
（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：令和元年５月１０日から令和元年５月３１日まで）

令和元年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】

2 ３０代 女性 江別 野幌駅前の通行が不便になった。何故？

4 ３０代 女性 江別 流雪溝の設置を検討して下さい

5 ４０代（５０歳含む） 男性 江別 子供の遊ぶ施設がもっとあればいいと思います。大型店舗の誘致もお願いします。

6 ４０代（５０歳含む） 男性 江別 江別駅周辺の再開発計画はありますか？

8 ３０代 女性 江別
子供が楽しめる無料イベントが増えてくれたらうれしい！函館のたなばた祭りや働く車イベントがとても良かったので、そういうものと
か。中標津のだんしゃく祭りのような参加型イベントもうれしいです。

10 ３０代 女性 江別 ニトリなどの家具家がほしいです。地下鉄がほしいです。

11 ３０代 女性 - もっと車がなくても買い物しやすい市になるといいですね。元札幌市民だからって上から目先な方が多くて住みにくいです。

13 ４０代（５０歳含む） 男性 江別 安全安心

14 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻 地下鉄がほしい

15 ４０代（５０歳含む） 女性 野幌 路上駐車が多いのが気になります。

16 ３０代 女性 江別 本人が外国人実習生なので、本人に聞きながら代理で記入しました。

17 ３０代 男性 野幌 駅前に活気があればなと思います。

18 ４０代（５０歳含む） 女性 大麻
文京台から2番通り・3番通りへの道が大麻からの道しかなく不便。厚別まで行くと混んでいるし、大麻と厚別の間に道路があると便
利だと思う。

19 ４０代（５０歳含む） 女性 江別 国際的な事を受け入れ易くしてほしいです。保育所探すのに食べ物のことで苦労しました。

20 ２０代 男性 野幌
ごみの収集を札幌と同じにして欲しいです。ビニールを燃えるごみなど環境問題的に気になります。あと、父が子の検診などに行っ
てお母さんのことばかり聞くのではなく私に聞いてほしいです。夫婦での子育てなので違和感を感じます。

22 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻
冬に家の前の道路を除雪する際、一度しか除雪しないので雪の壁ができていることが多々あり、大変困ります。除雪対策をちゃんと
考えてほしい。

23 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻 町内会に入るにはどうすればいいでしょうか？

25 ４０代（５０歳含む） 男性 野幌 もっと江別の魅力をアピールしたほうがいいと思います。

28 ２０代 女性 江別 江別駅周辺の開発をすすめてほしいです。

30 ３０代 男性 大麻 文京台にスーパーをつくってほしい。人通りが少ない道に街灯を増やしてほしい。

34 ３０代 女性 野幌
夜間急病センターの看護師の態度の悪さが何度言っても目立ち、助けを求めて行くのに不快な思いしかしない。タメ口あたり前で言
い方・目つきすべて良い対応とは思えません。やりたくないならある意味もないのでなくしてください。
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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】

35 ３０代 男性 江別 すごく住みやすいまちです。新しい施設も増えてきていると思います。SNSなどで情報をさらに発信していただけると幸いです。

36 ４０代（５０歳含む） 男性 江別 大型商業施設を建設してほしい。

37 ２０代 女性 野幌 子供の医療費を小学生まで無料にしてほしい

38 ４０代（５０歳含む） 男性 野幌 保育園の充実。保育内容について（仕事が休みの日になぜあずけられないのか？）

41 ２０代 女性 野幌 IKEAとドンキホーテがあったらいいなと思います。あと、ドッグラン！！！

42 ３０代 男性 野幌
子育て支援のことをもっと知りたいけど、どこでわかるかもわからない。公園・病院・スーパー・観光地などのマップを駅とかに置いて
くれれば他の地域の方々も見ると思う。わかりやすく、かんたんに。

45 ４０代（５０歳含む） 男性 野幌 交通の充実（JR、バスの時間延長など）。若年層の企業チャレンジなど。産業企業を増やすなど。

47 ４０代（５０歳含む） 男性 野幌 ツタヤができて、若者が集まる機会が増えたと思うので、こういった施設をもっとつくってほしい。

48 ４０代（５０歳含む） 男性 江別 上水道の味が札幌より劣る。江別市有料ごみふくろが札幌市の物より強度がない。（ビニールの質が悪い）

49 ３０代 男性 大麻 大麻にコンビニや街灯を増やしてほしい。夜道があまりにも暗いので。

51 ２０代 男性 大麻 子育て支援をもう少し強化してほしいです。

55 ２０代 男性 野幌 他の地区も野幌のように活気がほしい。

56 ３０代 男性 大麻 ふるさと納税制度等を活用した収入増加策

58 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻 インフラはいいので、大学を基本とした町づくり

59 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻
JR大麻駅から森林公園駅の間に車両が12号線側と大麻側を行き来することができなくて不便なため、JRの高架又はアンダーパス
を設置して欲しい。

61 ２０代 女性 大麻 近所にスーパーがほしいです。

62 ３０代 女性 野幌 路肩や路地、歩道にゴミが多すぎる。不法投棄等街が汚い。

64 ３０代 女性 大麻 街灯を増やしてほしいと思う所がある。住んでる所は不審者情報が多かった。犯罪の起きにくいまちづくりをしてほしい。

65 ２０代 男性 大麻
右折レーンが少なすぎると感じます。江別市に限らずですが、右折レーン、右折矢印を増やしていただけると、みんな笑顔に運転で
きると思います。

66 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻 災害に強い地域にしてもらいたい。

68 ４０代（５０歳含む） 女性 野幌 若い人が利用できる所をもっとつくってほしい

70 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻 子どもの医療費支援を、せめて、「小学校卒業」まで、お願いしたい。
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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】

71 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻 札幌近郊の文京地区として、落ち着ける文化の香りの濃い町づくりに取り組んでほしい。

72 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻
・バスやJRなど公共交通機関の増便（朝早いor夜遅い）
・大麻地区、江別地区の居酒屋など飲食街の充実。

73 ３０代 女性 大麻
もっと社会資源をわかりやすくしてほしい。支援がどんなものがあるのか、支援の内容、対象がわかりづらいし、どこに聞いていいの
かもわからない。

74 ３０代 男性 大麻 遊具がたくさんある公園を整備してほしい。例えば川下公園や旭川の東光スポーツ公園のような公園。

75 ２０代 女性 大麻
子供が安全安心に暮らせる町づくりをしてほしい。ニュースなどで悲しい交通事故をよく見るので、危険な道などがないかなども調査
してほしい。
商業しせつがもっとあればいい。

78 ３０代 男性 大麻

冬の間、市の除雪のクオリティが札幌市に比べて凄く低く、雪が積もる度に悩まされていました。家の前の公道（歩道・車道どちらも）
まで各家庭が除雪車が通った後に雪掻きし直さないといけないという状況は、小さな子供のいるファミリー層、高齢者が住むには江
別は向かないんだと思わざるを得ません。どうか江別市の除雪車両での除雪技術の改善を行って頂きたいです。宜しくお願い致し
ます。

79 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻 自然が豊か、住みやすい、倒木処理気になる、医療機関の充実、公的よりも民間で。

83 ４０代（５０歳含む） 女性 野幌
自転車用道路の設置場所を増やしてほしい。今後子供が1人で出掛ける際に、自転車に乗る側としても、歩行者としても安心できる
ように。

88 ３０代 女性 野幌
・子どもの医療費を中学生まで（せめて小学生まで）は無料にしてほしい。
・冬の除雪をもう少しキレイにしてほしい。置き雪をやめてほしい。

89 ３０代 男性 大麻 冬の除雪状況が良くないので、ご対応いただきたいです。

90 ２０代 女性 大麻 バスの本数やバス停の数を増やしてほしい。保育園の数。

93 ３０代 男性 大麻 子育てがしやすい子どもにやさしい都市にしてください

95 ４０代（５０歳含む） 男性 野幌
転入者の住宅資金援助（制度の名前は忘れてしまいました）と保育園入所手続きの矛盾解消を！（一度市長あてに申込済）一度ご
連絡ください

97 ３０代 女性 江別
除雪の時、家の前にかたいけずった雪の塊を置くのはやめてほしい。住宅街の中の道路の雪をそこまで削る必要があるのか。年齢
が上になるにつれ、除雪がつらくて江別にずっと住めなくなるかもしれない。

98 ３０代 男性 野幌
BBQ設備、大型遊具（ふわふわドーム等）、水遊び広場など大人も子供も1日楽しめるような駐車場のある公園があればうれしいで
す。

99 ３０代 女性 大麻
大麻駅が古く、イメージが良くなかった。大麻という漢字もイメージが悪く、抵抗が今でもある。せっかく魅力的な町なのだから、それ
を理由に人が転入してこないのはもったいないと思っている。大麻という漢字を変えること検討して頂くことは出来ないでしょうか。

105 ２０代 女性 大麻 地震等、災害時の避難所や給水所を文京台にも設置してほしいです。
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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】

107 ４０代（５０歳含む） 女性 大麻
住民同士楽しく気楽に交流できる場があればいいと思う。
※町内会でも良いけど仕事と町内会行事の両立は大変。

108 ２０代 男性 大麻 資源ゴミの日を増やして欲しい。

111 ４０代（５０歳含む） 男性 江別 図書館の蔵書の充実と入れ替えを（本が古い気が・・・特に本館は）！！

112 ４０代（５０歳含む） 女性 大麻

期待通りのこともありましたが、辛い思いも沢山しました。子育てで転入者がふえているので、親も子も様々です。幼稚園は私立な
ので、仕方ありませんが、小学校・中学校は市の管理下にあります。
例えば・・・親の教育もお願いしたいです。
・子供と向き合えていますか？（本を投げると言われたが、その母の子が腹部と眼の下をなぐっていた）
・ママ友づきあい（おちょくりすぎると嫌な気持ちにさせますよとか。飲食物へのこだわりすぎとか）
・親子マナーを知ろう、放置子にして面倒みないetc・・・

116 ３０代 女性 江別 もっと緑の公園を増やしてほしい。

117 ２０代 女性 江別 病院（特に婦人科）を充実させてほしい。冬期間、除雪の遅さにおどろいた。歩道もほぼないので改善してほしい。

118 ４０代（５０歳含む） 男性 江別
千歳のレラ、北広島の三井のように江別にもショッピングモールを作ればもっと人が集まると思います。また江別ならできると思いま
す。

123 ３０代 女性 大麻 舗装されていない道がたくさんあってこまる。アスファルトがはがれたりガタガタボコボコ道

126 ３０代 女性 江別 野幌駅近辺ばかりでなく江別駅近辺の再開発も頑張って欲しいです。

129 ３０代 男性 大麻 子供の医療費を中学生ぐらいまで助成して欲しい。

131 ３０代 男性 江別 いい町です。除雪だけもうちょっと対策お願いします。

133 ２０代 男性 江別
これから江別市も他の日本全国の市町村と同様に少子高齢化や人口減少に悩まされると思うので、今のうちからIT化や外国人受
け入れを推進したほうがいいと思います。

140 ４０代（５０歳含む） 女性 江別
観光客が多いと新聞にあったが民間がやっているものや国、道がやっているものばかりで市は何もしていない。もっと市でなんとか
してみてはよいのでは？ファイターズで手をあげた北広島市を少しみならってほしい。市の良さがまったく感じられない。

144 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻 他の市町村と比較して特色が少ない。

145 ３０代 男性 大麻 道路整備をより強化してほしい。

147 ３０代 男性 大麻 道の駅があったらいい（河川防災ステーションを24h開放でもいい）

148 ３０代 男性 大麻
除雪で家の前に雪を置いていかないで欲しい。高齢者が深夜・早朝に除雪をしていて大変そうだし、車両にひかれそうになったりし
ていて非常に危険。せめて車両が駐車場から出入りできる程度にきれいに除雪して欲しい。今まで住んだまちの中で一番除雪が悪
く、生活環境が悪い。江別は除雪が大変だからと、北広島や恵庭に家を建てている人もいるので、対策は必要と思われる。

149 ３０代 女性 野幌 子供の医療費を小学6年生までは安くしてほしい。
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150 ２０代 男性 野幌
街灯をもっと増やしてほしい。全体的に夜間の道が暗く安全面で不安がある。風が強いので防風林がほしい。子育てに力をいれて
いる割に産婦人科が少ない。

151 ３０代 女性 - 子どもが遊べる施設、兄弟割引、子がいても働ける環境、低価格で預けられる所が希望

153 ３０代 男性 野幌 子どもの医療費を無償化にしてほしい（中学卒業まででも）

154 ３０代 男性 野幌
・野幌駅北口に大型量販店を誘致してほしい
・水道料金、ゴミ収集を札幌並みにしてほしい
・リフォームの補助金

155 ２０代 女性 -

・本庁舎を立て直してほしい。先日、北広島市役所を拝見したが、キレイでバリアフリーで「ISHIYA　CAFÉ」も入っていて、市民が訪
れたくなるような魅力的な施設だと感じた。北広島市役所の外観は、ガラス窓が多く、日光がたくさん入る明るい造りだが、江別市役
所は暗くトイレのような床。札幌の隣まちなのに、ど田舎の貧相なまちに住んでいる気持ちにさせられる。大きな窓を様々な色のレン
ガで囲んだポップでオシャレな新庁舎を建てて、皆が転入したくなるようなまちとして日の目を浴びたい。

157 ４０代（５０歳含む） 男性 江別
空いている土地をもっと商業施設など建て活用して欲しい。
野幌ばかりキレイにしないで江別もキレイにして欲しい。

163 ４０代（５０歳含む） 女性 大麻 公園の遊具ふやして欲しいです。大きな遊具。

167 - 女性 野幌
①住宅街の道路の修復して下さい！アスファルトの地割れとデコボコ道で車が通るたびに自宅がゆれます！
②バスで「野幌運動公園」から「江別駅」行きの上下線を開通してほしい！

174 ３０代 男性 野幌
除雪はひどい。自治会は会費をむしり取るだけ。せっかく引越して来たが何のメリットもなかった。JRが止まった時、代替バスも出ず
路線バスでもだめ（乗れず）交通不便がすぐ起こる。王子製紙くさい。

176 ２０代 女性 野幌
中央区まで通勤しているので、野幌まで「地下鉄」があればいいなと思います。自分に子供はいないが、もっと保育園が増えるとい
いですね。

180 ２０代 男性 野幌 子供の医療費や保育料の補助が他の市と比べると少ないもしくは無い。金銭的な負担が大きい。

181 ３０代 男性 野幌
除雪が雑すぎる。朝家からでれない、夜家に入れない状態の時が雪が降るとほぼ毎回起きる。道路と歩道を両方やるのはいいが、
その間の段差はなんとかしてもらわないとこまる。

185 ４０代（５０歳含む） 男性 野幌
年齢層が高く、老人のモラルが低いのが気になる。幹線道路以外のインフラ整備が雑すぎる。王子製紙の臭いが公害レベルでひど
い。暴走族のようなバイクが多くうるさい。水道代が高い割に水がまずくて飲めない。実家があるので住んでいるが、何もなければ
絶対に住まない街。

188 ２０代 男性 -
自然や公園をなるべく大切にする町であることを希望します。子どものころ野球ができる場所が少なかった（周りが住宅ばかりで全
力で遊べなかった）ので、空き地、古い家を再利用しつつ、宅地開発を少しでも抑制できればいいかなと思っています。

190 ２０代 女性 江別 朝日町近くでスーパーやドラックストアがなくて不便。バスが少ない

191 ４０代（５０歳含む） - 江別 江別市はいいまちですが、工場から出る異臭がいやです。なんとかならないでしょうか

192 ４０代（５０歳含む） 男性 江別 市立病院の医師の質が悪い、診察も適当で不親切。出張医だからあんなに適当なのか、やる気がない（皮フ科）
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193 ２０代 女性 江別
去年の地震で道路の地盤がゆるんでいたり、ボコボコ道が多すぎるので工事で早急に直してほしいです。江別市のふるさと納税っ
てまったく魅力を感じません。やる気あります？？他の市のふるさと納税の方が断然良いですよ？何をやるにしても江別市遅す
ぎ！！20代の私からするとイラつきます・・・

194 ４０代（５０歳含む） 男性 江別 自動車会社を休職中ですが、復職は無理と思いますが、リハビリに努力し、何らかの仕事につきたい。

196 ３０代 女性 江別 ゴミの収集を個別収集にしてほしい

198 ２０代 男性 野幌 子供が遊べる場所をもっと増やしてほしいです。

203 ３０代 男性 大麻 市内の就業環境向上希望

204 ３０代 女性 江別
除雪の頻度をふやすなどをして、道路の道幅を広くしてほしい。
バスの交通の便が悪いので、改善できないでしょうか。

205 ３０代 男性 江別 子育て支援が更に充実すると嬉しい。保育園に入りやすくしてほしい。

207 ３０代 男性 江別 精神障害者にも助成（2級）。私は札幌からの通勤が困難のため、江別市に単身赴任している。

211 ３０代 男性 大麻

・札幌市にして欲しい。
・住宅取得支援事業補助金の期間短すぎ！！（江別に家を建てた意味ない）
・新しい保育園を増やして欲しい。
・土地もっと安くないとメリット何もない。
・良い小児科がない＝札幌まで行っている（小児科に限らず病院も）
・乳幼児医療が短すぎ。せめて中卒に。

212 ３０代 男性 大麻 冬の除雪に力を入れて欲しい

214 ２０代 女性 野幌 国保、国年の金額をもう少し見直してほしいです。

215 ２０代 女性 野幌
ダンボールの捨て方がよくわかりません。車がないため運ぶことができないのと、平日は仕事で家を空けているため回収の車を見る
こともありません。どのように捨てたらいいか、HPに詳しく載せてほしいです。

217 ３０代 男性 大麻 大麻駅南口側の歩道橋の老朽化が酷く感じています。是非、改修して頂きたいと思います。

218 ４０代（５０歳含む） 女性 野幌 街灯を増やして夜でも安心して歩けるまちにしてもらいたいです。

219 ４０代（５０歳含む） 男性 野幌 札幌から近い利点をいかしながら、札幌に住もうという層を取り込んで人口増につなげていけば良いと思う。（駐車場代が安いなど）

220 ２０代 男性 野幌
・石狩市の樽川公園のようなドックランを作って欲しい。
・封筒に両面テープなどがあると皆もっと提出しやすいと思います。

221 ３０代 男性 野幌 野幌駅南口の道路（鉄東線）の利便性が低下した気がします。。。

222 ２０代 男性 大麻
1才の子どもを保育園に預けようとしたが、待機児童となった。
解消に向けた対策をよろしくお願いします。
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223 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻 冬の3番通がツルツルすぎて車の運転がとってもこわい。

224 ３０代 女性 野幌 母が体調不良などで、子どもをあずけられるところが欲しい

228 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻
今後、市全体として人口増加が見込まれるが、人口増加地区とそうでない地区とで商業施設、インフラ、住んでいる方々の年齢層に
格差が出ないか心配です。

229 ２０代 女性 -
江別市立病院の近くにスーパーや飲食店が（ファミレス、レストラン）があると便利で嬉しいです。駅（江別）の外にも時計があると嬉
しいです。

230 ３０代 女性 野幌 江別市役所、市民会館が新しくなったらうれしいです。

231 ３０代 男性 野幌
バスで通勤していますが、バスの本数が少なく不便に思います。時刻表もネットでも見づらく、JRみたいにすぐに見れたりできるよう
にしてほしいと思います。
道の駅江別ができたらいいと思います。

234 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻 水道料金が高い、税制面や子持ち世帯に対する優遇などなく、江別に移住するメリットがあまりない。

236 ２０代 女性 大麻 文京台から大麻西町辺りに通じる車道があると便利です。

237 ３０代 男性 大麻 医療費中学生まで無料化

240 ４０代（５０歳含む） - 大麻
交通網の整備、充実。
子供、学生、社会人の日常生活に欠かせないものだから。

241 ４０代（５０歳含む） 女性 江別 レンガ、やきものをもっともっと強くアピールしてはどうか

242 ３０代 女性 - 萌えぎ野にスーパーやコンビニ、ドラックストア等々がもっと欲しいです。早く南大通りと上江別をつなぐ橋が完成してほしい。

244 ２０代 女性 大麻 近くにイオンなどの大きなスーパーがあったりして良い

247 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻
幼児の支援に力を入れていますが、高等学校の通学の交通費補助支援など15歳以上にも目を向けてほしいです。（札幌市では交
通費補助あります）JR北海道の運賃値上げとなってしまいますので是非ご検討お願い致します！

249 ３０代 男性 野幌 札幌で働く方のベッドタウンとして発展して欲しいです。

250 ３０代 男性 江別 住みやすいまちにして下さい。

251 ３０代 男性 大麻

子育て支援に使われている税金が少なすぎる！！古きものに税をつかうのもいいが市外の人がもっと江別市に行きたいと思うよう
な税金の使い方をしてほしい！！
江別市の市道（未舗装部分）なのに舗装はなぜ個人が負担しなければならないのか？なぜ野幌駅周辺だけあのような無駄な都市
開発しているのか？税金の無駄以外になにか意図があるのですか？

252 ２０代 男性 江別 ゆめみ野と東光町をつなぐ橋はいつ完成するのですか。江別地域についても再開発をしてほしいです。

254 ３０代 男性 大麻 文京台にあるはるにれ公園のスベリ台をキレイにしてほしいです
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256 ３０代 男性 大麻 除雪の際家の前に固まった雪を置いていくのを解決してほしい。

259 ３０代 男性 野幌 料理が好きなので、20～40代の若い世代向けの料理教室とかのイベントがあればいいなと思いました。

260 ３０代 男性 - 産婦人科のすくなさ。うめる所がなさすぎる。子育てが充実していない。

261 ３０代 男性 野幌 冬の間に子供が遊べる大型施設がほしいです。

263 ４０代（５０歳含む） 男性 野幌
以前６年前に一度住んでいました。活気に満ちていて良くなったなと思います。人口も増えているのではないでしょうか。ただ産婦人
科の病院が御高齢の為少なくなっているという話も聞きます。その辺の充実化が必要と思われます。

266 ２０代 女性 大麻
小学校に学童保育をいれてほしい（大麻泉小）。古くなって住んでない社宅や市営住宅を減らして他のものをたててほしい。ＩＫＥＡ・
コストコがほしい。街灯がほしい。国立病院がほしい。ゴミ収集をふやしてほしい（札幌はプラスチックやペットボトルの日がある）。花
を増やしてほしい。保育園を増やしてほしい。地下鉄を伸ばしてほしい。

269 ４０代（５０歳含む） 女性 大麻
バスの本数を増やしてほしいです。大学の奨学金制度も希望します。介護以外の働き口が増えるといいですね。国際化に力を入れ
るべきだと思います。森は立派な観光資源です。

270 ３０代 女性 大麻 大麻駅の整備と修繕

271 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻 大麻駅の近くはスーパーしかなく、衣料品店が少なく野幌に多くあり駅周辺に店があれば良い。

272 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻 みんなが愛があって幸せに成るように

273 ３０代 男性 大麻 もっと商業施設が増えて欲しい。道路（ほ道）を整備して欲しい（ボコボコ・ガタガタで自転車や子どもが歩くのに危険！！

274 ４０代（５０歳含む） 男性 江別
・夫婦共働きしている低所得者への子育て支援が足りていないと思う。
・住宅購入（移住者）の補助金について、不公平さがある。（私は対象外でした）
・4人の子供を育てるには、まだまだ、支援不足と感じています。補助制度の整備なしに町は大きく明るくなりません。

275 ３０代 男性 大麻
市立病院がもっと機関病院として機能して欲しい。少なくても急患（小児）を町のこどもＣＬに回すような病院の体制は信じられませ
ん。

276 ２０代 男性 江別
・ゴミの分別について、できればプラは無料で出せる日をつくってほしいです。
・保育料、２人目以降を無料にしてもらえたらとても助かります。札幌、小樽なども無料です。

277 ２０代 女性 江別
・札幌圏で、交通の便も良く、住みやすい。
・市民が使う施設の老朽化が目立つ。（市民体育館・青年センター等）プールを使用したくても使えない。小学校のプール授業でも行
うので建て替えしてほしい。

279 ４０代（５０歳含む） 男性 江別
・小、中学生までは医療費、薬代の自己負担が０円だと大変たすかります。
・除雪、排雪の頻度を増やして欲しいです。（除雪は深夜だけでなく状況によっては日中も）（排雪年２回）

280 ４０代（５０歳含む） 女性 - ゆめみ野にはコンビニもスーパーも無さすぎる。生きづらい。引っ越したい。

284 ２０代 男性 野幌
子育て世帯が増えているまちだと思いますが、保育園への入りやすさ等、まだまだ課題がある印象です。施設が古かったり、市外か
らわざわざ来たくなるような場所が少ないと思いました。期待しています。

286 ３０代 男性 江別 不妊治療費の助成（北海道の助成とは別に）を行ってほしいです。
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288 ３０代 男性 江別 防犯パトロールの励行

291 ４０代（５０歳含む） 男性 - ３才未満の子を預けれる場所が少なくて困る。冬や雨の日などの室内で遊べる大きい施設がほしい。（大きい子向け）

292 ２０代 女性 江別 ４６号線の工事を早急にお願いします。

293 ３０代 女性 大麻
小学校、青年センターなど転入後利用した公共施設の老朽化が著しく、子どもの利用する施設は優先して整備してほしい。特に小
学校は寒く、教材を収納するスペースもわずかしかなく、文部科学省が昨年通達している「児童生徒の携行品に係る配慮について」
も不可能な状況です。子ども達の毎日背負っているランドセルの重さに驚きますよ。（それプラス教材ですから）

295 ２０代 女性 江別 ０歳５歳がいますが、子どもの遊ぶ所や公園等遊びやすく整備もされており嬉しいです。これからもお願いします。

297 ３０代 男性 江別 より子どもを育てやすい市にして頂けるととても嬉しいです

299 ３０代 男性 江別 早苗別通りに横断歩道がすくない。子供たちが道路をナナメ横断していることが多い。信号つけなくても白線があるだけで良い。

300 ３０代 男性 江別
江別の中でも野幌あたりの公園が充実しているが、元江別付近の公園（歩いていける範囲）での遊具などが少ないので、もう少し増
やしてほしいです。近所では最近子供も増えてきているためぜひ検討していただけると良いです。

301 ３０代 女性 - 萌えぎ野に大きめのスーパーをたててほしい。

303 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻 自然環境と調和したまちづくりをお願いします

304 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻
待ったなしの少子高齢化、人口減少に伴う行政の地域共同運営の取り組み、特に札幌市への編入若しくは合併（江別区）も含めた
検討が必要と考えます。

306 ３０代 女性 野幌 江別市の都市づくりにはとても共感がもてます！！

308 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻 ゴミ分別の燃えるごみの量が増えました。プラスチックゴミが大事です。

310 ３０代 女性 野幌 小学生があそべる児童館がない。岩見沢市では学区に一つずつあり、誰でもあそぶことが出来た。

312 ４０代（５０歳含む） 女性 大麻 子どもの医療費

313 ３０代 女性 大麻
ジョイフルエーケーの前など土地がたくさんあるので、メディカルビルやスーパーなどつくってほしい。野幌みたく大麻も栄えてほし
い。

314 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻
・新しい住宅街の”建築条件付”が多すぎる。
・網走や紋別の道立公園は素晴らしかった。もう少し野幌森林公園を充実させてほしい。

318 ３０代 男性 大麻
希望の保育園等に入れるよう人材確保など体制整備。不妊治療助成金の（自治体独自で）対象拡大。路上喫煙禁止。免許返納高
齢者へタクシーチケット等配布。

320 ３０代 女性 大麻 ・公園の整備。遊具が古い。花が少ない。・第2子の保育料無料

321 ２０代 女性 江別 除排雪にもっとチカラを入れてほしい。

322 ４０代（５０歳含む） 男性 野幌 子どもの医療費助成の拡充。子育て世帯に対する負担軽減策。
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323 ３０代 男性 野幌 他の市町村と同じく、小学校卒業まで医療費を無料にして欲しい。

324 ４０代（５０歳含む） 男性 江別
水をおいしくして欲しいです。（石東配水はおいしいのに、浄水場配水はまずい）
昨年の台風で倒木した所が多いので、また木を植えて欲しいです。

326 ３０代 女性 野幌 子育て支援を充実させてほしい（医療費補助をもっとのばす、ゴミ袋は最低でも３歳までにする ｅｔｃ

327 ３０代 男性 野幌
札幌市では子供の医療費の負担が小学生？中学生？までなかったはずだが江別市ではかかる。また、子供手当の確認書類を職
場に提出する際、住民票等をもらうのにお金がかかるが、札幌市も室蘭市も無料である。他の市町村と同じようにできればよいと思
うが、江別市ならではの江別市民に恩恵のあるものがあればよいと思う。

328 ３０代 男性 野幌
子どもたちの遊び場の充実
出産したばかりのお母さんたちがつながれる場づくり

331 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻
歩道橋や公園など古くて整備されていない所がある。自然が多くて良い街だと思うのでもうすこし環境整備にお金を使ってもらいた
い。

332 ３０代 男性 野幌 大雪の直後に排雪が来なく、車が使えず、家から出られないこともあった。排雪がよりタイムリーに来ることを望みます。

333 ４０代（５０歳含む） 男性 野幌 除排雪をもっと充実してほしい（冬場の道路状況が悲惨）

336 ２０代 女性 江別 冬の除雪・排雪をもう少し力を入れてください！！

337 ２０代 男性 江別 停電で断水はやめて欲しい！！夜の国道１２号線に街灯を付けて欲しい。暗いです。

338 ４０代（５０歳含む） 男性 江別 就業場所を増やして、活気をつけて欲しい

340 ４０代（５０歳含む） 女性 江別 小学生・中学生までの通院を助成して欲しい。（以前の町はあった）インフルエンザも小・中は無料にしてもらえると助かります。

341 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻 国道以外のバス通りの除排雪に力を入れていただきたい。

343 ３０代 男性 野幌 町の公園、緑の維持

348 ３０代 男性 大麻 公園をもう少しきれいに整備してほしい

349 ２０代 女性 江別
ごみ出しのカレンダーがわかりにくい。岩見沢市に住んでた時はとてもわかりやすかった。（可燃、不燃、資）だけではなく詳しく何を
出せるか書いてほしい。こっちに越してきてからスプレー缶の出し方がわからずものすごく溜まっている。

350 ３０代 女性 野幌
シングルマザー（私の両親不在）への理解がない企業が多くてびっくり。住み心地は思ったほど良くなくて、少しガッカリしてます。正
直他の市へ引っ越したい。何とかなりませんか。

353 ３０代 女性 野幌 子供の安全に配慮された遊具のある公園、市民が憩える公園があると（ふえると）うれしいです。

357 ４０代（５０歳含む） 男性 江別 子育て世代に住みにくい町です。除排雪があまりにもひどすぎる。今年の吹雪時、小中学校とも判断が遅すぎる。

358 ２０代 男性 江別 もう少し飲食店が増えて欲しいです。
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359 ３０代 女性 江別
子育て支援センターに行くと「子どもを遊ばせる場所がない」と言っていたのを聞きました。人によっては、岩見沢まで行っているよう
です。子育てに充実したまちだとうれしいです。

362 ２０代 女性 野幌 ファミリー向けの賃貸が多く単身の家を見つけるのに苦労しました。ＩＨコンロ賃貸も少ないと感じました。

363 ４０代（５０歳含む） 男性 - 室内野球場を作って下さい

364 ３０代 男性 大麻 民間企業と一体になった街づくり

365 ４０代（５０歳含む） 男性 野幌
野幌に特急（ＪＲ）がとまると便利
除雪、排雪を行って欲しい。道が狭いので（大通りは良いが）

368 ４０代（５０歳含む） 男性 野幌 市民が創り、市民が参加参画できる祭りがあった方が良い

369 ４０代（５０歳含む） 女性 大麻
子育て支援や介護福祉支援にもっと力を入れてほしい。医療費免除等の支援について検討してほしい。何のメリットもない。とても
子育てをしにくい町だと思っています。子供が多い家庭は、損してばかりの町という認識です。

370 ３０代 男性 大麻
大麻沢町の大麻西公園にてスズメバチが頻繁に飛び回っています。怖くて付近で子供を遊ばせられません。自身で巣を見つけなけ
れば駆除してくれないんですか？市でも見つけて駆除してほしい。

372 ３０代 男性 大麻
子育てしやすい環境を考えているのならば、小学校低学年まででもいいので医療費、歯科を無料にしてほしい。１年生から３割負担
はきびしいと思います。札幌市は２年生か３年生まで無料なので・・・

375 ３０代 男性 大麻 産婦人科の先生を増やしてほしい。

376 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻
文京台は、防災面にもつよく、ＪＲも（しかもほぼトホ圏）２駅チョイスでき、札幌圏から移住するには、プラス面が大きい。というＰＲも
必要だと思う。

380 ３０代 男性 大麻 空家対策　大麻地区の活性化

381 ３０代 女性 大麻 今のゴミの分別方法は大変助かっています。続けてもらいたいです。

384 ４０代（５０歳含む） 女性 大麻

仕事で１年だけ江別市に住みましたが、とてもいい街だと思いました。→ゴミに対する取組みが徹底していて感心しました。
北海道大スキです・・・！！短い間でしたがお世話になりました。
大麻出張所のスタッフさんたちが皆さんほんとにあたたかい対応でうれしかったです♥
今はもう、埼玉へ戻っています。

385 ２０代 男性 江別 子どもに対する支援（オムツなど）、転入時に「祝い金」があるといいと思う。

386 ３０代 女性 野幌 冬場の除排雪をもっとこまめに行ってほしいです。

389 ２０代 男性 野幌 もっと商業施設を作ってほしい（ユニクロ、GUなど）

390 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻 札幌の中心地にも出易く、住み易く思っていたが、JRの値上げは想定外。

391 ４０代（５０歳含む） 男性 江別 子供の医療費を助成する制度を作ってほしい（例　18歳まで医療費無料とか）
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394 ４０代（５０歳含む） 男性 野幌 除雪を強化してほしい。

395 ３０代 男性 江別 排雪が悪いので、もっと考えてほしいです。

397 ４０代（５０歳含む） 女性 野幌 コストコ、イケアを誘致してほしい。

399 ４０代（５０歳含む） 女性 江別 除雪、排雪をもっとこまめにしてほしいです。

401 ２０代 男性 江別 待機児童減少につとめてほしい

403 ３０代 男性 大麻 保育園がとても入りづらい。

404 ２０代 女性 大麻 ないです。いいと思います！

405 ３０代 女性 野幌
現在子供をふくろうの森保育園に通わせていますが、目の前の道が白樺通りへの抜け道になっていて猛スピードで車が走ることが
多いです。
”保育園あり、スピード落とせ”等　注意文言が書かれた看板を立てたらどうでしょうか？

406 ４０代（５０歳含む） 男性 江別
子供の予防接種の任意の部分を無料にして欲しい。
JR料金の低減化に努力して欲しい。

407 ３０代 男性 -
子育てに優しいとは思えない。乳幼児医療対象の拡充、保育園の待機の解消、放課後児童クラブの充実などが必要。改善なけれ
ば、他市への転出をせざるを得ない。

408 ４０代（５０歳含む） 男性 江別
・バスの便が悪い
・高齢者の集う場所があまりない
・店がイオンしかないのは市としてはおかしいと思います。一か所に何店舗かあると便利だと思います！

409 ４０代（５０歳含む） 男性 江別 IKEAを建ててほしい！！

412 ３０代 男性 大麻 札幌は子どもの医療助成が小学校低学年までのびたので江別も検討してほしい

415 ３０代 女性 大麻 大麻駅がもう少しきれいになったらと、思います。

416 ２０代 男性 江別 江別東の高速道路出入口付近のゴミのポイ捨てをなんとかして下さい。

417 ２０代 男性 江別 コストコ、ＩＫＥＡが建設されると嬉しいです。

425 ３０代 男性 江別 もっと子ども達（主に小学生）が、江別市の特徴や特産品等について、知る機会をつくってあげて欲しい。

427 ２０代 男性 江別
光熱費が高い。水道関連が弱い。江別のにおい（王子製紙）が気になる。
ツタヤができたり、公園も多く、野菜も美味しい江別を気に入ってます。長く住みたいので上記が改善されてほしいです。
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433 ３０代 男性 野幌

札幌が人、物ともに飽和状態の今、江別はその受け皿として、また自然と街がとなり合った独特の土地柄を活かして独自の発展を
遂げるチャンスだと思っています。
テレワークが一般的になりつつある今、豊かな電波環境さえあれば大規模な企業誘致も可能です。
関東が地震のリスクにさらされている今こそ、ＢＣＰサイトとして「第２本社を北海道に」と考える企業も増えています（私の勤ム先もそ
うで、すでに札幌にオフィスあり）。このチャンスを逃がさないで下さい。

434 ３０代 女性 江別

江別駅周辺にもう少し買物できるような施設がほしい。ゆめみの周辺も土地がありそうなので大きなショッピングセンターや、ＩＫＥＡ
ができたら嬉しい。せめてニトリなど。ユニクロもほしい。いちいち岩見沢、新さっぽろ、札幌中心部まで行くのはめんどうです。大人
の服を買えるところがないと思います。しまむら、イオンくらい・・・？
つたや書店を誘致してくれたのは嬉しいです。
ＪＲの本数、快速（特に朝)増やしてほしい。
最後に、江別は全体的ににぎやかさがなく、住んでいてさみしい。もっと人がたくさん集まる（アリオ札幌や発寒イオンくらいの)大きな
施設がドーンとできてほしい。江別イオンも増築して専門店をもっと増やせないのでしょうか？ミュージカルやコンサートを見る場所も
あればいいのにと思います。
ぽこあぽこの一部スタッフがスタッフ同士でずーっと喋っているのがいつも気になります。

435 ４０代（５０歳含む） 女性 江別
問２についてですが、私は５０代です。４０代（５０代も含む）の解答は、そもそも５０代はどの位置付けなのか？疑問をもちました。
アンケートの全体像は、子育てをしている方に対しての内容のようにも受けて取れるので、しょうがないのかとも思いますが、一応、
アンケートの対象者として考えていただいているなら、せめて（４０代～５０代）の表現の方が良いかと思います。

436 ３０代 男性 大麻 市議が年寄りばかりなので、そんなにいらない

437 ４０代（５０歳含む） 男性 野幌 学校の近くの信号（交差点）は歩車分離を！交通事故防止のため

441 ３０代 男性 江別 ・ガス関係が高額という印象がある。

442 ４０代（５０歳含む） 女性 江別
「通学路」を掲示する看板が小さい、少ない。交通量が多く危険性が高いと思いました。江別駅のロータリーのマナーが悪いので改
善して欲しい。

447 ２０代 男性 野幌 雪かきをかきわけ式（？）以外にしてほしいです。札幌市との連携。

448 ３０代 女性 大麻 近くに住んでる人が交流できるイベント（あけぼの幼稚園の０才ｃａｆｅのようなものを）

449 ３０代 女性 野幌 すごく生活し易いまちで助かっています。これからも市民としてありがたく生活させていただきます。

451 ３０代 女性 大麻 親が住んでいて新築を建てたので３０万程手当てがでてとてもありがたかったです！

452 ４０代（５０歳含む） 男性 野幌 人口増加を図るのは悪いことではないと思いますが、それにより自然環境が破壊したり、治安が悪くなることは望みません。

453 ３０代 男性 大麻 ゴミの分別が札幌市の方が細かいが無料回収が多くて良かった。

454 ３０代 女性 野幌
室内で遊べる場所や市民の憩いの場をもっと増やして充実させて欲しいです。中学生まで医療費助成になると、もっと子育て世代
が済みやすくなると思います。

455 ２０代 男性 野幌 がんばってください。応援しています。
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459 ４０代（５０歳含む） 男性 江別 除雪を増やしてほしいです。（細い道なども、今より回数を増やすなど。）

460 ３０代 女性 江別 買い物に便利、市役所の方の対応が良い。古い駅はキレイだと良いと思いました。

465 ４０代（５０歳含む） 男性 江別 岩見沢市に比べ保育園が非常に入れなく転入に後悔。その為、転職を余儀なくされた。

466 ２０代 男性 野幌 学生が多いから娯楽施設がほしい

467 ２０代 女性 野幌
ＪＲ野幌駅南口を出て左に進んだ所にある十字路に信号機をつけてもらいたいです。歩行者優先の横断歩道で左折車が止まらず
怖かった事がありました。

468 ３０代 男性 野幌 札幌に比べて保険料が高い

469 ３０代 男性 大麻 子供の医療費を札幌市と同じ様に小学生まで負担してほしい

471 ２０代 男性 江別 もっと健康寿命の延伸に取り組んでほしい。

472 ４０代（５０歳含む） 女性 江別 江別駅前の空き地や建物がゴースト化して夜が怖い。

473 ４０代（５０歳含む） 女性 江別 置き雪、除雪排雪対策をしっかりしてほしい。

475 ２０代 女性 江別
ゆめみ野町、バスの本数が少なく感じます。小さいバスでもいいので朝晩通勤・通学の時間に増えると、よりベッドタウンとして活性
化できるのではないかと思いました。

476 ３０代 男性 江別 より子育てしやすい街になっていってほしいです。

477 ３０代 男性 野幌

・子ども向けのお祭りが多く子どもが楽しめた（酪農学園大で行れた、公民館、町内公園）
・図書館が本が多く大人も子どもも活用できて良い
　別紙
　札幌市からの転居にあたり、共働きのため子どもを放課後に預けられるかが心配であった。江別第２小学校になるため、近隣の
児童館に問い合わせをしたが、定員を超える要望があるとのこと。学校に隣接する児童館はあるが、一度自宅に戻ってから来館す
る決まりがあるとのことで、悩んだ末、自宅での留守番をさせた。
　札幌大谷地小学校は、学校施設内にミニ児童館があり、放課後直接来館し18時以降も預かってくれた。共働き世帯にはとてもあり
がたかった。子どもも、自宅に1人でいるよりも安心ですし、児童館でも学年の違う友人ができることや、昔遊びなども覚えてくるので
大変楽しい放課後を過ごせていた。また、休日には親子参加型の料理する機会なども企画され、親子のつながりも配慮されてい
た。
　共働きの夫婦が増加傾向にある中、安心して子どもを預けられるような放課後の子どものあり方もご検討いただければより住み

478 ４０代（５０歳含む） 男性 野幌 健康都市宣言に伴い、ランニングコース（夜でも安心して走れる様な）を造ってほしい。

479 ４０代（５０歳含む） 女性 大麻
特産品が市外に知られていないような気がします。特産品を使用したグルメ等あり、何軒かで行うとか知られるようになると良いなと
感じます。

480 ３０代 男性 野幌 アンケート用紙が届いた時には、余市町に引っ越していました。江別に転入したのは、実家があるからです。

482 ３０代 男性 大麻 子どもの医療費無償化をお願いします。
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483 ４０代（５０歳含む） 男性 江別 ブルで除雪した雪の塊が駐車場前に毎回山積される。札幌・芦別市に住んでいた時に比べると作業が雑で残念です。

484 ３０代 女性 野幌 子どもを産む産科が少ないのでもうすこし増やして、選択できるとうれしいです。

487 ４０代（５０歳含む） 女性 江別 江別駅前に、お店がないと不便だし、さみしい感じがします。

490 ２０代 女性 野幌
ＪＲの音がうるさい。防音壁をつけてほしい。パンがおいしくて好きです。若い人が住みやすい、札幌にまけない町づくりをしてほし
い。ツタヤができたのうれしかった！！

492 ４０代（５０歳含む） 女性 大麻
札幌の都市にはない、北海道らしい風景もあるので、札幌市民も足をのばしてくるような「牛」や「牧草」や「レンガ」を活用したものが
あればいい。

493 ４０代（５０歳含む） 女性 野幌
奨学金や授業料免除申請の目的で取得する所得証明書や非課税証明書を無料にしてほしい。経済的に苦しくて申請するものが有
料だと手続きがしづらいです。札幌では無料でした。

502 ３０代 男性 大麻
江別市と札幌市をつなぐ道路幅の拡張及び増設
ＪＲ以外の交通手段の充実

505 ３０代 女性 野幌
野幌駅南口側に保育園が無い！！
ヴェルデ野幌や若葉グリーンタウンなどせっかく子育て世代が多く引越してきているのに、北口側だと通園が車やバスでないと行け
ずに困ってます。徒歩で通園できる保育園をつくって下さい。

507 ３０代 女性 江別 野幌は栄えてきているが、江別駅近辺はゴーストタウン化しているので、江別駅含め、その近郊を整備していただきたい。

508 ４０代（５０歳含む） 男性 江別 江別市内の公園は広い所が多く、犬を飼っていると散歩しやすい町であると感じています。

512 ４０代（５０歳含む） 女性 江別 えべチュンがかわいいのでグッズを作ってほしいです

514 ２０代 男性 野幌 外灯の増設、野幌ＰＡのスマートインターチェンジ化の検討

515 ２０代 男性 野幌 具体的にはありませんが、今後も住みやすいまちづくりをお願いします。

516 ４０代（５０歳含む） 女性 野幌 暗い道路が多いので、明るい外灯があると良いと思います。

521 ４０代（５０歳含む） 男性 野幌
公園の遊具の整備と充実
緑ヶ丘地区の公共交通の充実、野生動物対策、街灯の増設

524 ３０代 男性 - ゴミ回収の頻度を上げた方がよいと思う。

525 ４０代（５０歳含む） 女性 大麻
街灯を増やしてほしい。大麻１５丁目の通り、第２大麻こども園前が暗くて（冬は４時頃から）子どものお迎え時間に多くの子ども達が
駐車場に向って歩きます。危険を感じます。

526 ３０代 男性 - 除雪をきちんとしてほしいです。

528 ３０代 男性 江別 豊幌にも小児科やようちえんがあれば良い。
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532 ４０代（５０歳含む） 男性 野幌

小学生の子どもがいるという観点からですが、１つでよいので大きな遊園地（公園ではなく）があるといいなと思っています。有料で
よいので
以前、埼玉県に在中していましたが、川口グリーンセンターというのがあり、そこを活用していました。大人入場料３００円ほどだった
と思います。ご参考まで

533 ３０代 男性 野幌
江別に住んでる分には十分ですが、他のまちから来たいと思えるような外の公園・室内公園があればいいと思う。自然がたくさんあ
るのにもったいない！！キャンプ場の充実や道の駅があったらいい。泊まる町ではないところがもったいない。ごはんもパンもデ
ザート類も充実しているし、温泉もあるので来てもらえたら楽しんでもらえるのでは・・・

534 ２０代 男性 江別 王子製紙の臭いの評判が減れば北側に人が住みやすくなるかも。新居探しで最初にアドバイスされたのがそこなので。

535 ４０代（５０歳含む） 女性 江別
札幌市と合併して江別区にして、新さっぽろからの地下鉄を大学辺りまで、のばして下さい。それか、札幌まで行かなくても良くなる
ような大型商業施設を作って下さい。→江別駅南口を希望！

537 ４０代（５０歳含む） 男性 江別 除雪が最悪だ。予算とかでなく、雪の多い地域なのだからきちんとやるべきだ

538 ４０代（５０歳含む） 女性 江別 除雪が下手すぎです。近くの市町村を見習って下さい。カントリーサインに市外の建造物を使うのは違うと思います。

541 ４０代（５０歳含む） 男性 野幌
・子どもの医療費完全無料（中学生まで）
・野幌駅に特急列車の停車
等希望はありますが、大変過ごしやすい街と感じています。どうぞ宜しくお願いします。

543 ３０代 男性 野幌 子供の医療費が高い。助成の適用範囲を拡げて欲しい。

544 ３０代 男性 野幌 子供の医療費が高い

547 ２０代 女性 野幌 高齢者の危険運転が目立つため、子どもとの散歩や今後学校に通うようになったら事故に巻きこまれないか心配です。

549 ４０代（５０歳含む） 女性 野幌
ゴミの分別について・・・近隣の市町村より分別しないでゴミが出せるので大人にとってはすごく楽です。けれど子どもにとってはどう
なのか？進学就職で他市町村に行ったときに分別に合わせられない等大変だろうと思う。リサイクルを考える気持ちもどれくらい身
に付くのかと思ったりもします。

550 ３０代 女性 大麻 医療の充実と公園の木の整備（台風や地震でたおれた木がそのままなので、心が痛い）

553 ３０代 女性 野幌

冬、間口に置きざりにされるカチカチの雪山は本当に迷惑です！！それなら除雪入らない方がよっぽど良いです。雪が降っていな
く、雪かきをしなくても良い日でも雪山になっている日もあってうんざりしました。何か対策を考えた方が良いと思います。札幌にくら
べて水道代も毎月支払いあるし、プラスチック・雑紙も有料のゴミ袋だし、今のところ、江別に引越してきて良かった！！と思える事
は１つもなく残念でありません。
冬の除雪・排雪は札幌に住んでいた時は何も不自由なくいれましたが、江別は雪がただでさえ多いのに、一年間住んでみて本当に
不安でしかありません。大きい道路の雪山の高さもキケンです！！子どもが見えません！！大きい道路の排雪はもっと回数を増や
した方がいいですよ！！住みやすい街づくりのために改善を期待しています！！！

556 ３０代 女性 野幌
歩道を整備で工事に入っているが、時間がかかりすぎと思う。
共働きで子育てもできるのか、不安に感じる。保育園も少なそうだし、遅くまで預かってくれなさそうだったり。

559 ２０代 女性 大麻
江別市青少年サークルに所属していました。市と連携して市内の子どもたちのために活動する団体が今後も活発に活動してくれる
ことを願っています。
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560 ３０代 男性 野幌
補助金やフラット３５金利優遇などの後押しもあり、札幌に近く土地も安い江別に決めました。同じような人はほかにもまだたくさんい
ると思います。今後もさらなる転入促進策の継続を！

561 ３０代 男性 江別 子育てしやすい町づくりをしていただきたいです。

563 ４０代（５０歳含む） 女性 野幌 ゴミ袋が有料だという事に驚きました。（青森市は無料でした）

565 ３０代 男性 野幌 子どもの医療費控除を小学生までのばしてほしい。バスがすくなすぎる。

566 ２０代 男性 大麻 ショッピングモール等の大型商業施設があればいいと感じる

567 ３０代 男性 野幌
除雪がきたない。へた。
娯楽がない。ＩＲ誘致したい。
雪が多いので、地下鉄をつなげてほしい。
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