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、品のある落ち着いたまちになってほしい。多少雪が多めでも、頑張って除雪

世帯が高齢化したら、その都度考える。空いたらま
、他のまちで満たされなかっ

要素があると思う。 

・人口減少が進むと札幌市周辺に人が集まる。食を考えると江別市は意外と食べるところが少ない。あ
（エブリ）があるが、ＪＲ駅から遠

なく、もったいないと思う。 

親戚が道外にいるが
勧めている。住みやすいところで、ゆ

人たちに江別市が紹介できると良いの

りつつある。市がお金をかけ

そうだ。 

・地域や鉄道を紹介する、影響力のあるユーチューバーもいる。観光については、そのようなユーチュー

風景が崩れ
中で、空き家対策な

。田んぼも人手が
ので、まちの人が休日に耕しに来るようになると良いの

いるが、き
観光や交流から定住に

という成果が出ているが、どこかで限界が来る。江別市自体の魅力を高めていく
ために、総合的に力を入れて、全体的に魅力を高めていくことが大事ではないだろうか。その中で、観

等で支援して
人の目に触れるようにしていくことが必要。

ことはない。その中で、農業と観光に力を入れていくことが重要では
企業などの企業

深まれば良いと思う。

都と同じものを求める人は江別市には来
、品のある落ち着いたまちになってほしい。多少雪が多めでも、頑張って除雪

世帯が高齢化したら、その都度考える。空いたらま
、他のまちで満たされなかっ

・人口減少が進むと札幌市周辺に人が集まる。食を考えると江別市は意外と食べるところが少ない。あ
（エブリ）があるが、ＪＲ駅から遠

いるが、将来はもっ
住みやすいところで、ゆ

人たちに江別市が紹介できると良いの

。市がお金をかけ

・地域や鉄道を紹介する、影響力のあるユーチューバーもいる。観光については、そのようなユーチュー

という成果が出ているが、どこかで限界が来る。江別市自体の魅力を高めていく
ために、総合的に力を入れて、全体的に魅力を高めていくことが大事ではないだろうか。その中で、観

支援していく。いろい
人の目に触れるようにしていくことが必要。これをやれば

ことはない。その中で、農業と観光に力を入れていくことが重要ではないだろ
などの企業とのつなが

深まれば良いと思う。 

都と同じものを求める人は江別市には来
、品のある落ち着いたまちになってほしい。多少雪が多めでも、頑張って除雪

世帯が高齢化したら、その都度考える。空いたらま
、他のまちで満たされなかっ

・人口減少が進むと札幌市周辺に人が集まる。食を考えると江別市は意外と食べるところが少ない。あ
（エブリ）があるが、ＪＲ駅から遠

はもっ
住みやすいところで、ゆ

人たちに江別市が紹介できると良いの

。市がお金をかけ

・地域や鉄道を紹介する、影響力のあるユーチューバーもいる。観光については、そのようなユーチュー

という成果が出ているが、どこかで限界が来る。江別市自体の魅力を高めていく
ために、総合的に力を入れて、全体的に魅力を高めていくことが大事ではないだろうか。その中で、観

いろい
これをやれば

ないだろ
とのつなが


