
【本アンケート結果に対する問い合わせ先】 
はこだて移住サポートセンター

函館市地域交流まちづくりセンター内
〒040-0053 函館市末広町 4-19

電話 0138-22-9700
メール info@hakomachi.net

ホームページ http://www.hakomachi.com

函館への移住を検討中の方へのアンケート報告書

調査目的
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策によって移動や行動に制限がかかるなどの影
響を受けています。新しい生活様式が求められる 2020 年、適切な支援や対応の検討
を行うことを目的に、移住サポートセンターとして初めて実態調査を行いました。

調査概要
回答数： 34 件
対象： 移住サポートセンター発行のメールマガジンへの登録者など
期間： 2020 年 7月 28日（火）～ 8月 21日（金）
実施方法： WEB フォームにて回答
実施主体： 移住サポートセンター（函館市地域交流まちづくりセンター内）

移住サポートセンターは、函館市より業務委託を受けて移住相談窓口（ワンストップ
窓口）を運営しています。函館市への移住を検討している方のお問い合わせや函館に
移り住んだ後も暮らしをサポートしています。

アンケートにご協力をいただいたみなさまに感謝申し上げます。
移住サポートセンターでは、アンケートの結果を踏まえ、関係団体や函館市などと取
り組みを開始しています。移住サポートセンター（函館市地域交流まちづくりセン
ター）ホームページ等でご案内します。

結果まとめ
・オンラインを活用した『顔が見える』移住相談
   →  安心して相談できる環境づくり
・SNS の強みをいかして、このまちで暮らす人の魅力を伝える
   →  何より自分たちが楽しく暮らす



Q2.現在のお住まいを教えてください
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単回答

・回答者の年代について
  50代が半数を占め、次いで60代、40代
・現在の居住地について
  関東・甲信越地方が一番多く58.8％、次いで関西地方、東北地方
・現在の家族構成について
  夫婦・パートナーのみが一番多く32.4％、次いで単身が26.5％
  夫婦（パートナー）と子どもが23.5％

アンケートの結果について

１、回答者の属性

Q2.現在のお住まいを教えてください単回答
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Q4.現在の家族構成を教えてください
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単回答・現在の家族構成について
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・函館への移住を考えて決断するまでの時間は、
  3年以内、時期はまだ決めていない、行ったり来たりの二拠点暮らしの3項目が
  23.5％と同じ回答率

２、移住のスタイル、検討時間

単回答
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・候補地について
  函館、もしくは近郊が多数、次いで東北・北海道を候補地として検討
・函館を選ぶ際の決め手について
  仕事・住まい・行政サービス・季節の経験などが多数

３、移住の候補地、決め手

その他
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医療・福祉・子育て・行政サービス等が整っていると実感できたから

今の仕事を続けながら函館で暮らせることになったから

自分や家族の趣味を楽しめるから（スキー・家庭菜園・釣り・アウトドアなど）

以前、函館に住んだことがあったから

自分や家族が理想とする住まいが見つかったから

自分もしくは家族（妻や夫）の実家があるから、親戚がいるから

函館を実際に訪れて、夏や冬を経験して大丈夫だと思ったから

他都市とのアクセスが良いから（北海道新幹線・函館空港・フェリー）

函館で友人・知人・新たなコミュニティが見つかったから

函館で仕事が見つかったから

その他:

Q7.

医療・福祉・子育て・行政サービス等が整っていると実感できたから

今の仕事を続けながら函館で暮らせることになったから

自分や家族の趣味を楽しめるから（スキー・家庭菜園・釣り・アウトドアなど）

以前、函館に住んだことがあったから

自分や家族が理想とする住まいが見つかったから

自分もしくは家族（妻や夫）の実家があるから、親戚がいるから

函館を実際に訪れて、夏や冬を経験して大丈夫だと思ったから

他都市とのアクセスが良いから（北海道新幹線・函館空港・フェリー）

函館で友人・知人・新たなコミュニティが見つかったから

函館で仕事が見つかったから

その他
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今の仕事を続けながら函館で暮らせるなら

函館を実際に訪れて、冬の寒さなどを経験して大丈夫だと思ったら

現在と同じくらいの収入を函館でも得られるなら

自分や家族が理想とする住まいが見つかったら

医療・福祉・子育て・行政サービス等が整っていると実感できたら

車がなくても生活できるかどうかの目途がついたら

自分や家族の仕事が一段落したら

函館で友人や知人、新たなコミュニティが見つかったら

家族の同意が得られたら

今の仕事を続けながら函館で暮らせるなら

函館を実際に訪れて、冬の寒さなどを経験して大丈夫だと思ったら

現在と同じくらいの収入を函館でも得られるなら

自分や家族が理想とする住まいが見つかったら

医療・福祉・子育て・行政サービス等が整っていると実感できたら

車がなくても生活できるかどうかの目途がついたら

自分や家族の仕事が一段落したら

函館で友人や知人、新たなコミュニティが見つかったら

家族の同意が得られたら

その他

複数回答

その他の内訳　各1件、合計8件
飼い猫の問題、事業を開始できたら、住居探し、仕事が決まれば、
今の仕事が終わった後に移住したいと思っています、60歳過ぎて働けるところがあるか？
銀行がローンを通してくれたらすぐにでも、今の仕事では函館移住は難しいので、新しい仕事が見つかれば

・函館を選ぶ際の決め手について
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函館、もしくは函館近郊で検討している

東北・北海道

関東・甲信越地方

中部地方

関西地方

中国・四国地方

九州・沖縄地方

具体的な地域は決まっていない

Q5.函館以外にも検討している

・候補地について

複数回答

函館、もしくは函館の近郊で検討している

東北・北海道

関東・甲信越地方

中部地方

関西地方

中国・四国地方

九州・沖縄地方

具体的な地域は決まってない



複数回答

４、移住先の支援、要望

・函館での支援について
  各種支援制度や移住者の体験談、オンライン相談等を希望
・メールマガジンについて
  情報量を増やしてほしい、先輩移住者の体験談の掲載を希望 
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電話での移住相談

市民と移住者の集い・まちセン茶論（サロン）へのオンライン参加

オンライン移住セミナー・オンライン移住講演会

オンライン移住相談

ブログやSNSで、もっと函館の暮らし情報を発信してほしい

先輩移住者の体験談等をまとめたパンフレット等が欲しい

各種支援制度をまとめた資料がほしい

特に期待していない

わからない

その他

電話での移住相談

市民と移住者の集い・まちセン茶論（サロン）へのオンライン参加

オンライン移住セミナー・オンライン移住講演会

オンライン移住相談

ブログやSNSで、もっと函館の暮らし情報を発信してほしい

先輩移住者の体験談等をまとめたパンフレット等が欲しい

各種支援制度をまとめた資料がほしい

特に期待していない

わからない

その他

複数回答

・函館での支援について

・メールマガジンについて
0 5 10 15 20 25

もっと情報を増やしてほしい

今のままでよい

もっと分かりやすく楽しめる内容にしてほしい

先輩移住者の体験談を掲載してほしい

特にない

その他

もっと情報を増やしてほしい

今のままでよい

もっと分かりやすく楽しめる内容にしてほしい

先輩移住者の体験談を掲載してほしい

特にない

その他

複数回答



・メリット　＆デメリットも含めて移住先輩方の話がもっとしりたいです
・サポートセンターニュース、毎回楽しみにしています。
・賃貸住宅情報が欲しいです
・こまめにメールを頂き、大変感謝しています。お金か仕事、どちらかでも先立つもの
があれば、1日でも早く移住したいです
・住居を探しているのですがそれぞれの地域のいい面を教えてください。
・いつも大変お世話になっております。準備のため何度か訪問しています。必要に応じ
て相談出来る場があるといいです。
・候補地は市電の五稜郭公園駅界隈で、かつ家族の一員で 5歳のトイプードルが居るの
で、同居可能な２LDk くらいのマンションを見つける事。がポイントでしょうか？
・50代以降の人の体験談を知りたいです。就職情報等も
・移住したいが何からはじめていいのかわからない！？アドバイスが欲しい。
・本州から北海道に移住してきて 2年程経過します。当初は無職でしたが現在は
宗谷地方で仕事についています。嘱託契約です。仕事が終わった後はもう少し暖
かい函館を希望しています。今年 9月には道南方面へ旅行を兼ねて遊びに行き
たいと考えています。その際には是非ともサポートセンターに寄りたいと思って
います。
・いつも有り難うございます。毎回楽しみにしております。
・仕事に関しての情報を増やしてほしい
・半年間、関西実家暮らし。半年、函館暮らしが理想です。可能ですか？
・求人情報、中古住宅情報の発信を希望
・仕事の保険証の関係で現在の居住地、横浜に籍を置いてますがそれがクリアで
きるなら、函館でいいと思ってます。函館に籍を置けるならば銀行のローンも通
ると思うので。
・経験者の体験談。メリットだけでなくデメリットも。生の声を聞いてみたい。

※ 個人情報等が記載されているものは掲載しておりませんので、ご了承ください。

・要望等をご自由にご記入ください



・体験移住が函館市でもあるといいと思います。関東からの移住だけではなく、どこか
らの移住にも援助金制度があると移住がしやすくなると思います。
・やはり仕事がないと生きていけないので、転職情報を充実して欲しいです。
・検討中なので勧誘など無くじっくり考えたい。


