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平成２８年１２月 

北広島市 企画財政部 



 

《はじめに》 

 

北広島市の今後のまちづくりにおいて、社会情勢・経済状況の変化などに対応していくこ

とは当然ですが、何よりも市民意識を踏まえることが大切です。 

そのため、市民意識調査や現状分析を実施していますが、市民参加の一つの手法である無

作為抽出による市民会議を開催し、市民が何を行政に求めているのか、今の行政に何が重要

であるかなどの意見を聞き取る機会とし、今後のまちづくりの基礎資料とするものです。 

 

 

 

 

 １ 参加依頼数   １８歳以上の市民１，０００名 

           ※地区、性別、年代を考慮しての無作為抽出 

           ※市職員及び市議会議員は除く 

 

 ２ 回 答 数   ４９４件（４９．４％） 

            うち参加希望数 ８０件（８．０％） 

  

 ３ 参加決定数   ３０名 

           ※地区、性別、年代を考慮して選考 

 

 ４ 会 議 日 時   平成２８年１２月３日（土） 13：00～17：00 

４日（日）  9：30～12：00 

  

 ５ 会 議 場 所   北広島市図書館 ２階 ＡＶサロン 

 

 ６ 会議テーマ   ①公共交通について 

           ②定住人口増加について 

 

 ７ 会 議 進 行   参加者を５グループに分け、北広島市総合計画推進委員会委員及び

市職員を各グループのファシリテーターとしたブレインストーミ

ングを実施 

 

  

きたひろしま市民会議の概要 



 

 

 

 

 

 

Ａグループ 

 ＜ＰＲ＞ 

 ・バス利用促進→年齢層拡大？使っている人はどれほど？ＰＲしているのか？（２０代男性） 

 ・北広島→札幌 快速エアポートで 16分 

宮の沢→大通 16分 

栄 町→豊水すすきの 15分 

真駒内→大通 16分 

もっとアピールすべき！（３０代男性） 

 

＜タクシーの活用＞ 

 ・運転免許返納者またはその家族が気軽にタクシーを利用できるシステムがあるといいの

では。（４０代女性） 

 ・北広島の発展のためには。買い物で北広島に出掛けるには。病院には。定住者を呼び込

むためには。（６０代女性） 

  

＜駅周辺・地域づくり＞ 

 ・子どもが遊ぶ環境があればいい。親が安心して遊べるところがあるといい。（３０代女性） 

 ・駅周辺にマンションがもっとあってもいいのでは。特に上野幌駅。（４０代女性） 

 ・ＪＲ上野幌駅周辺の開発は？暗い。（６０代女性） 

 

＜公共交通課題＞ 

 ・公共交通政策がまちづくりの根幹。（３０代女性） 

 ・公共交通への転換の意義は理解できるが、それが押し付けになっては本末転倒になって

しまう。（５０代男性） 

 

 ＜便の問題＞ 

 ・駅から大曲、西部のバス増便、拡大(夜間)。大曲、西部の宅地拡大。（２０代男性） 

テーマ 1 

公共交通について 



 

 ・大曲・西部・西の里の路線、運行時間のミスマッチは？（３０代男性） 

 ・Door to Doorの生活を変えていくのは、かなり困難なこと。（３０代男性） 

 ・札幌ドーム直行のバスが欲しい。（３０代男性） 

・バスの便の量が 30分で 1本ではいいほうではないのか。（３０代女性） 

 ・北広島と江別のＪＲ路線があったらいいかなと思う。（３０代女性） 

・ＪＲ便は多く、便利。（４０代女性） 

・西部・大曲地区の方々が高校に通うとき、不便さがあると思われる。（４０代女性） 

・習い事をするにもある程度揃っている。塾は近隣で探すと難しい。（４０代女性） 

・バスは地下鉄ほどの気軽さがなく、天候に左右される。（４０代女性） 

・子どものいる登別に行くには不便。特急が何便か止まってくれると便利。（４０代女性） 

   

＜便の問題対応策＞ 

 ・デマンド交通の導入は？（３０代男性） 

 ・市内循環だけの市営バスの運行は難しいのか？（５０代女性） 

・地下鉄の延長を考えていただきたい。現在、福住までだが、ドーム前、真栄、里塚と、

できれば大曲地区までも。（５０代男性） 

 ・スクールバス、お出迎えバスなど時間・目的・場所に応じた交通手段を増やす(公民共

に)（５０代男性） 

 

＜料金問題＞ 

 ・市外に出るとバス料金が跳ね上がる。（３０代男性） 

 ・バスと地下鉄との乗継券があるといいが。（６０代女性） 

 

＜料金問題対応策＞ 

 ・大曲地区(アウトレット)～北広島団地・西の里地区の増便、料金値下げ、シャトルバス

等の拡大。（２０代男性） 

 ・バス料金を大幅に下げる。（５０代男性） 

 

＜道路状況＞ 

 ・幹線道路に右折車線がなく、冬は渋滞になっていることが多く、車で通勤してくる方々

のイメージを悪くしていると思われる。（４０代女性） 

 

 

 



 

＜道路状況対応策＞ 

 ・車社会の利便性も考慮し、道路網の拡大、駐車場の整備等にも配慮すべき。（５０代男性） 

 

 

  



 

Ｂグループ 

 ＜課題・不満＞ 

 【ＪＲ】 

 ・駅まで遠い。（３０代男性） 

 

  【二輪】 

 ・バイク置き場がない。（６０代男性） 

 ・自転車置き場が狭い。（６０代男性） 

 

【タクシー】 

 ・タクシー利用者が減少傾向にあるとわかっている上で、登録台数が増えている理由が気

になる。特に最盛期のＨ22よりも多いのはなぜ？（１０代男性） 

 ・札幌市内のタクシーを利用することのほうが多い。（３０代男性） 

・高齢者の運転免許返納者へのバス利用促進助成金だけではなく、タクシーも利用できる

ような助成制度⇒バス路線まで自宅が遠い方もいるため。（３０代女性） 

 ・ジャンボタクシーの利用について。（６０代男性） 

・家族の人数によっては、公共交通のほうが安い。（６０代男性） 

・高齢者のほうがタクシーの利用が多いと思う。若いときは自家用車を利用するので、あ

まりタクシーを利用しない。飲酒の時に利用するくらい。（６０代女性） 

 

 【バス】 

 ・運転免許返納者バス利用促進助成事業について、車に乗れなくなる代わりに 2万円相当

のバス利用券とは、そもそもバスに乗らない高齢の方々には惹かれる話ではないと思う。

（１０代男性） 

 ・バスの便が少ない。（３０代男性） 

 ・冬のバスの遅れが多い。（３０代男性） 

 ・輪厚地区はバス本数が少なく、最終バスの時刻も早く、不便⇒子どもが大きくなった時、

特に不便な思いをさせるのではないかと思っている。（３０代女性） 

 ・北広島を飲み会等で利用したいが、大曲から市内だとバスの最終が速いので、利用でき

ないので残念です。（４０代女性） 

 ・日中の時間帯にバスの本数が少ない。（６０代男性） 

 ・バスの本数が少ないと乗り遅れたときに大変です。（６０代男性） 

・地区が分かれている。バスが分かれている。利用ができない。（６０代男性） 

 

 

 



 

 ＜バスに対する解決策＞ 

 ・市内循環バスがあればいい。（３０代女性） 

 ・回送のバスを有効的に利用する。（６０代男性） 

 ・バスの本数は、札幌並みの頻度があると利用しやすい。（６０代女性） 

 ・北広島から大曲線のバスの最終を伸ばして利用できると北広島の中央に行きやすくなる

(娯楽等)。金土日だけでも増やすなど。（６０代女性） 

  

＜鉄道に関する対応＞ 

 ・地下鉄が伸びてくれると助かる。（３０代女性） 

 

＜満足＞ 

 ・朝、夕の利用については、満足している。（１０代男性） 

 ・バスの利用促進の助成事業はこのまま続けていくようにして欲しいです。とてもよいと

思います。（６０代女性） 

  



 

Ｃグループ 

  ＜問題点＞ 

 ・新さっぽろ方面に行くバスがない(少ない)。（２０代女性） 

 ・大曲通スタートから市役所方面に行くバスがない。乗り換えが不便。（２０代女性） 

 ・大曲地区(大曲通)→駅に行くバスを増やしてほしい(上野幌駅、北広島駅)。（２０代女性） 

 ・団地→通勤に関しては特に問題はない。（３０代男性） 

・西部→夜のバスがない。（３０代男性） 

 ・西部→朝の各地方の通勤に間に合うバスがない。（３０代男性） 

 ・西部→ＪＲの時刻表が早くなったのに、バスの時刻表は早くならないので、バスとＪＲ

の乗り継ぎが上手くいかない。（３０代男性） 

 ・西の里→274 沿いしかＪＲバスが通っていないので、住宅の中も通ってほしい。 

（３０代女性） 

・大曲地区→バス料金について、札幌の三里塚小学校バス停まで 210 円、次に北広島の  

三井アウトレット前に行くと、110円上がり 320円になるため、ほとんど三里塚で降り

て歩いています。何とか料金を考えてほしい。（６０代女性） 

 

 ＜希望点＞ 

 ・長沼営業所の周知。忘れ物など問い合わせ。ＪＲバスなどがあって、営業所がわかりづ

らい。（２０代女性） 

 ・バスが西の里から大曲地区に行ってほしい。（２０代女性） 

 ・西部→バス停留所に自転車置き場があれば楽になる。（３０代男性） 

 ・西部→終電以降夜バスがないので、タクシーの相乗りできれば。お金がかかるので・・ 

（３０代男性） 

 ・団地→転勤してきた人は大曲へ通勤しにくいのでは。（３０代男性） 

 ・新札幌方面大谷地行きバスの便を増やしてほしい。（６０代女性） 

 ・70 代になり、車を使用しなくなると、バスを使うことが多くなると思う。北広島内の

バス路線を多くしてほしい。（６０代女性） 

・老人ばかり優遇されるのも批判されるようで困るが、年間少しでも割引チケットでも発

行してくれると助かります。（６０代女性） 

 

＜提案＞ 

 ・市内バスループ化を提案。（２０代女性） 

 ・西の里→公共交通の利便性（３０代女性） 

  



 

・「輪厚→大曲→北広島駅」のバスルートを 1 時間に 1回程度運行(JR 終電まで)。 

（４０代男性） 

・循環バスの条件→ルートは多くても 2ルート。1時間に 1本以上運行。バスは小型。 

ＪＲの発着時間にあわせる。「どのバスに乗ればいいかわからない」ということをなく

す。（４０代男性） 

・高校に行くスクールバスの充実(地元の高校に通いやすいように)。（４０代男性） 

・西部→千歳急行(札幌―千歳)の本数を朝夜 1 本ずつ増やす。（４０代男性） 

・西部→現在「福住→柏葉台団地」で運行しているバスを「福住→輪厚」に延長。 

（４０代男性） 

・大曲→バスルートをできるだけ減らし、本数を増やす。（４０代男性） 

 

＜その他＞ 

 ・小型バス化。住宅地用。恵庭風。（２０代女性） 

 ・東部＋北広島団地→小型循環バスを運行(北広島駅起点・恵庭市のエコバスを参考にす

る)。（４０代男性） 

 ・西の里→小型循環バスを運行(上野幌駅・新札幌駅起点)。（４０代男性） 

 ・運手免許返納者と高齢者バス運賃割引、タクシーも割引。（４０代男性） 

 ・タクシー利用で 65歳以上になったときは、割引してほしいです。通院等に使いたいで

す。（６０代女性） 

 

【公共交通について】（３０代女性） 

 ・市民のニーズにあった時間帯調査 

        ↓ 

  ＪＲバスの運行計画の立案 

        ↓ 

  利益を出さないと便が減るため、効率的なバス経営と利用者のストレスを減らす。 

 

  ・各家庭に対して市から 1枚のアンケート調査を行う。 

 

 ・市からバス会社に助成金を出している→乗り合いバス的な運行経路を確保する(=福祉)。 

 

 



 

 

  



 

Ｄグループ 

交通機関 ⇒ 残す！ 

 公共交通 ⇒ 一から考える必要あり。 

        なくなったら困る→将来 

       世代別に利用が違う(学生・通勤・・・) 

 

＜民間バス＞ 

 ・民間のバスはできないのか。イオンバス(札幌)とかのようなものはできないのか。 

（４０代男性） 

 ・小型バスに変更して、自主運営組織(NPO等)での運営にしていくにはどうするか。他都

市の成功事例がある(テレビで放映されているのを見た)。（６０代男性） 

  

 ＜利用者目線＞ 

 ・バス停にバスが来るまで待っていられる(雨・雪が防げる)、座れるところがあったらい

い。（１０代女性） 

 ・路線がわからない。高齢化して身体がつらくて、バスが利用できない。（４０代男性） 

・バスに乗れません。（４０代男性） 

  

＜路線改善＞ 

 ・36 号線からはどこのＪＲ駅までも遠い。バスの時間の多い。朝早く、夜遅くの便が少

ない。（１０代女性） 

 ・北広島駅から一定の時間で学生など乗り切れない人がいたりする。（１０代女性） 

 ・バス路線について。ＪＲ上野幌駅を経由する路線が欲しい。大曲南ヶ丘に住んでいるが、

新札幌駅、北広島駅だとバスでの移動時間が長く、通勤に使うのが厳しい。冬期間は特

に。（３０代男性） 

 ・市内バス路線しか方法はないのか。変わるものはないのか。（５０代女性） 

 ・札幌からの路線で輪厚までくる便が少ない。柏葉台(大曲)までが多い。（５０代女性） 

 

＜方策＞ 

 ・地下鉄が欲しい（１０代女性） 

 ・一部地域に市バスみたいなものを利用したら、きっと便利だと思った。（１０代女性） 

 ・バス助成金が地域限定になっているが、他エリアにとって不公平感がある。（３０代男性） 



 

 ・免許返納や助成について一律ではなく、利用状況に応じて補助、助成できないか。 

（３０代男性） 

 ・公共交通機関がニーズに合っているか。バス絶対維持という考えではなく、よりニーズ

に合ったものを考えたほうがよいのでは。（３０代男性） 

 ・バス利用促進助成事業について。今年から始めた事業とのことだが、利用者は多数いる

のか。翌年度以降も継続する予定なのか。（３０代男性） 

 ・タクシー会社や運転手さんの確保。料金を助成等。（４０代男性） 

・地下鉄を大曲まで。（４０代男性） 

 ・免許返納者に公共交通機関のパスがあればいい。（５０代女性） 

 ・小型バスの定期巡回はできないのか。千歳は行っている(料金定額)。（３０代男性） 

 ・高齢による自家用車の買い物の利用が多くなる。75歳以上の方の事故が全国で多く 

なっているので、高齢者のバス利用に向けて転換できるか。（６０代男性） 

・団地内定額料金で巡回バス、エコバスに転換していく。（６０代男性） 

 

  



 

Ｅグループ 

 ＜普段車なので・・・＞ 

 ・現状でいい。（３０代男性） 

 

 ＜ＪＲのこと＞ 

 ・ＪＲがよく運休する。車がない我々にとってバスを利用したいが、最終が 18 時台で早

すぎ。市で何か対応、対策。（５０代女性） 

 ・駐車場の完備。（６０代男性） 

 

 ＜バスのこと＞ 

 ・恵庭の方向にもバス路線を出して欲しい。（３０代女性） 

 ・バスの本数を増やしてほしい。（３０代女性） 

・西の里と大曲工業団地を結ぶバス路線の新設。（４０代男性） 

 ・バス路線を増やしてほしい。（５０代女性） 

 

 ＜雇用の確保＞ 

 ・市内に通勤する市民のため、市による送迎事業。（４０代男性） 

・工業団地人の労働力のための交通の便をよくする。（６０代男性） 

  

 ＜これからの公共交通＞ 

 ・コミュニティバス。（３０代女性） 

・循環バスがあれば、本当に北広島の中で人の流れが出てすごく変わると思います。 

（３０代女性） 

・地下鉄を北広島まで伸ばしてほしい。（３０代女性） 

・北広島独自の交通機関の創設。（６０代男性） 

・北広島市内のタクシー会社をもっと利用する。マイクロバスなど。（６０代男性） 

 

 ＜地区の課題＞ 

 ・仁別のような全くバスがない地域にも何らかの手当てを。（４０代男性） 

 ・将来のことを考えたら、現状では輪厚には住めない。（６０代男性） 

 ・西部地区の疎外感。（６０代男性） 



 

 

＜将来＞ 

 ・老後、特に免許書返還後の市民生活。（６０代男性） 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Ａグループ 

 ＜雇用について＞ 

 ・雇用環境が悪い。（１０代男性） 

 ・勤務地、通学地が近い、遠いというのがどちらも少なからずある。（１０代男性） 

 ・雇用が多い場所に労働者が激安で泊り、または住める簡易宿泊所を設ける。（４０代男性） 

 ・仕事が近くにあることが大切！通いやすいことも大切！（５０代女性） 

 ・若い人の職業、終身雇用がなくなったことが残念です。（６０代女性） 

 ・賃金が安い。安定していない。（６０代女性） 

 

 ＜介護＞ 

 ・除雪。（３０代男性） 

 ・老人の家の除雪の手助け。（３０代女性） 

 ・介護付マンション(年金で払える範囲・15万円前後)のものを誘致してはどうか。 

（５０代女性） 

  

＜医療・子育て＞ 

 ・産婦人科がない。（３０代女性） 

・大曲地域は人口が増えているが、駅・団地の人が減っている。（３０代女性） 

・夜間診療、救急搬送は手薄。（５０代女性） 

・子どもに優しい医療費(1割)、50万円助成金。（５０代女性） 

・子ども家庭の貧困について。給食費が払えないことでいじめられることがあると聞いて

いる。北広島では無料にできないのでしょうか。（６０代女性） 

 

＜買い物・魅力＞ 

 ・専門店が少ない。（１０代男性） 

 ・出会いがない。（１０代男性） 

 ・夜遅く営業している飲食店が少ない。（３０代男性） 

 ・人が集まれる場所がない。（３０代女性） 

テーマ 2 

定住人口増加について 



 

 ・おにぎり戦争。（５０代女性） 

・買い物するところが駅前と大曲に集中。近くにコンビニしかない。（５０代女性） 

 ・魅力的なお店(食事するところ、お酒を飲むところ)が少ない。（５０代女性） 

 ・買い物について、宅配サービス「トドック」を使用しています。（６０代女性） 

 

＜団地要望＞ 

 ・団地遊歩道を明るくしてほしい。（３０代男性） 

 ・団地スクールバス等を運行してほしい。（３０代男性） 

 ・便利な道路。（３０代男性） 

 ・町内会で焼き肉。（３０代男性） 

 ・団地に魅力的な集まれる場所があればいい。（３０代女性） 

・無人の家が多い。（３０代女性） 

 ・市役所で町内会の専従職員を雇う。（４０代男性） 

 ・老人が多くなって町内会をやめる人が多くなっている。（５０代女性） 

・町内会の老人会(囲碁・将棋)には入りにくいが、簡単におしゃべりができ、手伝いして

もいいし、女性が参加しやすいそんな場所が欲しいという意見が聞かれます。 

（６０代女性） 

 

 ＜結論＞ 

 ・年代によって色々な魅力があればいいかな。（３０代女性） 

 

  



 

 

Ｂグループ 

 ＜ＰＲ不足では？＞ 

 ・ＰＲが全体的に下手。住民が知りたい情報が周知されていない。（３０代男性） 

・札幌のメディアにアピールできるように。（３０代男性） 

 ・子育て世帯にメリット。（３０代女性） 

 ・無料の室内遊び場や学びの場。（３０代女性） 

 ・近隣市町村とのメリット・デメリットを明確にする。（３０代女性） 

 ・それぞれの地区の魅力をアピールする。（３０代女性） 

 ・きたひろの魅力がない。（４０代男性） 

 

＜ＰＲすべきでは？＞ 

 ・札幌市内に比べ、費用が安いのをもうちょっとアピールすべきでは。（３０代男性） 

・自然があってホッとする街。（３０代女性） 

 

 ＜西の里＞ 

 ・産婦人科での出産ができること。（３０代女性） 

 ・泌尿器科がない。（３０代女性） 

 ・小児科が少ない。（３０代女性） 

 

＜輪厚＞ 

 ・買い物。お店がない地域がある。（４０代男性） 

 

＜東部＞ 

 ・市街地が栄えてほしい。（３０代女性） 

 

＜団地～駅前の充実・ＪＲ－札幌から近い＞ 

 ・駅前に個人商店、飲食店が入るといい。（３０代女性） 

 ・ホテルを作るといいのでは。（３０代女性） 

 ・おしゃれなまちづくり。（３０代女性） 

 ・飲食店が少ない！ない！（４０代男性） 



 

 ・空き家の利用をどうするか。（６０代男性） 

 ・北広島駅の充実。（６０代男性） 

 ・市サービスの件(ネット社会の活用の可否) 。（６０代男性） 

 ・市営・道営住宅の改築。（６０代男性） 

 

【定住人口増加について】（３０代女性） 

 安心・安全なまちづくりを市では目指しているので、 

 ①まずは市内、産婦人科での出産ができることが必要と考える。 

 ②泌尿器科がない。小児科が少ない。→各地区に 1つ以上を目指してもらいたい。 

 ③公共交通の利便性→整備して初めて北広島からでも通勤・通学できる。 

 ④娯楽施設は、企業が立地しやすいかがカギ(集客率の問題) 

 

  



 

Ｃグループ 

 ＜医療＞ 

 ・医療の充実→特に産科。今は 1か所もない。（３０代男性） 

 ・産科の誘致。（４０代男性） 

 

＜教育＞ 

 ・西の里地区の子育て世帯は、札幌の幼稚園に行かせている。（２０代女性） 

 ・第 3子以降の学童料金の助成制度の見直し。（２０代女性） 

・先生を増やす。保育士、幼稚園、福祉、学校の待遇をよく、給料を上げて。 

（３０代女性） 

 

＜ファイターズ＞ 

 ・ファイターズボールパーク誘致は、「北広島」の名前を知ってもらう絶好のチャンス。 

（３０代男性） 

 

＜住宅＞ 

 ・空き家の活用。市内の全空き家の把握。（２０代女性） 

 ・集合住宅を一部戸建ての宅地にしていく。（４０代男性） 

 

＜助成＞ 

 ・公共料金の定額。（２０代女性） 

 ・核家族改革。3世帯家族への助成など。（２０代女性） 

・温泉活用。温泉券。温泉水汲み開放など。（２０代女性） 

  

 ＜ＰＲ活動＞ 

 ・子連れで行ける飲食店の増加＆ＰＲ。（２０代女性） 

 ・ＰＲ活動→ＣＭやパンフレット、大手雑誌、看板、広告が弱い。お店や施設、場所など。 

（２０代女性） 

 ・北広島での雇用増加＆他方面へのＰＲ。（２０代女性） 

  

 



 

＜まちづくり＞ 

 ・子どもが遊べる屋内施設。子連れで行ける遊戯施設。有料でも需要あり。イートインコ

ーナー必須。（２０代女性） 

 ・輪厚ＰＡの拡充。砂川ハイウェイオアシスのように一般道からも利用可能になれば。 

（３０代男性） 

 ・静かすぎる北広島駅前。恵庭。岩見沢。江別も同じ。（３０代男性） 

・レジャー施設の充実。子どもの頃も行くなら札幌、新札幌、恵み野など。（３０代男性） 

 ・東部地区の商業施設のコンパクト化。（４０代男性） 

 ・ショッピングセンターに必要な店舗。 

1 集客力のあるスーパー 2 集客力のあるホームセンター 3 100 均 

4 低価格衣料品店 5 家電量販店 6 ファーストフード店 

7 ドラッグストアなど（４０代男性） 

 ・ビジネスホテル誘致。（４０代男性） 

 ・サンワドー付近の小売店舗を駐車場を共有したショッピングセンターとして再設計する

(恵み野フレスポ参考)。（４０代男性） 

・北広島駅周辺に行ってみたくなる魅力ある憩いの空間を作って欲しい。日本庭園、ガー

デン等。図書館を利用しやすく、循環バスを走らせてほしい。（６０代女性） 

 ・ＪＲ上野幌駅周辺の充実。（６０代女性） 

 

＜その他＞ 

 ・コミュニティ・世代別・用途別に集いの場を設立。こういう会議も！（２０代女性） 

 ・西の里消防署に救急車を配置。（２０代女性） 

 ・雇用の創出。勤務地までの公共交通の確保。（３０代男性） 

・駅前の「東光ストア」、「コープ」に車で行きやすいように、買い物しなくても無料で駐

車ができる仕組み(最初の 3時間無料など)。（４０代男性） 

・駅前の立体駐車場の月極をもっと安くする。（４０代男性） 



 

 

         

  



 

Ｄグループ 

 ＜課題＞ 

 ・教育環境。子育て。（３０代男性） 

 ・市外移住、住みにくい理由⇒交通の便が悪いことを改善。（３０代男性） 

 ・犯罪(事故)を防ぐためにも、街路灯の設置を増やす。（４０代女性） 

・バスの本数を増やし、家の近くに停留所ができると便利で助かる。マイクロバス等で対

応するなど。（４０代女性） 

 ・まちの外見や見た目が綺麗。（４０代女性） 

 ・防犯の面で街路灯が少ない。（５０代女性） 

・買い物、娯楽等の施設が少ない。地域活性化のために若者にとって何かないだろうか。

まちがつまらなく、若者たちみな離れていく、出ていく。（５０代女性） 

 ・生もの、新鮮さがない。魚を食べることが少なくなった。（５０代女性） 

 ・雪かきが雑。（５０代女性） 

・アパート等の子育て世代の民間住宅が少ない。家賃が高いように思われるので、補助を

していく。（６０代男性） 

  

 ＜解決策＞ 

 ・情報発信ツールを増やす。フェイスブック、ツイッターなど。市のことについて発信。 

（２０代男性） 

 ・商業施設発達(娯楽、ホテル、ボールパークなど)→雇用促進につながる→人口増加へ。

情報発信ツールの強化。（２０代男性） 

 ・ふるさと納税は北広島を知ってもらうチャンス。ＰＲすべきでは(返礼品の見直し)。知

らないことには人の流れと定住促進には至らない。（２０代男性） 

 ・若い人たちの定住に向けて商業施設の建設。（３０代男性） 

 ・駅前の野球場にショッピングセンターを作る。生協も移転する。生協のあとに 10 回の

マンションを建てる。民間に発注する。（６０代男性） 

・団地地区の容積率と建ぺい率の見直し。二世帯、三世帯住宅の対応など税金を安くする。 

（６０代男性） 

・青年の交流・育成の場の拡大。意見発表の場やディスカッション等の機会、交流の促進。

(各グループ間の交流など)（６０代男性） 

・情報の発信。今取り組んでいる問題と今後の予定の発信。インターネット、新聞等。 

（６０代男性） 

・公団の冬期間の暖房費用を 1万円以内に抑えられるように補助できないのか。北広島の

一等地にある公団の利用率をよくしていく。（６０代男性） 

 



 

＜こんなことしてほしい＞ 

 ・駅の再開発。商業施設の増加。人の流れを増やす。（２０代男性） 

 ・小学校スクールバス。（３０代男性） 

・娯楽施設を増やしてほしい。映画館やボウリング。（４０代女性） 

 ・ホテルが駅の近くにあるといい。（４０代女性） 

・温泉があり、家にも温泉が届けば嬉しい。（４０代女性） 

 ・自分で歩いて行けるイオンとかアリオがあるといい。（５０代女性） 

・近くに買い物ができる商店があると長く住める。（６０代男性） 

 

 

 

 

 

  



 

Ｅグループ 

 ＜高齢者のこと＞ 

 ・公園などにゴロッケーとかできるスペースを作ったらいいと思う。（１０代女性） 

 ・家族がいない老人世帯で、色々な事で困っている人がたくさんいると思うので、困る前

にあらかじめ伝えておけるシステムがあるといいと思う。（４０代女性） 

 ・高齢者住民に対する暮らしのサービスの充実。（５０代男性） 

 ・高齢者へ向けた生きがい環境づくりを充実する。パークゴルフ場、ゴルフ場、スポーツ

施設の無料開放、催し物会場への招待券配布。（５０代男性） 

 

 ＜駅周辺の魅力＞ 

 ・駅直結のデパートがあればいい。（３０代男性） 

 ・駅の魅力がない(周辺) 。（３０代男性） 

 

＜遊び場＞ 

 ・公園のお手入れが行き届いていない。（１０代女性） 

 ・今の子ども(小学生あたり)は家で遊んでいるので、外に出ることが少なくなっている気

がする。（１０代女性） 

 ・子どもが生まれたら、「どさんこカード」みたいな一定のお店で使えるカードをもらう

が、薬局でしか使えないので、西松屋など子ども用品を取り扱っている店全般で使える

ようにしてほしい。（１０代女性） 

 ・遊歩道が多く、安全。（４０代女性） 

 

＜ちょっと困っていること(愚痴)＞ 

 ・大曲の 36 号線幸町のあたりに歩道がなくて、危ないと思う。（１０代女性） 

 ・新しい家庭を持つ際に北広島に住むか悩ましい。（３０代女性） 

・子育てする上で、北広島はとてもいい環境だと思うが、老後は札幌のほうが便利かもし

れない。（４０代女性） 

 ・近隣にカフェが欲しい(子どもの意見)。（４０代女性） 

・団地地区では、小中学生が冬でも集える場所が少ない。（４０代女性） 

 ・たまに休日に演習場からの砲弾による振動が気になる。（４０代女性） 

 ・外食するところが少ない(その分自分で作らなくてはならないので経済的) 。（４０代女性） 

 

 



 

＜病院等＞ 

 ・救急病院を作ってほしい。（１０代女性） 

 ・夜間救急病院は、結局札幌に頼るしかないのか。（４０代女性） 

 ・泌尿器科に親を連れていきたいが、この周辺では探せない。（４０代女性） 

 ・産科(市内の産婦人科は今後また再開するのか)。（４０代女性） 

 

＜学校＞ 

 ・小中高でこのような議論をする学習をしたらいいと思う。（１０代女性） 

 ・学校の統廃合が必要。（６０代男性） 

 

＜将来への課題＞ 

・全体を直していくのではなく、一つずつクリアしていったらいいと思う。（１０代女性） 

 ・将来構想ができているにもかかわらず、実行が伴わない。現実に何をすべきか。「見え

る化」で。（５０代男性） 

 

＜空き家の活用＞ 

 ・日ハムが来た際に地方からの旅行のホテルの代わりにシェアハウスにリフォームできな

いか。（３０代男性） 

 ・空き家をレオパレス化。（４０代女性） 

・空き家・空き部屋の有効活用。二世帯住宅への補助。（５０代男性） 

 ・定住人口が減少することを予想して計画を立てる。2040年に 22.5%を MAXに推計してみ

ては。（６０代男性） 

・定住化に向けて、転入世帯に住宅の補助金があるので、今後も続けてほしい。 

（６０代男性） 

 ・空き家・空き部屋が多くなるのが不安です。（６０代男性） 

 

＜北広島の良い所＞ 

 ・団地地区はあまり転入生がいないせいか、子どもたちがのんびりしているように見える。 

（４０代女性） 

 ・買い物や娯楽の場が少ない分、逆に子どもたちへの悪影響の場が少なく、安心できる。 

（４０代女性） 

 ・待機児童がいないので、他地域の方々に自慢できる。（４０代女性） 

 ・子育て、教育をサポートしてくれるシステムが充実している。（４０代女性） 



 

 


