
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３年５月１０日から令和３年５月３１日まで）    

令和３年５月実施 
江別市 企画政策部 政策推進課  

（特記事項）   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、可能な限り現文のとおり掲載しております。 【問２４】 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。 
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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 24】 

2 40代(50歳含む) 男性 江別地区 市役所の再開発願う。又は札幌市と合併。めざせ 20万人超え都市 

4 30代 男性 野幌地区 
待機児童が多い。働こうと思っても一時預かりは新規受付をしてくれないし保育園にもなかなか入れない。職に就いて、また保育園探しをしなけ

ればならないと思うと、もう 1人子どもを生みたいと思えなくなる。 

6 20代 女性 野幌地区 
年代問わず楽しめ、健康に良い遊び場、運動場があると嬉しい。札幌に近くスーパーも多いため江別市は住みやすいと感じます。より良い江別

市になるよう期待しています。 

7 40代(50歳含む) 女性 大麻地区 商店街がどんどんなくなって、悲しい所になっているのでそんな所を生かす企画をしてもり上げてほしいのです。 

10 30代 男性 江別地区 

職場との距離を考えて条丁目に住んでいるが、利便性を考えていたら住んでいないと思う。静かで雰囲気のわりに治安が悪くないのは良いが、

江別と名の付く JR駅がある場所とは思えないほど寂れている。野幌・大麻・文京台とは違う形で、人が住みやすい場所として、再開発出来ない

のだろうか？製紙工場のにおいは気になるが、川を含めた自然はいやされるし、悪くない。 

16 40代(50歳含む) 男性 江別地区 
石狩川近隣の環境改善に努めて下さい。後、スーパー等の商業施設を設置願います。他、移住者が頼るべき不動産屋の引越前後の対応が悪

かったので改善願います。 

21 40代(50歳含む) 女性 江別地区 市のゴミ袋がもう少し安いと助かります。東京ではゴミ袋の指定はなかったので、こちらに来て少しビックリしました。 

24 20代 女性 大麻地区 
若者(高校生～20代前半くらい？）が遊べる・集まれる場所が少ないように思います。若者が江別に魅力を感じ、定着してもらえるような街づくり

が出来ればと思います。EBRIや蔦屋書店も良い施設とは思いますが。 

27 30代 女性 江別地区 萌えぎ野東は街灯が少なく、夜真っ暗。電灯を増やして下さい。 

28 40代(50歳含む) 女性 野幌地区 

子どもが就学後、親の突然の急病等の時に預ける所があると良いと思います。(学童保育の短期利用）お仕事、お疲れ様です。そしていつもあ

りがとうございます。江別はすてきな”まち”ですね。この状況なのであまりできていませんが、“地元探検”をして、好きなものを沢山見つけてい

きたいと思っています。 

34 20代 男性 大麻地区 “田舎暮らし”向けの住居・賃貸住宅の促進（札幌に近い角山地区、篠津地区、野幌小学校付近など） 

35 20代 女性 野幌地区 江別市を知ってもらうきっかけや立ち寄るきっかけとして道の駅があると良いと感じます。 

39 20代 男性 野幌地区 道路や歩道の舗装や工事をもっと進めてほしい 

41 20代 女性 野幌地区 車社会なので仕方のないことですが、高砂駅、江別駅周辺が商業的に発展すれば免許を持たない家庭でも住みやすいのかなと思います。 

42 30代 男性 大麻地区 小学校などのトイレの洋式化や登下校の時に学校に着いた、学校を出たことがわかるような仕組みを取り入れてほしい。 
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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 24】 

46 20代 女性 野幌地区 

まちづくりかはわかりませんが、産科が少ないです。これから子どもを生むとなったら市立病院しか選択肢がないのが困ります。コロナが気にな

るのでなるべく人が集中している所には行きたくないので、妊活に支障をきたします。(1件しかないのでみんな行きますよね）自然も多くキレイ

な公園多いですが犬があそべる場所は限られているので栗山、恵庭、小樽、札幌のように無料ドッグランを作ってほしいです。真狩にあるラン

は募金形式で管理費を集める箱を設置していますよ。ランやドッグカフェができれば、もっと江別にくる人が増えると思います。 

47 40代(50歳含む) 女性 大麻地区 大雪の時に除雪が丸 1日入らなかった日がありました。近所の方に急な降雪の時は除雪が入らない・・・とうかがい驚きました。 

50 20代 女性 野幌地区 
王子製紙の臭いが非常に気になります。水道水の臭いも気になります。結婚祝い金等、若夫婦や子育て世代の支援（金銭面や窓口の充実）が

あると良いです。 

51 40代(50歳含む) 女性 野幌地区 雪が多いのは知っていました。市の除雪がこんなに酷くて家の前に重い塊を置いていかれると年を重ねていくと住みづらいです。 

53 30代 男性 大麻地区 子どもの支援をしなきゃ衰退していく一方だと考える。 

54 30代 男性 野幌地区 他市の人から「江別市は除雪が下手」と言われた事があります。改善できるのであれば、して頂きたいと思います。 

59 20代 男性 江別地区 産院を増やしてほしい。道路のデコボコを直してほしい。 

60 30代 男性 江別地区 
街路樹がジャマして信号が見えない。道路がぼこぼこ。道路を横断する人が多すぎる。子育て支援は大変良いが、大人のマナーが悪い、交通

教育など必要。 

61 30代 男性 江別地区 子どもに対する支援の充実（医療費、誕生日、入園入学等) 

64 30代 女性 江別地区 GUを建ててほしいです。 

69 30代 女性 江別地区 ドッグランの設置希望  例）公民館や図書館の隣 

80 20代 男性 野幌地区 

遊べる施設（ボウリング場）やアパレルショップが少なく、どうしても若者目線で見ると、町に出たいという気が起きやすい→既存のテナントに足

を運ぶ機会もなく、盛り上がらない。森林公園や川を利用して体験型イベントを企画し、札幌市民から経済を回してもらう等、ベッドタウンだけに

留まらない市政が必要だと考える。 

81 40代(50歳含む) 女性 大麻地区 
パン屋さんがたくさんあるのが魅力的です。お野菜の直売所など沢山あって新鮮でおいしい。駐車場のある大きな公園が帯広には沢山あった

ので江別にもあるといいな、と思います。子どもの医療費が無料になると大変助かります。 

84 30代 男性 野幌地区 きれいで清潔感のある街並みを増やしてほしい 

86 40代(50歳含む) 男性 大麻地区 コロナで札幌より江別を選んで住む方が増え、水道・道路などのインフラが将来に渡って持続的に整備出来ることを望みます。 
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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 24】 

89 30代 女性 大麻地区 江別をもっと若い人が来る街にするためには、目玉となる商業施設を作ると良いと思った。江別大好きで、発展して欲しいから…。 

91 30代 男性 野幌地区 
国道１２号線沿いに住んでいるのですが、改造車などがうるさい音で夜走っているのを何とかして欲しい。騒音もありますが、子供が大きくなっ

て夜歩くことを考えると不安です。 

92 30代 男性 大麻地区 コロナ禍のため、江別市民への給付金など検討してほしい 

93 30代 男性 江別地区 
転入前は子育てしやすい街のイメージでしたが、人口も増え、保育園の待機などの問題で、お子さんがいる世帯に話をきくと、住みにくくなって

きたということで、これから子育てを考えているので不安です。 

94 30代 女性 江別地区 
子育てしやすいまちだと思います！ただ出産できる場所が１ヶ所しか無く、そこは少し不安です…。コロナが落ち着いたら、たくさんイベントをし

て盛り上げてほしいです。 

95 40代(50歳含む) 男性 江別地区 住みやすいです。活気があっていいです。 

97 30代 男性 江別地区 

元江別に住んでいます。いずみ野４丁目通のバス停を利用していますが、本数を増やしてほしい。大規模な宅地なので利便性を良くすると子育

て世帯も増えると思います。今、小さい子ども達も高校生になればバスも利用すると思うので、バスは便利にしてほしい。利便性を良くすること

が今後のまちづくりの発展となると思います 

99 30代 男性 大麻地区 子育て支援の充実さに、引っ越してきておどろきました。大変ありがたいです。医療費助成も更に充実すると、大変助かります。 

102 40代(50歳含む) 女性 野幌地区 ユニクロ、GU、があれば良いです。本屋さんももっとあると良いなと思っています。 

106 40代(50歳含む) 女性 大麻地区 医療費助成を拡充してほしいです。 

108 30代 男性 野幌地区 高齢ドライバーの免許自主返納の為の施策 

109 20代 女性 江別地区 
産後ケアの補助の期限(4 ヶ月まで）を拡充してほしい。 

111 20代 女性 大麻地区 
JR北海道バス(新 24）をよく利用していたが、本数が減りとても不便である。大麻に住んでいるが、近くに本屋がない。市営住宅に入りにくい。

大麻から文京台に行く道路が一つしかなく不便。母の足が悪いので駅にエレベーターがほしい。帰宅時に暗いので、もっと街灯がほしい。 

112 40代(50歳含む) 男性 大麻地区 このアンケート調査のお願いと回答用紙は、分けた方が良いと思う。(回答してしまうとアドレスや担当がわからなくなるため） 
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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 24】 

115 40代(50歳含む) 女性 野幌地区 

江別市は教育に関して、札幌よりもずっと良心的だと思います。もっと、それを市外にもアピールしてこれから、小学生、中学生に入る世代に伝

えるべきです。もったいない。市民が増えると思います。札幌の小学生がひどかったので江別に興味を持っているお母さんたちがけっこういまし

た。 

118 30代 男性 大麻地区 
市外からの転入者に対する補助金が無くなったか市役所に問い合わせした際に、比較的若い職員(男性）だったが非常に事務的に「無くなりま

した」とだけ回答され移住意欲を大分失いました。何か他に役にたてることは無いかという視点が職員に無ければ発展は難しいのでは？ 

121 30代 男性 大麻地区 

自宅前の道路(3番通り）フードＤ前あたり(特に交差点付近）が荒れており、トラックの振動で家が大きく揺れます。(震度 2 くらい）早急に工事を

お願いします。また、大麻地区は夜道が暗すぎます。理由は街路樹が街灯の明りを隠すほど大きく広がりすぎているからです。子どもも多い地

域ですので、市民の安全の為にも街路樹の伐採をしてください。 

125 30代 女性 江別地区 製紙工場のにおいが強く、生活(換気や洗濯など）面や子育てをするうえで環境・体に悪いと思います。 

127 30代 女性 江別地区 江別市の窓口である市役所職員の対応が本当に悪い（とくに２F)そこから変えるべき、東京都では皆が親切丁寧です。見習ってください。 

128 20代 男性 大麻地区 保育園に入りやすくしてほしい 

129 40代(50歳含む) 女性 大麻地区 
自然豊かで活気もあってどの年代にとっても住みよい街だと思う。一方で文京台地区はすたれてきていて、空き店舗が目立つので改善されるこ

とを願います。 

130 20代 男性 大麻地区 子育てに対する支援に力を入れて欲しい 

137 30代 男性 野幌地区 除雪の整備、自転車利用者のマナーの徹底 

142 30代 男性 野幌地区 
交通機関を充実してほしいです。4番通り方面、トンデンファームや白樺通の鉄東線以東などでバスがあるといいなと思います。4番通りにスー

パーが少ない事、バス通りですが道がもう少し広くなるといいなと思います。冬の除雪、3番通りはもう少し広くしてほしいです。 

143 30代 男性 野幌地区 ふと訪れたくなるような場所、施設などの整備 

145 40代(50歳含む) 女性 江別地区 
サービス支援が少ない気がします。あるのかもしれませんが周知されていないと思います。対象者に通知があると助かります。あと、市役所は

街の顔なのに、暗くて活気がないように感じます。 

148 40代(50歳含む) 男性 江別地区 1番は交通便がよくなることだと思います。小型バスなどの運用の仕方を考えた方が良いと思います。 

153 30代 女性 江別地区 
JR駅前の建物の古さと駅前が閑散としていることにびっくりしました（特に駅前）。江別駅から蔦屋までの交通機関などがもっと便利になれば人

が集まるのではないかと思います。 
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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 24】 

154 30代 男性 江別地区 除雪をきちんとしてほしい。駐車場が狭い。雪を捨てる所がない。車の交通ルールを守らない人が多い。水がまずい。 

156 30代 男性 江別地区 自然が多いのでキャンプ場があるとうれしい 

161 40代(50歳含む) 男性 野幌地区 農家を営んでいましたが、現在はほぼ行っていないため、農地を利用し、江別市に貢献できる何かを取り組みたいと考えています。 

162 20代 女性 江別地区 子どもがいる世帯や障がいを持っている世帯に対しての経済的支援を強化してほしいです。 

164 40代(50歳含む) 女性 野幌地区 バス停を増やしてほしい 

165 40代(50歳含む) 女性 江別地区 江別駅周辺がさびしいです。広い土地があるので再開発出来そうですが、まず駅横のビルにコンビニがほしいです。 

170 40代(50歳含む) 女性  
道の駅を作ったらどうでしょう。札幌市の隣という事で積極的に観光などに力を入れているように思えない。全て札幌任せになっている。いいと

ころや特産品がたくさんあるのに活かせていない。市民もまったく興味を持っていない。 

171 20代 男性 江別地区 
高砂駅前（南口側）の通りにカラスが多く危険です。糞もたくさん歩道に落ちており、衛生面でも不安です。毎日勤務で歩いているので何とかし

ていただきたいです。 

172 40代(50歳含む) 男性 江別地区 江別駅の改札を反対側にも作って欲しい、江別駅周辺の活性化をしてほしい。 

174 30代 男性 野幌地区 野幌駅南口など車通りが多いのに信号がない場所が多く危ないと思っています。信号や街灯が増えるとより安心して生活できると思います。 

179 40代(50歳含む) 男性 野幌地区 

子どもの数が増えていると聞きましたが、医療費が 4年生から 3割なのに驚きました。今まで住んでいたいくつかの町は 15歳まで 18歳まで無

料でした。札幌も 6年生まで無料になったと聞きました。江別市もせめて 6年生までは初診のみ無料等にしてもらえると子育てしやすい街と言

えるのではないでしょうか。また、近年バスの本数が減ったとも聞きました。札幌市のベッドタウンでもあると思うのでバスの本数も増やしてもら

えるとありがたいです。車通勤できる人ばかりではありません。 

180 40代(50歳含む) 女性 野幌地区 プラスチックごみを札幌市のような取扱いにしてほしいです。 

185 40代(50歳含む) 男性 野幌地区 20～40年前の都市計画を実施する行為は中止にして、その財源を開業支援に回し、開業しやすい環境を作るべき 

187 40代(50歳含む) 女性 大麻地区 

江別は札幌にはない良い所と悪い所がたくさんあります。以前住んでいた手稲区と同規模なので市民の参加がしやすく、自分の街という意識

は持ちやすいのではないかと思います。ただ、パブリックコメントもほとんど集まっていないようだし、えぽあとかに置いてある用紙も紙のムダじ

ゃないかと思う。言いたいことはたくさんある！でもとりあえず大麻のところの路側帯の線、引いてくれてありがとうございます。自転車走りやす

い、ジョイフルの所も道路早く作って欲しいしトンデンファームまでも自転車の道を作って欲しい。雑紙のリサイクルはないのでしょうか。 
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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 24】 

188 30代 女性 江別地区 
江別は他の市町村より車の運転マナーを守らないドライバーが多いように感じます（一時停止の無視や速度超え、車間距離など）今は単身で

すが将来子どもを持った時、子育てをする時を考えると子どもの安全が保障されていないように思います。 

193 30代 男性 大麻地区 コンビニ・スーパーなどもう少し増やしてほしい 

197 30代 女性 江別地区 市の広さ、大きさの割には幼稚園や保育園が少なすぎる。子育てしやすい市ではないと思う。改善願います。 

199 20代 女性 江別地区 

江別市は地元室蘭にはない子育て支援が多く感じました（ゴミ袋など）。これからも子育て支援に力を入れて下さると嬉しいです。お願いいたし

ます。仕事をしたいと思っていますが子どもが小さいとなかなか働ける職場を見つけるのが大変です。子育てしていても働けるよ！働きやすい

よ！などの求人情報が、少しでも情報集みたいな物があると嬉しく思います。 

200 30代 女性 江別地区 国際交流が出来る場所がほしいです。 

201 30代 男性 江別地区 

札幌市でも岩見沢ですら無償で利用できる放課後児童クラブが当たり前に各学校にあるのになぜ江別市はできないのか？早急に問題意識を

もって取り組むべき。子育てに良い町として広報誌などでうたっている割に全く整備されていない。保育所も未満児のみの小規模ではなく就学

までずっと１つの保育所に通えるように整備してほしい。子どもの医療費も札幌市は小２まで初診費のみだが江別では・・・・。公園は多いが、こ

われたままの遊具が多い。 

202 40代(50歳含む) 男性 江別地区 
はつらつ検診の申込時にスマホからの申込ができませんでした。結局電話予約しました。（今は使用可能ですが）ハード面よりもソフト面の充実

を求めます。 

203 20代 男性 江別地区 小路のインフラの整備 

204 40代(50歳含む) 男性 野幌地区 
都会にはもう戻れないような住みやすさを感じています。他の町には負けていないくらい素晴らしい町だと思うので、これからもよろしくお願いし

ます。 

206 40代(50歳含む) 女性 江別地区 
商業施設の充実（市外に出なくても全て市内で済むような施設）市外の人も集まれるような（利用できる）江別の顔になるテーマパークのような

施設 

208 30代 女性 江別地区 保育園に入れなかったので保育園をもっと増やしてほしい。市役所の保育園の担当者の対応が悪い 

209 30代 男性 野幌地区 現在、妻が３人目を妊娠中ですが、江別で出産ではなく札幌まで通っている。江別の産婦人科に不安があるそうです。 

210 20代 男性 江別地区 自家用車に依存しなくても生活できるようなまちづくりをすすめてほしいと住んでみて思いました。 
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215 20代 女性 江別地区 
岩見沢に比べたら雪は少ない方だが、市の排雪・除雪をもう少し多めに早めに行ってほしい。道路に出る時、曲がる時、車や人など見えづらい

所が所々にあったので今後の交通が不安だと思いました。 

220 30代 女性 江別地区 江別にも道の駅があればいいなと思います。 

221 30代 男性 江別地区 地域と学校教育をつなげる地域魅力化コーディネーターの設置(島根県のように子どもが大人を動かすまちづくり） 

223 30代 女性 大麻地区 
ここに書くべきかわかりませんが、信号を増やしてほしい箇所があります。とわの森三愛のところのアンダーに抜ける道と 12号に向かう道の

間、3か所のうち 1か所にしか一時停止の標識がなくいつも渋滞していて学生たちにも影響出ていると思います。 

230 20代 女性 大麻地区 専業主婦でも、子どもを保育園等に預けられるようにしてもらいたい。 

231 20代 女性 江別地区 

就職をきっかけにしばらく江別をはなれ、数年ぶりに実家のある江別に戻ってきました。どんどん新しい店ができて楽しいな～と思っています。ト

ンデンファーム大好きなのですがあのインター線早く歩道がつかないかな～。市役所のお仕事じゃないですよね。野生キツネがいっぱいいてち

ょっと怖いです。あと家の前の林にハチが巣をつくっているので駆除してほしいです。 

238 30代 男性 野幌地区 子育てに対する経済的支援、母子保健や医療体制の充実を推し進めていってください。 

241 20代 男性 野幌地区 家の前の置き雪の対応をもっとしてほしい。(金額も高すぎる） 

242 30代 男性 野幌地区 残っている広い土地の有効活用、飲食店の充実、ユニクロ、他の市から来たくなる魅力ある施設、道を広く綺麗に。歩道が狭い。 

244 40代(50歳含む) 女性 野幌地区 北海道に初めて住んでみて、とても住みやすい町だと思いました。スーパーも多く町もキレイで、子どもがのびのび育てられそうです。 

252 30代 男性 江別地区 もっと未来への投資をするべきだ。(子どもを生み育てやすい環境が足りない） 

254 40代(50歳含む) 男性 野幌地区 
以前いた市町村と比べて子育てしづらく感じます。人口や市の大きさの割に、子育て支援が少ないと感じました。転入直後、1年経っても保育園

に入れる見込みがなく、大変困りました。待機 50番目程度と聞き驚きました。改善していただけると嬉しいです。 

256 40代(50歳含む) 男性 野幌地区 地の利があるのでもっといろいろできると思います。 

257 40代(50歳含む) 女性 野幌地区 車を持っていない家には移動が大変だと感じる。駅や病院周辺を周回する公共の乗り物の利便性がもっとあればよいのにと思う。 

259 30代 男性 大麻地区 写真を撮るので、野幌森林公園は最高です！ 

260 30代 男性 大麻地区 道路が凸凹な所が多く見受けられるので、そういう所のインフラ整備を進めてもらえたらありがたいです。 

261 20代 男性 大麻地区 街灯が暗く夜道の安全性が不安 

266 20代 男性 大麻地区 安心安全の為に外灯を増やし、明るい街にしてほしい 
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267 40代(50歳含む) 女性 大麻地区 札幌から江別に来て、子ども医療費が初診料 580円のみじゃなく、1割負担だったことがとても残念でした。 

268 30代 男性 江別地区 

積雪が多いのは仕方のないことだと思うが、毎朝（冬季）駐車場の前に置き雪、それもふみ固められて固く重い雪を置いておかれると毎朝の除

雪がとても大変、賃貸アパートの駐車場ということもあり、排雪場所もすぐ埋まる。自分は男であるからまだよいが、これが女性となると置き雪を

どかすことも出来ない可能性があると冬を過ごして思った。道路の除雪も大変なのはわかるが、除雪する際にはもっと浅くけずるなりしてほしい

のと、除排雪をもっとこまめに行ってほしい。 

270 20代 女性 野幌地区 
街灯が暗く足元が見えません。もう少し明るくして頂けると防犯・転倒防止になると思います。江別市内に家具屋が無く毎回札幌まで行かなけ

ればならないのが辛いです（特に今の時期は札幌にはあまり近づきたくないので） 

272 40代(50歳含む) 男性 大麻地区 

江別市は特産品が多いので、市外にアピールすると良いと思う。また安全な食にお金をかける人も多くなってきたので、オーガニック食材、無添

加などを取り入れアピールすると市外からの人も増えると思う。(問 22にあった健康寿命の取組とも合致すると思う）学校教育に関しても独自の

取組を入れ、より「生きる力を育む」教育を目指してもらいたい。また、「いじめ 0」を目標とする取組も率先して行っていく事で、より江別市への

移住増につながるのではないか。 

274 20代 女性 江別地区 賃貸を増やしてほしい。子育て支援の充実。 

278 30代 女性 江別地区 子どもを預けてしっかり働くことのできる環境を作って下さい。まだ、子どもを出産し育てていきたいですが、現状では不安です。 

281 20代 男性 大麻地区 以前のコロナ支援金大変助かりました。 

283 40代(50歳含む) 男性 野幌地区 大型商業施設がもっと増えてほしい 

284 30代 女性 江別地区 
生まれ育った街に戻ってきたので住み慣れているし、あまり不便はないです。子どもが出来たら、子育て支援が充実していると心強いと思いま

す。コロナの事もあり、お祭りやイベントがなくてさみしいですが、また再開できる事を楽しみにしています。 

285 20代 男性 野幌地区 大学多いから、それを活かす 
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286 30代 女性 大麻地区 

文京台に保育園(小学校前まで通える）がありません。送り迎えの時一番近い保育園に行くのにも遠回りで職場に行くことになります。江別に若

い人が増えていると聞きますし、近所で子育て世代の方を見かけることもあります。文京台に保育園が増えると、もっと住みやすく、小･中と子ど

もも慣れた子たちと過ごすことが出来て良いのかなと思います。保育園の選択肢が限られることが唯一文京台に住んでまずかったなーっと思っ

た点です。今後の子育て世代の方のためにもどうか文京台に保育園をつくってくださったらとってもとっても嬉しいです。また、働きやすい環境づ

くり、仕事を続けられるためにも JRの文京台駅、または、12号線から大麻側に行ける跨線橋などがあると、文京台に住む私たちにとっては住

みやすいです。高齢になっても暮らし続けられる安心感もあります。今のままだといずれ札幌の老人施設かなー(こういう人多そうです）と思って

います。文京台、自然はとても好きですがちょっと不便です 

291 40代(50歳含む) 男性 江別地区 市役所新庁舎の早期完成、現市役所と跡地有効活用 

294 40代(50歳含む) 男性 野幌地区 

積極的な企業誘致。例えば日本ハムの新球場やコストコ等他都市に決定した、これらの企業誘致も可能では無かったでしょうか？企業が進出

することで法人税の増収・雇用増加により人口増になり市町村税等の増収が期待できるのではないでしょうか？札幌の隣という利点を生かせ

ればと思います。 

299 30代 女性 江別地区 子育てに対しては手厚い市でのびのび育てられる環境だと思います。いつもありがとうございます。 

300 30代 男性 江別地区 自然が多い街だと思いますので、子ども達がのびのび遊べる環境作りに力を入れて頂きたいと思います。 

302 40代(50歳含む) 女性 大麻地区 札幌市のように毎週資源ゴミの日を作ってほしい、古紙回収も。 

304 20代 男性 野幌地区 自宅前の砂利を舗装して頂けませんか？ 

305 30代 男性 江別地区 おしゃれな cafe(蔦屋書店のような）が沢山出来てほしいです。 

306 30代 男性  
障がい福祉課の一部の方の印象が悪いです。(差別的な態度をしている）窓口に来ている人は本当に支援を必要としてきているという事を理解

してお仕事してください。 

314 40代(50歳含む) 男性 大麻地区 道内最大級の複合施設をつくってほしい 

316 20代 女性 江別地区 子育て用のアパート情報提供 

318 30代 女性 江別地区 江別駅がボロボロ 

321 20代 女性 野幌地区 
このようなアンケートを実施して良いまちづくりを目指していることに驚きました。意見などはないですが、より良いまちづくりのために頑張ってく

ださい。 
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326 30代 男性 大麻地区 持家を建てるまたは中古住宅を購入した際に補助金などが出てくれば住みやすくなるかと思いました（例：新十津川町） 

328 30代 男性 野幌地区 毎月の水道代が高すぎます 

329 40代(50歳含む) 男性 大麻地区 道路が凹凸、除雪が汚く雑！どうにかしてほしい 

330 30代 男性 大麻地区 自治会（町内会）の無駄な親睦会、関係ない人のお金での飲み食いはいらないです。あと、公園に遊具が少ない所も多いです 

333 40代(50歳含む) 男性 江別地区 江別市の歴史を知る機会があると良いと思います 

340 30代 男性 野幌地区 
住宅街を抜け道に使う車が多いので信号機、横断歩道、一時停止を増やすなど事故を未然に防ぐ対策をして欲しい。大切な人が事故にあって

からでは遅い。市長さん、どうか検討をお願いします。 

341 40代(50歳含む) 男性 江別地区 酪農学園大学と協力した動物をテーマにした街づくりを。例えば動物病院やドッグカフェ、ラン施設の充実や社会共生（災害時の訓練など） 

342 30代 男性 江別地区 
不審者情報が多く子の登下校が心配、地域の防犯体制の充実、市内バスの充実、JR駅までの便増加で、札幌からの移住が増（市内北側エリ

ア） 

343 20代 男性 江別地区 
新札幌や空港へのアクセスがもっと良くなるといい。JRがよく運休になりやすく困っている。野幌駅以外もアクセスや建物見直してほしい。ユニ

クロや GUがあると市内で用事を済ませられて楽（巨大ショッピングモールがあるといいな）バイクなどの騒音がひどい。風が強い。 

345 20代 女性 江別地区 冬、道路がボコボコしている所が多く、運転するのが怖いです。 

351 40代(50歳含む) 女性 江別地区 現在、病院に入院中です。退院した後の就労場所などに悩んでいます。福祉の為の人材の確保を望んでいます。 

354 20代 女性 江別地区 札幌市のように子ども医療助成の拡大を期待しています。 

358 30代 男性 野幌地区 小 6まで医療費 1割になるととても助かります。野幌駅周辺に小児科がないので出来てくれるとより住みやすくなります。 

360 40代(50歳含む) 男性 野幌地区 精神的に体調を壊し離職に至った中、支援の対応がとても早いので素晴らしい市であると思っています。本当にありがとうございます。 

361 40代(50歳含む) 女性 大麻地区 学校だけにこだわらない不登校の子どもの居場所、第三者との交流出来る環境の充実 

362 30代 女性 大麻地区 冬、除雪をしっかり行ってほしいです 

363 30代 男性 野幌地区 
札幌市への通勤手段を拡充することでより住みやすいまちになると感じます。札幌市に住む複数の知人から江別に移住したいが特に冬季の

JR運休実態を考慮すると市外への通勤に不安があるため踏み切れないという声を聞きます。 

365 30代 女性 野幌地区 家族で遊べる場所が少ないように思う。 

366 40代(50歳含む) 男性 野幌地区 市役所の利便性、駅近くや駅に直結など全ての市民にとってアクセスの良さを希望したい。建物の古さや手狭さなど問題あるように感じる 
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381 40代(50歳含む) 男性 大麻地区 ゴミステーションの整備、開閉式のボックスを希望します。木のフタは重たい、手が汚れる。 

384 40代(50歳含む) 女性 江別地区 
札幌に近い野幌駅の方ばかりきれいになっていっていますが、江別駅周辺の方は再開発しないのでしょうか。転入してきて残念な感じがしまし

た。 

385 30代 男性 江別地区 子育て支援につきます。それだけで人口増えます。 

387 30代 男性 江別地区 
江別太公園せっかく広いのに遊具がぼろい、少ない。で子ども達が全然楽しめていません。キレイで新しい遊具が設置されることを楽しみにし

ています。萌えぎ野東周辺にコンビニやドラッグストアが出来て欲しい、街灯を設置して明るくしてほしいです。夜暗くて見づらいです。 

392 30代 男性 江別地区 
小樽から転入したものですが、療育に通っており、療育にかかる 1か月分の支払いの（上限）半分を市で負担し、半分を支払っていました。検

討お願いします。 

393 40代(50歳含む) 女性 江別地区 ちょっと違うかもしれませんがユニクロがないのが不便です。体が不自由な家族がいるので新札まで行くのも気軽に行けないです。 

395 30代 男性 江別地区 子育て世帯を呼び込んでいるのに、保育園も少なく医療費なども小さいうちからかかる 

396 30代 男性 江別地区 
高齢福祉も重要ですが、子どもが住みやすい街づくりが最重要だと思います。就業、消費の観点からもショッピングモールが必要です。観光よ

り若い移住者向けの取組を 

397 20代 女性 江別地区 新しい事をどんどん取り入れる（同性婚や夫婦別姓など） 

400 30代 男性 大麻地区 子育てをしている家庭へやさしいまちづくりに期待しています 

401 30代 女性 大麻地区 子どものあそび場を増やし、今あるものの整備をお願いします。 

404 40代(50歳含む) 男性 野幌地区 高齢化・施設や公園の老朽化がみられるので、対策を検討してください。 

407 30代 女性 大麻地区 自然が豊かで過ごしやすい環境で大好きな都市です。 

412 30代 女性 野幌地区 子育て世代への支援の充実、野幌駅から南側のバスの増便 

413 30代 男性 野幌地区 札幌では週に 1回、プラスチックゴミが無料で回収してくれますが、江別では有料のゴミ袋回収です。切実に改善していただきたいです。 

415 20代 男性 大麻地区 
とても大好きな街なので、これからも若者が中心となって活気ある街になったらいいと思います。こんな状況ですが江別市全体で乗り切りましょ

う。 

416 30代 男性 大麻地区 保育所の数が少ないと感じる。子育てサロンなどがもっと充実しているとありがたいです。 

417 30代 男性 江別地区 プラスチックゴミは可燃ごみとは分別し、無料回収してほしい。リサイクルした方が良いと思う。 
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418 30代 男性 大麻地区 
子育て支援に力を入れているまちと話題になるようなまちづくりをしてほしいです。幼児教育もそうですが、小中学校に人員を増やして質の向上

を図り、高校・大学と地元でも十分なキャリアアップを目指せる子どもが夢をもてるようなまちになってくれると親としてうれしいです。 

419 20代 女性 大麻地区 きれいなまちでとても好きです。 

420 30代 男性 野幌地区 最近、公園にお金を投じてくれているのを知っています。ありがたいです。でもそれを知ったのはえべナビです。良いサイトです。 

421 20代 女性 野幌地区 

今年に入ってから 2，3回、子育て世代の支援特別給付金の書類が届いたが、プリントがたくさん入っていて、自分が該当するのか対象である

のかが分かりづらく、結局、対象でないと判断したが、市役所の方である程度の情報はわかっていると思うので、該当するものだけを送って欲し

い。もっとわかりやすい文章であればぱっと見てわかるだろうが難しくて判断に時間がかかる。4か月検診で保健センターに行ったが、時間を細

かく分けているとの事だったが時間通りに行ったのにものすごく待たされ最後の先生の検診がかなり詰まっていたようで、待合室で密になって

いたし、ほとんどの人たちが待ちくたびれていた。もう少し効率よく出来ないのか。時間に余裕を持たせるのか、先生を増やすのか、他の指導と

も前後入れ替えたりして少しでも早く終わるようにすべき。先生も最後の診察で疲れていたのか対応も悪く、印象最悪でした。 

423 30代 女性 江別地区 

窓口、特に転入は、初めてそのまちについて知る場所だと思うので、丁寧で親切な対応をされると好感が持てます。また、市内施設やゴミの分

別についてのパンフレットなどもその際にいただけると助かります。予算の関係かわかりませんが、他市では今まで転入の際にパンフレットなど

をいただけていますが、こちらではその様な市についての案内がなかったので少し不便でした。 

424 40代(50歳含む) 女性 野幌地区 子どもの医療費が 4年生以上から 3割負担ということにびっくりした。もっと長くしてほしい 

425 40代(50歳含む) 男性 野幌地区 子育て支援で年収上限などをなくしてほしい 

426 40代(50歳含む) 男性 野幌地区 江別駅付近の活性化、再開発、若者が地方へ流出しないための取り組み（さらなる研究施設、大企業工場の新設など） 

428 30代 女性 大麻地区 江別の人は親切な人が多く住みやすい場所だと思います。 

431 40代(50歳含む) 男性 江別地区 
通学路の除雪・排雪をもう少し頑張っていただきたい。保育園の待機児童を減らす為に保育園を開設するのではなく、開設する費用や人件費を

手当てや医療費、給食無償化にあて、母親が働かなくても良い環境を作り、待機児童を減らしてはどうでしょうか。乳幼児に母親は必要です。 

433 20代 男性 江別地区 ペーパーレス推進のため、アンケートなどは webが良いと思います。集約（手作業）が不要となります。 

434 30代 男性 大麻地区 住環境の整備、通学路の歩道、舗装の整備 

435 40代(50歳含む)  大麻地区 文京台にスーパーがないので出来て欲しい 

438 20代 女性 野幌地区 野幌駅前、信号を増やしてください、あと自転車や自動車のマナーが悪いです。 
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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 24】 

440 40代(50歳含む) 女性 江別地区 
除雪の状況が悪く、冬は道がせまくなっていたり雪山が高くなっていて、危険を感じたり、歩道が歩けなかったりします。除排雪に力を入れて欲

しいです。 

444 30代 男性 野幌地区 ぽこ あ ぽこで子ども（4才）がボルダリングに興味を持ちました。ボルダリングスクールや施設が拡充されると嬉しいです。 

445 20代 男性 野幌地区 水道代が高すぎます。もう少し安くなると助かります。 

451 40代(50歳含む) 女性 江別地区 
まんまる新聞等に子育てなど子どもに関する情報はあるが、老人に関する事がまったくない気がします。苫小牧では地域でサロンとか老人に対

する福祉にも力を入れていました。 

452 40代(50歳含む) 女性 野幌地区 あまり子どもの遊べる大きい公園などがないように感じた。休みでも特に行く場所がない 

453 40代(50歳含む) 女性 野幌地区 公共料金の支払いをクレジットカードで対応できるようにしてほしい。除雪業者の排雪した雪を家の前に置かないで欲しい 

455 30代 女性 野幌地区 市の広報が届かないのですがなぜですか? 

456 40代(50歳含む) 女性 野幌地区 
野幌駅前（南口）に信号が無くて危ない所がたくさんあります。横断歩道もないのに渡らないと駅に行けないので困っています。（歩行者にとって

信号のある所は遠いです） 

457 30代 男性 大麻地区 札幌市にはないまちづくり（医療体制、子育て支援、教育環境など）を進めて札幌に負けないまちを目指してほしい 

459 30代 男性 江別地区 保育園を増やす 

462 30代 女性 江別地区 ユニクロ等のベーシックファッションのお店が出来て欲しい 

463 20代 女性 江別地区 保育園、産婦人科を増やしてほしい 

464 30代 男性  
今後家を建てる事を検討していますが、家と家の間が狭くならないような適度な距離をとった区画整理をしていただきたいです。子どもの楽しめ

る施設なども検討してください。 

465 30代 男性 野幌地区 

公園の整備をお願いします。「トイレが汚い、くさいという理由で子どもが行きたがりません（あさひが丘にあるやまぼうし公園と緑が丘にあるあ

かげら公園）トイレを清潔に見えるつくりにしてもらえたら嬉しいです。あさひが丘会館近くの横断歩道に信号がついていないので子どもの為に

つけてほしいです。 

469 40代(50歳含む) 男性 野幌地区 共働きの夫婦が安心して子育てができる環境を向上させてほしいです。町内会の回覧板を回すのをやめませんか（出張中だと見られない） 

471 20代 女性 野幌地区 私の家の近くにコンビニを作って欲しいです（屯田町） 

473 30代 女性 大麻地区 歴史的建造物の有効利用 
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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 24】 

474 40代(50歳含む) 男性 大麻地区 

札幌市と比較されることが多いと思いますが、やはり雪の処理について気になります。住みやすいけど走りにくい⇒危険を感じるくらいの道路上

放置された雪山（3番通り⇔厚別通）急に狭くなる。野幌森林公園があるが老人の姿は多いが、若者学生は少ない、風倒木の処理はやってい

るが、国を押して何か施設や魅力のある空間を市民のよりどころにしてほしい。 

476 20代 男性 野幌地区 
排雪がシーズン中に 1回、シーズン終わりに 1回でしたが、住宅街などでの見通しの悪さ、狭くなる道路状況をみてもう 1回シーズン中に行っ

ていただけたら嬉しいです。 

477 20代 女性 大麻地区 水道料金、税金などをインターネットやカード払いにも対応してほしいです。 

480 30代 女性 野幌地区 今まで住んだことのある地域に比べ、色々な面で子育てへのフォローが少ない地域だと感じています。 

482 20代 女性 江別地区 牧場町に街灯を増やしてほしいです、暗いです。 

485 20代 女性 江別地区 エコアタウンからいずみ野へ行く道路に信号が欲しい。小さい子がよく公園に来るので危ない 

488 30代 女性 江別地区 

個人的にですがゴミステーションが固定された場所になく、ごみを捨てるカゴを順番に回してその担当になった時に朝からゴミ捨て場の準備をし

なくてはいけないのが苦痛です。まだ転入してきたばかりでどこにも伝えられずにいるのですが、どうしたら良いのでしょうか。今までの住んでい

たところでは、決められた場所に固定であったので、はっきり言えば自由にゴミを捨てられたのにそれが出来ない。 

489 30代 男性 江別地区 江別駅前がとても雰囲気がくらいのでどうにかしてほしい 

490 20代 女性 江別地区 もっとショッピングができる場所が増えるといいと思います。 

491 20代 女性 江別地区 もっと若者向けのお店を作るべき！！ 

492 30代 男性 江別地区 分娩できる病院が少ないので増えると助かります。 

497 30代 女性  保育園を増やしてほしい。1人親家族の家賃補助の検討。近くの大学の学生が家庭教師をしてくれるとかやってほしい。 

499 30代 男性 大麻地区 大麻駅周辺が、人口の割に寂れている。再開発してほしい。 

504 30代 男性 野幌地区 
イオン江別のように、1日ゆっくり過ごせそうな大型ショッピングセンターがもう 1つあると市内のお出かけがもっとしやすくなるし住み良くなるか

なと思いました。ただ、江別は本当にいい街ですね。正直侮っていました・・・ゴメンナサイ・・・。 

505 30代 男性 大麻地区 鉄道沿いが暗いので街灯を増やして、花も植えてほしい。 

506 20代 男性 江別地区 横須賀市ではゴミ袋は何でもよかったのに江別市では決まった袋じゃないと行けないのが気になる。 

507 20代 男性 江別地区 カラスが多すぎてとても危険に思うので怖いです。（キツネも目立ちます）医療費助成の拡大を小学生 6年生までにしてほしい。 
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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 24】 

512 30代 男性 大麻地区 公園と道路の整備を徹底して頂けると嬉しいです。 

521 40代(50歳含む) 男性 大麻地区 地下鉄の延伸、市民に負担のない除雪、大型ショッピングモールの建設 

524 30代 男性 大麻地区 待機児童問題の解決 

525 30代 男性 大麻地区 

江別市は子育て支援に力を入れていると伺いましたが、正直に述べると他の地域との違いをいまいち実感することがありませんでした。子育て

という面で見ると、公園の遊具が壊れたままになっていたり、ボロボロだったりと札幌市のほうが力を入れているなと思いました。また、近くに頼

れる親族がいないため、小学校に入ってからが子育てに不安を感じており、病児保育や学童保育の施設の充実も保育園のように長時間利用

が可能などの取組があれば大変助かります。また、子どもの数が少なくなっているため、一人ひとりの子どもたちの教育に力を入れた政策が発

展していくと嬉しいです。観光施設(道の駅の開設）やイベントなど、自然を生かしながらもっと充実していく事を期待しています。 

528 20代 女性 江別地区 子育てとこれから家を建てる場合の手当の充実 

529 20代 女性 江別地区 指定ゴミ袋の値下げ 

531 30代 男性 大麻地区 新しく家が建つと子育て世代が多くなるので「歩道」も一緒に検討してほしい。 

536 30代 男性 江別地区 お金が足りない 

538 30代 男性 野幌地区 札幌に任せる部分を任せて、江別らしい都市にしてください。 

540 40代(50歳含む) 男性 大麻地区 
文京台東町はスーパーがなく不便です。年老いて車が乗れなくなった時、苦労する感じです。学生も多いのでスーパーがあると大変喜ばれると

思います。 

541 30代 男性 大麻地区 
森林公園駅～大麻駅間の線路沿いの風景がもっと手入れされてキレイだと気分が良いのにと感じています。札幌方面からの入口として印象も

良くなると思います。 

544 20代 男性 江別地区 
製紙工場や下水の臭いがひどくてどうにかならないのかな？と思います。体調不良になる程つらいです。一番町付近は特にひどいのか家の中

まで臭いが入ってきます。 

546 20代 女性 江別地区 インスタグラムに載せたら映える所を作る（カフェ・あそび場・アスレチック(大型の）） 

548 30代 男性 大麻地区 
冬に外出して遊べる場所の充実。ぽこ あ ぽこは小さな子向けなのでもう少し大きな子(小学生くらいまで）が楽しめる室内遊び場。有料でもい

い。市外からの需要もあると思う。街のイメージもよくなる。 

552 30代 男性 野幌地区 子育て、教育に対して他市と明確に違いのある仕組みがあると良いです。 
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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 24】 

553 30代 女性 野幌地区 バスの本数が増えると有難いです。 

556 30代 女性 江別地区 
江別の除雪が他の町と比べて非常に悪い。冬の道路状況は最悪。他に（苫小牧・千歳・せたな）は良かった。道幅・除雪の仕方全てダメ。もっと

除雪に力を入れるべき。 

557 30代 女性 江別地区 待機児童ゼロにしてほしい。 

560 40代(50歳含む) 男性 江別地区 元江別いずみ野エリアの横断歩道の増設、整備をお願いしたいです。 

564 40代(50歳含む) 男性 大麻地区 プラゴミ・紙ゴミの回収日をもうけて、札幌の様に無料で回収してほしい。 

566 40代(50歳含む) 男性 野幌地区 公園の整備（水飲み場、遊具の更新、砂場の更新）大型商業施設の誘致、野幌に ETC出入口を整備、野幌駅に特急列車を停車するよう要請 

569 30代 女性 野幌地区 札幌と岩見沢はプラスチックごみが無料なのに、江別は有料なのですね・・・ 

570 20代 男性 野幌地区 事前登録ではなくその時、その時で緊急で預けられる託児所があると小さな子どもが居る家庭でも助かります。 

572 30代 男性 野幌地区 江別市立病院の存在感が薄い。 

573 20代 女性 江別地区 江別といったらこれという特産品があまりなくて、お土産として持って帰れるものがあったらいいなと思いました。 

577 40代(50歳含む) 男性 江別地区 
学校教育のレベル(課題など）の改善、「通学団」(班）の取り入れ（異なる学年と接する事が多く高学年が低学年を見る事が(社会的）。教育につ

ながっています。同学年しか接する事がほとんどなく、他の子ども(同学校）に関心があまりない。 

580 40代(50歳含む) 男性 野幌地区 子どもの医療費の負担を減らしてほしい。岩見沢はほぼ負担なしで病院に通えました。 

581 40代(50歳含む) 男性 野幌地区 時代の流れにのってほしい。 

586 20代 男性  

ボランティアに参加しやすいような環境づくり（大勢でするものではなく、1人でも出来るようなものがあれば気兼ねなく参加できるかなと思いま

す）例）市役所が部屋を借りて（トラブル防止のため）子どもに勉強を教える、インターネットを通しても良いが、環境が無い子ども達の方へ支援

が必要だと思うので。小道の整備をしてほしいです。1本入るとガタガタということがよくあるので。 

591 30代 女性 野幌地区 

除雪の置き雪がとても辛かった。全道各地（道北も）転勤してきたが一番酷い。ご理解くださいの一言では納得できない部分があり、除雪業者

の言い値になり、生涯住むべきか悩ましい。移住者が多いのなら改善すべきと感じます。夫も単身赴任で育児・仕事をしている身としてはかなり

つらいです。 
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592 40代(50歳含む) 男性 大麻地区 

障がいを有する子どもを一時預かる又は宿泊させる施設を増やす。現状であればほぼ一択しかなく預ける時間などに種々の制約がある。究極

的には子どもを施設に預け妻が働きに出て、退勤後に子どもを迎えに行くのが理想。昨今は共働きの家庭が一般的になっている中、子どもの

養育にかかりきりになると働けない。つまり共働きの家庭よりも収入は激減でかつ金もかかります。補助金を手厚くする等の措置は困難だと思

いますので障がい児の受け入れ先の充実とそのような子どもの親の働き先の拡充を何とかお願いしたいです。 

595 30代 男性 野幌地区 どの自治体にも言える事だと思いますが、子育て支援の充実に今後も取り組んでいってほしいです。 

598 40代(50歳含む) 男性 大麻地区 
道路の整備、具体的に道路では除雪の充実、道幅の拡充、夜間住宅街が暗く、子どもが歩くには危険なので街灯の整備、公共交通を充実す

る。市の経済対策⇒プレミアム商品券など若者も恩恵になる制度、文教都市として魅力を発信する。 

599 20代 男性 大麻地区 

ホームレスへの支援を充実させてほしい。ホームレスへの支援という分野は行政の支援が無ければ支援側のブラック労働や貧困ビジネスなど

の問題が必ずといっていいほど出てきます。また、ホームレスへの支援がなければ江別市内にいるホームレスは市外への転出をしなければな

りません。私が江別市から出ていかざるを得なかった理由にもなっています。どのまちにもホームレスはいます。断言します。100%そうです。支

援出来るような人間になったらホームレスの支援をしますが民間だけでは正直きついかと。 

601 40代(50歳含む) 男性 野幌地区 街灯が少ないので増やしてほしい 

602 20代 男性 野幌地区 子どもの医療費負担の年齢を引き上げて欲しい。排雪・除雪方法の改善 

603 40代(50歳含む) 女性 野幌地区 就業場が石狩のため、まだ江別を知らないことが多く、これからコロナの落ち着きとともに見て知っていきたいと思います。 

604 20代 女性 江別地区 まだ住み始めて短いのでわからないことが多いです。今のところは静かで住みやすいまちだと感じています。これからもよろしくお願いします。 

605 40代(50歳含む) 男性 大麻地区 冬の除雪の強化 

606 30代 男性 大麻地区 

秋に引っ越してきたとき、夕方になると暗くて驚いた。街灯を明るくしてほしい。子どもを一人で歩かせるには不安。子ども医療費助成をもっと拡

大してほしい。札幌市は今年の 4月から小 4～6 も助成対象になったし、近隣市町村も江別市と比べると助成対象が広がっている。子育て支援

に力を入れていると思うので、もっと子育てに対する経済的支援を行ってほしい。 

607 40代(50歳含む) 女性 野幌地区 不審者情報がとても多いので心配 

609 40代(50歳含む) 女性 江別地区 市のコミュニティバスがあると助かります。カフェがもう少しあるとよいと思いました。 

616 20代 男性 野幌地区 ゴミ出し出来る日が少ない（特にプラ・資源）週に 1回は出せる日が欲しいです。 

618 30代 男性 野幌地区 新さっぽろへのアクセスの充実、千歳線（JR)の連結が出来るともっと価値のある都市になると思います。 
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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 24】 

619 30代 男性 野幌地区 
保育所をもっと増やしてもらいたいです。子どもとの時間を増やしたいため短時間で働きたいのですがフルタイムで働いている人が優先されて

しまい保育所に入ることが出来ないのです。 

622 40代(50歳含む) 女性 野幌地区 他地域では冬期、通学路の歩道の除雪が優先的にされていました。歩道の除雪がされてなく、通学が不安な事があります。 

626 20代 女性 江別地区 
子どもや若い世代、20代～3、40代に目を向けて欲しい（未来ある子どもへ特に）。未婚者が結婚できる環境を整えて欲しい。老人ばかり優遇

しているのでは。  


