
北杜市民及び市内で働く18～39歳を対象とした『若者世代アンケート結果』 

【１】実施概要 

１目的 

 第３次北杜市総合計画の策定に向けて、若者の
移住のきっかけや、結婚への意識、仕事の希望を
把握し、移住・定住促進策、結婚・子育て支援策、
就労促進策等の検討材料とする。 

２調査対象 

北杜市民及び北杜市内で働く18～39歳の方 

３回収数 

146件 

５実施方法 

 ＱＲコードまたはＵＲＬリンクからアクセスする「Ｗｅｂ
アンケート」の形式にて実施した。Webアンケートは以
下の方法で周知した。 
 ・北杜市内の企業への郵送による周知依頼 
 ・北杜市公式ホームページ、Ｔｗｉｔｔｅｒ上での発信等 

【２】回答者の属性 

②出身地・居住地 

⑤住まいの形態 

【３】移住・定住の理由と今後の意向 

①北杜市に住んだり、就職しようと思ったきっかけ 
 ＜北杜市内在住者＞ 

②定住・転出意向 ③定住意向の理由 

①性別ごとの年代 ④子どもの有無 

④転出意向の理由 

 北杜市内在住者の定住意向の理由は、
「生活環境」に関する記述（自然豊か・景
色が良いから、住みやすいから）が22件で
最も多く、次いで「持ち家・引っ越し」に関
する記述が8件。 

生活環境に関する記述(22)

自然豊か、景色が良いから(10)

住みやすいから(7)

人間関係が良いから(2)

お店が多く便利だから(1)

特に不便がないから(1)

のどかだから(1)

持ち家・引っ越し等に関する記述(8)

家を建てたから(4)

住み慣れているから(3)

引っ越しが面倒だから(1)

家族・子育てに関する記述(7)

子育て環境が良いから(2)

結婚相手の職場だから(2)

子どもに対する理解があるから(1)

家族がいるから(1)

実家に近いから(1)

北杜市への愛着に関する記述(6)

受け継がれた土地を守っていきたいから(3)

北杜市が好きだから(3)

記述内容(件数)

 子どもがいる割合は、北杜市在住者は38.9％、北
杜市外は23.0％である。 
 

 北杜市出身者は34.9％、北杜市在住者は
49.3％。 
 結婚や就職を機に北杜市にて働く者が7
割程度いる。 
 北杜市在住者は30代の回答者が多く、北
杜市外在住者は20代の回答者が多い。 

 きっかけは、北杜市内在住者では「実家がある・近いから」が最も多く、北杜市外在住者
でも多くなっている。「仕事」に関する記述（配属、転勤、北杜市の会社に就職したかったか
らなど）を挙げるものも多く、そのうちの約半数は、会社の配属や転勤など自らの意思とは
関係なく、たまたま北杜市で勤務することになった者である。 
 

 定住意向は、「北杜市から転出したい」が
29.2％であり、約7割は現在住んでいる北杜
市に定住する意向である。 
 
 
 

 北杜市から転出意向の理由は、住みにく
い、お店が少ないといった「生活環境」に
関する記述が8件と最も多く、「家族・子育
て」に関する記述が3件となっている。 
 

生活環境に関する記述(8)

住みにくいから(3)

お店が少なく不便だから(2)

高齢になった際に不便だから(1)

車の運転に不安があるから(1)

生活面で不便だから(1)

家族・子育てに関する記述(3)

子育て環境が充実していないから(2)

結婚相手がいないから(1)

地元に帰りたいから(3)

娯楽が少ないから(2)

行政サービスの質の低下が不安だから(2)

魅力的な仕事がないから(1)

他の市の方が魅力的だから(1)

住む場所にこだわりがないから(1)

いろんな場所に住んでみたいから(1)

記述内容(件数)

8.3%

19.4%

18.1%

2.8%

1.4%

61.1%

5.4%

14.9%

6.8%

1.4%

1.4%

77.0%

0% 50% 100%

幼稚園・保育園に入園する前

幼稚園・保育園に通っている

小学校に通っている

中学校に通っている

高等学校に通っている

いない

北杜市(n=72) 北杜市外(n=74)

66.7%

4.2%

11.1%

12.5%

4.2%

1.4%

25.7%

6.8%

56.8%

1.4%

9.5%

0.0%

0% 50% 100%

持ち家

賃貸住宅（一戸建て）

賃貸住宅(マンション・アパート）

賃貸住宅（市営住宅）

社宅・官舎・寮

その他

北杜市(n=72) 北杜市外(n=74)

北杜市に住み

続けたい

69.4%

北杜市から

転出したい

29.2%

その他

1.4%

(n=72)

 北杜市在住者は持ち家が最も多く、北杜市外在住
者は賃貸住宅（マンション・アパート）が最も多い。 

仕事に関する記述(30)

北杜市の会社に就職したかったから(11)

仕事が北杜市配属となったから(10)

転勤のため(8)

自給自足の生活を送りたかったから(1)

実家がある・近いから(15)

生活環境に関する記述(5)

自然環境が良いから(4)

経済的負担が少ないから(1)

結婚・子育てに関する記述(1)

子育て環境が良いから(1)

住み慣れているから(1)

友人がいたから(1)

記述内容(件数)

 
＜北杜市外在住者＞ 

2.4%

23.2%

19.5%

22.0%

32.9%

1.6%

18.8%

21.9%

23.4%

34.4%

0% 20% 40%

18～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

男性(n=82) 女性(n=64)

③居住地ごとの年代 

2.8%

15.3%

12.5%

25.0%

44.4%

1.4%

27.0%

28.4%

20.3%

23.0%

0% 20% 40% 60%

18～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

北杜市(n=72) 北杜市外(n=74)

34.9%

49.3%

65.1%

50.7%

0% 50% 100%

出身地

(n=146)

現在の居住地

(n=146)

北杜市 北杜市外

実家がある・実家から近いから(21)

仕事に関する記述(18)

仕事が北杜市配属となったから(7)

北杜市の会社に就職したかったから(3)

転勤のため(2)

仕事の関係(2)

地元で働きたいから(2)

家業を手伝うため(1)

やりたい仕事があるから(1)

生活環境に関する記述(7)

自然環境がよいから(6)

居住環境が良いから(1)

結婚・子育てに関する記述(6)

結婚相手の自宅があるから(4)

子育て環境が良いから(2)

住み慣れているから(3)

北杜市に思い入れがあるから(3)

友人がいたから(1)

記述内容(件数)

※ 本集計では、北杜市内在住者のみを
対象とした。 

生活環境に関する記述(23)

お店が多く便利だから(12)

特に不便がないから(7)

人間関係が良いから(2)

東京に近いから(1)

住みやすいから(1)

持ち家・引っ越し等に関する記述(10)

家を建てたから(4)

引っ越しが面倒だから(3)

住み慣れているから(3)

地元への愛着に関する記述(2)

地元が好きだから(2)

家族・子育てに関する記述(2)

結婚相手の職場だから(1)

子どもに引っ越しを経験させたくないから(1)

記述内容(件数)

[参考] 
北杜市外在住者の定住理由 
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４調査期間 

令和３年１０月２５日～１１月３日 



【４】結婚・子育ての状況・意向 

①婚姻状況（性別）  ②結婚していない理由（性別） 
  

③北杜市出会いサポートセンター 
 ＜認知度＞ 

 ＜参加意向＞ 

 
＜利用したくない理由＞ 

36.6%

34.1%

6.1%

23.2%

0.0%

43.8%

31.3%

9.4%

12.5%

3.1%

0% 20% 40% 60%

現在、結婚している

結婚していないが、将来的に結婚したい

結婚しておらず、今後もするつもりはない

結婚していないが、今後結婚するかどうかはわからない

その他

男性(n=82)

女性(n=64)

15.9%

18.2%

79.5%

79.5%

4.5%

2.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

北杜市(n=44)

北杜市外(n=44)

参加してみたい 参加してみたいと思わない その他

 育てやすいと感じる理由は、「地域の治安がいいから」が60.9％であり最も多く、次いで「子どもを安心して育てられる環境が整備されているから」が30.4％、「子育ての経済
的負担が少ないから」が27.5％である。 
 育てづらいと感じる理由は、「子どもを安心して育てられる環境が整備されていないから」「教育環境が充実していないから」がともに50.0％であり高い。 

④北杜市は子どもを産み育てやすい地域だと思うか（子どもの有無別） ⑤育てやすいと感じる理由 ⑥育てづらいと感じる理由 

60.9%

30.4%

27.5%

26.1%

23.2%

14.5%

11.6%

5.8%

5.8%

5.8%

2.9%

1.4%

4.3%

1.4%

0% 50% 100%

地域の治安がいいから

公園など、子供を安心して育てられる環境が整備され

ているから

子育ての経済的負担が少ないから

親との同居、近居により親の支援があるから

保育サービスが充実しているから

子供を生み育てることに地域全体がやさしく理解があ

るから

教育環境が充実しているから

地域で子育てを助けてもらえるから

育児休業や出産休暇を取りやすい職場環境が整備

されているから

フレックスやパートタイムなど、柔軟な働き方ができるか

ら

雇用が安定しているから

妊娠から出産後までの母体医療・小児医療が充実し

ているから

その他

あてはまるものはない (n=69)

 婚姻状況を性別にみると、「現在、結婚している」が男性では36.6％、女性では
43.8％となっており、「将来的に結婚したい」はどちらも3割程度である。「結婚してい
ないが、今後結婚するかどうかわからない」は男性の方が高い。 
 結婚していない理由は、男女ともに「出会いの場が少なく、適当な相手に巡り合っ
ていないから」が最も多い。次いで、男性では「独身の自由さを失いたくないから」「経
済的に余裕がないから」が多く、女性では、「結婚する必要性を感じないから」「今は
仕事に打ち込みたいから」が多い。 

25.0%

21.2%

13.5%

23.1%

30.8%

46.2%

17.3%

26.9%

1.9%

3.8%

1.9%

3.8%

5.6%

25.0%

25.0%

13.9%

19.4%

41.7%

2.8%

22.2%

0.0%

2.8%

13.9%

0.0%

0% 20% 40% 60%

結婚するにはまだ若すぎるから

結婚する必要性を感じないから

今は、仕事（又は学業）に打ち込みたいから

今は、趣味や娯楽を楽しみたいから

独身の自由さや気楽さを失いたくないから

男女の出会いの場や機会が少なく、適当な相手にま

だ巡り会わないから

異性とうまく付き合えないから

経済的に余裕がないから

親や周囲が結婚に同意しない（だろう）から

一生、結婚するつもりはないから

その他

特にない

男性(n=52)

女性(n=36)  北杜市出会いサポーターの認知度は、北杜市在住者は38.6％、北杜市外在住者は4.5％となっている。参加意向をみると、北
杜市・市外在住者ともに2割弱となっている。 
 参加したくない理由は、知り合いがいたら気まずいなど、利用する際の問題についての記述が多くみられる。 

 北杜市は子どもを産み育てやすい地域だと思うかを北杜市在住者についてみると、子どもがいない回答者
であっても、「そう思わない」とする割合は15.9％であり、ネガティブなイメージを持っている層が一定数いる。 
 北杜市外在住者はわからないが約半数である。 
 北杜市は全国と比べると、そう思う割合がわずかに高いものの、他国と比べると低くなっている。 

※参考の数値は内閣府「令和２年度少子化社会に関する国際意識調査報告書」より 
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38.6%

4.5%

61.4%

95.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

北杜市(n=44)

北杜市外(n=44)

知っている 知らない

利用する際の問題について(14)

知り合いがいたら気まずいから(3)

気疲れするから(2)

気の合う人と出会えるのか不安だから(2)

情報管理に不安があるから(2)

苦手意識があるから(2)

代金が高そうだから(1)

登録が恥ずかしいから(1)

面倒だから(1)

結婚についてまだ考えていないから(9)

北杜市外に住んでいるから(4)

自分で見つけられるから(3)

記述内容(件数)

北杜市に限定したくないから(1)

必要性がないから（恋人がいるため、結婚する意

志がないため）(7)

50.0%

50.0%

40.0%

26.7%

13.3%

13.3%

13.3%

10.0%

6.7%

3.3%

3.3%

13.3%

0.0%

0% 50% 100%

公園など、子供を安心して育てられる環境が充実して

いないから

教育環境が充実していないから

妊娠から出産後までの母体医療・小児医療の体制に

不安があるから

保育サービスが充実していないから

地域で子育てを助けてもらえなさそうだから

子育ての経済的負担が大きいから

雇用が安定していないから

フレックスやパートタイムなど、柔軟な働き方が難しそう

だから

育児休業や出産休暇を取りやすい職場環境ではない

から

親との同居、近居により親の支援が得られないから

地域の治安が悪いから

その他

あてはまるものはない
(n=30)

10.7%

9.1%

9.7%

11.8%

3.5%

5.4%

4.4%

25.5%

26.5%

80.4%

39.3%

54.5%

48.6%

23.5%

33.3%

31.1%

33.8%

56.5%

50.5%

16.7%

25.0%

11.4%

16.7%

11.8%

10.5%

10.8%

47.2%

15.7%

17.4%

1.4%

14.3%

4.5%

8.3%

7.0%

5.4%

13.9%

1.9%

5.4%

0.7%

10.7%

20.5%

16.7%

52.9%

45.6%

47.3%

0.7%

0.4%

0.2%

0.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

子どもがいる

子どもはいない

全体

子どもがいる

子どもはいない

全体

日本

フランス

ドイツ

スウェーデン

北
杜
市

北
杜
市
外

参
考

とてもそう思う どちらかといえばそう思う
どちらかといえばそう思わない 全くそう思わない
わからない

北
杜
市

北
杜
市
外

参
考



【５】就業の状況・意向 

①現在の就業形態は希望通りか（就業形態別） ②仕事を選ぶ上で重視したこと 

59.3%

55.2%

40.0%

37.9%

25.5%

15.9%

10.3%

6.2%

4.1%

0% 50% 100%

給与

企業の安定性・将来性

勤務地

就業時間・福利厚生など待遇面

仕事の面白さ、やりがい

自分のスキル、経験を生かせること

社会に貢献できること

子育てに理解がある環境

自分のキャリアアップにつながること (n=145)

【６】地域活動などへの参加状況 

②頼れる人の有無（定住意向別） ①サークル活動や地域活動へ   
 の参加有無（定住意向別） 

③参加してみたい活動 ④普段生活するうえでの関心、 
 やりがい 

スポーツ・アウトドア関連(21)

登山(5)

ヨガ・ピラティス(5)

スポーツサークル(5)

星空を見るイベント(1)

キャンプ・アウトドア体験(1)

釣り・狩猟体験(1)

ボルダリング(1)

スノースポーツサークル(1)

スポーツ大会(1)

芸術・文化関連(14)

音楽イベント(6)

マルシェ(4)

吹奏楽団(3)

将棋(1)

出会い・子育て・学習(4)

街コン(2)

子育てサークル(2)

観光(3)

観光ツアー(1)

フィルムコミッション(1)

市内巡回スタンプラリーイベント(1)

地域活動(3)

地域貢献活動(1)

地域清掃(1)

防災のためのイベント(1)

記述内容(件数)

芸術・文化・趣味関連(21)

趣味(5)

音楽(4)

映画・動画視聴(4)

旅行(3)

読書(2)

学習(2)

美術・芸術鑑賞(1)

生活関連(20)

自然の中で生活すること(8)

子育て(4)

買物(3)

畑仕事(2)

庭の手入れ(1)

人との交流(1)

健康的に生活すること(1)

スポーツ・アウトドア関連(13)

アウトドア(6)

スポーツ(6)

登山(1)

食事(9)

仕事(5)

ボランティア活動(1)

記述内容(件数)

③仕事をするなかで満足していること ④仕事をする中で、不満、課題に感じていること 

 「契約社員・派遣社員」、「パート・アルバイト」、「主婦・主夫」では、現在の就
業形態が希望通りでないとする者の割合が高い。 
 

 

 仕事を選ぶ上では、「給与」、「企業の安定性・将来性」について
半数以上が重要としている。次いで、「勤務地」、「福利厚生」となっ
ている。 
 

 仕事をするなかで 、満足していることは給与が良い、休暇が取りやすいといった「福利厚生、ワーク・ライフ・バランス」に関すること
が29件と最も多く挙げられており、次いで「やりがい、自己実現」に関する記述が多い。 
 不満、課題に感じていることは、給与が低い、仕事量が多いといった「福利厚生、ワーク・ライフ・バランス」に関することが30件と最も
多く挙げられており、次いで「職場環境、組織体制」に関する記述が多い。 

 転出意向・回答保留の回答者ほど、サークル活動や地域活動へ「参加していない」とする割合が高い。 
 転出意向・回答保留の回答者ほど、頼れるものが「いない」とする割合が高い。 
 サークル活動への参加、頼れるものの存在が定住意向を高めていると考えられる。 

 参加してみたい活動は
「スポーツ・アウトドア関連」
が最も多く、次いで「芸術・
文化関連」となっている。 
 普段生活するうえでの関
心、やりがいは「芸術・文
化・趣味」に関することを挙
げるものが多く、次いで、
自然の中で生活することな
ど「生活」に関することを挙
げるものが多い。 

100.0%

91.0%

42.9%

60.0%

9.0%

57.1%

40.0%

100.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自営業（農業やフリーランス含む）(n=6)

正社員・正職員(n=122)

契約社員・派遣社員(n=7)

パート・アルバイト(n=10)

主婦・主夫(n=1)

希望通りである 希望通りではない

31.4%

2.0%

6.9%

13.7%

2.0%

1.0%

55.9%

20.5%

2.3%

6.8%

6.8%

2.3%

2.3%

68.2%

0% 50% 100%

趣味などを楽しむサークル活動（スポーツ、音楽など）

ボランティア活動

自治会活動

消防団

地区での活動（見守り・声かけ、交流会など）

その他

参加していない

北杜市・北杜市外に定住意向がある(n=102)

北杜市から転出意向がある・回答保留(n=44)

86.3%

77.3%

13.7%

22.7%

0% 50% 100%

北杜市・北杜市外に定住意向がある

(n=102)

北杜市から転出意向がある・回答保留

(n=44)

いる いない
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福利厚生、ワーク・ライフ・バランス(29)

給与がよいこと(9)

休暇が取りやすいこと(5)

福利厚生がしっかりしているところ(5)

労働条件がよいがこと(4)

定時で帰れること(4)

在宅勤務が可能なこと(2)

やりがい、自己実現(25)

仕事内容への満足、やりがいを感じること(20)

やりたいことができること(2)

成長することができること(2)

過去の経験を活かせること(1)

職場環境、組織体制(16)

職場の雰囲気がよいこと(8)

職場環境がよいこと(5)

安定性があること(3)

記述内容(件数)

福利厚生、ワーク・ライフ・バランス(30)

給与が低い、収入が不安定なこと(17)

仕事量が多いこと(7)

通勤時間等問題があること(2)

休みが取れないこと(2)

福利厚生が手厚くないこと(2)

職場環境、組織体制(18)

職場環境が整っていないこと(7)

組織体制がしっかりしていないこと(4)

人事管理が適切でないこと(3)

安定性に欠けていること(2)

社員の高齢化が進んでいること(2)

人間関係(8)

社員の意識が低いこと(5)

人間関係がうまくいっていないこと(2)

人間関係が広がらないこと(1)

やりがい、自己実現(5)

キャリアアップできないこと(4)

やりがいや楽しさがないこと(1)

記述内容(件数)



【７】まとめ 

ライフステージ 若者の特徴       若い世代に選ばれるための取り組みアイデア・意見・要望（アンケートより） 

定住・移住  転出意向は29.2％ 
 実家があることを理由に住んだり、就職する者が多い 
 会社の転勤などでたまたま北杜市で勤務することになった者も多
い 
 
 
 
 

 自然の豊かさ、景観の美しさを定住理由とする者が多い 
▲買物施設の少なさや、交通の不便さなどを転出意向とするもの
が多い 

＜北杜市の魅力アピール＞ 
 若い人が働きやすい環境や、働きやすいことをアピールする 
 どんな職種があり、どんな活動があるかなど明確に魅力的にアピール
する 

 地元民だけの特権など、特別感やこんな施設があるから住み続けた
いと思えるようなものがあれば良い 

 アウトドア関連に興味・関心がある若者をターゲットとした移住政策 
 道の駅やコンビニなどに北杜市に住むメリットや魅力を伝えられるポス
ターを貼る 

 北杜市は個性豊かな飲食店等も多数あるのでそれをもっと世間に
押し出していく 

 居住エリアごとの特色の紹介 
 ネットで散見されるマイナスイメージの払拭 
 ソーラーパネルの設置規制や、放置された廃墟の撤去 
＜移住者の受け入れ体制づくり＞ 
 県民性を尊重しながらも、外から何かを受け入れるという柔軟性を
浸透させる 

 既に移住しているもしくはこれから移住しようとしている人たちに 村八
分的なことをしないようにする 

 若者の一人暮らしをもっと推進 
 多様な移住者を想定した移住環境整備 

＜生活の利便性向上＞ 
 スーパーやホームセンター、ファミレスの立地や、市街地へのアク
セスなど生活の利便性のPR 

 交通の利便性の向上 
 20号等の主要道路沿いに飲食店がもっと増えるとよい 
 十分に自然は多いと思うので観光客を招く観点より、生活しや
すい環境を整えていくべき 

 交通の便。市営バスの本数を増やす 
 商業施設等、北杜市で生活が完結できるようなまちづくり 
 登記の渋滞解消に向けた信号のタイミング調整 
 図書館の夜間開館 
 駅周辺のWiFi環境整備 
＜若者の定住促進＞ 
 成人式などにおいて若者のことを考えたスケジューリングを行う 

 

就業  給与、企業の安定性・将来性を仕事を選ぶうえで重視する者が
半数 

 仕事をする中で、満足・不満ともに、福利厚生や、ワーク・ライフ・
バランスに関する意見が多く、仕事の満足度を左右する要因で
あると考えられる 

＜雇用創出＞ 
 雇用先の確保 
 若者が安心して就活・生活できる支援 
 雇用と給与所得のアップ 
 やりがいのある職種の創出 
＜賃金の向上＞ 
 賃金をあげる 
 給与の高い就業場所の創出 
 給料の底上げ(都内と同等) 

＜労働環境の整備＞ 
 結婚したり出産したり環境が変わっても仕事や生活がしやすいま
まにする 

 コワーキングスペースの充実 

結婚  結婚している者は約4割 
 将来的に結婚したい者は約3割 
 まだわからない（迷い中）は男性では約2割、女性では約1割 
▲出会いの場が少ない 
▲経済的に余裕がなく結婚していない者も多い 
▲北杜市出会いサポートセンターの認知度は約4割、参加意向は
約2割と低い 

＜住宅の整備＞ 
 カップルや結婚した人が住める住宅や整備 
 若者夫婦への金銭支援 

 

子育て  子どもがいる割合は38.9％（北杜市在住者） 
 地域の治安の良さが子育てしやすい理由として多い 
▲公園などの子育て環境、教育環境の不足が子育てしづらい理
由として多い 

▲北杜市外在住者、子どもがいない人には北杜市での子育てのイ
メージがあまり伝わっていない 

＜子育て支援＞ 
 子育て支援の充実 
 子育て世帯への経済支援 
 子育て世帯に家賃補助、減税 
 ファミリーサポートの拡充 
 お父さんバンクの導入（支援を必要としている子育て中の家庭と特
技を持った支援意向のある大人をマッチングさせる仕組み） 

 
 保育園等の入園に関する平等な評価 
 北杜市の企業従事者向けの子育て支援 
 保育士の人材確保 
 幼児向けショートステイ（短期間預かり）の充実 
 ベビーカーで歩道を通行しやすくする 
 小学生のいる全地区へのスクールバスの運行 

地域活動  地域活動に参加している、頼れる人がいるほど定住意向が高ま
る傾向 

 参加してみたい活動ではスポーツ・アウトドア関連が多く挙げられ
ている 

＜自治組織の構築＞ 
 若い世代に合わせた自治組織の構築 
 移住を検討している者への自治会情報の発信 

＜交流の場づくり＞ 
 新旧の住民が繋がりをもてるような場や機会を作っていく 
 若い世代向けのコミュニティやイベントを増やす 
 若者が参加したがるようなイベントの開催 
 若い世代同士が繋がれる取り組み 
 若者と行政が語り合う場 
 アンケートの定期的な実施 

 

 集計結果から見る、北杜市の若者の特徴と、それに対する北杜市の強み・弱みを整理した。また、アンケートから得られた北杜市が若い世代に選ばれるためのアイデア・意見・要望も整理する。 

明確な理由がないため、北杜市
の良さが伝われば今後も選んで
もらえる可能性が高い 

北杜市の不満として挙げられるものは、
買物施設や教育施設などハードに関す
るものが多い。地域活動や、人との関わ
りを促すことで、自然や人間関係の豊か
さに目を向けてもらうことでカバーすること
も、選ばれるためには有効。 
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凡例 
 北杜市の強みと考えられる点 
▲ 北杜市の弱み・課題と考えられる点 


