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平成 27 年度一宮市アンケート調査集計結果（学生向け） 

調査対象者：一宮市内の高等学校・短期大学・大学に通学する平成 28 年春卒業予定の学生 

調査期間：平成 27年 6月 4 日～6月 25 日 

総回答者数：1,045 人 

・n は、質問に対する無回答を含む集計対象総数で算出割合の基準です。 

 各グラフの左端に nの値を表記しています。 

・割合は、nに対する各回答数の百分率（％）です。小数点以下第 2位を四捨五入し、小数

点以下第 1位までを表記しています。 

（１）在籍校 

 回答者の在籍校は高等学校 701 人（67.1％）、短期大学 286 人（27.4％）、大学 58人（5.5％）

となっています。 

（２）性別 

 回答者の性別は男性 512 人（49.0％）、女性 529 人（50.6％）となっています。 

男, 49.0%

女, 50.6%

無回答, 

0.4%

問２．性別は？

n=1,045 

概 要 版 資料１－２

n=1,045 

高等学校, 

67.1%

短期大学, 

27.4%

大学, 5.5%
問１．現在の在籍は？
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（３）現在の住所 

 回答者の住所は市内 574 人（54.9％）、市外 466 人（44.6％）となっています。 

 高等学校、短期大学、大学を含めた全体の内、半数近くの学生が市外から通学していると

いう状況となっています。

 問３．で現在のお住まいが市外と回答した 466 人のうち、通学者が多い地域は、稲沢市 78

人（16.7％）、江南市 59 人（12.7％）、名古屋市 54 人（11.6％）、岩倉市 29 人（6.2％）、北

名古屋市 18 人（3.9％）の順となっています。 

 市外からの通学者の住所地では、稲沢市、江南市、岩倉市、北名古屋市、清須市、各務原

市など隣接する市からの通学者が多く、全体の約 43％を占めています。 

市外からの通学者の主な住所 

稲沢市 78 いなべ市 7

江南市 59 東海市 6

名古屋市 54 刈谷市 5

岩倉市 29 安城市 5

北名古屋市 18 犬山市 5

小牧市 13 春日井市 5

清須市 12 大口町 5

あま市 12 各務原市 5

四日市市 12 その他（尾張地域） 18

津島市 10 その他（岐阜県） 28

岐阜市 9 その他（三重県） 15

桑名市 8 その他（三河地域） 9

大垣市 7 その他（知多地域） 11

無回答 21

（単位：人） 

市内, 54.9%

市外, 44.6%

無回答, 

0.5%

問３．現在のお住まいは？

n=1,045 

n=466 
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進学, 

60.8%

就職, 

38.5%

無回答, 

0.7%

問４．卒業後の希望進路

（高等学校）

（４）卒業後の希望進路 

 卒業後の希望進路は、高等学校 701 人のうち進学 426人（60.8％）、就職 270 人（38.5％）

となっており、短期大学・大学 344 人のうち進学 7人（2.0%）、就職 331 人（96.2%）となっ

ています。 

 回答者全員の卒業後の希望進路は進学 433 人（41.4％）、就職 601 人（57.5％）となってい

ます。 

進学, 41.4%

就職, 57.5%

無回答, 

1.1%

問４．卒業後の希望進路は？（全体）

n=1,045 

n=701 n=344 

進学, 

2.0%

就職, 

96.2%

無回答, 

1.8%

問４．卒業後の希望進路

（短期大学・大学）
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回答者全員の卒業後の希望地域は中部地方697人（66.7％）が最も多く、一宮市188人（18.0％）、

近畿地方 53 人（5.1％）、関東地方 37 人（3.5%）と続いています。 

 卒業後の進路の希望地域では、中部地方と一宮市をあわせると全体の 84.7％を占め、非常

に高い割合となっています。進学・就職にかかわらず、地元志向が極めて強いことがうかが

われます。 

 進路別でみてみると、進学希望 432 人の希望地域は中部地方 318 人（73.6%）が最も多く、

一宮市 50人（11.6％）、近畿地方 24 人（5.6％）、関東地方 19 人（4.4%）と続いています。 

また、就職希望 600 人の希望地域は中部地方 375 人（62.5%）が最も多く、一宮市 137 人

（22.8％）、近畿地方 29人（4.8％）、関東地方 17人（2.8%）と続いています。 

 進学・就職ともに大きな違いはみられず、いずれも約 85％の方が一宮市を含む中部地方を

希望地域と回答しています。希望地域を一宮市に限定してみてみると、就職時には一宮市を

希望地域とする傾向がより強くみられる結果となっています。 

13

47

0

1

2

2

5

37

53

188

697

0 200 400 600 800

無回答

その他

四国

九州

東北

中国

北海道

関東

近畿

一宮市

中部

問４．また、その希望地域はどこですか？

318
50

24
19

2
2
1
1
0
12
3

0 100 200 300 400

中部

一宮市

近畿

関東

北海道

中国

東北

九州

四国

その他

無回答

問４．希望地域（進学）

375
137

29
17

2
1
0
0
0

35
4

0 100 200 300 400

中部

一宮市

近畿

関東

北海道

東北

中国

四国

九州

その他

無回答

問４．希望地域（就職）

n=600 n=432 

n=1,045 

（単位：人）

（単位：人） （単位：人）
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（５）進路にともなう引越し 

 希望する進路に進んだ場合、「引越しする予定がある」254 人（24.3％）、「引越しする予定

がない」781 人（74.7％）となっています。 

 卒業後の進路の希望地域が一宮市を含む中部地方が多いという結果を反映して、進学・就

職にかかわらず、引越しを予定する方は全体の約 25％弱となっており、ここからもこの地方

の学生の地元志向が強いことが分かります。 

 引越しの予定があると回答した 254 人の理由は、「志望する学校や企業がある（近い）から」

97 人（38.2％）が最も多く、「親元を離れて自立したいから」78 人（30.7％）、「実家から通

学・通勤したいから」33人（13.0％）、「生活するのに便利だから」24人（9.4％）と続いて

います。 

 引越しする理由として、志望する学校や企業の所在地などによる地理的要因や生活の利便

性を求めるものが多くなっていますが、一方で親元を離れて自立したいという理由によるも

のも多くみられ、進学や就職を契機に新たな生活を望む方も多くいることが分かります。 

 また、現在通学のために単身生活をしている方が、将来的には実家から通学・通勤したい

とする理由も多くみられました。

ある, 24.3%

ない, 74.7%

無回答, 

1.0%

問５．希望する進路へ進んだ場合、引越しする

予定はありますか？

n=1,045 



6 / 15

 引越しの予定がないと回答した 781 人の理由は、「実家から通勤・通学したいから」352 人

（45.1％）が最も多く、「経済的に楽だから」58人（7.4％）、「住み慣れた地域で暮らしたい

から」45人（5.8％）、「生活するのに便利だから」44 人（5.6％）、「志望する学校や企業があ

る（近い）から」40 人（5.1％）と続いています。 

 無回答の 213 人を除く 568 人でみてみると、実家からの通勤・通学や経済的負担の軽減、

住み慣れた地域で暮らしたいなどの理由が全体の約８割を占めており、進学・就職に関わら

ず、実家や地元での生活を希望している方が多い状況となっています。

97

78

33

24

8

4

4

2

2

1

1

0

0 20 40 60 80 100 120

志望する学校や企業がある（近い）から

親元を離れて自立したいから

実家から通学・通勤したいから

生活するのに便利だから

家族が希望しているから

自然環境が良いから

都会の生活に憧れているから

経済的に楽だから

住み慣れた地域で暮らしたいから（愛着があるから）

進学した際、卒業後の就職に有利だから

給料が良い（良さそうだ）から

地元に友人がいるから

問５．また、あると答えた理由は？

n=254 

（単位：人） 

（単位：人）

352

58

45

44

40

15

4

3

3

2

1

0

1

213

0 50 100 150 200 250 300 350 400

実家から通学・通勤したいから

経済的に楽だから

住み慣れた地域で暮らしたいから（愛着があるから）

生活するのに便利だから

志望する学校や企業がある（近い）から

家族が希望しているから

親元を離れて自立したいから

自然環境が良いから

地元に友人がいるから

進学した際、卒業後の就職に有利だから

給料が良い（良さそうだ)から

都会の生活に憧れているから

その他

無回答

問５．また、ないと答えた理由は？

（単位：人） 

n=781 
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（６）将来の一宮市への転入の可能性 

 卒業後に希望する居住地域が一宮市以外（その他・無回答を含む）と回答した 857 人のう

ち、「将来は一宮市に住みたい（戻りたい）」207 人（24.2％）、「住みたくない（戻りたくな

い）」503 人（58.7％）となっています。 

住みたい（戻

りたい）, 

24.2%

住みたくない

（戻りたくな

い）, 58.7%

無回答, 17.1%

問６．問４で卒業後に希望する居住地域を、「一宮市」

以外とお答えの方にお聞きします。将来は、一宮

市に住みたい(戻りたい)とお考えですか？

n=857 
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 住みたい（戻りたい）と回答した 207 人の理由は、「実家があるから」62 人（30.0％）で

最も多く、「一宮市に知人や友人がいるから」43 人（20.8％）、「一宮市に愛着があるから」

35 人（16.9％）、「通勤通学に便利だから」26 人（12.6％）、「住むのに最適（便利）な環境だ

から」19人（9.2％）と続いています。 

一宮市に住みたい（戻りたい）理由としては、家族や知人・友人の存在や地元への愛着に

よるものが全体の約７割弱となっていますが、通勤通学に便利、住むのに最適という利便性

を理由とするものも約２割となっています。 

 一方で、働きたい就職先があるからは 4人（1.9％）、企業数や求人数が多いからは 0人と

なっており、就職に関連する理由が少ないという特徴もみられます。 

住みたくない（戻りたくない）と回答した 503 人の理由は、「一宮市に働きたい就職先がな

いから」134 人（26.6％）で最も多く、「通勤通学に不便だから」97 人（19.3％）、「（一宮市

外に）実家があるから」87 人（17.3％）、「親から独立したいから」41人（8.2％）と続いて

います。 

一宮市に住みたい（戻りたい）理由とは対照的に、将来一宮市に住みたくない（戻りたく

ない）理由では、市内に希望する就職先がなく、通勤通学にも不便であるという理由が上位

を占めています。卒業後の進学や就職に伴う希望地域を市外とする方の多くが、就職先や通

勤通学を理由に一宮市に住みたくない（戻りたくない）と考えていることがうかがえます。 

また、親の近くに住みたい、経済的に楽だからという理由から、市外にある実家での生活

を希望する理由や、逆に市内に住む親から独立したいという理由で、一宮市に住みたくない

（戻りたくない）とする回答も多くみられました。 

n=207 

62

43

35

26

19

4

3

2

1

1

0

0

11

0 20 40 60 80

実家があるから（親の近くに住みたい、経済的に楽だか…

一宮市に知人や友人がいるから

一宮市に愛着があるから

通勤通学に便利だから

住むのに最適（便利）な環境だから

一宮市に働きたい会社（就職先）があるから

親から独立したいから

通勤通学に不便だから

一宮市に働きたい会社（就職先）がないから

転勤がなさそうだから

企業数や求人数が多いから

給料が安そうだから

無回答

問６．また、住みたいと答えた理由は？

（単位：人） 
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その他、住みたくない（戻りたくない）理由の自由意見では、一宮が嫌い、治安が悪い、

他に住みたい街がある、遊べるところがないなどの意見が多く寄せられ、学生の間にも治安

に対する不安が多くあることがうかがえます。 

住みたくない（戻りたくない）と回答したうち、その他 27 人の内訳

一宮が嫌だから （9 人） 

治安が悪いから （6 人） 

他に住みたい街があるから （4 人） 

遊べるところがないから （2 人） 

色々不便 

田舎だから 

住みにくい 

いきたい企業が一宮市にないから 

気候が合わないから 

引越すのがめんどうだから 

n=503 

（単位：人） 

134

97

87

41

8

7

6

4

2

2

1

0

27

87

0 30 60 90 120 150

一宮市に働きたい会社（就職先）がないから

通勤通学に不便だから

（一宮市外に）実家があるから

親から独立したいから

給料が安そうだから

住むのに最適（便利）な環境だから

通勤通学に便利だから

転勤がなさそうだから

一宮市に働きたい会社（就職先）があるから

一宮市に知人や友人がいるから

一宮市に愛着があるから

企業数や求人数が多いから

その他

無回答

問６．また、住みたくないと答えた理由は？

（単位：人） 
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（７）一宮市への転入を予定する時期 

 将来一宮市に住みたい（戻りたい）と回答した 207 人が予定する引越しの時期は、「卒業・

就職に合わせて」73 人（35.3％）、「退職したら」7人（3.4％）、「未定」116 人（56.0％）と

なっています。 

（８）定住する地域に求めるもの 

 定住する地域に必要だと思うものは、「公共交通の利便性が高い」466件（15.5％）と最も

多く、「学校や勤務先が近い」426 件（14.2％）、「居住環境が良い」408 件（13.6％）と続い

ています。（複数回答あり） 

定住する地域に求めるものについては、意見が分かれる結果となりましたが、上位には公

共交通の利便性や学校や勤務地が近いなど、利便性を求める回答となっています。また、自

然環境や治安、自然災害に強いといった安心・安全に関するもの、医療・子育てに関する施

設やサービスの充実を求めるものも多く、就職先としての雇用機会の確保や、物価・地価な

どに対する関心も高くなっています。 

 これらの結果から、定住を考えた場合には、日常生活における利便性だけではなく、治安

や自然災害に対する安心、医療・子育てサービスの充実、雇用機会の確保など、生活全般に

わたる環境の整備が求められていることがうかがえます。 

卒業・就職に

合わせて, 

35.3%

退職したら, 

3.4%

未定, 56.0%

その他, 0.5%
無回答, 4.8%

問７．問６で「住みたい(戻りたい)」とお答えの方に

お聞きします。いつ頃を予定していますか？

n=207 
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（９）一宮市の人口を増やすために 

 一宮市の人口対策について自由意見を募りました。 

「保健・医療と福祉の充実」（12 件）では、子育てしやすい環境づくり、保育所や教育施

設、医療施設の充実を必要であるとの意見が多くみられました。 

 「生活環境の整備」（17 件）では、治安を良くするがもっとも多く、交通マナーの改善、

地価や物価を下げるという意見へと続いています。 

 「産業の振興」では、企業誘致や雇用機会の創出、地域産業の活性化が必要であるとの意

見（8件）が寄せられました。 

「都市基盤の整備・施設の充実」（37 件）の分野に対する意見がもっとも多く、人が多く

集まる大型の商業施設やテーマパークを造るという意見が多数寄せられました。また、商店

街の活性化や店を増やすなど、商業施設の充実を求める意見が多くなっています。 

 「住民参加・コミュニティ活動の推進」（12 件）では、イベントの開催やまちおこしなど、

地域の活性化を求める意見が多くなっています。 

 自由意見の中では、一宮市の人口を増やすために必要となるものとして、多くの人が集ま

るにぎやかで活気のある街を期待する意見がもっとも多く、子育て環境の充実や、安心･安全

な生活環境の整備も期待されていることがうかがえます。 

5

41

53

118

199

211

219

258

270

325

408

426

466

0 100 200 300 400 500

その他

高齢者施設やサービスが充実している

教育施設が充実している

子育て関連施設やサービスが充実して…

商業施設が充実している（賑わいがある）

地震や洪水等の自然災害に強い

雇用機会が確保されている（恵まれてい…

親族・友人・知人が近くにいる

物価や地価が安い

医療施設やサービスが充実している

居住環境が良い（自然環境や治安が良い）

学校や勤務先が近い（通勤・通学が便利）

公共交通の利便性が高い

問８．定住する地域に対して、何が必要だと思いますか？

（1人3つまで回答）

n=2,999 

（単位：人） 
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No. 主な分野 件 数 

1 保健・医療と福祉の充実 12

2 生活環境の整備 17

3 産業の振興 8

4 教育、文化の振興 2

5 都市基盤の整備・施設の充実 37

6 住民参加・コミュニティ活動の推進 12

7 その他 12

問９．一宮市の定住人口を増やす(維持する)ために、ご意見等がありましたらご自由にお書きください。

1 保健・医療と福祉の充実 

・子育てしやすい環境作りをし、子どもの出産数を増やす。（5件） 

・保育所、教育施設を充実させてほしいです。（2件） 

・総合病院が中心部に多いが、丹陽や千秋には少ないので、市営の病院があると便利だと思う。 

・２人以上の子供を産んだ家庭に子ども手当を増やし生活しやすくする。 

・子育て支援サービスを手厚くする。 

・老人ホームを増やす。 

・医療施設も必要だと思います。 

2 生活環境の整備 

・治安をもう少し良くしてほしい。（8件） 

・車や自転車の交通マナーが悪いため改善が必要。（5件） 

・物価や地価を下げる。（4件） 

3 産業の振興 

・企業を誘致する。（3件） 

・地域産業の発展と活性化。（2件） 

・雇用機会の創出。（2件） 

・産業を興す（繊維のまちからの脱却） 

4 教育、文化の振興 

・学習塾を建てる。 

・大学をつくる。 

5 都市基盤の整備・施設の充実 

・人が集まる大型の商業施設（アウトレット等）をつくる。（8件） 

・テーマパークやアミューズメント、レジャー施設等を作る。（7件） 

・公共交通を充実させる（電車の本数やバスの巡回時間を増やす）。（4件） 

・商店街をにぎやかにする。（4件） 

・コンビニエンスストア等の店を増やす。（4件） 

・一宮駅前の商店街の活性化。（2件） 

・子どもでも安全に道路を歩けるように、車、自転車、歩行者のそれぞれの道路を確保する。（2件） 
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・公共施設を使いやすく、きれいにする。 

・一宮駅の前の交通をもっとスムーズになるよう整備した方がよいと思う。 

・萩原商店街を活性化させる。 

・i-ビルの高層化と施設の充実。 

・デザイナーズマンションを増やす。 

・空港をつくる。 

6 住民参加・コミュニティ活動の推進 

・イベントを増やす、盛り上げる。（7件） 

・地域の活性化とまちおこし。（4件） 

・地域全体で参加できる祭り。 

7 その他 

・お祝い金などの支給。（3件） 

・市民へのサービスを増やす。（2件） 

・もっとイメージキャラクターをかわいくして、県外にアピールすればいいと思う。（2件） 

・税金を安く。 

・アルバイトの時給の最低金額を上げる。 

・もっと一宮の人が優しくなればいいと思います。 

・図書館が駅に移動して、自転車をとめるのに 2時間すぎるとお金がかかるようになった。学生だけでも

免除してほしい。 

・臭いをどうにかすることかな 
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