2021年度

高知県民総幸福度（GHK）に関する調査

自由記述
居住地域

性別

年齢

内容

高知県民総幸福度（GKH）に関しての自由記述欄のご意見
時々ではあるが、GKHのニュースや調査をやっているという話を聞いていた。実際に回答する機会が訪れて嬉しく思
う。

安芸広域

男性 20～29歳

安芸広域

男性 20～29歳 経済的な幸福度については、収入のみで考えているが物価等も考えると適当だと感じる。

安芸広域

男性 30～39歳 自然はあるが、生活する中で不便を感じる場合が、県庁所在地以外の市区町村は多々あるように思う。

安芸広域

男性 30～39歳 給与がもう少し良ければ良いと思う。

安芸広域

男性 40～49歳 これで一体何が分かって、どうしていくのか分からない。

安芸広域

男性 50～59歳 このアンケートに回答している過程で、幸福とは豊かさとは何かと考えさせられた。

安芸広域

男性 60～69歳

安芸広域

男性 60～69歳 幸福とは諦めなのか。

安芸広域

男性 60～69歳 コロナの中、ご苦労さまです。

安芸広域

男性 70歳以上 大きい自然災害に出あっておらず、その限りでは幸福。自然災害に見まわれると一度に底に落ちる。

安芸広域

女性 30～39歳 これで良くなる日本にして下さい。

安芸広域

女性 30～39歳 交通の便が地方にまで行き届いておらず、大変不便を感じる。

安芸広域

女性 50～59歳

幸せの感じ方は様々。幸福度を測るのは難しい。現在幸せな人は全てに幸福を感じるが、今不幸や落ち込んでいる
ときは全てがどうでも良くなるので、難しい。

安芸広域

女性 50～59歳

コロナ禍においても働ける環境にあり、海の幸、山の幸に恵まれている事は、客観的に見ても幸福度は高めではない
かと感じます。

安芸広域

高知は新鮮な野菜、魚が豊富で食に関しては大満足。街並み、海、山、川、不便ではあるが気候、地理、風土を
女性 50～59歳 含めて高知は大好き。ただ今現在、仕事の重責のため精神的、身体的にしんどい毎日を過ごしている。退職すれば
思う存分、高知を楽しみたい。

安芸広域

自然豊かで、食べ物も美味しく、おおらかな人の多い高知県はとても魅力的です。今まで、経済的に裕福な県では
無いですが、これからの時代に必要なものがたくさんあり、県が健康診断の受診率アップとかではなく、予防医学や自
然の野草などを活かした産業に取り組み本気で健康長寿に力を入れるのならやりようによっては移住者に魅力ある
女性 50～59歳
場所としても人気が出ると思います！自主独立して日本語の通じる安全な外国となって日本人から！外貨を稼げる
くらいの発送でもよいかも(^^;;と思います。高知県独自の豊かさを益々掘り起こしていってくださることに期待してま
す！

安芸広域

女性 60～69歳 人生の満足度については、経済面と精神面では回答が一致しませんので、分けて欲しいのが本音です。

安芸広域

女性 60～69歳 回答している内に高知の自然風土への愛着があるのが実感できましたが人間関係が希薄になってきたのが残念です

安芸広域

女性 70歳以上 種々のランキングは下位が多いけど、高知県が大好き！ 誰でも受け入れる明るい県民性が大好きです。

人の主観に大きく影響する難しい課題によく取り組んでおられると思います。自分自身を振り返る良い機会になると
思います。

安芸広域 その他 30～39歳 皆さんご多幸であれと願います。
物部川流域 男性 20歳未満 素敵なとこ
物部川流域 男性 30～39歳

高知県の住みやすいところは、自然などの面を見たら魅力的だが（県外から見て）、昔から住んでいる人間の一部
は賃金についての意見を色々聞いている。（低賃金など）

物部川流域 男性 30～39歳 個人的には、高速道路がもっとつながり、移動時間が短縮されれば幸福度がもっと上がります。
物部川流域 男性 30～39歳 賃金が低すぎる
物部川流域 男性 40～49歳 アンケートが反映され、実践されていると実感できる施策を求めます。
物部川流域 男性 40～49歳 良い調査だと思います。続けてください。

経済のグローバル化というか、全国チェーンの小売店等の進出以降、輸送費や燃料費の点で不利な高知県におい
ても当然ながら全国統一の商品化価格で販売するため、人件費で利益を出す事が賃金、雇用の抑制に繋がるの
物部川流域 男性 40～49歳
ではないか。道すがら、通ったついでにがない高知県を含む四国は州として独立し、四国に本社のない法人からの物
品等の異動に関税を徴するなどの転換が必要に思うほど未来は薄暗いと感じる。
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高知の魅力は自然ですが、有名なのは、よさこい、坂本龍馬、アンパンマンではないでしょうか。よさこい及び坂本龍
物部川流域 男性 50～59歳 馬はいろいろやっていると思いますが、アンパンマンは他県に取られている気がします。もっと観光客が来るような施設
を作ってはどうでしょう。
物部川流域 男性 50～59歳 人情味があり、良い県である。

共働きの親が日中子供を放置し、放置された子供が車にキズを付けたり、人の家の敷地で騒ぎまくるなど、躾できて
物部川流域 男性 50～59歳 いないペットみたいな状態で、教育レベルの貧困を感じる。幸福の前に人並の教育と、安全、働き場所を担保して欲
しい。公務員ばかり優遇では世の中は回らない。
物部川流域 男性 50～59歳 意味がない

私は、安芸市出身です。南国市の魅力をたくさん感じますが、南国市生まれの人はあまり感じていないと思います。
物部川流域 男性 50～59歳 生まれた時からそれが普通だから、例えば、空港まで１０分とか。同じように県外で生活したからこそ、高知県の魅
力に気が付ことも多いと思います。
物部川流域 男性 50～59歳

大型商業施設を誘致してほしい。（コストコ、ドン・キホーテ、カインズホーム他）イオン高知の一極集中では地域格
差が生じる。

物部川流域 男性 50～59歳 経済を活性化させ、若者が定住出来る県になって欲しい。
物部川流域 男性 50～59歳

幸福の定義は？何をもって幸福とするのか？前提がしっかりしていなければ、意味のないアンケートとなる皆で良い社
会を創っていこう！

物部川流域 男性 50～59歳 続けていくと良い。
物部川流域 男性 50～59歳

収入が少なくても「豊かである」と感じる生き方、家族が安心して暮らせる地域環境の整備、高齢者の有意義な生
き方なども県民で共有できれば

物部川流域 男性 50～59歳

幸福と感じるの人それぞれ違うので、難しい調査と思います。現状に満足せず、努力もせず不満ばかり言う人は、幸
福にはなれないと思います。

物部川流域 男性 60～69歳 田舎らしさの自慢中心の様な気がします。科学・工学的には底辺の県と思いますので。
物部川流域 男性 60～69歳 身近に自然が多く満足している
物部川流域 男性 70歳以上 Ｕターン、Ｉターン、Ｊターンを皆で歓迎しましょう。
物部川流域 女性 20歳未満

海・山・川が身近にあり、豊かな自然が感じられる県だと思う。アンケートをして感じた事では、高知県は住みやすい
環境が作られていると思う。

物部川流域 女性 20～29歳 経済面の満足度や状況の比較を、県内ベースで考えるか全国ベースで考えるかでかなり回答が変わると思います。
物部川流域 女性 30～39歳 高知は全てにおいて終わっている。子どもは絶対県外に出て欲しい。
物部川流域 女性 30～39歳

お金だけでは得られない“豊かさ”が高知にはあると実感しています。この調査結果により、社会の中の“豊かさ”の考
え方が変わるきっかけになればと思います。よろしくお願いします。

物部川流域 女性 40～49歳 普段幸せについて考える事がなかったので、改めて考えられて良かった。
物部川流域 女性 40～49歳 今後もアンケート調査を続けて、高知県民総幸福度を良くしていってもらいたいです。
物部川流域 女性 40～49歳 酒文化を推奨しているように感じるが、飲酒運転が多い
物部川流域 女性 40～49歳

車がないと生活できない、あるいは不便。自然は豊かだが他に子供たちが学んだり体験できる機会が少ないと感じ
る。

一般的な普通の暮らしをしている人がもっと豊かに、もっと楽しく…よりは、障害者や本当に生活に困っている人が、
物部川流域 女性 50～59歳 安心して普通の生活が送られるようにしてあげた方が良いと思います。去年もアンケートに回答しましたが、実際のとこ
ろ何が目的なのか分からない。
物部川流域 女性 50～59歳 必要なのかな？と思います

文化的な生活は高知市に行けばできる。しかし、道や店が混んでいたり、駐車場が見つけにくかったり不便な事も多
い。これから店やイベントを新たに作るなら郡部を視野に入れて欲しい。講演会、美術館の学芸員のトーク、ワーク
物部川流域 女性 50～59歳 ショップ等は、１ヶ月間配信するとかしてもらえると、田舎に住んでも、文化的恩恵が受けられて、田舎の良さを感じる
ことができる。トップが70代、60代では頭が固くて、「会うからこそ生まれる絆」とか古くさい事を言い出して、何も変え
ない。変える勇気のあるリーダーが、高知をよくしていくと思う。
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物部川流域 女性 50～59歳

内容
このアンケートを基に、今までに大きく変化があった内容を逆に教えてもらいたいです。アンケート結果によって県が県
民に対し、良い面で激変させた実績を知りたいです。それが解ることで、このアンケート調査の意味があると思います。

物部川流域 女性 50～59歳 継続は力なり
物部川流域 女性 70歳以上

県民性として「おおらかさ」を感じている。ただ最近、地域の単位としての「常会」から脱退する家庭が増えていること
に、考えさせられるものがある。

物部川流域 女性 70歳以上 主人の転勤で家にかえって30年過ぎた。
物部川流域 その他 30～39歳 (1)税金が高い。(2)大手チェーンストアが参入して来ないのは問題だと思う。利便性を取るべき（家賃など）。
物部川流域 その他 50～59歳 回答した結果が政策等に活かされないと意味がない。

高知市

やはり高知は娯楽が少ないせいか土日に遊ぼうとしてもなにもなくて土日を無駄にすごして学校に行っている感じがあ
男性 20歳未満 る。遠出もよいが車がないと意味がない。高校生は車をもてないので、高知に娯楽が増えて欲しいと思う。電車などで
行ってもよいが往復を考えると高いので観光もまわりずらいし高校生なども遊ぶ場所が少なくあまりよくないと感じる。

高知市

男性 20歳未満 いい所です

高知市

男性 20歳未満 山が多い

高知市

男性 20歳未満 それについて知らない

高知市

男性 20～29歳 より良い県になれば良いと思う。足りないのは所得だけ。

高知市

男性 20～29歳 客観的指標をみるだけでない、ほかの部分で今回のアンケートが何に活用されているのか知りたいと感じた。

高知市

男性 20～29歳 アンケートの中身をもっと充実させて欲しい

高知市

子育てがしやすい環境になれば、県民総幸福度は上がると思う。特に若年層は経済的に豊かではない人が多いた
め、結婚・出産を躊躇している人はいると感じる。自分も第1子が産まれだはがりだが、2人目は経済的に苦しくなる
男性 20～29歳
のではという不安はある(2人目も欲しいが)。少子高齢化が全国でも進行している高知県の出生率が上がれば、そ
れだけで明るい話題になるし、経済への貢献もある。

高知市

男性 30～39歳

高知市

男性 30～39歳 外出自粛により、高知の魅力を感じることができなかった。

高知市

男性 30～39歳 子育て支援が弱い。

高知市

男性 30～39歳

高知市

男性 30～39歳 素晴らしい取り組みだと思います。

高知市

男性 30～39歳 アンケートに回答できる状態であれば、ある程度は幸福度が高いと思う

高知市

男性 30～39歳 アンケートで、より高知の地域の発展に使ってください。

高知市

男性 40～49歳 高知県民の皆様の幸福をお祈り申し上げます。

高知市

男性 40～49歳

高知市

男性 40～49歳 アンケートだけで終わらないようにしてほしい

高知市

男性 40～49歳 自然豊か。食は美味い。いい人もおれば、へごな人もおる。

高知市

男性 40～49歳 アンケート結果をメディアで大々的に公表してほしい。他都道府県との比較なども知りたい。

高知市

男性 40～49歳 質問が抽象的なので、どちらとも言えないが多くなる。

高知市

車が絶対必要な地域にもかからわずガソリン代が全国一高い（談合はまったく解消されていない）、バスなどの交通
機関の料金が高い、生活必需品が高い等、物価が高く住みにくい県と言わざるを得ない。年中道路工事を行ってい
男性 40～49歳
るが、通勤時のラッシュの緩和には繋がっておらず、悪いところを挙げるときりがない。良いところは、「カツオ」の刺身、た
たきがおいしく金額も安いので毎日食べれること。あとは、自然。（山・海・川）

高知市

男性 40～49歳 今まで存在を知らなかった

所得が低く物価は高い高知だが、精神はとても豊かに暮らすことができる。外から見る形と内から見る形でどのような
違いがあるのか、結果を見てみたい。

自然は豊かだと思う。人間の良さは全くない。わがままな老人が増え、周りのことを気にしない若者だらけで非常に生
きづらい。このアンケートで何が分かるのだろうか？

色々と諦めているのではないか。幸福を感じる、感じている人はごく少数だと思う。都市部に比べ身近にコロナが迫っ
ていない。都市部よりましな状況ではあると感じます。
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高知市

男性 40～49歳

このアンケートに答えることができる環境の人たちは、比較的恵まれた生活の人だと思います。アンケートに目を通すこ
とのできない、答えることができる環境にない人たちを除いて幸福度を調べることに意味があるのでしょうか？

高知市

男性 40～49歳

設問が多いのでスリム化する一方で、性格によって回答の傾向も代わると思うので、自身について性格でおおらか、
短気、金遣いが荒いなどの設問があってもよいのでは。県民性もわかりそうです。

高知市

郷土として、廣井勇博士の哲学や生き方を学ぶべきと考えます。副読本にも記載がないので、記載されるようにして
ほしい。また、坂本龍馬さんの心で、世界中の人が幸福になれるような、世界市民の育成が必要と考えます。経済
男性 40～49歳
資本主義はすでに行き詰まりを個人的には感じています。SDGｓの達成に向けて、表向きではなく、一人一人がで
きるところから取り組めるように、促してほしいです。

高知市

男性 40～49歳 他県との交通アクセスの悪さが幸福度を下げる要因だと思う。

高知市

男性 40～49歳 金融含め教育のリテラシーが低くかんじました。

高知市

国の描く産業政策は、永続的な右肩上がりの経済成長を前提としています。それが落とし込まれる地方経済では、
労働人口が流出し続けており、右肩上がりはもはや画にかいた餅でしかなく、地方自治体が描く産業戦略と実態が
乖離していることを、中小企業を支援する立場から現場を見てきて痛感しています。私たちが真剣に向き合わなくて
男性 40～49歳 はならないのは成長戦略ではなく、持続的に経済規模を維持していく「ゼロ成長戦略」ではないか。そんな思いを最
近強く持つようになりました。そして、ゼロ成長戦略のゴール設定には、金銭的な経済的豊かさではなく精神的豊かさ
を重視するGKHの考え方が必要になると感じております。GKH研究による新たな時代の指針を高知県から発信でき
るなら、令和の船中八策になりうるのではないかと期待しています。

高知市

男性 40～49歳 もっと高知を自慢して欲しいです。

高知市

男性 50～59歳 企業誘致や移住促進に注力してもらいたい。

高知市

男性 50～59歳 高知市は暮らしやすい街です。

高知市

男性 50～59歳 社会環境、物価、公共サービス等も追加してはどうか。

高知市

(1)過疎地の医療体制を今一度見直し、整備して、安心して住める場所を目指して欲しい。(2)外灯等の整備を
男性 50～59歳 充実して欲しい。(3)四国遍路の地として、歩道等の雑草整備の充実。(4)歩行者を守るため、道路の横断歩道
や白線をメンテナンスして欲しい。(5)高齢者や子どもたちのために、歩道整備の充実を希望する。

高知市

男性 50～59歳 食やアクティビティ、県民性など、幸福と感じる要因も調査しては。

高知市

男性 50～59歳 全国にもっと高知県の魅力をPRして欲しい。

高知市

男性 50～59歳 参考にさせていただきます

高知市

男性 50～59歳

高知市

男性 50～59歳 このアンケートに意味があるのでしょうか？求められたのでやっていますが、自己満足で終わってないですか？

高知市

男性 50～59歳 GDPとの比較が必要

高知市

男性 50～59歳

労働人口の減少により、年々仕事がキツクなってきている。やはり仕事の面でも給与水準を上げるなど就業環境を
改善していき、高知県を魅力ある地域にしていく必要がある。

高知市

男性 50～59歳

9ページ目の職業欄で、専門・技術職だけ選択できませんでした。他の職業はすべて選択できたので、当方の端末の
問題ではないように思います。やむなく他の近い職業をえらびましたが、バグがあるかもしれません。

高知市

この指標は、比較するための条件であり個々で感じ方が違います。自然が残る暮らしやすい県と思います。教育・ワク
男性 50～59歳 チン接種・コロナ感染率など全国と比較すると低位となる項目を受け入れている県民性は、好きです。しかし、有事
の危機管理体制を構築するスピードが弱い。

高知市

男性 50～59歳 各質問の問われている範囲や地域の基準を分かりやすくしてください。

高知市

男性 50～59歳

高知市

男性 50～59歳 過疎地域の活性化。

高知市

男性 50～59歳 余所ばかり見ないで、足元の良さを見つめ直していきたい。

過去にも本アンケートに回答したが、アンケートは有効に活用出来ているか不明です。(回答には時間を要します)有
効活用が出来ていれば良いのですが…

幸福度を指標化するとてもいい取り組みだと思いますので、今後も続けて下さい。高知の豊かな自然を、県外の方に
もっともっとPRしていってほしいと願います。
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現在の知事は良い人そうだけど、覇気がない。貧乏県を背負って立つ人に必要なのは、空元気でも良いから覇気だ
と思う。

高知市

男性 50～59歳

高知市

男性 50～59歳 自分自身が、なにがあろうと、これが「幸せ」今が「幸せ」としたら「幸せ」です。

高知市

男性 50～59歳 このような指標を作るのは、とても意義あることだと思います。

高知市

男性 50～59歳 高知県のよさが広く発信されることを期待します。

高知市

男性 50～59歳 死んだほうがまし

高知市

国内でも所得額が低い県であり、車を利用する事が日常的に必要な環境下にも関わらず、四国で高知県だけが近
隣の県よりガソリン代が高騰する事に納得がいかない。(現状把握済み)生活費と同様に経費がかかる事もあり、いろ
男性 50～59歳
んな節約を試みてはいるが、現状では何の為に仕事をしているか分からない。高知県での幸福度の基準も良く分か
らない。

高知市

男性 50～59歳 良いアンケートだと思います

高知市

男性 60～69歳 自然は守っていってほしい。

高知市

男性 60～69歳 食に関する満足度が高知県は高いと聞いているが、今回その項目が無かった？

高知市

男性 60～69歳

高知市

男性 60～69歳 産業振興計画を確実に進めて下さい・・・経済基盤の拡充が必要❗️

高知市

男性 60～69歳 高知県人は多くの方が幸福だと思っています。金以外に色々幸福を感じます。

高知市

男性 60～69歳 もう少し県民所得を上げる必要がある。

高知市

男性 60～69歳

高知市

一人当たり県民所得が低いと感じているが、その割には税金負担額が高いと感じている。（実感として）所得が低
男性 60～69歳 いのに、税負担が大きいと、「幸福であると感じること」は難しいと思う。全国民平等にかかる消費税は悪くないと思う
が、その他の税負担については、地方への助成等を復活もしくは開始して欲しい。

高知市

男性 60～69歳 田舎の割に物価が高い

高知市

男性 60～69歳 否定形質問は、回答にあたり誤解を招きやすいのでは、Ⅲ問5(6)

高知市

男性 60～69歳 あまり、広くしられていないのでは、ないかと、おもう。

高知市

男性 60～69歳 選択肢の幅をもう少し多くした方がいい。

高知市

男性 60～69歳 何で 県外よりガソリンが異常に高いのか知りたい

高知市

男性 60～69歳 今後とも続けて実施して欲しい。

高知市

男性 70歳以上

格差社会で二極化が進んでいる。当該アンケート調査で富裕層に対して、貧困層の情報収集が十分にできている
か？

高知市

男性 70歳以上

あまり表に出ていないが、生活困窮世帯の子どもや独居老人の所得が低い方への何らかの支援を充実すべきだと思
う。むやみに補助金を創出すべきではない（対象者が限られる）。

高知市

男性 70歳以上

パチンコや競輪、競馬などにお金を使わず、消費に回すべき。お酒文化を強調し過ぎ。お酒の飲めない人は肩身が
狭い。

高知市

今回のワクチンについて、きちんと将来のリスクを伝えていただければ、高知県は自然等が多く、県民も温かいので最
高です。アンケートですが、ワクチンの事がありますので低評価になってしまいました。ワクチンの事を除くと高評価でし
男性 70歳以上
た。今回のワクチンは、将来の健康、命が関わりますのでリスクをきちんと伝えないと、県外の方へ安心して移住を勧
める事ができません。

高知市

男性 70歳以上 アンケートは調査は全国で同じものをやって比較しなければただの独りよがりになる。

高知市

男性 70歳以上 非常に良いアンケートだお思います🙆

高知市

男性 70歳以上 高齢の為、近年は余り人との付き合いが少なくなったのと、常識、挨拶、礼儀等に陰る人間多くなった様に感じます。

高知市

女性 20歳未満 今は受験生なので、もう少し自由が欲しいです。でも都会よりましでしょうか。

具体的に項目を！！(1)文化→美術館・文芸・演劇ホールへの満足 (2)スポーツ→スポーツ施設への満足・催物
(3)老後への不安度 (4)持ち家の割合・年収・生活費

生活環境は良いと思うが、高知市の固定資産税や国民健康保険の税率が高く、総合的に見て決して住みやすい
とは思えない。
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高知市

女性 20歳未満 高知は自然も豊かで、みんな優しいけど、橋も本州にそのまま繋がっていなくて、なかなかほかの県に行かない。

高知市

女性 20歳未満 最近ながらタバコが多すぎる。あまりに不快である

高知市

女性 20歳未満 良

高知市

女性 20～29歳 高知のことは好きだが、他に住んだことのある地域が四国内と狭いので、もっと他を知りたいという気持ちもある。

高知市

女性 20～29歳 アンケートお疲れ様です。ありがとうございました。

高知市

女性 20～29歳 賃金が低い。その割に物価が高く、豊かさを感じない。

高知市

女性 30～39歳 核家族、共働きでも子どもを安心して育てられたら、若い子育て世代の幸福度は上がると思う。

高知市

精神的な幸福度は、経済的な安定あってこそ得られると思います。子育て中でも低い賃金でフルタイム働いて、十分
な時間を子供と共有できません。子供を塾に行かせなければ、学校での勉強でフォローしてもらえていない部分が多
女性 30～39歳
いと感じます。自然や食文化は豊かですが、職場環境、学力、生活…必死で生活している私には満喫する余裕が
持てないのが残念です。

高知市

女性 30～39歳 結果が気になります

高知市

女性 30～39歳

高知市

高知は給料が低く、共働きでないと子供を養うのは難しい。それなのに、男性は育児・家事は女性に押し付け、女性
は子供中心の生活、男性は自分中心の生活になりがち。小学生になれば、共働きは学童を利用するが、高学年に
なると必ず入れる訳ではなく、お迎えも6時と早い時間。これにより、女性は働き方を変えなくてはいけない。俗に言
う、小学生の壁。これでは、働く女性は働けないし、女性への負担は増えるばかりで、離婚率も高くなり、シングルマ
女性 30～39歳 ザーも増える。女性は、働いても男性のように給料が良い訳ではない。またその皺寄せは、子供へいき教育もままらな
い家庭も多い。そんな子供が増えた将来、どうなるのか…。どうにかならないものなのか。子供の具合が悪くなっても休
むのは女性、それが続くと職場でも肩身が狭くなり、心身ともに病む。子供の具合で休んだ分は公休に変えられ、子
供の看病後は、休みが無く仕事が連日続く場合もある。負の連鎖。女性の賃金アップと働く女性に対しての手厚い
対応、育児・家事の負担を考えた対策が出来る県・国になって欲しい。

高知市

女性 30～39歳 昨年最下位ですごくショックでしたが、高知県は本当にいい県です。

高知市

女性 30～39歳 質問が漠然としていると感じた

高知市

女性 30～39歳 底辺の暮らしをしている人は、こういうアンケートに答える機会が無いと思うので偏った調査になっていると思う。

高知市

女性 30～39歳

高知市

女性 30～39歳 文化(映画･舞台･美術等)に触れる機会･場所がとても少ない。県外から戻ってきた為とても物足りなく感じている。

高知市

高知県は高知県民が思う以上に幸せだと思います。安心、安全、自然、人の良さ、食べ物のおいしさが十分にあり
女性 40～49歳 ます（他県ではストレスを感じる程）。その反面、文化的要素や教育面が弱く、急加速している時代の変化に取り
残されている心配があります。

高知市

女性 40～49歳

高知市

女性 40～49歳 自家用車に頼らない生活ができるなら、更に移住者を増やせるかもしれない。

高知市

高知市中心部からでも、車で少し行くと、すぐに川や海、山に接することができ、自然わ身近に感じられます。食べる
女性 40～49歳 物も美味しく、道の駅などでは田舎寿司や地元の方々の手作りの郷土料理が売られていて、食文化も受け継がれ
ていると思います。身近では感じませんが、教育の格差があるようなのが気になるところです。

高知市

南海地震がいつか必ず来る、という恐怖や不安な日々の暮らしの中でも、高知らしい防災対策、メンタルヘルス対策
女性 40～49歳 で、死者なし！となれるかもしれない防災力は、地域力！と言われているので私達も日々まずできることから頑張って
いきたいと思います。

高知市

女性 40～49歳 改善されればよいですが、いつもアンケート後に結果がわからない。

高知市

女性 40～49歳 人の幸せはアンケートではかれるのでしょうか？少し疑問です。その時々で変化するものですから。

県外出身者，非喫煙・非飲酒者にとっては非常に住みづらい土地柄である。煙草・酒が嫌いな者にとっては非常に
生きづらい地域性がある。

高知県での暮らしは総合的に豊かだと感じるが、一方で行政による住民サービスは不十分なところが多いと思う。
GKHで良い結果が出ても、それを行政の成果と評するのは歪曲だと感じてしまう。

目まぐるしく変わる教育分野の充実が今後の高知の社会の鍵をにぎると思います。教育にぜひ力を入れ、高知の未
来をより幸福にしてもらいたいです。
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高知市

高知県は独りよがりなところがあると思う。物価で考えると車が家族分ひつようなど、同等所得世帯では、総合的に
女性 40～49歳 見て都市部と生活費が変わらない。のに賃金が低い。そこら辺をやりがいとかで誤魔化そうとしているうちは情報ボーダ
レスになっている現在の若者は定着しないと思う。

高知市

女性 40～49歳 アンケートを通して、自分は自然や風土に関しては幸せを感じているんだな。と思った。

高知市

女性 40～49歳

高知市

大学から高知に来て就職、結婚と住み続けています。今は仕事も住居も家族も居て幸せそうと言われますが、アン
ケートで人生を振り返ると後悔ややり直したい事がたくさんあり、自分は幸せ？と思ったりもします。回答ではすごく幸
女性 40～49歳
福度は小さいかもしれませんが、みなさんの回答を分析していただいて、高知は何が豊かで何が足りないのか、広く伝
えていただきたいです。

高知市

求人で年齢制限をかけている会社や面接の時に結婚出産の予定があるとか個人的な事を聞いてくる会社がありま
す。年齢制限をしていなくても、とある全国チェーンの大型書店の面接を受けた知人が「うちは35歳越えたら要らな
い」と断られたそうで、就職氷河期世代や女性はただでさえ非正規の求人しか無いのにとても腹が立ち残念だと思い
ました。職業訓練に申し込んだ時も「事務職希望していない人に面接受けられても困る」と言われ落とされた事があり
ます。人手不足で企業が困っていた時も女性や氷河期世代は敬遠されました。不況で企業の立場が求人者よりも
上だった頃の感覚のままでいる会社がまだ多く存在しているのではないでしょうか？神奈川県在住の同級生は氷河
女性 40～49歳 期世代でも求人がたくさんあり今でも転職活動を行っているそうです。(企業から面接のオファーがくるそうです。)高知
ではやっていけないからと姪は県外で就職しました。もう少し女性が働きやすい、安定して生活ができるような収入が
あれば、独身で過ごす人も減り少子化にも歯止めがかかるのではないでしょうか？政府や行政が当時何も政策をし
てくれなかった氷河期世代の友人の大半はお金が無いから独身のままで低賃金のままで辛い思いをしています。若い
世代には二度と私たちの世代が体験した辛い思いをしてほしくないので、全力でサポートして頂けたら有難いと思いま
す。コロナ禍以前から子供の貧困も深刻ですので、子供だけではなく親世代(非正規の氷河期世代が多くいるとおも
います)のサポートも全力で行って頂きたいと思います。

高知市

女性 40～49歳 子育て支援（高校生まで医療費免除など）や、自習、学習、教育支援などの充実をお願い致します。

高知市

女性 40～49歳

高知市

女性 40～49歳 半世紀生きてきて足るを知る

高知市

県外から移住を促進してるわりに、移住者は何かあると余所者扱い。田舎になるほど古くからの有力者がその地域を
女性 40～49歳 仕切ってて、周りは唯々諾々と従って治外法権。公平さが微塵もない地域が点在してる。一昨年の夏に起きた下田
川の水難事故が、いい例。「高知家」だの「家族」だの、空々しくて呆れる。

高知市

女性 50～59歳 貧乏県を脱出しましょう。GKHは収入に比例する。きれい事を言わない。

高知市

女性 50～59歳

高知市

人生の満足度に対して、もう少し具体的な内容があれば良いと思います。「自然に囲まれている」「仕事の生きがい」
女性 50～59歳 「物々交換などでのコミュニティ」とかいろんな角度で質問があって、Ａは低いがＢは高くて、幸福度はどう思い感じてい
るかが分かるとより良いアンケート結果が生まれてくると思います。

高知市

女性 50～59歳

高知市

女性 50～59歳 人の幸福度を図れる質問ではない

高知市

女性 50～59歳

設問の回答肢がおかしくどう答えていいのかわからない。自身としてか地域としてか意味がわからない所が多々ある。
例えば問9の②とか。

高知市

女性 50～59歳

このアンケートに初めて協力しましたが、過去の報道の食に関するアンケートが全くないのが気になります。このアンケー
トだけで幸福度が図れるかどうかは、とても疑問に感じます。

高知市

女性 50～59歳 田舎だけど高知市は近隣との繋がりがない。孤独な地域

高知市

女性 50～59歳 改めて聞かれると、自分が幸福かどうか考えさせられるアンケートでした。

少子化と言われていますが、実際にお金がかかるのは高校生からです。無償化になっても色々とお金がかかります。
もっと15歳以上にも手厚くしてもらいたいです。

高知県は様々な分野において選択肢が少なすぎます。特に感じるのは無痛分娩をはじめとした計画出産ができない
ことなどです。この選択肢があるならば出生数は増えると感じます。

経済的豊かさはないが、自然に囲まれていることが心の豊かさにつながっているのではないかと思う。教育、文化、産
業に力を入れて欲しい。

様々な暮らしをしている方々のデータが集まることが必要だと感じます。家族と仲が悪いわけではないが、一人でいるこ
との方が幸せを感じられ、このアンケートの問いでそれをうまく表現できているか、わからないです。
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高知市

高知県で生まれ育ったので、すごく高知県が好きかと聞かれるとどうだろうかと考えますが、災害やコロナなど、全国レベ
ルで見たときには、高知県はさほど影響が出てないとか、県民が穏やかに暮らしていける良い県だと思います。 若い
人にとっては、大きな商業施設などもあまりないし、公共交通機関もたくさんないので、都会に憧れるのかもしれないで
女性 50～59歳
すが、小さいうちから高知県の暮らしをもっと知る教育を受けることで、高知県に対する肯定感が増すのではないかと
思います。 幸福度などあまり考えて生活する事がないので、この様にアンケートの実施やイベントなどで意識すること
も幸福度が上がっていくのではないかと思います。

高知市

女性 50～59歳 欲しい結果になるように質問が並んでいるように感じます

高知市

女性 50～59歳 アンケート調査に答えた意見がどう活かされるのか明確にして欲しい

高知市

採れたての野菜や果物、魚や貝類、旨みの濃いお肉や乳製品など、地産地消で安心、且つ味が極めてよいものを
日常にいただける高知は心から豊かなところだと思います。高知は最低賃金だとか言われますが、都会の指標では図
女性 50～59歳 れない豊かさがここにはあります。仕事が終わって車を少し走らせたらアウトドア天国です。地球を感じることができる
海、山、川、それぞれの遊びができます。親の介護もやりやすく、本音で生きていられます。よく働き、よく遊び、よく食
べ、よく飲み、家族を大切にできる高知。だから、このような独自の幸福度指標はとても嬉しいです。

高知市

個人の幸福は個人の努力で実現させていけば良いが、地域や県内にはマナーの悪い人や他人の迷惑を省みない
人、ゴミ屋敷の多さ、動物の飼い方が非常識な人が大変気になって、悲しい。これらは行政に訴えても法律の壁があ
女性 60～69歳 り、「役所は警察ではありません」と言われる始末。そのせいか、高知のボランティア団体の力は賞賛する。私が世話に
なったのは動物愛護団体だが、行政の門前払いの後の心にしみる対応と実力には、「高知は素晴らしい」と感謝で
いっぱいになった。

高知市

女性 60～69歳 税金が高すぎ。生活に応じて少なくして欲しい（いろいろ大変とか調べて）。

高知市

女性 60～69歳 私自身、高知の土地柄や人間性はすごく好きです。

高知市

女性 60～69歳 普段何気なく食べているものが 他所より美味しいものだと知り 驚きました

高知市

女性 60～69歳 高齢者が、お小遣いを稼げ、コミニュケーションがとれる様な青空職場があればいいですね

高知市

女性 60～69歳 高知県民の幸福度について私も知りたいので、調べて下さるのは、ありがたいです。

高知市

女性 60～69歳 高知には、数字や指標では現れない住み良いところがたくさんあります。

高知市

高知大好き。主人が在宅療養になって半年余り 車でドライブに連れ出す事も時には可能 近くに綺麗な山や海
女性 60～69歳 美味しい食べ物 子供達家族が声掛けをしてれ ご近所とはほどほどのお付き合い 経済的にはぎりぎりだけれど、幸
せを感じておきます。

高知市

女性 60～69歳

高知市

県民所得の低さが生活の豊かさを感じさせない一番の理由！共働きはやむにやまれずと言う理由の人が多い。子供
女性 70歳以上 の教育もこころに余裕がないとキチンと出来ない。今の子供の質、学力の低さに関係していると思う。県民所得がもう
少し良くなれば自然環境の良さで更に暮らしやすいけんになるとかんじる。

高知市

自然と人間味溢れる高知が、歳を重ねる毎に好きになっています。この素晴らしい高知で子供たちが元気いっぱいで
豊かな心を育み、自由民権発祥の土佐から龍馬さんのような夢や希望をもって羽ばたいって貰いたいです。その為に
女性 70歳以上
も、是非知事さんや市長さんに県民の暮らしが豊かになるよう「高知ここにあり！」と政府にドンドン意見等を言って貰
いたいです。

南海地震が必ず何年後かに起きるという事実が高知県に住むことにとってマイナスポイントかなと､､､しっかりと対策を
することでマイナス度合いを下げられればいいのですが

嶺北広域

男性 30～39歳 素朴な疑問なのですがアンケートの最後の写真は「仁淀ブルー」ではなく「にこ淵」では？

嶺北広域

男性 60～69歳 住んで良かったと言える高知県であってほしい。

嶺北広域

女性 40～49歳

嶺北広域

主人が県内だけの転勤なので、現在はこうちしを離れて田舎で短期の会計年度任用職員として働いています前職
女性 40～49歳 は民間の中小企業でして、みなさん不平不満だらけでしたが、公務員の皆さんはおだやかで優しいし満たされている
感じがしますね。

嶺北広域

女性 50～59歳 若者（子ども）が高知に戻ってこられる環境になってほしい。（仕事がない。給料が安い。就職の場がない。）

生活水準がそれぞれ違う。学力もスポーツもレベルが低い。若者が帰って来たいという高知になったら良い。学校や就
職が魅力あるように力を入れるべきだ！！
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嶺北広域

女性 50～59歳 都会には無い魅力をもっと発信し、高知県は良い所だと思ってもらうようになれば良い

仁淀川流域 男性 20～29歳 南海トラフ地震、津波が心配です。
仁淀川流域 男性 20～29歳

交通の便が不便･朝夕は道路が混む。場所によって通学路が狭いので児童が危険だと感じる。都会過ぎず田舎過
ぎなくて住みやすい県だと感じます。

仁淀川流域 男性 40～49歳

子育ての環境としては最適であると思いますが、学力・スポーツ等において都心部との条件優遇格差を感じる事があ
ります。折角の人材を磨き発出し、地元還元のルーティーンが確立できれば更なる発信力につながると思います。

仁淀川流域 男性 40～49歳 生きてるだけで丸儲け
仁淀川流域 男性 50～59歳 若い者は中山間に対しては冷淡だと思う。またそれを否定できない。田舎にはいたくないと思う。
仁淀川流域 男性 50～59歳

高知県は交通インフラが不便。飲料用の水、食材が美味しいと思います。著名人が「坂本龍馬」以外の先人がいな
いのか？

自然や食の魅力がいつも強調されますが、それが強調されるがあまり高知県で暮らす者は外に目が向かず、同じ四
仁淀川流域 男性 50～59歳 国の香川県と比較して情報格差が甚だしく、子どもや若年者は国民の中でも取り残されたまま日本社会についてい
けていません。現住者が社会で通用してこそ生活の満足度は上がり、自然環境も意味を持ちます。
仁淀川流域 男性 50～59歳 自治体の体制や行政、役場管理者、職員、教員ら、主に公務員の横柄さや緩慢が目に余る。旧態依然。

地方で食品小売業を営んでおりますが、近年の急速な過疎化・少子高齢化の進展で地方は空き家がかなり増えて
仁淀川流域 男性 60～69歳 きております。今後の人口増（移住も含めて）を真剣に取り組んでいただきたい。県としてはやってくれていると思う
が、地方によってまだまだぐっと減っている所がある。
仁淀川流域 男性 70歳以上 ボランティアや社会貢献度等の項目を追加してはどうでしょうか。
仁淀川流域 男性 70歳以上 GAFAや気候変動など地球規模のリスクが日常生活を脅かしている。無視できず圧迫を感じる。
仁淀川流域 女性 20歳未満 高知県大好きです！
仁淀川流域 女性 20～29歳

前回と比べてGKHが少しでも上がれば良いですね。少なくとも自分は学生時代と比べて住みやすさは向上したと感じ
ています。

仁淀川流域 女性 30～39歳 自分の住む地域に愛着があり、好きである。
仁淀川流域 女性 40～49歳

住んでいる地域でやりがいのある仕事に就け、子ども達も伸び伸び育っています。実家や友人、職場の人、仕事で関
わる人達にも恵まれ、地域で人の役に立っていきたいと思って仕事をしています。

自然も食べ物も豊かですが、障がい児・者の社会参加、健常者の方々の障がい者への意識は、愛媛県などと比べ
仁淀川流域 女性 50～59歳 るとまだまだだと感じます。学生の絶対数の少なさなど仕方ないとは思いますが、障がい児を抱える家庭の負担は非
常に重いです。
仁淀川流域 女性 60～69歳 不幸なニュースを見て私は幸せだと思う。でも何かあればどうして私だけ？その時々で変わっていく。
仁淀川流域 女性 70歳以上

高知県独自のあったかふれあいセンターがあり、住民の人達は寂しい独居の生活を忘れる時間も持てて良いなと思
います。佐川の子供あゆむの会、かわせみの福祉に関わる職員さんはとても素晴らしいと思います。

仁淀川流域 女性 70歳以上

室戸や足摺（観光地）に行くため、老人用の「JR」の安い運賃で行きたい。リーズナブルに遊びに行く所が欲しいと
思いますが…（月に一度でも、四国四県一ヶ所でも良い）。

高幡広域

男性 20～29歳 高知県の魅力を全国に広げれば、より良い高知県になると思います。

高幡広域

男性 30～39歳

県民等の意見を聞いてもらえるのにいい機会だと思う。地位の高い人の意見を考えるのでなく、一般市民からの意見
を聞きこれから良い生活が送れるようにと思う。

高幡広域

男性 40～49歳

高知県は幸福度ランキングでは最下位になったりしているが、県民の豊かさの指標は全国的なものと異なっていると
感じる。実際には高知県人はとても豊な生活をしていると感じる。

高幡広域

男性 70歳以上 高知県民総幸福度を調査するとは非常に重要なことですね。

高幡広域

女性 20歳未満 誰もが自分は幸せだと言える高知県になってほしいです。

高幡広域

女性 20～29歳 所得でははかれない可処分時間や自然や食などがもたらす県民の豊かさなど示してほしいです。

高幡広域

女性 40～49歳 高知県全体ではなく、山間部や市街地など地域性での幸福度の指標を分類できればと思います。

高幡広域

女性 50～59歳 高知県は自然が売り。それしかないので、国道沿いだけでも草木を切る等、美化に努めて欲しい。

高幡広域

女性 50～59歳 過疎地でも住み続けられる仕組みを創って、高知の多様な自然、文化を後世に渡していければいいですね。
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高幡広域

女性 50～59歳 高知県にはすばらしい自然が沢山あるので都会の人の癒しの場になり、さらに高知が活性化する事を願っています。

高幡広域

住んでいる町はとても魅力的である。自然豊かであり、海も山も綺麗な川もある。地元の産物もたくさんあり、食べ物
もとても美味しい。地元に友だちも多い。ただ、高知市に色々なものが集中しており、子どもが行きたい高校に通うに
はとても無理がある。片道2時間かかるので、睡眠時間を削って通学し、そのせいもあって病気になった事が残念。自
女性 50～59歳
身も仕事に車通勤片道1時間30分以上（高速通勤）かかっていたが、やはり病気になった。今は通勤時間の短
い自分の得意分野の職場をやっと見つける事ができ、充実した時間が持てた。しかし、仕事はパートなので生活は苦
しい。老後の年金も10万もないので将来は不安である。

高幡広域

女性 50～59歳 結果が楽しみですね。時々いろんなアンケートがあってもいいのでは？と思います。

高幡広域

女性 50～59歳 都会の規準で作られる調査より有意味だと思います。是非継続をお願いします。

高幡広域

女性 70歳以上

幡多広域

男性 30～39歳 豊かではない、足りない物が多い。人を育てる環境を作って欲しい。

幡多広域

男性 40～49歳 GKHで個人の幸福度は測れない。

幡多広域

男性 40～49歳 集約結果がどのように反映されているのですか？

幡多広域

男性 50～59歳 このデータをどのように活用していくのか、よく分からない。現状を批判するためにのみ使用して欲しくない。

幡多広域

男性 50～59歳 自然が豊かな点は相当な優位性あり。逆に災害に対してはやや不安。

幡多広域

男性 50～59歳 抽象的

幡多広域

男性 50～59歳 田舎に住むメリット、デメリットがあってそのギャップが大きいです。

幡多広域

男性 50～59歳 行事、ヒトなど地域性によって幸福度が左右されるように思う。

幡多広域

関西地方に就職していたころは、他県への出張、レジャー、交遊、生活に際し、インフラは発達し、買い物、病院等
不便さはなく、生活費が高い位しか問題なかったが、高知に帰省すると、ことに改めて高知県の西南端で生活するこ
男性 50～59歳 とになると、観光、漁業中心の市での生活にあまり魅力を感じず、店舗は少ない、物価は高い、医療も過疎、インフ
ラの脆弱など生活しづらく、若者はここを離れ、ますます過疎化の一途で明るい展望がないとしか思えなくなっておりま
す。

幡多広域

男性 50～59歳 あまり意味が無いと思う。

幡多広域

男性 50～59歳 住みやすい環境作りに役だて頂きたいです

幡多広域

男性 60～69歳 針葉樹→広葉樹が全てでは…。

幡多広域

男性 60～69歳 もっと高く評価したら良かった。

幡多広域

男性 60～69歳 境域環境のさらなる改善が必要

幡多広域

男性 60～69歳 個人的には高知県はgahは高いと感じています。

幡多広域

私は80歳になりました。職業上では「(1)一生懸命やる。(2)休まない。(3)時間を守る。陰（かげ）、陽（ひな
た）のないこと。」これが信用・信頼だと生きて来ました。現在（20年前くらいから）は形態が根本から変わり、そのよ
男性 70歳以上
うなことが昔の戯言のようになっていくのが残念です。私個人は合併こそしましたが、黒潮町を大事に思っています。若
い人たちの考えは分かりません。家族には私の生き方を折々伝えてはおります。

幡多広域

女性 30～39歳 ぜひ続けて、高知県の施策へ提案をしてほしいです。

幡多広域

女性 30～39歳 お忙しい中、ありがとうございます。

幡多広域

女性 30～39歳

幡多広域

女性 30～39歳 子どもを安心して生み育てられる社会にしてください。

幡多広域

女性 40～49歳

人口密度が低いことで、通勤・レジャーなど過密を避けた生活ができる。自然が身近で、人も優しく暮らしやすいと思
います。

幡多広域

女性 40～49歳

この質問に対して大まかすぎて分からない！！私の人生子どもがいてくれて、元気に育ってくれていることだけを考える
と幸せですが、他はそうでもありません。

梼原から高知市に行くのに、もう少し近いと嬉しい。夜遅くに運転して帰ってくるのが寂しくて少し怖い。フィットネスや
カーブスが欲しい。ミュージカル等が観たい（東京で観るように）。

子供が小さいときはとても育てやすくいい地域だと思うが、ある程度大きくなった時は遊び場がなくこまる。進学先も少
ない。習い事ができるところもない。不満しかありません。
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幡多広域

女性 40～49歳 幸せは環境ではなく、基本、幸せを感じる力だと思います。

幡多広域

女性 40～49歳

不満のある人が積極的に回答していたため、幸福度が低くなっている、という事実を知った。今後は不満の無い側か
らも積極的に回答したい。

幡多広域

女性 50～59歳

自然の豊かさ、食材の新鮮さ、大らかな県民性、どれも素晴らしいと思いますが、立地上の交通の不便さは日々感
じます。

幡多広域

女性 50～59歳

豊かさはお金の問題ではなく、自分自身がどう感じるかで変わってくるとは思うが、お金と健康はある程度大事だと思
う。

幡多広域

女性 60～69歳

このアンケートでは測れない魅力が高知にはあります。なので、高知が大好きです！所得が低いのは、海の幸山の幸
が身近にあって安く手に入るからそれも一因だと、聞いた事あります。

幡多広域

自然環境にはとても恵まれ住みやすさは満足しているが、高齢化に伴って人口減ばかりで、子どもの姿を見ることが
女性 70歳以上 少なくなり空き家の多い地区になっている今日、地区の主要な人材が次々いなくなっていくことが不安・心配になりま
す。

県外

いろいろなところで住んできていますが、高知は世界の芸術や最先端技術に触れる機会が少ないですが、それは移
男性 50～59歳 動手段やITの進んだ現在では代替が利きますが、自然についてはITなどでも置き換えができず、誇れるものだと思い
ます。

県外

男性 50～59歳 全国的に同じ調査をして、各地域の特色など気づきが日本をより豊かにできると、尚、素晴らしいと思います。

県外

男性 50～59歳 私の大好きな、坂本龍馬の出身地なので、必ず行きたいと思います。

県外

男性 50～59歳 高知県は自然の美しさと美酒・美人あふれる、素敵な場所ですね。

県外

男性 50～59歳 意図がよくわからない

県外

幸福度は主観的なものであると同時に、お互いの幸福を相互に認め合うという相互尊重の上で自らの幸福度を確
男性 60～69歳 認するものだとも言える。従って、互いを尊重する、多様性を認め合うという指標や設問が入っていて然るべきとも考
えます。どうでしょうか。

県外

男性 60～69歳 毎年の継続を楽しみにしています

県外

男性 60～69歳 高知県民の精神的余裕が有ると感じました。

県外

男性 60～69歳 高知県民の皆様の幸福度が高く非常に素晴らしいと感じます

県外

男性 70歳以上 素晴らしいことです。賛同します。

県外

都心からは、離れているが自然豊かな地域と思います。地方県のトップレベルを感じます。翻って栃木県は、工業、
農業出荷額１０位以内、賃金水準もトップレベルです。されどあまり豊かさを感じている人少なし。自分たちが感じ
男性 70歳以上
ていない為、知名度、人気度最下位になってしまう自ら素晴らしい県だと思うことが先にあるのではないでしょうか。す
いません自分の県のことばかりの話になりました。

県外

女性 40～49歳 自分の住む県や市にも導入してほしいと思います。

県外

女性 50～59歳 ありがとうございます

県外

女性 50～59歳 自分のしあわせを問うことって、大事ですね。ありがとうございます。

県外

女性 50～59歳 幸せについて考えるほど、幸せを感じるとは、その通りだと思いました。ありがたいことです。

県外

女性 50～59歳

県外

女性 50～59歳 各都道府県でこのようなアンケートを実施して欲しいと思います。

県外

女性 50～59歳

県外

女性 50～59歳 改めて幸せについて考える機会になった。

県外

女性 60～69歳

県外

女性 60～69歳 今年も幸福について考え、振り返るきっかけ、気づきになりました。有難うございます。

県外

女性 60～69歳 自分の立ち位置を確認することで、前向きに意識を変えていくことが出来そうです。

この取り組みは素晴らしいと思います。私の住んでる三重県にも導入してもらいたいと思いますし、この活動が全国に
広がっていくといいなと思います

自分が住んでいるところの良さを自覚することはとても大切だと思う。仁淀川を見ながら食べた高知アイス、忘れられま
せん。高知、素敵なところでした！

アンケートがあるお陰で、自分と回りの幸福、仕事のしやすさ、地域の住み心地をあらためて考える事ができて有難
い。前回にくらべて、自分の変化も感じられるところがよい。こらからも続けて下さい。
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2021年度

高知県民総幸福度（GHK）に関する調査

自由記述
居住地域

性別

年齢

内容

県外

女性 60～69歳 幸福度が主観的であるので、それに則した調査だと思う。

県外

女性 60～69歳 これから先も、ぜひアンケート調査を続けてほしいです。他府県も高知県に続いてほしいと思います。

安芸広域 男性 20～29歳 周辺ではコロナウイルスの感染者が出たという話を聞かないが、変異型の発生に伴い、再び不安を感じている。
コロナウイルスによる影響に関してのご意見
<FA>
時差出勤であったり、リモートワークができる職業形態自体が少ないと思う。多くの人と楽しくかかわりあうことに幸福度
を感じる人も少なくないと思うため、コロナで幸福度は下がったと思う。

安芸広域

男性 20～29歳

安芸広域

男性 20～29歳 早く安心して外出できる環境になってほしい。

安芸広域

男性 30～39歳

安芸広域

男性 30～39歳 増えたり減ったりと不安な日々が続いている。ワクチンをなるべく早めに受けられないか。

安芸広域

男性 30～39歳 ワクチン接種の早期実施を行ってください。

安芸広域

男性 40～49歳 中国に対して責任をとってほしいと思う。

安芸広域

男性 40～49歳 コロナウィルスよりも人間の方が怖いと感じる

安芸広域

男性 40～49歳 県をまたぐ移動をする人が極端に少ない（特に、県外への通勤、通学者は皆無と思われる）。

安芸広域

男性 40～49歳 規制が甘すぎる

安芸広域

男性 50～59歳

安芸広域

男性 60～69歳 高知の良い所に皆さんに来てもらえなくて残念です。

安芸広域

男性 60～69歳 県民の力を結集して、コロナを退散させましょう！

安芸広域

男性 60～69歳 長期化により、気持ちが沈んでいます。

安芸広域

男性 60～69歳 何で若い人からワクチンを接種しないのか？

安芸広域

男性 60～69歳 生活、仕事が激変しましたが、影響の長期化で、疲れ果てています。

安芸広域

男性 70歳以上 友人との会食など、交流ができていない。

安芸広域

女性 20～29歳

安芸広域

女性 20～29歳 自治体の負担が大きすぎる

安芸広域

女性 30～39歳 ワクチンを早く打ってほしい。

安芸広域

女性 30～39歳 対策をとっている店や人との格差を感じる。

安芸広域

女性 30～39歳 狭い地域なので、もしコロナにかかると近所の人たちに広まるのが怖い。

安芸広域

女性 30～39歳 国…こんな時にオリンピックをするのはどうかと思う！行きたかったが行ける状況でない…開催するなんて…（泣）。

安芸広域

女性 40～49歳 飲酒、おきゃくの好きな県民です。少しでもみんなの笑顔が増えますように。

安芸広域

女性 40～49歳 日常にもどり、県外との行き来が自由にできるように、１日も早くなってほしい。

安芸広域

女性 40～49歳 地域により、対応が違うので困る。

安芸広域

女性 40～49歳 外出もできず、学校行事もなくなり、子どものストレス発散もできず、思い出もない状態でかわいそうである。

安芸広域

女性 40～49歳 田舎はコロナに対して差別が酷い

安芸広域

都心部に比べ、高知県は感染者数は格段に少ないのに、人口比率では感染者割合が高くなってしまう。そのせいで
田舎の密集しようがない行事類が全て中止になる現状は納得できない。屋外などで飲食を伴わず行える行事は、
女性 40～49歳 自粛延期しなくてもよいのではないか？人との交流を制限され、行事類も一切行われていない状態が、２年も続くと
いい加減辟易している。私たちの年代ですらストレスを抱えているので、若者やお年寄りなら尚更、辛い日々を過ごし
ているのだろうと思う。

安芸広域

女性 40～49歳 国や県の要請に従うことのほうが大変な思いをされている印象がある。

安芸広域

女性 50～59歳 実家にも２年帰れていない。仕事で高齢者との接点があるため、気を遣う。来年には遊びに行きたい。

コミュニティがなくなりつつある。現代社会でコロナ禍において、孤独を感じる方々が増えているのではないかと思いま
す。

旅行する機会がなくなったが、ネット通販（お取り寄せ）を楽しむようになった。（消費者の立場としては）自身にで
きることで楽しめる状況を作り出せたのではとポジティブに考えている。

コロナウイルスの影響により、以前と比べて外出することがすごく減った。子どもにかかると心配なので、なかなか遊びに
連れて行ってあげられないのが心苦しい。
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2021年度

高知県民総幸福度（GHK）に関する調査

自由記述
居住地域

性別

年齢

内容

安芸広域

女性 50～59歳

入院中の家族に面会ができない…県外に住む家族に会えない…本当に辛いです。そしてワクチン接種を受けるかど
うか決心がつかず迷っています。

安芸広域

女性 50～59歳

ワクチン接種で重症化を回避するしかないが、治療薬の開発も早急に進むことを願う。今は耐えるしかないが、早く
収束して高知市内に飲みに行きたい。あったかい、フレンドリーな県民性が戻ってくると嬉しい。

安芸広域

本当の正確な情報を国や自治体が国民に向けて提供していると思えません。マスコミの煽り報道により、また正しい
説明がされていないことにより、高齢者や医療従事者が治験中と知らず二回の接種すれば安心と思っている人の多
女性 50～59歳 さに唖然とさせられています。飲食業、観光業、それに関連した業種の経済的被害は緊急事態宣言の出ている地
域だけの問題ではありません。本当の安全につながらないような規制であれば責任を持って慎重にしていただきたいと
思います。

安芸広域

女性 50～59歳 高知の定番である「おきゃく」ができないのは残念です。早くコロナが終息してくれると良いです。

安芸広域

女性 50～59歳

知事が有効な対策を考えられないのではないか。四国で高知県だけ感染者数が減らない事を行政はどう考えている
のか。高知県が真剣に対策していると思えない。

安芸広域

女性 50～59歳

ご老人がマスクをしていないのを最近よく見る。ワクチン接種が終わったからなのか、うつらないという誤解をしていないか
心配。

安芸広域

女性 50～59歳 国に準ずることも大切だとは思うが、高知県の独自対応もあっても良いと思う。

安芸広域

日々、手指の消毒とマスク着用はマナーとして、又エチケットとして定着してきました。ただワクチン接種に関しては、諸
女性 60～69歳 手をあげてウェルカムという気にはなりません。がしかしその時期が来たら接種することになるのでしょう。それで県外に住
む身内に自由に会えるのなら、それはそれで諦めます。早く終息することを願っています。

安芸広域

女性 70歳以上 医療、行政、介護等に携わっておられる皆様方のご尽力に感謝の気持ちでいっぱいです。

物部川流域 男性 20歳未満 収束してほしい
物部川流域 男性 20歳未満 はやくなくなってほしい
物部川流域 男性 20歳未満

学校行事が殆どなくなり、他学科や他学年との交流が殆どない状況が続いています。専門学校の校外研修は、就
職してから直接役立つ知識を得ることの出来る貴重な機会なので、それが削減されたのは残念に思います。

物部川流域 男性 20歳未満 早く治って欲しい
物部川流域 男性 20歳未満 早く治ってほしいです。
物部川流域 男性 30～39歳 ワクチンの予防接種は３月に医療従事者が受けていたが、保育士も同様に早期接種がしたかった。
物部川流域 男性 30～39歳

コロナどんちゃん騒ぎにはうんざりしています。毎日毎日「何人風邪をひきました」なんてくだらないことをいつまでやるの
でしょうか。いい加減にしてほしいです。

物部川流域 男性 30～39歳 若者への注射が回ってくるのが遅い（南国市）。
物部川流域 男性 40～49歳 補助金、助成金の迅速な支給。
物部川流域 男性 40～49歳 エッセンシャルワークの方を重視する社会になれば良いです。

現状の抑圧状態や自粛の世論は高知県民の気質には合わないため多くの県民がストレスを感じていると思う。ここ
物部川流域 男性 40～49歳 ２年ほどみんなマスクをしているので新入社員の本当の顔がどんなかも知らない。ただ、自粛が必要ないとは思わない
ので治療薬の開発、早期の収束を祈るのみ。
物部川流域 男性 50～59歳 生活のリズムがおかしくなっている。ストレスがたまってきている。
物部川流域 男性 50～59歳 早くワクチンが希望される全ての方に打ち終わることを願っています。
物部川流域 男性 50～59歳

貸し切りで、参加者の連絡先が明確にできるなら、営業可能とするなど、飲食店を利用できる方法も提示して欲し
い。

ことある毎に消毒・マスクを求められ非常に不便。欧米に比べれば日本の感染率0.6％、死亡率0.01％（いずれ
も人口比）は世界的に見れば100位以下であり、パンデミックというのもおこがましい状況である。コロナ死者が全国
物部川流域 男性 50～59歳
約15000人、高知27人、これに対し自殺者は全国20000人／年以上、高知200人／年以上、社会問題とし
ては自殺の方がはるかに大きな問題である。国民、政府、マスコミが冷静さを失っていることを危惧している。
物部川流域 男性 50～59歳 騒ぎすぎ
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2021年度

高知県民総幸福度（GHK）に関する調査

自由記述
居住地域

性別

年齢

内容

物部川流域 男性 50～59歳

日本人に対して影響の少ないウィルスに対してなぜこれほど騒がないといけないのか？マスコミをはじめ、もっと国民、
県民が考えれる情報提供が必要である。

物部川流域 男性 50～59歳

コロナが日本社会の問題点を顕在化させた。都会の暮らしに疑問や嫌悪感を持った人に高知県に来てもらったら良
い。そのためにも自然を絶対守ること、四国新幹線などもっての他。日本一の田舎を目指すべき。

物部川流域 男性 50～59歳 ワクチンを早く打って欲しい。元の生活に戻りたい。

子供の試合等の観戦ができない。高知県はコロナ陽性の場合に市町村名を公表しないので、不安が大きくなるとと
物部川流域 男性 50～59歳 もに、時には緩慢さに支配されることがあるので、正確な情報を出して頂きたい。濃厚接触者の定義にしてもゆるいの
ではないかと不安である。
物部川流域 男性 50～59歳 早く、普通の生活になればと感じる。
物部川流域 男性 50～59歳 何を差し置いても、ワクチンを急いで頂きたいです。
物部川流域 男性 50～59歳 早く元の環境になり、自由にお客がしたい。
物部川流域 男性 60～69歳 自然を愛する（住むのはいやだが）無責任な都会人が遊びに来ているので、心配です。
物部川流域 男性 60～69歳 まだまだマスクは必要。手指消毒も必ずしましょう。
物部川流域 男性 60～69歳 行動制限でストレスがたまる。早く収束してほしい。
物部川流域 男性 60～69歳 コミュニケーションがとりにくい。
物部川流域 男性 70歳以上

接種予約が大混乱。ダメです、市長さん！見直しで接種が早まり助かりましたが、やればできるのです。なぜ最初から
できないんですか！

物部川流域 男性 70歳以上 年金生活で大きな影響はないが、県外に住む子供らとの交流が出来ない。
物部川流域 女性 20～29歳

今、全国でもワクチン接種が始まりましたが、世代問わず副作用等が出ると聞いて受けるか迷っています。絶対大丈
夫とは言い切れないし、死亡例もあったので、少し怖いなと思いました。

終わりの見えない我慢大会に心がとても疲れてきました。結婚式や新婚旅行も目処が立たず、あまり生活に楽しみ
物部川流域 女性 20～29歳 がありません。そんな中でオリンピック関連のニュースを聞くのがつらいです。もっとポジティブなニュースが増えてくれればと
願うばかりです。
物部川流域 女性 30～39歳 危機感なさすぎ。

感染対策が甘い！対策は徹底しないと意味がない。学校は「この時期ならでは」とプール授業もしているが、この時
物部川流域 女性 30～39歳 期ならではというなら忘年会、新年会、花見や卒業旅行等もやるのか？やらないです。ましてや毎年夏にある授業
で、一生に一度でもないことを授業で半強制的にやるのはおかしいと思う。不安しかない。
物部川流域 女性 40～49歳

今まで当たり前にできていた事が制限され、いつ自分や家族や身近な人がかかるかもしれないという怖さが、１日でも
早くなくなる事を願っています。

物部川流域 女性 40～49歳

コロナウイルスの影響でイベントやお祭りがなく、イベント出店の仕事と飲食店を主人が行っているので、経済的に限
界が来ているので、飲食業界など本当に困っている方々が対象になるような経済支援をお願いしたいです。

物部川流域 女性 40～49歳 公共交通の対策が足りていないと感じる
物部川流域 女性 40～49歳 子供の学校行事が変更ばかり
物部川流域 女性 50～59歳 早く県民全員の接種が終了するよう頑張って頂けたらと思います。
物部川流域 女性 50～59歳 母と面会できない 旅行に行けない 早く終息して欲しい

高知市

男性 20歳未満 危険です。

高知市

男性 20歳未満 どうでもよい

高知市

男性 20歳未満 今の時代、もしコロナウイルスに感染しても仕方がないのかなと最近感じている

高知市

男性 20歳未満 県の対策遅

高知市

男性 20歳未満 マスクなしで生活したい。バイトが入れないからお金が無い。

高知市

男性 20歳未満 よさこいがないのが非常に悲しい

高知市

男性 20歳未満 学校でのグループ活動の機会が減少しました。

高知市

男性 20～29歳 飲食店やそれに関連する事業者への支援。
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高知市

男性 20～29歳 ワクチンを打たせてください。

高知市

男性 20～29歳 影響はあるが、県はよくやっていると思う。

高知市

男性 20～29歳 シャッター街になっている

高知市

男性 20～29歳

高知市

コロナウィルスの蔓延により、学生たちのアルバイト先が限られているのが現状です。学費や生活費をアルバイト費から
男性 20～29歳 出している人たちも多いと思います。そういったこれからの日本社会を引っ張っていく人材になりうる若者たちの支援を
手厚くしてもらいたいと感じています。

高知市

男性 20～29歳 ワクチン接種は行動が活発な若者から打つべきだと思う

高知市

男性 20～29歳 高知県も第4波が落ち着いてきて、早く活気ある街が戻ってきてほしいです。

高知市

男性 30～39歳 早くワクチンを接種したいです。

高知市

男性 30～39歳 選挙活動の前にコロナ対策化（ワクチン等）必要！！

高知市

男性 30～39歳

高知市

男性 30～39歳 子どもを安心して教育できる環境等を考えて欲しい。

高知市

男性 30～39歳

高知市

男性 30～39歳 年齢職業関係なく、同じ補償があればよいと思う。特定の人だけに補償したり、補償内容が違うと不公平感を感じる

高知市

男性 30～39歳 安心した生活が送れる様になるといいです。

高知市

男性 30～39歳 1日も早いワクチン接種による安心安全な生活を送れる様に祈っております。

高知市

男性 30～39歳 不自由です

高知市

男性 30～39歳 個人の意識が低すぎると思う。

高知市

男性 40～49歳 高齢者のカラオケは厳しく制限してほしい。学生が我慢しているのに！

高知市

男性 40～49歳 コロナ禍が終息して、返杯・献杯の文化が復活することを願います。

高知市

男性 40～49歳

ワクチン接種が早く進むことを期待します。活動する世代の接種を進めないと、経済や生活を以前の状態に戻すこと
はできない。

高知市

男性 40～49歳

ワクチン接種は若者から接種した方が感染防止になるかと…。今後の接種も、予約制より強制的に指定した方が良
いのでは。

高知市

知事が四国他３県の中で、一番リーダーシップを発揮できていない。県下の危機レベルを最大値にすべきなのに、危
男性 40～49歳 険レベルから上げようとしない。県民への呼びかけも弱い。感染対策をろくにせずTVにも出ず、担当に任せている状
況なので、知事へのコロナ対策に対する必死さが感じられない。

高知市

男性 40～49歳 行政及び医療関係者等の皆様のご尽力、誠に恐れ入ります。

高知市

男性 40～49歳 世の中殺伐としてきていますね。八方塞がり感がすごい。

高知市

男性 40～49歳 マスコミは政府批判ばかり。だれが悪いの？広めたのはどこの国？

高知市

男性 40～49歳 旅館、飲食業の支援的な取り組みを去年と同様に行うべきだと思う。

高知市

一日も早く全員がワクチン摂取して、マスクを外させてほしい。あとカラオケがやり玉に挙げられるが、カラオケでクラス
ターが発生するのは、カラオケスナックや多人数でのカラオケといった「飛沫による感染」であって、一人でカラオケ屋に
男性 40～49歳
行って個室で歌う分には感染拡大しない。メディアには、カラオケするなら一人で個室カラオケしようと積極的にアナウ
ンスしてほしい。

高知市

男性 40～49歳 政府の無対策が良く分かりました

高知市

男性 40～49歳 飲食店や観光業だけに経済支援するのをやめて欲しい。他にもっと企業があることを知事は知ってるのか？

高知県は都心部に比べると発症者は少ないが、そういった面は移住促進にはあまりつながっていないのかな？と感じ
ている。

生活様式や価値観に大きな影響を与えられたと思う。新たな形を自ら見出していく力がある人は幸福に感じ、既存
のものにしか目を向けられない人は不幸に感じるだろう。

影響だらけです。意見も何もないです。全員が住みやすく、コロナウイルスの影響下でも困らない生活を送れるよう、
国や県に対策をとって欲しい。金のばらまきではダメです。
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2021年度

高知県民総幸福度（GHK）に関する調査

自由記述
居住地域

性別

年齢

内容

高知市

ワクチン接種により、感染や発症、重症化において高い効果が得られるため、病症の逼迫させないことに期待してい
男性 40～49歳 る。感染予防は継続するが、経済回復に期待したい。一方で、掌握されていない、孤独や心のケア、貧困なので問
題に行政や政治がさらに力をいれるべき。自分だけが生活できても、本当の意味で幸福とは言えない。

高知市

男性 40～49歳 過敏になりすぎだと思う。マスメディアでなく色んなソースを持つべき。

高知市

男性 40～49歳 ワクチンを早くして下さい

高知市

男性 40～49歳

高知市

男性 40～49歳 ワクチン対応が遅い。

高知市

男性 40～49歳 コロナの収束が見えなくて、大変な時代になりました。

高知市

男性 40～49歳 知事からの情報発信が(橋本～尾﨑知事時代と比較して)乏しいと感じる。

高知市

男性 40～49歳 ワクチンの早期接種

高知市

高知は狭いので、コロナにかかると周りから冷たい目が飛んでくる。それがあるからただでさえ他県に比べると鎖国だがさ
らに県外に行きにくくなり、鎖国化が進んでいる。また、居酒屋行くだけでコロナにかかる確率が高くなると思っている方
男性 40～49歳
が多く、居酒屋行く事が悪にもなっている。これでは飲食店が潰れてしまう。県民の意識づけも変える施策を考えて欲
しい。

高知市

男性 40～49歳 仕事が減った。飲み会が減った。

高知市

男性 40～49歳 ワクチン接種を早く行いたい。

高知市

男性 40～49歳 若年層から先に接種を開始してもらいたい

高知市

男性 40～49歳 生活が一変し、それに慣れてきている。不便を感じることが減ってきた。

高知市

男性 50～59歳 ワクチン接種を一日でも早くお願いします。

高知市

男性 50～59歳 ワクチン接種率、早期向上。

高知市

男性 50～59歳 早急なワクチン接種の拡大と、何より治療薬の開発によりマスクのない生活に戻りたい。

高知市

男性 50～59歳 ワクチンの接種を早くして欲しい。

高知市

男性 50～59歳 国民のことを最優先に考え、地域の事情をよく見て対策をとって欲しい。

高知市

男性 50～59歳 早期のワクチン接種を希望。

高知市

男性 50～59歳 県の対応が遅過ぎます。

高知市

男性 50～59歳 難しい課題ではあるが、乗り切るよう社会全体で頑張りましょう。

高知市

男性 50～59歳

高知市

男性 50～59歳 日本国民で良かったです。

高知市

男性 50～59歳 対応が遅いと感じる。

高知市

男性 50～59歳 日々の感染者発表が大雑把過ぎます。注意喚起にもなっていないように感じます。

高知市

男性 50～59歳 コロナなど、気にする事はない。大げさにし過ぎ！

高知市

男性 50～59歳 在宅ワークの推進

高知市

男性 50～59歳 人がいない上に、コロナでやらなければならないことが増えて、仕事がきつい。

高知市

男性 50～59歳 早く全県民がワクチン接種できるようにお願いします。

高知市

男性 50～59歳 感染者数は他県より少ないですが、個人の感染予防意識は他県よりゆるいと感じる。

高知市

男性 50～59歳 早く収束し、元の生活に戻れますように。

高知市

男性 50～59歳 経済力が弱いので、貧富の差が出て来た。

高知市

男性 50～59歳 密にならない環境が周りにあることの良さを、落ち着いた時期にアピールを。

高知市

男性 50～59歳 働き盛り世代から先にワクチン接種をすれば、コロナが経済に与える影響は少なかったのではないか？

高知市

男性 50～59歳 閉塞感と監視社会のストレス有り。

小学校などの情報が少なすぎるような気がする。予防的観点で情報開示すべきでは安心して学校に行かせられな
い。

移住の追い風となっているとの分析もあるが、現実の住居移転につながっているのか、つながっていないとすれば何が
原因か研究を。
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2021年度

高知県民総幸福度（GHK）に関する調査

自由記述
居住地域

性別

年齢

内容

高知市

男性 50～59歳 政府のリーダーシップがもう少しあれば、皆の苦労がもっと和らぐと思います。

高知市

男性 50～59歳 気軽に呑み歩きができなくなり辛いですね。

高知市

男性 50～59歳

高知市

男性 50～59歳 国(行政)の全ての対応が遅い❗

高知市

男性 50～59歳 他人に思いやりを持ち想像力を豊かに保てば危機的な感染拡大は抑えられる地域だと思います。

高知市

男性 50～59歳 マスク生活は息苦しくてストレスを感じる

高知市

男性 50～59歳

高知市

男性 50～59歳 今後どのような変異をしていくかわからないので最大限の注意が必要なウイルスと感じる

高知市

男性 50～59歳 早く終息してほしい。

高知市

昨年12月不覚にも感染したが、発熱日に即検査に行くなど急ぎ対応したため家族も職場も感染拡大はなかった。
その際の保健所職員の方の丁寧な対応には大変満足したし、心から感謝したい。分かったことは、意外に感染せ
ず、だが意外にもあっさり感染するものだとつくづく思った。一方で感染リスクの存在に対し、適切な自己管理のオー
ダーが定まっていないと強く感じた。ワクチンの有効性検証（副反応の追跡調査が最重要）情報の発信とワクチン
男性 50～59歳
数や場所の適切な準備確保、接種率を上げる工夫など、非感染集団の形成がいかに経済効果をもたらせるかな
ど、もっと情報発信の工夫が必要と感じた。また、国内すべての動きを一斉に短期間停止させ、海外からの人流を停
止するなど、せっかく島国であるのにウイルスの消滅ができず、ズルズル時間が過ぎているのが大変残念だ。いい加減
にしないと本当に経済は狂ってしまう。

高知市

男性 50～59歳 高知ならではのよさこい祭りを経験しておらず、地元の皆さんとの交流の機会も持てておらず残念に思います。

高知市

男性 50～59歳 ワクチン接種を素早く

高知市

男性 50～59歳 自民党政権の失敗が、今の高知県でのまん延を引き起こしている。早期に一度政権交代すべき

高知市

男性 60～69歳 対策がバタバタしすぎる。信頼のおける方策を願う。

高知市

男性 60～69歳

高知市

男性 60～69歳 早く終息して欲しいものです。

高知市

男性 60～69歳

高知市

男性 60～69歳 メディアの感染状況に関する報道は、国民の不安を仰いでいる感じがする。

高知市

男性 60～69歳 ウィルスに不安がいっぱい。とにかく、早くワクチン接種をやってほしい。

高知市

男性 60～69歳 早くワクチン接種を進めてほしい。

高知市

男性 60～69歳

高知市

男性 60～69歳 国の方針に沿った対応が第一義ではあるが、県の独自性を持った対応を全面に出しても良いのではないか❗

高知市

男性 60～69歳 飲食・観光関係に手厚く支援をお願いします。高知県の大きな産業です。

高知市

ワクチン接種の進捗速度が遅いと感じている。とにかく、全員（全国民）が接種完了することを望んでいる。再度、
変異種等のコロナに感染する人に関しては、インフルエンザワクチンの効用と同程度のワクチン効果であったと考えるし
男性 60～69歳 かないと思う。とにかくワクチン接種を完結させることが第一であると思う。ちなみに、市町村から私宛てには、ワクチン
のワの字も全くない（通知や連絡が全く無いこと）。段取り悪過ぎると思う。不安でしょうがない。不安な日々であ
る。６３歳である。

高知市

男性 60～69歳 メディアをはじめ気にしすぎ

高知市

男性 60～69歳 仕事、地区運動会など、地域での活動も、でかていない。

高知市

男性 60～69歳 高齢者はほとんどかかりつけ医がいます。ワクチン接種もそこからはじめたらもっと早く終わったと思っています

高知市

男性 60～69歳 県民に我慢を強いるのではなく、もっと仕組み(PCR検査やワクチン接種等)で対応して欲しい。

協力金や助成金など一部の業種だけに留まり同じようにコロナで打撃を受けたのに何もない。ニヤニヤした知事は最
低です。

他県と比較して、コロナ対策等の対策が遅いように感じます。又、コロナに対する県民のリスク感性が低い。予防接
種したからといってカラオケへ行く気が知れません。アナウンスが弱いのではないでしょうか？

ワクチン接種ですが、２回１セットをして、その後どうなのかを明確に知りたいと思います。（ワクチンの効能・効果の
持続期間）

今日（6/23）現在、県内の感染者数が高くなっていますので、まずは自分から意識をもって日常の活動をしていき
たいと思っています。

ワクチン接種の仕方。65歳以上より行動範囲の広い若者からした方が、これほど拡散していなかったのではと思う。
発症人数の少ない所ほど他地域からの人の制限をした方がいいのでは。
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2021年度

高知県民総幸福度（GHK）に関する調査

自由記述
居住地域

性別

年齢

内容
濃厚接触者の範囲を鳥取県のように幅広く捉えて、PCR検査をしてほしい。また、ドライブスルー方式で無料の検査
体制をとって欲しい。

高知市

男性 60～69歳

高知市

男性 60～69歳 趣味の活動が出来なくなっている。

高知市

男性 70歳以上

高知市

男性 70歳以上 ひとりひとりがもっと真剣に向き合えば、防ぐことが出来ると考えます。

高知市

男性 70歳以上

高知市

ワクチンについて厚生労働省の資料に記載されていましたが、接種券に入っている高知市からの手紙に、強制ではあ
りません。新しい種類のワクチンのためこれまでに明らかになっていない症状が出る可能性がある。が記載されていな
男性 70歳以上
い。他の県は、きちんと記載されている市町村もあります。きちんとリスクを記載されている市町村に移住したいと考え
ます。残念です。

高知市

男性 70歳以上 高知市役所のワクチン接種予約開始前の準備、シミュレーションの不備不足が酷かった。

高知市

男性 70歳以上 感染対策を各自守ること。

高知市

男性 70歳以上 人との触れ合い必要以外の外出、遠出が出来ないので不自由です。

高知市

男性 70歳以上 申請処理がずさんであったのでスマホ、郵送処理、電話など２重、３重、４重の手間暇が、かかった。

高知市

女性 20歳未満 子どもたちはかかりにくい（軽症）からマスクを外してほしい。

高知市

女性 20歳未満 コロナが無くなるまでは、お祭りをオンラインでしているのがいいと思います。治まったら、沢山のところに行きたいです。

高知市

女性 20～29歳 ワクチン接種の強制をしないで欲しい。

高知市

コロナの影響により家族が職を失いました。自身を含めた２馬力で生活をしていたところでしたので、大変生活が苦し
い状況に陥りました。同じ状況になった知人は自己破産に踏み切ったそうです。こちらは現在何とか職を見つけ食い
女性 20～29歳
つないでいるものの、時給が低すぎて苦しいことには変わりありません。コロナ禍で多くの方が職を失い、同じように苦し
い状況で職が見つかっただけありがたいですが、最低賃金の低さに頭を抱えます。

高知市

女性 20～29歳

高知市

女性 20～29歳 自由に遠出ができないことへのストレスは感じる。

高知市

高齢者の先行接種がスケジュール通り進んだのはよかったと思う。しかし、それに至るまでの電話回線の少なさや、
サーバーの脆弱さ、会場の少なさ、医療従事者の不足、ワクチンについての情報公開の少なさなど課題は多い。これ
女性 20～29歳
からいよいよ一般にうつっていくが、スピードが命だと思うので何よりも優先して安全な接種の推進に取り組んでほし
い。

高知市

今回濃厚接触者としてPCR検査を受けました。その後の詳しい説明もなく、２週間の生活、感染者退院後（家
女性 30～39歳 族）どう接したら良いかの対応が分かりませんでした。保健所の方も多忙だと思いますが、接触者と言われたこちらは
不安な毎日でした。もう少し丁寧な説明が欲しかったです。

高知市

女性 30～39歳 安心して暮らしていける世の中に早くなっていけたらいい。

高知市

女性 30～39歳 早く収束して欲しいです。

高知市

女性 30～39歳 行動に自由がなく、ストレスがたまってしまっています。予防注射も副作用がこわいです。

高知市

女性 30～39歳

高知市

女性 30～39歳 田舎は陽性になるだけでなく、濃厚接触者となっただけでも村八分になりかねない。

高知市

コロナ禍で、家族旅行が趣味だったが行けない、職場規制もかかっており、家族共にストレスの発散場所に困る。イベ
ントも少なくなり、楽しみが無くなった。旦那は、職場の人と外食をし紛らわしているが、そのことにより、私の育児・家
女性 30～39歳
事の負担は相当な物に。コロナ禍で、飲食店が1番大変だが、何処にも行けず家にいると、家事をやらないといけな
い母の負担は倍増で、仕事と家事・育児の両立が厳しく、息抜きも出来ない。心身共に病む家庭も多く聞く。

高知市

女性 30～39歳

国は国民の生命を守っていない。ワクチンが普及するまでは行動自粛を続けるべきだ。オリンピックなどとんでもない。
国はある程度まで、死者が出てもよいと思っているがとんでもない！

全般的に高知の人は（特にお酒を飲む人）、他人に対する配慮が足りない。大声で飛沫を飛ばし、感染予防への
意識が低い。

コロナで外出できず、とてもストレスを感じます。自分だけではないと思いますので頑張れていますが、正直限界は近い
です。早く元通りにならないですかね。

現在甥っ子が県外大学に行っていますが、学校にも通えず、高知にも帰省できません。色々な制限も多いため、新
しい生活様式内でもコロナ前の様に早く過ごせる日を、願うばかりです。

両親が夜、自営業していますが、もう続けていくのは難しそうです。ですがこの年齢で再就職は難しいです。辛そうで
す。
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2021年度

高知県民総幸福度（GHK）に関する調査

自由記述
居住地域

性別

年齢

内容
コロナにマンネリ化してきているのか、県全体的に緩みを凄く感じる。サービス業で人と接していると感じるのですが、若
い人よりも高齢者の危機管理の薄さが凄く目に付く。高知県自体高齢者が多いからかもしれませんが、、、。

高知市

女性 30～39歳

高知市

女性 30～39歳 過剰になりすぎ

高知市

コロナ禍でいろんな我慢を強いられている中、よさこいイベント等実施しようという県には不信感が募ります。一旦全て
をストップして、県外からの流入も固く禁止して1ヶ月経てば高知からコロナは無くなると思いますが。また、周りに風邪
女性 30～39歳 症状があっても接触者では無いとPCR検査もしてくれなかったという話は1人2人ではなく耳にしますし、検査数増や
せばもっともっと患者がいるのでは？と、その点でも不信感を持っています。よくこんな状況で幸福度などアンケートがと
れるものだと逆に感心しました。

高知市

女性 30～39歳 実家に帰れない

高知市

女性 30～39歳 長期間人付き合いが制限されており非常にストレスを感じています。

高知市

女性 30～39歳

飲食店・観光産業が大きな打撃を受け、多くの店が閉店し街に活気が無くなっている。しっかりとした支援をお願いし
たい。また多くの人にその支援制度が行き渡る周知方法を期待しています。

高知市

女性 30～39歳

確か移住してきた月に日本で初めてコロナ感染者の発表があり、せっかく移住してきたのに、出かける事も出来ない
し、他県に遊びに行く事も出来ず、保育園もいつ閉鎖になり仕事もなくなったりしたらと不安しかありません。

高知市

女性 30～39歳

他県に比べ、高齢者の感染が多いのは、喫茶店文化の弊害かな、と感じます。良い文化なのですが、今は我慢の
時かと。

高知市

女性 40～49歳

ワクチン接種に不安があります。副反応が強く出る確率がインフル等より高いと聞きました。職域接種はありがたいが、
安全性が十分に確認できてから接種したい。

高知市

私の子どもは基礎疾患を持っています。高知県は中々感染者の人数が落ち着かず、毎日不安な日々を過ごしてい
女性 40～49歳 ます。県民全体の意見を聞くことは中々大変なことだと思いますが、感染者の人数が広がる前に早めの対策をお願
いしたいです。

高知市

女性 40～49歳 もう少し厳しくすべき。

高知市

女性 40～49歳 医療従事者の方々に感謝申し上げます。

高知市

女性 40～49歳 コロナウイルスの国内マスコミ情報が一辺倒で違和感を覚えます。

高知市

コロナにかかわらず、仕事を複数できる環境が整えば、、会社と、個人での収入。不景気時にも、金融だけに頼らず
女性 40～49歳 自給自足も努力によりできる高知は都会から見るととても魅力的なのかもしれない。コロナから教わることが多い１年
半だった。その知恵を高齢者が元気なうちに引き継いでいきたい。

高知市

女性 40～49歳

高知市

女性 40～49歳 PCR検査を大規模に行ってほしい

高知市

女性 40～49歳

高知市

女性 40～49歳 1年前は突発性難聴になったりして、お先真っ暗感があったが、今は少し見通しが明るくなった。

高知市

女性 40～49歳 市町村によってワクチン接種の進み具合にばらつきがありすぎる。

高知市

女性 40～49歳

高知市

高知県は観光で頑張っている県ですので、コロナで打撃を受けた観光行や飲食店、それに関わる産業の方々、医
療従事者のサポートをお願いします。その産業以外でも収入減で悲鳴をあげている人はたくさんいます。政府は子育
て世代などの限られた人々のサポートは率先して行いますが、子供がいない夫婦、独身、高齢者、すべての人がコロ
女性 40～49歳 ナで収入面、精神面でダメージを受けています。県は特定の世帯だけを支援するのではなく、幅広い世帯に向けてコ
ロナ終息までサポートして頂けたら有難い幸いです。高齢者のワクチン接種完了の目処がそろそろつくのではないかと
思いますが、高知県は１０代の若者より年齢が高い順(現役で働いている世代)を優先して接種して頂けたら有難
いです。親がコロナで倒れたり失業したら子供も苦しみます。宜しくお願い致します。

コロナ感染者が出たクリニック、病院に対して、市民から誹謗中傷が多いと聞いて、悲しい気持ちになる。そして医療
崩壊はあってはならない。コロナに対しても、高知人らしいチームワークで勝ちたい。

マスク着用により近所の人との会話がしにくくなったように感じます。私が感じているのだから、子どもたちは尚更感じて
いるのではないでしょうか？表情が見分けにくい環境での会話には気を遣います。

自分の両親が県外に住んでいるので、コロナの関係でもう２年くらい会えていません。早く自分たちもワクチンを注射し
て、コロナも落ち着いて安心して自由に会えるようになればうれしいです。
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高知県民総幸福度（GHK）に関する調査

自由記述
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高知市

コロナウイルスによって飲食業の方々は大変な打撃だったと思いますが、高知県の文化の一つである返杯など、苦痛
女性 40～49歳 に感じる人がたくさんいるのも知っているので、それをしなくていいことは安心です。コロナが収束すればまた復活すると
思いますが…。

高知市

女性 40～49歳

高知市

女性 40～49歳 コロナウィルスにより、これまでの日常で楽しみにしていた事すべてが出来ない、行えない状態になってしまった。

高知市

女性 40～49歳 早く収束して、安心した生活が送れるようになりたい。また子供たちの活動の場を早く取り戻してあげたい。

高知市

女性 40～49歳 地方自治体に任せ過ぎ

高知市

女性 50～59歳 コロナ感染病予防接種の早期の対応（全県民）。

高知市

女性 50～59歳 早く予防接種を受けたいと思っています。

高知市

女性 50～59歳

高知市

女性 50～59歳 ワクチン接種が遅すぎ

高知市

女性 50～59歳

高知市

女性 50～59歳 濃厚接触者の判断基準が甘いと感じる。もっとPCR検査をする対象を増やすべきだと思う。

高知市

女性 50～59歳 高知市のワクチン接種は遅れているのではないか。早く県民に接種が進むようスピード感を持った対応を要望する。

高知市

女性 50～59歳 よさこい等今はｲﾍﾞﾝﾄを開催するべきではない!!

高知市

女性 50～59歳

高知市

私は旅行が好きなので、全く出掛けられないことがとてもストレスになっています。特にこのアンケートに答えている今が
県としては第４波が下げ止まり２ヶ月近くになったが、県知事も高知市長も他県のように前（表・マスコミ）に出て
女性 50～59歳
来ず危機感がないと思ってしまう。医療従事者他、介護・看護に関わる仕事をされている方には感謝しています。自
分自身が感染者にならないよう今後も気を付けたいと思っています。

高知市

女性 50～59歳

高知市

女性 50～59歳 もう少し細かい情報が欲しい

高知市

女性 50～59歳 終息などない。生き残っていくウィルス。ワクチン接種すればもう大丈夫！と思っている方が多いのには呆れる。

高知市

女性 50～59歳

Yahooコメントで、知事を責める声が多いのはなぜでしょう。いつまでも感染者数が減らないのは県民性のせいだと思
います。

高知市

女性 50～59歳

コロナ禍で抑うつ状態が続いている。県外の家族や知人と自由に交流できないことがこんなにも苦痛であるとは思わ
なかった。

高知市

女性 50～59歳 自由に行動できる社会に早く返ってほしい。

高知市

コロナ感染者、ワクチン接種をしない（できない）人への誹謗中傷、差別など、世間一般的には大変多いように報
女性 50～59歳 道等で知るのですが、高知県でもそのようなことがあるのでしょうか？ 誹謗中傷、差別、いじめなどで悲しい人がいな
い高知県であって欲しいです。

高知市

女性 50～59歳 対応が遅い

高知市

女性 50～59歳 もう少しの辛抱だと思います。皆んなで助け合いながら踏ん張りましよう。

高知市

女性 50～59歳

高知市

女性 50～59歳 文化的な活動が縮小していくのが忍びないです。演劇、音楽、文学などへの支援が増えるといいなと思います。

高知市

女性 60～69歳 政府にもっとしっかりしてほしい

高知市

女性 60～69歳 ワクチン反対！

高知市

女性 60～69歳 高知の方はかなり真面目に自分のできることをしているのに、まだまだ減らないのでしんどい思いがあります。

コロナのおかげで、煩わしい周りに合わせた生活が出来なくなり、心から自分のペースで周りの目を気にせず生きていく
ことができるようになりました。コロナ禍に感謝です。

東京に出た娘が、（高知県人の）周りの目が気になって帰省できない。噂話や誹謗中傷の啓発活動に力を入れて
ほしい。

高知県の魅力である食を提供する飲食店の影響が大きい。アフターコロナを見据え営業を続けられる支援を考えて
いければと思う。

関西の大学に子どもが行っていますが、会えないのが残念です。大学の授業もままなっておらず、学費や家賃が無駄
に感じます。

世間のニュースやインターネット上の情報に翻弄されることなく、自分の身をどう守るかをしっかり自分で考える必要があ
ると考えています。

高知はこのところ、減少しない状況ですが、早くコロナを心配しなくてよい社内になってほしいです。仲間ともあまり夜の
街に行けない生活はつまらないです。
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性別

年齢

内容

高知市

女性 60～69歳 いまの生活環境からは あまり影響は感じられません

高知市

女性 60～69歳

高知市

女性 60～69歳 ワクチンが行き渡っても、コロナ以前には戻れないと思います。人々は前よりも臆病になると思います。

高知市

二回目のワクチン接種も早く終わり、又畑の野菜や花なども作って、その間に仕事も入り 趣味も始め 忙しく 過
60～69歳
女性
ごしてます。ただみんなで食事や旅行に行くことが出来ない事が残念です。世界中には大変な人がいっぱい頑張って
居る事を思うと私は本当に幸せだと心から思います。

高知市

女性 60～69歳 自由に他県の往来ができず、制約された分、楽しみも減少した。

高知市

女性 60～69歳

東京に依存している故郷の埼玉は、コロナ感染者が東京に合わせて増えました。それに比べると、感染者の行動が
把握できる高知にいてよかったと思いました。

高知市

女性 70歳以上

もう少し県として素早くできなかったのか、ちゃんと仕事をしているのでしょうが、しっかり仕事をして欲しいと思います。今
までにないこととはいえ、皆を引っ張っていかなければ。ワクチンにしてもいろんな間違いが多すぎ。

高知市

女性 70歳以上 早くコロナが終息して、皆さんが町（商店）へ出歩いて来て下さる事を望んでいます。

高知市

女性 70歳以上 コロナで大変ですが、少しでも健やかであることを願いつつ前進したいものです。

高知市

女性 70歳以上

高知市

その他 40～49歳 マスクを装着しての外出を義務付けしてほしい。

高知市

その他 50～59歳 国内メーカー及び塩野義製薬のワクチンを一刻も早く承認すべし。

嶺北広域

男性 30～39歳 現在のコロナ禍は幸福度を感じないもしくはどこでも住みにくいと思う

嶺北広域

男性 40～49歳

嶺北広域

男性 40～49歳 コロナが流行ってなければ、色々違ったのかなぁ～と。

嶺北広域

男性 50～59歳

嶺北広域

男性 60～69歳 マスク無しで気軽に話し、食事、レクリエーション、運動など早く出来る環境になってほしい。

嶺北広域

女性 20～29歳 早く普通の生活に戻って欲しい

嶺北広域

女性 40～49歳

嶺北広域

女性 50～59歳 早く以前のような生活に戻れたらよいです。

嶺北広域

女性 50～59歳 一刻も早く、以前の生活に戻れるよう願うのみ。

嶺北広域

女性 60～69歳

早くおさまり通常の生活に戻れれば良いが、対策をとりながらうまく付き合っていくしかないと思う。若い人、職場の人、
高齢者施設勤務の人は特に早いワクチン接種が望ましいと思う。

嶺北広域

女性 60～69歳

コロナ感染対策について、個人ですごく差がある事を感じます（私は中程度だと思いますが）。カラオケにしょっちゅう
行く高齢者が近くにいて、付き合うのが不安です。

嶺北広域

大阪その他に家族親戚がおります。コロナへの知識が全くなかった初期には行き来を中止せざるを得ず、高知に戻っ
女性 60～69歳 て心配かけてはいかんのでこっちには来ないと言われて涙。一日も早くワクチンの接種が終わり、インフルエンザ並の扱
いになればと心から願って、副反応への不安感でいっぱいですが接種を受けます。

嶺北広域

女性 70歳以上 コロナで子どもに会えなくて寂しい。

コロナのせいで、祝賀会など人が集まり交流する機会が無くなっているので、早く元の生活に戻れば良いなと思いま
す。

飲食店をはじめ、沢山の業種の方々が経営困難で大変な思いをしています。救済金を国にもっともっと要請しても
らって、県民みんなが安心してコロナに負けずに生活できるようにと願ってます。

コロナ流行により生活が制限され、ストレスは溜まっています。早く収束出来て元の生活に近い暮らしが出来ることを
願います。

コロナの影響により、経済全般に影響がでています。高知県は観光や旅行など県外から人を呼び込むことで経済を
押し上げていると思います。早期の収束を願っています。

友人や知人が行政批判したり、文句ばっかりいったり昨年学校が休校になったときは「安部殺す」とか言う人までいて
今まで見えなかった人間性がみえてきました。

仁淀川流域 男性 20歳未満 行事やイベントを出すのが少し多くなっている気がする。
仁淀川流域 男性 20歳未満 給付金が欲しい
仁淀川流域 男性 20歳未満 頑張って下さい！我々も協力します！
仁淀川流域 男性 20歳未満 大手企業が高知県から脱退したために仕事が少ない
仁淀川流域 男性 20歳未満 ワクチンの早期摂取への取り組み
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仁淀川流域 男性 20～29歳

内容
自身の周りではあまり影響はないが、個人的に旅行など県外に出ることができないので例年よりプライベートで物足り
なく感じます。

仁淀川流域 男性 30～39歳 高知県の取り組みは素晴らしい。
仁淀川流域 男性 30～39歳 ワクチンを打つのが遅すぎる。
仁淀川流域 男性 30～39歳 高知龍馬マラソンは必ず実施してください。
仁淀川流域 男性 40～49歳 コロナにより地域行事や個人間のコミュニケーションも分断され、幸福度は全体的に下がったように思う。
仁淀川流域 男性 40～49歳

ウイルスとのイタチごっこは、仕方ない情勢としてもオリンピック・パラリンピックの開催については責任ある立場の人が、
責任の所在を明らかにしてしっかりと責任を取って頂きたいと思います。

仁淀川流域 男性 40～49歳 もう慣れた

飲み会が減ったのは助かる

仁淀川流域 男性 50～59歳 県内で接種希望者に対し、公平・平等な機会が与えられることを希望致します。

県民性を考えれば、都市部並みの迅速な対応が必要です。酒の文化を続けてきたことで軽々しく制御できないこと
仁淀川流域 男性 50～59歳 を踏まえ、早目に対応していない結果、全国の波長に合わせざるを得なくなり、回り回って酒の文化の元である飲食
業にツケが回りました。
仁淀川流域 男性 50～59歳

困窮が日を増して進んでいく。じわりじわり、事業、経済が成り立たない。死亡保険しかあてに出来ない。困窮してい
る事業者に対する支援を。

仁淀川流域 男性 60～69歳 国会議員の対応がおかしいことが多い。国民に対して、もっと考えてコロナ対応をしていただきたく思います。
仁淀川流域 男性 60～69歳 ワクチン接種を第一に！！
仁淀川流域 男性 60～69歳 感染は町名を伝えて欲しい。
仁淀川流域 男性 60～69歳 密を避ける場所がたくさんある高知県は素晴らしい。
仁淀川流域 男性 60～69歳 知事は愛媛県の中村知事を見習うべき。前知事よりは少しましだけれど、そう思いませんか。
仁淀川流域 男性 60～69歳 とにかく行動自粛に限る
仁淀川流域 男性 70歳以上 ワクチンなどの研究に力を入れる。予算など国として取り組んで欲しい。
仁淀川流域 男性 70歳以上 自己管理が必要。
仁淀川流域 男性 70歳以上 ワクチン接種はありがたい。ありがとうございます。
仁淀川流域 女性 20歳未満 注射を打たなければならないのか
仁淀川流域 女性 20歳未満 いの町は他所に比べてワクチン接種が遅れていると思います。

ワクチンの職域接種が始まろうとしているが、打たないという選択肢がないように感じる。3年後、5年後の副作用も分
仁淀川流域 女性 20～29歳 からず、将来子供を産みたいと思っているので、打つか迷っている。しかしそれを会社や上司に言えない雰囲気になっ
ているため大変悩んでいます。
仁淀川流域 女性 20～29歳

ワクチンが普及してきているが、確実にかからないわけではないので不安がある。仕事でも、対策を色々と考えなくては
いけないので大変である。

仁淀川流域 女性 20～29歳

職種上、あまり影響は受けていない。が、早く飲みに行きたい！高知の飲み文化（おきゃく、返杯）が消えませんよ
うに…。酒、酒、カラオケぇー！

仁淀川流域 女性 30～39歳 ワクチン接種をしない、していないことへのハラスメントが、高知県ではないようにして欲しい。
仁淀川流域 女性 30～39歳

今の時代、悩みを抱えている人は多く、もっと相談できる窓口が増えればと思っている。またその窓口でも表面的な対
応、担当部署のたらい回しもあり、対応者の人材育成に更に県に取り組んでもらいたい。

ワクチンの接種をしなければならない雰囲気を何とかしてほしい。接種後の死亡や、副作用の報道が少なすぎる。こ
仁淀川流域 女性 40～49歳 れから子ども達も打たなければならなくなってくるので心配だ。安全性をうたうまえにリスクの報道がすくないことに不信
感がある。
仁淀川流域 女性 40～49歳

子供の卒業式や入学式、修学旅行等いろいろな行事が縮小や延期になったり、突然の長い休校になったりで可哀
想だと思った。

仁淀川流域 女性 40～49歳

コロナが落ち着かないのに、オリンピックをするのはおかしいと思う。いろんな人たちが我慢しているのに(修学旅行 林
間学校 他)オリンピックを開催するのは、ｺﾛﾅ患者を増やすことになると思う。
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仁淀川流域 女性 40～49歳

少しのことで何でも中止になり、さみしく思っています。一方で、無駄が多かった会や集まりが見直されたり、暮らしやす
くなっている面もあります。感染者にもう少し寛容な社会であることを願います

仁淀川流域 女性 50～59歳

コロナウイルスでなかなか羽を伸ばして遊ぶことや会食、他県にも行けず、一日でも早くコロナウイルスがなくなれば良い
なぁと思います！！

仁淀川流域 女性 50～59歳

ワクチン希望者が安心して受けることが出来、安心して生活が出来るようになり、現在の厳しい状況が改善されること
を願います。

子どもが県外の大学へ通っています。リモートでの受講で大変な思いをして過ごしていました。経済的にも、また帰省
仁淀川流域 女性 50～59歳 も自由にできず、そして帰省をして何ヶ月も家賃だけ払わなければいけない理不尽な事、良い事はないですね。早く
コロナから開放されたいです。
仁淀川流域 女性 50～59歳 子供たちが我慢ばかりしなくていはいけないのが可哀想。
仁淀川流域 女性 60～69歳 少しでも早くおさまってくれればと願っています。
仁淀川流域 女性 60～69歳 コロナワクチン接種の時期が、もっと早ければ良かったと思います。
仁淀川流域 女性 60～69歳 接種が、凄くスムーズにすみました。地域の方々、役所の方々の努力に頭が下がります。ありがとうございました。
仁淀川流域 女性 70歳以上 皆が気をつけていくより他ないと思っている。
仁淀川流域 女性 70歳以上

ワクチン接種は２度目が６月15日に終わりました。日本国内でも早かったと思います。ありがとうございました。皆様
に良くしていただいて毎日生かされています。嬉しい毎日です。

高幡広域

男性 20～29歳 対策が少ないとは感じます。

高幡広域

男性 20～29歳

高幡広域

男性 30～39歳 マスコミを中心とした偏向的な報道に違和感を感じる。正直に言って、若者にワクチンを打たせるべきではないと思う。

高幡広域

コロナ禍でも低所得者は働きに出ないと給料がもらえない、生活出来なくなるのが現状です。コロナ禍で外出を控え
男性 30～39歳 るためかガソリンの高騰、高速料金の週末割引を無くす等を行うことで、通勤等で車を使用するので出費が多くな
る。

高幡広域

男性 40～49歳 陰キャには幸せの方向に向かっている気がします。

高幡広域

男性 70歳以上 早く終わってほしい。

高幡広域

女性 20歳未満 感染症予防対策について、国がもっと厳しく条例などを示していくべきであると思います。

高幡広域

女性 50～59歳 結構よその人が来ているけれど、良いのかなぁ。本当にオリンピックをしても良いのだろうか。

高幡広域

女性 50～59歳

高幡広域

コロナは自分自身にはさほど影響はないが、友人の飲食店が大打撃を受けているので、他のお店に行く事を控えてそ
女性 50～59歳 のお店に決まりを守って行っている。生活面での色々な制限は初めは辛かったが、最近は慣れて独自で制限生活を
楽しんでいる。

高幡広域

ワクチン接種について、なぜ効率良く出来ないのでしょう。市町村による普通の健康診断の時のように日を決めて各
女性 50～59歳 地域の人が集まるようにすれば良いのではと思います。早く返杯が自由に出来る元の高知県になる事を願うばかりで
す。

高幡広域

これまで、高知県民であることは、誇りでした。経済力、学力の課題等はあっても、理屈では言えない愛着がありまし
た。しかし、コロナで一変しました。大人、特に専門職(県庁、各市長村役場、教育委員会、教員等)の人々の意
女性 50～59歳
識の低さ、感覚の緩さ、想像力の弱さ、つまり専門性の低さには怒りを通り越して落胆しています。結局、真の学力
の差が、このような危機的状況の時に如実に現れるのだと痛感しています。

高幡広域

売り上げが減少しているので、経費を節約してやっと給料支払いをしている。自分の人生が残り少ないのに、コロナに
女性 70歳以上 よって半分以上したいことができない。やっと第一線から仕事を退いていて、半分解放されているのであんまり身動きで
きない。お小遣いが少ない。

コロナウイルスの影響でコミニュケーションが減っていますが一人一人の努力でこの危機を乗り越えなければならないと
思います。

子供がホテル関係に就職しているがいまだ国からの補助でどうにか休み休み続いている。企業だけではなく個人の見
えない人にももっと力をいれてほしい。

高幡広域 その他 40～49歳 早くコロナウィルスの影響以前の世の中に戻れるように願うばかりです。
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幡多広域

コロナについては、身の回りでも恐れている人が多い。しかし、それは知らない事が多いからであって、新型コロナウイル
男性 20～29歳 スが明確に示されたいない事、感染の定義、pcr検査の仕組み等学べば恐れることは無くなる。皆さんが事実に気づ
き、コロナパンデミックやワクチンの仕組みについて調べること願う。

幡多広域

男性 30～39歳 皆がワクチンを接種し、以前の生活ができるだけ早く戻ればと思います。

幡多広域

男性 30～39歳 飲み会や交流の機会が減った

幡多広域

男性 40～49歳 コロナはただの風邪。早く経済を動かそう。

幡多広域

男性 40～49歳

幡多広域

男性 40～49歳 経済偏重（最優先）ではなく真に持続可能なまちづくりを考えるべきだと思う。

幡多広域

男性 50～59歳 ワクチン接種のスピードアップ。

幡多広域

男性 50～59歳

皿鉢料理を囲んでの宴会等の土佐の文化を行えず、少しストレスが溜まっています。ワクチン接種が進み、みんなが
コロナ対策を行う中で、通常の生活に戻りたい。

幡多広域

男性 50～59歳

過去の感染症との戦いの歴史からもっと学ぶべきであり、医学と歴史から今後の対策を立て直すべきと考える。打つ
手打つ手が後手後手になっている。

幡多広域

男性 50～59歳

相当閉鎖された地の利であり、完全に封じ込めることは可能ではあるが、経済的な疲弊がこれ以上進むことは是と思
わない。

幡多広域

男性 50～59歳 誰がコロナに罹ったとか、噂や差別のことを耳にするので、怖いです。

幡多広域

男性 50～59歳 発生市町村を公表するべき。外出する場合もしっかりした準備が可能となる。

幡多広域

男性 50～59歳 自己の感染症対策について再確認できた。（もともと感染症対策は大事な事だった）

幡多広域

男性 50～59歳

幡多広域

男性 60～69歳 早くワクチンを全国民（希望者）が打って、コロナをやっつけよう。

幡多広域

男性 60～69歳 各々の自己管理がしっかりできていれば、コロナはもっと防げたはず…。

幡多広域

男性 60～69歳 全くなってない。ダメダメ。

幡多広域

男性 60～69歳 アフターコロナに向けた積極的な財政支援

幡多広域

男性 60～69歳

幡多広域

長い人生にはこんなもの（コロナ）あるんやなあと思っています。地震・津波・雨の水害等々を個人が被り受けたら、
コロナなどたいしたことではありません。死亡した人の数も自然死でもこんなもんです。経済的には困る人や方達はいる
男性 70歳以上
とは思いますが、高齢者は年金も来ているのでテレビや報道にのせられてオタオタするなと言いたい。冠婚葬祭の義理
が小さくなってその分薄くなっているのが気がかりです。田舎はこれで地域がもっていたのが、大丈夫かえと心配です。

幡多広域

女性 30～39歳 飲食店などには営業自粛をお願いしながら、小規模のよさこいを開催しようとするところに疑問を感じる。

幡多広域

女性 30～39歳 早く、マスクが無い生活をしたいです。

幡多広域

女性 40～49歳 出かける事ができない。

幡多広域

女性 40～49歳 旅行ができない

幡多広域

女性 40～49歳 コロナによって子供達の貴重な経験が奪われていることが、残念だと感じる。市町村によっても違うと感じる。

幡多広域

女性 40～49歳

幡多広域

女性 40～49歳 お酒の飲み方と人付き合いの距離感を見つめ直してみるよい機会と感じる。

幡多広域

女性 40～49歳 都会に比べ、日常の生活は問題なくできると思います。

幡多広域

女性 40～49歳

外部情報に惑わされなければ、なんの問題もありません。影響を受けた企業、お店の方は、次の道が開けることを
願っています。

幡多広域

女性 40～49歳

対策に神経質になりすぎない田舎ゆえののほほんとした空気と、逆に田舎ゆえの誤った噂が広がりやすい空気を同時
に感じる。自治体からの正確な情報発信に期待したい。

コロナ対策を実行する大人の姿を、一部を除き子どもに自信を持って説明できない。子どもだけが大人の都合で不
利益を受けている。

中止すべきです。オリンピックは、推測ですが、一部の特権階級の人の利益の為に開催するとしか思えない！又、コロ
ナ政策では国民の為に政治活動しているとは感じられない現状では不安危険な大会にしかなか思えない。

ワクチン注射が早期に全員に接種できるように、12歳未満でも安心なワクチン開発を進めていってほしい。日本での
早期ワクチン開発を推し進めてほしい。

コロの流行により、地域の交流は縮小しているように感じる、つながりや幸福感に影響が出てくるのは数年後ではいか
と思う。今はこれまでの貯金的なモノでなんとかなっているのではないかと思う。
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幡多広域

女性 50～59歳

幡多広域

女性 50～59歳 ワクチン接種が遅すぎ！

幡多広域

女性 50～59歳 もう少し積極的な検査や対策をして欲しい。狭い地域だからこそ、感染者が特定されないようにして欲しい。

幡多広域

女性 50～59歳

幡多広域

女性 50～59歳 早く終息して欲しい。自由に動けないのでストレスがたまってしまうのではと思います。

幡多広域

女性 60～69歳 早くマスクなしで生活したい。

幡多広域

人口密度が低い田舎なので、あまり影響は感じません。職場とスーパーと家の往復です。記事を見て、マスクをしてた
から濃厚接触者ではないというのはおかしいと思います。PCR検査の費用も一部県民も負担して検査数を拡げて危
女性 60～69歳
機感をもたないといけないと思います。行政のせいばかりにしてはいけない…。県民ももっと頭を使って考えて想像力を
働かさなければいけないと思います。

幡多広域

女性 60～69歳 早めの全員へのPCR検査を実施して抑え込んでいれば飲食店もこんなにならなかったと思う対応が遅いですね

幡多広域

女性 70歳以上 １日も早く全員の接種を願っています。

ワクチン接種が遅すぎ。他の市町村（他県とか）の良いところは見習った方が良い。均等に各家庭に郵送した方が
良かったのでは（予約について）。不公平が起きているところがありました。年寄りにもっと優しい方法を！！

コロナに関係なくツーリングやキャンプ等の観光客は来ております。宿泊客は減っていますが、早く収束することを願いま
す。

県外

若い人達のワクチン接種は最後にした方が良いと思います、治験が十分でない中将来的に懸念される内臓疾患や
男性 50～59歳 これから産まれてくる子供への影響(障害を持って産まれる)などこれからの人生がある若者にリスクが大きいと思いま
す。

県外

男性 50～59歳 高知に気軽に帰省出来ていない

県外

男性 50～59歳 これからも同様な感染症は繰り返されるでしょうが、リスク認知・評価・管理が、日本は全然できなかったと思います。

県外

男性 50～59歳 コロナのメリットに目を向けられると、幸せ度が上がると思います！

県外

男性 50～59歳

県外

男性 50～59歳 緊急事態宣言の意味がわからない

県外

男性 70歳以上

県外

コロナ、コロナと騒ぎすぎ、長時間接触による飛沫感染だけです。アルコール消毒など必要のないこと時間をかけすぎ
です。ごく普通に生活をしていれば、感染しません。ちなみに包装資材を中心に工場関連に販売している弊社は、売
男性 70歳以上
上は多少落ちたが、経常では、最高益となりました。コロナは水に弱い温泉施設などは全く安全です。様々な職種で
間違ったデマによってつぶされているところ多い。

県外

女性 40～49歳 テレビでの洗脳がなくなると良いなと思います。

県外

女性 50～59歳 ワクチン接種のスピードを上げて経済を活性化してほしい

県外

女性 50～59歳

マスクをつけている以外は、コロナ前とほとんど同じ生活を送っています。満員電車もほとんどコロナ前に戻ってきまし
た。

県外

女性 50～59歳

ワクチン接種の圧力に悩む人が増えています。マスコミによる当たり前が浸透していて、個人的な判断が困難なことが
気になります。

県外

女性 50～59歳 不安の中で暮らすのではなく、安心の中で暮らせるような世の中になれば良いなと感じています。

県外

女性 50～59歳 マスコミが煽っていると思う。

県外

ワクチン接種の有無で同調圧力や差別が起きないようにすること。どちらかのサイドに偏よった情報、不安を煽る情報
女性 60～69歳 等に惑わされないこと。経済的に厳しい立場にの人々の支援。共助の仕組み作り。国の施策に頼らない地域独自
の取り組みが必要。

県外

女性 60～69歳 コロナはただの風邪なのになぜ皆怖がるのかとても奇妙に思います。

県外

女性 60～69歳

県外

女性 60～69歳 「人を見たらコロナと思え」的な、何かしらの圧迫感、不自由さ、息苦しさを感じています。

予防接種に関して、副作用がどのくらい出ているか、わからないですが、しっかりとした情報提供をして行く事。みんなが
人任せにせずに、真摯に意見や行動を起こす事が大切だと思う。助け合いの心、みんな仲間。

大変な時期ではあるが、コロナ後の幸せな世界を作っていかなければならない。ある意味人間に課せられた宿題だと
思う。

ワクチンの接種一つとっても、家族、友達と自分の考え方が違う事がよりはっきりした。身近なことに喜んだり、感謝す
ることが増えた。Zoom なんてできないと思ってたことが、日常使うようになった。
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県外

女性 60～69歳 現政府は、本当に国民のことを考えているのでしょうか？ 機能不全である。

県外

女性 60～69歳

県外

女性 70歳以上 職場でPCR検査を一週間間毎施行しています。

情報の取捨選択も難しい状況ですが、最後は個人個人の判断で、自衛して生き延びていくしかないと思います。より
良い情報を共有できて、助け合える仲間がいれば、心強いと思います。
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