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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 福岡県版」
2022年住み続けたい街（自治体/駅）ランキング発表

＜自治体＞では「福岡市中央区」が1位
＜駅＞では「薬院大通」が1位

1位 薬院大通（地下鉄七隈線） 84.42

2位 薬院（西鉄天神大牟田線） 83.01

3位 大濠公園（地下鉄空港線） 82.13

4位 西新（地下鉄空港線） 81.71

5位 赤坂（地下鉄空港線） 81.12

6位 祇園（地下鉄空港線） 80.93

7位 西鉄福岡（天神）（西鉄天神大牟田線） 80.46

8位 六本松（地下鉄七隈線） 80.36

9位 名島（西鉄貝塚線） 80.34

10位 唐人町（地下鉄空港線） 80.24

駅名
（代表的な沿線名）

順位 平均
評価点

[福岡県]住み続けたい駅ランキング（→P11）

[福岡県]今後、街が発展しそう
駅ランキング（→P17）

TOP10にランクインしたのは全て福岡市内の駅。
そのうち7駅が、福岡市中央区所在。中心繁華街
および、地下鉄空港線沿線の、交通・商業の利便
性がともに高い駅が上位となった。

1位 渡辺通（地下鉄七隈線） 70.91

2位 祇園（地下鉄空港線） 68.33

3位 大濠公園（地下鉄空港線） 67.72

4位 赤坂（地下鉄空港線） 67.70

5位 西鉄福岡（天神）（西鉄天神大牟田線） 67.41

駅名
（代表的な沿線名）

順位 偏差値

1位 福岡市中央区 81.18

2位 糟屋郡新宮町 75.74

3位 福岡市早良区 75.59

4位 福岡市城南区 75.34

5位 福岡市西区 74.93

6位 北九州市戸畑区 74.28

7位 福岡市博多区 74.10

8位 春日市 74.08

9位 福津市 73.90

10位 福岡市南区 73.81

順位 自治体名 平均
評価点

[福岡県]住み続けたい自治体ランキング（→P4）

[福岡県]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（→P7）

2位の「糟屋郡新宮町」は「町」として最上位。
電車で博多まで20分程度、福岡空港や天神まで
40分程度でアクセスでき、交通利便性が高く、
大型商業施設が駅前にある一方で、玄界灘や立
花山に囲まれた風光明媚な街。

1位 春日市 69.94

2位 北九州市戸畑区 68.35

3位 北九州市小倉北区 64.99

4位 福岡市早良区 63.27

5位 福岡市西区 63.08

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、福岡県に居住し
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 福岡県版」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 福岡県の自治体/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 福岡県内在住の20歳以上の男女

 調査対象駅 当該県に所在する駅のうち、夜間人口（2015年国勢調査 250mメッ
シュ）上位200駅もしくは昼間人口（平成27年国勢調査平成26年経済
センサスー基礎調査地域メッシュ統計リンク結果 500mメッシュ）上位
200駅のいずれかに該当する駅と、2019年以降に新しく開業した駅を対
象とした。
合計247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205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P21参照

 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、福岡県：28,114人）
2次調査：上記回答者のうち38,317人（街の魅力）
（内、福岡県：8,059人）

※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64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64自治体

ランキング対象駅の選出基準
[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182駅
[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182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
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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

TOP10の内、福岡市及びその隣接自治体以外の街は、6位「北九州市戸畑区」9位「福津市」の2つ。福
岡市及び、周辺の人気の高さがうかがえる。「糟屋郡新宮町」は福岡市東区と隣接。博多までJRで20分
程度。福岡空港や天神へもJR＋地下鉄にて40分程度。2010年に新駅が開業し駅前に商業と公園、2012
年にIKEA、その後カインズもが開業と大型商業施設の利便性が高い。また、2020年：令和2年国勢調査
で人口増加率全国11位、 2015年：平成27年国勢調査で人口増加率全国1位にもなった。3位の「福岡市
早良区」は、百道・愛宕などの海沿いの新しい街と、西新、高取、藤崎の各商店街など昔ながらの雰囲
気の街が併存している。文化施設がそろっており、文教地区としても知られている。

 住み続けたい自治体ランキング TOP20

＊20位までの自治体を掲載
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1位 福岡市中央区 81.18 72.72 1441

2位 糟屋郡新宮町 75.74 64.70 183

3位 福岡市早良区 75.59 64.48 1339

4位 福岡市城南区 75.34 64.11 822

5位 福岡市西区 74.93 63.51 1327

6位 北九州市戸畑区 74.28 62.55 348

7位 福岡市博多区 74.10 62.28 1794

8位 春日市 74.08 62.25 785

9位 福津市 73.90 61.99 310

10位 福岡市南区 73.81 61.86 1658
11位 遠賀郡岡垣町 73.02 60.69 126
12位 大野城市 72.72 60.25 646
13位 宗像市 72.42 59.81 483
14位 糟屋郡篠栗町 72.16 59.42 139
15位 福岡市東区 72.05 59.26 2027
16位 筑紫野市 71.85 58.97 573
17位 北九州市八幡東区 71.68 58.72 345
18位 北九州市門司区 71.31 58.17 489
19位 那珂川市 71.23 58.05 236
20位 北九州市小倉北区 70.95 57.64 1084

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 街の魅力

 住み続けたい自治体ランキング 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 福岡市中央区
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）
人からうらやましがられそう

雰囲気やセンスのいい、飲食
店やお店がある

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）
魅力的な働く場や企業がある

2位 糟屋郡新宮町 人からうらやましがられそう 街に賑わいがある
住宅街が整然としている（通

りや並木など）
今後、街が発展しそう

防犯対策がしっかりしており
治安が良い

3位 福岡市早良区 教育環境が充実している 街に賑わいがある
ゴミ収集に関する自治体サー

ビスが充実している
人からうらやましがられそう

街の住民がその街のことを好
きそう

4位 福岡市城南区 ゴミ収集に関する自治体サー
ビスが充実している

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

いろいろな場所に電車・バス
移動で行きやすい

不動産の資産価値が高そう 街に賑わいがある

5位 福岡市西区 ゴミ収集に関する自治体サー
ビスが充実している

子育て環境が充実している 街に賑わいがある
住宅街が整然としている（通

りや並木など）
今後、街が発展しそう

6位 北九州市戸畑区 介護や高齢者向けサービスな
どが充実している

災害が少ない／防災対策が
しっかりしている

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）

子育てに関する自治体サービ
スが充実している

7位 福岡市博多区
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）

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）
街に賑わいがある 魅力的な働く場や企業がある 利用しやすい商店街がある

8位 春日市 公園が充実している
子育てに関する自治体サービ

スが充実している
教育環境が充実している

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）

子育て環境が充実している

9位 福津市 周囲の目を気にせず自由な生
活ができる

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

住宅街が整然としている（通
りや並木など）

車での移動が便利だ
防犯対策がしっかりしており

治安が良い

10位 福岡市南区 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

街に賑わいがある 不動産の資産価値が高そう
街の住民がその街のことを好

きそう

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



公共施設が充実していると思う自治体ランキング

1位の「北九州市戸畑区」は区役所、図書館、浅生スポーツセンターなどが同じエリアに集まって所在し
ている。

2位の「春日市」は、『春日市総合スポーツセンター』『白水大池公園多目的広場』『春日公園』など住
民だけでなく、周辺地域の人も立ち寄れる大規模な施設も多い。

3位「糟屋郡粕谷町」は、『駕与丁公園』を擁する町。同公園は、駕与丁池を中心に整備されたもので、
池の周辺にグラウンド・公園・アスレチックなどさまざまな施設が整備されている。

 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） 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 北九州市戸畑区 66.45

2位 春日市 64.63

3位 糟屋郡粕屋町 64.21

4位 大野城市 62.93

5位 遠賀郡水巻町 62.56

6位 福岡市中央区 62.50

7位 宗像市 61.74

8位 北九州市小倉北区 61.56

9位 遠賀郡遠賀町 61.44

10位 久留米市 60.64

順位 自治体名 偏差値



子育てサービスが充実していると思う自治体ランキング

1位の「春日市」は、「春日」駅前にある『クローバープラザ』に、県立の複合型文化・スポーツ施設が
あり、市役所の手続きができるほか、幼稚園の運動会、習い事の発表会、親子イベントなど、普段から
子育て層が集まるイベントが多く行われている。またトレーニングルームやプールなどもあり駅前で多
くの用事が済む。2位の「北九州市戸畑区」は区役所、図書館、『浅生スポーツセンター』などが同じエ
リアに集まっており時間効率よく利用できる。3位の「北九州市小倉北区」は市の中心部であり、中央図
書館、『元気のもり』（子育て支援施設）、各種スポーツ施設（『アレアス』、庭球場、体育館等）な
ど公共施設が充実しており、さまざまな年代の子育て層にとって利便性が高い。

 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

＊10位までの自治体を掲載
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1位 春日市 69.94

2位 北九州市戸畑区 68.35

3位 北九州市小倉北区 64.99

4位 福岡市早良区 63.27

5位 福岡市西区 63.08

6位 糟屋郡粕屋町 62.49

7位 糟屋郡新宮町 61.82

8位 福岡市中央区 61.44

9位 福岡市城南区 60.99

10位 福岡市東区 60.80

順位 自治体名 偏差値



住宅街が整然としていると思う自治体ランキング

1位の「福津市」は、「福岡市」、「北九州市」の九州を代表する2大都市の中間にあり、1960年代から
大規模な宅地開発が計画的に行われてきた市。2010年には「福間」駅周辺で、都市再生機構などによる
宅地開発がさらに進み人口が増えた。2020年：令和2年国勢調査では人口増加率が福岡県で1位。相次ぐ
宅地開発により、整然とした街並みが広がっている。

2位の「糟谷郡新宮町」は郊外型の大型店舗が集積する一方で、新興住宅地として近年、分譲マンション、
一戸建てが多く供給され、街並みが整備されている。

 住宅街が整然としている（通りや並木など） 自治体ランキング TOP10

＊10位までの自治体を掲載

8

1位 福津市 68.40

2位 糟屋郡新宮町 68.29

3位 春日市 65.08

4位 福岡市西区 64.12

5位 福岡市中央区 64.10

6位 福岡市東区 62.93

7位 宗像市 62.65

8位 福岡市早良区 62.21

9位 大野城市 61.38

10位 福岡市城南区 61.33

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

1位の「朝倉市」は古墳で知られる、古代史ファンには有名な歴史ある土地。現在、秋月地区といわれる
地域は鎌倉時代に秋月城が築城され、「筑前の小京都」として観光客でにぎわう。灌漑用の水車が地域
のシンボルになっていて、水車に関連した地域のお祭りが開催されている。2位の「北九州市門司区」は
瀬戸内海に面した静かな港町で、工場や倉庫を改装したレトロな店や、港湾の風景で有名。3位の「八女
郡広川町」は、国指定の伝統的工芸品『久留米絣』の工房が多くあり、『広川かすり祭り』が地域交流
の機会になっている。またフルーツの街としても知られている。上位には豊富な観光資源を活かし観光
客や移住者が気軽にコミュニティに入れそうな街がランクインした。

 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

＊10位までの自治体を掲載

9

1位 朝倉市 71.46

2位 北九州市門司区 66.93

3位 糟屋郡久山町 65.58

八女郡広川町 65.58

5位 三潴郡大木町 64.98

6位 糟屋郡篠栗町 62.39

7位 築上郡築上町 61.53

8位 福津市 61.03

9位 糟屋郡新宮町 60.94

遠賀郡岡垣町 60.94

順位 自治体名 偏差値



人からうらやましがられそうと思う自治体ランキング

１位は福岡市中心部である「福岡市中央区」、2位には九州で唯一のIKEAをはじめユニクロ、カインズ
などの郊外の大型店舗が集結し、福岡市内からドライブがてら買い物に出かける人も多い「糟屋郡新宮
町」がランクイン。砂浜が美しい『新宮海水浴場』や『立花山』などもあり、自然も豊か。利便性との
びのびとした住環境の両方を手にできる。

5位の「糸島市」は、近年移住者が増えており、自然の豊かさや、移住者を中心としたコミュニティづく
りなどで全国的にも注目されている街。

 人からうらやましがられそう 自治体ランキング TOP10

＊10位までの自治体を掲載

10

1位 福岡市中央区 76.94

2位 糟屋郡新宮町 71.61

3位 福岡市早良区 67.14

4位 福岡市博多区 67.11

5位 糸島市 66.34

6位 福津市 64.56

7位 福岡市城南区 64.42

8位 春日市 63.99

9位 福岡市西区 63.71

10位 福岡市東区 62.05

順位 自治体名 偏差値



住み続けたい駅ランキング

TOP20の内、18駅が福岡市の駅となった。 1位の「薬院大通」は「人からうらやましがられそう」や、
「メディアによく取り上げられて有名である」「雰囲気やセンスのいい、飲食店やお店がある」などが
住民評価の上位に。オフィス街としての一面をもっていながら、洗練度の高い飲食店も集まっている。

福岡市外の駅からは、「医療施設が充実している（病院や診療所など）」の駅ランキングで3位の評価を
得た「宮の陣」が17位、 「住宅街が整然としている（通りや並木など）」の駅ランキングで3位の評価
を得た「西鉄新宮」が19位に入った。

 住み続けたい駅ランキング TOP20

＊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

＊20位までの駅を掲載

11

1位 薬院大通（地下鉄七隈線） 84.42 74.23 165

2位 薬院（西鉄天神大牟田線） 83.01 71.60 345

3位 大濠公園（地下鉄空港線） 82.13 69.96 207

4位 西新（地下鉄空港線） 81.71 69.17 554

5位 赤坂（地下鉄空港線） 81.12 68.07 197

6位 祇園（地下鉄空港線） 80.93 67.71 54

7位 西鉄福岡（天神）（西鉄天神大牟田線） 80.46 66.84 409

8位 六本松（地下鉄七隈線） 80.36 66.65 363

9位 名島（西鉄貝塚線） 80.34 66.61 89

10位 唐人町（地下鉄空港線） 80.24 66.43 211
11位 西鉄平尾（西鉄天神大牟田線） 80.10 66.16 415
12位 別府（地下鉄七隈線） 79.30 64.67 302
13位 藤崎（地下鉄空港線） 78.97 64.05 456
14位 千代県庁口（地下鉄箱崎線） 78.35 62.90 79
15位 博多（ＪＲ鹿児島本線） 78.02 62.28 914
16位 渡辺通（地下鉄七隈線） 78.00 62.24 85
17位 宮の陣（西鉄天神大牟田線） 77.92 62.09 53
18位 桜坂（地下鉄七隈線） 77.88 62.02 99
19位 西鉄新宮（西鉄貝塚線） 77.65 61.59 68
20位 九大学研都市（ＪＲ筑肥線） 77.32 60.97 257

駅名
（代表的な沿線名）

順位 平均
評価点

偏差値 回答者数



住み続けたい駅ランキング 街の魅力

 住み続けたい駅ランキング 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

＊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

12

1位 薬院大通（地下鉄七隈線） 人からうらやましがられそう
雰囲気やセンスのいい、飲食

店やお店がある

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）

メディアによく取り上げられ
て有名である

不動産の資産価値が高そう

2位 薬院（西鉄天神大牟田線） 雰囲気やセンスのいい、飲食
店やお店がある

人からうらやましがられそう
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）
不動産の資産価値が高そう

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）

3位 大濠公園（地下鉄空港線） 公園が充実している 散歩・ジョギングしやすい 利用しやすい商店街がある
街の住民がその街のことを好

きそう
雰囲気やセンスのいい、飲食

店やお店がある

4位 西新（地下鉄空港線） 教育環境が充実している 子育て環境が充実している
周囲の目を気にせず自由な生

活ができる
人からうらやましがられそう 利用しやすい商店街がある

5位 赤坂（地下鉄空港線） 雰囲気やセンスのいい、飲食
店やお店がある

魅力的な働く場や企業がある
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）
人からうらやましがられそう

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）

6位 祇園（地下鉄空港線） 魅力的な働く場や企業がある
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）

雰囲気やセンスのいい、飲食
店やお店がある

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）

メディアによく取り上げられ
て有名である

7位 西鉄福岡（天神）（西鉄天神大牟田線）

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）

雰囲気やセンスのいい、飲食
店やお店がある

メディアによく取り上げられ
て有名である

魅力的な働く場や企業がある
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）

8位 六本松（地下鉄七隈線） 街の住民がその街のことを好
きそう

周囲の目を気にせず自由な生
活ができる

雰囲気やセンスのいい、飲食
店やお店がある

ゴミ収集に関する自治体サー
ビスが充実している

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

9位 名島（西鉄貝塚線） ゴミ収集に関する自治体サー
ビスが充実している

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
散歩・ジョギングしやすい 公共料金が安い

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）

10位 唐人町（地下鉄空港線） 公園が充実している 利用しやすい商店街がある 散歩・ジョギングしやすい 人からうらやましがられそう
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）

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



利用しやすい商店街が魅力の駅ランキング

1位「大濠公園」・3位「唐人町」は『唐人町商店街』が、4位「中洲川端」は『上川端商店街』が、7位
「西新」・9位「藤崎」は『西新商店街』がそれぞれ近接している。9位までの駅はすべて「天神」エリ
アおよびその周辺駅で、商業集積度の高い地下鉄空港線沿線の駅が特に目立った。

 利用しやすい商店街がある 駅ランキング TOP10

＊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

13

1位 大濠公園（地下鉄空港線） 75.46

2位 渡辺通（地下鉄七隈線） 74.23

3位 唐人町（地下鉄空港線） 73.00

4位 中洲川端（地下鉄空港線） 71.67

5位 赤坂（地下鉄空港線） 70.63

6位 祇園（地下鉄空港線） 70.22

7位 西新（地下鉄空港線） 68.60

8位 西鉄福岡（天神）（西鉄天神大牟田線） 68.57

9位 藤崎（地下鉄空港線） 68.48

10位 片野（北九州モノレール） 67.45

駅名
（代表的な沿線名）

順位 偏差値



運動施設が充実していると思う駅ランキング

1位「春日原」2位「春日」は、春日市に所在する駅。同市は、『春日市総合スポーツセンター』『白水
大池公園多目的広場』といった運動施設を運営しており、また県営の『春日公園』には、野球場・球技
場・テニスコートが整備されている。戦後、福岡市に『平和台球場』ができるまではプロ野球が行われ
た球場があったなど、スポーツの中心地としてさまざまな競技が行われてきたという歴史背景をもって
いる。

 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） 駅ランキング
TOP10

＊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

14

1位 春日原（西鉄天神大牟田線） 68.21

2位 春日（ＪＲ鹿児島本線） 67.29

守恒（北九州モノレール） 67.29

4位 東比恵（地下鉄空港線） 65.36

5位 渡辺通（地下鉄七隈線） 64.96

6位 赤坂（地下鉄空港線） 64.42

7位 長者原（ＪＲ篠栗線） 63.72

8位 薬院（西鉄天神大牟田線） 63.63

南久留米（ＪＲ久大本線） 63.63

香椎宮前（西鉄貝塚線） 63.63

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

TOP3が、北九州市所在の駅。同率1位「片野」は、駅のほど近くに大型量販店『スーパーセンタートラ
イアル東篠崎店』が所在。同じく同率1位の「荻原」と、3位の「穴生」は隣接駅。駅周辺にスーパー
マーケットが点在している。

 物価が安い 駅ランキング TOP10

＊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

15

1位 片野（北九州モノレール） 78.47

萩原（筑豊電気鉄道） 78.47

3位 穴生（筑豊電気鉄道） 74.20

4位 箱崎宮前（地下鉄箱崎線） 71.91

5位 直方（ＪＲ筑豊本線） 67.79

6位 甘木（西鉄甘木線） 67.07

7位 水巻（ＪＲ鹿児島本線） 66.92

8位 南久留米（ＪＲ久大本線） 66.19

9位 大牟田（西鉄天神大牟田線） 65.87

10位 南行橋（ＪＲ日豊本線） 65.05

駅名
（代表的な沿線名）

順位 偏差値



自然の豊富さが魅力の駅ランキング

1位「美咲が丘」は、移住者に人気の糸島市の中でも、開発整備された住宅街として知られる駅。糸島の
自然を身近に感じられる。

2位「篠栗」は、一帯が2009年３月に『森林セラピー基地』の認定を受けている、緑が豊富な地域。オ
シャレなカフェやベーカリーが点在しており、豊かな自然を感じながら生活を楽しめる街。

 自然が豊富（山や海、森、川など） 駅ランキング TOP10

＊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

16

1位 美咲が丘（ＪＲ筑肥線） 74.77

2位 篠栗（ＪＲ篠栗線） 71.24

3位 福間（ＪＲ鹿児島本線） 69.60

4位 教育大前（ＪＲ鹿児島本線） 69.36

5位 筑後吉井（ＪＲ久大本線） 68.52

6位 宇島（ＪＲ日豊本線） 67.92

7位 波多江（ＪＲ筑肥線） 67.37

8位 今宿（ＪＲ筑肥線） 67.36

9位 赤間（ＪＲ鹿児島本線） 67.02

10位 周船寺（ＪＲ筑肥線） 66.77

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

TOP10全てが、福岡市内所在の駅。（福岡市中央区：5駅、福岡市博多区：4駅、福岡市城南区：1駅）

『福岡空港』、「博多」、「西鉄福岡（天神）」といった交通・商業の中心地、またはその周辺に所在
する駅がランキングを独占した。

1位「渡辺通」・4位「赤坂」・5位「西鉄福岡（天神）」・7位「中洲川端」は、エリア一帯のビル建て
替えなどを進める、天神ビッグバンが進行する地域の近接駅。

2位「祇園」は、七隈線延伸で開業する新駅予定地が500ｍ圏内に所在し、博多コネクティッドの開発地
域も至近。

3位「大濠公園」は、緑豊かな 人気の邸宅街。近接する天神、ももちエリアの発展を享受できる位置関
係にある。

 今後、街が発展しそう 駅ランキング TOP10

＊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

17

1位 渡辺通（地下鉄七隈線） 70.91

2位 祇園（地下鉄空港線） 68.33

3位 大濠公園（地下鉄空港線） 67.72

4位 赤坂（地下鉄空港線） 67.70

5位 西鉄福岡（天神）（西鉄天神大牟田線） 67.41

6位 東比恵（地下鉄空港線） 66.61

7位 中洲川端（地下鉄空港線） 66.28

8位 六本松（地下鉄七隈線） 65.44

9位 博多（ＪＲ鹿児島本線） 65.29

10位 別府（地下鉄七隈線） 64.94

駅名
（代表的な沿線名）

順位 偏差値



APPENDIX 街の魅力項目駅ランキング コメントに関するものを抜粋

 人からうらやましがられそう 駅ランキング TOP10
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1位 大濠公園（地下鉄空港線） 74.07

2位 薬院大通（地下鉄七隈線） 73.67

3位 赤坂（地下鉄空港線） 72.81

4位 薬院（西鉄天神大牟田線） 72.27

5位 西鉄平尾（西鉄天神大牟田線） 69.39

6位 西新（地下鉄空港線） 68.92

7位 唐人町（地下鉄空港線） 68.81

8位 祇園（地下鉄空港線） 68.58

9位 中洲川端（地下鉄空港線） 67.90

10位 渡辺通（地下鉄七隈線） 67.84

順位
駅名

（代表的な沿線名）
偏差値

 メディアによく取り上げられて有名である 駅ランキング TOP10

1位 祇園（地下鉄空港線） 73.79

2位 薬院大通（地下鉄七隈線） 71.41

3位 中洲川端（地下鉄空港線） 70.82

4位 西鉄福岡（天神）（西鉄天神大牟田線） 70.71

5位 渡辺通（地下鉄七隈線） 70.04

6位 大濠公園（地下鉄空港線） 69.82

7位 赤坂（地下鉄空港線） 69.35

8位 博多（ＪＲ鹿児島本線） 68.03

9位 美咲が丘（ＪＲ筑肥線） 68.00

10位 薬院（西鉄天神大牟田線） 67.83

順位
駅名

（代表的な沿線名）
偏差値

＊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



APPENDIX 街の魅力項目駅ランキング コメントに関するものを抜粋

 雰囲気やセンスのいい、飲食店やお店がある 駅ランキング TOP10
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1位 赤坂（地下鉄空港線） 75.77

2位 祇園（地下鉄空港線） 75.67

3位 渡辺通（地下鉄七隈線） 74.37

4位 大濠公園（地下鉄空港線） 74.09

5位 薬院（西鉄天神大牟田線） 73.89

6位 薬院大通（地下鉄七隈線） 72.11

7位 西鉄福岡（天神）（西鉄天神大牟田線） 71.96

8位 中洲川端（地下鉄空港線） 70.28

9位 博多（ＪＲ鹿児島本線） 68.71

10位 東比恵（地下鉄空港線） 67.96

順位
駅名

（代表的な沿線名）
偏差値

 医療施設が充実している（病院や診療所など） 駅ランキング TOP10

1位 櫛原（西鉄天神大牟田線） 71.39

2位 西鉄久留米（西鉄天神大牟田線） 68.78

3位 宮の陣（西鉄天神大牟田線） 68.45

4位 久留米高校前（ＪＲ久大本線） 68.21

5位 南久留米（ＪＲ久大本線） 66.82

6位 久留米（ＪＲ鹿児島本線） 66.12

7位 萩原（筑豊電気鉄道） 65.91

8位 花畑（西鉄天神大牟田線） 64.88

9位 試験場前（西鉄天神大牟田線） 64.82

10位 祇園（地下鉄空港線） 64.10

順位
駅名

（代表的な沿線名）
偏差値

＊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



20

 住宅街が整然としている（通りや並木など） 駅ランキング TOP10

1位 大濠公園（地下鉄空港線） 69.76

2位 千早（ＪＲ鹿児島本線） 67.95

3位 西鉄新宮（西鉄貝塚線） 67.02

4位 香椎宮前（西鉄貝塚線） 66.20

5位 唐人町（地下鉄空港線） 65.84

6位 赤坂（地下鉄空港線） 65.72

7位 香椎花園前（西鉄貝塚線） 65.63

8位 香椎（ＪＲ鹿児島本線） 65.03

9位 橋本（地下鉄七隈線） 64.74

10位 三国が丘（西鉄天神大牟田線） 64.66

順位
駅名

（代表的な沿線名）
偏差値

APPENDIX 街の魅力項目駅ランキング コメントに関するものを抜粋

＊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



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

北九州市 門司区 北九州市 若松区 北九州市 戸畑区

北九州市 小倉北区 北九州市 小倉南区 北九州市 八幡東区

北九州市 八幡西区 福岡市 東区 福岡市 博多区

福岡市 中央区 福岡市 南区 福岡市 西区

福岡市 城南区 福岡市 早良区 大牟田市

久留米市 直方市 飯塚市

田川市 柳川市 八女市

筑後市 大川市 行橋市

豊前市 中間市 小郡市

筑紫野市 春日市 大野城市

宗像市 太宰府市 古賀市

福津市 うきは市 宮若市

嘉麻市 朝倉市 みやま市

糸島市 那珂川市 糟屋郡 宇美町

糟屋郡 篠栗町 糟屋郡 志免町 糟屋郡 須惠町

糟屋郡 新宮町 糟屋郡 久山町 糟屋郡 粕屋町

遠賀郡 芦屋町 遠賀郡 水巻町 遠賀郡 岡垣町

遠賀郡 遠賀町 鞍手郡 小竹町 鞍手郡 鞍手町

嘉穂郡 桂川町 朝倉郡 筑前町 朝倉郡 東峰村

三井郡 大刀洗町 三潴郡 大木町 八女郡 広川町

田川郡 香春町 田川郡 添田町 田川郡 糸田町

田川郡 川崎町 田川郡 大任町 田川郡 赤村

田川郡 福智町 京都郡 苅田町 京都郡 みやこ町

築上郡 吉富町 築上郡 上毛町 築上郡 築上町
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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。

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/


