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２０２１年９月１４日 

「住みたい街（駅）ランキング２０２１」（福岡県） 

１位は『博多』、2位は『大橋』『小倉
こ く ら

』。 

“交通利便の向上”が期待される『六本松』が大幅ランクアップ。 

～長谷工アーベスト ＷＥＢアンケートより～ 

㈱長谷工アーベスト（本社：東京都港区、社長：大岡修平）は、福岡県居住のモニターを対象に実施した、 

ＷＥＢアンケート形式による「住みたい街(駅)ランキング」の調査結果を集計しました。 

（2021 年 7 月 9 日アンケートメール配信、7月 13 日締め切り、有効回答数 408 件） 

新型コロナウイルス感染拡大後 2回目の調査となる福岡県の住みたい街（駅）ランキングでは、『博多』が 

弊社調査開始以来 4年連続の第 1 位、第 2位が同数で『大橋』『小倉
こ く ら

』となりました。昨年比でみると『六本松』

が 10位圏外から 10位と大幅アップとなっています。 

ランキング上位の街（駅）の住みたい理由をみると、「博多・天神へのアクセス」、「特急・始発停車駅」等の

“福岡中心部への交通便の良さ”に関する声が引き続き多く聞かれます。大幅ランクアップとなった『六本松』

については、2022 年度の地下鉄七隈線の延伸（予定）による“交通利便の向上”を期待する声が聞かれます。 

その他、「商業施設の充実」、「買い物施設の多さ」等、住みたい街（駅）周辺の“買い物便の良さ”に関する

声も多く聞かれ、街選びの重要な要素となっています。 

【福岡県：住みたい街（駅）ランキング 上位】※福岡県で住みたい街（駅）の 1 位の回答数により集計。

2021年
順位

住みたい街（駅） 沿線 市区 回答数
2020年
順位

2019年
順位

1位 博多 JR鹿児島本線・地下鉄空港線 他  福岡市博多区 34 1位 1位

大橋  西鉄天神大牟田線  福岡市南区 18 2位 2位

小倉  JR鹿児島本線・山陽新幹線 他  北九州市小倉北区 18 3位 6位

4位 天神・西鉄福岡  地下鉄空港線・西鉄天神大牟田線  福岡市中央区 17 7位 3位

5位 千早  JR鹿児島本線・西鉄貝塚線  福岡市東区 15 7位 8位

6位 香椎  JR鹿児島本線・香椎線  福岡市東区 12 6位 8位

7位 姪浜  地下鉄空港線・JR筑肥線  福岡市西区 11 4位 7位

西新  地下鉄空港線  福岡市早良区 10 5位 4位

大濠公園  地下鉄空港線  福岡市中央区 10 10位 10位圏外

薬院  西鉄天神大牟田線・地下鉄七隈線  福岡市中央区 8 10位圏外 5位

六本松  地下鉄七隈線  福岡市中央区 8 10位圏外 10位圏外

※  は、昨年より順位が「5」以上アップした街

2位

8位

10位
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■ 福岡県 住みたい街（駅）ランキング 上位 10 ／「住みたい理由」（年代・家族数） 

◆第 1位 博多 

・ 福岡の中心的な街であり、交通の利便性が高い。福岡市内の色々な場所や、県外にも出やすいので 

旅行や帰省などにも便利だから。（30 代・3 人家族） 

・ 都会なのでなんでも揃っているし、飲食店も多いので、1 人でも快適に生活できる。（40 代・単身） 

◆第 2位 大橋 

・ 特急が停まるようになり、中心部までのアクセスが良くなった。開発が進んで便利になったので、 

今と同じ沿線で考えるならここだと思う。（50 代・3 人家族） 

・ 駅前は商業施設が充実しており便利なイメージがあるが、都心に比べると物価が安くて住みやすそう 

なので。（30 代・3 人家族） 

◆第 2位 小倉
こ く ら

・ 北九州最大の都市で、交通の中心的な場所なのでどこにでも出やすい。（30 代・2 人家族） 

・ 駅周辺は栄えているが、少し歩けば歴史を感じる公園があり、海が近い環境が好き。（30 代・単身） 

・ 商業施設が揃っていて、医療施設も充実しているので、高齢になっても住みやすい。（60 代・3 人家族） 

◆第 4位 天神・西鉄福岡 

・ 九州一の繁華街であり、生活が全てこの街で完結する。交通アクセスや買い物施設の多さなど、色んな 

面で便利だから。（50 代・2 人家族） 

・ 今もあちこちで開発が続いている。将来的に資産価値もあがりそう。（30 代・2 人家族） 

◆第 5位 千早
ち は や

・ 都心から少し離れるので落ち着いた住宅地というイメージ。開発が進んでおり、最近はマンションも 

増えているし、学校やスーパー等も周辺に揃っているので住みやすそう。（30 代・3 人家族） 

・ JR や西鉄など電車やバスアクセスが良いのでどこにでも出やすい。（50 代・2 人家族） 

◆第 6位  香椎
か し い

・ 福岡の東の副都心として今後も発展が期待できるし、交通便もいいので住みやすいから。（30 代・単身） 

・ 博多や天神など都心部に近い。買い物施設も多くて一通りのものはここだけで揃う。（50 代・3 人家族） 

◆第 7位 姪 浜
めいのはま

・ 福岡の中心である天神、博多駅にダイレクトアクセスができる。始発電車もあるので、通勤にも便利。 

ずっと住んでいて、生活しやすさを実感している。（40 代・2 人家族） 

・ 海が近く自然環境が整っている。治安もいいので家族で安心して暮らせる。（30 代・3 人家族） 

◆第 8位 西新
にしじん

・ 空港線で天神まで直通しており通勤に便利。教育環境も整っているし、少し歩けば大きな公園や 

大型商業施設なども揃っており、家族で暮らしやすい場所だと思う。（30 代・3 人家族） 

・ 学生の頃から住みなれた場所。活気のある商店街や、おしゃれなカフェなども多く、住んでいて 

楽しい街だから。（50 代・2 人家族） 

◆第 8位 大濠
おおほり

公園 

・ 中心部に出やすいが、大濠公園が近く緑が多くて落ち着いた雰囲気がある。（30 代・3 人家族） 

・ 自然と歴史を感じられる街並みが好き。交通の利便性も良いから。（50 代・3 人家族） 

◆第 10 位  薬院 

・ 天神など繁華街に比べると、騒音も少なく治安がよさそう。2 路線通っていて交通便もいいので、単身
でも安心して暮らせることを考えたらここかなという気がする。（20 代後半・単身） 

・ 平尾や浄水などおしゃれな街に近く、高級感がある。（30 代・3 人家族） 

◆第 10 位 六本松 

・ 駅前は再開発できれいになった。公園が近く自然が身近だし、治安も良いから。（50 代・4 人家族） 

・ 2022 年には七隈線が延伸で都心部や空港へのアクセスがしやすくなると思う。（30 代・4 人家族） 
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■ 福岡県 住みたい街（駅）ランキング／上位 10 位の推移
※住みたい街(駅）の 1 位の回答数により集計。

【回答者プロフィール】

以上

＜2021年調査＞ ＜2020年調査＞ ＜2019年調査＞ ＜2018年調査＞

順位 住みたい街（駅） 順位 住みたい街（駅） 順位 住みたい街（駅） 順位 住みたい街（駅）

１位 博多 １位 博多 １位 博多 １位 博多

２位 大橋 ２位 大橋 ２位 大橋 ２位 薬院

〃 小倉 ３位 小倉 ３位 天神・西鉄福岡 ３位 大橋

４位 天神・西鉄福岡 ４位 姪浜 ４位 西新 ４位 姪浜

５位 千早 ５位 西新 ５位 薬院 ５位 西新

６位 香椎 ６位 香椎 ６位 小倉 ６位 大濠公園

７位 姪浜 ７位 天神・西鉄福岡 ７位 姪浜 ７位 小倉

８位 西新 〃 千早 ８位 千早 ８位 赤坂

〃 大濠公園 〃 赤坂 〃 香椎 〃 千早

１０位 薬院 １０位 大濠公園 〃 藤崎 〃 西鉄平尾 （2017年以前調査なし）

〃 六本松 〃 西鉄二日市

福岡市

43%
その他

福岡県

57%

20代後半

13%

30代

25%

40代

18%

50代

24%

60代

20%

1人

16%

2人

32%
3人

29%

4人

18%

5人以上

5%

＜居住エリア＞ ＜年齢＞ ＜家族数＞


