安心して行かせられる。

122 児童センター 学校の休業日に合わせて午前中の開放。

123 児童センター
近くに放課後の子どもの居場所がなく、様々な年代の子どもが休日や
放課後に友達と思い思いにゆったり過ごしたり、ミニバスケや卓球等
の軽いスポーツで汗を流したり、交流できる場所があるとよい。

124 児童センター イベントが多く、子どもがストレス発散できる１つの場となっている。

125 児童センター
昼食を食べられるようになっていない（弁当等でもよいので、午前→
午後と居られると助かる）。

126 学童保育・児童クラブ 建物が古い。
127 学童保育・児童クラブ 共稼ぎのため、学校の臨時休校時には利用できず不便。 平日は安心して預けることができて助かっています。
128 学童保育・児童クラブ 子どもたちは楽しく遊んでいるようです。
129 学童保育・児童クラブ 祝日が休み。
130 学童保育・児童クラブ 家の近くで行うサロンが、月に1回しかないので物足りない。 とてもよかった。
131 学童保育・児童クラブ 長期休みは給食があったので助かった。

132 学童保育・児童クラブ
少ない。小学校にない（大麻）。質があまりよくない。充実のために行
政も支援してあげてほしい。

133 学童保育・児童クラブ とても楽しんでいる。

134 学童保育・児童クラブ
民間の学童保育を利用。料金が高く、保育時間も短い。札幌に通勤し
ているので迎えが間に合わない。
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№ 利用サービス名 実際に利用して不便なことがあればその内容 サービスを利用してみた感想
135 学童保育・児童クラブ 安心して預けることができる。

136 学童保育・児童クラブ
日曜が休みなのが不便（日曜も仕事なので）。家から少し遠いので、
もっと学童の場所が沢山あればよいと思います。

とてもよい先生たちで子どもも楽しく通っていました。4年生になると定
員の関係上無理そうですが、好きな時に利用できるシステムがあれ
ばよいのにと思いました。

137 学童保育・児童クラブ ふつう。
138 学童保育・児童クラブ 学校から離れた場所にあるので不便。
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