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１．調査の目的 

今後、全国的に人口減少が見込まれている中で、平成23年３月に策定した明石市第５次長期総合計

画では、「ひと まち ゆたかに育つ 未来安心都市・明石」を目指すまちの姿として掲げるとともに、

10年後の平成32年度の目標人口を概ね29万人と設定し、市の人口をできる限り維持していくこととし

ている。 

そこで、市外からの転入者および市外への転出者がどういうきっかけや理由で転居しているかを把

握し、今後の施策展開に生かすためアンケートを実施した。 

 

２．調査の内容 

⑴ 回答者の属性について 

⑵ 転居するきっかけについて 

⑶ 転居先として検討したまちについて 

⑷ 転居先を決める際に考慮した居住環境について 

 

３．調査の方法等 

⑴ 調査対象     明石市役所市民課の窓口において転入・転出届を提出する方 

⑵ 調査の実施方法  窓口において、調査票を配布し、回収 

⑶ 調査の実施期間  平成24年２月１日（水）～平成24年５月31日（木） 

 

４．回収結果 

転入者：９２０名、 転出者：５０４名、 計：１，４２４名 

Ⅰ 調査の概要 
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転入者920名、転出者504名、計1,424名から回答をいただいた。 

なお、アンケートは、市役所本庁舎の市民課で手続きを行った方のみを対象に行い、市民センターや

サービスコーナーでは行っていないことから、転出者より転入者から多く回答をいただく結果となった。 

 

１．回答者の性別 

  ・転入者については、「男性」が約６割、「女性」が約４割であった。 

  ・転出者については、「男性」は５割強、「女性」が５割弱であった。 

 

   図 転入者の性別             図 転出者の性別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．回答者の年齢 

   ・転入者では「20代」が５割弱、「30代」が約３割であわせて８割程度、転出者では「20代」が

４割強、「30代」が約３割であわせて７割強にのぼった。 

   ・40代は転入者、転出者とも約１割であった。 

 

    図 転入者の性別              図 転出者の性別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 回答者の属性 
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３．回答者の転入前、転出後の住所 

・市町村別にみると、転入元、転出先とも「神戸市」が圧倒的に多く、転入者の約４分の１、転出

者の約３割にのぼった。 

・地域別では、転入前、転出後とも「兵庫県内」が半数を超えており、「その他の近畿地方」が

15％程度、「関東地方（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県）」が

10％程度であった。 

・播磨地域（姫路市、加古川市、高砂市等）は、転出よりも転入の割合がやや高く、神戸・阪神・

大阪地域は、転入よりも転出の割合がやや高かった。 
 

図 転入前の住所（市町村）            図 転出後の住所（市町村） 

1 神戸市 25.3%（233人）  1 神戸市 30.3%（149人） 

2 姫路市 5.1%（ 47人）  2 大阪市 5.1%（ 25人） 

3 加古川市 4.7%（ 43人）  3 加古川市 4.7%（ 23人） 

4 大阪市 3.3%（ 23人）  4 姫路市 4.5%（ 22人） 

5 横浜市 1.8%（ 17人）  5 西宮市 2.5%（ 12人） 

6 高砂市 1.7%（ 16人）  6 尼崎市 2.2%（ 11人） 

7 西宮市、京都市 1.6%（ 15人）  7 高砂市 1.4%（  7人） 

 

図 転入前の住所（地域）             図 転出後の住所（地域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．回答者の転居前、転居後の家族構成 

・転入者、転出者とも、「前後とも単身世帯」が最も多く２割程度を占め、「親と子の世帯から単

身世帯」、「前後とも親と子の世帯」が、いずれも15％程度であった。 
 

図 転入者の家族構成              図 転出者の家族構成 

 転入前 転入後

1 単身世帯 → 単身世帯 20.4% (188人)

2 親と子(２世代) → 単身世帯 16.6% (153人)

3 親と子(２世代) → 親と子(２世代) 15.3% (141人)

4 親と子(２世代) → 夫婦のみ 7.1% (65人)

5 夫婦のみ → 夫婦のみ 6.8% (63人)

6 単身世帯 → 夫婦のみ 5.8% (53人)

7 単身世帯 → 親と子(２世代) 3.3% (30人)

8 親と子と孫(３世代) → 単身世帯 3.2% (29人)

割合(回答数) 転出前 転出後

1 単身世帯 → 単身世帯 18.5% (93人)

2 親と子(２世代) → 親と子(２世代) 16.7% (84人)

3 親と子(２世代) → 単身世帯 15.9% (80人)

4 親と子(２世代) → 夫婦のみ 7.9% (40人)

5 単身世帯 → 親と子(２世代) 7.3% (37人)

6 単身世帯 → 夫婦のみ 5.2% (26人)

7 夫婦のみ → 夫婦のみ 3.8% (19人)

8 親と子(２世代) → その他 2.0% (10人)

割合(回答数)
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問 転居する最も大きなきっかけは何ですか？（1つに○印） 

 １）単純集計 

 ・転入者をみると、「就職・転職・退職のため」の割合が最も高く３割、次いで「転勤のため」が

２割、「結婚のため」が２割弱であった。 

・転出者を見ると、「就職・転職・退職のため」の割合が最も高く３割弱、次いで「結婚のため」、

「転勤のため」の順で、いずれも２割弱であった。「家族や親族と同居・近居するため」が１割

以上あり、転入者と若干差が見られた。 

・大きく分類すると、転入者・転出者とも、就職や転勤、入学など「仕事や学校の都合」をきっか

けとする転居の割合が最も高く５割前後であり、結婚や家族との同居など「家庭の都合」をきっ

かけとする転居が３割前後、家や周辺環境の向上など「住環境の都合」をきっかけとする転居が

１割強であった。 

・「仕事や学校の都合」をきっかけとする転居の割合は、転出者より転入者の方が若干高く、「家

庭の都合」をきっかけとする転居の割合は、逆に転入者より転出者の方が若干高かった。「住環

境の都合」をきっかけとする転居は、転出者と転入者で大きな差は見られなかった。 

 

図 転入、転出のきっかけ               図 大きな分類でみた転居のきっかけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）年代別の集計 

  ・10・20代は、「就職・転職・退職のため」の割合が高く、「結婚のため」の割合も比較的高かっ

た。 

・30代は、「転勤のため」、「就職・転職・退職のため」、「結婚のため」の割合が高かった。

「転勤のため」の割合は、転出者より転入者で高く、一方、「結婚のため」の割合は、転入者よ

り転出者で高かった。 

・40代は、「転勤のため」の割合が高く、特に転入者で高くかった。 

Ⅲ 調査結果 １．転入、転出のきっかけ 
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  図 年代別にみた転入、転出のきっかけ 

 

 

 

 

  図 転出のきっかけ（年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）転入元・転出先別の集計 

・神戸・阪神地域、播磨地域など、明石市周辺からの転入や転出の場合、「結婚のため」の割合が

比較的高かった。 

・近畿地方（兵庫県を除く）や関東地方へは、「就職・転職・退職のため」や「転勤のため」の割

合が高く、特に関東地方では、あわせて８割以上にのぼった。 

・「より良い住宅を求めて」や「より良い周辺環境を求めて」の割合は、神戸・阪神地域で比較的

高かった。 

 

  図 転入元、転出先別にみた転入、転出のきっかけ 
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問 転居先として、明石市や明石市以外のまちを検討しましたか？（1 つに○印） 

 １）単純集計 

・転入者については、「他のまちは検討せず、明石市内だけで探した」が５割を超え、「他のま

ちも検討したが、明石市に決めた」は約４割であった。 

・転出者については、「明石市は検討せず、他のまちのみ検討した」が５割を超え、「明石市内も

検討したが、他のまちに決めた」は約４分の１にとどまった。 
 
   図 転入先として検討した市          図 転出先として検討した市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※転入者で、他市も検討した40.8％（375人）のうち、検討した具体的な市（複数回答）は以下の

とおり。 

 

 

 

 

 

 

 

市町名 人数

1 神戸市 280

2 加古川市 66

3 姫路市 15

4 西宮市 10

5 高砂市 3

Ⅲ 調査結果 ２．転入先、転出先として検討した市 
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問 転居先を決める際に考慮した居住環境として、大きなものは次のどれですか？ 
（上位３つまでに○印） 

 

 １）単純集計 

  ・転入者については、「交通の利便性が高い」の割合が最も高く２割強であった。次いで、「勤

務地や学校に近い」と「住宅の規模や価格」が２割弱であった。少し差があいて、「治安が良

い」、「友人・知人がいる」、「自然が豊かである」の順で、いずれも７％前後であった。 

  ・転出者については、「勤務地や学校に近い」の割合が最も高く２割程度であった。次いで、

「交通の利便性が高い」、「住宅の規模や価格」が１割強、「治安が良い」が１割弱であった。

さらに、「友人・知人がいる」と「親や子どもの家に近い」が７％弱という結果であった。 

  ・転出者より転入者の方が選んだ割合が高かった理由は、「交通の利便性が高い」、「住宅の規

模や価格」、「自然が豊かである」、「食がおいしい」などであった。 

  ・転入者より転出者の方が選んだ割合が高かった理由は、「勤務地や学校に近い」、「治安が良

い」、「親や子どもの家に近い」などであった。 
 

図 転居先を決める際に考慮した居住環境 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）年代別の集計 

・50代以下の年代では、転入者では「交通の利便性が高い」の割合が、転出者では「勤務地や学校

に近い」の割合が最も高かった。 

・10代・20代では、「治安が良い」を選択する割合が比較的高く、とくに転出者で高かった。 

・30代では、転入・転出とも「親や子どもの家に近い」の割合が比較的高かった。 
 
 表 年代別にみた、転居先を決める際に考慮した居住環境 

 

Ⅲ 調査結果 ３．転入先、転出先を決める際に考慮した居住環境 

１位 ２位 ３位 ４位 ５位

10代･20代 転入者 交通の利便性が高い(20.9%) 勤務地や学校に近い(18.3%) 住宅の規模や価格(16.5%) 治安が良い(6.7%) 友人・知人がいる(6.1%)

転出者 勤務地や学校に近い(24.1%) 交通の利便性が高い(14.5%) 治安が良い(10.4%) 住宅の規模や価格(10.2%) 友人・知人がいる(6.4%)

30代 転入者 交通の利便性が高い(20.7%) 勤務地や学校に近い(16.1%) 住宅の規模や価格(15.3%) 親や子どもの家に近い(7.2%) 治安が良い(6.8%)

転出者 勤務地や学校に近い(18.4%) 交通の利便性が高い(12.3%) 住宅の規模や価格(12.0%) 親や子どもの家に近い(9.9%) 治安が良い(9.9%)

40代 転入者 交通の利便性が高い(19.0%) 住宅の規模や価格(16.7%) 勤務地や学校に近い(13.9%) 友人・知人がいる(6.7%) 親や子どもの家に近い(6.7%)

まちのイメージが良い(7.0%)

友人・知人がいる(7.0%)

50代 転入者 交通の利便性が高い(19.5%) 住宅の規模や価格(18.6%) 勤務地や学校に近い(12.7%) 自然が豊かである(11.9%) 友人・知人がいる(5.1%)

転出者 勤務地や学校に近い(20.7%) 住宅の規模や価格(13.8%) 交通の利便性が高い(12.1%) 友人・知人がいる(8.6%) 自然災害が少ない(5.2%)

60代以上 住宅の規模や価格(9.3%) 友人・知人がいる(8.0%)

自然が豊かである(9.3%) 親や子どもの家に近い(8.0%)

医療施設が充実(9.3%)

友人・知人がいる(10.2%) 医療施設が充実(6.1%)

親や子どもの家に近い(10.2%) 商業施設が充実(6.1%)

交通の利便性が高い(21.3%)

住宅の規模や価格(16.3%) 交通の利便性が高い(12.2%)

転出者 勤務地や学校に近い(20.2%) 交通の利便性が高い(13.2%) 住宅の規模や価格(10.1%) 商業施設が充実(7.8%)

転入者

転出者
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３）転入元・転出先別の集計 

  ・神戸・阪神地域からの転入者をみると、「住宅の規模や価格」の割合が比較的高く、「勤務地や

学校に近い」の割合が比較的低かった。 

  ・播磨地域やその他県内への転出者をみると、「交通の利便性が高い」の割合が比較的低かった。 

  ・近畿（兵庫県内を除く）地方への転出者をみると、「勤務地や学校に近い」の割合が特に高かっ

た。 
 
   表 転入元・転出先別にみた、転居先を決める際に考慮した居住環境 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）転居のきっかけ別の集計 

  ・「結婚」をきっかけとする転居の場合、転入者では「勤務地や学校に近い」の割合が比較的低く、

転出者では「治安が良い」の割合が比較的高かった。 

  ・「家族・親族と同居・近居」をきっかけとする転居の場合、「勤務地や学校に近い」や「交通の

利便性が高い」の割合が比較的低い一方、「親や子どもの家に近い」や「友人・知人がいる」の

割合が高かった。 

  ・「より良い住宅を求めて」をきっかけとする転居の場合、「勤務地や学校に近い」や「交通の利

便性が高い」の割合が比較的低い一方、「住宅の規模や価格」の割合が高かった。 
 
   表 転居先を決める際に考慮した居住環境 

  

１位 ２位 ３位 ４位 ５位

神戸・阪神 親や子どもの家に近い(6.5%)

治安が良い(6.5%)

転出者 勤務地や学校に近い(19.8%) 交通の利便性が高い(14.1%) 住宅の規模や価格(11.2%) 治安が良い(10.2%) 親や子どもの家に近い(9.1%)

播磨 商業施設が充実(5.0%)

親や子どもの家に近い(5.0%)

転出者 勤務地や学校に近い(20.3%) 住宅の規模や価格(12.6%) 交通の利便性が高い(11.9%) 親や子どもの家に近い(11.9%) 治安が良い(7.7%)

その他県内 転入者 交通の利便性が高い(23.5%) 勤務地や学校に近い(18.4%) 住宅の規模や価格(16.3%) 治安が良い(10.2%) 親や子どもの家に近い(9.2%)

交通の利便性が高い(9.1%)

治安が良い(9.1%)

自然が豊かである(9.1%)

近畿 転入者 勤務地や学校に近い(19.6%) 交通の利便性が高い(18.5%) 住宅の規模や価格(14.0%) 自然が豊かである(8.3%) 友人・知人がいる(6.4%)

転出者 勤務地や学校に近い(29.6%) 交通の利便性が高い(17.3%) 住宅の規模や価格(11.7%) 治安が良い(10.5%) 友人・知人がいる(7.4%)

関東 友人・知人がいる(5.9%)

商業施設が充実(5.9%)

治安が良い(5.9%)

転出者 勤務地や学校に近い(20.3%) 交通の利便性が高い(18.1%) 商業施設が充実(10.1%) 治安が良い(9.4%) 住宅の規模や価格(8.7%)

その他国内 転入者 交通の利便性が高い(22.3%) 勤務地や学校に近い(18.1%) 住宅の規模や価格(16.0%) 友人・知人がいる(6.6%) 治安が良い(6.4%)

転出者 勤務地や学校に近い(21.5%) 住宅の規模や価格(12.6%) 交通の利便性が高い(10.4%) 治安が良い(8.1%) 自然が豊かである(6.7%)

住宅の規模や価格(31.8%) 勤務地や学校に近い(22.7%)転出者

交通の利便性が高い(20.5%) 勤務地や学校に近い(18.0%) 住宅の規模や価格(14.6%) 自然が豊かである(8.3%)

交通の利便性が高い(21.3%) 住宅の規模や価格(18.6%) 勤務地や学校に近い(13.3%) 友人・知人がいる(7.1%)転入者

交通の利便性が高い(21.1%) 勤務地や学校に近い(17.8%) 住宅の規模や価格(15.7%) 治安が良い(6.8%)転入者

転入者

１位 ２位 ３位 ４位 ５位

転入者 交通の利便性が高い(21.9%) 勤務地や学校に近い(20.2%) 住宅の規模や価格(15.7%) 治安が良い(7.0%) 友人・知人がいる(5.7%)

転出者 勤務地や学校に近い(27.8%) 交通の利便性が高い(12.2%) 治安が良い(9.4%) 友人・知人がいる(9.0%) 住宅の規模や価格(8.7%)

転入者 交通の利便性が高い(21.5%) 勤務地や学校に近い(20.8%) 住宅の規模や価格(13.4%) 自然が豊かである(7.1%) 治安が良い(6.8%)

自然が豊かである(5.4%)

商業施設が充実(5.4%)

まちのイメージが良い(7.0%)

親や子どもの家に近い(7.0%)

住宅の規模や価格(11.8%) まちのイメージが良い(5.9%)

親や子どもの家に近い(11.8%) 友人・知人がいる(5.9%)

学校の教育環境が良い(5.9%)

転入者 交通の利便性が高い(20.8%) 住宅の規模や価格(17.4%) 勤務地や学校に近い(13.8%) 治安が良い(7.4%) 親や子どもの家に近い(5.9%)

転出者 勤務地や学校に近い(19.4%) 交通の利便性が高い(18.4%) 治安が良い(12.8%) 住宅の規模や価格(11.2%) 親や子どもの家に近い(5.6%)

住宅の規模や価格(6.2%)

治安が良い(6.2%)

友人・知人がいる(10.1%) 治安が良い(5.1%)

勤務地や学校に近い(10.1%) 近所づきあいの環境が良い(5.1%)

友人・知人がいる(7.4%)

自然が豊かである(7.4%)

友人・知人がいる(13.2%)

交通の利便性が高い(13.2%)

自然が豊かである(6.5%)

勤務地や学校に近い(6.5%)

親や子どもの家に近い(6.5%)

親や子どもの家に近い(8.4%) 自然災害が少ない(7.4%)

交通の利便性が高い(8.4%) まちのイメージが良い(7.4%)

転入者 交通の利便性が高い(22.0%) 住宅の規模や価格(16.5%) 勤務地や学校に近い(13.8%) まちのｲﾒｰｼﾞが良い(10.1%) 友人・知人がいる(6.4%)

友人・知人がいる(15.8%) 治安が良い(13.2%) まちのイメージが良い(10.5%)

交通の利便性が高い(15.8%) 勤務地や学校に近い(13.2%) 住宅の規模や価格(10.5%)

就職・転職・

退職のため

より良い周辺

環境を求めて
転出者

より良い住宅

を求めて

家族や親族か

ら独立するた

め

家族や親族と

同居・近居す

るため

結婚のため

進学、転校な

ど学校の都合

転勤のため

転入者 住宅の規模や価格(25.1%) 交通の利便性が高い(21.6%)

転出者 住宅の規模や価格(23.2%) 勤務地や学校に近い(13.7%)

転入者 住宅の規模や価格(21.3%) 交通の利便性が高い(20.2%) 勤務地や学校に近い(19.1%)

転出者 勤務地や学校に近い(23.7%) 治安が良い(10.5%) 商業施設が充実(7.9%)

転入者 親や子どもの家に近い(23.3%) 友人・知人がいる(14.0%) 交通の利便性が高い(13.2%) 自然が豊かである(7.8%)

転出者 親や子どもの家に近い(20.2%) 住宅の規模や価格(7.1%)

勤務地や学校に近い(24.0%) 交通の利便性が高い(15.2%) 住宅の規模や価格(11.8%) 治安が良い(9.8%)

転入者 勤務地や学校に近い(22.8%) 住宅の規模や価格(15.8%) 交通の利便性が高い(12.3%) 友人・知人がいる(10.5%)

転出者 勤務地や学校に近い(23.5%) 交通の利便性が高い(14.7%)

転出者
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ここでは就職や結婚、出産などライフステージにおける転機を迎え、転居する機会が他の年代より多

い20代・30代について、家族構成の状況（単身世帯、夫婦のみの世帯、親と子の世帯）に応じた転入、

転出の特徴について整理する。 

 

１）20代・30代の転出入のきっかけと、転入前・転出後の住所 

 ・「就職・転職・退職」をきっかけとする場合 

転入者は、国内の幅広い地域から明石に転入しているが、転出者は、「神戸・阪神地域」や「近

畿地方」など、近隣地域への転出の割合が若干高かった。 

 ・「転勤」をきっかけとする場合 

   転入者、転出者とも、国内の幅広い地域から明石に転入、転出している結果であった。 

 ・「結婚」をきっかけとする場合 

   転入者は、神戸・阪神地域、次いで播磨地域のから転入する割合が高く、転出者は、神戸・阪神

地域へ転出する割合が高く、播磨地域へ転出する割合は、転入者ほど高くなかった。 

 

 表 20 代・30 代の転出入のきっかけと転入前・転出後の住所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 調査結果 ４．20 代・30 代の転入・転出の特徴 

回答者数 回答割合 主な転入元 回答者数 回答割合 回答者数 回答割合 主な転出先 回答者数 回答割合

就職・転職・退職のため 253 35.2% その他国内 80 11.1% 110 30.0% 神戸・阪神 30 8.2%

近畿 56 7.8% 近畿 25 6.8%

神戸・阪神 37 5.2% 関東 21 5.7%

関東 31 4.3% その他国内 20 5.4%

播磨 21 2.9% 播磨 11 3.0%

その他県内 20 2.8% その他県内 2 0.5%

転勤のため 130 18.1% その他国内 36 5.0% 65 17.7% その他国内 17 4.6%

関東 29 4.0% 関東 16 4.4%

近畿 23 3.2% 近畿 14 3.8%

神戸・阪神 18 2.5% 神戸・阪神 8 2.2%

播磨 12 1.7% 播磨 7 1.9%

その他県内 9 1.3% その他県内 3 0.8%

進学、転校など学校の都合 10 1.4% 神戸・阪神 6 0.8% 7 1.9% 播磨 3 0.8%

播磨 2 0.3% 神戸・阪神 2 0.5%

結婚のため 152 21.2% 神戸・阪神 56 7.8% 86 23.4% 神戸・阪神 43 11.7%

播磨 49 6.8% 播磨 18 4.9%

近畿 19 2.6% 近畿 11 3.0%

その他国内 14 1.9% その他国内 9 2.5%

家族や親族と同居・近居するため 33 4.6% 神戸・阪神 14 1.9% 33 9.0% 神戸・阪神 20 5.4%

近畿 7 1.0% 播磨 6 1.6%

家族や親族から独立するため 30 4.2% 神戸・阪神 15 2.1% 14 3.8% 神戸・阪神 7 1.9%

播磨 11 1.5% 播磨 4 1.1%

より良い住宅を求めて 49 6.8% 神戸・阪神 35 4.9% 27 7.4% 神戸・阪神 17 4.6%

播磨 12 1.7% 播磨 8 2.2%

より良い周辺環境を求めて 30 4.2% 神戸・阪神 15 2.1% 11 3.0% 神戸・阪神 6 1.6%

播磨 10 1.4% 播磨 3 0.8%

転出入のきっかけ
転入者 転出者
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２）20代・30代の転出入のきっかけと、転入・転出を決める際に考慮した居住環境 

 ・「就職・転職・退職」をきっかけとする場合 

転入者は、「交通の利便性が高い」、「勤務地や学校に近い」の順に割合が高く、その差はあま

りなかったが、転出者は、「勤務地や学校に近い」の割合が特に高かった。 

 ・「転勤」をきっかけとする場合 

   転入者は、「交通の利便性が高い」、「勤務地や学校に近い」の順に割合が高かったが、転出者

は逆に、「勤務地や学校に近い」、「交通の利便性が高い」の順に割合が高かった。 

 ・「結婚」をきっかけとする場合 

   転入者は、「勤務地や学校に近い」を選択する割合が比較的低く、「交通の利便性が高い」、

「住宅の規模や価格」の割合が高かったが、転出者は、「住宅の規模や価格」の割合が比較的低

く、「勤務地や学校に近い」、「交通の利便性が高い」の割合が高かった。さらに「治安が良

い」の割合も比較的高かった。 

 

 表 20 代・30 代の転出入のきっかけと転入・転出を決める際に考慮した居住環境 

回答者数 回答割合 居住環境 回答者数 回答割合 回答者数 回答割合 居住環境 回答者数 回答割合

就職・転職・退職のため 255 34.9% 交通の利便性が高い 122 17.0% 111 30.0% 勤務地や学校に近い 67 18.3%

勤務地や学校に近い 113 15.7% 交通の利便性が高い 29 7.9%

住宅の規模や価格 84 11.7% 治安が良い 24 6.5%

治安が良い 39 5.4% 友人・知人がいる 22 6.0%

友人・知人がいる 31 4.3% 住宅の規模や価格 20 5.4%

転勤のため 130 17.8% 交通の利便性が高い 64 8.9% 65 17.6% 勤務地や学校に近い 35 9.5%

勤務地や学校に近い 58 8.1% 交通の利便性が高い 23 6.3%

住宅の規模や価格 40 5.6% 住宅の規模や価格 17 4.6%

自然が豊かである 23 3.2% 治安が良い 17 4.6%

治安が良い 22 3.1% 自然が豊かである 11 3.0%

進学、転校など学校の都 10 1.4% 勤務地や学校に近い 6 0.8% 7 1.9% 親や子どもの家に近い 3 0.8%

結婚のため 157 21.5% 交通の利便性が高い 78 10.9% 87 23.5% 勤務地や学校に近い 36 9.8%

住宅の規模や価格 61 8.5% 交通の利便性が高い 35 9.5%

勤務地や学校に近い 53 7.4% 治安が良い 23 6.3%

治安が良い 28 3.9% 住宅の規模や価格 21 5.7%

親や子どもの家に近い 21 2.9% 親や子どもの家に近い 11 3.0%

家族や親族と同居・近居 34 4.7% 親や子どもの家に近い 18 2.5% 34 9.2% 親や子どもの家に近い 14 3.8%

友人・知人がいる 12 1.7% 友人・知人がいる 8 2.2%

家族や親族から独立する 30 4.1% 勤務地や学校に近い 16 2.2% 14 3.8% 勤務地や学校に近い 8 2.2%

住宅の規模や価格 15 2.1% 交通の利便性が高い 5 1.4%

より良い住宅を求めて 51 7.0% 住宅の規模や価格 34 4.7% 27 7.3% 住宅の規模や価格 14 3.8%

交通の利便性が高い 24 3.3% 勤務地や学校に近い 10 2.7%

親や子どもの家に近い 10 1.4% 交通の利便性が高い 6 1.6%

より良い周辺環境を求め 30 4.1% 交通の利便性が高い 14 1.9% 11 3.0% 治安が良い 4 1.1%

勤務地や学校に近い 13 1.8% 勤務地や学校に近い 4 1.1%

住宅の規模や価格 12 1.7%

転入者 転出者
転出入のきっかけ
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（参考）アンケート調査票



- 12 - 

 


