2022年度

高知県民総幸福度（GHK）に関する調査

自由記述
高知県民総幸福度（GKH）に関してのご意見 <FA>
居住地域

性別

年齢

内容

安芸広域

男性 30～39歳 アンケート多い

安芸広域

男性 60～69歳

安芸広域

一般的に人の幸福とは自己実現にあると言われている。究極の自己実現とは「真理の探究」にあるらしい。私もそう
思う。科学にしろ哲学にしろ。道半ばというのが率直な感想。たぶん…幸福なんてどうでも良い話だと思う。幸福な人
男性 70歳以上
が多いからどうした？幸福な人が少ないからどうした？どうでも良い。「私は高知が、安田が好き！」で他はどうでも構
わない。

安芸広域

女性 20歳未満 良いと思う

安芸広域

すぐに頼れる大きな病院が田舎には少ないところや、防災、環境問題に対してしっかりと取り組んでいる地域が殆どな
いなど、命が完全に安全だという地域が殆どないことについてどうにかして欲しい。また防災については海抜が40m以
女性 40～49歳
上、収容人数も多い避難所を作って欲しい（例：結いの丘ドームのようなところ）。その程度の避難所を作ることで
津波に対しては安全になり、安心できる地域ということで幸福になれると思う。

安芸広域

女性 50～59歳 GHK、まあまあかなと思う。悪くはある。交通の便、田舎。良いところものんびりできるなどがある。

安芸広域

女性 50～59歳 食材に恵まれ、温暖で山あり、川あり、海あり。高知県は大好きです。

安芸広域

女性 60～69歳 県道を利用走行するたびに道路状況が悪いので、不安と不満な思いです。

(1)小学校・中学校の統廃合が進み、子育てのできない地域が広がっている。(2)運転免許を返納すると、日用品
の買い物ができない地域になってしまった。(3)自然は豊かだが、暮らしは不便…が進行している！

物部川流域 男性 20歳未満 すごく良い！！
物部川流域 男性 20歳未満 どうすれば幸せになれるか記述式でアンケートしたら良いと思う。
物部川流域 男性 20～29歳 税金についての項目が欲しい
物部川流域 男性 30～39歳

ショッピング施設じゃなく工場や中古車屋の店が増えているのは、高知に残る魅力にならない。他県のような遊べる施
設を作るべき。

GKHのことは全く知りませんでした。高知県は、観光するには（つまり数日いるには）良いところかもしれないが、長
年住むには物足りないところ。自然がたくさんあるので、アウトドアが大好きな人は活動的に動けて魅力的なのでしょう
物部川流域 男性 40～49歳 が、嫌いじゃないけど、積極的に好きではない自分にとっては、10年住んだら行くところがない。また、子どもが遊ぶ公
園が少ない。愛媛県のように中規模の公園を増やし、かつ、教育的なコンセプトで設計して、自然に学べる環境づく
りをした方が良い。
物部川流域 男性 40～49歳

人とのつながりや精神的距離の近さは高知のよいところだと思う。世代間や国籍を超えての交流機会を増やし、日頃
から相談しやすい環境にしていく取り組みが必要だと思う。

物部川流域 男性 40～49歳 アンケートの内容が多すぎる

高知県の若者はどんどん県外に流出しています。私の周りでは県外の大学に入学すると、卒業後に高知県に就職し
たという話は極めて少ないのが現実で、多くの高知県の若者はふるさとを離れ、県外で幸福を実現している現実があ
ります。県外からの移住者対策などよりも本来の高知人が高知県に定住でき高知県の将来発展に寄与するために
物部川流域 男性 50～59歳
は、若者の就職先を確保するなど魅力的な高知県の創造が最も重要な取り組みだと思います。家族と暮らしている
県内在住者やある程度の年齢層に対して今の幸福度を確認しても一定程度の幸福度合いの高さは想定できると
思います。
物部川流域 男性 50～59歳 意味があるのかわからない
物部川流域 男性 50～59歳 生活環境の維持は、非常に重要です。ＪR(奈半利ーごめん線)の維持は、必須です。
物部川流域 男性 50～59歳 人口減が心配
物部川流域 男性 70歳以上 自家用車がないと生活ができないので、ガソリン価格を安くしてほしい。
物部川流域 女性 20歳未満 最低賃金を上げてください。
物部川流域 女性 20歳未満 新幹線を作ってください。
物部川流域 女性 20～29歳 自然があるのはいいが、もっと楽しく過ごせる施設が欲しい。
物部川流域 女性 20～29歳

ドンキホーテを作って欲しい。終電の時間が早くないですか？あと、バスの本数を増やして欲しいです。少し住みづらい
かなと思いました。
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物部川流域 女性 30～39歳 子どもができて幸福度は増しました（自由な時間はほぼなくなりましたが）。
物部川流域 女性 40～49歳

通勤 通学時間の設問について、設問と選択肢の文言が似たような表現で、まわりくどい。わかりやすい表現がいいと
おもう。

物部川流域 女性 50～59歳 都市部からの移住者としては、治安の良さが高知の一番の魅力だと思う

今回の調査が来るたびに、人生について考える機会となっています。年齢を重ねるごとに「幸せ」だと感じられるとよい
物部川流域 女性 50～59歳 のですが、過去を振り返った時、「個人」の人生を過ごしていないことに焦りを感じております。残りの人生を「幸せだっ
た」と迎えられるよう、過ごしたいと思います。
物部川流域 女性 50～59歳

高知って最低賃金って知らなかった。色んな事に選択肢がなさすぎる。墓守で高知に帰ってきた うちより、そのまま大
阪に住んでる親戚の方が豊かに暮らしてる。

物部川流域 女性 50～59歳 やっている意味があまり判らない 自己満足のような気がする

人々が地域を大切にして活動され、人の輪を広げていこうとする反面、スマホや狭い個人観でいる人々も存在してい
て、この自分だけの世界に入り、出てこられない人にならないよう育てていく事の大切さを感じます。上手く書けません
物部川流域 女性 60～69歳
が小さな頃からの世界観、未来への様々な事を進学以外の生きる力を育てていけたら良いのにと思ったりします。考
えが浅くてすみません。
物部川流域 その他 30～39歳 自由だけれど金が無い（低賃金）と感じる。

高知市

男性 20歳未満 ドンキホーテやサイゼリヤを出店してほしい。

高知市

山をちょっと減らして何か作ろうぜ。それかもっと自然を活かしたものを前へ前へ出していっても良いと思う。自然の押し
男性 20歳未満 売りをしていきましょう！I Love 高知県！We Love 高知県！高知県で暮らすことができて誠に幸福でございま
す。どうもありがとうございました。

高知市

男性 20歳未満 高知県に魅力を感じない。

高知市

男性 20歳未満 高知、豊かでとてもいいです。

高知市

男性 20歳未満 聞くだけ聞いて何もしないなんてやめてくださいね

高知市

男性 20歳未満 高知県は自然はいいけど人間としての中身が腐ってる人が多い。

高知市

男性 20歳未満 魅力のあるという質問に例えばどこがあるかも記入出来ればいい。

高知市

男性 20～29歳

高知市

男性 20～29歳 自然が豊か。

高知市

人口減少や少子高齢化が進む高知県において、子育て世代への支援を手厚くするべきだと思います。少子化は国
男性 20～29歳 全体の問題だとは思いますが、子育て支援を強化してほしいです。子どもが生まれ、育つことで衣食住のみならず需
要ができ、高知県経済も回っていくと思います。

高知市

面白い発想であり、ある意味でGDPよりも重要な指標だと思うが、調査項目として今回の設問が適切かどうかを巡っ
男性 30～39歳 ては一層の検討が必要だと感じられた。とはいえ同じ項目を問い続けることで見えるものがあるので、あんまり言っても
仕方がないとも思う。

高知市

高知県が抱える問題の見える化を怠り、GKHという思想を提唱することは単なる現実逃避、一瞬の宗教的概念で
あり、おかしい。他の都道府県は、問題の見える化に取り組み、一つ一つを改善している。高知県民は現状を真正
男性 30～39歳
面から直視し、南海トラフ地震や経済的問題から逃げないでほしい。余談ですが、高知県内の消防団の在り方は見
直した方が良い。消防団による理不尽な後援会、寄付金要求や操法大会は、やめてほしい。

高知市

男性 30～39歳 反映されているのかわからない

高知市

男性 30～39歳 子育て支援の充実。保育園の無料化または減額。障害者雇用の制度化、強化。

コロナで楽しみが減りました。だからイベントや花火、よさこいをして欲しいです。マスクは息苦しく、夏は死にます。喘息
持ちなので疲れます！僕はもっと幸せになりたい。楽しい人生を送りたかった。
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高知市

私は余暇もあり、収入があると幸福に感じます。私自身、東京にいた時の方が収入もありましたし、利用する地域の
サービスも全てが高知県より良かったです。周囲の人は収入を理由に首都圏に行ったっきりになっています。高知でも
一定以上の収入が確保できるように、教育、大学・企業誘致など若い世代に比重を置いた施策をお願いしたいで
男性 30～39歳
す。子どもの世代が高知で幸せを実感し、他の地域・国から人が移住したくなるような自治体にしてください。既に高
知県は高齢者ばかりの一地方ではないでしょうか。幸福度は他自治体と比較する意味はありません。高知県に都合
の良い指標を使用せず、実際に人口増に転じるような施策をお願いします。

高知市

男性 30～39歳 広く知っていただけるといいと思います。

高知市

男性 30～39歳 GKHが高知県に住む人にとっての利益につながることを願っています。

高知市

会社や地域、家庭と満足度は分けた方が良いと思います。家庭には満足度が高いが、地域では違う、または会社で
男性 30～39歳 は満足度が違うなど、それぞれの高い低いがあります。すべてひっくるめて「満足度はどの程度ですか」となると平均され
て真ん中あたりにあたることが多いと思います。

高知市

男性 30～39歳

高知市

男性 30～39歳 通勤苦痛に対しての質問と回答が逆説になっていてわかりづらい。言葉の意味通り回答できていない人がいるのではないか。

高知市

男性 40～49歳 これで幸福度を測れるとは到底思えないが。

高知市

男性 40～49歳 何気ない日常が幸福だとも思いますが、もっとやりたいことを叶えていきたい

高知市

男性 40～49歳 この内容で幸福度が測れてるとは感じない

高知市

男性 40～49歳

質問が多すぎる。高知県は大企業を誘致する必要がある。自然があるだけでは人口が減る一方で、人口が減れば
全てが衰退する。コンパクトシティを推進しなければ生き残れない。

高知市

男性 40～49歳

高知は今の経済尺度では測れない幸福度が高い県だと思う。本当に幸せと思う尺度とは何かを深く考えていけば、
非常に高知の幸せ度は高いことが証明されるだろう。

高知市

男性 50～59歳 YuTaKaであれ！【Ｙ】：よく飲み、【Ｔ】：楽しい、【Ｋ】：高知県。

高知市

男性 50～59歳 幸福な暮らしを実現できるような意識を育む研究に役立てて下さい。

高知市

男性 50～59歳 高知の良さをどんどん発信し、若い世代の目を高知に振り向かせてほしい

高知市

男性 50～59歳 このアンケート集計結果を何らかの形で役立ててください。

高知市

男性 50～59歳 あまりあてにならない

高知市

男性 50～59歳 他県との比較もしていただきたい。

高知市

男性 50～59歳 経済力に問題がある。

高知市

男性 50～59歳 またやって下さい

高知市

男性 50～59歳 人口減少へと対策の一助となればいいですが。

高知市

男性 50～59歳 高知県民の大らかさが好きです。

高知市

男性 50～59歳 県内外の認知度が上がれば良いと感じる

高知市

男性 50～59歳 質問に対する選択肢の表現が相応しモノがなく時間がかかる。質問が多過ぎ、もっと厳選するべきでは…

高知市

男性 60～69歳 VI-(5)の「女性が」は不要だと思う。なぜ女性限定なのか？

高知市

高知の幸せ感が強いのは、精神的な自由さが基盤にあると思います。高校中退率、離婚率、離職率が高いというこ
男性 60～69歳 とは、それだけ個人の自由を許容する社会風土があるということです（他県では見えない制約があります）（自由
度が高いということは、貧しさと比例するのはやむを得ませんが）。精神的自由さの指標を加えてはいかがでしょうか。

高知市

男性 60～69歳 いい調査だと思います。がんばってください。

高知市

男性 60～69歳 幸福度はまずまず感じています。

家族構成を回答する欄で、選択肢が「２世代家族」と「３世帯家族」となってましたが、「世代」と「世帯」の意味の
違いが注釈で記載されているとわかりやすいかと思いました。
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高知市

産業や教育、文化、生活の利便性などの指標は地域の充実度を表すには適していると思うが、必ずしも個人の幸
福度には直結しない。人により幸福の定義も基準もまちまちで同じ物差しで測ろうとするのは困難だと思うが、GKH
男性 60～69歳
のような取り組みを通じてそれぞれの人が自分の幸福度を意識することはとても重要だと思う。これからも息の長い取
り組みを期待します。

高知市

男性 60～69歳 もっと、多くの県民に回答してもらえるようにしてください。

高知市

男性 60～69歳 アンケート結果を有効に活用して具体的な取り組みに期待しています。

高知市

「幸福」について考える時、その前提条件は「平和な世の中」（平和な状況）であることです。戦渦では「幸福」は死
男性 70歳以上 語になります。最近の世の中の動きから（世界&国内）日本は「戦争をしない国」であり続けることを祈る気持ちで
暮らしています！

高知市

女性 20歳未満 観光地を増やす。ドンキを建てる。田んぼが多い。治安が悪い（バイクが夜中うるさい）。

高知市

女性 20歳未満

高知市

女性 20歳未満 バスの本数を増やして欲しい。

高知市

女性 20歳未満 これを聞いて何かしてくれるんですか？

高知市

女性 20～29歳 海老

高知市

女性 20～29歳

高知市

基本的な衣食住に不満はなくむしろ良い環境だと思うが、若者にとっては娯楽・働き口等様々な面で不自由な点が
女性 20～29歳 多い。自然も大切だし自然を使ったキャンペーンなどを売りにするのは良いが、県民が県外に行かなくても満足できる
ようショッピングモールや娯楽施設を増やす、就職しやすいように環境を整える必要があると思う。

高知市

女性 20～29歳 双子妊娠の人にもっと優遇がほしい。妊婦検診の回数件を他の県みたいに増やしてほしい。

高知市

女性 20～29歳 高知県は、四国内でも賃金が安いが賃貸料が高いように感じる。

高知市

高知が全国で勝負するなら農作物生産に力を入れるべきではないかと思います。これまで農家の方々がカンと経験
で対応するしかなかった農業も、ＡＩの導入などで収穫のタイミングなどをデータで可視化できるようになり、従来より
負担が軽減できるようになりました。しかし、県内農家は半数以上がデジタル文化になじみのない６５歳以上の
方々です。ＡＩのような便利なツールを知らず、後継ぎもないまま、終わってしまう農家が今後増えていくと思います。
この現状を変えるため、若い世代と農家をつなぐきっかけが必要だと思います。また、高知県は個人の収入が少ない
女性 30～39歳
のに対して、土地代や家賃が全国的に見ても高額になっており、ガソリン代に至っては全国で一番高い時もあります
（５月レギュラー?/１７８円時点）。まだ月収の少ない若者たちがこれらを負担して生きていくのは中々厳しい状
況です。それによって、子供を産むという選択肢もなかなか選びづらくなっています。子供を産むことが更なる貧困につ
ながるからです。出産においても、高知県内には無痛分娩に対応している病院がないというのも残念です。住民の意
見を取り入れ、”本当に”暮らしを良くしてくれる方に声が届けばいいなと思います。

高知市

女性 30～39歳

高知市

職場のメールに依頼がきたので回答しましたが、質問が多いです。通常だったら途中で答えるの多分やめます(仕方な
女性 30～39歳 いかもしれないですが) 子育てしてない人は子どもに関する項目は省けるようにするとかどうでしょう、実際よく分からな
いです

高知市

女性 30～39歳 安全や満足度などの項目で、何に対してのアンケートなのかわかりにくいものがあった。

高知市

女性 30～39歳

高知市

女性 30～39歳 子どもに関する手当を大きくしてほしい。0歳から保育料無償化や子どもの数だけ所得税割引など。

高知市

女性 40～49歳 最近県外の友人等高知来る機会が多く、高知の住みやすさを良く褒められます。高知の良さを実感します。

コロナのせいで行事や思い出が減った。学校での楽しみがなくなったので、息抜きがなかなかできない。本当はもっと友
達と仲良くわいわいしたい。マスクをとる日はいつ来るのか、教えて欲しい。

夕方のニュース番組で、高知県民総幸福度の調査が始まったことをしりました。高知にきて5年目になりますが、はじ
めて回答しました。結果が楽しみです。

もう少しまとめて回答できるように設問に工夫いただきたいです。同じ設問数でも回答ページを抑えたりできると思いま
した。

共働きで子育て中の主婦としては、自分の幸福を感じる時間はないと感じます。子供も、忙しい日々を過ごす家族
に幸せを感じる心の余裕があるようにはみえません。
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2022年度

高知県民総幸福度（GHK）に関する調査

自由記述
高知県民総幸福度（GKH）に関してのご意見 <FA>
居住地域

性別

年齢

内容

高知市

NHKニュースでこちらアンケートの事を紹介されていたので興味を持ち答えさせて頂きましたが、幸せか不幸せかという
ざっくりしたニュアンスの質問しかない為、幸せ寄りにするしかないように感じました。また、質問にありました「観光など
女性 40～49歳 他県に誇れる部分」は、大いにあるとは思いますが、発信がヘタクソで全く出来ていないと感じるので、アンケートの無
意味さをとても感じます。県内で仕事・賃金・医療・生活面で不便があるかないかといった質問の末の幸不幸をこたえ
たかったです。

高知市

Uターン者に対して地元から出ていない人からの差別的な態度が強い。敵視される。業務に対しての法令順守意
識，ハラスメントの意識が非常に低い。いまだに女性軽視する意識の職場がある。感覚が東京より20年以上遅れ
ていると感じる。業務については効率や法令順守よりも仕事をより長く仕事を受注し続ける方に重きを置いている。
女性 40～49歳 正確性は二の次でも会社の方針としてそれを良しとする風土がある。また公共マナーが非常に悪い。公共交通機関
内でのマナー（順番を守らない。電車の中で席を譲らない，席を荷物で占領），路上喫煙等の街の汚さ等から都
心から来た人が驚くことが多々ある。観光を重視するのであれば，おもてなしの中に公共マナーを守る意識が必要。
20年前の中国のようなマナーの悪さが目に付く。

高知市

女性 40～49歳 最初の２問は恣意的に幸せと答えさせられているような気がする。

高知市

女性 40～49歳 質問が多い

高知市

女性 40～49歳

周りに目を向ければ、良いところも良い人も、悪いところも悪い人も有ります。暑苦しいほど親身で素朴な高知人の気
質はだんだん薄れているようにも感じます。

高知市

女性 40～49歳

公立中学、高校を県外のように充実させて欲しい。高知県だけが、レベルが低く私立に入れるしかない。子供も1番
遊びたい時に中学受験で負担がかかっていると思う。もちろん、経済的負担もある。この状態は、異常だと思う。

高知市

女性 40～49歳 世界的にも日本は幸福度が低いのでいずれは海外移住をしたい

高知市

(1)低所得県では幸せと感じられない。(2)大企業がない（誘致が必要）。(3)大災害時の準備を県としてしてい
るか不安。(4)子ども・孫の将来が大変不安（高知県にいない方が良いのではと思う）。(5)物価が高い、ガソリン
女性 50～59歳
が高い（県外からの転勤者がみんなそう言う）。(6)県として、市として考えているのか？老後が不安。(7)老人県
の対策は？

高知市

女性 50～59歳 高知が大好きです。

高知市

女性 50～59歳

高知市

女性 50～59歳 かなりと とてもの違いが分かりにくい

高知市

女性 50～59歳 自然の豊かさ、食べ物の美味しさは申し分がないと思うが、地方にありがちな価値観の狭さには辛さを感じる事がある。

高知市

女性 50～59歳 アンケート結果をもとにみんなを幸せにする活動をされるのでしたら教えて下さい。

高知市

過去何度かの県民幸福度の結果をみて「ほんと？」と違和感が大きかった。同友会に属していらっしゃる経営者やそ
の家族が満足度の高い生活をしているのはわかるが、高知に住む人皆が持ち家があり畑がある人ばかりではない。高
知県の民間企業の所得でやっていくのは非常に厳しい。懸命に働いて管理職になっても年収250万では、子供の教
育も満足に叶えてあげる事ができない。それが貧困の再生産となり、高知県全体の幸福度の低下に繋がっていくので
はないでしょうか。そして親のような暮らしから、より良い暮らしの可能性がある都会へと、大学から送り出す。子供も、
女性 60～69歳 都会と同様のチャンスや収入が見込めないから、帰れない。県民所得や多様な仕事のチャンスを向上させることに本
腰を入れないと、人口流出は続くばかりです。どうぞ県や経営者の皆さん、一丸となって高知県の浮揚に、根本から
取り組んで下さい。豊かな自然環境は大都市圏以外、どこにでもあるのです。美味しい食べ物も、その土地土地の
美味しさが、どこにでもあるのです。これらは高知県ならではのものですが、その地域ならではの良さはどこにでもあるの
です。どうか思考停止にならないで、より良い高知県とはどういう姿なのか、いま一度明確に思い描き、そこへ向かう努
力の一助になるアンケートになる事を願っています。

高知市

女性 70歳以上 健康で日々生活できることが最大の財産であり、幸せであると思っています。

１日のうち多くの時間を使う仕事中での状況や専業主婦であれば家事の時間帯について調査すれば幸福度アップ
への課題がみえるのではないかと思います。
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2022年度

高知県民総幸福度（GHK）に関する調査

自由記述
高知県民総幸福度（GKH）に関してのご意見 <FA>
居住地域

性別

年齢

内容

高知市

この調査をどのように活かすのか、アンケートを集計した後の具体的な行動がないと意味がないと考えます。アンケート
集計を素に何を、いつ迄に達成するのか、公開して頂きたい。そうでなければ、小学生の学習課題と同類もしくはそ
その他 40～49歳
れ以下となってしまう。人によって、感じ取れる豊かさは様々かと思うが、厳しい状況下では、このアンケートを答えるだ
けで心が折れそうになる方もいるのではないかと思う。

高知市

その他 50～59歳 これを続けることに意義あり。

嶺北広域

男性 30～39歳 まだこの指標が存在していたことが驚き。

嶺北広域

女性 30～39歳 問2の回答が、ネット上で質問票上の1?4しか選択できなかった。

嶺北広域

女性 50～59歳 田舎ですが、三食きちんと食べることができて幸福に思っています。

仁淀川流域 男性 20歳未満 アンケートが長い。
仁淀川流域 男性 20歳未満 とても素晴らしい調査だと思います
仁淀川流域 男性 40～49歳 豊かで安全な国の日本（相対的に）の国民幸福度は低い、その中でのこの調査に意味が見いだせるとは到底思えない。
仁淀川流域 男性 40～49歳

人生において幸せかどうかの物差しがすべての人に共通する物差しで、自分も幸せHAPPYな生き方をいつも考えて
いるので楽しくアンケートに参加させていただきました。

今、地域の活性化に取り組んでいますが、その現状把握、目標設定に「しあわせ」基準で考えることは有益だと考え
仁淀川流域 男性 50～59歳 ています。可能であれば、地域の◯◯地区（例：日高村の能津地区）まで、細分化できるアンケートであれば嬉
しいです。
仁淀川流域 女性 20歳未満 出かける場所がない。遊べる場所がイオンしかない。
仁淀川流域 女性 20～29歳 もっと犬と一緒に出かけらる場所がほしい。犬も幸せに暮らせる地域になってほしい
仁淀川流域 女性 20～29歳 少し長い
仁淀川流域 女性 30～39歳 貧しい、学力低い、素行悪い、離婚率高い、最悪の県です
仁淀川流域 女性 40～49歳 給料が安い。
仁淀川流域 女性 40～49歳 佐川町はガソリンその他物価が高すぎて貧乏人にはしんどい
仁淀川流域 女性 40～49歳 このアンケートに意味を感じない

一度、京都の方に働きに出ましたが食べ物が美味しくないです。高知は食べ物が美味しく自然が豊かですが、大企
業がなく若者の働く場所が少なすぎるし、給料も少ないと思います。食べ物や自然が豊かだけでは、今の若い人はど
仁淀川流域 女性 60～69歳
んどん高知から出て行くでしょう。若い人の働く場と、子どものいる女の方が働ける企業を高知に誘致してみるべきだと
思います。
仁淀川流域 女性 60～69歳

質問の文章の言い回しと回答との符合が分かりにくいものが、２、３ヵ所あった。シンプルにして欲しい。(回答の選択
が正反対の意味になりかけた！)

一言で言いますと、今の世の中、非常に恐ろしい時代になっている…世界経済、環境問題、他国の戦争…を考え
ますと…。今日の人生を大切にしなくては、幸せだと噛み締めなければ、いけないと思う。１０年、２０年後の若者
仁淀川流域 女性 60～69歳
世代（日高村）も住みやすい、豊かな地域になっているだろうか？！毎日、家の前の仁淀川を見ているが水量が
年々と減ってきている。この先、いろいろと自然環境、生活に影響してくるだろう。
高幡広域

男性 30～39歳 紙の無駄な気がします。

高幡広域

男性 40～49歳

高幡広域

住みやすさ、幸福度の尺度は人によって違う（求めるものも違う）ので一概には言えないが、高知県は住みやすい
男性 50～59歳 地域だと思う。テレワークなどの普及でより多様な働き方ができるようになったことを考えると、その傾向はより強くなって
いるのでは？今後のことを考えると、通信インフラをより充実させる必要があると感じる。

高幡広域

男性 50～59歳 高知県は田舎ですが、その分自然が一杯ありますので、アウトドアで活動している人には素晴らしい環境だと思います。

高幡広域

女性 30～39歳

高幡広域

女性 40～49歳 教育水準が低すぎて、今幸福でも将来はどうなりますか？お金がなく幸せでしょうか？

医療に関しての項目が少ない。学校も少ないと思う。上記２つは地域の偏在が大きく、そうしたことを聞くことで今後
の施策に活かせるのではないか？

高知は、どこで食事してもおいしいし、食の豊かさがあると思います。人のあったかさもある。お給料がもっと上がればい
いですよね。
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2022年度

高知県民総幸福度（GHK）に関する調査

自由記述
高知県民総幸福度（GKH）に関してのご意見 <FA>
居住地域

性別

高幡広域

女性 40～49歳 高齢者

高幡広域

女性 40～49歳 高知県自体は魅力的な県かとは思っています。

幡多広域

男性 20～29歳 賃金低すぎ

幡多広域

私たちの代表者である地元選出国会議員数が人口減とともに縮小されつつあります。住民の要望を吸い上げる力
男性 20～29歳 が国選議員から地方議員へと移りつつある中で、地方議会への関心や評価・満足度を調査に盛り込むのもよいかも
しれません。

幡多広域

男性 30～39歳

幡多広域

このアンケートですが、公務員一般職員などは事務員にカウントするようになっています。回答者のほとんどが公務員
の可能性を感じます。私も公務員で上司から回答をお願いされました。市町村職員や、公務員に回答してもらうの
男性 30～39歳 ではなく、県民の声をより多く回答をもらえる方法を模索すべきてはないでしょうか。無意味とまでは言いませんが、市
町村職員があまりにも多く回答している以上、結果が良くなることも想定されます。アンケートが長過ぎて公務員のよ
うに頼まれた人以外やらない気もしています。

幡多広域

男性 30～39歳

こんな意味のないアンケートやめて欲しい。職場で強制され、複数枚処理している。そもそも尺度が違うのにこんな不
愉快なアンケートには正直回答したくないし、時間の無駄としか思えない。

幡多広域

男性 30～39歳

アンケートは実行するための武器です。金をかけ収集したアンケート結果に付加価値を付け県民を幸福にしていってく
ださい。

幡多広域

男性 30～39歳 経済指標だけでは表せない豊かさの指標をつくる試みに大いに賛同する。

幡多広域

男性 40～49歳

幡多広域

男性 40～49歳 調査結果があらゆる分野で有効に活用、意見反映、新たな政策につながることを期待しております。

幡多広域

もっとIターンUターン移住者などを中心とした魅力のある地消地産コミニティーを増やしていくために、費用のかかる耐
男性 40～49歳 震化ありきではない、より使いやすい空き家の改修補助事業予算を県が用意してくれると地域が活性化されるので
是非よろしくお願いします。

幡多広域

男性 40～49歳 現在、精神疾患であるため、マイナスに偏った回答となっておりますことをご容赦くださいませ。

幡多広域

男性 40～49歳 初めて回答します。

幡多広域

男性 50～59歳 コロナ渦で、高知県民得意の宴会など楽しいことができにくいのが残念です。

幡多広域

高知市内はそれなりに医療が充実していたり若者が遊べる場所等があるが、その他の地域にはそれがほぼないといっ
ても良いくらいだと感じます。公園等も昔はもう少しあったが今は殆どなく、子どもが遊べる場所も少なくなったように思
女性 20～29歳
います。自然はもちろん、周りにたくさんあり触れられるところは良いところだと思います。ここで一生暮らしていきたいと
思えるかどうかも幸福度と関係していると思います。

幡多広域

女性 30～39歳 賃金が安すぎるにもかかわらず，ガソリン代など生活に必要な出費が高すぎる。

幡多広域

女性 40～49歳

幡多広域

女性 60～69歳 あまり意味がないように感じる

幡多広域

高知県は自然は豊かで、人間性も素晴らしい方が多いですが所得が低く生活は出来ますが老後の貯蓄が出来ませ
ん、介護職を任用職員と、して雇用して、頂いてますが1ヶ月手取り12万円代です。主人は６７歳フルでは、雇って
女性 60～69歳
貰えない年齢です。後２年で、退職の私は、退職金も30万あるか無いか…二人の年金は合わせて10万行くかなっ
て程度、不安で幸せは感じられません。

県外

年齢

内容

人によって尺度が違う幸福度をアンケートで答えなければいけない意味が分からない。勤務している付き合いで毎年
答えているが、ほぼ強制であり、不愉快極まりない。自由回答にして割り当て等をなくして欲しい。

救急病院がなく通院等が困難と感じる。免許を返納すれば高齢者は生きるのが困難。仕事もなく若者は県外もしく
は市外へ出て行く。

田舎ならではの不便さはすごく感じます。その差が少しでも埋まるように田舎の田舎にも手を差し伸べて欲しい。学
業、運動、仕事全てにおいて選べない、自然が豊かで良いねと言われるがそれしかない。田舎にも選択肢が欲しい。

男性 40～49歳 幸せについて考える時間がとれました。
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2022年度

高知県民総幸福度（GHK）に関する調査

自由記述
高知県民総幸福度（GKH）に関してのご意見 <FA>
居住地域

性別

年齢

内容

県外

高知県には、豊かな自然、人（明るい、親しみやすい）、歴史文化（祭りや史跡等も多い）、美味しい酒・食
材、物価が安い等々、とても魅力的で、幸福度の向上に寄与するものが多くあると思います。（私も高知県で暮ら
男性 40～49歳 したかったですが、残念ながら望んだ仕事に就けず県外にでました。）上記のような魅力が、このアンケートで見える
化できるのか、他県と差別化できるのか少々疑問でした。独自の豊かさの指標をつくる取り組みは大変すばらしいと
思いますので期待しています！

県外

男性 40～49歳 良い視点と思います。

県外

男性 50～59歳 素晴らしいとおもいます。全国に広がるといいですね。ありがとうございます。

県外

男性 50～59歳 「高知県民総幸福」というアンケートなのになぜ、他の都道府県の方がアンケートに答えるのかちょっとわかりにくいです。

県外

男性 50～59歳 初めて回答した傾向のアンケートでした

県外

男性 50～59歳 この指標に傾注して道を誤らないよう祈念します。

県外

男性 50～59歳 住んでいる自治体をイメージして、解答しました。都道府県で括られると、また違う印象になるかも知れません。

県外

男性 60～69歳

県外

男性 60～69歳 他の地域（都道府県）でもこのアンケート調査を実施してもらいたい。

県外

男性 60～69歳 質問量が多いです。

県外

男性 60～69歳 初めて耳にしました。

県外

私の、中学校・高校時代の親友の一人が、長男の奥さんの実家が高知県で、何回か訪れるうちに、高知県がとても
男性 60～69歳 気に入り、高知県に移住することを決意したと、先日、本人から聞きました。この調査をベースに、ますます高知県の
魅力度をアップすることを、ご祈念いたします。

県外

男性 60～69歳 他県との比較を見てみたい

県外

女性 30～39歳 高知県は美味しい食べモノと自然がとても豊かだと思います。家族も旅行で良く訪れています。

県外

女性 50～59歳

県外

女性 50～59歳 日本全国でやれば、意識があがりますよね。

県外

女性 50～59歳 そのような指標をお持ちであることを今回初めて知りました。素晴らしい取り組みだと思います。

県外

女性 60～69歳 毎回アンケートに参加させてもらえて嬉しいです。

県外

女性 60～69歳

PCやスマホで回答する人のアンケート結果が県民の総幸福度の指標になるのか？統計的に有意なものになるの
か？が疑問。この多岐にわたるアンケートに回答する人=かなり特異な人が母集団になるような気がします。

独り暮らしなので、家族との団らんは感じにくいですね。ペットは幸福度にどの程度関係してくるのか知りたいなあと思い
ました。

幸せの定義は人それぞれですが、あらためて問われて、はっとすることがありました。気づきが新たな発見や向上につな
がると確信します。ありがとうございました。
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