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本調査

調査票

過 去 に「地 方 への移 住 意 向 がある」と回 答 した方 にお伺 いします。まず、地 方 へ移
住 したいと思 った理 由 や移 住 先 での暮 らし方 についてお伺 いします。

問１．

地方へ移住したいと思った理由としてあてはまるものはどれですか。
また、挙げられたもののうち、もっとも大きい理由をお選びください。
【あてはまるものすべて選択、ひとつ選択】
地方移住したい理由

(1) 働き方を変えたい
(2) 子どもを育てる環境を変えたい
(3) 都市部の騒々しい暮らしがあわな
い
(4) 広々とした住宅を確保したい
(5) リタイア・定年退職をしたので都
市部に暮らす必要がなくなる
(6) 自然豊かな環境で暮らしたい
(7) 週末滞在や二地域居住などで気に
入った場所に定住したい
(8) 自分（または配偶者）の生まれ育
った地域に戻りたい
(9) 自分（または配偶者）が高齢期に
なったとき、都心部では介護・医
療サービスが十分でなくなるのが
心配である
(10) 親（配偶者の親含む）等の介護を
したい/ する必要がある
(11) 家業を継ぎたい./ 継ぐ必要があ
る
(12) 家族構成の変化に対応したい
(13) その他 （具体的に

）

(14) 特にない
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最も大きい理由

問２．

地方へ移住した場合、移住先ではどのくらい住む予定ですか。もっと
もあてはまるものをひとつお選びください。
【あてはまるものひとつ選
択】

(1) ずっとその移住先で暮らしたい
(2) 自分（または配偶者）が要介護状態に（日常的に介護・医療サービスが必要と）
なる前まで暮らしたい
(3) 自分（または配偶者）が高齢期（65 歳以上を想定）にさしかかる前まで暮らし
たい
(4) わからない
(5) その他（具体的に

問３．

）

地方へ移住したあとの理想のライフスタイルとして、あてはまるもの
すべてお選びください。【あてはまるものをすべて選択】

(1) 農業・漁業・林業等の地域産業で生計をたてたい
(2) 農業・漁業・林業等を手伝いたい
(3) 観光業など地域にかかわる仕事に就きたい
(4) フルタイムな仕事に就きたい
(5) 短い勤務時間な仕事に就きたい
(6) 在宅ワークをしたい
(7) 起業したい
(8) 趣味やレジャーを楽しみたい
(9) 自然を身近に感じて暮らしたい
(10) 家族や友人との時間を大切にしたい
(11) 地域の人と深くかかわりたい
(12) 自分のスキルを地域貢献に使いたい
(13) その他⇒具体的に（

）

(14) 特にない

問４．

地方の移住先であなたが地域に対して貢献できると思う点はあります
か。【あてはまるものすべて選択】

(1) 仕事で培った知識やノウハウ・技術
(2) 専門的な資格（弁護士・会計士・司法書士・不動産鑑定士 等）
(3) NPO やコミュニティビジネス、社会的事業の立ち上げ
(4) 雪かきや草刈り、清掃などの地域の生活環境をととのえる活動
(5) 地域の子育て世帯の支援（子ども預かり、見守りなど）
(6) サークル活動等におけるリーダー・講師役
(7) その他⇒具体的に（

）

(8) 特にない
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問５．

あなたにとって地方へ移住した場合のメリットはなんだと思いますか。
あてはまるものをすべてお選びください。【あてはまるものをすべて選
択】
(1) 緑、水や空気、星など自然が豊かである
(2) 広い住宅を確保できる
(3) 生活費が安くなる
(4) 子育て環境がよい
(5) 親・友人など知り合いが多い
(6) 生活時間にゆとりができる
(7) 自分の趣味・娯楽に熱中できる
(8) 近隣の人々とのつながりが深い
(9) 医療・福祉・介護サービスが充実している
(10) その他⇒具体的に（

）

(11) 特にない

問６．

あなたにとって地方へ移住した場合のデメリットはなんだと思います
か。あてはまるものをすべてお選びください。
【あてはまるものをすべ
て選択】

(1) 買い物など、日常的な生活に必要な施設・サービスが不足している
(2) 公共交通手段が不足している
(3) 医療・福祉・介護サービスが充実していない
(4) 美術館やホールなどの文化的なイベントと触れ合う機会が減る
(5) 子育て環境が整っていない
(6) 子や孫など親族に会えなくなる
(7) 現在よりも収入が減る
(8) 近隣の人々との付き合いが煩わしい
(9) その他⇒具体的に（

）

(10) 特にない

問７．

あなたが地方への移住を考えるにあたり、あなたのまわりに反対する
人はいますか。あてはまる人をすべてお選びください。
【あてはまるも
のをすべて選択】

(1) 配偶者
(2) 同居している子どもや親、兄弟
(3) 近所に住む子どもや親、兄弟
(4) (2)および(3)を除く、遠くに住む子どもや親、兄弟
(5) 友人
(6) その他⇒具体的に（

）

(7) 特にいない
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Ⅱ．地 方 への移 住 先 の選 定 についてお伺 いします。
問８．

地方への移住を考えるにあたり、現時点で移住したいと思う地域はど
の都道府県ですか。複数ある場合はもっとも希望度が高い候補地につ
いてお答えください。【あてはまるものをひとつ選択】

(1) 北海道
(2) 青森県
(3) …（すべての都道府県の選択肢）
(4) 沖縄県
(5) まだわからない

問９．

移住候補の地域を絞っていくにあたって、決め手はなんですか。
【あて
はまるものをすべて選択】

(1) 移住に関する自治体の支援制度がある
(2) 条件にあった良い物件が見つかりやすい
(3) 仕事が見つかりやすい
(4) 生活環境がある程度整っている
(5) 子どもの教育環境が整っている
(6) 子育てする環境がよい
(7) 医療・介護に関する施設・サービスが充実している
(8) 地域の住民同士の交流が盛んである
(9) 知り合いがいる
(10) 都市部から遠すぎない
(11) その他 ⇒具体的に（

）

(12) 特にない

問１０． 地方への移住にあたって、住民票を移すつもりはありますか。
【あては
まるものをひとつ選択】
(1) 移住先に移す
(2) 現在の居住地から移さない
(3) わからない
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問１１． 現在住んでいる住宅についてお伺いします。
問１１－１． 住宅の形態としてあてはまるものをお選びください。
【あてはまる
ものをひとつ選択】
(1) 戸建住宅・持ち家
(2) 戸建住宅・借家
(3) 共同住宅・持ち家
(4) 共同住宅・借家
問１１－２． ＜問 11-1(1)(3)と回答＞地方へ移住する際は現在住んでいる住宅は

どのようにするつもりですか。もっとも【あてはまるものをひとつ
選択】
(1) 売却したい
(2) 賃貸として収入にしたい
(3) 空き家のままにしておきたい
(4) 親族等に貸したい
(5) その他（具体的に

）

(6) 特に考えていない

問１２． 移住先に関する情報はどのように収集していますか。
【あてはまるもの
をすべて選択】
(1) 移住先にいる知人・友人からの紹介
(2) 移住先にいる家族・親族からの情報
(3) 移住を支援する HP の情報
(4) 移住した方のブログや紹介記事等
(5) 不動産（土地や住宅）に関する情報誌からの情報
(6) 移住に関する雑誌の情報（(5)を除く）
(7) 移住先の自治体が発行しているチラシやパンフレット
(8) 公的な組織・機関による情報提供や相談・助言（(7)を除く）
(9) 民間の組織・機関による情報提供や相談・助言
(10) その他（具体的に

）

(11) とくに何の情報なども活用していない。
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問１３． 以下のような施策を移住候補先の自治体が行っている場合、移住希望
が高まるものをお選びください。【あてはまるものすべて選択】
(1) 移住体験（イベント、長期滞在等）
(2) 移住に関する専門の総合的な相談窓口
(3) 空き家情報の提供、紹介
(4) 仕事の紹介
(5) 農業体験・研修
(6) 就農支援（土地の提供、農家紹介等）
(7) 地域情報の提供
(8) 起業支援（起業・創業に費用助成・店舗改装費補助等）
(9) 子供の医療費助成（自己負担無料等）
(10) 結婚支援（祝い金支給、出会いイベント等）
(11) 出産支援（出産費用・健診費無料等）
(12) 子育て支援（保育料無料・児童手当等）
(13) 教育支援（奨学資金貸与等）
(14) 山村留学
(15) 近所の地域住民との交流機会
(16) その他（具体的に

）

(17) 特にない

問１４． 以下のような福祉に関する具体事業を移住候補先の自治体が行ってい
る場合、あなたの移住意向が高まるかどうかを教えてください。
とても
高まる

(1) 保育料の補助がある
(2) 地域での子育てサービスが充実している
(3) 医療費の補助がある
(4) 希望する介護施設に入りやすい
(5) 自宅で利用する介護サービスが充実してい
る
(6) 訪問医療やかかりつけ医などの日常的な医
療体制が充実している
(7) 高齢者などの移動が便利（コミュニティバ
ス、乗り合いタクシー等）
(8) 高齢者などが食事に困らない配食サービス
等が充実
(9) 家族介護者への支援が充実している
(10) その他の福祉事業（具体的に

）
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まあま
あ高ま
る

あまり
高まら
ない

全く高
まらな
い

問１５． 移住先の候補の中に、U ターン先（あなたまたはあなたの配偶者が生
まれ育った地域）は含まれますか。【あてはまるものをひとつ選択】
(1) 含まれる
(2) 含まれない

問１６． ＜問 15 が(1)＞移住候補先に U ターン先が含まれる場合、どのような
支援があればよいと思いますか。【あてはまるものをすべて選択】
(1) 都市圏に U ターン移住相談窓口がある
(2) 就職支援
(3) 起業支援
(4) 新規就農
(5) 住宅斡旋、空き家情報の提供
(6) 住み替えにかかる補助金
(7) 地域情報の提供
(8) 子育て支援
(9) 医療・介護の施設・サービスに関する相談支援
(10) その他⇒具体的に（

）

(11) 特にない

Ⅱ．あなたおよびあなたのご家 族 についてお伺 いします。
問１７． あなたが現在同居している家族形態はどれですか。
【あてはまるものひ
とつ選択】
(1) 単身世帯(ひとり暮らし)
(2) 1 世代世帯(夫婦だけ)
(3) 2 世代世帯(両親と子：あなたが親)
(4) 2 世代世帯（ひとり親と子：あなたが親）
(5) 2 世代世帯(親と子：あなたが子)
(6) 3 世代世帯(親と子と孫：あなたが親)
(7) ３世代世帯（親と子と孫：あなたが子）
(8) ３世代世帯（親と子と孫：あなたが孫）
(9) その他（具体的に

）
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問１８． 移住先で一緒に暮らすと想定される家族形態はどれですか。
【あてはま
るものひとつ選択】
(1) 単身世帯(ひとり暮らし)
(2) 1 世代世帯(夫婦だけ)
(3) 2 世代世帯(両親と子：あなたが親)
(4) 2 世代世帯（ひとり親と子：あなたが親）
(5) 2 世代世帯(親と子：あなたが子)
(6) 3 世代世帯(親と子と孫：あなたが親)
(7) ３世代世帯（親と子と孫：あなたが子）
(8) ３世代世帯（親と子と孫：あなたが孫）
(9) その他（具体的に

）

問１９． あなたの就業形態はどれですか。【あてはまるものひとつ選択】
(1) 農林漁業（家族従業者を含む）
(2) 自営業〔商工サービス業・自由業（家族従業者を含む）など〕
(3) 会社・団体等の正規の職員・従業員
(4) 会社・団体等の役員
(5) パ－ト，アルバイト，労働者派遣事業所の派遣社員，契約社員，嘱託 等
(6) シルバー人材センターによる業務請負
(7) 内職
(8) その他（具体的に

）

(9) 仕事はしていない

問２０． ＜問 19(2)～(4)＞あなたの現在の職種はどれですか。
【あてはまるもの
ひとつ選択】
(1) 管理職
(2) 財務経理職
(3) 営業職
(4) 研究職
(5) 技術職
(6) 販売職
(7) その他⇒具体的に（

）
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問２１． あなたの世帯の現在の収入はどのくらいですか。
【あてはまるものひと
つ選択】
(1) 200 万円未満
(2) 200～400 万円未満
(3) 400～600 万円未満
(4) 600～800 万円未満
(5) 800～1000 万円未満
(6) 1000～1500 万円未満
(7) 1500～2000 万円未満
(8) 2000～3000 万円未満
(9) 3000 万円以上
(10) わからない
(11) 答えたくない

問２２． 移住後にはどの程度の世帯収入があると考えられますか。見込みとし
て最もあてはまるものをお選びください。
【あてはまるものひとつ選択】
(1) 200 万円未満
(2) 200～400 万円未満
(3) 400～600 万円未満
(4) 600～800 万円未満
(5) 800～1000 万円未満
(6) 1000～1500 万円未満
(7) 1500～2000 万円未満
(8) 2000～3000 万円未満
(9) 3000 万円以上
(10) わからない
(11) 答えたくない

以上
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