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本件に関する
お問い合わせ先 https://www.recruit.co.jp/support/form/

「SUUMO住民実感調査2022 北海道版」
～2022年住み続けたい街（自治体/駅）2022ランキング～

北海道版＜自治体＞では「札幌市中央区」が1位
札幌市版＜駅＞では「西線１４条」が1位

1位 西線１４条（札幌市電） 83.05

2位 円山公園（地下鉄東西線） 83.03

3位 西線６条（札幌市電） 82.35

4位 西線１１条（札幌市電） 82.09

5位 桑園（ＪＲ函館本線） 82.02

駅名
（代表的な沿線名）

順位 平均
評価点

1位 札幌市中央区 78.33

2位 札幌市厚別区 77.78

3位 河東郡音更町 76.51

4位 札幌市西区 75.78

5位 札幌市豊平区 74.33

6位 上川郡東神楽町 72.89

7位 札幌市手稲区 71.64

8位 札幌市清田区 71.09

9位 札幌市南区 70.91

10位 中川郡幕別町 70.65

順位 自治体名 平均
評価点

[札幌市]住み続けたい駅ランキング（→P12）

[北海道]住み続けたい自治体ランキング（→P4）
[北海道]子育てに関する自治体サービスが充実している

自治体ランキング（→P9）

札幌市は全10区のうち、7区がトップ10にランクイン。
「札幌市中央区」が1位、2位は新札幌副都心を擁する
「札幌市厚別区」となった。3位は道内の町村のなかで
は最多の人口を誇り、酪農や温泉でも知られる「河東郡
音更町」が入った。

1位の「白糠郡白糠町」は「子育て応援日本一」を掲
げ、出産祝い金の支給、18歳までの医療費・保育料
（2歳児以下も含む）・学校給食費の無料化などさま
ざまな子育て支援を行っている。3位の「北斗市」も
高校卒業までの医療費無料制度など手厚い支援で知ら
れる。

トップ５に、札幌市電山鼻西線の駅が3駅登場。
「西線6条」（3位）から「西線11条」(4位）を経由
し「西線14条」（1位）までは約1.2㎞で、繁華街か
ら少し離れてた落ち着いた住環境が評価されている。
2位の「円山公園」は一戸建ての住宅地のほか、分
譲マンションも増えており、札幌都心部の利便性と、
静かさを享受できる住宅街として人気のエリア。

1位 白糠郡白糠町 77.08

2位 上川郡東神楽町 75.26

3位 北斗市 73.13

4位 樺戸郡新十津川町 72.91

5位 河西郡芽室町 70.36

6位 足寄郡足寄町 69.92

7位 空知郡南幌町 63.68

8位 中川郡幕別町 61.56

9位 恵庭市 59.48

10位 新冠郡新冠町 59.25

順位 自治体名 偏差値

株式会社リクルート（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：北村 吉弘）では、北海道に居住し
ている人を対象に実施したWEBアンケート形式による「SUUMO住民実感調査2022 北海道版」を
集計しました。本調査は住まい探しの際に新しい街の魅力に気づくきっかけや、街を選択する際の
参考になればと、「住んでいる街に住み続けたいか」という“継続居住意向”に関する実態調査を実
施したものです。概要をまとめましたので、ご報告いたします。



 調査目的 北海道の自治体/札幌市の駅について、街の継続居住意向を明らかにす
ること。
また、その街の魅力を把握すること。

 調査対象 北海道内在住の20歳以上の男女

 調査対象駅 札幌市に所在する駅、104駅(路線×駅の延べ数）について、複数路線
が乗り入れている駅は下記の集計工程を加え、調査対象は92駅となっ
た。

＜複数路線が乗り入れている駅の集計方法＞
複数路線が乗り入れている同名の駅については合わせて集計している。
また交通情報システム「駅すぱあと」（ https://roote.ekispert.net/ja/rmap ）の路線図
で、複数の駅が「地下通路/連絡通路でつながっている」と表示されている場合には、同
じ駅として平均評価点を算出し、最も回答者が多い駅を代表駅として表示している。
※最寄駅は最大2つ回答してもらい、それぞれの駅に同一回答者を重複して集計した。

 集計対象自治体
巻末17Ｐ参照

 調査方法 インターネットによるアンケート調査
1次調査にて、住んでいる街への継続居住意向を調査。
2次調査では、1次調査で30人以上の回答が得られた最寄駅および、
自治体を回答した者に対し、住んでいる街の魅力などについて調査した。

 調査期間 1次調査：2022年2月16日（水）～ 2022年2月24日（木）
2次調査：2022年3月3日（木）～ 2022年3月10 日（木）

 有効回答数 最寄駅もしくは居住自治体、いずれかが有効であった回答数
1次調査： 140,171人（住み続けたい街）
（内、北海道（自治体）：36,190人 札幌市（駅）：15,958人*）
2次調査：上記回答者のうち38,317人（街の魅力）
（内、北海道（自治体）：6,703人 札幌市（駅）：3,714人*）

*札幌市内の駅を最寄駅とする札幌市外在住者の回答を含む
※同時期に調査を実施した愛知県、北海道、宮城県、広島県、福岡県での合計対象者数

 調査実施機関 株式会社インテージ

 ランキング対象の概要

ランキング対象自治体の基準
[住み続けたい街]1次調査有効回答者のうち30人以上回答が得られた86自治体
[魅力項目]2次調査有効回答者のうち20人以上の回答が得られた86自治体

ランキング対象駅の選出基準
[住み続けたい街]駅のうち1次調査での有効回答が30人以上得られた86駅
[魅力項目]駅のうち2次調査で20人以上の有効回答が得られた87駅

※以下の理由から1次調査・2次調査の対象駅/自治体が一致しないことがある
•1次調査で30人以上の回答が得られたが、2次調査で20人以上の回答を確保できなかった場合
•1次調査で30人以上の回答が得られなかったが、最寄駅を最大2つ回答できるため、2次調査で20人以上
の回答が得られた場合

調査概要

2



調査概要
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カテゴリ 魅力項目

交通
いろいろな場所に電車・バス移動で行きやすい
職場など決まった場所に行くなら電車・バス移動が便利だ
車での移動が便利だ

商業施設・買い物

歩ける範囲で日常のもの（食料品/日用品など）はひととおり揃う
生活上の用事を効率的に済ませることができる
ショッピングモールやデパートなどの大規模商業施設がある
利用しやすい商店街がある
雰囲気やセンスのいい、飲食店やお店がある
コストパフォーマンスがよく便利なお店や飲食店がある

街の施設

仕事のできる施設がある（コワーキングスペースやカフェなど）
学びや、趣味の施設がある（稽古事・カルチャースクールなど）
文化・娯楽施設が充実している（映画館、劇場、美術館、博物館など）
運動施設が充実している（フィットネスジム、プール、テニスコートや体育館など）
公共施設が充実している（図書館、コミュニティセンター・公民館など）
医療施設が充実している（病院や診療所など）

自治体サービス

自治体や自治体の長（市長や町村長、東京23区の場合は区長）の政策に魅力を感じる
子育てに関する自治体サービスが充実している
介護や高齢者向けサービスなどが充実している
ゴミ収集に関する自治体サービスが充実している

物価・住居費
物価が安い
住居費が安い
公共料金が安い

子育て・教育
子育て環境が充実している
教育環境が充実している

防犯・防災
防犯対策がしっかりしており治安が良い
災害が少ない/防災対策がしっかりしている

周辺環境（景観・街並み）

自然が豊富(山や海、森、川など）
公園が充実している
住宅街が整然としている（通りや並木など）
散歩・ジョギングしやすい
街が閑静である

地域イメージ

地域に顔見知りや知り合いができやすい
周囲の目を気にせず自由な生活ができる
街の住民がその街のことを好きそう
人からうらやましがられそう

地域の発展・将来性

魅力的な働く場や企業がある
街に賑わいがある
不動産の資産価値が高そう
メディアによく取り上げられて有名である
今後、街が発展しそう

 ランキングの算出方法
「お住まいの街に今後も住み続けたいですか？」という設問に対し、まったくそう思わない～と
てもそう思うの11段階で評価してもらい、11段階の選択肢に0～100点の10点刻みの点数を与えて
点数化し、30人以上の回答者がいる自治体や駅を対象として平均値を計算し偏差値を算出、ラン
キング化した。
「あなたがお住まいの街には、次のような魅力があると思いますか？」という設問に対して、
まったくあてはまらない～とてもあてはまるの5段階で評価してもらい、 5段階の選択肢に0～
100点の25点刻みの点数を与えて点数化し、自治体や駅ごとに各魅力項目の平均評価を計算。その
うち、20人以上の回答者がいる自治体や駅を対象に、魅力項目ごとに偏差値化を行った。
なお、本調査は住民が感じている街の魅力項目の実感値をもとに評価したものを集計しており、
客観的な事実などからの評価を表すものではない。
 魅力項目一覧



住み続けたい自治体ランキング＜北海道＞

1位は「札幌市中央区」。北海道新幹線の延伸や、札幌オリンピック招致などを控え、 札幌駅南口周辺
をはじめとした大規模再開発計画が区内で複数進行している。

2位「札幌市厚別区」の中心である「新さっぽろ」駅周辺地区は、約50年前から「副都心」として一大交
通結節点および生活拠点として公共施設や商業・業務施設の集積が進められてきた。2021年には駅周辺
に大学や専門学校が開校、 2023年秋には駅前に商業施設「BiVi新さっぽろ」が開業予定、周辺にホテ
ル・大規模マンションの建設も進んでいる。

3位の「河東郡音更町」はJR帯広駅から市街地まで車で約15分、車や鉄道で道内各地へ移動しやすいうえ、
帯広空港にも車で約50分と、道外にもアクセス良好な街。道内の町村では最多の人口を誇り、酪農や農
業の盛んな街としても知られる。

 住み続けたい自治体ランキング＜北海道＞ TOP20

※20位までの自治体を掲載
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1位 札幌市中央区 78.33 70.17 2545

2位 札幌市厚別区 77.78 69.58 1184

3位 河東郡音更町 76.51 68.23 232

4位 札幌市西区 75.78 67.45 1918

5位 札幌市豊平区 74.33 65.90 2090

6位 上川郡東神楽町 72.89 64.37 38

7位 札幌市手稲区 71.64 63.04 1068

8位 札幌市清田区 71.09 62.45 826

9位 札幌市南区 70.91 62.26 1020

10位 中川郡幕別町 70.65 61.98 138
11位 帯広市 69.90 61.18 1169
12位 札幌市東区 69.74 61.01 2169
13位 北広島市 69.47 60.72 357

函館市 69.47 60.72 1654
15位 札幌市北区 69.21 60.45 2254
16位 北斗市 69.05 60.28 264
17位 河西郡芽室町 69.02 60.24 82
18位 新冠郡新冠町 68.67 59.87 30
19位 恵庭市 68.33 59.51 509
20位 札幌市白石区 67.90 59.05 1848

順位 自治体名 平均
評価点

偏差値 回答者数



住み続けたい自治体ランキング＜北海道＞ 街の魅力

 住み続けたい自治体ランキング＜北海道＞TOP10の街の魅力上位5項目

＊3ページに掲載している魅力項目一覧のうち、その街（自治体）において評価の高かった上位5項目を表示しており、他の街（自治
体）に比べて相対的に評価が高い項目ではない

＊各街の魅力項目の偏差値をもとに、自治体ごとに順位付け

＊ 10位までの自治体を掲載
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1位 札幌市中央区
文化・娯楽施設が充実してい
る（映画館、劇場、美術館、

博物館など）

いろいろな場所に電車・バス
移動で行きやすい

街に賑わいがある
職場など決まった場所に行く
なら電車・バス移動が便利だ

仕事のできる施設がある（コ
ワーキングスペースやカフェ

など）

2位 札幌市厚別区 いろいろな場所に電車・バス
移動で行きやすい

職場など決まった場所に行く
なら電車・バス移動が便利だ

今後、街が発展しそう 街に賑わいがある 不動産の資産価値が高そう

3位 河東郡音更町 ゴミ収集に関する自治体サー
ビスが充実している

車での移動が便利だ 物価が安い 住居費が安い
生活上の用事を効率的に済ま

せることができる

4位 札幌市西区 いろいろな場所に電車・バス
移動で行きやすい

職場など決まった場所に行く
なら電車・バス移動が便利だ

街に賑わいがある 利用しやすい商店街がある 魅力的な働く場や企業がある

5位 札幌市豊平区 いろいろな場所に電車・バス
移動で行きやすい

職場など決まった場所に行く
なら電車・バス移動が便利だ

街に賑わいがある
文化・娯楽施設が充実してい
る（映画館、劇場、美術館、

博物館など）

仕事のできる施設がある（コ
ワーキングスペースやカフェ

など）

6位 上川郡東神楽町 公共料金が安い
防犯対策がしっかりしており

治安が良い
車での移動が便利だ 住居費が安い 物価が安い

7位 札幌市手稲区 職場など決まった場所に行く
なら電車・バス移動が便利だ

いろいろな場所に電車・バス
移動で行きやすい

利用しやすい商店街がある 街に賑わいがある
コストパフォーマンスがよく
便利なお店や飲食店がある

8位 札幌市清田区
ショッピングモールやデパー
トなどの大規模商業施設があ

る
教育環境が充実している

コストパフォーマンスがよく
便利なお店や飲食店がある

雰囲気やセンスのいい、飲食
店やお店がある

街に賑わいがある

9位 札幌市南区 職場など決まった場所に行く
なら電車・バス移動が便利だ

いろいろな場所に電車・バス
移動で行きやすい

文化・娯楽施設が充実してい
る（映画館、劇場、美術館、

博物館など）

仕事のできる施設がある（コ
ワーキングスペースやカフェ

など）

住宅街が整然としている（通
りや並木など）

10位 中川郡幕別町 公園が充実している 物価が安い 子育て環境が充実している 街が閑静である 散歩・ジョギングしやすい

街の魅力 5位順位 自治体名 街の魅力 1位 街の魅力 2位 街の魅力 3位 街の魅力 4位

偏差値70以上
偏差値60以上70未満
偏差値50以上60未満



今後、街が発展しそうと思う自治体ランキング＜北海道＞

札幌～新千歳間の自治体が上位に。
1位の「札幌市厚別区」は「新さっぽろ駅」周辺が変貌中。2023年秋には駅前に商業施設「BiVi新さっぽ
ろ」が開業予定、周辺にホテル・大規模マンションの建設も進んでいる。
2位の「北広島市」はボールパーク構想により、新スタジアム、公園、マンション建設が進み、新駅も計
画されている。また「北広島」駅前も2024年開業を目指し、商業・ホテル複合の再開発が計画されてい
る。

7位の「恵庭市」はJRで札幌駅へ24分、新千歳空港へ13分という高い交通利便性を背景に、宅地開発や
企業立地が活発化している。

 今後、街が発展しそう 自治体ランキング TOP10 ＜北海道＞

＊10位までの自治体を掲載
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1位 札幌市厚別区 74.35

2位 北広島市 73.14

3位 札幌市中央区 70.96

4位 札幌市豊平区 68.37

5位 札幌市西区 67.85

6位 札幌市東区 67.10

7位 恵庭市 66.91

8位 札幌市北区 65.72

9位 上川郡東神楽町 64.93

10位 札幌市清田区 64.85

順位 自治体名 偏差値



地域に顔見知りができやすいと思う自治体ランキング＜北海道＞

1位の「広尾町」、2位の「上富良野町」、4位の「砂川市」は、いずれも中心市街地が1カ所にまとまり、
街に行けば顔を合わす機会を持ちやすい、人口集積が進んだ街。

3位の「富良野市」は2位の「上富良野町」と車で20分ほどの距離。「富良野市」は人口規模は約2万人
と大きく、面積も広いが、中心市街地は「富良野」駅周辺に集中している。

 地域に顔見知りや知り合いができやすい 自治体ランキング TOP10 ＜北海道＞

＊10位までの自治体を掲載
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1位 広尾郡広尾町 82.35

2位 空知郡上富良野町 76.86

3位 富良野市 67.37

4位 砂川市 67.25

5位 上川郡東神楽町 65.35

6位 日高郡新ひだか町 65.09

7位 河西郡芽室町 64.67

8位 網走郡大空町 63.62

9位 厚岸郡厚岸町 61.99

10位 紋別郡遠軽町 61.67

順位 自治体名 偏差値



1位の「札幌市厚別区」は、中心部である「新さっぽろ」駅周辺に大型商業施設が集積。新さっぽろアー
クシティサンピアザは専門店街「サンピアザ」、「イオン新さっぽろ店」、百貨店「カテプリ」を中心
とした複合商業施設。札幌市営地下鉄東西線「新さっぽろ」駅に直結、「JR新札幌」駅には連絡通路で
接続している。

2位の「札幌市東区」のJR苗穂駅北口側には札幌市内最大級のショッピングセンター「アリオ札幌」が
あり、3階フロアの一部を1周250mのウォーキングコース（Ario WALKiNG）としても利用できる。天候
の影響で冬場のウォーキングが難しいときなどの、気軽な運動施設の側面ももっている。

 ショッピングモールやデパートなどの大規模商業施設がある＜北海道＞ 自治体ラン
キング TOP10

＊10位までの自治体を掲載
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1位 札幌市厚別区 70.81

2位 札幌市東区 70.63

3位 札幌市中央区 70.24

4位 札幌市清田区 70.23

5位 札幌市西区 68.49

6位 釧路郡釧路町 67.21

7位 札幌市豊平区 66.39

8位 苫小牧市 66.13

9位 札幌市白石区 65.39

10位 札幌市北区 65.34

順位 自治体名 偏差値

大規模商業施設が魅力の自治体ランキング＜北海道＞



子育てに関する自治体サービスが魅力の自治体ランキング＜北海道＞

1位の「白糠郡白糠町」は、町内にある80以上の太陽光発電施設による税収入を財源とした「太陽の手」
子育て支援を実施。18歳までの医療費・保育料（※）・学校給食費をすべて無料化。出産祝い金の支給、
新入学児童・生徒入学支援金の支給など、子育て世帯に手厚い支援を行っている。

2位の「上川郡東神楽町」は中学卒業までの子ども医療費無料を実施。

3位の「北斗市」、4位の「樺戸郡新十津川町」は高校生まで医療費が無料。

6位の「足寄町」は中学生までの医療費無料、学校給食の無料化（町内の小中高に通う子ども）、子育て
応援出産祝金贈呈（第1子及び第2子10万円、第3子以降20万円）、保育料（※）および副食費の無料化
のほか、足寄高校生を対象とした公設民営の無料塾、下宿を開設など個性的なサービスを行っている。

※国が後押しする保育料無償化は3歳児から5歳児を対象としており、2歳児以下の無償化は住民税非課税
世帯など、制限を設けているが、上記で紹介している無償化は、自治体独自に2歳児未満も所得制限なく
無償化を行っている。

 子育てに関する自治体サービスが充実している 自治体ランキング TOP10 ＜北海道＞

＊10位までの自治体を掲載
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1位 白糠郡白糠町 77.08

2位 上川郡東神楽町 75.26

3位 北斗市 73.13

4位 樺戸郡新十津川町 72.91

5位 河西郡芽室町 70.36

6位 足寄郡足寄町 69.92

7位 空知郡南幌町 63.68

8位 中川郡幕別町 61.56

9位 恵庭市 59.48

10位 新冠郡新冠町 59.25

順位 自治体名 偏差値



自然の豊富さが魅力の自治体ランキング＜北海道＞

1位の「弟子屈町」は、摩周湖、屈斜路湖、硫黄山、川湯温泉があり、津別峠、美幌峠からの景色も美し
く多種多様、豊富な自然を感じられる街。

2位の「広尾町」は、フンベの滝、黄金道路、サンタランドなどがある。また街のほとんどが森林地帯。

3位の「美瑛町」は、パッチワークの丘、青い池、白金温泉の観光資源のほか豊かな農作物でも知られ
る。

4位の「せたな町」は、日本海に面し風力発電群、海岸線沿いの奇岩群など、手付かずの自然が多い街。

5位の「大空町」は、芝桜公園、藻琴山、女満別湖畔が有名。

 自然が豊富（山や海、森、川など） 自治体ランキング TOP10 ＜北海道＞

＊10位までの自治体を掲載
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1位 川上郡弟子屈町 71.34

2位 広尾郡広尾町 70.70

3位 上川郡美瑛町 65.47

4位 久遠郡せたな町 65.37

5位 網走郡大空町 64.71

苫前郡羽幌町 64.71

7位 新冠郡新冠町 63.65

8位 斜里郡斜里町 63.35

虻田郡倶知安町 63.35

10位 二海郡八雲町 63.26

順位 自治体名 偏差値



住民が街のことを好きそうと思う自治体ランキング＜北海道＞

1位の「東神楽町」は、旭川空港を擁し、「旭川市」に隣接したベッドタウン。若い世代が多く移住・定
住し、人口に占める子どもの割合が北海道内では常にトップクラス。地方版総合戦略は広く発信されて
おり、他自治体にも影響を与えている。

 街の住民がその街のことを好きそう 自治体ランキング TOP10 ＜北海道＞

＊10位までの自治体を掲載

11

1位 上川郡東神楽町 71.23

2位 札幌市中央区 70.45

3位 札幌市厚別区 70.38

4位 札幌市西区 66.17

5位 札幌市豊平区 66.13

6位 札幌市南区 65.89

7位 函館市 65.53

8位 札幌市北区 65.29

9位 札幌市清田区 65.13

10位 恵庭市 65.06

順位 自治体名 偏差値



住み続けたい駅ランキング＜札幌市＞

トップ20のなかに札幌市中央区の16駅がランクイン。その中でも、トップ５に、札幌市電山鼻西線の駅
が3駅登場。「西線6条」（3位）から「西線11条」(4位）を経由し「西線14条」（1位）までは約1.2㎞
で、繁華街から少し離れた、落ち着いた住環境が評価されている。

2位の「円山公園」は一戸建ての住宅地のほか、分譲マンションも増えており、札幌都心部の利便性と、
静かさを享受できる住宅街として人気のエリア。

「琴似」はJRが6位、地下鉄東西線が15位にそれぞれランクイン。駅周辺は計画的な整備が進められ、商
業施設をはじめ、公共施設や医療施設、金融機関など、さまざまな施設がそろう。街の魅力では「利用
しやすい商店街がある」（地下鉄1位、JR3位）の評価が高く、JRと地下鉄東西線の駅間にある琴似栄町
通は西区随一の繁華街として知られている。

 住み続けたい駅ランキング＜札幌市＞ TOP20
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1位 西線１４条（札幌市電） 83.05 70.12 95

2位 円山公園（地下鉄東西線） 83.03 70.07 350

3位 西線６条（札幌市電） 82.35 68.53 85

4位 西線１１条（札幌市電） 82.09 67.93 110

5位 桑園（ＪＲ函館本線） 82.02 67.78 336

6位 琴似（ＪＲ函館本線） 80.98 65.41 633

7位 静修学園前（札幌市電） 80.77 64.93 52

8位 バスセンター前（地下鉄東西線） 80.56 64.46 196

9位 西１５丁目（札幌市電） 80.33 63.93 60

10位 西１８丁目（地下鉄東西線） 80.18 63.59 380
11位 西１１丁目（地下鉄東西線） 79.60 62.27 247
12位 西２８丁目（地下鉄東西線） 79.53 62.12 322
13位 西線９条旭山公園通（札幌市電） 79.34 61.68 91
14位 新札幌（ＪＲ千歳線） 79.03 60.98 984
15位 琴似（地下鉄東西線） 78.91 60.71 569
16位 森林公園（ＪＲ函館本線） 78.80 60.46 216
17位 中央図書館前（札幌市電） 78.30 59.32 47
18位 幌平橋（地下鉄南北線） 78.04 58.73 219
19位 中央区役所前（札幌市電） 78.00 58.64 30
20位 行啓通（札幌市電） 77.97 58.57 74

駅名
（代表的な沿線名）

順位 平均
評価点

偏差値 回答者数

＊複数路線が乗り入れている駅の代表的な最も多く選んだ路線を表示

＊20位までの駅を掲載



住み続けたい駅ランキング＜札幌市＞ 街の魅力

 住み続けたい駅ランキング＜札幌市＞ TOP10の街の魅力上位5項目

＊3ページに掲載している魅力項目一覧のうち、その街（駅）において評価の高かった上位5項目を表示しており、他の街（駅）に比べ
て相対的に評価が高い項目ではない

＊各街の魅力項目の偏差値をもとに、駅ごとに順位付け

＊2位「円山公園」の街の魅力2位は2項目が偏差値が同数でランクイン

＊6位「琴似」の街の魅力4位は2項目が偏差値が同数でランクイン

＊複数路線が乗り入れている駅の代表的な沿線は、住民が最も多く選んだ路線を表示

＊10位までの駅を掲載
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1位 西線１４条（札幌市電） 街の住民がその街のことを好
きそう

人からうらやましがられそう
歩ける範囲で日常のもの（食
料品／日用品など）はひとと

おり揃う

住宅街が整然としている（通
りや並木など）

散歩・ジョギングしやすい

2位 円山公園（地下鉄東西線） 街の住民がその街のことを好
きそう

不動産の資産価値が高そう
周囲の目を気にせず自由な生

活ができる

3位 西線６条（札幌市電） 医療施設が充実している（病
院や診療所など）

学びや、趣味の施設がある
（稽古事・カルチャースクー

ルなど）

街の住民がその街のことを好
きそう

ゴミ収集に関する自治体サー
ビスが充実している

介護や高齢者向けサービスな
どが充実している

4位 西線１１条（札幌市電） ゴミ収集に関する自治体サー
ビスが充実している

不動産の資産価値が高そう 人からうらやましがられそう
公共施設が充実している（図

書館、コミュニティセン
ター・公民館など）

街の住民がその街のことを好
きそう

5位 桑園（ＪＲ函館本線） 医療施設が充実している（病
院や診療所など）

不動産の資産価値が高そう
ショッピングモールやデパー
トなどの大規模商業施設があ

る

メディアによく取り上げられ
て有名である

今後、街が発展しそう

6位 琴似（ＪＲ函館本線） 利用しやすい商店街がある
公共施設が充実している（図

書館、コミュニティセン
ター・公民館など）

子育てに関する自治体サービ
スが充実している

7位 静修学園前（札幌市電） 周囲の目を気にせず自由な生
活ができる

公園が充実している
職場など決まった場所に行く
なら電車・バス移動が便利だ

街の住民がその街のことを好
きそう

子育てに関する自治体サービ
スが充実している

8位 バスセンター前（地下鉄東西線） 今後、街が発展しそう
ショッピングモールやデパー
トなどの大規模商業施設があ

る
人からうらやましがられそう

歩ける範囲で日常のもの（食
料品／日用品など）はひとと

おり揃う

メディアによく取り上げられ
て有名である

9位 西１５丁目（札幌市電） 職場など決まった場所に行く
なら電車・バス移動が便利だ

医療施設が充実している（病
院や診療所など）

防犯対策がしっかりしており
治安が良い

不動産の資産価値が高そう
周囲の目を気にせず自由な生

活ができる

10位 西１８丁目（地下鉄東西線） 医療施設が充実している（病
院や診療所など）

学びや、趣味の施設がある
（稽古事・カルチャースクー

ルなど）
人からうらやましがられそう 街に賑わいがある 不動産の資産価値が高そう

住宅街が整然としている（通りや並木など）
人からうらやましがられそう

*同数ランクイン

生活上の用事を効率的に済ませることができる
ゴミ収集に関する自治体サービスが充実している

*同数ランクイン

街の魅力 5位順位
駅名

（代表的な沿線名）
街の魅力 1位 街の魅力 2位 街の魅力 3位 街の魅力 4位

偏差値70以上
偏差値60以上70未満
偏差値50以上60未満



生活上の用事を効率的に済ませられると思う駅ランキング＜札幌市＞
文化・娯楽施設が充実していると思う駅ランキング＜札幌市＞

 生活上の用事を効率的に済ませることができる 駅ランキング TOP10 ＜札幌市＞

＊複数路線が乗り入れている駅の代表的な沿線は、住民が最も多く選んだ路線を表示

＊10位までの駅を掲載
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1位 山鼻１９条（札幌市電） 69.12

2位 琴似（ＪＲ函館本線） 68.40

3位 バスセンター前（地下鉄東西線） 67.51

4位 平岸（地下鉄南北線） 67.22

5位 琴似（地下鉄東西線） 66.45

6位 山鼻９条（札幌市電） 64.40

7位 厚別（ＪＲ函館本線） 64.32

8位 西線６条（札幌市電） 63.93

9位 新札幌（ＪＲ千歳線） 62.29

10位 豊平公園（地下鉄東豊線） 60.51

駅名
（代表的な沿線名）

順位 偏差値

 文化・娯楽施設が充実している（映画館、劇場、美術館、博物館など） 駅ランキング TOP10

＜札幌市＞

1位 西線６条（札幌市電） 70.91

2位 バスセンター前（地下鉄東西線） 64.96

3位 西線１６条（札幌市電） 64.95

4位 山鼻９条（札幌市電） 64.85

5位 豊水すすきの（地下鉄東豊線） 64.32

6位 中島公園（地下鉄南北線） 64.30

7位 すすきの（地下鉄南北線） 63.71

8位 西１５丁目（札幌市電） 63.33

9位 山鼻１９条（札幌市電） 61.97

10位 札幌（ＪＲ函館本線） 61.88

駅名
（代表的な沿線名）

順位 偏差値



物価が安いと思う駅ランキング＜札幌市＞
子育て環境が充実していると思う駅ランキング＜札幌市＞

＊複数路線が乗り入れている駅の代表的な沿線は、住民が最も多く選んだ路線を表示

＊10位までの駅を掲載
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 物価が安い 駅ランキング TOP10 ＜札幌市＞

1位 星置（ＪＲ函館本線） 72.83

2位 東屯田通（札幌市電） 70.43

3位 幌南小学校前（札幌市電） 66.93

ほしみ（ＪＲ函館本線） 66.93

5位 東区役所前（地下鉄東豊線） 65.76

6位 学園前（地下鉄東豊線） 64.94

7位 山鼻１９条（札幌市電） 64.55

8位 厚別（ＪＲ函館本線） 63.17

9位 百合が原（ＪＲ札沼線） 62.41

10位 西線１４条（札幌市電） 61.59

駅名
（代表的な沿線名）

順位 偏差値

 子育て環境が充実している 駅ランキング TOP10 ＜札幌市＞

1位 山鼻１９条（札幌市電） 71.41

2位 ロープウェイ入口（札幌市電） 70.62

3位 あいの里教育大（ＪＲ札沼線） 70.13

4位 円山公園（地下鉄東西線） 68.09

5位 西線１６条（札幌市電） 67.55

6位 あいの里公園（ＪＲ札沼線） 66.71

7位 上野幌（ＪＲ千歳線） 64.71

8位 星置（ＪＲ函館本線） 63.53

9位 西線６条（札幌市電） 63.35

10位 新川（ＪＲ札沼線） 62.07

駅名
（代表的な沿線名）

順位 偏差値



 今後、街が発展しそう 駅ランキング TOP10 ＜札幌市＞

＊複数路線が乗り入れている駅の代表的な沿線は、住民が最も多く選んだ路線を表示

＊10位までの駅を掲載
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1位 ひばりが丘（地下鉄東西線） 72.89

2位 バスセンター前（地下鉄東西線） 70.68

3位 西線６条（札幌市電） 69.14

4位 新札幌（ＪＲ千歳線） 68.85

5位 幌南小学校前（札幌市電） 67.42

6位 厚別（ＪＲ函館本線） 66.37

7位 すすきの（地下鉄南北線） 63.14

8位 豊水すすきの（地下鉄東豊線） 62.75

9位 桑園（ＪＲ函館本線） 60.63

10位 中島公園（地下鉄南北線） 60.35

駅名
（代表的な沿線名）

順位 偏差値

 利用しやすい商店街がある 駅ランキング TOP10 ＜札幌市＞

1位 琴似（地下鉄東西線） 76.13

2位 幌南小学校前（札幌市電） 76.01

3位 琴似（ＪＲ函館本線） 75.43

4位 中央図書館前（札幌市電） 71.15

5位 石山通（札幌市電） 69.80

6位 山鼻１９条（札幌市電） 64.21

7位 南平岸（地下鉄南北線） 64.16

8位 東屯田通（札幌市電） 62.84

9位 豊平公園（地下鉄東豊線） 61.52

10位 新札幌（ＪＲ千歳線） 61.22

駅名
（代表的な沿線名）

順位 偏差値

今後、街が発展しそうと思う駅ランキング＜札幌市＞
利用しやすい商店街が魅力の駅ランキング＜札幌市＞



APPENDIX ランキング対象自治体

 集計対象自治体一覧（灰色文字は有効回答数が30人に満たず集計対象外）
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※住所コード順に記載

※郡部は郡毎にまとめて記載

札幌市 中央区 札幌市 北区 札幌市 東区 札幌市 白石区 札幌市 豊平区
札幌市 南区 札幌市 西区 札幌市 厚別区 札幌市 手稲区 札幌市 清田区
函館市 小樽市 旭川市 室蘭市 釧路市
帯広市 北見市 夕張市 岩見沢市 網走市
留萌市 苫小牧市 稚内市 美唄市 芦別市
江別市 赤平市 紋別市 士別市 名寄市
三笠市 根室市 千歳市 滝川市 砂川市
歌志内市 深川市 富良野市 登別市 恵庭市
伊達市 北広島市 石狩市 北斗市 石狩郡 当別町
石狩郡 新篠津村 松前郡 松前町 松前郡 福島町 上磯郡 知内町 上磯郡 木古内町
亀田郡 七飯町 茅部郡 鹿部町 茅部郡 森町 二海郡 八雲町 山越郡 長万部町
檜山郡 江差町 檜山郡 上ノ国町 檜山郡 厚沢部町 爾志郡 乙部町 奥尻郡 奥尻町
瀬棚郡 今金町 久遠郡 せたな町 島牧郡 島牧村 寿都郡 寿都町 寿都郡 黒松内町
磯谷郡 蘭越町 虻田郡 ニセコ町 虻田郡 真狩村 虻田郡 留寿都村 虻田郡 喜茂別町
虻田郡 京極町 虻田郡 倶知安町 虻田郡 豊浦町 虻田郡 洞爺湖町 岩内郡 共和町
岩内郡 岩内町 古宇郡 泊村 古宇郡 神恵内村 積丹郡 積丹町 古平郡 古平町
余市郡 仁木町 余市郡 余市町 余市郡 赤井川村 空知郡 南幌町 空知郡 奈井江町
空知郡 上砂川町 空知郡 上富良野町 空知郡 中富良野町 空知郡 南富良野町 夕張郡 由仁町
夕張郡 長沼町 夕張郡 栗山町 樺戸郡 月形町 樺戸郡 浦臼町 樺戸郡 新十津川町
雨竜郡 妹背牛町 雨竜郡 秩父別町 雨竜郡 雨竜町 雨竜郡 北竜町 雨竜郡 沼田町
雨竜郡 幌加内町 上川郡 鷹栖町 上川郡 東神楽町 上川郡 当麻町 上川郡 比布町
上川郡 愛別町 上川郡 上川町 上川郡 東川町 上川郡 美瑛町 上川郡 和寒町
上川郡 剣淵町 上川郡 下川町 上川郡 新得町 上川郡 清水町 勇払郡 占冠村
勇払郡 厚真町 勇払郡 安平町 勇払郡 むかわ町 中川郡 美深町 中川郡 音威子府村
中川郡 中川町 中川郡 幕別町 中川郡 池田町 中川郡 豊頃町 中川郡 本別町
増毛郡 増毛町 留萌郡 小平町 苫前郡 苫前町 苫前郡 羽幌町 苫前郡 初山別村
天塩郡 遠別町 天塩郡 天塩町 天塩郡 豊富町 天塩郡 幌延町 宗谷郡 猿払村
枝幸郡 浜頓別町 枝幸郡 中頓別町 枝幸郡 枝幸町 礼文郡 礼文町 利尻郡 利尻町
利尻郡 利尻富士町 網走郡 美幌町 網走郡 津別町 網走郡 大空町 斜里郡 斜里町
斜里郡 清里町 斜里郡 小清水町 常呂郡 訓子府町 常呂郡 置戸町 常呂郡 佐呂間町
紋別郡 遠軽町 紋別郡 湧別町 紋別郡 滝上町 紋別郡 興部町 紋別郡 西興部村
紋別郡 雄武町 有珠郡 壮瞥町 白老郡 白老町 沙流郡 日高町 沙流郡 平取町
新冠郡 新冠町 浦河郡 浦河町 様似郡 様似町 幌泉郡 えりも町 日高郡 新ひだか町
河東郡 音更町 河東郡 士幌町 河東郡 上士幌町 河東郡 鹿追町 河西郡 芽室町
河西郡 中札内村 河西郡 更別村 広尾郡 大樹町 広尾郡 広尾町 足寄郡 足寄町
足寄郡 陸別町 十勝郡 浦幌町 釧路郡 釧路町 厚岸郡 厚岸町 厚岸郡 浜中町
川上郡 標茶町 川上郡 弟子屈町 阿寒郡 鶴居村 白糠郡 白糠町 野付郡 別海町
標津郡 中標津町 標津郡 標津町 目梨郡 羅臼町 色丹郡 色丹村 国後郡 泊村
国後郡 留夜別村 択捉郡 留別村 紗那郡 紗那村 蘂取郡 蘂取村
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リクルートグループについて

1960年の創業以来、リクルートグループは、就職・結婚・進学・住宅・自動車・旅行・飲食・美容などの領域において、一人
ひとりのライフスタイルに応じたより最適な選択肢を提供してきました。現在、HRテクノロジー、メディア&ソリューショ
ン、人材派遣の3事業を軸に、60を超える国・地域で事業を展開しています。リクルートグループは、新しい価値の創造を通
じ、社会からの期待に応え、一人ひとりが輝く豊かな世界の実現に向けて、より多くの『まだ、ここにない、出会い。』を提
供していきます。

詳しくはこちらをご覧ください。

リクルートグループ：https://recruit-holdings.com/ja/ リクルート：https://www.recruit.co.jp/

SUUMOリサーチセンターについて

SUUMOリサーチセンターは、SUUMOの調査研究機関として、住まいや暮らしについての調査、住まいの品質向上に
向けた実証実験、テクノロジーの実態調査を行っています。業界に向けた提言や生活者に向けた発信によって、住まい
の価値を高め、ひとりひとりにその価値が届くまでの伴走・支援をしています。リクルート住宅総研としての創立以来、
約20年に渡って培ってきた住まいの検討者と不動産事業者に関する深い現場知見と『SUUMO』という国内最大級メ
ディア運営に基づくデータに依拠した、実現できる未来を発信していきます。


