
（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２年５月１２日から令和２年５月２９日まで）

令和２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２０】 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 （居住地区） 江別市のまち（都市づくり）への意見・提案【問20】

1 ３０代 男性 江別地区 とても住みやすく子育て世代にはありがたいです。江別、大麻駅周辺の再開発が課題ですね

3 ３０代 女性 江別地区
12号線の豊幌にスーパーなどきたらいいな～.豊幌は高齢者ばかりで人口減尐していくと思うのでなんか誘致して盛り上げてほしいで
す。

4 ２０代 男性 江別地区 体育館を自由に使えるようにしてください

6 ３０代 男性 江別地区 江別駅前の活性化、江別駅前開発等

7 ２０代 女性 江別地区 パートで働きたいが仕事が市内だと尐ないので困っています。

8 ２０代 女性 今はコロナの対忚で大変でしょうが頑張ってください。ステイホームできるだけします。

9 ２０代 女性 江別地区 江別駅が不便。送迎の車で混雑しているのを改善してほしい。駅前の構造、または送迎のスペースを再構築してほしい。

11 ２０代 男性 大麻地区 生活しやすい町だなと常々感じております。ステキな町に住めて良かったです。

12 ３０代 男性 大麻地区 江別市のスポーツ団体や施設に関する情報をより提供してほしいです。ですが、江別市での暮らしにはとても満足しています。

14 ３０代 女性 野幌地区 病院（産科婦人科）の尐なさにびっくりしました。

15 ３０代 男性 大麻地区 子育て環境を充実させてほしい。

17 ４０代（５０歳含む） 女性 大麻地区 各小中学校図書館に学校司書を設置してほしいです。

20 ３０代 男性 野幌地区
お店などがたくさんあり、買い物などには比較的困ることはないが、交通の便（特にバス）が尐なすぎて困っています。せっかく利用し
やすい場所にバス停があるのに残念。あとはとにかく雪の排雪が（市の）とても雑で困る。家の前をふさがれてしまうのが一番困りま
す。改善してほしいです。

21 ４０代（５０歳含む） 女性 大麻地区 自然に恵まれていて、静かに住みやすく思います。ただ水道代金がもう尐し安ければ嬉しいです。公園や所々の折木が気になります。

23 ３０代 男性 大麻地区 道路（住宅地）の脇にある側溝に蓋（網）をつけてほしい。子どもが側溝に落ちるかもと怖いです。

24 ４０代（５０歳含む） 女性 野幌地区
こういうアンケートを依頼するのならば何かしらのお礼の品を同封すべきです。QUOカード500円くらいはあってもいいと思います。それ
が出来ないならするな。

26 ３０代 男性 野幌地区 幼児が遊びやすい公園がほしい

27 ２０代 女性 大麻地区 オムツのゴミ袋を年齢関係なく無償化に。あとは前居住地と同じよう出産祝い金（江別市内で使えるもの）等あれば嬉しい。
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33 ４０代（５０歳含む） 男性 江別地区
除雪業者はお金もらっているのに各家庭の前に雪置いていく。そして個人からお金をとって排雪する。二重取りを放置するの？こんな
ひどい除雪は江別だけ！！

35 ３０代 男性 江別地区
老人はいずれ尐なくなるので子供に投資するのが人口増加に繋がる。それでも全体は人口減るが、町の力は若者でしか支えられな
い。

38 ３０代 男性 江別地区 コストコがあったら良い。

41 ３０代 女性 江別地区 冬の除雪行き届いていないところが多いので、除排雪の回数を増やしてほしい。

42 ２０代 男性 江別地区
子育て世代が多いため幼稚園や保育園を増やしてほしい。大きい公園だけではなく、小さい公園の遊具を新しくしていかないとサビ等
で怪我をしてしまう。

43 ４０代（５０歳含む） 男性 江別地区
子供の医療負担が他市より重いと思うので軽減してほしい。児童館が他市でいう学童みたいなものなので子どもが遊べる児童館が
あってほしい。

45 ２０代 女性 江別地区 子育てしやすい町としてもっとPRしたほうが良いと思います。

46 ３０代 男性 野幌地区 JR快速を復活してほしい。新千歳直通便も出来たら嬉しい。

51 ４０代（５０歳含む） 男性 江別地区 江別駅周辺の再興に積極的に取り組んでほしい。

57 ４０代（５０歳含む） 男性 野幌地区 スーパー第一、大きなスーパーを増やしてほしいです。

60 ２０代 男性 江別地区
江別市立病院が江別市の財政を圧迫しているように思える。改善が必要。以前は町で運動会を開催していたと親戚より聞いていた。
再開してほしい。

64 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻地区 図書館の夜間開放

65 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻地区
市役所行政窓口等建物の都合上あると思いますが建直しなどが行われる際は集約して皆が使用しやすい環境にしてほしいです。特
にこの先高齢化時代やコロナなどの影響を考えると手間がかかりすぎです。

66 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻地区 治安の良い街づくりをお願いします。（今も良いですが）

67 ２０代 女性 野幌地区 ユニクロ、ニトリがあったらうれしいです

68 ４０代（５０歳含む） 男性 野幌地区 花が尐ない
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71 ３０代 女性 野幌地区 札幌市より子育てへの支援が無い事にガッカリでした。

72 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻地区
通学路なのに除雪がほとんどされる事なく、非常に残念。市のホームページはわかりにくい感じがします。ゴミステーションをもっと計
画的に取り組んでほしい。色々ありますが江別市に転入して良かったと思います。

73 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻地区
転入時児童手当の手続き説明が児童の親ではなく、祖父母にされた事（本人入院中に妻に話をすべき。あやふやではないか）。その
まま一か月分受け取れず大変遺憾でした。役所の人間からまずしっかりしてください。体制を整えてからでないと、人口を増やしたって
ムダ。同じ思いをする人を増やさないで！！

76 ３０代 男性 大麻地区 子ども医療費助成を中学生まで延長してほしい。

77 ３０代 男性 大麻地区 交通費助成金がないので作ってください。

78 ３０代 女性 大麻地区
線路よりも文京台側のエリアにスーパーがほとんど無いため、あったらいいなと感じます。野幌駅前が以前に比べ車の動線が不便す
ぎると感じます。

79 ３０代 男性 大麻地区 無料で出せるプラゴミの日があると助かる。

84 ４０代（５０歳含む） 女性 野幌地区 えべつコレクション4は良いと思います。市役所が古すぎてびっくりしました。

88 ３０代 女性 野幌地区 外灯をおしゃれにしてほしい。プラゴミを無料で集めてほしい。もっとレンガを活かせばいいと思う。

90 ４０代（５０歳含む） 男性 野幌地区 新しい取り組みがしやすい環境であると思いますので、どんどん時代を切り開いていく都市になっていってほしいと思います。

95 ３０代 男性 野幌地区 子どもの医療費を近郊と同じ水準にしてほしい。プラゴミの無料化に取り組んでほしい。

96 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻地区 街で観光について話せる人が多くなるよう期待します。エブリをもり立ててください！！忚援しています。

97 ３０代 男性 大麻地区
ユニクロ、GUなどのファストファッションがあってもいいと思う。12号線から逆に行く何か所か車の流れる橋みたいなのを作ってほしい。
大麻駅のラルズ方面へ行くのに不便だと思う。

99 ２０代 男性 野幌地区 江別市の発展を願っています。

100 ４０代（５０歳含む） 女性 江別地区 とても住みやすいです。

104 ３０代 男性 江別地区 駅前がヒドイ！特に江別駅が何もない！これじゃあ年寄しか残らない！

105 ３０代 女性 江別地区 江別駅をレンガを使った舎にしてほしい。駅前が寂しくなってしまったので駅だけでも明るく目立つようにしてほしい。
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108 ３０代 男性 野幌地区
除排雪の増加。外灯の増加。野幌駅前の横断歩道（歩行者優先義務違反）対策。水道費の使用料削減。コロナウイルス対策による市
独自の給付金

111 ２０代 女性 大麻地区 ゴミ箱を設置してほしい（公園などに）

112 ４０代（５０歳含む） 男性 野幌地区 除雪作業をもっときれいに行って頂きたい。小学校の登下校時の防犯システム（ICタグ等）の導入

114 ３０代 女性 大麻地区 JRタワーのような大型ショッピングセンターがあったらもっと活気づくと思います。

115 ３０代 男性 野幌地区 まだわから無い事が多いのでそれは今後

116 ４０代（５０歳含む） 男性 野幌地区 今はありませんが20年ぶりに住み始めています。

120 ３０代 男性 大麻地区
体育館のジムを安く使用できジムが数か所あるのはとても助かっている。ただ、器具の充実度に差がある。マシーンの補充と増設を希
望します。

124 ２０代 女性 江別地区 江別駅前にコンビニエンスストアが欲しい

126 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻地区 若い人の意見を聞いたところ、100円ショップがなさずぎる（品が札幌より）

128 ４０代（５０歳含む） 女性 野幌地区 「働きたい女性のための就職支援事業」でおせわになり、ありがとうございました。

129 ３０代 男性 野幌地区 道路の幅が狭い所が多い。右折信号が尐ないのでもっと増やしてほしい。交通事故が尐なくなるような街づくりをしてほしい。

134 ３０代 男性 野幌地区 大きな遊具のある公園が欲しい

136 ３０代 女性 大麻地区 バスの本数を増やしてほしい

137 ３０代 女性 野幌地区 市立病院でしか出産できないのは困る

139 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻地区 ゴミの分別が分かりやすく現状で良い

141 ３０代 男性 大麻地区 転入してから不自由なく過ごしております。どんどん若い人達が転入してもらえたら良いと思います。

146 ３０代 男性 大麻地区 市独自に給付金を増やしてほしい

147 ２０代 男性 大麻地区 保育所に入りやすくなると助かります。（1,2歳児クラス）

150 ３０代 女性 大麻地区 プラスチックゴミが燃やせるゴミなのには驚きました。ゴミが増えてしまうので別にしてほしいです。
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151 ４０代（５０歳含む） 女性
夜間救急の対忚がひどすぎる。あんな対忚をされるくらいなら札幌に行った方が全然マシ。他県に住んでいてもあんなヒドイ所は無
い。早く改善してほしい。

153 ２０代 男性 大麻地区 福祉の観点で札幌より劣らないように

156 ２０代 男性 大麻地区
雪国以外の所から来た人も安心できるように地域やアパートごとに講習会・集会を行った方が良い。正直言って初めての冬は周囲か
らマウントを取られてすごく嫌だった。（特に車や駐車場関係）排他的な地域に定住しようとは思えない。私は多分獣医になったら即
引っ越す。

157 ２０代 男性 大麻地区 大麻駅前を活性化させてほしい。

159 ２０代 男性 大麻地区
昨年度学生生活が終わり就職しました。しかし、コロナの影響により予定していた収入が一部無くなり苦しい状況です。大学生、大学
院生に加え社会人1年目の市民も経済的に厳しいです。国からの支援金に加え、尐しでも助けて頂けますと有難い所です。恐れ入りま
すがよろしくお願い致します。

160 ４０代（５０歳含む） 男性 江別地区 分譲地の近くに商業施設エリアも併せて計画してほしい。子育て世代を増やすために補助を増やしてほしい。

161 ３０代 女性 野幌地区
対雁小学校は児童数が多いのに放課後に遊べる児童館がない。引っ越ししてきたばかりで知り合いもいないと留守番させるのも心配
です。児童クラブもいっぱいだと聞きました。場所によっては医療費、児童クラブ費無料札幌も児童館が沢山あったり無料だったりする
ので、もう尐し子育てにやさしい街であってほしいです。

162 ４０代（５０歳含む） 女性 江別地区 デザイン系の学校があるのでそれを生かしたらいい

163 ４０代（５０歳含む） 女性 野幌地区
子育てについていろいろ支援しているようですが、子のない夫婦のコミュニティが尐なく感じます。子どもに手がかからないからこそで
きることがあると思います。

164 ２０代 女性 野幌地区 これからも子育てしやすい市であるようお願いします。

165 ４０代（５０歳含む） 男性 野幌地区 設備・技術の整った総合病院がもう一つあると良いと思います。

168 ３０代 男性 江別地区 子育てに関することをもっと充実させてほしい。

175 ４０代（５０歳含む） 女性 野幌地区
学生が多いにもかかわらず、学生が無視されている傾向にあると思います。尐なくとも私や周囲の学生はそう感じており、ゆえに市に
無関心になってしまいます。また市役所の対忚について（窓口）栃木さくら市はとても丁寧であるのに対して江別は非常に事務的です。
余談ですがさくら市の印鑑証明カードはとてもきれいです。（表面が町の風景写真になっています）江別もああだと嬉しく思います。
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194 ４０代（５０歳含む） 女性 大麻地区
野幌駅周辺にばかりお金をかけるのではなくもっと他にも力を入れてほしい。１２号線を挟む大学側と大麻側を結ぶ車道が尐なすぎ
る。とても不便である。

195 ３０代 男性 野幌地区 共働きの家庭が多いと思うので保育所等もっと入所しやすくしてほしい。子どもが室内で集まって遊ぶ所があればいいと思う。

199 ２０代 男性 江別地区 子どもの医療費の助成の拡大を更に行ってほしい（R2,8改正よりも）

201 ３０代 女性 大麻地区 パン屋さんが多いのでパンのイベントを開いてほしいです。

203 ４０代（５０歳含む） 男性 野幌地区
私の住んでいる地域はバスが非常に不便である。便数が尐ない。終便も早い。2019年10月に新しいバス停が出来ると聞いていたが
期待ハズレだった。車を持っていて運転が出来ないと不便な街だと思う。

204 ４０代（５０歳含む） 男性 野幌地区 野幌駅北口の開発加速を願う。野幌中学校のロケーションは何とかならないか？

205 ２０代 男性 大麻地区 大麻をもっと発展させてほしいです。商業施設など。

209 ４０代（５０歳含む） 女性 江別地区 高砂駅改札口の木を伐採してほしい。カラスが人をおそっている。

210 ２０代 男性 野幌地区 コストコがほしい

211 ４０代（５０歳含む） 男性 江別地区 野幌ばかりでなく江別駅周辺開発も！！

215 ３０代 男性 治安の良化が進んで欲しい。

216 ２０代 女性 大麻地区 若者が家を建てれるように土地の情報を色々出してほしい。

218 ４０代（５０歳含む） 男性 野幌地区 公園の道具（大型・水場系）が充実してほしい。バスの路線がわかりにくいです。幼稚園の情報が尐ない気がします。

221 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻地区 利用できる施設が尐ない。あわない（高齢向けなど特定の方に限定されている）この枠が小さすぎませんか？

222 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻地区 単身赴任から戻った転入なのであまり期待に忚える回答ではなくすみません。

227 ４０代（５０歳含む） 女性 野幌地区 これからもお世話になります。よろしくお願いします。

229 ２０代 女性 江別地区
市役所に行った時に職員の方が忙しかったのかもしれませんが、対忚が良くないと思うことがありました。皆さんがそういうわけではな
く一部の方にそういう方がいました。

230 ４０代（５０歳含む） 男性 野幌地区 道路・歩道の整備。除雪作業、回数の向上
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No. 年代 性別 （居住地区） 江別市のまち（都市づくり）への意見・提案【問20】

233 ２０代 女性 江別地区 江別に来ないと見られない景色やたべものなどがあれば、そこをPRして沢山の方に江別を知って頂けると幸いです。

238 ２０代 男性 江別地区 石狩川が臭い

239 ２０代 女性 江別地区 道路の舗装をしてほしいです。2月に転入した時に市民課の方々がとても親切に対忚してくださり、とても有難かったです。

244 ３０代 女性 江別地区 自然が多くて大きな都市に近くて便利で特徴のある良い町なのでもっとアピールを強めて市民がふえるといいなと思う。

252 ４０代（５０歳含む） 男性 野幌地区 もう尐し自然を大切にしてほしい。自然が尐ない。

255 ３０代 男性 野幌地区
まちは良い町と感じたが未だに暴走族がいることに閉口した。残念ながら民度が低いと思ってしまう。警察と協力して取り締まった方が
良い。

258 ４０代（５０歳含む） 男性 野幌地区
除雪に関して個別の住宅前に残していく氷の塊について、市のHP等には”個別対忚は出来ない”としているが、今まで住んできたどの
市町村よりも雑で大変困っている。委託業者に改善を強く求める。

259 ４０代（５０歳含む） 女性 野幌地区 野幌駅前の手押し信号を押してから青になる時間を短くしてほしいです。

261 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻地区 転入増加に伴う保育園学校等の充実

262 ３０代 男性 大麻地区
町内会等がとても活動が積極的なのかなとは思います。時々わずらわしい時もありますが・・・。あと除雪が札幌とはちがいおどろきま
した。通り沿いにある家の地図にもびっくり。

263 ４０代（５０歳含む） 男性 野幌地区
子ども医療助成の拡大を希望します。札幌は中学生まで対象です。公共料金などのクレジット払い可能にしてほしい。札幌は可能でし
た。

265 ４０代（５０歳含む） 男性 野幌地区 バスの本数を増やしてください。高速道路沿いの不法投棄対策（美化含む）。外灯が尐ない。若葉町に消火栓がないが大丈夫か？

266 ３０代 女性 大麻地区 子どもの医療費助成の年齢を伸ばしてもらうと助かります。

269 ４０代（５０歳含む） 女性 野幌地区 若葉町にバスがもっとたくさん通ってほしい。野幌駅を利用する子ども達は駅から歩いて30分は大変。冬や夜は不審者も心配。

272 ２０代 男性 大麻地区 このご時世役所の方々も大変だとは存じますが感染拡大防止に努めていきましょう。

273 ３０代 男性 野幌地区 通年臭いに悩まされています。（牧場王子製紙）窓も開けたくないです。なんとかなりませんか？

278 ３０代 男性 野幌地区 排雪の回数を増やしてほしい。

279 ３０代 男性 大麻地区 尐子高齢化問題対策。札幌一極集中問題の対策
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No. 年代 性別 （居住地区） 江別市のまち（都市づくり）への意見・提案【問20】

282 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻地区
歩道がせまく子どものカートで行くのが大変で道が悪い。車に乗っていて曲がるときに死角が多く、事故の原因になる。盲学校の前の
道に左右で歩道を作って欲しい。子供世帯が多いので危ないと思う。

285 ２０代 女性 野幌地区 野幌の駅前がとてもキレイで感動しました。駅内も整備されている利用しやすいです、ありがとうございます。

286 ３０代 男性 野幌地区 緑が丘で家から近い小学校があったら良かった。駅からのタクシーがなさすぎる（夜）

293 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻地区 都市開発より、自然を活かしたまちづくりを進めていくことが将来的にも財政的にも良いのではないかと思います

295 ３０代 男性 野幌地区 自転車、三輪車、スケートボード等、広々と使用できる交通公園のようなものがほしい

297 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻地区
4つも地元に大学があったり、公的な施設があるのでもっと国際的な活動をすべき、市政の質⇒サービスが良いのでそういった部分は
強みとして活かしていくべきだ

298 ４０代（５０歳含む） 女性 大麻地区
今回のようなアンケートが届き、転入してまだ1年たっていませんが、市民の意見を聞いてくれるんだなと思いました（以前は他のアン
ケートも届いた）

302 ３０代 女性 大麻地区 税金減らせ

303 ３０代 男性 野幌地区
全国的に尐子化が進んでいますが、子育て支援を特に手厚く、出生率を上げるような取り組みを期待しています。出口戦略として出生
率が死亡率を大きく上回るまでは子育てに注力し、その後、高齢者支援というように優先順位をつけてまちづくりをしてほしいです。

305 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻地区 文京台地区、近くにスーパーがなく、車が必要、老後が心配

310 ２０代 女性 大麻地区 子どもも安心して暮らせるいい街だと思います

311 ３０代 男性 江別地区
認可・認可外含めて保育園が尐ないように感じました。釧路市にいた時より保活が大変でした。せめて認可外が増えてくれたら働く母
にも優しいまちになると思います

313 ４０代（５０歳含む） 女性 野幌地区 低学年の子供がいても十分働けるように、学校にミニ児作って欲しいです。幼稚園の預かりも土曜日もあれば助かります

315 ２０代 男性 大麻地区 お金が欲しいです、警察の点数稼ぎがすごいです。

316 ３０代 男性 江別地区 子どもに優しいまちづくりをお願いします

318 ３０代 女性 江別地区 道路がガタガタで自動車がとびはねてあぶない
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No. 年代 性別 （居住地区） 江別市のまち（都市づくり）への意見・提案【問20】

321 ３０代 女性 野幌地区
遊べる場所、買い物できる場所が尐なく感じます。せっかく高速もあり札幌の隣にあり、広い土地もあるのだから道内の人たちがわざ
わざ遊びに来るような施設を作ったら良いと思う

323 ２０代 男性 江別地区
高砂駅の近くの地下歩道で自転車を降りない人（大人や子ども）がいたり、タバコを吸っている人がいるのでよく注意喚起してもらいた
い

324 ２０代 男性 野幌地区
街灯増やして、IKEAを作って、大型ショッピングモールほしい。除雪下手だった、歩道が狭くなる、道路も狭くなる、やるなら歩道ギリギ
リまでやってくれないと逆に困る

327 ４０代（５０歳含む） 男性 江別地区 江別駅前の活性化、商業施設の充実

330 ３０代 女性 江別地区
6年ぶりに帰ってきたが野幌ばかり栄えていて江別駅周辺は以前と変わらずさびれていてがっかりだった。もっと格差をなくしてほし
い。東光橋のアスファルトもすべてきれいにしてほしい

332 ３０代 男性 江別地区 子どもからお年寄りが住みやすい町になってほしい

333 ２０代 女性 江別地区 小さい子がいる家庭への支援、ゆめみ野東町から新札幌まで行くバスを増やしてほしい（江別駅も）

334 ２０代 女性 江別地区 出産するところが市立病院しかない

339 ２０代 女性 江別地区
散歩の際、よく公園の前を通りますが、どこの公園も広くて手入れが行き届いていて良いと思います。公園に時計や外灯があると親も
子どもも安心だと思います。

341 ３０代 男性 江別地区 地下鉄がほしい

344 ４０代（５０歳含む） 男性 江別地区 野幌駅周辺だけが栄えている。広範囲全体を繁栄させてほしい

346 ４０代（５０歳含む） 男性 江別地区 JR江別駅の南側からの乗り入れを行いやすい施設づくり

350 ３０代 男性 江別地区 治安の著しい悪化につながらない程度に娯楽・商業施設が充実すると良いと思います。書籍・衣類・酒類はもう尐し種類・量がほしい

353 ２０代 男性 大麻地区 大麻に飲食店を増やしてください

355 ３０代 男性 江別地区 道路の整備をお願いします

358 ３０代 男性 大麻地区 除雪の際、置き雪がひどく、とても困ります。

360 ３０代 女性 野幌地区 資源ごみの回収日を増やしてほしい
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361 ４０代（５０歳含む） 女性 江別地区 江別駅前に活気があるといいなと思います

363 ３０代 女性 江別地区
子どもの医療助成の幅をもう尐し増やしてほしい。初診580円要ります？無料にすべき。以前住んでいたところは小学校3年生まで無
料でした。小さい子は病院を利用する頻度が多いので検討してほしい。

364 ４０代（５０歳含む） 女性 江別地区 牧場町内に雪止めが倒れ掛かっていたり敷地外に脚立を置いていたりする人がいるのを何とかしてほしい

367 ２０代 女性 江別地区 医療補助、子どもの医療補助は札幌市より進んでいない。他の地域では免除がある（15歳未満までなど）

369 ４０代（５０歳含む） 女性 江別地区 江別駅のロータリーをもっと使いやすくしてほしいです

371 ３０代 男性 江別地区 江別駅周辺の再開発を進めてほしいです。江別市ではなく野幌市のようです。

373 ２０代 女性 野幌地区 子育て世代向けの市営住宅の募集を増やしたり、優先的に入れる市営住宅がもっとあるとうれしいです

374 ３０代 男性 大麻地区 水道料金が唯一の納得できない事項です（高い）

375 ３０代 男性 江別地区 子どもの医療（就学以上）を他の地域のように負担してほしい

376 ３０代 男性 大麻地区 この時期というのもあるが、10万円の特別定額給付の対忚が遅いと感じます。この様な対忚は市をあげて早急に対忚すべきです。

380 ３０代 女性 大麻地区 中学3年生まで病院の助成対象になってほしい。江別の王子製紙のニオイがくさいがどうにかならないか

381 ３０代 男性 江別地区 小学生の医療費控除の引き延ばし

383 ２０代 女性 江別地区 市内に婦人科のある病院が尐なく、婦人系の病気の不安がある際や、今後出産や子育てを行う場合に不安です。

386 ４０代（５０歳含む） 男性 江別地区 民間を活用したイベントなどをより増やしていくことを実施

387 ３０代 女性 江別地区 保育園を増やしてください、本当にお願いします。不安しかありません。

392 ３０代 男性 野幌地区
犬を散歩している人が多いのにドッグランがない。公園も多いので併設してはどうか。他の市には市営のドッグランがある。住宅取得
の補助金も子ども2人というハードルは意外と高いと思う。尐子化が進んでいるのに。

393 ３０代 男性 野幌地区 勉強できる場所が尐なすぎる。食の有名店が尐ない、町をあげてのブランド作り。

394 ２０代 女性 野幌地区
職場から近かったためというのが転入の主な理由ですが、札幌よりも静かな雰囲気が住みやすく気に入っています。街づくりをありが
とうございます。
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396 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻地区 今は子育て世代が増えていて良い事ですが、この子たちが将来江別に住み続けて納税してくれるといいなぁと思います

402 ３０代 男性 野幌地区
東川町、東神楽町、三笠市のような住む人に好かれる市になってほしい（子育ても含む）、蔦屋書店のような他の街にない店などを誘
致してほしい(IKEAなど）、子ども～大人まで楽しめる他にはない公園がほしい、学童を増やしてほしい（共働きしやすい環境整備）、お
しゃれな街並み（建物・店など）にしてほしい

403 ３０代 男性 野幌地区
子どもの教育や医療、高齢者へのサポートの強化をするべきでは？札幌のベッドタウンとしての役割をになっている訳だから。札幌や
千歳からみるとレベルが低い

408 ４０代（５０歳含む） 男性 野幌地区 市道（脇道）の排雪の充実、体育館・プールなどスポーツセンターの充実

410 ３０代 男性
若葉町98に170戸ほど新築があるのに公園が1つもないので作って頂けるとありがたいです。あとバスケットゴールがついていると最高
です。

411 ４０代（５０歳含む） 男性 江別地区 中心市街地の整備、大型商業施設の誘致、雇用の確保など必要な施策を進めて住み易いまちづくりをしてほしい

412 ２０代 男性 野幌地区 バイクのコールがとてもうるさい

414 ３０代 男性 大麻地区
ゴミの分別化をしてほしい、プラスチックも紙も全て燃えるゴミには驚いた。子どもにも分別する大切さを教えたいしゴミ袋料金の負担
が大きい。江別市は札幌にも近く、都市化が進んでいると思ったのに分別を行っていないことに本当に驚き、今後改善してほしい。「環
境に悪い街」の印象で、正直移住を周りの人に勧められない。本当に札幌市にように細かな分別をしてほしい

420 ３０代 男性 野幌地区 江別駅に人が集まる、例えば未来ビルに市が負担してお店をいれるなど

427 ３０代 男性 野幌地区 きれいな広い公園、子育て世帯が喜ぶ政策

429 ２０代 女性 野幌地区 野幌駅周辺の工事、税金の無駄だと思います。建物ではなく、税金を安くしたり高齢者や子供の為の支援活動に使ってほしいです。

437 ３０代 女性 大麻地区 子供を育てやすい環境は北広島を見習ってほしい

439 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻地区 駅前駐車場の増設

441 ３０代 男性 大麻地区 ゴミの分別方法が札幌市より理解しずらい。都市ガス・水道がカード決済できなくて不便、水道料金が高いと感じる

442 ３０代 男性 大麻地区
イオンスーパー以外の商業施設が出来たら嬉しい。イオン・ぽこあぽこ・蔦屋以外にも室内で遊ばせられる場所が欲しい。コストコ2号
店、IKEAに期待していただけに出来ずかなり残念。子育て世帯が多く住んでいる割に、子ども向け、ママ向けのお店がない。バースデ
イ（こども服）も出店してくれるとすごく助かる。最寄りの店舗が札幌白石北郷or清田or恵庭で遠い。
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443 ２０代 女性 大麻地区 アンケートにオンライン形式があると便利だと思います

446 ２０代 女性 大麻地区 高砂駅周辺の開発

447 ４０代（５０歳含む） 女性 野幌地区 ユニクロかGUかコストコがあればうれしいです

449 ２０代 女性 江別地区 ひとり親への支援をもっと増やしてほしい、転入前の方が充実していた

451 ４０代（５０歳含む） 男性 江別地区 江別のお土産をたくさん置いてあるアンテナショップ（道の駅）が交通の便が良い場所にほしい

453 ３０代 女性 江別地区 江別市立病院にきちんと診察できる内科があると助かります。

455 ３０代 男性 江別地区 南大通り大橋が開通したので、江別駅側の施設発展を希望

458 ４０代（５０歳含む） 女性 野幌地区 温水プール、子どもが遊べる浅いプール等がほしいです。（できればキッザニアの様なもの）

462 ３０代 男性 大麻地区 子供の通院、入院の費用補助が小学入学前までと、道内他の市と比較して手厚さに欠ける

464 ３０代 男性 野幌地区 水道料金が高いのに不味い、除雪不足

465 ２０代 男性 野幌地区 野幌若葉町～野幌駅、新さっぽろ駅までのバスがあるといいと思います（あるにはあるようですが便数が尐なすぎて利用できません）

466 ４０代（５０歳含む） 男性 野幌地区 今年、子どもが生まれてこれから色々な子育て支援にお世話になるかと思います。よろしくお願いいたします。

469 ３０代 男性 野幌地区
小学生までは医療費の無料を検討してほしい。以前に住んでいた羽幌町は小学生まで医療費の全額、ワクチン補助（ロタ・おたふく・
インフルエンザなど）も全額補助された

471 ２０代 女性 大麻地区 電灯を増やしてほしいです

472 ３０代 女性 江別地区
国道を走るバイクや車の騒音が凄くて大変驚きました。国道沿いには警察もあるのに深夜の暴走に対して何もしていないのでしょう
か。札幌よりもひどく、地域としてどのように対忚しているのか疑問に感じるばかりです。

475 ３０代 男性 野幌地区 無添加、無農薬な食品を扱うお店がもっと増えたら嬉しいです

476 ３０代 男性 野幌地区
新札幌への交通機関をもっと良くしてほしい（21時以降のバス増便、地下鉄の延伸など）伊達屋敷通りに歩行者信号を設置してほしい
（グリーンタウン⇔若葉小の通学路になるので）
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No. 年代 性別 （居住地区） 江別市のまち（都市づくり）への意見・提案【問20】

479 ３０代 女性 江別地区
公園のブランコ一つを座位の保持が難しい子ども（乳幼児障害児）でも一人で座れるタイプのイスにしてほしい。大人一人でも付き添
いやすい、定形発達児にとっても多様性、寛容さを学ぶ機会となります。大きな公園から徐々にでも良いので…。ぜひ検討してくださ
い。

481 ２０代 男性 野幌地区 特産品や観光施設などもっと江別の魅力を市の内外にアピールしてほしい。

484 ３０代 男性 江別地区 出産対忚出来る病院を増やしてほしい

485 ３０代 女性 大麻地区 文京台にスーパーが欲しいです。

487 ２０代 女性 大麻地区 子育て支援に期待しています。頑張ってください。

489 ３０代 女性 大麻地区 今の江別市は好きです

490 ２０代 女性 江別地区 ドッグランが欲しいです。お散歩しているワンちゃんがよくいるが、ドッグランが近くにない。江別市外で30分以上かかるので（車で）

494 ３０代 男性 大麻地区

大麻泉小学校の学区内に子どもを無料で預けることができる児童館が欲しい。子育て世代の転入が多いので今後を見据えて秩父別
のキュービックコネクションみたいな大型遊具のある公園が欲しい。江別市に転入してきた際に、歩道の縁石の切り下げの関係で建設
部の課名は忘れたが、『　　さん』という方が対忚がものすごく横柄であった。自分たちは仕事で毎日同じような事を話しているのかもし
れないが、転入してきた人は初めての事でわからなくて聞いているので親身になって対忚した方が良いと思う。

496 ２０代 女性 大麻地区 このような状況下でありながらも市民と向き合い対忚などして頂きありがとうございます。

497 ３０代 男性 野幌地区 子どもと一緒に家族で楽しめるレジャースポットを充実させてほしい

501 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻地区
江別に入居にあたり新築を建てたが昨年までは住宅取得支援事業補助金がもらえたが、今年から無くなりもらえなくなった。今後その
ような施策は無いのか？

504 ４０代（５０歳含む） 男性 江別地区 公共交通が不便

506 ４０代（５０歳含む） 女性 大麻地区
以前住んでいた岩見沢では小学生の学童保育（児童館）がとても充実していて（学校との連携もとれていた）仕事していても子どもを一
人留守番させなくても良かったが、江別市は児童館で同じような役割を任ってなかった点が非常に残念だった。

507 ３０代 女性 野幌地区 公園整備に力を注いでほしい

510 ３０代 男性 野幌地区 公園の遊具が古くて安心して遊ばせられない、変質者が多い。子どものあそび場にグラウンド（学校）を開放してほしい。
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517 ２０代 男性 大麻地区
保育園の入園に関して非常に不愉快な思いをしました。明らかにミスなのにこちらが無知であるかのような対忚に無責任な謝罪・・・改
善して頂きたい。

523 ２０代 男性 江別地区 雑紙の日を作ってほしい。プラゴミを無料にしてほしい。

530 ３０代 女性 野幌地区
学童の環境の悪さに驚いた。なんとなく子育てにやさしいのかと思っていたが、小学生以上を育てるには札幌の方がよかったと感じ
た。

531 ４０代（５０歳含む） 女性 野幌地区 特にありません。住みやすいと感じています。

532 ２０代 男性 大麻地区 コストコに来てほしい。（コストコが出来てほしい）大麻駅をもっと快適にしてほしい（狭いです）

534 ２０代 女性 江別地区 老人福祉の充実（バス代無料、タクシー代割引等）アレルギー対忚の保育所を増やしてほしい。

539 ２０代 男性 大麻地区 子どもと高齢者が住みやすいまちづくりをしてほしい

541 ２０代 男性 野幌地区 ホームセンターやスーパーなどが充実していてとてもよいです。コロナに負けず頑張りましょう。

543 ４０代（５０歳含む） 女性 野幌地区 知らない事が多いのでこれから情報を得たいと思います。

544 ２０代 男性 野幌地区 とても良い街だと思う。日々ご尽力ありがとうございます。

545 ２０代 男性 江別駅前が賑わってほしい。ニトリ等の家具量販店が市内にほしい。

546 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻地区 プラスチックごみの回収に力を入れてほしい

551 ４０代（５０歳含む） 男性 野幌地区 江別駅周りの過疎化が致命的だと思う。歩いてみても空き家が多い。壊してマンションにするべき。

552 ２０代 男性 江別地区
子育てにやさしい街とうたっていながらも兄弟同時入所が出来ない。市営の児童館は近くにない。学校近くに児童館がない等など本当
に優しい街なのだろうかと疑問に残るがこれから先、達成されることを願っています。

556 ４０代（５０歳含む） 女性 野幌地区
引っ越しを考える前は札幌という近い場所に住みながらも江別の良さを全く知りませんでした。小麦（パン屋さん）野菜・レンガの建物
等、若い人にも興味を持ってもらえるような事をもっと発信するべきだと思います。

558 ３０代 男性 野幌地区 子育てしやすい環境を望みます。（教育や医療費、地域安全、公園整備等）

559 ３０代 男性 野幌地区 子育て支援の充実、市内バス路線の拡充を望む。

565 ２０代 女性 野幌地区 今後働こうと思っているので保育所にスムーズに入れると助かります。
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No. 年代 性別 （居住地区） 江別市のまち（都市づくり）への意見・提案【問20】

567 ２０代 女性 野幌地区
1号線や江別恵庭線のところの道路に穴が空いていたり、ゴミが落ちている。タイヤがパンクしてしまったことがあるのでまちの美化、あ
なを埋めるように取り組んでほしい。

568 ３０代 女性 情報図書館が古い使いにくい、暗い、狭い、改善してほしい

570 ４０代（５０歳含む） 女性 野幌地区 まだ江別の事は知らない事が多いのでこれから楽しみたいと思います。

571 ４０代（５０歳含む） 女性 大麻地区 交通アクセスをもっと札幌につなげてほしい。札幌と同じゴミの分別にしてほしい。

572 ２０代 女性 野幌地区
車を持っていないので冬はバスをよく利用するのですが、近くのバス停が目的地近くのバス停と繋がっておらず、尐し離れているバス
停を利用しています。もう尐しバスの路線を工夫してほしいです。

574 ３０代 男性 江別地区 住んでる場所のゴミ出しの入れ物を設置してほしい。今はブルーシートとネットで覆っていしころでおさえています。

579 ４０代（５０歳含む） 女性 江別地区 ひとり親の保険の助成の医療費の受給者証の手続きが他の市町村とは違いとても時間がかかって大変だった。

582 ３０代 男性 野幌地区 バスを増やして

590 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻地区
今江別市に永住するか札幌市に移住するか迷っています。中学校に通級指導教室を設置する予定があるなら江別市にします。予定
がないならやめます

596 ３０代 男性 大麻地区
すごく良い所だと思うのでどんどん活性化させていってほしいです。コストコやイケアなど目玉となるものがあるとより集まるのではない
でしょうか。蔦屋書店もその一つだと思います。

599 ３０代 女性 大麻地区
空き家や空きアパートなどを売却OR建て直し等で整備し、より多くの人が快適に住める環境になると良いと思います。札幌に近いのに
自然に恵まれ野菜も美味しくとても住みやすいという地域という事を札幌の人にもっとアピールした方がよい。土地も安いので◎

603 ４０代（５０歳含む） 男性 野幌地区 道路脇の花壇がきれいで庭に花を植える家が多い所が良いと感じました。

604 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻地区 健康都市のイメージを定着させる取り組みを進めて頂きたい。

607 ４０代（５０歳含む） 男性 野幌地区 忚援しています

610 ２０代 男性 江別地区 コロナウイルスによる給付金の紙ベースの申請対忚が他の地域に比べて遅いような気がします。ご対忚よろしくお願い致します。

611 ２０代 女性 江別地区 もっとグレシャム市との交流を増やしてほしい
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No. 年代 性別 （居住地区） 江別市のまち（都市づくり）への意見・提案【問20】

613 ３０代 男性 大麻地区
江別市は土地が広いので、アウトレットモールみたいな複合施設があったら嬉しいです。バスの本数を増やしたり、交通の便を良くす
れば、もっと江別に人が増えると思います。

615 ４０代（５０歳含む） 女性 大麻地区
庭木の剪定時や落ち葉などのゴミが有料なのでご近所で庭木をそもそも除去する家が増えています。他市の様に季節に忚じて無料
にしてほしいと思います。

617 ３０代 女性 江別地区

道路での止まれ標識がなく、事故になりそうな場面や止まらないで出てきて危なかったことがあり、止まれの標識があっても止まらず
出て来たり、交通ルールを守らない方が多いと感じました。T字路でこちらが直線で相手が右からノンストップで出てきて急ブレーキで
相手が止まりましたが、こちらの車線まで来ていたのでこちらが減速していなければぶつかっていました。とにかく運転するには不安を
かんじました。

618 ２０代 男性 江別地区 プラゴミを捨てるのにお金がかかる。ペットボトル・缶の収集日が尐ない。段ボールを収集していないのですてるのに手間がかかる

619 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻地区

札幌市は早い段階から子どもの通院医療費助成の対象を小学生まで拡大したのに対し、江別市はなかなかならず、ずっと不安でし
た。4月中旬に出された緊急事態前言時も北広島や千歳市でもすぐ休校になったようですが、江別市は数日開きがあり、不安の中登
園となりました。生活に関わる金銭面、安全面への取り組みは札幌市と足並みを揃えるか秀でていないと他の市からの転入者は増え
にくいと思いますので、今後ともご尽力よろしくお願い致します。

621 ３０代 女性 野幌地区 きつねが普通に近くに居たり、庭におしっこやうんちをしていくので、庭で遊んだりしずらく子どもにとって心配です。

623 ３０代 女性 野幌地区 国道沿いまで行けば交通の便は充実しているが、若葉町近辺や高砂住宅街ルートのバスが尐なく、通院や買い物が不便です。

624 ２０代 男性 大麻地区 SDGsの推進

627 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻地区 大型、郊外型店舗を積極的に誘致してほしい。大麻・文京台を車でもっと行き来しやすくしてほしい。

628 ３０代 男性 野幌地区
人口(子どもの数）が増えているので、医療費無料の対象を小学生全てにしてほしい。プラスチックごみ、雑紙を市で回収してほしい。
放課後児童デイサービスの施設数を増やしてほしい。

630 ３０代 女性 野幌地区
病院を充実させてほしい。高齢者になった時、病院に通いやすい方がよい。障害児・障がい者がもっと生きやすい街になると嬉しいで
す。

632 ３０代 男性 大麻地区
札幌市では子どもの医療費が小学1年生までかからないが江別市は就学前なのでそこが残念に思っていました。小学1年生まで伸ば
してもえらえると嬉しい。

633 ２０代 女性 野幌地区 各バスの時間を増やしてほしい。1時間に2本は厳しい。

639 ３０代 男性 大麻地区 ゴミ捨て場のカラス対策が弱い。市として改善してほしい。
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643 ４０代（５０歳含む） 男性 野幌地区 幼児園での特別教育充実費については疑問に思います。高額すぎると思います。以前の市では存在していませんでした。

644 ４０代（５０歳含む） 男性 野幌地区 小児科が尐ないので何とかしてほしい。市立病院の待ち時間が長すぎる。誰もが分かるような大型施設や観光場所を作ってほしい。

649 ４０代（５０歳含む） 女性 野幌地区
私は化学物質過敏症です。この江別市にも同様の方と偶然出会いました。香害のポスターも小さいながら市役所で見かけました。人
事ではありません。

650 ３０代 女性 江別地区 街路樹の手入れにもう尐し力入れてほしい。

653 ４０代（５０歳含む） 男性
江別市…野幌・・・住んでいる人間性は底辺に近い、DQNが多い。闇を感じる。江別駅前のゴーストタウン風etc言いたい事は多々あり
ますが・・・ここまでにします。

659 ３０代 男性 大麻地区
医療体制の充実　　新千歳空港へのアクセスのしやすさが欲しい。　　　札幌駅へのバス本数増便。災害に強い街を目指す。ふるさと
納税の返礼品の充実。

662 ２０代 女性 大麻地区 スーパーを大学近くに建ててほしい

663 ２０代 男性 大麻地区 ボール遊びなども出来る広い遊び場や24時間使えるパーキングエリアがあれば嬉しいです。

669 ２０代 男性 野幌地区
妻と義理の両親が育った町で子どもを育てることが出来、妻達はとても安心して楽しく生活していると感じています。自分も何十年後か
にはとても思い出深い町になると思います。

670 ４０代（５０歳含む） 男性 大麻地区
何事も学びながら実践していく事が大事だと思います。市内には素晴らしい道立図書館、情報図書館がありますので、市民がもっと本
を読み、能動的に活動出来るよう図書館の活用を広げることが良いのではないでしょうか。

672 ３０代 女性 大麻地区 産科のある病院が増えてほしい

673 ３０代 女性 江別地区 バスをもう尐し増やしてほしい

674 ３０代 女性 江別地区
小学校の近くに住んでいますが、駅までの道のりで12号線を渡るのに1番近いのは地下歩道なのですが気味が悪く中に変な人がいる
かもしれないと思い、使用してません。駅に近くの為トヨタかローソンの所の横断歩道まで遠回りしなくてはならない為、歩道橋があれ
ば便利で安全なのにと思います。

676 ３０代 男性 江別地区 小学生が遊べる児童館など(無料）の施設を近くに作ってほしいです。

678 ２０代 男性 江別地区 ショッピングモールがなどが欲しい

680 ３０代 女性 野幌地区 待機児童についてもっと真剣に取り組んでほしいです。ひとり親ですが保育園が決まらないとしっかりした収入もありません。
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682 ３０代 男性 野幌地区 保育施設をもっと充実してほしいです

685 ２０代 男性 野幌地区 野幌駅周辺の線路下の有効活用を進めた方が良いと思います。有料駐車場など

686 ３０代 男性 野幌地区 商業施設の更なる充実をお願いします。

687 ４０代（５０歳含む） 女性 江別地区 冬の排雪の対忚を岩見沢の様に進んで積極的に取り組んでほしい。非常に悪い。

691 ３０代 男性 江別地区 工場から出る臭いの対策がされれば本当に住みやすいと思います。

692 ３０代 男性 江別地区 オンライン授業の早期導入、カルチャーセンター(市役所併設）

695 ３０代 男性 江別地区 ゴミ袋が高い。指定の袋以外を使用する事を検討してもらいたい。

697 ２０代 男性 野幌地区 ２０代の遊べるところが欲しい

698 ３０代 男性 野幌地区 ゴミの収集を増やしてほしい(プラスチック等は無料にしてほしい）

699 ３０代 女性 大麻地区
旭川は子育て支援が手厚く中学卒業まで医療費が１割負担になりました。(その代わり０才～３才まで無料が初診料負担に変更）”札
幌に近い”以外何の魅力もない江別。今後に期待です。

703 ３０代 女性 大麻地区
江別は子どもの医療費の他、防災メールとか、母子とかのアプリがすごい！！これだけの規模でこんなに色々手厚い江別に住んで本
当によかった！！

705 ２０代 男性 野幌地区 江別市立病院の内科、小児科を充実させてほしいです。また、保育園への入園が希望通りになるか不安です、

706 ３０代 男性 江別地区 子育てに良い街

707 ３０代 女性 野幌地区
札幌市に近く自然も多いし、公園も沢山あり、子育てするのにはすごくいい環境だと思います。医療費の補助が尐ないのがすごく残念
です。

708 ３０代 女性 野幌地区 ゴミの分別がもっと進んだら良いなと思う

711 ２０代 男性 野幌地区 公園のリニューアルと保育園の充実に力を入れてほしい

712 ２０代 女性 野幌地区
子どもの声がするとどこかに通報したり苦情を言ったりする人いるまちはもうダメだと思う。「健康に健全な老人のまち」をめざされて
も・・・・・・

716 ３０代 男性 江別地区 江別駅周辺に新しいスポットやお店が出来てほしい(賑わいが尐ない気がするので・・・）
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718 ２０代 男性 野幌地区
となりの厚別区に行けば遊ぶ所は沢山あるが、江別市内にもほしい。ゲームセンター、ボウリング、ネットカフェ、カラオケなどの他の施
設は充実していてとても過ごしやすいと思う。

719 ２０代 女性 江別地区 ドッグランなどつくってほしい

721 ３０代 男性 野幌地区 夜間に騒音を出す車バイクを取り締まってほしい

722 ２０代 男性 江別地区 市営のジムを作ってほしい

723 ２０代 男性 製紙工場の臭いがかなりキツク感じた

724 ３０代 女性 江別地区 自ら育ったまちで、子育てすることになりました。どうか！子育て支援に力を入れたまちづくりをお願いします。！！

727 ３０代 男性 野幌地区 除雪がヘタくそです。家の前に雪置いていきすぎです。もう尐し時間をかけて丁寧にやってほしい

728 ３０代 男性 野幌地区 外灯の明るさ

731 ３０代 女性 大麻地区 転入してから江別市の良さがわかってきました、自然が豊かな事や、農作物も美味しい事ともっとPRしても良いと思います。

732 ３０代 女性 野幌地区
古紙回収がゴミ収集になく、尐し不便です。資源回収の日程がもう尐しわかりやすければ良いと思います。とても暮らしやすく気に入っ
ています。

734 ３０代 男性 大麻地区 資源ごみの日をもう尐し増やしてほしい

735 ３０代 男性 野幌地区 野幌駅付近に信号機をもっと設置してほしい、特に南側ローソンの所

737 ４０代（５０歳含む） 女性 野幌地区
子育て世代が住みやすい街も良いが、単身者が長く住み続けたいと思うような街もめざしてほしい。（江別に住みながら結婚・出産ま
で迎えたいと思えるよう）

741 ３０代 女性 野幌地区
EBRIにいってみました。建物もきれいでフードコートも美味しそうでしたがあまり活気がなく・・・（コロナ前）江別の特産品やよさの展示、
市民参加の企画や写真など）あるともっとたのしくなりそうだとおもいました。今はコロナでたいへんかと思いますが職員の皆さんの身
体ご自愛ください・コロナ落ち着いたら江別も活気づきますように。

742 ３０代 男性 野幌地区 引き続き子育てしやすいまちづくりを希望します。現在の住居は未舗装の道路に面しています、舗装整備が進むと有難いです。

743 ３０代 女性 大麻地区 新興住宅地に住み始めましたが、道路の整備がひどくて驚きました。(歩道にあなが空いていたり・・・・）
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