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【本件に関するメディア掲載・取材に関するお問い合わせ先】
株式会社リクルート住まいカンパニー 企画統括室 統括部 カンパニー・コミュニケーショングループ

メール： sumai_press@r.recruit.co.jp 電話: 03-6835-5290

リクルート住まいカンパニーはこれからも、ひとりひとりにあった「まだ、ここにない、出会い。」を届けていきます

SUUMO住みたい街ランキング2018 広島版

～住みたい街1位は「広島」駅～
「SUUMO」広島エリアで調査を実施！

「新白島」が2位、「横川」が3位

調査トピックス

株式会社リクルート住まいカンパニー（本社：東京都港区 代表取締役社長：淺野 健）は、広島市に居
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住みたい街ランキング2018 広島
版」を集計しましたので、概要をご報告いたします。

[広島]住みたい街（駅）ランキング

●中国地方の拠点駅
であり、周辺の再開
発が進む「広島」駅
が1位
●2015年に開業し
た「新白島」が２位
●JRと路面電車など、
複数の公共交通機関
が使えるエリアが上
位に

※[]内は同一とみなした駅
※複数路線が乗り入れている駅
の場合は回答者が当該駅を回答
する際に最も多く選ばれた路線
を表示

今回2018年調査より、
調査方法を一部変更し
ております。詳細は2
ページ「調査概要」を

参照ください。

順位 駅名（代表的な路線名） 得点

1 広島(ＪＲ山陽本線)　[広電広島] 433

2 新白島 (ＪＲ山陽本線) 208

3 横川 (ＪＲ山陽本線) 205

4 天神川 (ＪＲ山陽本線) 88

5 大町 (ＪＲ可部線) 65

6 五日市 (ＪＲ山陽本線)　[広電五日市] 63

西広島 (ＪＲ山陽本線)　[広電西広島] 61

緑井 (ＪＲ可部線) 61

9 白島 (広島電鉄白島線) 56

10 新井口 (ＪＲ山陽本線) [商工センター入口] 53

11 下祇園 (ＪＲ可部線) 51

12 十日市町 (広島電鉄本線) 46

13 八丁堀 (広島電鉄本線） 42

本通 (広島高速交通アストラムライン) 38

牛田 (広島高速交通アストラムライン) 38
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■調査目的 広島市とその近郊の住みたい街（駅）を明らかにすること。
またその選択理由を把握すること。

■調査対象 広島市在住の20歳～49歳の男女。
平成27年国勢調査の構成に合わせて、性別×年代で割り付けを行い、
回収目標を設定。最終回収数を基に集計。

■調査方法 インターネットによるアンケート調査
※「住みたい駅」の回答は、沿線を選んだ後、駅を選んでもらう選択方式
※「住みたい駅」の対象は、「スーモマガジン広島」の掲載対象エリアにある駅

■調査期間 スクリーニング調査：2018年1月25日（木）～1月30日（火）
本調査：2018年1月31日（水）～ 2月9日（金）
●スクリーニング調査対象数：1785人
●本調査有効回答数：407人

■調査実施機関 株式会社マクロミル

＜住みたい街ランキング得点の算出方法＞
Ｑ．あなたが、今後「住んでみたいと思う街（駅）」はどこですか。

最も住んでみたい街（駅） → ３点
２番目に住んでみたい街（駅） → ２点
３番目に住んでみたい街（駅） → １点

として上位３つを回答してもらい、
上記ルールにて重み付け配点をしたものを合算してランキングを作成した。

調査概要
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掲載対象エリア：広島市、安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、
安芸郡坂町、廿日市市、東広島市、呉市

回収目標数 最終回収数

広島市：男性：20代 52 52

広島市：男性：30代 66 67

広島市：男性：40代 80 80

広島市：女性：20代 54 54

広島市：女性：30代 68 71

広島市：女性：40代 81 83

総計 401 407

■調査方法の変更について■
住みたい街ランキング調査は、2017年にも実施しましたが、本年の調査では統計の精度を向上
させるため、標本抽出方法を「年代（20代＋30代：40代）×性別の均等割付」から「年代
（20代：30代：40代）×性別の人口分布を基にした割付」に変更いたしました。調査方法を変
更しているため、4ページ目の2017年の順位は参考値としてご覧ください。



[広島] 住みたい街(駅) ／住みたい理由（フリーコメント）

第1位 広島

◆バスや路面電車のアクセスも良く、車が無くても移動が可能（40代男性）
◆県外に行きやすい。新幹線を利用しやすい。スタバがある（30代女性）
◆広島県内でクルマがなくても住める数少ないエリア（40代男性）
◆近くにマツダスタジアムもあってカープロードは新店舗もちょこちょこできてる（20代女性）
◆環境もきれいで良い ステータス性もある（40代男性）
◆駅周辺が再開発され、綺麗になった。特に超高層マンション気になる。また、マツダスタジアムも駅に
近く毎日野球が見に行けるところが魅力（30代男性）
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第２位 新白島

◆古い広島のような街並みが素敵だと思うし、オンリーワンのお店が多い（30代男性）
◆バス、市電、ＪＲすべてを利用するのに便利で、家賃も高すぎず、中心部にも自転車で移動が可能なと
ころがとてもいいと思います（40代女性）
◆サンフレッチェ広島のエディオンスタジアムへの観戦にバスが出ている（30代男性）
◆さまざまな物件があって住みたい家を選びやすい（30代男性）
◆食べ物の美味しいお店が多いのが一番の魅力（20代男性）
◆商店街があって賑やかです。いろんな催しもあって、住んだら楽しそうだと思います（40代女性）

第3位 横川

◆イオンモールの存在が大きい。MAZDA工場があるから府中町は財政的に余裕があり、その恩恵を生活
で受けられそう（30代男性）
◆平地で、大型ショッピングモールやスーパー、ドラッグストアなど、何でも近くにあるので、便利で気
に入っている（40代女性）
◆広島駅から近く、市街地までも距離がないので便利だと思う。高速道路も近くどこに行くにも便利（20
代男性）

第4位 天神川

◆教育や子育てにいい環境と適度に生活環境がよいため。交通の便が良く子どもや家族と出掛けるのに便
利な立地であるため（40代男性）
◆お店が沢山あり、アストラムラインも利用可能だから。また、家賃が市内より割安だから（30代男性）
◆近くに山陽自動車道の広島インターがある（20代男性）
◆ユニクロや西松屋とか近くて便利です。アストラムラインもＪＲもバスも利用できるのがありがたいで
す（20代女性）
◆買い物するのも店がたくさんある。交通量もそこまで多くないので、車も乗りやすい（30代男性）

第5位 大町

◆広島駅と紙屋町の真ん中だから自転車があればどこへでも行けそうだから（30代男性）
◆都会的な雰囲気でありながら閑静な住宅街である（40代女性）
◆新白島駅は新しくてきれい。バスも電車もアストラムラインもあるから便利（20代女性）
◆中心部に出やすく、平地である。マンション等がたくさんあり、居住しやすいイメージがある（40代女
性）
◆新駅ができたばかりで今後ますます発展が見込まれる地域であり、とてもおしゃれな街です（40代男
性）
◆広島城も近いので散歩にちょうどいい（30代女性）



≪参考≫ 昨年2017年調査概要

■調査目的 広島市とその近郊の住みたい街（駅）を明らかにすること。
またその選択理由を把握すること。

■調査対象 スクリーニング調査時点で広島市在住の20歳～49歳の男女。
以下のように割り付けた。

■調査方法 インターネットによるアンケート調査
※「住みたい駅」の回答は、沿線を選んだ後、駅を選んでもらう選択方式
※「住みたい駅」の対象は、「スーモマガジン広島」の掲載対象エリアにある駅

掲載対象エリア：広島市、安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、
安芸郡坂町、廿日市市、東広島市、呉市

■調査期間 スクリーニング調査：2016年12月26日（月）～2017年1月10日（火）
本調査：2017年2月20日（月）～ 2017年2月25日（土）
●スクリーニング調査対象数：1,577人
●本調査有効回答数：400人

■調査実施機関 株式会社マクロミル

調査概要
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性別

男性 100

女性 100

40代
男性 100

女性 100

400

順位 得点

1位 広島［広島電鉄広島駅］ （ＪＲ山陽本線） 325

2位 横川 （ＪＲ山陽本線） 195

3位 新白島 （ＪＲ山陽本線） 150

4位 天神川 （ＪＲ山陽本線） 86

5位 新井口［商工センター入口］ （ＪＲ山陽本線） 77

6位 五日市［広電五日市］ （ＪＲ山陽本線） 66

7位 西広島［広電西広島］ （ＪＲ山陽本線） 62

8位 白島駅 （広島電鉄白島線） 59

9位 十日市町 （広島電鉄本線） 58

10位 大町 （ＪＲ可部線） 55

※［ ］内は同一とみなした駅 N:400

駅名（代表的な路線名）


