
①年齢
⑥構想の
組合せ

⑨将来 意見・要望

1 ２０歳代 賛成 選択肢
北海道は、国の補助金・公共事業が無いと経済が成り立ちにくいところがあるの
で、夕張のようになくならないように、なるべく自立していけるように、財政の仕組
み・あり方をこれまで以上に真剣に取組んでほしい。

2 ２０歳代 反対 自立 反対

3 ２０歳代 反対 自立
生まれてからずっと北広島で育ってきたので、他の市町村と合併せずに北広島
を残していただきたいと思います。

4 ２０歳代 反対 自立

この事はよくテレビなどでやっていますが、正直あまり関心がありませんでした。
でもこの様に自分が住んでいる町について聞かれると色々と考えてしまいます。
何が北広島市にとって良いのかわかりませんが、ずっと住んでいる町なのであ
まり変わって欲しくないなと思います。

5 ３０歳代 賛成 選択肢

経済的な問題を解決することが優先されるべきことなのかもしれませんが、住民
一人一人に目が向けられなくなるのは困ります。高齢者や子供にばかり目が向
けられて、働き盛りの20～40代の人たちに仕事がなくなるのも困ります。全ての
年齢の人が住みよい町になるように人間の基本の衣食住はもちろん、精神的に
豊かになれるような自然・施設（病院、スポーツ、趣味など）・芸術面などの充実
が計られるとうれしく思います。

6 ３０歳代 反対 推進
夕張や歌志内のように市とは名ばかりで、市役所だけ市の体面を装うような事
はしないでほしい。また、市職員数、給与についても早急に是正されたい。

7 ３０歳代
どちらとも
いえない 選択肢

北広島と江別は、札幌のベッドタウンとしてよく似た住民層だと思う。北広島・恵
庭・千歳もJR線が同一上なので便利かとも思います。

8 ４０歳代 反対 自立
なぜ、恵庭市・千歳市との合併ではないのでしょうか。新篠津・当別方面より近く
あると思われます。また、よく行き来する方面は、恵庭方面だと思われます。

市民の意見・要望

○意見・要望総数95（北広島団地地区33　西の里地区６　大曲地区24　輪厚地区３　東部地区29）

北広島団地地区（33）
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9 ４０歳代
どちらとも
いえない 選択肢

将来合併が実現したならば、行政面も財政面も潤いのある、活気のある町にな
るようにと要望します。それには、様々な面から一つ一つ検討していくべき問題
であると思います。

10 ５０歳代 賛成 推進 前向きに早い結論を願う。時代を作り上げてほしいです。

11 ５０歳代 反対 選択肢
江別市は、市立病院の崩壊で医療の面で不安があり絶対に反対です。北広島
市は産科がなく、他市で出産を已む無くされている。市内で安心して子供が生め
るよう是非産科を要望します。

12 ５０歳代 反対 自立

北広島市は、現在でも人口集積地域が分散しており、行政的な一体感に乏しい
状況にあると思います。合併を行うと、この傾向がさらに進むため、地域づくりに
おいて望ましくないと考えられる。住宅地の集約化、郊外型ショッピングセンター
の立地を規制する等、コンパクトシティ化の推進に力を入れるべきであると思う。

13 ５０歳代 反対 自立 なぜ合併が必要なのかもっと市民に周知すべきです。（率直に）

14 ５０歳代 反対 自立
石狩市・浜益村・厚田村の合併がありましたが、なぜ北広島市も合併するのか、
またその必要性がよく理解できないのが実感です。

15 ６０歳代 反対 選択肢

市町村合併で北広島・恵庭・千歳市との合併が一番良いのではないですか。人
口の規模、農業などはもう既に恵庭市などと一体化しており、交通等もＪＲで一
本になっており、何より飛行場があることが一番だと思う。それによって工業や
流通面が有利ではないでしょうか。

16 ６０歳代 反対 自立
村であった農業と住宅団地開発による住民の増加であり、北広島市の町づくり
は難しいと思うが、北広独自の町づくりがあっても良いのではないか。

17 ６０歳代 反対 選択肢 合併先の財政状況、公共施設、福祉、インフラの状況などよく検討すべきです。

2



①年齢
⑥構想の
組合せ

⑨将来 意見・要望

18 ６０歳代 反対 選択肢
合併賛成です。管理稼動は、少ないほうが良いです。民間やNPOを移用して、
行政は軽くするほうが小回りがききます。

19 ６０歳代 反対 無回答 合併は絶対必要だと思います。組合せは、恵庭・千歳か又は、恵庭だけと。

20 ６０歳代 反対 選択肢

どのような市町村と合併すると、どんなメリットがあるのか。住民にどんな影響が
出てくるのか。そういう具体的な点をわかりやすく説明してほしい。国・道主導で
はなく、市民が納得し、市民にとって生活しやすくなる合併であってほしい。期限
にこだわらず、充分検討、準備してほしい。

21 ６０歳代 反対 選択肢

北広島は、ベッドタウンとして商工農のバランスがとれた安定期にあると思う。当
面、単独で自立していける段階にはあるものの22～3年での合併の体力までは
無いように思う。しかし、一方では少子高齢化の進行も放っておけない。就労人
口の減少からこのバランスが崩れるのが心配だ。その場合、減る分の収入を何
で補うのか。私は、農業強化がベストだと考える。命の糧である作物の自給率を
上げ、エコ産業として堅実に伸ばしていく。土地の有効利用の点からも環境保全
の面からも農業の役割は大きいと考える。合併の話は、その先に見えてくること
だと思います。地域の発展、住民生活の向上のためにも。

22 ６０歳代
どちらとも
いえない 選択肢

大都市札幌に近いのですが、隣町として特色のある、札幌とは違った良さ（自然
とか農産物とか…）を発信できると最高です。

23 ６０歳代
どちらとも
いえない 推進

新たな町づくりに対する財政支援をはじめ、いろいろな支援を受けるにあたっ
て、有効に運営していただきたい。

24 ６０歳代
どちらとも
いえない 選択肢

現在北広島市は、警察署は厚別警察署、社会保険事務所も厚別、税務署、公
共職業安定所など、主要官庁は札幌であり、札幌市との合併が望ましい。大曲・
西の里の住民は、札幌に向いている。

25
７０歳以
上

賛成 推進 札幌に次ぐ、第２の市となることを要望します。将来を展望して…

26
７０歳以
上

賛成 無回答
利害関係が良く分からないが、合併してより衆智を集め、前進することが大事だ
と思います。
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27
７０歳以
上

賛成 選択肢
合併自治体は、民間企業に準じた効率的運営を行い、合併後一定期間、監視・
指導・チェック機関を置いてはいかが。

28
７０歳以
上

反対 選択肢

道構想による江別市との組合せは唐突であり、市民の生活行動範囲によるつな
がりや交通条件（鉄道がない）などから見ても不自然であり、単に隣接市だから
という感があり、組合せの合理性が見当たらず絶対反対である。合併推進を進
めるならば平成12年の「市町村合併推進要綱」の長沼町・南幌町との合併につ
いて再度論議すべきである。

29
７０歳以
上

反対 自立 必然性が感じられない。

30
７０歳以
上

反対 自立

資本主義経済下で、金銭を無視するわけにはいきませんが、現在の社会環境
では、心・精神のあり方に配慮して、豊かな生活とはお金だけではない、人間的
なふれあいの中から真の余裕のある豊かな生活が期待できると思います。従っ
て、合併を検討する場合は、金銭的な面ばかりではなく、人情・芸術・文化の面
も検討の対象として重点的に取組む必要があると思います。

31
７０歳以
上

反対 自立 合併についての具体的な問題点を示されたうえで、回答したかった。

32
７０歳以
上

反対 選択肢
合併先自治体の財政など情報を提供してほしい。夕張市のような自治体であっ
ては困ります。

33
７０歳以
上

どちらとも
いえない 選択肢

高齢化が進んでいる中、保健（病院）・高齢者の娯楽施設が他の市町村より遅
れていると思う。特に大きな病院がなく、市民の不満が多いので、合併によるメ
リットを期待します。
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1 20歳代 反対 選択肢

市町村合併について同封のパンフレットを読みましたが、合併する利点が全く伝
わってきません。合併後に北広島市がどのような利点があるのかを具体的に提
示して頂ければ賛成になると思います。たとえば「市の年間予算が、この市と合
併すればこれだけ変化する。」とか、「市役所や公共施設はどう変化する。」と
いった合併に納得のいく利点、理由を挙げた上で、このようなアンケートに答え
たかったです。

2 20歳代 反対 自立

私個人としては市町村合併に反対です。なぜかと言うと市町村合併により逆に
行政赤字になっている自治体のほうが多いですし、合併した場合、国からもらえ
る補助金が多くなると思いますが、その補助金が、全然関係のないところで使わ
れる恐れもあるので合併しないでほしいです。

3 ３０歳代 賛成 推進 市の行財政改革をさらにスピードアップさせることが必要。職員数が多すぎる。

4 ３０歳代 反対 自立

議論のスタートは、少子高齢化に対する行財政改革だと認識しており、合併あり
きではないと思う。パンフレットによると、適切なサービスが受けられる目安が人
口３万人程度とあるのに対して、合併案では人口21万人と矛盾しており、その点
に関する説明がない。今の北広島市の人口が３万人を超えており、サービスが
仮に不足していれば、国や道は、同等の支援をすべきでは。パンフレットには、
一般論しか書かれておらず、北広島市がどこどこの市町村と合併した場合に想
定されるメリット・デメリットを具体的に検討、提示してから住民と論議すべきと思
う

5 ３０歳代
どちらとも
いえない 選択肢

合併については、検討すべきであるが市民の声をよく聴いてほしい。市の職員
の利便だけを追及するのではなく、住んでいる人が、何を考え、何を望んでいる
のか真剣に考えてほしい。職員の給料は、どこからきているのか今一度、考え、
そして実行してほしい。

6 ４０歳代 反対 推進
札幌市との合併をすすめ、大規模な経済圏を形成することが必要だと思いま
す。

西の里地区（6）
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1 20歳代 反対 選択肢

今のところ合併の必要性はないと思うが、将来的な選択としては考えてもいいと
思う。札幌市との合併は、事実上無理かもしれないが、北広島と札幌との繋がり
は生活面で強いので、もし合併を選ぶなら道などに要望し、札幌市と合併して欲
しいと思う。

2 ３０歳代 反対 選択肢

市町村合併によって何がプラスなのかマイナスなのか、正直に全く理解できない
でおります。おそらくどの市町村と、もしくは単独のまま北広島市で有り続けよう
と、今現在の日常パターン・通勤・買い物・病院等は札幌市に全て頼っているも
のは変わりないと思います。

3 ３０歳代 反対 選択肢

公園の整備、特に撤去した遊具を整備するとか、ゴミステーション等の環境を整
えるとか目に見えることから少しずつして欲しいものです。「市立病院」もないし、
大曲付近には特に耳鼻科・眼科は、札幌に行ったほうが近いことがある。医療
関係も良くして欲しいです。「札幌郡」の時の方が、まだ良かったかも…　「市」に
なったのにあまり進歩がないように思います。交通機関が発達した位でしょう
か。

4 ３０歳代 反対 推進
市町村合併で市町村長・議員・職員数など経費が節減でき、とても良い事だと思
う。

5 ４０歳代 反対 選択肢

札幌市から北広島市に家を建て、住んで10年以上になりますが、公共料金や税
金など大変な負担を感じて生活してきました。北広島市は、札幌市以外との合
併をしても、もっと今以上に負担を強いられると思えてなりません。北広島市に
住んで良いことより悪いことばかりなので、江別や当別との合併はありえないと
思います。地域的に考えてもこれから栄える場所ではありません。老人ばかりの
地域と合併してはいけないと思います。

6 ４０歳代 反対 選択肢

大曲地区は、距離的にも札幌の施設を利用したほうが便利であるのに、交通機
関の便も少なく、料金が優遇されません。子供の数が多く、高校の学区が統一さ
れれば、札幌市へ通学する生徒が増加すると考えられます。行政的視点は、私
たちにはあまり理解できませんし、市民の利便性を考えれば、縦に細長く、距離
の遠い市町村と合併する意図がよくわかりません。日常生活におけるプラス面
をもっと具体的に考え、打ち出して下さい。

7 ４０歳代 反対 選択肢

大曲地区の36号線沿いと大曲通沿いとでは、交通の便があまりにも違いすぎる
と思います。通勤や通学にもバスの本数がなく、自家用車に頼らなければならな
く、どこの駅にも行きづらい。10年住んでも何も変わらない。年をとったら住みづ
らい。こんな状況で合併なんて賛成できない。

大曲地区（24）
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8 ４０歳代 反対 選択肢

北広島市内でも、ＪＲ北広島駅周辺と大曲地区は、同じ市内とは思えません。大
曲、西の里地区は、買い物・病院ほかほとんど札幌市を利用しています。小さい
市の財政状況も大事ですが、上記のような状況があって、市と言えるでしょう
か。それぞれの市町村の住民の方々の生活範囲をまず考慮すべきだし、ただ人
口と距離によって合併するようなことは絶対に止めてほしい。

9 ４０歳代
どちらとも
いえない 選択肢

合併後、病院が減るとか、除雪が今まで以下になるとか生活が変わらないこと
が原則です。

10 ４０歳代
どちらとも
いえない 選択肢

市町村合併について詳しいことは良く分からないですが、将来の明るい地域づく
りの為に検討を充分な程にする必要があると思います。もっと市民が話し合い
の場に参加をして、話をもっと聞ける場を持ったら良いと思います。

11 ５０歳代 賛成 推進

小さな行政単位に全ての担当業務を置くことの費用負担を合併により効率的に
節減していく必要がある。窓口機関は、出張所程度で充分対応可能と思いま
す。（情報通信の進歩により）議員や公務員の削減と重複構造の集約化が急務
です。市同士の合併は理想ですが、町村が取り残されてしまうため、取り込みは
やむを得ないでしょう。全ての住民に同じ利便性を平等に与えることは、費用の
面で無理なのでプラス面とマイナス面のバランスには、気を配る事が必要です。

12 ５０歳代 反対 選択肢

北広は札幌の衛星都市であり、ベッドタウンである。札幌に仕事を持つ人が多
く、つながりは極めて深いものである。経済文化ともに札幌に依存すること大で、
人的にも切れない。札幌との合併は自然であり、市民感情も悪くないと思う。逆
に構想の形態は、不自然で地理的にも違和感があり、仲間意識も湧いてこな
い。是非とも札幌に吸収されるべきである。

13 ５０歳代 反対 推進

今まで暮らしてきて、札幌市民であるという意識が強かった。いろいろな面でも
札幌に入ることを希望する。コンサートホールなどを作っても、私たち大曲地区
は札幌に足を運んでいる。買い物なども札幌に行っている。子供が札幌の大学
に行っていますが、北広島に入るとバスが急に110円くらい高くなる。交通費が
高く負担になっている。

14 ５０歳代 反対 選択肢

市町村合併推進構想にとらわれず、北広島市として最善の道を選ぶよう検討す
べきである。当別・新篠津というと、どうしても石狩市圏という感覚から抜けられ
ない。やはり恵庭・千歳のほうが、将来性から見て外せない。千歳・苫小牧を中
心とした、空港・製造業・情報産業等を視野に入れるべきである。

15 ５０歳代 反対 選択肢
大曲中心には商業施設ができず、街のはずれにばかり大きな商業施設ができ、
マイカーを持っている人中心の市づくりをしているように思えます。

16 ５０歳代
どちらとも
いえない 選択肢

構想でもこんな話に驚いています。基本的にも、今のままで十分だと思っていま
した。しかし、北広島市の発展につながるなら…
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17 ５０歳代
どちらとも
いえない

選択肢

大曲に住んで３０年余り、国道36号線がありながらなかなか便利にならない大曲
です。もともと大曲は、月寒と繋がりがあったと聞いております。大曲地区・西の
里地区を札幌と合併とはいかないものか。北広の市街地に行くことはほとんどな
く、買い物、医療も札幌市内です。もっと市街地が近いといいのですが。市役所
庁舎は、なんとかならないものですか。継ぎ接ぎだらけの庁舎は市になったので
すから、場所を熟慮して、住み良い北広島にしてください。

18 ６０歳代 賛成 自立
財政内容のよくない市町村の合併と思えるので、今から積極的な自立行政を心
がけるべきである。

19 ６０歳代 反対 選択肢

滝沢村（岩手県）などから行財政改革、広域行政について学ぶことが多くあるの
ではないか。自立したまちづくりを全力で市民も参加すべきである。しかし、旧態
依然として行財政改革が進まないのであれば、将来に選択肢として検討を続け
るべきである。

20
７０歳以
上

賛成 選択肢
当市においても財政的には苦しい状況の中、合併も他町村の財政状況を見て
考えても良いと思う。これ以上の住民負担は避けるべき。

21
７０歳以
上

反対 推進

以前提出のあった道案の市町村合併の組合せは、地域の状況・住民の生活状
態を全く無視した単なる机上の数合わせとしか思えませんでした。医療・買い
物・公共施設使用は、10Km以上も離れた市内中心部に行くより、３～４Kmの距
離の札幌に向かったほうが、交通費（バス代）も安くすみ、近距離で便利です。こ
のような現状においては、数々の税は札幌市に納めるのが当然かとも考えてい
ます。合併は札幌市としかないと思います。地域の発展、住民生活の向上のた
めにも。

22
７０歳以
上

反対 選択肢
北広島市・江別市・当別町・新篠津村の合併は、広範囲におよび意味をなさな
い。大曲地区に住むものとしては、輪厚地区と共に札幌市との合併であるなら
考えても良いと思う。

23
７０歳以
上

反対 自立

北広島市は、幸いにして緑と土地面積に恵まれおります。また、工業団地や自
衛隊在中により、税収も今後において増える見込もあると思います。立地条件も
36号国道と新千歳空港への交通は絶対の立地である。今後において、自衛隊
北海道地区病院及び自衛隊駐屯地増強が、誘致が、はかれる条件も満たせる
と思います。他地域と比較しても、最も我が市は札幌市と隣接し、立地はどこよ
りも勝ることから、合併を前向きに進めることは望ましくないと思います。長所・
短所、メリット・デメリットからみたとき、100％メリットとは言えませんが、これから
人口増も見込まれるほか、企業誘致にも充分に可能であることから、北広島市
に夢と希望をもって発展させていただきたいと思います。

24
７０歳以
上

反対 選択肢
国・道の机上の線引きに左右されず、地域の実態に対応したもので、住民の意
志を充分に吸い上げたものでなければならないと考えます。
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①年齢
⑥構想の
組合せ

⑨将来 意見・要望

1 ５０歳代 反対 選択肢 合併後の住民負担増は、ご免願います。

2
７０歳以
上

反対 自立
他市町村と合併しなくとも財政は健全、人口も増加傾向にあり、合併は必要とせ
ず。

3
７０歳以
上

反対 無回答
道の合併構想で提示された案には反対です。どう考えても合併の成果が見えま
せん。「自立」ということも含め充分に時間をかけて検討し、結論を出すまでには
住民の声をしっかりと反映させてください。

輪厚地区（3）
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①年齢
⑥構想の
組合せ

⑨将来 意見・要望

1 20歳代 賛成 推進
どこと合併するとどのようなメリットがあるのか…などがいまいちわからないが、
北広島の現状については、産院や大きな病院がなかったり、特色がない町と感
じるため、合併は有効ではないかと思う。

2 20歳代 反対 無回答
当別町や新篠津村は北広島市からも遠く、なぜその組合せなのかわからない。
南幌と合併するよりもいいが、北広島が合併することでいままでの北広島が築
いてきたものが合併によってなくなってしまう。合併はしなくてもよい。

3 20歳代 反対 無回答 日常生活を考えた合併の組合せにしてもらいたい。

4 20歳代 反対 自立
基本的に合併は好まないが、合併の道しかないのであれば、北広島に有利にな
るように合併するべきである。☆合併うんぬんの前に自主再建の道を進んでほ
しい

5 20歳代 反対 選択肢
必要であれば市町村合併するのも良いと思うが、北広島市の住民にとってメリッ
トがあればの話で、税金等の負担増や福祉サービスの低下等がある場合は、ど
この市町村とも合併すべきではないと思う。

6 20歳代
どちらとも
いえない

わから
ない

合併によって、都心部（中心部）は栄えたけど過疎地が今以上行政サービスが
行き渡らないということが起きる可能性があるのならやめてほしい。それこそ無
意味だと思う。農村部こそ行政・医療・介護等のサービスに気を配ってほしい。
それが約束できるのなら特に反対とは思わない。あと、職員数を減らして、今以
上のサービスの充実は可能なんでしょうか。

7 20歳代
どちらとも
いえない

選択肢

北広島のすべてに不満があります。若者向けのお店も作ってください。スーパー
と居酒屋しかないですよね。どうしてファミレスの一つもないんですか。「市」って
どこが市なの、村じゃん。道路は行き止まりが多いし、駅前はものすごく不便で
す。整備してください。冬は除雪が最悪です。きちんとしてください。是非、札幌と
合併してください。そうでなければ合併はどこともしないで、それより先に上記の
事を改善してください。合併より先にやるべきことがありますよ。

8 ３０歳代 反対 自立

市制10年にあたって、これから「北広島」というまちづくりを目指して、ちゃんとし
た方向性を持っていれば、合併の必要性はないと思います。国勢調査でも北広
島の人口は上昇しているので、合併しなくても大丈夫。パンフの中で、国・地方
の長期債務が800兆円に達したそうですが、国の特別会計をなくし、特別会計を
明確にして、全ての債務に充てれば問題ないのじゃないのか。市町村合併の前
に、国の財政をきちんとすることが先決ですよ。

東部地区（29）
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①年齢
⑥構想の
組合せ

⑨将来 意見・要望

9 ３０歳代 反対 自立

約30年近く北広島市に住んでいます。札幌という都市の隣にありながら、豊かな
自然とゆったりとした雰囲気が好きです。また、面積もこじんまりとしてて、端か
ら端まで自分の行動範囲として熟知しているので、「自分の町」しての愛着もあり
ます。今後もできれば無用な発展はしなくてもいいので、このままの形で残って
ほしいです。

10 ３０歳代 反対 自立
北広島市に合併は必要ない。行財政改革（議員数の削減など）を進め、広島村
からの歴史を守っていただきたい。また、守るのが北広島市民の役割だと思う。

11 ３０歳代
どちらとも
いえない 選択肢

財政的に比較的条件のよい千歳・恵庭との合併は考えられないのでは…　この
３市は人口が増えているので福祉を充実させながら税収を図ることは可能だと
思う。江別は、文化的・経済的・地理的にもつながりが少ない。北広島は商業が
発展しないマチなので、そこを改善する合併なら良いのでは。

12 ３０歳代
どちらとも
いえない 選択肢 合併により行政機関の効率化を進められれば良いと思います。

13 ４０歳代 賛成 選択肢
将来的な財政面、行政サービス、人口構成等を考えた場合、合併は避けられな
いと思いますが、地域的な結びつきが全くないような地域との合併は、よく考え
る必要があるのではないかと思います。

14 ４０歳代 賛成 推進

行政組織は細かく複雑なほど経費がかかるものですから、なるべく大きな単位
になるべきだと思います。ややそれますが、道や特に支庁の職員は、ほとんど
必要ないと思います。その仕事を担うことができるような市町村組織となるべき
だと考えます。

15 ４０歳代 反対 選択肢
将来に向けて単独では生き残れないと思う。これといった産業・農業のないな
か、札幌に近いというベッドタウンでこれからの少子高齢化に伴い人口の増加は
ないと思う。

16 ４０歳代 反対 自立
私は、新篠津村や当別町など行ったこともない。江別も車で通り過ぎるだけ。財
政状況が悪化したもの同士が合併して大きくしても良くわからない。国からのお
金をあてにせず、自立したほうが良いと思う。

17 ４０歳代 反対 自立
合併の必要はない。平成の大合併を行った、他の全国市町村も元に戻すべきで
ある。合併大反対。

11



①年齢
⑥構想の
組合せ

⑨将来 意見・要望

18 ４０歳代
どちらとも
いえない 自立

合併により市議の人数が減らせることは良いことだと思う。合併しなくても減らす
べき。

19 ４０歳代
どちらとも
いえない 選択肢

是非、札幌市と合併をしてほしいと思います。札幌市への通勤・通学人口を考え
ると一番自然なことと思います。人口の増加も見込めるのでは。江別市との合併
も賛成ですが、当別町や新篠津村は、石狩市との合併のほうがよいのでは。

20 ５０歳代 賛成 選択肢 都市合併の検討努力を期待します。

21 ５０歳代 賛成 推進
私は北広島が町から市になる時に札幌市との合併をするべきと思っていまし
た。市長・市議・市職員のエゴで町から市に移行したと思っています。自分たち
の生活を守るのではなく、北広島の市民のことを考えて合併をすべきです。

22 ５０歳代 反対 推進
札幌市との合併。◎地下鉄が北広島まで延びる　◎緊急の疾病での専門病院
への搬送　◎ハローワークなどの手続き　◎大きな市と合併したほうが住民は
何かと便が良い。　◎運転免許の更新

23 ５０歳代 反対 自立 ムダな議論に税金を使ってほしくない。早急に結論を出すべきである。

24 ５０歳代 反対 選択肢
役に立たない内容のアンケート。道が示した合併は、絵に描いた餅。まず、財源
の確実、確保。強者にはキビシク、弱者にはやさしい、行政の現実をまず目指す
こと。

25 ５０歳代 反対 自立
市町村合併によって、どのように住みやすくなるのかが良く分かりません。もう少
し具体的に教えてください。

26 ６０歳代 賛成 推進 札幌のベッドタウン化し、経済活性化が遅れるため早急な対応を取ること。
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①年齢
⑥構想の
組合せ

⑨将来 意見・要望

27 ６０歳代
どちらとも
いえない 選択肢

少子高齢化の現実、財政難等で合併は必要なんでしょう。市担当者の皆さんの
活躍を期待しております。

28 ６０歳代
どちらとも
いえない 選択肢 札幌市との合併に賛成したい。または、恵庭市との合併も良いと思います。

29 ６０歳代
どちらとも
いえない 自立 合併を考える前に、自立した町づくりを真剣に考えることが先決と思われる。
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