
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 4 年５月１６日から令和４年５月３１日まで） 

 

 

 

令和４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２１】 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 21】 

1 30 代 男性 江別地区 指定ゴミ袋の料金値下げ。 

2 40 代(50 歳含む) 男性 江別地区 

・札幌市のように、無料のプラスチックゴミの分別があると良い。 

・道の駅設置。 

・除雪センターの全面的改善。 

・市役所改築。 

5 40 代(50 歳含む) 男性 大麻地区 
冬季に撒いた砂の除去の道路清掃を、もっと早い時期にやってもらいたい。札幌まで自転車通勤していますが、江別市内の道路清掃は遅いで

す。2 番通も、ホームセンター前の米里通も、酷い状態です。それ以外は満足しています。江別は良い町だと思います。 

8 30 代 男性 大麻地区 
公園が広くて新しい場所が多く、嬉しい。プラスチックゴミを無料にし、市でもリサイクルできる様にしてほしい。排雪作業は、大変とは思うがあま

りにも酷い。もう少し丁寧にしてほしい。 

9 30 代 女性 大麻地区 

子どもの医療費に関して、札幌近郊の中で後れを取っていると思う。ご近所の方とも、当然、小学生の間は無料だと思っていたという話になる。

老朽化している公園の整備をしてほしい。コロナ対策でも、札幌・千歳・恵庭の幼稚園は強制的な登園禁止はしていなかった。最終的には園の

判断だとは思うが、少数派な 1 号認定児を犠牲にする教育に疑問を感じた。今後は、考え直していただきたい。千歳に子どもが増えた様に、政

策次第で江別も若い世代にとって魅力ある市になると思います。治安が良く、自然豊かでご近所のお年寄りの方々はとても親切で、子どもを育

てるのには素晴らしい環境だと思います。 

13 40 代(50 歳含む) 男性 大麻地区 除排雪に力を入れて欲しい。雪が多い街を知っていたが、除排雪が酷い。自宅前の置き雪をしない方法を模索してほしい。 

14 30 代 男性 江別地区 
今年は降雪が多く、除雪が遅くてストレスが溜まった。市役所の Twitter も、コメントの返信が無いので、運営している意味が良く分からない。今

年はきちんと除雪をお願いします。また、除雪した後も、ガタガタで不快だった。札幌の道路は良かった。 

15 30 代 女性 野幌地区 

・排雪を市で年 2 回やってほしい。 

・通学路となる小道だけでも、道路整備してほしい。 

・公園の砂場の砂が固すぎる。 

・転入の際、子どもの保育園が決まらず、仕事を辞めました。子育ての町と聞いていたのですが、残念です。 

・運動公園を、「サッポロさとらんど」のようにしてほしい。 

・江別の有名な特産品があると嬉しい。お土産になる様な物。 
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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 21】 

16 30 代 男性 江別地区 
JR 野幌駅へのバスのダイヤが増えたら嬉しいです。除雪・排雪について、腰の高さほどの置き雪には驚きました。12 月からの入居でしたので、

除雪業者へも依頼出来なかった。人の手で運ぶのは不可能です。早々に江別市への転入を後悔しました。除雪方法の検討をお願いします。 

17 40 代(50 歳含む) 男性 江別地区 
降雪期間に、ランニングやジョギングが出来る設備が、現在の体育館以外にも欲しい。朝 4 時から夜の 10 時くらいまで、長時間開いていると良

い。 

21 40 代(50 歳含む) 女性 野幌地区 学校が古く、子どもがトイレを我慢して帰宅することがある。トイレだけでも新しくしてもらえたらと思います。 

22 30 代 男性 野幌地区 子育てしやすい街づくりをしてほしい。 

23 40 代(50 歳含む) 男性 野幌地区 町中にゴミがあちこちで落ちているので、子どもたちや市民が喜ぶ様な、綺麗な町になってほしい。 

26 30 代 男性 野幌地区 
転入届を出しに行った時の窓口の方の対応が、早口でトゲトゲしく、市役所に行くのが嫌です。改善してください。（2021 年 5 月）一人だけで、あ

との方は親切でした。 

27 20 代 男性 江別地区 

・大きい公園を作って欲しい。 

・体を使って遊べる、大きいアスレチックを作って欲しい。 

・バイク関係の店を作って欲しい。 

28 40 代(50 歳含む) 女性 江別地区 

公園は沢山あるが、中高生が楽しめるような公園が無いと思う。バスケットコートなどが自由に使える公園が沢山あれば良いなと思います。都

市づくりとは関係無いと思いますが、以前住んでいた市では、LINE で情報提供してくれていました。広報を見て気になるイベント等が有った時

に、申込期限をうっかり忘れること無く過ごせていたので、公式 LINE があれば、若い方々も江別市役所が近い存在になると思う。 

32 40 代(50 歳含む) 女性 大麻地区 
・子どもの医療費の補助の年齢を引き上げて欲しい。 

・江別市内から札幌の高校へ通う生徒の交通費の補助があると助かる。 

34 20 代 男性 江別地区 

市長の休校の判断が良くないと感じました。今年の 3 月の大雪で、大人も仕事を休む中、小学生が 1 人で道路を歩いて登校していました。災害

レベルならば、休ませる判断をするべきだと強く感じました。また、子育てを考える上で、江別は特に保育園に入りにくいと聞きます。このままで

は、子どもを考える際、江別を出る決断をしなければならないと考えております。 

35 40 代(50 歳含む) 男性 江別地区 脇道に入ると、路面が荒れている所が多い。修復を希望します。 

37 40 代(50 歳含む) 男性 野幌地区 公園の整備、指定樹木など、緑が多く環境が良い街だと感じています。その辺りを、もっと売り出してほしいと思います。 
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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 21】 

38 20 代 女性 江別地区 
南大通を早く伸ばして欲しい。江別駅の反対側にも改札口を作って欲しい。江別駅の遮断機がなかなか開かず、渋滞になっているので、対策し

て欲しい。観光地が欲しい。 

39 20 代 男性 江別地区 

・年中バイクに乗り配達しているが、冬の除雪が酷すぎる。道が悪すぎて仕事にならない日が何日もあった。早急に改善してください。また、除

排雪の技術も、岩見沢など空知方面へ行って研修を受けていただきたいです。雪が沢山降る地域なので、それなりの対策をお願いします。 

・江別駅付近の活性化。立地は悪くないのにシャッター街なのがもったいないです。 

40 40 代(50 歳含む) 女性 江別地区 

江別市と言っているのに、江別駅はさびれて街は動いていない。野幌駅だけ綺麗にして、他の駅は自動販売機も無い。JR 線に木や花も少な

く、勝手な畑は野放しで汚い。冬の除雪も歩道は後回し。子育てや健康より、街を綺麗にして店を増やして、人が住みやすくなる事の方が大事

だと思う。アンケートを実施しても、活かせないなら意味は無い。 

42 30 代 女性 野幌地区 
岩見沢の方が、子育て支援が良かった。保育園も 7:00 から見てもらえた。市役所関係も、今回はコロナで郵送 OK でしたが、書類を出す時間や

日程に自由がなく、驚いた。医療も、ひとり親だけじゃなく、全員 6 年生まで無料でしたし、学童も無料でした。 

46 30 代 男性 野幌地区 十分満足していて思いつきません。ただ一つ、除雪について、置き雪を減らしていただきたいです。 

47 20 代 女性 大麻地区 交通網がもう少し便利になれば、嬉しいです。 

48 40 代(50 歳含む) 男性 大麻地区 
・シニア世代の活用。 

・大学が多いのに、学生と地域との交流が本州に比べて少ないので、除雪ボランティア等協力が有れば、若者と高齢者同士の交流が増える。 

49 30 代 女性 江別地区 江別は、札幌市や恵庭市等への、交通の便が良い。 

50 40 代(50 歳含む) 男性 野幌地区 

今まで、転勤で北海道内でも色々行っていました。今回は雪が多かった事もありますが、除雪は問題点が多い様に思えました。特に、通学路

は、低学年の子どもだけで行かせるには大変でした。親が仕事している世帯が多いので、送り迎えが難しい子ども達は、事故に遭わないか心

配です。また、通学路には信号が無く、車の通りが多い道路で子ども達が渡らなければいけない状況があります。押しボタン式でも良いと思う

ので、信号を設置して頂きたいです。地域でも、何年も前からお願いしている状況だと聞きました。誰かが事故に遭う前に、早めにお願いしま

す。 

51 30 代 男性 江別地区 子どもの遊べる所を増やして欲しい。 

52 40 代(50 歳含む) 男性 野幌地区 
・除雪対策をしっかり行ってほしい。 

・学童の設置を増やしてほしい。 
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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 21】 

53 40 代(50 歳含む) 男性 江別地区 私有地かどうかは分かりませんが、まだ広大な土地があります。今後、街が発展する事を期待します。 

56 20 代 女性 江別地区 バス路線が少なく、車を持っていない人にとって、駅や公共施設に行くことが大変なので、もう少しバス路線を増やしてほしいと思います。 

57 30 代 男性 江別地区 北広島市の様に、子育てを支援する制度を入れて欲しい。 

58 40 代(50 歳含む) 男性 江別地区 

去年 8 月に転入後、保育園に申し込んでいましたが、今年の 2 月まで決まらず、妻も働くことが出来ませんでした。以前住んでいた札幌市では、

小学生の放課後の児童クラブは、校内に児童館があり、長期休みや夜遅くまでの預かり利用以外は、無料で利用することが出来ました。江別

でも同じようなシステムがあると嬉しいです。 

60 30 代 女性 江別地区 

・プラスチックの分別が可燃ゴミなので、転入前と比較して、ゴミの量がものすごく増えた。SDGs の点から考えて、プラはプラで集め、減量を目

指すべきだと思う。 

・除雪機能の改善。 

61 40 代(50 歳含む) 女性 江別地区 
江別駅周辺の環境を良くしてほしい。生まれも育ちも江別なのですが、40 年近く、ほとんど変わりないです。寂しいですし、安全対策のためにも

街灯を増やしてほしい。子どものために、安全で明るい街づくりを希望します。 

63 40 代(50 歳含む) 女性 大麻地区 

札幌市から転入したので、小学校の学童が有料な事に驚きました。無料またはもう少し安いと嬉しいです。ぽこ あ ぽこを、よく利用していま

す。無料であれだけの遊具があるのはとても良いです。市内の公園も混雑していなくて遊びやすい。札幌の様に、プラスチックゴミは無料だと良

いと思います。燃えるゴミの量がすごく多くなっている。 

64 30 代 女性 野幌地区 
夏に出産をし、朝日町へ引っ越し予定です。現在住んでいる野幌若葉町は、買い物や交通など、とても便利で気に入っています。朝日町で、子

どもとの新しい生活が始まる予定ですが、生活の面でもう少し便利になる事を期待しています。 

65 20 代 男性 野幌地区 

・冬季の通りやすい道路に関する情報発信。 

・貸家サービスの提供。 

・小規模の飲食店の開業支援。久留米市には、こぢんまりとしたお店が多く、100 万円規模の支援がありました。 

67 30 代 男性 野幌地区 住みやすく安心して生活出来ています。ありがとうございます。 

68 20 代 女性 野幌地区 桜は日本の国花なので、本数を増やせば町はもっと綺麗になると思います。 

69 30 代 男性 大麻地区 冬、仕事に遅刻することが多かったので、除雪をもう少し頑張って欲しい。 
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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 21】 

73 40 代(50 歳含む) 女性 大麻地区 

子育ての環境は良いと思いますが、札幌に比べて認定保育園、こども園が少なすぎます。特に文京台。あっても施設や保育の質は、比べ物に

ならないくらい悪かった。あのような保育園が存在すること自体、今一度見直した方が良いと思います。札幌は土地がありません。これから江別

に移住する人は多いと思いますが、保育園を利用したい世帯が多いのに、充実度は今一つです。そして、雪害が酷すぎる。住宅道路の除排雪

を考え直さないと通勤出来ない人がほとんどです、予算をそちらに当ててほしい。隣なのに、どうしても、札幌より遅れを感じる事が多いです。 

74 40 代(50 歳含む) 男性 大麻地区 除雪をしっかりしてほしい。家の前に大きな雪の塊を置かないで欲しい。３番通、12 号線等、主要な道路の除雪は、特に優先してほしい。 

75 30 代 男性 江別地区 
この冬の雪の多さに驚きました。通学路の歩道が無くなってしまったので、除雪をもう少ししっかりしていただけると助かります。よろしくお願いし

ます。 

78 20 代 男性 大麻地区 昨年から今年にかけ、大雪時の除排雪をもう少しスピーディーかつ綺麗にしてほしい。道路に雪を捨てる人がいるので、どうにかしてほしい。 

79 40 代(50 歳含む) 男性 野幌地区 

・除雪が弱いイメージの払拭。 

・医療、教育への奨学金の充実。 

・江別市役所の建物の改善・新築へ。 

・水道料金の値下げ。 

・コロナで困っている大学生への助成と、そのアピール。アルバイトの斡旋等。 

84 30 代 女性 大麻地区 

文京台に保育園がなく、大麻など少し遠い場所に預ける事になるので、保育園が出来ると嬉しいです。また、近くの公園は、古く危険な箇所も

有るので、点検を行ってほしい。学生も多いですが、札幌から近く、利便性も有いので、もっと保育施設やスーパーなどが充実すると活性化する

のではと思います。あと、札幌と比べ、ゴミ収集の回数の少なさ、分別の少なさに驚きました。プラスチックは無料で回収、分別するなど、環境に

配慮した町であってほしいです。 

89 20 代 女性 大麻地区 道路の凹みに躓きます。転ばないとは限らないので、なるべく平らにしてほしいです。 

90 20 代 男性 大麻地区 学生の街でもあると思うので、もう少し自習室の設置をお願いしたいです。 

91 30 代 男性 野幌地区 高齢者ではなく、若者を主体とした政策に取り組んで欲しいです。 

92 30 代 男性 江別地区 
3 番通の除雪をもっとしっかりやってほしい。枝道もだが、メイン通りの除雪はしっかりやってほしい。プレミアム商品券も、今回はあまりプレミア

ムな感じが無かった。使い勝手が悪い。 

94 30 代 男性 野幌地区 夜、道が暗いので外灯を増やして欲しい。道がガタガタなので改善してほしい。 
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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 21】 

96 30 代 女性 大麻地区 

20 年以上前から住んでいて知っています。こちらに書くのは違うかもしれませんが、江別の顔である12 号線沿いの町並みは全く変わりありませ

んね。札幌と比べる訳にはいきませんが、企業が進出しにくい立地やイメージがあると思う。特に、衣料品を買うお店がイオンしか無く、昔から

札幌の街に出かけるのが当たり前になっている。もう少し休日に出掛けたくなるスポット、親子で買い物が出来る様な、1 か所で長時間過ごせる

所があれば、魅力的だといつも思っています。以前住んでいた所は、車でも 5 分～10 分で複合商業施設が複数あり、食品＋αで楽しむことが

出来る点が良かったです。江別はスーパー位の選択肢しか無いので、トキメキがありません。 

97 30 代 
  

子どもが安心して暮らせる町に発展を願います。医療費の無料期間等、他の市町村に劣る部分も有り、期待しています。 

98 40 代(50 歳含む) 女性 大麻地区 

転入者向けアンケートは行っていますが、入ってくる人だけではなく、出ていく人の実態や意見も把握する必要があると思います。道内には、転

出入の手続きで市役所へ来た人にアンケート用紙を渡し、待ち時間に記入してもらっている自治体もあります。ここ数年、市内の戸建てに住む

親世代が、自宅の管理、特に除雪が大変という理由から、札幌市内のマンション等へ転居したという話を何度か聞きました。問 16 に、江別市が

協働のまちづくりを進めているとありますが、長年住んでいてその様な取組が進んでいると感じた事は、正直ありません。「伝える」より「伝わる」

様な発信をぜひお願いしたいのと、様々な世代の方が安心して住み続ける事の出来る街づくりを進めていただければと思います。 

99 30 代 男性 野幌地区 以前住んでいた所は、次のバスが来る時刻が分かる様になっていた。そういう部分の IT 化を進めると、利用者が増えると思います。 

101 20 代 男性 江別地区 豊幌駅周辺に、コンビニしか無い。スーパーが建ってほしい。 

102 20 代 女性 江別地区 スーパー等が限られているためか、買物に休日は行く気がしないし、衣類等の品揃えは残念な印象です。 

103 30 代 女性 江別地区 

・大きなアスレチックのある公園が欲しいです。 

・子どもの医療助成をもっと手厚くしてもらいたいです。近隣の市の無料の話を聞くと羨ましく思います、中学生位まで、対象にして欲しいです。 

・全体的に兵庫県明石市のような子育てに優しい街になったら嬉しいと思います。 

104 30 代 男性 野幌地区 

・転入の時に感じたのは、もっと PC・スマホから行政関係の手続きが出来ると良いという事。 

・夫婦共働きで、保育所を 5，6 か所申し込んだのに落選したのは、かなりショックでした。子どもが発熱等で、親のどちらかが仕事を休まないと

いけないのは負担。 

・札幌のように融雪槽への融資か補助金があると嬉しい。自分たちと同じような20、30 代の移住者が、江別市には多くいると思います。また周り

にも江別への移住を考えている人が複数います。どうか、若者、若い夫婦、子どもにも優しい街づくり、配慮をお願いします。 
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105 40 代(50 歳含む) 男性 野幌地区 

大阪府出身です。札幌に隣接する市にも関わらず、江別市の認知度が低い様に感じます。関西在住時は、夕張＝メロン、江別＝レンガ・大泉

洋と、誰でも分かる地名として把握していた。アクセントを統一化して認知度を上げる工夫をしてはどうか。同じ市民でも、2 分化している様に感

じます。 

107 40 代(50 歳含む) 男性 大麻地区 

以前の街の方が、学童保育料は無料、指導員数が十分配置、保育園給食費が無料等と、子育て支援は手厚かったです。江別は公園が多く、

新しい遊具の所もあり、遊ばせやすいです。このまま江別市に家を建てる事も検討しましたが、この冬の道路状況、置き雪の多さに辞めました。

今年は異例でしょうが、例年でも江別の除雪は良くないと聞いている。 

108 30 代 男性 大麻地区 
・これから子どもをつくる予定なので、育児がしやすい環境があると助かります。 

・除雪について、頻度を上げて頂けると助かります。 

111 40 代(50 歳含む) 男性 江別地区 
冬季時、雪対策に力を入れていただきたい。除雪対応が悪い為に転出する方が多くなると考えます。除雪業者との話し合いを含め、より良い街

づくりに期待します。 

112 30 代 女性 
 

地下鉄を伸ばして欲しい。大型ショッピングモールを作って欲しい。イオンには専門店が全然入っていない。もう少し若者が楽しめる街づくりをし

て欲しい。 

114 20 代 女性 大麻地区 

移民、現在は特にウクライナ人や難民に優しい環境づくりが出来ると、江別を起点に、北海道はもっといい土地になると思います。子育てに力

が入っている市なので、多国籍の人々を受け入れて、お子さんがいる働き世代が人手不足の企業で働いてくれれば、会社も従業員も負担は減

ると思います。 

115 20 代 男性 野幌地区 冬、除雪に力を入れて、バスが動く様にしてほしい。夜間に道路や歩道の除雪をする様にお願いします。 

118 30 代 女性 江別地区 

江別に引っ越して不便な事があります。ドッグランが無いことです。ペットホテルやトリミング施設には併設されていても、施設を利用しないと使

えない。市内の飼い主が日常的に連れて行ける所が有りません。石狩にも札幌市にも北広島市にも有りますが、江別には無いので不便です。

中型犬なので運動が必要で、伸縮リードを使っていますが、走る量は不十分です。その為か、ノーリードで散歩している人が沢山いて困ってい

ます。散歩してもフンを拾わない人がいるので、無人でもいいのでドッグランがあればいいと思います。公園は沢山あるのに、犬は芝に入れな

い等の規則があり、犬を飼っている人には優しくないと感じています。 

120 40 代(50 歳含む) 男性 大麻地区 IKEA 等の、札幌中心部では出店しない様な、道内に無い超大型施設を誘致する事で、集客の差別化をして欲しいです。 
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123 40 代(50 歳含む) 女性 野幌地区 
冬の除雪について、国道以外の住宅街など、今年はとても通行できる状態では無かったので、身動きがとれなかった。ボランティアで助けを呼

んだり、市民が協力して除雪できるシステムを作ったり、道路に雪を投げないようにパトロール体制を考えてはどうですか？ 

125 40 代(50 歳含む) 男性 江別地区 一番お金の掛かる、大学生等への金銭的な支援を充実させてほしいです。 

126 40 代(50 歳含む) 女性 江別地区 除雪、今年は特に大変でしたが、道路がとても狭く、何度も行き交う車とぶつかりそうになったのが怖かった。 

128 30 代 女性 
 

江別駅の近くに、コンビニがほしいです。 

131 20 代 女性 大麻地区 

・除雪について：大麻ひかり町 34 や 35 の路地、西町公園近くのコの字の道に除雪が入らず、通行が難しい状態だった。西町公園前の真っすぐ

な道路までは除雪が入っていた。来シーズンは除雪するようにして頂きたい。 

・道について：西町公園～大麻西小学校に抜ける真っすぐな道路は、車通りが多く、スピードを出す車も多く感じる。通学路で人通りも多いが、

歩道も含めた道幅が狭く、危険を感じる。スピード違反の取締まりを強化したり、交通安全見守りやパトロールの体制等を充実したりして、安全

な道づくりをしてほしい。 

133 30 代 男性 江別地区 子ども医療費助成を、もう少し幅広い年齢に出していただければ良いなと願います。 

134 30 代 女性 野幌地区 プラスチックゴミを無料にして欲しい。小学生も医療費を無料にして欲しい。毎月病院に通っているので、困っています。 

138 30 代 男性 野幌地区 
札幌の様に、ごみごみしてほしくない。広い公園や歩道が広い道路など、ゆとりのある街並みを今後も継続してほしい。雪が多いので、他機関

と情報共有を密にして、幹線道路の除排雪をお願いします。 

140 40 代(50 歳含む) 男性 野幌地区 

① 子育て支援を市として大体的に謳うのであれば、子どもに関する給付金や医療費などは、すべて所得制限をかけないでください。所得制

限により、様々な事が支援として受けられずにいます。保育園へ入る優先度も、とても低いです。子どもに関することは、親の所得に関係な

く支援していくべきだと思います。未来の子どもを大事に考えてくれる都市は活気づき、数年、数十年後、明るい江別市になると思います。

よろしくお願い申し上げます。千歳市に負けない様な子育て支援、子育て世帯の転入を増やすまちづくりをしてほしいです。 

② 市全体が暗すぎます。防犯面を考えても、町中の街灯を増やすべきだと思います。 

③ 除雪に関して 今年の大雪は江別市に於いても例年にない大雪だったと思います。例年、豪雪に近い江別市の除雪が、他市町村に比べ

て酷いと様々な人から耳にしています。毎年冬はやって来るのですから、除排雪、置き雪、市道の除雪の酷さへの対策は、本当に真剣に

考えた方がいいと思います。人口流出の引き金になりますよ。 
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141 30 代 男性 江別地区 

・ぽこ あ ぽこの様な、大きめの施設があると子どもを遊ばせやすい。 

・子どもの医療費補助を拡充していただけると、もっと若い世代の人が転入してくると思います。 

・雪の時期の除雪を、もう少し綺麗にしていただけると暮らしやすいです。 

145 30 代 男性 江別地区 4 丁目通のバスの本数が増えると、ありがたいです。 

147 40 代(50 歳含む) 女性 野幌地区 
福祉のまちづくりを、もっと計画的に、自治体主導で積極的に進めてほしい。福祉サービスや各事業所の数・質の充実や、各関係機関や人の

横の繋がり、市外にも自信をもって伝えられるような魅力あるプロジェクト、制度や政策などが必要。 

152 40 代(50 歳含む) 男性 江別地区 除雪をもっとして欲しいです。 

154 40 代(50 歳含む) 女性 大麻地区 
文京台南町のスーパーが昨年 10 月に閉店してしまい、不便さを感じています。特に冬場は大雪で南町は孤立状態に近く、車無しでは買い物に

も行けないため、不安感が強かったです。コンビニエンスストアでも、限られた営業時間の商店でも構わないので、お店があると安心です。 

156 40 代(50 歳含む) 男性 江別地区 
道路に雪を捨て道幅が狭く通りにくくなっている所があるのに、一向に変化がない。蔦屋から墓地にかけての道路が酷い。市立病院前もガタガ

タが酷く、救急車の出入りが大丈夫か不安でした。 

157 30 代 男性 野幌地区 

札幌市と違って、子どもの医療費助成が小学生から 1 割負担なのを知らず、転入してから驚いた。小学生はケガ等で病院に通うことが多いの

で、6 年生まで初診時一時負担金のみにしてほしい。札幌市と同じにしてほしい。子育て支援を推している割には、子どもの事が考えられていな

い。通学路に歩道が無い箇所が有り、住宅街が暗い。働きたくても保育園の空きが無く、預けられない。子どものための町というより、高齢者の

ための町に感じる。もっと子育てしやすい町にしてほしい。 

158 40 代(50 歳含む) 男性 大麻地区 

・文京台南町のスーパーが閉店し、買い物が不便になった。高齢者や車の無い方・小さい子がいる家庭に重宝される、小さなスーパーが生き残

れる様、地域に合った支援がほしい。 

・鮮魚店が無く、スーパーしか無いのが寂しい。函館から戻ってきて、魚を対面で買える店が無いことに気付いたので、鮮魚店を誘致したら流行

ると思う。函館の坂井鮮魚店は、江別に繋がりがあって活気がある。支店を出してほしい。 

・大きな店でなく、専門の本屋だけの文教堂のような店が復活してほしい。蔦屋などは、子どもが誘引されるものが多すぎて寄りにくい。 

160 20 代 女性 野幌地区 
保育園の近くの交差点に、信号を付けてほしいです。散歩へ行く際ベビーカーを押して行くので、タイミングが難しい。また、公園の柵を直してほ

しいです。 
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161 30 代 男性 野幌地区 
小さい公園の遊具が古くなっていて、整備されていない様に思うので、改善してほしいです。無理かもしれませんが、除雪の雪を家の前に置か

ないでほしいです。 

164 30 代 女性 野幌地区 
男女共同参画セミナーを、ぜひ続けてやってほしい。パートナーシップ制度を道内 2 番目に導入したのは、とても良かった。今後とも、マイノリテ

ィ支援に力を入れて欲しい。このアンケートの性別欄に、「回答しない」があるのも良かった。 

165 30 代 女性 野幌地区 もっと子育て支援を充実させてほしいです。 

168 30 代 男性 江別地区 
子どもの医療費助成があまり無くて残念でした。せめて中学生までは一割負担にして欲しい。札幌市よりも悪い。また、雪が多いので、除雪機

購入補助金が有るとありがたい。 

170 30 代 男性 江別地区 雪が多いので、除雪に力を入れて欲しい。家の前に除雪で出た雪を置かないで欲しい。ありえない大きさで置かれている。 

174 20 代 男性 江別地区 
有ったら申し訳ないですが、サークル等の情報を一つのサイトなどにまとめてあると探しやいと感じています。色々見るものがあって、楽しく生活

出来ています。 

175 20 代 男性 江別地区 自然を大切にしていきたい。植樹など出来たらいい。 

176 20 代 男性 江別地区 ビン・缶・PET のゴミ回収の日が増えると嬉しいです。 

177 40 代(50 歳含む) 男性 江別地区 

冬の除雪があまりにも酷くて驚いた。今年は特別だったと思いたい。来シーズンに期待したい。前住んでいた街は、ここより積雪が多いが、国・

道・市道ともに、道路の除排雪は素晴らしかった。ゴミステーションが酷くて、こちらも驚きました。この二点は、市民の生活に大きく関わる重要な

所、ここが改善されない限り、私たちは「住みにくい街」と感じて生活すると思います。 

178 30 代 女性 大麻地区 以前住んでいた所は、子ども医療費が、中学まで初診料を含め無料でした。子育て支援の充実をお願いします。 

180 40 代(50 歳含む) 男性 大麻地区 江別東北エリア付近の活性化、企業誘致、道の駅等、テーマパーク、観光地化。 

181 20 代 女性 江別地区 

・ゴミステーションに集積容器を設置してほしい。前に住んでいた所には有ったので、比べると町が汚く見える。 

・江別駅付近の活性化。 

・江別駅側の踏切を無くしてほしい。歩行者が踏切を渡る事が多く、危険。交通渋滞が起きている。 

183 20 代 男性 江別地区 
冬の除雪について改善点が多いと思う。人員不足なのは理解しているが、他にもやり方があると思う。今年の冬は、特に除雪の関係で起きた

車両事故が多かった気がする。 

187 20 代 女性 野幌地区 除雪をもっとしっかりやってほしい。 
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188 20 代 女性 江別地区 
自然がいっぱいでとても住み心地の良い所です。これからもこの自然環境を守りつつ、地域をより活性化していただきたいです。いつもありがと

うございます。 

191 30 代 女性 江別地区 
早苗別通の、国道 12 号線から踏切に至る道路の歩道が狭いので、交通量から考えても、子どもが歩くには安全とは言い難いと思う。特に踏切

に近い所は、歩道が斜めに傾いていて、狭い。 

192 30 代 男性 江別地区 

子育てのしやすい環境作り。 

・産院を増やす。 

・親の仕事復帰に関して、保育園へ希望するタイミングで希望する場所へ入れる事。兄弟で同じ保育園に入れる保証等が必要。 

193 20 代 女性 江別地区 

江別駅前の寂れた様子のせいか、全体として空気が澱んでいる。野幌駅のような改修や整備は予定していないのか。特に古い商店の空き家、

人が住んでいるかどうか解らない木造家、閉店後いつまでたっても解体されないパチンコ屋等から、暗い印象を強く受ける。駅の近くにコンビニ

やスーパーは無く、12 号線まで出なければならないので不便。また、雪の多い地域であるのに、除雪が機能を果たしておらず、電車は止まり、

バスも江別駅前から出発しない状況だった。運行会社の判断ですが、正直不便さを感じざるを得ませんでした。野幌周辺に力を入れるならば、

江別駅周辺にも力を入れないと、空気は澱んだままだと思います。札幌のベッドタウンを目指しているのであれば、尚の事です。中途半端に整

備された駅前のレンガ張りの路面の隙間から生える草、コミュニティセンターの周辺だけ不自然に整備されている様子、全てが寂れを感じさせ

ます。正直、ずっと住みたい街であるとは言い難いです。江別駅前周辺について、今後どのようにされたいのか、しがない市民の文句の様で申

し訳ございませんが、今一度ご検討いただければ幸いでございます。 

195 20 代 女性 大麻地区 保育園の数、保育者の確保、保育園の特色を詳しく記載して欲しい。子育て支援の強化。 

196 40 代(50 歳含む) 男性 野幌地区 住み始めてから、すごく住みやすい街だと感じています。これからもよろしくお願いします。 

197 30 代 女性 大麻地区 

6 年前に「陶芸体験」と「流しラーメン」に惹かれて、江別市主催の婚活イベントに参加しました。結婚相手には出会えませんでしたが、友人が出

来て江別で遊ぶようになり、自然豊かで美味しい野菜、トンデンファームのお肉、他にもたくさん魅力があっていい街だなと思っていました。まさ

か住む事になるとはその時は思ってもいませんでしたが、江別の事を知る良いイベントだったと思います。家族ぐるみでお付き合いが出来る友

人と出逢えて、参加して良かったです。コロナ禍で大変だと思いますが、婚活に限らず、カフェなどでのママさん会や、農家での収穫体験など、

子どもがいてもいなくても、様々な人が色々参加できる会があったら、江別の魅力が伝わるのではないかと思います。 

198 20 代 男性 野幌地区 除排雪の強化をしたほうがいい。 
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200 30 代 男性 大麻地区 ゴミ収集に関して、プラ・ペットボトル等の回収頻度を増やしていただけると非常に助かります。ご検討お願いいたします。 

201 30 代 女性 大麻地区 
転勤が決まって保育園の空きを確認した所、もう締め切りは過ぎているし、空きが無くて当然の様に担当者に言われた。働く女性が安心して子

育て出来て、社会で活躍できる街づくりを望みます。保育園の預かりが、せめて 7:00 からだったら仕事に間に合うのにと思います。 

202 20 代 女性 大麻地区 
初めての冬を過ごしましたが、除雪業者が残していった50cmの高さもある硬い雪が酷すぎました。江別は除雪が素晴らしいと聞いていたので、

非常に残念です。少しならまだしも、担当も全く誠意がない対応だったので、腹が立ちました。 

204 40 代(50 歳含む) 女性 野幌地区 

・学童保育を,もう少し長く,6 時半以降もやってほしい。 

・小学生までは医療費補助を拡大。 

・特産品が沢山あるのだから、砂川のスイーツロードの様に、パン屋さんのベイクロードなどを作ってパン好きの人のツアーをしたり、パンフレッ

トを作ったりして紹介したらどうでしょう。乳製品やスイーツなどをまとめて紹介するものがあると、観光する人には嬉しいと思います。 

・江別には温泉も 2 つありますが、泊まれる施設が無いです。 

206 30 代 女性 江別地区 

・子どもの医療費助成の範囲が狭い。6 年生まで初診時一部負担にしてほしい。札幌はもっと進んでいます。 

・学童保育を、市が負担して無料にして欲しい。札幌は無料でした。 

・豊幌までバスを通してほしい。 

208 40 代(50 歳含む) 男性 大麻地区 
今年の冬の雪で、あちこちで通行がしにくく、高速道路も閉鎖し、札幌へのアクセスが困難になりました。札幌への道を増やして欲しいと思いま

す。 

209 40 代(50 歳含む) 女性 大麻地区 中標津の様な大型室内公園を作って、子育て世帯をもっと増やしていってください。 

212 40 代(50 歳含む) 男性 野幌地区 

札幌市のベッドタウンとして魅力を感じております。今後、北広島市に対抗という訳ではありませんが、もっと有名な施設があればと思います。

恵庭のえこりん村や、千歳のサケのふるさと館、札幌ファクトリー、三井アウトレットパークの様なものが出来れば、もっと発展していくと思いま

す。 

213 40 代(50 歳含む) 男性 野幌地区 無駄だと思うので、札幌・岩見沢との合併を検討すべき。 

215 30 代 女性 江別地区 
萌えぎ野西に住んでいますが、学童がとても遠い。学校内に学童があると安心です。また、学校内に学童が難しいのであれば、児童会館が出

来たら、子どもも遊ぶ場所が出来るし、親も安心して遊びに行かせる事が出来ると思いました。 



 14 / 30 
 

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 21】 

217 40 代(50 歳含む) 女性 大麻地区 
・バスの便がもっとあれば良いと思う。 

・除雪をもっと綺麗にしてほしい。今年は異例の雪の多さだった様だが、通勤・通学に支障を来していた。 

223 30 代 女性 野幌地区 

とても住みやすく良い所です。暑い日が多くなってきたので、賃貸でも積極的にエアコンが付けられる様な助成金を、大家さんに出してほしいで

す。また、冬の除雪に関しては最悪でした。人員を増やして、機械の導入をして頂きたいです。除排雪に取り組んでくれる方々には、深く感謝を

申し上げたいです。 

225 40 代(50 歳含む) 女性 野幌地区 

保育園の支援センターやぽこ あ ぽこ等の、江別市の未就園児への子育て支援は、札幌にいる時には羨ましいと感じていました。上の子が

小学生になり、学童の不便さに驚きました。学校から遠い上、家と反対方向。もう少し小学生への支援もあると、助かる人は増えると思います。

思えば、子どもの頃、大麻地区に住んでいましたが、児童センターの様な所に行った記憶も無いので、昔からその辺りには力を入れていなかっ

たのかなと思っています。 

228 20 代 男性 大麻地区 

・夫婦・子育て世帯向きの２ＬＤＫの賃貸物件の充実。 

・街路灯を増設し、暗い路地を減らしてほしい。 

・冬期間の幹線市道（2～4 番通）の、積極的な除排雪の実施。 

・中道は比較的除雪されていたが、幹線市道は全く行われていなかった印象。安心して通行出来る様に、せめて片側一車線は、中道のように

除排雪をしてほしい。 

230 30 代 男性 大麻地区 
まちづくりになるかはわかりませんが、出産出来る病院が 1 件だけなので、増やして欲しい。病院によって、設備・出産前後の対応・無痛分娩の

有無等、特色のある選択肢が有るといい。 

231 40 代(50 歳含む) 男性 大麻地区 
人口増が期待できる数少ない都市だと思います。ですが、札幌に近い以外の魅力が思い浮かびません。もっと人が来るイベント、施設等があっ

たらと感じます。北広島市に負けないで欲しいです。 

232 30 代 男性 大麻地区 
大学があり、若者の多い街なので、彼らが卒業後も江別に住む事を選んでくれる様な施策が必要と思います。鉄道の利便性にもっと着目すべ

きと思います。北海道では貴重な、マイカー無しで便利に暮らせる街です。 

234 20 代 男性 江別地区 江別駅周辺の活性化。 

236 30 代 女性 野幌地区 ニトリ・無印良品を、江別に作って欲しい。 
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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 21】 

237 20 代 男性 江別地区 
除雪に力を入れて頂きたいです。転入の際の費用補助金が有ると、江別市民が増えて活性化に繋がると思います。また、イベント等に助成金

が有ると、各企業が力を入れ始めると思います。 

238 40 代(50 歳含む) 男性 江別地区 

・江別駅前～蔦屋書店間の開発。 

・3 番通の排雪の強化。 

今冬、何度か中央バスを利用しましたが、雪が有って進まない。それ以外はとても住みやすい街です。 

239 30 代 女性 江別地区 保育園に入りやすい環境を、もっと整えて欲しいです。 

242 20 代 男性 江別地区 

私は精神障害を患っていて精神保健福祉手帳を持っておりますが、体育館や公共施設の利用料が手帳を提示しても無料にならないのは、い

かがなものかと思います。健康都市宣言を行っているのなら、せめて江別市民体育館、大麻体育館の二施設は、障害者手帳の提示で利用料

を無料にしていただきたく思います。 

244 30 代 男性 大麻地区 

除雪にもっと力を入れて欲しい。除雪センターに何度も相談しましたが、江別の除雪方法はこうだから仕方ないとの説明、家の前の入り口を全

て置き雪で塞がれ、毎日時間を掛けて家族で雪かきでした。野幌駅前を新しくするのも良いが、一番力を入れるべきは除排雪だと思う。正しく税

金を使ってください。年を取ったら住めない町だと感じました。札幌の様に、プラスチックゴミも分別対象にしてほしい。資源ごみの様に、無料で

回収してほしい。 

246 30 代 男性 大麻地区 
もう少し除雪、排雪に予算を当てて欲しい。厚別、北広島市等の隣の市町村との境が明確に分かる位、江別市に入ると道が狭い。人口も増え

てきて子どもも多い中、登校児童に危険を感じる。 

249 30 代 女性 江別地区 
バスの運行量は、2 時間に 1 本ではなく、せめて 1 時間に 1 本有ると助かる。車が無いので、子育て応援として、タクシーを呼びやすくする仕組

みや優待券があると助かる。 

251 20 代 男性 大麻地区 雪が多いので、税金を増やしても良いから除雪をちゃんとしてほしい。 

253 20 代 男性 江別地区 若い人が、結婚や子育てしやすい街づくりや支援があれば、札幌も近いので住みやすく、若い人も離れていかない街になると思う。 

254 30 代 女性 野幌地区 子どもの医療費を、小学生まで初診料無料にしてほしい。燃えるゴミを分別して、札幌市の様な分別にしてほしい。 
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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 21】 

256 40 代(50 歳含む) 男性 野幌地区 

・野幌東町 4 の、信号のない交差点に信号機をつけて欲しい。 

・除雪・排雪の徹底。 

・白糠町のような、子育てしやすい環境。 

・個室の小児科。 

・ユニクロの誘致。 

・子育て、家庭に優しい江別市だと思いますが、子どもを産める病院が市立病院しかないのは、辛いです。 

257 30 代 女性 江別地区 
古い町だから、新しい家・アパート・店が無い。アパートも古く、リフォームしている所が無い。もっと新しいものを取り入れて欲しい。IKEA を入れ

てはどうか。ニトリも江別には無い。卸売りスーパーが江別に欲しい。人が集まる施設を取り入れて欲しい。イオンも古い。 

258 20 代 女性 野幌地区 
人に寄ると思いますが、子育て担当の方の対応態度が良くありません。愛想良くする必要は無いかもしれませんが、きちんと相手の話を聞き、

非があればきちんと謝る、なければしっかり説明するという、基本的な対応が出来る様にしてほしいです。 

259 30 代 女性 江別地区 
もっと子育てのしやすい都市になってほしいです。保育園の入りにくさで、職場復帰か退職か悩みました。また、里帰りの出産の際、1 か月間登

園しないと退園になる制度は、改善してほしかったです。休園制度は他の都市では多かったので、市役所に問い合わせた際に驚きました。 

260 30 代 女性 江別地区 主要駅である江別駅周辺の活性化。商業施設がもっと増えると良い。冬季の除雪・排雪、道路の確保などが改善されると良い。 

266 20 代 女性 江別地区 薬局や病院は多いイメージ。観光出来る様な場所がほとんど無く、パッとしない町。 

268 40 代(50 歳含む) 男性 野幌地区 イオンモール・ららぽーと等の複合商業施設を誘致してください。 

269 20 代 女性 野幌地区 

質問の内容とは違うと思いますが、個人的に気になったことがありました。転入の手続きをした際、どこに行って受付をしたら良いのか、市役所

内の配置がすごく解りにくかったです。総合案内の場所も何故、あんなに隅にあるのでしょうか。意味が無いです。旭川だと、書類を記入する所

に人が常駐していましたし、何をどこで手続き出来るのかが解りやすかったので、江別市役所に来て色々と驚きました。サービス接客業では無

いですが、30 代くらいの転入手続きの窓口の女性が、かなり高圧な態度でした。忙しいのは市民には関係の無い事です。イライラしていたのか

普段からそうなのかは知りませんが、考えて欲しいです。特に今年は積雪も多く除雪のされなさには驚きました。人口の違いもあると思います

が、転入してから、旭川との違いを残念な意味で感じる事ばかりです。除雪についてはクレームが毎年多いと聞いています。HPのQ&Aも見まし

たが、到底市民が納得する内容では無く、よくこの文章を掲載できるなと思います。過去のアンケート結果もネットで見ましたが、市民が不満に

思っている事を少しでも改善するような動きはされているのでしょうか。アンケートを取る意味があることを願っています。 
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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 21】 

271 40 代(50 歳含む) 男性 野幌地区 
・子どもの医療費補助の拡充。 

・岩見沢市の北村土里夢の様な、ドームの全天候型の運動施設の整備。 

272 30 代 女性 大麻地区 環境も良く、治安も良く、転入前の住居に比べたら全く平和で良い場所です。これを維持して頂きたいです。 

273 40 代(50 歳含む) 男性 大麻地区 
江別市に永住を考えている。郷土資料館の跡地が住宅地になる予定だとネット等で知った。そこに家を建てたいが、まだその跡地がどうなるか

分からない。問い合わせたら情報を教えてくれるのであれば、助かる。 

276 30 代 女性 江別地区 これからも景観を大切に、自然を大切にしていただきたいです。 

278 20 代 女性 野幌地区 除雪をもっと丁寧に、しっかりとしてほしいです。車がすれちがいにくく、危ないことが多かったです。 

284 20 代 男性 江別地区 豊幌公園に遊具を増やして欲しい。 

288 20 代 男性 大麻地区 

・公共交通機関で行ける場所に市民農園を作っていただければ、利用してみたいです。 

・郷土資料館で最近入手した、観光協会発行の「えべつコレクション」というパンフレットがとても気に入っているので、駅などに設置してあると効

果的だと思います。 

289 20 代 女性 野幌地区 

除雪や排雪に、もう少しお金をかけて欲しい。昨年から今年の冬、妊娠中のため、タクシーを利用し、通院していたが 12 月末から 2 月頃はタク

シーが満車で利用出来ず、予約も出来ず、大変だった。優先してタクシーを利用できる仕組みも出来ると嬉しい。妊婦健診用の送迎バス等もあ

るといい。子育て支援については、充実していてとても良いと思う。 

290 30 代 女性 野幌地区 

就学前の子育て支援は充実しているのに、就学後の児童館などが手薄に感じ、子どもを預けたくない。小学校以降の支援をもっと考えて欲し

い。ベビーカーで散歩する際、歩道が狭くデコボコしていて歩きにくい。資源ゴミの回収日を増やして欲しい。月 2 回は少なすぎる。最低でも週 1

にしてほしい。保育園をもっと増やして欲しい。小中一貫を目指している様ですが、具体的にどう良くなるのか伝わってこない。広報で二小、二

中が一貫校になる記事を見たが、具体的なカリキュラムの記載が一切無く、ただ一貫校になることしか分からなかった。子どもが通う学校なの

で、とても不安に思う。 

291 20 代 女性 江別地区 
札幌にも近く、買い物などは困らず住みやすいと思います。高砂駅の林に沢山いるカラスが夕方は特に多く、気持ちが悪い。一番不快に思う事

が、夏場のバイクの暴走族で、毎晩本当にうるさくて不快です。対策してほしいです。江別で嫌な所は、夏場、暴走族が騒ぐ所です。 

292 30 代 男性 野幌地区 
水道料金を、札幌市と同様、2 か月に 1 度の請求にして欲しい。料金も安くなって欲しい。除雪をもう少し丁寧にして欲しい。商業施設が増えると

嬉しい。住民税も少し安くなって欲しい。 
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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 21】 

293 30 代 女性 江別地区 除排雪をしっかりしてもらいたい。 

294 30 代 男性 江別地区 子どもが多い街になるといいと思います。 

295 30 代 女性 江別地区 散歩コースみたいな道が、もう少し有ると良い。信号のない横断歩道が多い。子連れで歩く時、どこを通っても、危険と感じる道ばかりで悩む。 

300 30 代 男性 野幌地区 
子育て世代への助成が全く無い事に驚きました。保育料も高いし、第二子でも半額なので、第二子は無料化してほしい。戸建て購入時に助成

金を出してほしい。出産時に市からごみ袋が貰えるが、20L のごみ袋では足りないので、紙パンツの支給の方がありがたい。 

301 30 代 女性 大麻地区 
安心して子どもが産める産婦人科の設置を切に願います。市立病院の対応が悪すぎる。前の市は、妊婦検査でお金を出した事は有りませんで

した。 

302 40 代(50 歳含む) 男性 江別地区 
除雪時の置き雪は酷すぎる。もっと配慮するべき。ただ除雪すればいいと言うものではない。まだ若い人たちなら、力もあって良いかもしれない

が、年配者が多いのに、その辺の事は考えてないのか。雪が多い町なら、まず自治会の共助より、そこを先に解決してほしい。 

303 40 代(50 歳含む) 男性 江別地区 
江別駅前周辺の活性化に努めて、コンビニやその他商業施設を増やした方が良い。江別市として、野幌駅が中心となってきているのは変であ

る。有名なタレントの出身地でもあるので、江別市をアピールできる材料はあるのではないか。 

305 30 代 男性 江別地区 
市役所がボロすぎ。業務用スーパーかコストコがあったらいい。いずみ野小学校の立て直しを是非検討してほしい。元江別地区の子どもが激

増するはず。江別駅付近の活性化を求めます。 

307 20 代 女性 大麻地区 

近年、野幌を含め開発が進んできて、変化する様子を楽しみにしています。私が住む大麻ひかり町周辺を含め、江別市民、北海道民、観光客

が沢山楽しめる施設等が出来る事を願っています。また、最近住み始めた人もいると思いますが、すでに十数年と住んでいる方もいますので、

そういった方々にとっても嬉しい情報や取り組みが行われる事も楽しみにしています。 

308 30 代 男性 江別地区 江別は子育てを推している街にもかかわらず、保育園にすぐに入れず、苦労しました。 

309 40 代(50 歳含む) 男性 江別地区 苫小牧や小樽の様に、ドンキホーテ等を呼ぶ事を検討し、江別駅前を立派にしてほしい。 

310 40 代(50 歳含む) 男性 野幌地区 バスの運行本数を増やして欲しい。 

311 40 代(50 歳含む) 男性 野幌地区 
子どもの医療費を何とかしてほしい。この時代、札幌、札幌近郊は学生無料なのに、江別は 3 年生からかかる。子育てを応援したいのなら、中

学校、または小学 6 年まで無料にするべき。 

314 40 代(50 歳含む) 男性 野幌地区 雪が多くて驚きました。除雪のスピードを上げてもらいたいです。何度か、特に交差点で、事故に遭いそうになりました。 

317 20 代 男性 江別地区 家の前に残っている雪が多すぎて、朝、車を出せなかったので、除雪をもう少しきちんとやってほしい。 
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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 21】 

319 20 代 男性 大麻地区 

札幌市周辺で中古住宅を探していた時に、自然と住環境の良さのバランスがとれている江別に魅力を感じました。公園や街路に行政が力を入

れていて、住みやすそうでした。私は知的障がい者で、引っ越した当初は通所施設が無く心配でしたが、現在は生活介護、日中一時のサービス

を受ける事が出来て、安心して生活しています。将来入所施設を希望していますが、入所施設が少なく、不安です。両親はゴミの分別に苦労し

ています。静岡市はほとんど分別の必要が無く、40L 袋が 10 円ほどの上、ゴミを清掃工場に持ち込むと、職員の方が適所に配置されていて分

別を手伝い、指示してくれました。江別市環境クリーンセンターでは 1 時間半以上待たされ、案内の方もいなくて途方にくれました。改善して頂け

ないでしょうか。転入する前に、江別市役所福祉課で、静岡市で取得しておいた方がよい書類を伺ったのですが、特に無いと言われたのに、転

入後に課税証明書と戸籍謄本が必要と言われて、取り寄せるのに苦労しました。これに限らず、転入手続きは色々あったので大変でした。デジ

タル化が進めば簡単に済むのでしょうか。 

321 30 代 男性 大麻地区 子どもから大人まで集う事が出来る、公共的な場所があると良いと思う。 

322 30 代 女性 野幌地区 
費用が上がっても良いので、排雪をしっかり行ってほしい。手押し信号が雪で埋まっているなど、通学路なのに危険。十字路の排雪がされず、

車が全く見えない。 

324 20 代 女性 江別地区 
GU やユニクロなど、プチプラで買いやすい服を売っているお店を増やして欲しい。札幌に行かなくても、江別市内で洋服や下着を充実して買え

る環境があれば、もっと便利だと思います。冬の期間の雪が酷くて、除雪の後の置き雪で苦しんだので、もっと頑張って欲しいと思いました。 

325 30 代 男性 江別地区 
子育てに住みやすい町と聞いてはいたが、子どもが多いため、医療費助成の拡大は進めて欲しい。また、障がい児に対する助成や制度の拡

充に期待している。 

327 30 代 男性 江別地区 街灯が暗くて夜道が怖い。いずみ野地区のような明るい街灯が必要。 

330 20 代 男性 大麻地区 住みやすいです。これからもお世話になります。 

335 20 代 男性 野幌地区 町内会費という無駄なものを、市が撤廃する活動を行っていただけると助かります。 

336 20 代 男性 大麻地区 

江別市は観光地や他市町村または他都府県の人たちが旅行で行きたいと思う場所がありません。他の石狩振興局管内には、一つ以上は観光

地やキャンプ場といった場所があるので、そのような場所を作ってはいかがでしょうか。そこから経済も回っていき、住んでいる人々にも良い循

環になって、住み心地の良いまちになると思います。 

339 30 代 女性 江別地区 東光町・朝日町・萌えぎ野エリアにも、保育園または認定こども園を作って欲しいです。進学する時、同じ学区の子が少ない様に感じる。 
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346 40 代(50 歳含む) 男性 野幌地区 

このアンケートでは、子育てや健康について、市は良く取り組んでいて、その事を知っていますか？といったスタンスに見えますが、子どもの医

療費のサポートが中学・高校までサポートがある市町村が多い中、また小学校では給食費のサポートも無く、どのあたりが子育てに優しい町と

なっているのか疑問に感じます。仕事以外で若い人を江別に増やしていくための取り組みとして、上記の改善を期待します。 

348 30 代 女性 野幌地区 段ボールや雑誌の資源回収が分かりにくい。入居先毎に、どうしたらいいか分かるようにしてほしい。 

350 40 代(50 歳含む) 男性 野幌地区 
札幌の土地高騰で郊外に家を建てる人が増えているので、江別の土地を、もっと魅力的に市として広くアピールする事が、江別市の今後にも良

いと思います。 

351 40 代(50 歳含む) 男性 江別地区 子どもの医療費の無料化。 

353 40 代(50 歳含む) 女性 大麻地区 

子どもの医療費助成が小学校 6 年生（札幌市）または中学校 3 年生（北広島市）になると、子育て世帯にはとても魅力的だと思います。チラシ配

りで市の小学校を廻らせていただいたのですが、校舎の趣があり、造りがおしゃれで、環境ものびのびとしていて、もっと通う子ども達が増え

て、活気付いていくと良いと思いました。 

356 40 代(50 歳含む) 男性 大麻地区 
小中学校の学力が札幌市と比較して低いため、学力向上に向けた取り組みを強化すべき。学校側の意識も低い。住みやすい街だと思うが、こ

の点が残念である。学力向上の取り組みを法化していることをアピールして、人の増加に繋げるべき。 

358 20 代 女性 野幌地区 桜は日本の国花なので、本数を増やした方が綺麗だと思いました。 

359 20 代 男性 江別地区 ドンキホーテなどの大きな商業施設があると、ありがたいです。 

364 30 代 女性 野幌地区 江別市はとても住みやすいです。 

366 20 代 女性 野幌地区 

・JR の本数増。 

・運休遅れを最小限に。 

・コンビニを増やす。 

・ゴミ収集の回数を、１回でも増やす。 

・公務員のお給料を増やしてください。 

・ガソリン支援。 

・バスが新さっぽろまでしかないことが不便。 

・保育園の受け入れを増やす。 
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367 30 代 女性 江別地区 
支援センターはたくさんあって助かるが、札幌市の様に、子どものワクチン助成が無くて残念だった。他の市町村はオムツ代の補助等がある

が、江別はそういう物があまり無いと思う。もう少し子育ての負担が減る市だと、ずっと住んでいたいと思う。 

368 30 代 男性 江別地区 
平均的に風が強い地域のせいか、時々一般家庭のゴミではないゴミが飛んでくる。市から市内の企業に対し、廃棄物やその他ゴミの管理をしっ

かり行う様に指導してほしい。 

373 20 代 女性 野幌地区 行政や自治会のデジタル化を進めて欲しい。 

374 40 代(50 歳含む) 女性 大麻地区 緑を残してほしい。 

375 30 代 男性 野幌地区 若葉町側に、小さくても良いのでスーパーがあったら便利です。 

376 40 代(50 歳含む) 女性 大麻地区 

高齢者の多い地域だと、自分の世代は暮らしにくさを感じる。雪に慣れていないため、除雪当番が回ってきても、どうしていいか分からなかっ

た。また、正社員として働いていて家にいない時間が多く、回覧板を回すのが遅い等、専業主婦の方や退職されて普段家に居る事が多い方に

指摘され、辛い思いをした。働く世代でも暮らしやすい街になってくれると嬉しいです。 

377 40 代(50 歳含む) 女性 野幌地区 今年の大雪で、除雪の状況に驚きました。人口が増え、買い物などとても便利な市だと思っておりましたが、冬の除雪対策は必要と思います。 

378 30 代 女性 野幌地区 
買物や札幌に行ったりするには、とても良い街だと思っています。ただ、冬場の除排雪をもう少し丁寧にしていただけたらと思います。子どもが

小学校に上がりましたので、道路の見通し等、通学路の安全確保をしてほしいと思います。 

380 20 代 男性 大麻地区 市役所が綺麗になったらいいと思います。 

381 40 代(50 歳含む) 男性 野幌地区 

40 歳以下をターゲットとしたアンケートなのに、紙で実施するのが無駄に感じられる。QR コードで、スマホで行う方が良い。このアンケートの資

料にムダな労力を費やし、税金が使われていることに失望する。市役所に ICT 化を出来る人材がいないのか。紙も送料も無駄ではないか。江

別市に失望しました。 

383 30 代 男性 江別地区 
・保育園が少ない。 

・育休の短時間保育の意味が分からない。それでは子どもが増える訳が無い。 

385 30 代 男性 江別地区 子育て世帯にとって、屋内遊びの施設はかなり重要です。拡充に期待いたします。 

386 20 代 男性 江別地区 保育料を安くしてほしい。 

387 40 代(50 歳含む) 男性 大麻地区 18 歳以下の子どもの医療費無料化を検討してほしい。 
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389 30 代 男性 江別地区 
条丁目地区等、江別駅前の再開発に注力頂きたい。特に江小跡地、商店街、王子製紙社宅跡地等、価値のある未利用地の活用を進めて、人

流の創出につなげてほしい。宅地不足の昨今、宅地転用で活性化に繋がるのではないでしょうか。 

390 20 代 男性 野幌地区 

・昔に比べて駅周りがとても綺麗になりました。しかし、白樺通りから高架下の道に入ると、かなり雑草が生い茂っています。少しもったいない気

がします。 

・野幌若葉町に住んでいますが、道路、歩道、公共林等の劣化、破損が目立ちます。新しく住宅整備された場所以外で戸建ての住宅を建てる

と、歩道との境界が破損しているので、定期的に調査して修復していただけると助かります。 

391 30 代 男性 大麻地区 

近くによく子ども達が利用する公園が有るのですが、冬に自治会の一斉排雪で公園に大きな雪山が作られ、春先に中々雪が溶けず、遊べませ

んでした。遊具は点検が終わるまで遊べないのは仕方ないのですが、雪が溶けていれば砂場は使えたのにと思いました。更に、柵やベンチが

壊れ、桜の木の枝が折れていて、これが毎年の事だとしたら無駄な経費だと思いました。 

393 20 代 女性 大麻地区 江別はゴミの分別も楽だし、市役所の人も優しい。交通もバスと JR があるので便利。美味しいご飯処もたくさんあって好きですよ。 

394 20 代 男性 大麻地区 冬の道路の除雪・排雪を、もっときちんとやってほしいと思いました。 

395 30 代 男性 大麻地区 もう少し子育てに優しい所にしてほしい。特に保育園、小児科など。車が無いと、保育園も小児科も行きにくい。 

399 20 代 女性 大麻地区 冬期の除雪の見直し。 

400 30 代 男性 江別地区 
除雪の仕方が酷い。道路全てにおいて通行出来ない様な状態が続いて、生活に影響した。排雪業者などの大変さは分かるが、あまりにも酷す

ぎる。改善を求めます。ホームページ等を見やすく分かりやすくしてほしい。 

404 30 代 男性 江別地区 
・江別駅周辺の発展。 

・古くて使われていない建物や空き家の撤去。景観の改善。 

405 30 代 男性 大麻地区 文京台にスーパーを誘致してほしい。特に業務用スーパー。買い物の移動時間が掛かります。 

406 30 代 女性 野幌地区 
・除雪がもっとスムーズになってストレスを感じなくならないと、知り合い等に引っ越しをお勧め出来ない。 

・道の駅が欲しい。 

408 40 代(50 歳含む) 男性 江別地区 公園など、焼肉が出来る所が少ないので、増やして欲しい。 
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409 40 代(50 歳含む) 男性 大麻地区 

医療体制を充実させてほしい。 

・コロナ禍で受診拒否される事例有。 

・救急車の受け入れが札幌のため、家族の対応が大変。 

・医師不足のため、定期通院を拒否される。 

以上の事から、医療体制が不十分だと感じています。 

410 30 代 女性 江別地区 

江別に引っ越して来て、会社も近く、車も無いため、人と知り合うことが出来ず、会社以外で中々友達を作ることが出来なかった。なので、とても

孤独を感じ、外国にいる様な気持ちになった。もっと気軽に参加出来て、地域の人と交流出来るような場やイベントがあったらいいなと思う。コロ

ナのことも有り、悩ましいとは思うが、私の友達も数名コロナで鬱になってしまったので、少しでも話が出来る場が有るといいと思う。 

412 40 代(50 歳含む) 女性 野幌地区 

江別市の物産品が少ない。江別産のお土産がもう少し有ると良いと思う。エブリは、子どもも楽しめる様な展示や遊具があれば良いと思う。夏

は昆虫の展示ややつめうなぎの水槽展示など、行って楽しい、見て楽しい、というコンセプトがあればいい。市外からのゲストを連れて行って楽

しめる所が少ない。 

413 40 代(50 歳含む) 女性 大麻地区 

公共施設や農産物・特産品を扱う施設へのアクセスが良くない。自家用車ありきの所が多く、車を持たない人は、利用したくてもハードルが高

い。難しいかもしれないが、安価なコミュニティバスや民間バス会社と協業し、市民の足を充実させてほしい。大麻と文京台は、鉄道線路により

南北の行き来が不便。跨線橋は私が物心ついた時からあったが、大変老朽化している。夏も冬も通るのが怖い程である。特に、高齢者や心身

不調の方には大変だろうと思う。スーパーや銀行、公共施設への利便性を考え、修繕や新設を望むが、費用面で難しいのであれば、JR 大麻駅

の中のエスカレーターを利用できるようにするのはどうか。定期券のように通行証を作成し、申請者には月数百円で利用できるようになれば、

かなり楽だと思う。JR と交渉してほしい。 

414 40 代(50 歳含む) 男性 大麻地区 
NHK の土曜夜ドラ「17 歳の帝国」をご存じですか？データの活用部分では、まだまだ人間の出番は多いと思いますが、市政に AI 導入というの

は、いずれそうなるかもしれませんね。全国平均と比べた江別市の強みと弱みを、市の職員の方々は答えられますか？ 

415 40 代(50 歳含む) 男性 大麻地区 札幌が近いので、貸農地で野菜栽培などに挑戦しながら働きたいという人を、呼び込みやすいと思います。 

416 30 代 男性 大麻地区 小中学校の選択に、もっと自由度があっても良いと思います。 
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418 40 代(50 歳含む) 男性 大麻地区 

1．ゴミの個別回収 

ゴミステーション設置に関して、在住住民間での闘争を回避するため。 

2．除雪 

降雪 10 ㎝毎に夜間の除雪車による稼働を実施しているが、間口に置き雪されると私有車での出勤が困難になる。駐車してある間口には極力

置き雪は回避されたい。 

3．排雪 

市での排雪は昨シーズンだと 1 回の排雪作業であった。出来れば月 1 回の排雪作業を希望する。そのための地方消費税は歓迎する。尚、個別

に地方税を増納税して、除排雪作業の複数回を希望する。 

419 20 代 女性 野幌地区 保育園の充実。子育てしやすい街づくりを今後も続けて欲しい。 

423 30 代 女性 野幌地区 除排雪について、今年は凄く困りました。 

424 20 代 女性 江別地区 江別駅がもっと充実してほしいです。 

427 30 代 女性 江別地区 街灯が暗い。札幌市は LED が多く、夜も安心して歩けます。 

430 30 代 男性 野幌地区 
・除排雪に力を入れて欲しい。置き雪を捨てる方法がありません。子ども医療費の助成を拡大してほしい。深夜に暴走車の騒音がひどい。取り

締まってほしい。 

432 30 代 女性 野幌地区 これから豊幌に引っ越しです。スーパーや中学校などを増やして欲しいです。 

433 30 代 男性 大麻地区 
子どもがいない若い夫婦への支援が手薄と感じる。子育て世代や高齢者から外れた人たちへも、住宅購入助成金等の何かしらの恩恵があれ

ば良いと感じた。 

434 40 代(50 歳含む) 男性 大麻地区 

プラゴミが分別されていないので、ゴミ袋代がとてもかかる。・除雪がかなり不安。今まで住んだ町は、（旭川、富良野、東川、札幌）いつも綺麗

に除雪されていた。春以外に車が埋まることなど無い。車は FF でも大丈夫だった。冬にここまで不安になったことは無かった。東川では中 3 ま

で医療費が無料だった。美瑛では、全員給食費無料、小中学校の入学物品、制服などは無料だった。江別市が子育て関連が充実している印

象は無い。大麻地区を発展させてほしい。・町内会で除雪・排雪費を負担、それも会費の半分、年に 1 度の排雪が来るまで耐えて待つのは信じ

られない。家の前で何度も埋まるから、出掛けられない。酷すぎて、他市に住んでいる知人・友人と、かなり話題になりました。埋まるので車を４

WD に替えました。痛い出費です。こんな風に住民にお金を負担させるのはよくないです。残念です。 
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435 30 代 男性 大麻地区 子育てしやすい街づくりを、どんどん進めて欲しい。 

439 40 代(50 歳含む) 女性 大麻地区 
空き室の目立つ団地や集合住宅のリノベーションによる公共施設化。ワーキングスペース、子ども食堂、ギャラリーやアトリエなどへの転換。 

江別市民や江別の小中高校・大学への、低価格でのレンタル。 

440 40 代(50 歳含む) 女性 大麻地区 学童を増やして欲しい。無いと安心して働けない。 

442 30 代 女性 大麻地区 3 番通り道路の、中央の木がある所、冬は無かったら良いのにと思います。全部道路になります様に。 

444 40 代(50 歳含む) 女性 大麻地区 ２LDK 以上のマンション・アパートが古い。または数が少ない様に思う。公園が同じような作りで古い。 

445 30 代 男性 野幌地区 
歩道がデコボコしていて、ベビーカーや自転車で通りにくい。歩道への段差も高い所が多い。住民票取得など、市役所のサービスで、土・日・祝

日も対応してくれる場所が一カ所でも有れば有難い。市道民税の支払いを、クレジットカードや電子マネーで支払い出来る様にしてほしい。 

446 30 代 男性 江別地区 江別駅の改札が、片側しかないのがとても不便です。無人でもいいので、南側にも改札を作って欲しい。 

447 40 代(50 歳含む) 男性 江別地区 

・プラスチックゴミのリサイクル化 

リサイクル出来るものを、燃やせるゴミで出すのは何故か。 

・除排雪の予算充実 

0 時時点で 20cm の積雪が有れば除雪が入ると近所の人から聞いたが、その日も翌日も入らなかった。JR は元よりバスも運休で、車で出勤しよ

うとしても除雪が入らないので車も出せない。８ｍの前面道路なのに、本当に困りました。年々積雪も増えていると聞いています。予算の増加が

必須。 

449 30 代 女性 江別地区 

転入して、幼児のフッ素塗布料金が掛かるのに驚いた。幼児医療も料金が掛かり、驚いた。子育てしやすい街だとインターネットで見たので残

念です。支援センターの内容もあまり無く、自分達親子で遊ぶだけのスペース。先生も沢山いるが、一部の利用者とだけ交流して、あまりコミュ

ニケーションが取れない。市で行っている健康診断も、帯広は 35 歳からだったが、江別は 40 代からで、料金も高く、驚きました。 

450 30 代 女性 野幌地区 ニトリ、イケア等、家具屋さんが出来ると嬉しい。 

452 40 代(50 歳含む) 女性 野幌地区 

江別は農家が多く、私もなるべく地産地消したいと考えていますが、有機野菜や無農薬のものが少ないのが残念です。私は、EBRI か札幌まで

購入に行っています。そういうものを販売するお店が増えてくれることを願っています。また、他にも取扱店が有るなら知りたいです。飲食店も、

無添加のお総菜屋があれば、毎日でも通いたいです。 
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454 20 代 男性 大麻地区 
除雪作業を徹底して下さい。横すべりで事故の危険がある所が多すぎます。3 番通りなどの幹線道路もデコボコになりすぎです。融雪剤を撒く

前に、クレーダーで平らにしっかりと除雪するべきだと思います。来シーズンはよろしくお願いいたします。 

455 20 代 女性 江別地区 野良猫の保護活動に力を入れてほしい。 

456 30 代 男性 江別地区 真夏の深夜に、重機を用いた道路工事を行うのは辞めて欲しい。 

457 20 代 男性 江別地区 
・市役所を新しくした方が良い。その方が移住者は増えると思う。 

・カラス被害防止の為、組み立て式ではない、ごみ収集ボックスの設置。 

462 20 代 男性 野幌地区 
子育てがしやすい街だと聞いているが、子どもが生まれたばかりなので、金額や雰囲気、特徴などの各保育園の情報などが、もっと分かりやす

くなっていれば有難いです。 

464 30 代 男性 江別地区 
・除排雪、特にバス路線の充実。 

・コンビニや道路整備等、江別駅前の見直し。 

467 40 代(50 歳含む) 男性 野幌地区 
産院が総合病院にしか無く、第二子は市外で出産予定です。子育て支援に力を入れているのであれば、産む場所も増やして欲しいと思いまし

た。 

469 30 代 女性 江別地区 

通勤で江別駅を利用しています。江別駅周辺をもっと活性化してほしいです。駅を利用する人は多いのに、駅周辺にお店がなく、非常に寂し

い。「ノスタルジックな街」「文芸の街」造りをしていくのはどうか。古い建物を再利用したカフェが、もっと増えてもいいなと思うし、江別の作家の

陶芸なども素晴らしいので、ギャラリーがあってもいいのではと思います。若者も年配者も遊びに来ると思います。 

471 40 代(50 歳含む) 女性 大麻地区 
・放課後児童クラブが、札幌市に比べて充実しておらず、がっかりしました。共働き世帯のために改善を望みます。 

・子ども医療助成について、近隣市町村と同レベルになることを望みます。 

475 40 代(50 歳含む) 女性 野幌地区 ユニクロなど、買い物しやすいファッション系のお店が増えてくれたら便利で良いなと感じています。 

477 20 代 女性 大麻地区 
目的が大学なこともあって、転入前は江別のことを知らなかったが、江別の情報誌「えべつコレクション」と大学で出会ってから、この街が魅力的

に感じ、出掛けるきっかけになっている。「えべチュンクエスト」も、楽しく参加させてもらっています。 

481 30 代 男性 大麻地区 

・厚別区に比べて住宅街の街灯が少なく、とても暗い。2 番通りの大麻中央公園辺りも、木々がうっそうと茂っていることに加えて、街灯が暗い

ので、怖い。 

・大麻東公園に遊具がほぼなく、今ある遊具も古いので、新しくなったらいいと思う。 
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484 20 代 男性 野幌地区 

江別市に引っ越して 1 年経ちましたが不満は特にありません。ただし、除雪車が通るたびに多量の雪を残され、スコップも容易に入らないような

押し固められた雪を除雪しなければならなかった点に関しては、非常に大変でした。子どもが小さいので、その度に留守番させるのも不安なの

で、改善していただきたいです。置き雪について、除雪窓口に相談して見に来たパトロールの職員が、「ここに車を置いているのが悪い」（敷地

内の駐車場です）、「駐車場の雪を道路に捨てているんじゃないの」と言われ、更に偶然外に置いてあったスコップを見て「そんなので除雪して

いるの？ママさんダンプじゃないとやっていけないよ」（もちろん持っています）など、こちらに原因があるかのような言い方をされたのが、非常に

不愉快で納得ができませんでした。災害レベルの大雪でしたので仕方ない部分もあることは理解していますが、その方の対応があまりにも酷か

ったので、他に同じような対応されている方が増えない様、こちらに書かせていただきます。 

486 20 代 女性 野幌地区 
江別市はとても素敵な街です。ただ、野幌駅周辺が、少し寂しく感じます。風が強く、臭いが気になる事もありますが、良い所も多いので、都市

開発が楽しみです。 

488 30 代 男性 江別地区 

・江別駅周辺の再開発。 

・商業施設の誘致。 

・子育て世帯への金銭的補助。 

・人口増への市政転換、予算投入。 

489 20 代 女性 江別地区 
除雪をどうにかしてほしい。今年は酷すぎたと思います。弟が除雪の仕事をしているので、除雪する側の事情も分かりますが、家の前に雪の塊

をどっさり置いていかれ、あれは除雪というのでしょうか。色々あると思いますが、仕事なら責任を持ってやってほしいです。 

490 40 代(50 歳含む) 男性 大麻地区 
郊外の夕鉄、中央バス路線の利便性を、大幅に補助してほしい。タクシーなどの補助もあるといい。自動車への依存を減らせる様にしてくれる

と、助かります。 

491 40 代(50 歳含む) 男性 野幌地区 毎年、除雪の入りが遅い。他市町村に比べて、除雪が雑。通勤・通学の際、大変な思いをしている。 

495 30 代 男性 江別地区 公園の砂場について、江別ではキツネをよく見かけるので、柵やネットを設置した砂場を作って欲しい。 

497 30 代 男性 江別地区 

公園の遊具の点検の実施日や開放日等を、ホームページ等で教えて欲しいです。公園に行った際に遊具が開放されておらず、子どもを近づけ

ない様にするのが大変でした。知っていたら、公園に行かなかったのにと思いました。事前に調べたのですが分からず、もし掲載していたとした

ら、もう少し分かりやすい場所に載せてほしいです。 
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498 30 代 男性 野幌地区 

SNS を見ていると、江別市の各企業やお店が活気溢れる様に感じます。今後も、一層住みやすい町になることを期待しています。私の様に、こ

れから家を買いたい・建てたいと思っている方が札幌に沢山いると思います。しかし、札幌の土地は単価も高く、札幌近郊を考えている方がほと

んどだと思います。そういった人たちに対して SNS を通じて魅力を伝え続ければ、移住希望者はもっと増えるでしょう。 

499 30 代 男性 野幌地区 
昨年 JR が雪の影響で運休が多く、通勤が出来ない日があったので、通勤手段や交通状況の整備をしてほしい。交通量の多い道路に、信号付

きの横断歩道を設置して欲しい。子育て補助がより手厚くなって欲しい。より充実した保育施設を。 

500 30 代 男性 野幌地区 野幌駅の特急列車停車化 

508 20 代 男性 江別地区 
冬の除雪について、昨年度は雪の量も多く、除雪は大変だったと思いますが、自宅前の歩道に雪山が作られ、駐車場出口に段差が作られて、

車の出し入れがすごく大変でした。除雪の仕方について、もう少し検討して頂きたい。 

512 30 代 男性 大麻地区 3 番通りは歩道のデコボコが多く、ベビーカー・自転車での走行に危険を感じる。 

513 20 代 男性 野幌地区 難しい事は分かっていますが、今年の雪には苦労しました。引き続き対応の程、よろしくお願いします。 

514 30 代 男性 野幌地区 

小さな子どもがいたり、自分が高齢になったりした時に通院が増えるため、江別市内にもっと様々な診療科目の病院が増えると助かります。産

婦人科が少ないと思いました。また、我が家は角地で、陥没、穴、マンホール部分の盛り上がりといった道路の劣化により、トラックや大型乗用

車が通行した際に、震度 2,3 相当の揺れを感じ、早朝、夜の時間帯は睡眠が阻害されます。雪が積もる冬は全く揺れを感じないため、道路の劣

化による所と思います。静かで平穏に暮らしたいと願い移住して参りましたので、道路の補修工事はしっかりとして頂きたいです。 

517 30 代 男性 大麻地区 
子どもがいる家庭への支援を引き続きお願いします。近郊から江別に来ていただける様な駅周辺開発や、子どもが遊べる商業施設の設置を進

めていただきたい。 

518 30 代 男性 
 

除排雪は、計画的かつ迅速に進めて欲しい。 

520 30 代 男性 野幌地区 陸上が盛んではないことが残念です。 

522 20 代 女性 野幌地区 
大学生が多いので、大学生が住みやすいまちづくりをしていただきたいです。今回、転入時期が中途半端で、あまり良さが分からず転入してし

まいました。バイトをするくらいカツカツなので、そういう人に対する援助があると嬉しいです。 

525 30 代 男性 江別地区 

比較的大きな公園は、遊具や広場が充実していて子どもを遊ばせやすいのですが、住宅街の昔からあるような小さな公園は、遊具が古かった

り、砂場に動物やカラスのフン等が落ちていたり、砂場の砂が固く、安心して子どもを遊ばせることが出来ません。小さな公園を綺麗にして頂け

るとありがたいです。 
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529 30 代 女性 江別地区 動物愛護に力を入れて欲しい。ルームメイトやシェアハウスなど、生活費を節約できるシステムを入れて欲しい。 

530 30 代 男性 江別地区 有料で良いので、大型コンビネーション遊具のある公園や、家族で遊べるテーマパーク等、子どもが楽しめる街だと嬉しいです。 

532 30 代 男性 江別地区 

出身が江別市です。就職で名寄市に 10 数年住み、昨年度から 2 年間の派遣で江別市に戻ってきました。江別市は昔から札幌も近く、住みやす

いと感じます。色々な人と出会い、江別市の話も耳にしますが、皆、江別は良い街と評価してくれています。もう少し、宿泊施設や研修施設があ

れば良いと感じます。後は、野幌駅にも JR の特急が停車するようにすれば、利便性が増すと思います。今後、北広島市のボールパークに道北

から訪れる場合、野幌から江別恵庭線のシャトルバスが通る様になれば、野幌駅の利用者は今以上に増加すると思います。また、江別駅周辺

にもっと色々な起業をして貰い、江別駅から蔦屋書店間のラインを活性化するようにすべきと感じます。 

533 20 代 
 

野幌地区 冬の際、道路に雪が積み上げられ過ぎて車や歩行者が見えないので、除雪に力を入れて欲しい。 

534 40 代(50 歳含む) 男性 大麻地区 
・子どもの医療助成の対象を広げて欲しい。 

・2 人目の保育料を無償にしてほしい。隣の札幌・岩見沢は、無料だった。 

536 20 代 女性 大麻地区 江別と大学生のプロジェクト「EBETSUto」さんの活動を知り、江別の魅力を感じています。まちと関わり繋がる、素敵な活動だと思いました。 

537 40 代(50 歳含む) 男性 野幌地区 

子育て世帯への支援が充実していない。大きな公園や大きな遊具、水遊び場等がなく、子どもの遊び場が少ない。他の自治体は、中学生くらい

まで医療費が掛からない所もあるが、江別ではそうではない。札幌市に通勤できる地域だから、子育て世帯を増やすなら、もっと子育て世帯の

事を考えたまちづくりを進めた方がいいと思います。 

538 30 代 男性 野幌地区 

現在 8 歳、2 歳、0 歳の子どもを育てています。支援センターすくすく、ゆうあい、ぽこ あ ぽこ等を利用していますが、広々と使えて、綺麗で、と

ても良いです。有り難く思っています。ぽこ あ ぽこの託児システムも、とても有り貰えて癒されています。子育て支援の充実を、今後もよろしく

お願いします。 

539 30 代 女性 野幌地区 
ゴミ収集について、ペットボトル等の回収日を、週1回にしてほしい。プラゴミについても、嵩張るのでリサイクル回収してもらいたい。除雪が雑す

ぎます。家の前に硬い雪の塊を置いていくのを辞めてもらいたいです。子どもが産まれてゴミ袋が貰えるのは、有り難たいです。 

540 30 代 男性 野幌地区 

・保育施設の充実化。 

・子どもの医療費無償化。札幌市と同レベルが希望。 

・除雪・排雪の市民の負担軽減。 

541 40 代(50 歳含む) 女性 野幌地区 公共料金の支払いで、江別市水道局もクレジットカードに対応すると嬉しい。銀行引落としも、住信 SBI 等ネット銀行が対応すると嬉しい。 
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542 30 代 男性 大麻地区 
文京台の地区に保育園が無いので線路を渡らなければならないが、アンダーパスまで行かないと渡れないため、かなり不便。野幌の様に、とま

では言わないが、リスク分散などの点からも、複数箇所で線路を越える事が出来ると嬉しいです。 

543 30 代 女性 江別地区 

・医療費を、せめて小学 6 年生までは無料にしてほしいです。 

・保育士不足・確保の難しさは有ると思いますが、もっと待機児童、特に乳児が少なくなり、望んでいた家庭が保育園に入所しやすくなるのが理

想です。 

544 30 代 男性 野幌地区 

今年の雪の多さに驚くと同時に、札幌との雪の除排雪のスピードの違いに更に驚きました。また、小学生の放課後に子どもを預ける施設の少な

さに疑問を感じました。民間ばかりで、とてもお金が掛かる。札幌市には、ほぼ無料で子どもを受け入れてくれる所が沢山有るので、小さな子ど

もはとても育てにくい地域です。 

546 20 代 女性 野幌地区 冬場の除雪にもっと力を入れて頂ければと思います。道の状況が悪く、いつ事故が起きてもおかしくない状態でした。 

547 30 代 男性 江別地区 
・商業施設を増やして欲しい。 

・江別駅周辺の活性化。 

548 30 代 女性 大麻地区 

・子どもの医療費助成制度の拡大をすると、子育て世帯がもっと住みやすい環境になると思います。近隣市町村では、中学校や高校卒業まで

支援している。 

・保育園から小学校でのフッ化物洗口の実施について、検討頂けたらと思います。北海道の子ども達は、むし歯になる子が全国平均よりも多い

そうです。石狩管内ですと、当別町や新篠津村が保育園や小学校でフッ化物洗口を実施しており、札幌市も実施検討中の様です。 

550 30 代 男性 江別地区 
子育ての面では、医療費をせめて小学生の間は無料にしてくれたらと思っています。子どもの多い市なので難しいと思いますが、だからこそ子

育てに力を入れてまちづくりをしてほしいです。公園も多く、子育てするにはとても良い所なので、よろしくお願いします。 

552 40 代(50 歳含む) 男性 江別地区 子ども医療費の助成について、小学生だけでも通院も対象にして欲しい。 

554 30 代 女性 野幌地区 札幌-江別間の地下鉄がほしい。 

556 30 代 男性 江別地区 土地購入の直後に、芝・雑草を刈れという通知・書面が届くのはどうかと思う。まずは「ようこそ江別へ」のような文章が先なのでは？ 

558 30 代 男性 大麻地区 

除雪が酷い。今年は大雪だったかもしれないが、今後、官舎から出て住むとなっても、毎年この調子なら到底住むことは出来ないレベルである

と感じた。車も相当破損しており、岩見沢市より大きい町なのに、岩見沢以下の体制とは思わなかった。道路には信号が少なく、交差点が運転

しにくい。住環境的には思ったより良く、文句は上記 2 点ぐらい。 

 


