
（特記事項）

江別市転入アンケート調査　個別自由意見一覧

（アンケート期間：平成３０年５月１１日から平成３０年５月３１日まで）

平成３０年５月実施

江別市 企画政策部 政策推進課 

  自由意見の内容については、提出者の意見をできるだけ正確に表すため、人物を特定できるような固有名詞や
  ご意見以外の記述を除き、可能な限り原文のとおり掲載しております。

【問1９】 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。



 



No. 年代 性別 地区 江別市のまち（都市づくり）への意見・提案【問19】

1 ４０代（５０歳含む） 男性 江別 道路がでこぼこなのにおどろきました。もう少し走りやすい道になればいいと思います。

6 ３０代 女性 江別 子育て支援や保育所などもっと充実するとこれから助かるかなぁと思います。

7 ３０代 男性 江別 子育てしやすい環境をもっとしてほしい。保育園に必ず入れるようにしてほしい。

8 ３０代 男性 江別 低所得者に優しい市であってほしい。

9 ３０代 男性 野幌 学童保育の金額が高いとききました。もっと利用しやすくしていただけるとうれしい。

10 ３０代 男性 江別 高砂の駅前にコンビニがあるといいと思います。

11 ２０代 男性 江別 高砂駅の近くにコンビニが欲しい。

12 ２０代 男性 江別 道路整備をして欲しい。除雪・排雪を枝道でももう少し行って欲しい。

13 ３０代 男性 江別
江別地区の住環境の向上にも力を入れてほしいです。（千歳川沿いをほそうしたり、サイクリングロードやランニング用のコースにする
など）。野幌地区とのつながりもあるといいと思います。

19 ３０代 男性 大麻 農業関係の会社がたくさん立ち上がるとよいと思う。私も今、農業関係で働くことを検討している。江別はとてもよい環境。

23 ３０代 男性 大麻 より子育て支援を希望します。学童の無償化、拡大、マイクロチップなど他都市で導入されているものは積極的に取り入れてほしい。

24 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻 バスの本数を増やして欲しい（札幌方面）。商業施設を増やして欲しい。子どもが楽しめる屋内施設の充実。

25 ２０代 男性 大麻 乳幼児や就学時など子育ての支援（助成の拡大）。共働き夫婦や世帯の支援。

26 ３０代 女性 大麻 大麻体育館裏の歩道がガタガタで危険。

27 ２０代 女性 -
兄弟一緒の保育園にはとても入りづらいと感じました。また、幼稚園ベースの評判の良いこども園は定員がいっぱいでした。引越して
来る時の子供の保育園にとても困りました。ただ、市の保育園関係の相談はとても深身に聞いてくださいました！本当に困っていた
のでたすかりました。

30 ４０代（５０歳含む） 男性 野幌 資源物のゴミの日を週１にしてほしい。

31 ４０代（５０歳含む） 女性 大麻

緑や自然がたくさんあり、とても良いまちだと思います。高町や文京台は大学や住宅がとても多いですが、にぎわいが少ないと思いま
す。ちょっと暗いイメージ・・・。なので野幌とまでは言いませんが、もう少し明るいイメージになれば良いと思います。大麻駅と野幌方
面に向かって行くと歩道橋があるのですが、その間にもう１本歩道橋があると、とても便利になると思います。歩道橋の周りの樹を
切ったのはなぜですか？暗かったから？

35 ３０代 女性 野幌 交通機関の利便性を維持・向上して欲しい。

37 ２０代 男性 江別 江別駅前にコンビニが欲しい。

40 ３０代 男性 野幌 新築住宅の支援についてくわしく知りたかった。
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No. 年代 性別 地区 江別市のまち（都市づくり）への意見・提案【問19】

43 ３０代 男性 江別
冬の除排雪の強化や江別市のイベント事などを増やした方が町の活性化にもなると思います。空き家もすごく多いので対策をお願い
します。

45 ４０代（５０歳含む） 男性 江別
①南大通りの橋→開通かかり過ぎ。（開通後、信号機など必要では？）
②乳幼児医療の通院も小学生まで伸ばしてほしい。
③小学校近くに学童がない（遠すぎる）（吹田市では学校の敷地内にある）

47 ４０代（５０歳含む） 女性 大麻 小学校のプールを直してほしいです。ネズミが入って、いつもプール授業ができないそうです。

50 ４０代（５０歳含む） 男性 野幌 ごみの分別をもっときちんと分けたら（プラゴミのリサイクルとか）よいかと。

51 ３０代 男性 野幌
保育所に入りやすくしてほしい。
江別が良くなっていけば人口も増えると思うが、子供のいる家庭が困る現状では江別市外へ出て行ってしまうのでは？

52 ３０代 女性 野幌 工場の臭いが気になる。地下鉄がほしい。

60 ３０代 男性 - どんどん人が入ってくる活発なまちになればいいなと思います。

62 ３０代 女性 江別 除雪・排雪が非常に悪い。

64 ３０代 男性 大麻 みんな札幌に働きに行ってるので、もっと企業を呼んだ方が良いと思う。

66 ２０代 男性 野幌 折角バスが充実しているので、もっと住宅街の中にも入ってきて欲しい。（とちのき公園前の道など）

74 ４０代（５０歳含む） 女性 野幌 子供の医療費を所得に関係なく小学生まで無料化して下さい。岩見沢は無料でした。

76 ３０代 男性 大麻 大麻駅周辺の団地の空室化対策（入居基準をもっと緩和するなど）

77 ２０代 女性 江別 使っていない（未使用）の電波塔は撤去したりしてほしい。電波塔に近いお宅の健康被害が深刻だなと、人をみて思います。

80 ３０代 男性 大麻
ゴミの分別をもう少し充実させてほしい。プラスチック等、種類が少なすぎます。このままの分別でいくのならば、もえるゴミの日の回収
を増やしてほしい。

85 ３０代 女性 野幌 水道料金が少し高いと思います。

88 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻 地下鉄の延伸。もしくは大麻駅へのバスのアクセス増加。

89 ３０代 男性 野幌
保育園に入れなくてとても困っています。妻の母が介護の祖母と孫とどちらも面倒を見ています。どうにか多くの人が入れるように改
善をお願いします。

90 ３０代 男性 江別 子供からお年寄りまで楽しめる様な大きな公園が欲しい（滝野やモエレ級）

92 ４０代（５０歳含む） 女性 大麻
住宅ばかりの地域のせいか、コミュニティーに接点がもちにくく、家と職場の往復の毎日です。野幌辺りに住めればもう少し江別らしさ
が感じられたかもしれませんが。

93 ３０代 女性 野幌 飲食店（居酒屋）が増えてほしい（知らないだけかも・・・）
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No. 年代 性別 地区 江別市のまち（都市づくり）への意見・提案【問19】

94 ４０代（５０歳含む） 女性 大麻

大麻中町商店街にスーパーやコンビニを作ってほしいです。車がないととても不便な町だと住んでから思った。スーパーが少なすぎ
る。江別の事を知れる事があまりない。大麻中町商店街と名前がついていても商店なんてない。大麻地区に空いている土地がなく家
を建てたくても建てられない。空いている団地みたいな建て物が多すぎ。
子供の医療費も前の地域では中学3年生まで1回につき200円と安かったので、病院にお金がかかるのにおどろきました。安くしてほし
いです。大麻地区は建てたくても家を建てられない人がたくさんいるように思います。土地をなかなか見つけられないのが現状です。

95 ３０代 男性 大麻 以前住んでいた所と比べ、ゴミ捨ての費用がかかります。どうにかならないものでしょうか？

96 ３０代 女性 -
子育て支援の充実をお願いしたいです。希望保育園は満員でどこも入れず、学童保育は少なすぎます。（人数も場所も）学校から直
行できる自由来館を認めてほしい。札幌並は財政的に難しいのでしょうか・・・

97 ３０代 女性 野幌
家の近くの児童会館に入ろうとしたら「ここは〇〇小学校と連携しているから、入ってもらっても・・・」と暗に断られた。体制が整ってい
ないんだなと思った。札幌は無料で児童会館を利用出来るのに、江別は利用料が高額。学級閉鎖時も対応しないと聞いた。利用でき
ず残念。

99 ３０代 女性 野幌 江別市役所の老朽化が激しいので建て替え。働いている方々はいつも親切に対応して下さるのでせめて夏はクーラーを。

100 ３０代 男性 野幌 資源ゴミ（缶やペットボトル）の回収を週１にしてほしい。

102 ３０代 男性 野幌
北海道にまだ無い商業施設の誘致（IKEAなど）。公園の遊具の整備、新設。築年数の古い小中学校の耐震補強、改築など子育て世
代が住みよい街作りをしてほしい。

103 ３０代 男性 野幌 古くなった公園を新しくしてほしい。

110 ２０代 女性 大麻 江別ならではのものを使ったイベントなどあれば面白い。今流行のリノベーションなど（レンガを使用）→SNSへUP

111 ３０代 女性 野幌 冬場のバス対策。できれば、通年でバスの本数を増やしてほしい。自転車利用しているため、冬は難民状態です。

114 ２０代 女性 江別
JRからバスの乗り換えの時間がスムーズでないのが不便（江別駅）。あと3分程でもバスの発車が遅ければ乗れるのに、とても不思
議に思う。

117 ４０代（５０歳含む） 男性 野幌
子どもの医療費無料期間を延ばしてほしい。 低小学生一杯。小規模ではなく、0～5才児が一貫してかよえる保育園を作ってほし
い。保育料2人目からは無料にしてほしい。札幌市に比べるととっても住みづらい。医療費無料期間延長は早急に対応いただきたい。

118 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻 小学校の中に学童保育が設置されておらず、わずらわしさを感じます。

121 ２０代 女性 大麻 学生の入れ替わりがはげしいので、家具、家電リサイクルにもっと積極的に取り組むと良いと思う。

123 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻 野幌駅周辺だけではなく、大麻駅周辺をもう少し便利にしてほしい。病院も増やしてほしい。文京台にスーパーがほしい。

124 ４０代（５０歳含む） 男性 野幌 ゴミ収集場所を固定してほしい。出したり片付けたりは仕事していると出来ない。

126 ３０代 男性 江別 他地域と比べて交通マナーの悪さが気になります。

130 ４０代（５０歳含む） 男性 江別 JR江別駅付近を高架にし、交通の流れをよくして下さい。

132 ３０代 男性 野幌 保育園をもっと増やしてほしい。
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No. 年代 性別 地区 江別市のまち（都市づくり）への意見・提案【問19】

133 ４０代（５０歳含む） 男性 野幌 商業施設、飲食店の充実。

134 ４０代（５０歳含む） 女性 野幌 野幌駅周辺の信号器が増えると良い。

135 ３０代 男性 大麻 北広島市のように福祉について、独自の施策をとって、今より制度を充実させて欲しい。

136 ３０代 男性 大麻 子育てしやすい環境になる事をきたいしています。とくに保育園に入所しやすいと助かります。

139 ４０代（５０歳含む） 男性 江別 野幌を江別市の中心として推している様ですが、ぜひ共、江別駅周辺も前向きに開発してほしいです。

144 ３０代 男性 江別
小学、中学生の医療費が高額。近郊の市は小学生無料のところもある。小樽に比べて、つまらない・・・。（見所がない）。クライミング
の施設がほしい。江別駅前がさびれすぎている。コンビニくらいあっても良いのに。江別駅手前の踏切が長い！（待ち時間）

147 ４０代（５０歳含む） 男性 野幌
バスの便を良くしてほしい（東野幌町→野幌駅など）。岩見沢のように江別も音楽フェスを！レストランのチェーン店は多いが、居酒屋
のチェーン店が少なすぎる！お祭り事を多くしてほしい！

151 ４０代（５０歳含む） 男性 江別 転入時の特典がないのが残念です（町村はよくやってますよ！）。

152 ４０代（５０歳含む） 男性 江別 札幌のような老後の交通費補助。

154 ３０代 男性 江別 ホーマックでのリサイクルのシステムをとても便利に使わせて頂いております。

161 ２０代 男性 江別 外国人実習生のための日本語の勉強できるような場が欲しい。

162 ３０代 男性 江別 日本語のべんきょうできるところほしい。

163 ２０代 男性 江別 おなじよな人とべんきょうするとこ。

164 ４０代（５０歳含む） 男性 江別
JR駅に車を何泊かとめて旅行に行きたいです。バスに乗るひとてまがめんどうです。千歳空港に行くのにいったん新さっぽろか白石
まで行くのも不便です（車で空港まで行くのも疲れてしまいます。）

166 ２０代 男性 江別 ユニクロ、スポーツショップ等の市内への参入を促してほしい。

169 ４０代（５０歳含む） 男性 江別 江別駅からの交通アクセスが悪すぎる。（高砂駅が 悪である）

170 ３０代 男性 大麻 除雪、排雪をもっとしっかりやってほしい。今の前に雪を置かないでほしい。

172 ３０代 女性 大麻
開発もされてきていて、新しいお店も増えて住み良い街になっていると思いますが、ところどころに廃墟のような崩れかかった建物もあ
り、もったいないと感じています。

174 ３０代 男性 大麻 緑を大切にしてほしいです。

176 ４０代（５０歳含む） 女性 野幌
車道と歩道間の出入りに必要な段差の石は、滑らかなタイプだと良いと思います。路側帯から自転車での乗り上げの際、段差がある
と、とても危険でした。
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No. 年代 性別 地区 江別市のまち（都市づくり）への意見・提案【問19】

177 ４０代（５０歳含む） 女性 野幌

・旭川⇔札幌の特急が野幌駅にとまると便利だな・・・と感じた事があります。
・図書館を夜9時までオープン（毎日）だといいなと思います。
・治安が少々不安な面があります。
・観光面が力不足なイメージです。ホテルもない・・・。いい場所はたくさんあるのにもったいないです。
・道のはばがせまいと感じる場所が多いです。12号線を渡る方向の道が特に。
・岩見沢のジョインアライブのようなイベントをもってきたら・・・と思います。大学も多いですし。
・江別市の花火大会（去年の1回目）は車が流れず大変でした。
・医療関係の情報をまとめたページが欲しいです。大きめな病院よりも個人病院が多いので、どの病院に行くべきか不安だったし、探
す時間がかかりました。

179 ３０代 女性 江別 治安よく、すみやすい街でおねがいします。

184 ３０代 男性 野幌 子供達が犯罪事故に巻き込まれず、安心安全に楽しくあそべる町に。

194 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻
移住の助成金をさかのぼって提供してくれたらうれしいです。ぎりぎり前年度に売買契約したので対象にならず20万円を手にできませ
んでした・・・。

195 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻 農業に力を入れて頂きたい。

197 ３０代 男性 大麻
冬の除雪適当で除雪センター態度悪い。家が雪だらけ。税金払う意味ない。除雪できないなら税金とらないでほしい。市民の声を聞
いてほしい。不満ばかりで大変冬こまりました。

198 ３０代 男性 大麻

図書館が古いので建て替え希望（教育の面でも良いのでは？）→絵本コーナーなど探しにくくて並べ方も工夫してほしい。
広く整備された公園があると良いと思います。道の駅などと合わせて作ると集客が望めると思います。
大麻にどんぐりが出来たので、近くに公園あると良いです。江別に長く住みそうなので、よりよい町になってくれたらと思います。新しく
できた野幌の産直も公園があったら良いのにと思います。
産直、手軽に食べられるパンやさん、ピクニックできる、水遊びできる、イベントができる等複合的な施設は子供連れのリピートにつな
がると思います。（恵庭の道の駅などはとても良いです）

199 ３０代 男性 大麻
・大麻地区の再開発。新しい商業施設の建設など。
・小学校（大麻小）にミニ児童館を作ってほしい。

201 ３０代 男性 江別 江別インター線の突き当りの所がいつも混んでいて進まないので信号をつけてほしい。5～10分動かない時もあり困っています。

204 ２０代 女性 野幌 IKEA誘致。ぜひ頑張って頂きたいです！

205 ３０代 女性 野幌
ごみ回収でプラスチックごみの日、雑がみの日を作ってほしい（札幌のように）。プラスチックごみの回収が無いことにはおどろきました
（もえるごみで出すんだ・・・(笑)って感じ）。札幌では当たり前にあったので、とても不便です。

206 ３０代 男性 大麻
江別市では厚別区（他区も）にはほとんどの公立小学校に併設されている学童保育が無い。厚別では保育園に入れないので転入し
ましたが、その点後悔しています。北広島や恵庭に比べ宣伝が下手だと思います。この欄（自由記載欄）が小さい・・・。

207 ２０代 女性 大麻 外灯が少ないので、夜道がこわいです。もっと外灯をつけてほしいです。（細い道）

211 ２０代 女性 大麻 江別に来て5年目になります。やっぱ江別は一度住んだら離れられません。

212 ３０代 男性 野幌 大型商業施設を作ってほしい。
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214 ２０代 女性 野幌

若い世代の方が買い物する場所（子どものものも含め）が少なく札幌などに行かなくてはならない。ユニクロ、イケア、バースデー（子
供服）、大型ショッピングセンター、水あそびのできる公園、スポーツジム、ぽこあぽこの充実（市民限定の日など）。お年寄りのドライ
バーが多く、スーパーなどの駐車場で危ないことが多い。解決策はあるのでしょうか？
江別市の幼稚園の保育料は安くなっていかないのか気になっています。

215 ３０代 男性 -
子育て支援課の若い男性の態度が悪く、改善して頂きたい。
オリンピック競技にもなっているスケボーを出来る場所を作って欲しい。スケボーパーク。

217 ３０代 男性 野幌
アニメや小説の舞台になった場所もあるようなので、今流行しているアニメやコスプレイベントなど、若者や街の外の人も集まる祭りの
ようなものがあるといい。

220 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻 現段階ではとても快適です。引っ越して良かったです。ペットボトル・ビンなどの回収回数がもう少し多いと助かります。

221 ３０代 女性 野幌 参加料が少しかかっても良いので、子どもが楽しめる内容の充実したイベントや体験会が増えると嬉しいです。

223 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻
住宅街の高齢化が進んでいると思われるので、「若い世代が家を建てる候補」に入れるようにアピールをした方が良いと思う。（住宅
展示場でのイベント等）

224 ４０代（５０歳含む） 男性 江別 開拓の地として観光ポテンシャルは高い。先細る前に手を打つべき。

230 ３０代 男性 野幌 札幌に出る道をもう少し広く良くしてほしい。

231 ３０代 女性 大麻 保育園が決まらず大変だった。保育園、市役所の対応でかなりイメージが悪くなった。

236 ４０代（５０歳含む） 男性 江別
学童保育（児童館）を小学校のすぐそばにしてほしい。認定こども園を増やしてほしい。北見市はとても充実していて料金も安く良かっ
た。

237 ３０代 男性 大麻 つたや書店が待ち遠しいです。

238 ３０代 男性 江別 子育て支援、障がい者支援の発展を期待しています。

239 ３０代 女性 大麻 車が無いととても不便だと感じました。

240 ２０代 男性 江別 車がたくさん通る事もあるので、道路整備をしっかりしてほしい。

241 ４０代（５０歳含む） 女性 大麻
「江別西」の高速道路への道がせまく、わかりづらいので、もっと道路を整備してほしいと思う。札幌から江別に買い物にきてくれるよ
う、大麻あたりに大きな商業施設を建築してほしいと思った。冬の除雪は何回も来てくれるが、ただ押していくだけで結果家の前に大
きな雪山をおいていくだけなので、かえって困った。回数を減らしていいので、除雪+排雪してもらいたい。

242 ４０代（５０歳含む） 女性 野幌 ゴミの分別収集をしてほしい。プラスチックと紙類のリサイクル可能なゴミを可燃ゴミで出すとカサが増し、袋代がかかってしまうので。

243 ３０代 女性 野幌 「ぽこあぽこ」のような子育てひろばがもう少しあればいいと思う。

244 ４０代（５０歳含む） 女性 野幌
・資源ごみ収集をもっと積極的に取り組んでほしい（週１位で）
・住民票などの公的書類を市役所、出張所以外にも設置してほしい（車がないので）
・車がなくても動きやすいまちづくりをしてほしい。

248 ４０代（５０歳含む） 女性 大麻 子どもの医療費無料の年齢を上げてほしいです。
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250 ３０代 男性 江別 江別駅周辺の再開発（古めかしく、将来の治安が心配）

251 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻 プラゴミと雑誌の分別して欲しい（無料で）

255 ３０代 男性 大麻 江別駅付近の開発に力を入れてください。

261 ４０代（５０歳含む） 男性 江別 市民会館への様々な音楽コンテンツの積極的誘致と市民優待

263 ２０代 男性 野幌 ０～２歳を預ける保育園を増やしてほしい。

265 ２０代 女性 大麻
子育て支援策により力を入れて頂けたら嬉しいです。公園・自然が多く、子育て環境にとってとても助かると思いました。又、商業施設
も程よくあり、バランスの良い印象があるので、このままより良くしていってほしいです。

267 ２０代 男性 大麻 江別に来て、レンガに興味を持ちました。また、江別内の祭りも屋台などがあって、とても楽しめました。

270 ３０代 男性 大麻 除雪が地区により差が大きい。歩道の除雪が無く危険。全体的に住みやすいと思います。

275 ２０代 女性 野幌 ベビーカーでも安全に歩ける歩道。せまかったりガタガタだったり少しこわいです。

276 ４０代（５０歳含む） 男性 江別 ゆめみ野～朝日町間の橋を早く完成させてほしい。

277 ３０代 男性 江別 江別にない、イケア、ユニクロ、みよしのyoutubeの活用

280 ３０代 男性 江別 バス路線をしっかり整備してもらいたい。

282 ２０代 男性 江別 王子製紙がくさい。

284 ４０代（５０歳含む） 男性 江別 子育て支援が何もない。医療助成など。

285 ２０代 男性 野幌
10年振りくらいに戻ってきたので、観光スポットが増えていたのはびっくりだが（EBRIなど）しばらく気づかなったので、駅などに宣伝を
増やしてもいいと思う。

287 ３０代 男性 江別 江別駅前に仕事帰りに寄れるスーパーが欲しい。１歳の待機児童を減らしてほしい。

293 ２０代 女性 野幌 ペット可のアパートは多いが、ペットを放して遊ばせる場合がない。作ってほしいです。

295 ３０代 男性 野幌 国際交流イベントにも参加しましたが、より一層国際交流をすすめてほしいと思います。

296 ４０代（５０歳含む） 男性 野幌
まちづくり云々より、婚姻関係のない知人女性と同居しているだけで同居女性の子供手当等を打ち切られるのが理解出来ない。同居
していて手当は打ち切られても自分自身の税制上の優遇措置もない（ほぼ10％の税制上同市民税？）税制上の矛盾が多々あるので
はないでしょうか？おまえらは馬鹿か！！しっかり仕事すれや！

301 ４０代（５０歳含む） 男性 野幌 除雪作業で道路が痛むので、多少の雪なら放置の方が良いと思う。

303 ２０代 女性 野幌 野幌にもっとカフェや食べる所をつくってほしい。パンがおいしい。

306 ２０代 男性 江別 バスの交通状況が少ない。
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307 ３０代 女性 江別
児童センターが少ない。ゆめみ野南町に住んでいるが一番近くて萩ケ岡児童センター。日中車が無いので天候に左右されすに遊べ
る場合があるととても助かる。ファミリーサポートセンターを利用しようとしたが提供会員が足りていないと言われ断られた。増やして
ほしい。助けてほしかったのに残念。

308 ３０代 女性 大麻 保育園を増やしてほしい。

309 ３０代 男性 江別 子供の医療費が小学校入学までの助成ですが、近隣の市町村のように中学生までになるととても助かる。

310 ３０代 男性 野幌 保育園の数が少ない。もう少し働く親のことを考えて、市で子育て支援について考えてもよいと思う。

315 ４０代（５０歳含む） 男性 野幌
野幌駅周辺開発が分からない。白樺通りの地下道埋め立てを見ていると、この計画都市計画全体に長期展望が見られない。参考に
ならない意見で済ません。

318 ２０代 女性 - 水道代が高い。バスの便が少ない（ 寄りのJRまでの）。税や子育て世代へ優しくない（近郊市に負けてまちの勢いがない）

319 ３０代 女性 江別 子どもが体を動かして遊べる施設や公園（アスレチックなど）がもっとたくさんあれば良いなと思います。

324 ４０代（５０歳含む） 女性 江別 富良野であったバス専用のアプリがほしいです。時間とか分かるもの。（JR、中央、夕鉄ぜんぶみれるもの）

326 ３０代 男性 江別 近は子供が狙われる事件も増えてきているので、子供が安心して暮らせる街づくり（今は外灯も少ないと思う）をお願いしたい。

328 ３０代 男性 江別
・江別駅から札幌ターミナル行きのバスをずって継続して欲しいです。一度駅まで行かずに街まで行けるのでとても便利です。
・ツタヤ書店が出来た時の3番通りの渋滞が心配です。

330 ３０代 女性 野幌

・子どもの医療費を小学生も初診料だけで良いようにしてほしい。
・4人子どもがいるので、多子世帯で3人目からとか4人目からは何かしら補助があるとうれしい。
・学校の給食費も2人目や3人目から半額になる等の条件があれば、非課税対象の家庭だけでなく、課税対象世帯でも子どもが多け
ればその分負担は増えるので助かります。

332 ２０代 男性 大麻 文京台を札幌市交通局の地下鉄乗り継ぎ範囲としてほしい。

333 ３０代 男性 江別 江別駅前は商業施設が少なく、非常にさびしい。未来横丁やスーパーなど活気が感じられらない。

338 ３０代 女性 大麻 冬季、3番通の除雪をこまめにお願いしたいです。

343 ３０代 女性 江別
除雪で家の前に腰の高さまで雪を毎回おいてかれるのですごく困ります。（除雪機を持っていないので）。多少なら仕方ないと思いま
すが、なんとかしてほしいです。

346 ３０代 男性 野幌 空や問題になるべく早めに取り組んでほしい。

347 ２０代 男性 野幌 もっと助成制度があればいいと思います。

348 ２０代 男性 大麻 これからも頑張って下さい。

350 ３０代 女性 野幌 とても暮らしやすいまちで気に入っています。
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354 ４０代（５０歳含む） 男性 江別
コストコとイケヤとかの大型の商業施設などを誘致して人がたくさん来る様にした方がいいと思います。
※日ハムのボールパークの観光客を呼び込める施設を増やすなど道北からの流れをインターチェンジを利用して、お金をいっぱい落
としてもらう様にしては！北広島市の5年後を見こして行動するのは”今でしょう～！”

355 ４０代（５０歳含む） 男性 野幌
子育て施策を売りにしてるが、現場での対応は良くない。子育て支援センターに相談しに行ったが、形式的な対応。連絡も2ヶ月放置
する等、行政としては非常に問題あり。（全ての人ではありませんが・・・）

359 ３０代 男性 - 野幌駅の高架下南側の交差点の事故が多いので信号機をつけてほしいです。

364 ２０代 女性 野幌 EBRIの中がしょぼいです。おいしいパン屋さんが欲しいです。もっと有効活用した方が良いと思います。

365 ３０代 男性 野幌
・幼稚園や保育園への入園をしやすくして頂きたい（待機児童の解消）
・児童や乳幼児のいる子育て世帯への補助・助成の更なる充実をして頂きたい。

366 ３０代 男性 江別 子育てに力を入れている江別市なので、街灯をもっと充実させてほしいです。

368 ２０代 女性 江別 道路が陥没、ガタガタで走りにくい。

371 ３０代 女性 江別
レンガをもっと押したら良いと思います。レンガ題材のお菓子をいろんなお店が出すとか。引越して半年位ですが、レンガはおしゃれだ
し、格好いいので何でレンガの町なのかアピールしたり、グッズを出したらおもしろいと思います。（私は何でレンガの町なのかよく解っ
てないです）

373 ２０代 男性 野幌 冬期の排雪の充実、保育所増加。

375 ２０代 男性 大麻 宿泊施設を増やしてほしい。

378 ３０代 女性 野幌 子育て支援まだまだだと思います。がんばってください。

381 ４０代（５０歳含む） 男性 野幌 野幌駅前の活性化。

383 ３０代 男性 野幌
・旭川ガスがクレジットカード引落しが出来ず割高である。
・子供と一緒に食事をとれるフードコートがないので作ってほしい。
・野幌駅前が何もなく淋しい。

386 ２０代 女性 大麻 プラスチックの無料回収日があれば嬉しいです。お年寄りが自由に乗りおりできるタクシーがあれば嬉しいです。

388 ３０代 男性 大麻 文京台ガス代が高いが、なぜなら人工代は高い。運ぶガスを管道で輸送するを変更したら安くなれるだろうかな？

389 ２０代 女性 大麻 もっと観光スポットがあれば良いと思う。レンガ工場の体験ツアーとか物産に触れて知ってもらうイベントとかあったら良い！！

391 ２０代 男性 江別 4条3丁目の道路が冬の時期せまくて運転がとても不安なので今までより1回でも良いので、多く排雪に入って下さい。

392 ３０代 男性 江別
子供が遊ぶ公園の遊具を充実してほしい。
南大通の橋はいつできるのかなと思っています。

393 ３０代 男性 江別
除雪、排雪がひどいです。見通し悪いです。
江別駅前が汚い。活気がなく昔のまま。
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395 ４０代（５０歳含む） 女性 江別

大型商業施設であるコストコ、イケアが来るうわさがあったが無くなりましたか？魅力ある施設ができれば人の流入が増えると思いま
す。ジョイフルAKではホーマックに毛が生えた程度で、残念です。遠くからでも足を運びたくなる、ネームバリューのある施設誘致して
欲しいです。
また、野幌駅周辺は開発が進んでいるのに対して、江別駅、その周辺のさびれた状態は進むばかり。売店の無い駅。開発して欲しい
です。

396 ２０代 男性 - 除雪能力のレベルアップ。

403 ３０代 男性 江別 もっと子供にかかる費用をどうにかしてほしい。他の市に比べて×

404 ４０代（５０歳含む） 男性 江別 もっと良い収入がほしい。

408 ３０代 男性 江別 福岡市のように、子どもの医療費無料になると大変ありがたいです。(初診料もかからない）

411 ３０代 男性 大麻 保育や教育の充実をのぞんでいます。

412 ３０代 男性 野幌 子どもを育てるにあたり、もっと預かり保育や保育園、放課後児童クラブなどを充実させてほしい。

415 ２０代 女性 江別 若者向けのお店がないので、増やしてほしい。(ユニクロとかGUとか）

416 ３０代 男性 大麻
保育園にぜんぜん入れない。もっと充実させてほしい。一時預かりは定員オーバーで利用できない。保育園の数がすごく少ない。医
療費も中学生まで通院でも助成してほしい。小学校の英語授業をもっと増やしてほしい。大麻西町から市役所に行くバスを出してほし
い。旭川ガスじゃなくて北海道ガスにしてほしい。高い。

417 ３０代 男性 江別
3才以上の子が保育園に入れるように枠を増やしてほしい。0～2歳児の保育施設は増えており、転入者が年少児を年少になるタイミ
ングで保育園に入れたくても点数低くておとされてしまう。

418 ３０代 男性 江別 もっと学童保育を受け入れる場所を増やしてほしい。上江別小にミニ児童館がほしい。

419 ３０代 男性 野幌 バスの充実、出産、子育てや住宅建設の支援の充実。支援等の情報についてもわかりやすく発信。道路、信号等の整備。

420 ３０代 男性 大麻 ますますよくなる。

421 ３０代 男性 大麻
収入に関係なく医療費位は他の地域と同じく負担をなくしてほしい。子供に対する支援がうすいと感じた。他の地域をしらべたが、江
別市は意識が低いと感じた。

422 ３０代 女性 大麻 子供の医療費の助成の年齢を上げてほしい。（札幌市はH30より小１の助成あり）検討お願いします。

423 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻 ホテルがない。

425 ２０代 - 野幌 男女を選ばなくても、一意見として見て頂ければと存じます。

427 ４０代（５０歳含む） 男性 野幌

・交通の便の向上。野幌駅を利用しているが、朝・夕の快速をJRと協力して実現して欲しい。
・夜間、外灯が少ないため暗く、子供の通学時不安。増設して欲しい。
・野幌総合運動公園、野幌森林公園をもっと明るく、きれいにして欲しい。また、子供の遊具を設置（札幌の月寒公園と同等程度）した
り、ランニングをしやすい公園にしてはどうか。
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No. 年代 性別 地区 江別市のまち（都市づくり）への意見・提案【問19】

428 ３０代 男性 野幌 1つララポートの様な大きな商業施設が欲しいです。

431 ２０代 男性 野幌
外国人が少数でも江別市にも暮らしている方がいますが、このひとたちが生活するのにむずかいないようなものをmailとか手がみで
おくってくださると助かります。

433 ３０代 女性 江別 子どもたちの通学の安全を強化してほしい。イケアが出来てくれたら嬉しい。もっと他にはない施設が出来ると嬉しい。

438 ３０代 男性 野幌
食料品や日用品の買い出しに困る事はないが、服飾品やインテリアグッズ、子供の学用品や趣味に使うもの、スポーツ用品の買い物
がとても不便です。市内にショッピングモールみたいなものがあると平日に買い物に行けて便利です。

440 ２０代 男性 野幌 今後、若い世代の転入者が増えると思うので、保育園の増園が課題だと思います。

441 ３０代 男性 野幌 プラゴミが無料もしくは、有料でももう少し安い有料袋とかだと良いと思っています。

444 ３０代 - 大麻
公園の遊具が古かったり、遊具自体撤去されていたり近くに支援センターがない家庭は子どもを遊ばせられない不満がある。東公園
にぜひ、コンビネーション遊具を取り入れてほしいです。

448 ３０代 男性 大麻 治安を良くするべき。

450 ３０代 女性 野幌 登校時の交通安全ボランティアの配置、横断歩道を増やす（手押し信号）

451 ４０代（５０歳含む） 男性 江別 TUTAYAみたいな大型施設をこの地区にもあっていいと思う。本やDVDなど購入したい時は非常に不便。

452 ４０代（５０歳含む） 男性 江別 シルバー世代のバス代等の交通費補助があると良いと思います。

454 ３０代 男性 野幌
乳幼児の医療助成をもっと拡大してほしい。（せめて小学校卒業まで）
資源ごみの収集が少ない。週１の収集にはならないのか。

458 ３０代 男性 大麻 大型商業施設やスポーツ施設の充実

460 ３０代 男性 野幌 １２号線と１０丁目通が交差する場所に、歩行者用だけではない信号があると今よりも安全で事故の少ない場所になるかと思います。

461 ２０代 女性 野幌 野幌若葉町にスーパーなどの買い物の施設がなく、少し不便。

464 ３０代 女性 大麻 これからも子育て支援に力を入れて頂きたいです！！医療費助成を中学生までにしていただけると嬉しいです。

466 ４０代（５０歳含む） 女性 大麻 日ハムの球場が北広島となるため、江別市内の各拠点からのシャトルバス運行を検討されたい。

468 ３０代 女性 野幌
近所の公園の遊具が修理のために使用禁止になっているので、使えるようにしてほしい。セリエのっぽろがすたれているので、にぎや
かになると嬉しい。

479 ３０代 男性 江別
蔦屋、コメダと江別地区に良い波が来ていると感じています。
この大きなチャンスを生かして寂しい感じのする江別地区を盛り立てて欲しいと思ってます。

481 ２０代 女性 野幌 冬の除雪をもっとしっかりしてほしい。道が通りにくくて困る。

486 ２０代 女性 野幌
子育て中の友人が、子供を連れて遊びに行ける場所がないと言っていた。市内にそのような施設を増やしたり、既にある施設をもっと
アピールすればよいと思う。
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No. 年代 性別 地区 江別市のまち（都市づくり）への意見・提案【問19】

489 ３０代 女性 大麻 子育て環境が良いと聞いていたが、小学生医療費3割、学童保育が高い、遊具の充実した公園や室内遊び場がなく、残念です。

492 ３０代 男性 野幌 水道料金が高い。ゴミ出しがめんどくさい。（ルールがありすぎ）

498 ３０代 男性 野幌
・保育園、幼稚園のイベントで、土日に父親も参加できるものが増えていってほしい。
・図書館の自習スペースの更なる充実。Wi-Fiの導入。

504 ２０代 男性 - 生活保護の管理がグダグダな気がする。

506 ３０代 男性 野幌
風が強いことや、カラスの寝床が近いこと等原因は考えられますが、市内でのゴミの散乱が目立ちます。ゴミ出しルールの再考・再周
知や、ゴミステーションのつくりを改善等、まちの美化にもう少し力を入れてみてはいかがでしょうか。

507 ３０代 男性 野幌

・子供が遊べる全天候型の施設
・戸建+転入の補助金の期間の延長
・小さい子供に対する補助
・保育園を増やす

513 ３０代 男性 野幌 レジャー施設などをつくってほしい。

520 ２０代 女性 野幌 医療費の助成を若い人にも行ってほしい。

521 ２０代 男性 大麻 除雪は手早く、丁寧にお願いしたい。

523 ３０代 男性 大麻 札幌から転入してきて、水道代やゴミ代（プラゴミも有料袋）が高いことが気になります。

524 ３０代 男性 野幌 夜、暗い道（小道など）が多い印象です。

536 ４０代（５０歳含む） 男性 江別
ぽこあぽこは走り廻れないので、室内で走り廻れるあそび場があれば良いと思う。日曜日でも児童センターをやってほしい。未就学児
は親が付いていなければいけないが（児童センター）せまい空間で、親は居ずらい。日曜日で雨の日は行く場所がなく、図書館くらい
しかない。体を動かせられる施設があれば良いと思う。

537 ３０代 男性 野幌 子育てがしやすいまちにしてほしい。

541 ３０代 男性 - 江別駅周辺の開発（発展）をお願いします。

542 ３０代 女性 江別
子どもの散歩を兼ねた徒歩の外出が非常にしづらい。商業施設ふくめて、授乳室のある施設が少ない。コミュニティバスがない。子育
て支援の情報がわかりづらい。
子育てに力を入れているのであれば、出張で本の貸し出しとかあればいいなと思う。絵本など、インターネットで予約・・・。

549 ３０代 男性 江別
娯楽施設が少なすぎるのではないか。
街灯が暗い。
元江別周辺、キツネが多いです。

550 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻
除雪の仕方がひどいです。共働きで小学生のいる家庭は親が戻るまで児童会館も入れず、見守る人もいないので（料金かかる）育て
にくいです。
又、高齢の方が多く、死後数日で見つかるということもあるため急で改善していく必要があると考えます。安心安全に生活したいです。
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557 ２０代 男性 江別 町内運動会等あったら是非参加したい。

561 ３０代 女性 江別

車が無いと不便。特に冬になると雪を捨てる、集める場所がなく、雪が降ったら歩道がない場所があり、とても危険です。江別市では
どの様にお考えでしょうか？
市民との交流会などはありますか？”まちづくり”、より活気のある、江別市ならではの特性が無いと離れる方も多いのではないでしょ
うか。
市役所の方々には、いつも感謝しております。しかし、老若男女いろんな世代の意見をもっと聞いてほしいです。

563 ３０代 男性 江別 自然が多くてのんびり。やっぱり江別ですね。

564 ４０代（５０歳含む） 男性 江別
児童会館が無いのには困りました。札幌市に住んでいる時は無料で遊べる所があり、江別市もそういう所があると勝手に思っていま
した。

566 ４０代（５０歳含む） 男性 江別
・保育園に入りづらく、とても苦労した。（保育料も高いと思う）（一時預かりしか使えなかったが・・・）
・冬の除雪は地域住民が自分で費用を出して家の周りをきれいにしているから、交差点など見やすい状況になっている現状におどろ
いた。

567 ４０代（５０歳含む） 女性 野幌 食材が豊富なので、おいしいお店や道の駅がたくさんあります。もっとPRを上手にすれば活性化されると思います。

568 ３０代 男性 大麻
子育て世帯に非常に住み良いと色々記載していると思いますが、何が他の都市と比べて良いのか明記されていない、わかりにくいで
す。
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