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要旨

本研究では、官に̶̶中でもその先端部分である基礎自治体の荒川区に着目し、「幸せ」

を示す幸福度を政策運営に導入することによる影響を探った。荒川区の「荒川区民総幸福

度」は、住民個々人の内面的なものに依拠する主観的指標を軸としている。それは、プラ

イベートな領域にある私的利害や個別具体的な事情と向き合う考え方であり、公平性や共

同利益を担う官には遠い存在である。そのような指標を政策運営に活用することで、結果

的に、荒川区の一部職員に「幸福度追求」という理念が浸透しており、その中にある私的

な要素をめぐって職員の意識に変化が見られた。それを具体的に見るために３つの現場（ケ

ース）̶̶地域商業系・都市計画再開発系・地域活動団体系̶̶に着目した結果、それぞ

れの形で私的利害や個別具体的な事情へ関係していた。ここまでを 1～５章で論述している。 

そして、以上の分析結果を、相性がいい「公共性論」の観点から捉える手続きをするこ

とで意味の見出しを試みた。つまりは、戦後の日本における公共性をめぐる言説（議論）

の中で、今回発見したものはどこに位置付けられるのか、それを６章前半で考察している。

最後に、６章後半では、「職員が理念として幸福を追求する荒川区のまちはどのように変

わる可能性があるのか」という関心から、本研究で扱った３つのケースの中でも地域商業

系を手がかりにして筆者なりの提言に臨んだ。

本稿のストーリー概略図
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1.序章                      
 

 本研究の目的は、官1が、住民個々人の内面的な価値観に依拠する主観的指標をベースと

した幸福実感度の向上を政策目標にすることは、公共性に関わるとされている政策や施策、

あるいは職員の思考や思想、それにもとづく行動が、住民一人ひとりといったプライベー

トな領域に存在する私的利害や個別具体的な事情も対象にしているのか（＝官の担う公共

性の意味が転換しているのか）を明らかにすることである。研究対象は、官の中でもその

先端部分である基礎自治体の荒川区である。荒川区は、「幸福実感都市あらかわ」を掲げ「荒

川区民総幸福度(GAH)」指標と政策・施策・事務事業の連動を区の目標としている。 

 序章では、なぜこのような目的を設定したのかを「日本における戦後の公共性をめぐる

言説（議論）と官の位置付け」を整理するところから始めて説明していく。 

1-1.研究の背景 －戦後の公共性と官－ 

◆戦後から 1960-70 年代 －官に占領的に担われた公共性－  
 戦後、「公共の福祉」が憲法第１２条に明記されて以降、1960-70 年代に至るまで、官が

「公＝オオヤケ」の権力を持ち公共性を独占的に担ってきた（権，2018）。ここでいう公共

性とは、官による公共事業に依拠したものである。例えば、社会学者の船橋晴俊は、戦後

から 1960-70 年代における公共性という概念と官による公共事業の関係性̶̶公共事業の

絶対的優位性を担保する公共性̶̶について、新幹線公害問題を事例に次のように明らか

にした。当時、公共性は、国鉄の推進する新幹線事業が、沿線の「住民側の求める被害救

済の要求」を却下するためのより心に、さらには、事業に抵抗する運動に対して「マイナ

スイメージ」を与える機能を有していた（船橋，1985）。さらに、船橋は、当時の国鉄側が

公共性の特徴をどのように見ていたかについて、次の 2つにまとめている。1つ目が「国民

生活および社会経済に対する広汎な有用性を提供している」、２つ目が「事業主体が公的主

体であり、政府の指示に基づいて運営を行っている」である（船橋，1985）。 

 地域経済学を専門とする多田憲一郎も、この時期の「『公共性』とは政治それ自体であり、

政府の実施する事業は無条件に『公共性』を満たすもの」と考えられていたことを説明し

ている（多田，2006）。 

                                                   
1 本研究において官は、国民（市民）の信託にもとづいて国家もしくは国土の一部を統治する機
関であり、国の政府および地方公共団体（広域自治体や基礎自治体など）といった行政組織を
指し示す。 
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 また、この意味での公共性については、齋藤純一による「公共性の 3 つの大別」でも説

明できよう。齋藤は、2000 年に「さまざまなに語られる公共性をめぐる言説を位置付ける

一つの見取り図」として著書「公共性」を出版した。そして、この著書において齋藤は「や

や図式的な説明になるが」と前置き、公共性の主要な意味合いは「Official」「Open」

「Common」という３点に要約できるとしている（齋藤，2000）。そして、「Official」に

ついては「国家が法や政策などを通じて国民に行う活動を指す」とし、対比されるものと

して「民間における私人の活動」としている（齋藤，2000）。また、「強制、権力、義務と

いった響きをもつ」とも説明しており（齋藤，2000）、船橋や多田が解説したような官によ

る「上からの」公共性としての公共事業と重なる。 

 以上のように、戦後から 1960-70 年代における公共性は、官が主体となる国民全体の利

益として考えられた。つまり、官の実施する事業は、無条件に公共性を満たすとされてい

たのである。 

 

◆1960-70 年代 －住民•市民運動による公共性－ 
 しかし、1960-70 年代になり、公共事業の公害に対する住民・市民運動が勃興する過程

で、官以外の主体も公共性を担えると考えられるようになった。当時、官は、事業をめぐ

る裁判を公共性と私権（住民や市民）と位置付ける。これに対し、住民・市民側は、「交通

の利便という公共性」と「環境という公共性」の争いと解釈して反対運動を行う。公共性

それ自体を批判の対象とし、住民・市民運動を行った（宮本，1989）。つまり、住民・市民

運動は、私的、個人的な動機に基づいていたとしても、討論を重ねて公論を形成し、批判

的公衆として官に向きあっていた。公論を形成することで、それを公共性とみなしていた

のである。 

 この時期における住民・市民運動の中の公共性は、哲学者・社会哲学者・政治哲学者で

あるハバーマスの思想が論理的な拠り所となっている。この点は、地域社会学を専門とし、

住民・市民運動に積極的に関わっていた似田貝香門の次のような言葉に要約される。 

 

「現代社会で『公共性』の問題が登場してくる１つの要因は、60 年以降、わが国の権力

装置たる官僚制機構の主力の意思決定機構が『科学的管理』という『技術的合理性』（J・

ハバーマス）を確立した事態にある。」（似田貝，1976） 

 

「ハバーマスの言葉を借りれば、『公共性は、（政府や民間団体、とりわけ政党の、）示威

的機関の側からする操縦のための統合の原理』という内容をもつにいたる。」（似田貝，

1976） 
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「もともと一般的にも、また、発生的にも『公共性』なる概念は、自立した市民の、公

開的で能動的な議論とそれを通じて形成される公論、という意味を持っている。したが

って今日、公権力がこの概念を『操縦のための統合の原理』へといくら機能展開させて

も、元来の意味を全く捨象するわけにはいかない。」（似田貝，1976） 

 

 以上、似田貝の見解からわかるように、この時期の公共性は、ハバーマスの思想が大き

く影響していると言える。しかし、批判的公衆としての主体は、ハバーマスの理論では市

場で経済活動を推進するブルジョワジーであったが、ここでの住民・市民運動では一定の

地域に居住し生活する住民であった（権，2018）。 

 

◆1990 年代後半 －市民の「複数性」が発生する公共空間－ 
 そして、1990 年代後半に、戦後から 1960-70 年代の「官に独占的に担われてきた公共性」

でもなく、1960-70 年代の「住民・市民運動の公共性」でもない公共性が現れる。契機は、

1995 年阪神・淡路大震災で、そこで勃興したボランティア支援活動の分析をする際に、哲

学者・思想家であるアーレントの思想に依拠する、市民の「複数性」が発生する「現われ

の空間」が公共性を帯びた空間（公共空間）として表象された。特に社会学的な文脈で、

自覚的に、ポストハバーマス的な公共性を考える際に相応しいとして、アーレントの思想

や用語が積極的に導入された。これを権は、第二の意味転換と名付けた（権，2018）。第一

の意味転換は、ハバーマスの思想を論理的な拠り所にしていた 1960-70 年代の「住民・市

民運動の公共性」が発生したことを指す（権，2018）。そして、第二の意味転換は、基本的

にはその 1960-70 年代に措定された主体像の懐疑という形でされたものである。 

 この時期に語られるアーレント思想を拠り所にする公共性については、似田貝の見解が

参考になる。似田貝は、1960-70 年代の「住民運動論的な主体論」の公共性には「生の共

約可能な commensurable 要素の特定化」という特徴があったことを指摘する。しかし、

阪神・淡路大震災における支援活動の経験より、「個の生の『他ならさ uniqueness』」や「複

数性への配慮」、さらに「見捨てられた境遇」すなわち「他者の関心＝配慮と、他者との応

答関係を失わされた境遇者」といったことを公共性に関連させて積極的に論じるようにな

る（似田貝，2001）。 

 この点を詳しく解説するために、似田貝による、以下の震災支援の分類をみてみる。似

田貝は、震災の支援を「種々の制度や介護保険等による専門的な介護・介助・支援を合計

しても、１０時間分にしかならない制度的支援の対応」と「残された１４時間の当事者の

個性的な〈生〉の要求に対応したボランティアによる支援の対応」に分類した（似田貝，

2001）。前者は、官が「公的に承認し保証した制度」であり、「当事者にとっては権利化さ
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れつつあるもの」である。しかし後者は、「支援者による、そのつどの状況下における、当

事者自己決定の内容の認識に応じた活動」で、専門家のマニュアル的活動領域から配慮さ

れない、非制度のもとでの非専門家によるものであり、それは市民の「複数性」への配慮

である。そして同時にそれは、「間人格的関係（「顔の見える関係」）の領域であり、アーレ

ントのいう『現われの空間 the space of appearance』そのものである」という（似田貝， 

2001）。 

 また、似田貝は、「強い主体」が形成する共同体とは異なる新たな関係性̶ 「̶弱い主体」

̶̶の形成について以下に論じている。それは被災地における支援者と被災者の間に「間

人格的関係（顔の見える関係）」が生成したことも関係する。 

 

「ボランティア活動（支援活動）は、被災者（障害者）との相互関係が重要である。大

切なことは、この関係によってボランティア活動者（健常者）も被災者（障害者）と同

じように、人として〈becoming 過程の存在〉であることを認識することである。」（似

田貝，2001） 

 

 似田貝は、支援者と被災者が人として対等な関係を築き、そこに個々人の多様な生が「現

われ」ることを発見し、そのことを肯定する。 

 他の論者においてもアーレントの用語は使用されている。例えば、地域社会学・都市社

会学が専門の清水洋行は「見捨てられた境遇」に着目し（清水，2001）、社会政策・社会計

画が専門の武川正吾は身体性と複数性に接合することを試みている（武川，2003）。このよ

うに主に社会学的言説で、アーレントの用語が受容されたのは、権力装置、官僚制、操作、

批判、公論、公権力といったハバーマス的な用語と距離を置きながら公共性を改めて解釈

するためである（権，2018）。 

 一方で、1999 年に雑誌「現代思想」で「市民とは誰か」という特集が組まれ、そこに収

録された中野敏男の「ボランティア動員型市民社会論の陥穽」と渋谷望の「〈参加〉への封

じ込め」の両論文が、ボランティアを始めとする市民社会論に対して批判的なスタンスを

取っている。そして、社会学を専門とする仁平典宏によると、この両論文が、近年のボラ

ンティア批判の先鞭をつけることになったという（仁平，2011）。例えば、中野は、ボラン

ティア活動がいかに「自発的」に行われていようとも、行政コストを減らし社会に適合的

な「主体」を用意する意味でのシステム転換の要請に従っており、官による、新たな管理

形態を支えるものだとして問題視している（中野，1999）。また、少し乱暴な言い方ではあ

るが、毒舌を売りしにしているあるタレントは、次のように発している。 
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「ボランティアという行為には、そもそもすごいパラドックスがあるんだよ。国のやる

福祉というものがそもそもボランティアだろう。大震災の被災者の世話でも重油を肥柄

杓ですくうことにしても、本来は全部国の仕事のはずだ。そういった事件が起きたとき

のために、普段から高い税金を払って、あれだけたくさんの役人を養っているわけなん

だから。だからボランティアをやればやるほど、本来働くべき人間に楽をさせ、間ぬけ

な国を助けているということになる。」（ビートたけし，1997） 

 

 これは専門家の意見ではないが、そうではないからこそ、ボランティア活動における官

への不満を抱く一般市民も少なくはないということが、彼の発言から想像できよう。 

 以上のように、1995 年の阪神・淡路大震災を契機に、ボランティア活動を代表とする新

たな市民活動が一般的に表象されるようになった。そして、そこで、「見捨てられた境遇」

「他ならさ」「複数性」「現われ」と言ったアーレントの思想が論理的な拠り所になった新

たな公共性が誕生した。そしてこれらが混在化する場が、「現われの空間」としての公共空

間であると見なされた。しかし、一方で、そのような市民社会に対して、批判的な見解を

持つ者が存在していたのも確かであった。 

 

◆その後 －官による 1998 年「NPO法」設立と 2010 年「新しい公共」宣言－ 
 その後、1995 年の阪神・淡路大震災が大きな契機となり、ボランティアに代表される市

民活動が広く認知され、1998 年に「特定非営利活動促進法（NPO）」が設立した。その年

は「ボランティア元年」とも呼称されており、震災時に活性化したボランティア活動が、

やがて制度的裏付けという意味での「官による承認」を獲得したのである。つまり官は、

ボランティア活動の高まりという市民の意識に対して、組織化、制度化という支援を与え、

活動が持続することを後押しした。また、そのような市民が公共性を持つものとして認知

された（権，2018）。それは、官が考える公共性を、住民・市民に命令するのではない。横

もしくは水平の関係、すなわち共同・協働関係から新しい公共は生成するとされた（権，

2018）。つまり、市民は官のパートナーとして、あるいは官と同等な担い手として公共性に

関わることができる。以前は、国家や行政が一方的に支援するタテの公共性であった。 

 さらに、2010 年、民主党政権の鳩山由紀夫首相のもとで、「新しい公共」が宣言される。

この宣言によって、官が公共を独占的に担うような、かつての公共性を目指すのではなく、

ボランティア活動など、民にも公共が担われるべきという主張が明確化した。政治学者の

小林正弥は、この「新しい公共」を高く評価して次のように言っている。 

 

「ここからは『官』だけではなく、人々が『新しい公共』を担うとして『官』の規制を
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なくして、市民や NPO などの活動を側面から支援することを二一世紀の政治の役割と

している。首相自らが『官』やさらには国家それ自体の役割を相対化して、市民や NPO

などが担い手となる『新しい公共』の意義を謳った点においても画期的である。」（小林，

2010） 

 

 また、この点に関連して、政治哲学や公共哲学を専門とする宮崎文彦は、住民の自治と

いう観点から、官に過度に「依存する状態から脱却すること」は極めて望ましいとして、「国

家もしくは行政と市民の関係の変化」を高く評価した（宮崎，2010）。 

 しかし、市民活動の「パートナーとしての地位の確立」とは裏腹に宮崎は、「『新しい公

共』は、市民がその担い手になるだけではなく、『判断主体』としての自治をも獲得しなけ

れば形式的なものに留まる」と問題点も指摘している。（宮崎，2010）。他にも批判的な、

あるいは懐疑的な見解を持つ論者が多く存在する。例えば、渋谷望は、それらのボランテ

ィア活動などは、官にとって有益である「フレキシブルな低賃金労働」となる可能性を危

惧する（渋谷，2003）。また、阿部敦によると、対等・平等というよりも、民と官の間に従

属関係が生じる可能性があると危惧しており、疑問があるという（阿部，2006）。さらに、

小倉利丸も、現在の市民社会は「政府、民間資本」が「NGO や NPO と呼ばれる団体の活

動を意図的にコントロール」（小倉，2004）していると主張する。権も、形式上、歴史上、

共同・協働関係と見なされる階段となったからこそ、「国家と市民の対等な関係を見直すこ

と」、そして、官が担い続ける公共性と、それ以外の主体が担い得ることの「相違点を改め

て考えること」を主張しており、そのためには、官民の関係に「共同・協働のみならず、

ある意味で闘争・抗争的な要素を復活させることが求められる」という（権，2018）。権の

見解からも、「闘争・抗争的な要素の復活」という観点から、官民の関係性に対して懐疑的

な視線を感じ取れるだろう。 

 以上より、「新しい公共」のもとで市民活動は、官の役割を一部引き受け、その積極的な

担い手となり、社会の中で機能することが期待される。これは、国家から市民への権限の

譲渡と考えられる。しかし、他方で、規制緩和の流れの中で、市民活動の下請け化や従属

関係化とみなすこともできる。後者の問題は、ボランティア論や市民社会論でたびたび指

摘されたものである（松下，2004；関，2008；立岩，2005）。 

 

◆戦後の公共性と官 －公共性言説の中の批判的存在－ 
 以上のように、日本における戦後の公共性に関する言説の経緯を見てみると、公共性の

内容やそれを担う主体は時代とともに意味転換してきた。そして、その経緯の中で、官は

しばしば批判的に論じられてきたのも事実であった。 
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 戦後から 1960-70 年代までは、官が公共を占領的に担ってきた。それに批判的公衆とし

て対抗する形で、1960-70 年代では、市民・住民運動が勃興し、官以外の民も公共を担う

とされ公共性は意味転換した。そして 1990 年代後半では、ボランティアなどの市民活動に

おいて、官が「公的に承認し保証した制度」ではない、市民の「複数性」が現れる空間が

公共性を帯びた空間として意味転換した。一方で、そのようなボランティアを代表とする

市民社会論に対して、それは官による「新しい管理形態」だという批判的な言説を持つ者

もいた。そして、その後、1998 年の「NPO 法」設立と 2010 年の「新しい公共」宣言のも

と、官民の協働・共同関係が理想とされた。以前は、国家や行政が一方的に支援するタテ

の公共性であったのに対して、民は官のパートナーとして、あるいは官と同等な担い手と

して公共に関わることができるとされた。ウェーバーの言葉を借りれば、「正当な物理的暴

力の行使の独占を要求する人間共同体」である官（ウェーバー，1971）が、自発的で自由

な市民活動を強く肯定しているのである。しかし、それを対等・平等というよりも、官に

よる市民活動の下請け化や従属関係化とみなす言説が多く存在することも確かであった。

このような批判的スタンスを取る者たちは、官民の共同・協働関係は形式的であり、実際

は、官によって巧みにコントロールされる「新たな管理状態」を生んでいるのではないか

と問題視しているのである。 

 以上のように、公共性（あるいは公共空間）と関係深い主体として官が挙げられるが、

一方で、それは、しばしば批判的存在として語られていた。 

 

 

1-2.研究の目的 

◆仮説 －官と〈個別的なもの（私）〉－ 
 しかし、そのような、しばしば批判的対象であった官に̶̶中でもその先端部分である

基礎自治体の荒川区に変化が見られる。なぜなら、荒川区は、GDP などの経済的価値基準

に代わる新たな基準として、人間の「幸福」を示す幸福度関連指標2「荒川区民総幸福度(GAH)」

の向上を政策運営の目標にしており、それによって公共性に関わるとされる政策・施策・

事務事業などの対象範囲が変化̶̶官の担う公共性の意味合いが変化̶̶していると考え

られるからである。重要なのは、荒川区は「幸福」を人間一人ひとりの内面的なものに関
                                                   
2 様々な国や地方自治体、研究機関で、GDP などの経済的価値基準に代わる新たな基準として
人間の『豊かさ』ないし『幸福』を示す幸福実感度を指標にする動きが進んでいる。しかし、
その指標の名称は各地域によって様々であるため、本研究では、それらをまとめて幸福度関連
指標とする。 
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係するものとして、つまり、個別具体的な主観要素であるとして「荒川区民総幸福度(GAH)」

を作成し、政策の視点に取り入れていることである。この点について以下に詳しく説明す

る。 

 多くの国や自治体で、幸福度関連指標を政策の視点に取り入れる動きはあるが（内田ら，

2012）、失業率や犯罪件数、離婚率、自治加入率といった統計的に測定しやすいデータを用

いて幸福度を定義する客観的な幸福度関連指標とは違い、荒川区は「幸福度とは何か」か

ら検討を始め、幸福度関連指標を真摯に考えた。しかし、幸福度という指標は、学術的に

明確な定義がないなど、理論的考え方や統計的方法論が十分に確立していない。そのため、

創意工夫のもとで苦悩に満ちた検討を続けている。そして、現在は「～と感じますか/思い

ますか」といった住民個々人の自己申告をベースとした主観的な幸福度実感をもとに、そ

れを幸せにするためにはどうしたら良いのかと奮闘している。つまり、荒川区は、幸福度

は住民個人の価値観などに左右される内面的で曖昧なものに依拠するとして「荒川区民総

幸福度(GAH)」を作成し、住民がどう感じるかといった、いわゆるアウトカム（成果）を判

断基準にしている。そして、その主観的な幸福実感度と政策・施策・事務事業等の連動を

図り、指標の向上を区の政策目標としている。それは、住民一人ひとりといったプライベ

ートな領域に存在する私的利害や個別具体的な事情̶̶これを本研究では〈個別的なもの

（私）〉と呼称する̶̶に向き合う考え方を否応無しに行っていることを意味する。 

 しかし、官の政策・施策・事務事業等は、住民全体の利益にかなうものか、すべての住

民に公平なものかが問われる。公平性・平等性の原則から、ケースワークである生活保護

支援といった個別援助などを除いて、官による多くの施策や事業などは〈個別的なもの

（私）〉を対象にしない/できない性質にある。少し極端な見解ではあるが、前述した「新し

い公共」での官民共同・協働の対等なパートナー関係においても、個別具体的な問題やニ

ーズには市民活動における民が関わるとされ、官は〈個別的なもの（私）〉には関与してい

ない/できていないという解釈ができる。また、震災という例外状況ではあるが、似田貝が

言うように、支援者と被災者が人として対等な関係を築き、その領域に、個別具体的な市

民の「複数性」、つまりは個々人の多様な生が「現われ」ることの発見を肯定していたが（似

田貝，2001）、そこに官の存在はなかった。このように官は、〈個別的なもの（私）〉とは遠

い存在であり、それが組織の性質であることがわかる。 

 また、そのような性質であるのは、公平性の原則以外にも官僚制組織3が影響していると

考えられる（荒川自治総研，2012）。官僚制は、合理的な組織の体制であるとされるが、一
                                                   
3 官僚制とは、ドイツの社会学者であるマックス・ウェーバーが代表的な研究者であり、専門化・
階統化された組織体系、明確な権限の委任、文書による事務処理、規則による職務の配分とい
った諸原則を特色とする組織・管理の体系のことである（ウェーバー，1987）。 
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転して、非合理的な組織体系へと変貌してしまう。それは、「予測できない事態が回避され

がちになる」「書類を作り保存することが仕事化してしまっている」「自分たちの業務・専

門以外のことが関わってくるとそれを排除しようとする」などの、形式・手続にこだわる

硬直しがちな組織のことを指す（高橋，2006）。このような「たて割り」「文書主義」「専門

分業化」の組織では、住民個々人に左右される幸福度を考える際に弊害となる（荒川自治

総研，2012）。したがって、官僚制組織を代表とする官は、その性質上、〈個別的なもの（私）〉

に対して柔軟に対応することは困難であると考えられる。 

 しかし、荒川区は、個別具体的な住民個々人によって「幸せ」の基準が異なる、プライ

ベートな領域に依拠する主観的な幸福度を政策の視点に導入し、その向上を区の目標とし

ている。それは、公平性・平等性にもとづいた従来の官が担う公共性とは相違する〈個別

的なもの（私）〉に向き合わなければならない状況にあると言えよう。したがって、このよ

うな考えから以下のような仮説を立てることができる。公平性・平等性を担保しなければ

ならない官が、個別具体的な住民一人ひとりの事情に依拠する主観的な幸福度の向上を政

策運営の目標としているということは、公共性に関わるとされている政策や施策、あるい

は職員の思考や思想、それにもとづく行動が〈個別的なもの（私）〉も対象にしているので

はないだろうか。 

 
◆研究の目的 
 以上の関心から、行政のミッションである⑴政策・施策レベルの視点と、職員一人ひと

りの思考や行動といった⑵個人レベルの視点を用いて、以下を研究目的とする。 

 本研究では、荒川区を事例に、官が、住民個々人の私的利害や個別具体的な事情に依拠

する主観的な幸福度の向上を政策目標にすることは、公共性に関わるとされている政策や

施策（⑴政策・施策レベルの視点）、あるいは職員の思考や思想、それにもとづく行動（⑵

個人レベルの視点）が〈個別的なもの（私）〉も対象にしているのかを明らかにする。 

 

◆分析視角（考察の予告） －官に着目した〈個別的なもの（私）〉と公共性の関係性－ 
 ここで研究を進めるにあたっての分析視覚を言及する。つまり、本研究の落とし所、い

わゆる考察をどういった視点で解いていくか、補足的に予告する。 

 本研究では、官に着目した〈個別的なもの（私）〉と公共性の関係性を分析視角に用いる。

最初に、事例（荒川区）調査を行い、その後の考察では、公共性をめぐる言説の視点から

荒川区の事例̶̶〈個別的なもの（私）〉と向き合う官̶̶はどのような意味を持つと捉え

ることができるのか、理論的な展開を試みる。 

 前述したように、1990 年代後半の阪神・淡路大震災において、似田貝を代表として、「複
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数性」や「見捨てられた境遇」などといったアーレントの重要語が積極的に用いられ、市

民の「複数性」が「現われ」る場は公共性を帯びた空間（公共空間）であると解釈された。

これは、1960-70 年代の市民・住民運動による公共性とは相反する方向性である。かつて

は官も住民・市民運動も、私的利害や個別的な事象を克服するべきとみなしており、その

ような地域エゴイズムは普遍的賛同を得るために環境問題や平和問題などといったものに

一般化しなければならなかった。つまり、住民個々人から普遍的な市民になることを余儀

なくされた。しかし、震災という例外状態において 1990 年代後半のアーレント思想に依拠

する公共性は、多様な個人を前提とした「間人格的関係（「顔の見える関係」）」（似田貝，

2001）が構築されることが肯定された。 

 そして、清水は、「見捨てられた境遇」という社会的不平等のあり方に着目し、「見捨て

られた境遇」は被災状況下に特有なことではなく、「むしろ地域社会研究において汎用性を

持つ概念と考えられる」（清水，2001）と主張している。この見解から清水は、他者をカテ

ゴリー化することに対する批判的な視点があり、画一化されえない個々人の「複数性」を

問題にしていると言える。そしてこの「見捨てられた境遇」という概念は例外条件のみな

らず、常態においても汎用性を持ち得ると主張している。これは、その概念が個別具体的

な出来事である阪神・淡路大震災という例外状況から解放され、日常といった常態にも普

遍化されることを意味するだろう。さらに、権も、公共性の概念がある・存在する意義を

持ち続ける条件の１つとして次のように言っている。 

 

「個別具体的な状況に対応する過程で、それを生成させることが重要となってくるだろ

う。他なるものの声に応答することで、公共空間は『現われ』る。したがって今後は、・・・

（中略）・・・個別具体的な他なるニーズを聞き取る作業が求められる。これは現場の問

題であるのはもちろん、『複数性』の意義を主張する思想から具体的な場面で複数の声を

聞きとる思想への転換、という学問における課題でもある。」（権，2018）。 

 

 以上のように、アーレント思想である「複数性」や「見捨てられた境遇」などが表象さ

れる空間は公共空間̶̶アーレントの用語では「現われの空間 the space of appearance」

̶̶であると解釈され、公共性を帯びるものとして論じられてきた。また、この公共空間

は、官が公的に保証した制度下にない非制度のもとでの「間人格的関係（「顔の見える関係」）」

（似田貝， 2001）と関係していた。そして、これは、住民一人ひとりといったプライベー

トな領域に存在する私的利害や個別具体的な事情というのも含意するだろう。このような

意味で、アーレントの重要後である「複数性」や「見捨てられた境遇」などを条件とした

「現われの空間」は、本研究で定義した〈個別的なもの（私）〉にも通じるものだと考えら
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れる。さらには、この概念が震災時といった例外状態だけではなく、日常といった常態に

も解放・普遍化されることが一つの論点であった（清水，2001；権，2018）。 

 しかし、以上のアーレント思想を論拠とした公共性は市民活動の領域において語られて

おり、そこに官の存在はなかった。むしろ、官に対して一部形式的な批判もあった。その

ような官である荒川区は、個々人の内面的なものに依拠する幸福度を扱うことによって〈個

別的なもの（私）〉と向き合う考え方を否応無しに行っている。荒川区の政策や施策、ある

いは職員の思考や思想が〈個別的なもの（私）〉も対象にしている/できているのであれば、

それは、今までとは別用の公共性とも言えるだろう。アーレントの重要語である「複数性」

や「見捨てられた境遇」などと無関係であった官という主体が公共性の議論に一石を投じ

ることになると考えられる。したがって、本研究の問いである「住民個々人の私的利害や

個別具体的な事情に依拠する主観的な幸福度の向上を政策目標にすることによって、公平

性を担保しなければならない官が〈個別的なもの（私）〉も対象にしているのではないだろ

うか」は、「官が定義し担う公共性が意味転換しているのではないだろうか」と言い換えら

れる。本研究では、以上のように、官に着目して〈個別的なもの（私）〉と公共性の関係性

を分析視角にもち考察を試みる。 

 また、このような理由で本稿の題目は、「官による公共性」と「官が〈個別的なもの（私）〉

に向き合う条件としいての幸福度」の「関係」、すなわち『官における公共性と幸福度の関

係性』である。 

 

 

 
図 1：分析視角のイメージ 
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1-3.既往研究との位置付け 

 既往の研究を参照することで本研究の位置付けを確認する。なお、戦後の日本における

公共性言説（議論）の中での官の位置付けは前述したとおりである。ここでは幸福度関連

指標の分野で行なわれている研究レビューを行い、本研究で扱う幸福度関連指標の位置付

けを把握する。 

 幸福度関連指標に関する研究では、主に、①幸福度関連指標の試案、②幸福度概念の考

案、③幸福度関連指標の政策への応用分析、④幸福度関連指標と環境の関係などが挙げら

れる。 

 ①で代表的なのが、2010 年から内閣府で発足した「幸福度に関する研究会」が 2011 年

12 月に発表した「幸福度に関する研究会報告―幸福度指標試案―」（幸福度に関する研究会，

2011）である。この研究会で提案された「幸福度指標試案」は、これまでの国内外におけ

る学術研究の成果にもとづいて指標の選別を行ったものであり、主観的幸福感の概念構成

が試案されている。この試案では、主観的幸福感の下位概念として「経済社会状況：基本

的ニーズ、居住、子育て・教育、雇用、社会制度」「健康：身体面、精神面」「関係性：ラ

イフスタイル、家族とのつながり、地域とのつながり、自然とのつながり」といった項目

が立てられている。 

 また、地域単位においても①幸福度関連指標の試案を試みている研究がある。例えば、

国際規模、国規模、自治体規模の持続可能性指標および幸福度関連指標を参考にしつつ、

福岡県大木町を対象とした地域指標の作成を行っている増田ら（2017）の研究や、社会、

経済、環境を細分化した 15 領域を設定し、各領域に、他者への配慮、多様なリスクの備え、

主体の活力といった持続可能性や幸福度に係る 3 つの規範を当てはめることで、地域の持

続可能な発展指標の尺度を設定した白井ら（2013）の研究がある。 

 ②においては、内閣府の「幸福度に関する研究会」の構成員であった内田を筆頭に、文

化心理学の視点から文化的幸福観の概念を呈示している研究がある（内田ら，2012）。この

論文では、近年の幸福度関連指標作成の動きを論じた上で、文化的幸福観概念の重要性を

示している。この論文で内田らは、「文化」を社会・集団の歴史を通じて築かれた慣習およ

び公の意味構造・日常的現実の総体と定義し、「文化」と心の関係を理論的・実証的に明ら

かにしている。 

 さらには、③想起、順応、合理化の視点から経済政策における幸福度の再検討を行って

いる久米の研究（久米，2012）や④国内でのサーベイデータを用いた計量分析を手法とし

て主観的幸福度関連指標と環境汚染の関係性を探っている倉増らの研究（倉増ら，2010）
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など、幸福度関連指標に関する研究は多岐にわたっている。

しかし、本研究の主眼である幸福度関連指標と官の関係性、つまりは、「主観的な幸福度

関連指標の向上を政策目標にすることは、官の政策や施策、あるいは職員の思考や思想が

〈個別的なもの（私）〉も対象にしているのか」という問いに焦点を当てて探求している研

究は見当たらない。例えば、主観的幸福度関連指標を扱うことによる官への影響を記述し

ている研究（辻，2017）はあるが、この研究の主眼は「門真市の取組みに着目し、幸福度

指標導入の目的と経緯、指標の特徴と体系、開発方法と更新体制、活用方法と課題等につ

いてまとめる」（辻，2017）であり、「課題等」で次のように説明しているのみである。

「そして、三つ目の課題としては、庁内の関係各課や職員等が必ずしも十分に理解して

いるとは限らない点である。市政の評価や今後の方向性を定める指標が、抽象的かつ主

観的な指標であることに抵抗感を示す市職員は少なからず存在する。門真市がスローガ

ンとして市民の幸福感を重視すること自体に反対する市職員は少ないが、具体的な施策

に展開する際は思うように理解が進まないことが多い。このため、市民はもちろんのこ

と、庁内の職員にどう理解を促すかが大きな課題となっている。」（辻，2017）。

以上より、本研究の問いである、主観的な幸福度関連指標を扱う官と〈個別的なもの

（私）〉の関係性に着目している研究はない、あるいは、不十分であることがわかった。ゆ

えに、前節でも述べたような、公共性をめぐる言説（議論）から「官と〈個別的なもの（私）〉

の関係」を捉える分析の視角を用いて論述している研究も見当たらない。

このように幸福度関連指標に関する既往の諸研究を参照することで、本研究が独自性を

担保していることが確認できた。

1-4.論文構成と研究手法

本研究の仮説（問い）を明らかにするために、以下のように本稿を構成する。また具体
的な研究手法も次の通りである。なお、主な研究手法は、「荒川区民総幸福度(GAH)」をテ 

ーマとした荒川区自治総合研究所の政策研究会への参加（参加期間：2017 年 10 月～2018

年 12 月）、区職員へのヒアリング（21 人）、文献調査である。
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2 章 研究対象の概要
2 章では、研究対象である荒川区の概要を述べる。2 章 1 節で荒川区の基本的な情報を、

2 章 2 節で「荒川区民総幸福度(GAH)」の開発の経緯̶̶GAH 導入から現在の状況まで̶

̶を、文献調査と職員ヒアリングにより解説する。「荒川区民総幸福度(GAH)」の導入の動

機に関しては、2004 年 9 月の前区長汚職事件・逮捕による行政不信を刷新する狙いがあっ

たと考えられる。つまり、2004 年 11 月に就任した現区長である西川太一郎は、区民の信

頼回復といったような行政改革の意味合いもあり、就任直後に「区政は区民を幸せにする

システムである」という区の事業ドメインを明示し、幸福度関連指標を取り入れたと推測

できる。そして、区の目標が幸福度の追求に転換し、当時の職員は「幸福度とは何か」か

ら考え始め、十数年経った今でも、創意工夫のもとで苦悩に満ちた検討を続けている。

そして、2 章 3 節では、「荒川区民総幸福度(GAH)」はどのように作られているのか、ど

のような特徴があるのか、について、他の地域（国、海外自治体、広域自治体、基礎自治

体）の幸福度関連指標を複数取り上げ、「①指標の活用目的」「②開発主体」「③指標の種類

（客-主）」「④指標の数」「⑤指標の領域」で分類・比較することで、それらを明らかにする。

3 章 ⑴政策・施策レベルにおける分析
3 章では、文献調査や職員ヒアリングにより、⑴政策・施策レベルでの視点で、本研究の

問いである、住民個々人の私的利害や個別具体的な事情に依拠する主観的な幸福度の向上

を政策目標にすることによって、公平性を担保しなければならない官が〈個別的なもの

（私）〉も対象にしているのか、を明らかにする。

3 章１節で、本研究の対象である「荒川区民総幸福度(GAH)」を分析する。本研究では、

前述しているように、個別具体的なものに依拠する幸福度を扱い、それを政策目標にして

いる点で、荒川区に着目している。しかし、⑴政策・施策レベルの視点においては、「荒川

区民総幸福度(GAH)」の分析の解像度を上げることを目的に他の幸福度関連指標も対象にし

て分析、比較する。その際に重要な論点となるのが、指標の種類̶̶主観的幸福度関連指

標か客観的幸福度関連指標か̶̶である。主観的幸福度関連指標は、「～と感じますか/思い

ますか」といった、住民の自己申告などの主観的データをベースにしており、「荒川区民総

幸福度(GAH)」がそれにあたる。一方で、客観的幸福度関連指標は、失業率や犯罪件数など

といった統計などの客観的データをベースにしている。したがって、3章 2 節では、客観的

幸福度関連指標である新潟市の「市民の幸福度(NPH)」を対象にして分析を行う。

その結果、⑴政策・施策レベルでは、「荒川区民総幸福度(GAH)」「市民の幸福度(NPH)」

の両方とも、〈個別的なもの（私）〉を対象にした政策・施策にはなっていないことを明ら

かにする。なお、これは、荒川区や新潟市の取り組みが、実際の住民一人ひとりの幸福度

向上につながっていないという批判ではない。本研究は〈個別的なもの（私）〉を対象にし



21 

ているかどうかを見ていくのであって、住民の幸福度向上に寄与しているのかの検証ない

しは評価をする目的を持っていない。

4 章 ⑵個人レベルにおける分析
4 章と 5 章では、⑵個人レベルでの視点で、本研究の問いである、住民個々人の私的利害

や個別具体的な事情に依拠する主観的な幸福度の向上を政策目標にすることによって、公

平性を担保しなければならない官が〈個別的なもの（私）〉も対象にしているのか、を分析

する。

結論を先にいうと、少なくとも一部の管理職職員において、「幸福度」を口走っているこ

とがわかった。つまりそれは、「幸福度追求」が理念として一定の職員に浸透していた。そ

の職員個人は、「幸福」あるいは「幸福度」の内実や実態は分からないが、追求するべき概

念・言葉として「幸福度」を捉えているのである。

5 章で、個人レベルにおける「幸福度追求」という理念が〈個別的なもの（私）〉を対象

にしているのか、影響を与えているのかについて分析・考察を行い、4章では、まず、なぜ

幸福度が理念として職員個人に浸透しているのか、定着しているのかについて、その要因

を分析する。

結果、「荒川区民総幸福度(GAH)」の「特質性」が大きな要因であることを 4章 1 節で論

述する。文献調査や職員へのヒアリング調査、2章 3 節で行った各地域の幸福度関連指標の

分析比較の結果をもとに、「荒川区民総幸福度(GAH)」の「特質性」を明らかにし、それが、

「幸福度追求」が理念として職員個人に浸透している要因であることを明らかにする。

そして、4 章 2 節では、人材育成の中でも特殊な「荒川区職員ビジネスカレッジ(ABC)」

も「幸福度追求」が理念として職員個人に影響を与えているもう１つの要因であることを

言及する。ここでは、「荒川区職員ビジネスカレッジ(ABC)」と理念としての「幸福度追求」

の関係性を探るため、「荒川区職員ビジネスカレッジ(ABC)」を経験した職員へのヒアリン

グ、現場調査（ABC 参加）、文献調査等を行い、分析する。

5 章 ⑵個人レベルにおけるケーススタディー
そして 5章で、具体的なケース（現場）に着目することで、理念としての「幸福度追求」

は、職員個人の思考や行動に影響を与えているのか、つまりは、官（職員個人）は、〈個別

的なもの（私）〉も対象にしているのか、について、その実態を明らかにする。それは、本

研究の分析視角を用いると、官が担う公共性は意味転換しているのか、を意味する。本研

究では、地域商業系（5章 1 節）、都市計画再開発系（5章 2 節）、地域活動団体系（5章 3

節）の 3 つのケースに着目し、現場職員のヒアリングや文献レビューを行い、調査・分析

する。
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6 章 考察と 7章 終章
最後に 6章で、本研究の考察を行う。6章１節では、本研究の分析視角である〈個別的な

もの（私）〉と公共性の関係性に着目して考察を進める。一般的にこの２つの性質は相反の

関係にあるが、前述したように、公共性は歴史的な経緯の中で、その主体と内容の意味を

転換してきた。その中で、アーレント思想を論理的支柱に、私的利害や個別的な事象に依

拠したものも公共性と解釈された時期・ケースがあった。そのような流れにおいて、荒川

区はどのように捉えることが可能なのか、〈個別的なもの（私）〉と公共性の関係性を見て

いく。6章 2 節では、理念としての「幸福度追求」の先を見る。今回取り上げた３つのケー

スの中でも地域商業系に着目し、それが荒川区のまちの何になるのか、どのような可能性

があるのか、やや断片的で飛躍的でもあるが、筆者なりに１つの方向性を提言したい。

そして、最後に 7章で、本研究のまとめと残された課題を述べる。

図 2：本稿の構成
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1-5.ヒアリング基本情報

2 章に入る前に、本研究で行ったヒアリング調査の基本的な情報をおさえる。以下の表に、

ヒアリング対象者の役職・現職種・性別とヒアリング調査の実施日をまとめた。

表 1：ヒアリングの基本情報
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2. 研究対象の概要

2-1. 荒川区の概要

この節では、荒川区の基本的な情報をおさえる。

◆地理的概要
荒川区は、東京都の特別区（23 区）の 1 つで、東京 23 区の中央からやや北東に位置す

る。区の地域においては、現在、南千住・荒川・町屋・東尾久・西尾久・東日暮里・西日

暮里の 7 つの地名がある（図 3）4。東西に細長く、北側の区境は隅田川と隣接している。

区内はほぼ低地で平坦であるが、日暮里地区の一部は山手台地となっている5。隣接する自

治体は文京区、台東区、墨田区、北区、足立区の５区である。

図 3：東京 23 区における荒川区の位置付け（筆者作成）

◆人口
荒川区の総人口は 2018 年 11 月 1日現在で 216,041 人であり、そのうち男性は 107,350

人、女性は 108,691 人である6（表 2）。また、世帯数は、116,017 世代である7（表 3）。

4 荒川区ホームページ「荒川区の概要・荒川区の地勢」による。（最終閲覧日：2018 年 12 月 5
日）https://www.city.arakawa.tokyo.jp/kusei/gaiyo/suji.files/30-2.pdf
5 同上。
6 荒川区ホームページ「平成 30 年 11 月 1 日現在の世帯数および人口一覧表」による。（最終閲
覧日：2018 年 12 月 5 日）
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表 2：2018 年 11 月 1 日現在の荒川区の人口（荒川区 HP6より筆者作成）

日本人男性人口 98,013 人 

日本人女性人口 98,831 人 

日本人人口合計 196,844 人 

外国人男性人口 9,337 人 

外国人女性人口 9,860 人 

外国人人口合計 19,197 人 

男性人口合計 107,350 人 

女性人口合計 108,691 人 

人口合計 216,041 人 

表 3：2018 年 11 月 1 日現在の荒川区の世帯数（荒川区 HP7より筆者作成）

日本人のみの世帯 102,235 世帯 

外国人のみの世帯 11,457 世帯 

日本人と外国人の混合世帯 2,325 世帯 

世帯数合計 116,017 世帯 

◆荒川区政（職員数など）
2018 年現在、区の行政を統括する区長は西川太一郎であり、西川区長が行政委員や区議

会、区民などに関するすべての仕事を総合的に統括し調整している。また、区長補佐・事

務監督である副区長は、佐藤安夫と北川嘉昭が担当している。常勤職員は、全体で 1,587

人であり、そのうち男性職員が 743 人、女性職員が 844 人となっている8（表 4）。

khttps://www.city.arakawa.tokyo.jp/kusei/gaiyo/setaijinko/heisei30nenn/heisei30nenn11g
atsu/index.html
7 同上。
8 荒川区ホームページ「荒川区の概要」「執行機関」による。（最終閲覧日：2018 年 12 月 5 日）
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/kusei/gaiyo/suji.files/30-7-13.pdf
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表 4：2018 年 4 月 1日現在の荒川区の常勤職員数（荒川区 HP8より筆者作成） 

 男 女 計 

本庁舎内 398 人 329 人 727 人 

北庁舎•事務所等 326 人 436 人 762 人 

学校•幼稚園等 19 人 79 人 98 人 

計 743 人 844 人 1,587 人 

※休業・休職、他団体派遣、都費負担の職員等を除き、育児休業代替任期付職員等を含む 

 

 

◆荒川区政（基本構想・基本計画・実施計画について） 
 荒川区は、基本構想・基本計画・実施計画の３つの領域に分け、区の取り組む方向性を

公表している9（図 4）。 

 2007 年 3 月に策定された基本構想は、概ね 20 年後の目指すべき将来像として「幸福実

感都市あらかわ」を掲げており、６つの都市像で構成されている。６つの都市像は、「生涯

健康都市」「子育て教育都市」「産業革命都市」「環境先進都市」「文化創造都市」「安全安心

都市」となっている。また、2017 年 3 月に策定された基本計画は、基本構想を実現するた

めの 10 年間の計画として位置付けられており、基本構想に掲げた６つの都市像ごとに、政

策・施策の体系としての方向性を示している（図 5）。さらに、実施計画（2017 年 3 月策

定）は、基本計画が示す方向性を具体的に推進していくための計画として位置付けられて

おり、基本計画の計画期間（2017 年度～2026 年度）のうち、前期４年間に特に重点的に

取り組む事業、取り組み方針、目標値等を示すものとして策定されている。 

 
図 4：荒川区の基本構想・基本計画・実施計画の位置付け 

（荒川区「基本計画（平成 29 年度から平成 38 年度まで）」より筆者作成） 

                                                   
9 荒川区ホームページ「荒川区の概要・区政の進め方」による。（最終閲覧日：2018 年 12 月 5
日）https://www.city.arakawa.tokyo.jp/kusei/gaiyo/suji.files/30-14-16.pdf 
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図 5：６つの都市像と施策・政策の体型図 

（荒川区「基本計画（平成 29 年度から平成 38 年度まで）」より筆者作成） 
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2-2.「荒川区民総幸福度(GAH)」の開発経緯 

 ここでは、「荒川区民総幸福度(GAH)」の開発の経緯̶̶GAH導入から現在の状況まで̶

̶を、文献調査と職員ヒアリングにより整理する。 

 

◆2004 年 －西川区政の誕生とブータン（GNH）との出会い－ 
 2004 年 5 月に高橋祥三元助役が収賄容疑で逮捕された。そして、警視庁が調べる中で、

当時の区長である藤沢志光前区長（藤枝和博元前々区長から後継指名を受け出馬・当選）

の収賄容疑も浮上した。その後、藤沢前区長も収賄容疑で同年 9 月に逮捕され、その 1 週

間後、荒川区長を辞職している。 

 そして、同年 11 月に、経済産業副大臣などを歴任していた西川太一郎（1942 年荒川生

まれ）は、藤澤区長が辞職したために実施された荒川区長選挙に出馬・当選し区長に就任

した。就任して間もなく西川区長は、以下のように語っている。 

 

「・・・区政の最高責任者として、前区長・助役の事件を乗り越え、前を向いて新たな

スタートを切り、区政への信頼の回復と区民福祉の向上のために全身全霊を傾けること

が、私に課せられた責務であると考えております。・・・（省略）・・・信頼されるクリー

ンな区長として、このたびの選挙における多くの温かい励ましを糧といたしまして、全

力で区長の重責を全うする決意でございます。」10 

 

 以上の言葉からは、前区長・助役の逮捕による行政不信を刷新することが、就任当時の

西川区長の重要な責務であったことが感じ取れる。そして、若い時から経営学を専攻して

いた西川区長は、自治体管理者とは経営者であると考え、区長に就任してすぐに「区政は

区民を幸せにするシステムである」というドメイン（区の事業領域）を職員に明示した（西

川・月尾，2014）。このドメインに関して西川区長は次のように語る。 

 

「自治体運営を経営ととらえる私から見れば、財源となる税金を納めてくださる住民の

方々は、自治体にとってお客様です。納税に見合うリターンとしての行政サービスに『満

足』いただけなければ、自治体の利潤は減り、持続的経営ができなくなる。その意味で

私ども自治体のゴーイングコンサーンの源泉は区民満足であり、住民の方々の幸福実感

                                                   
10 荒川区ホームページ「区長のあいさつなど・就任に際して」による。（最終閲覧日：2018 年 7
月 12 日）http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kucho/aisatsu/shunin.html 
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であるわけです。」（西川・月尾，2014） 

 

 ドメインにある「区民の幸せ」や区長の語りからもわかるように、このドメインが区民

の幸福度実感を政策運営の目標にしている荒川区政の原点であると言えるだろう。 

 そしてすぐに、西川区長は、東京大学名誉教授の月尾嘉男がブータンの GNH（国民総幸

福量）について話をしている TV 番組で見て、行政が市民の幸福量に軸を置くことの重要性

に気づく（西川・月尾，2014）。しかし、市民の幸せの最大化を国の目標と位置づけている

ことに大きな感銘を受けながらも、区においていかに取り組むべきか悩んでいたという（壇

上，2016）。そこで、月尾に相談し、荒川区の区民向けに対して幸福度に関する講演を実施

した（西川・月尾，2014）。ここで、西川区長は、月尾に「まず不幸を減らすことに取り組

むべき」とのアドバイスをもらっている。（壇上，2016）。 

 

◆2005 年前半 －定削の廃止と「荒川区職員ビジネスカレッジ（ABC）」の設立－ 
 2005 年 3 月に「新職員定数適正化計画」を策定し、「行財政体質改善基本計画」を策定

した 1983 年から精力的に行ってきた職員定数の削減を廃止した。この定削の取組により、

「職員定数の削減による人件費総額の減少」の成果を着実にあげている（荒川区，2007）。 

 そして、同年 5月に、「広範な視野で社会情勢を把握できる素養を身に付け、専門知識等

を体系的に修得するとともに、職員全体の意識改革と資質の向上」を目的に、人材育成の

中でも特殊な「荒川区職員ビジネスカレッジ（ABC～Arakawa Business College for city 

officers）」を創設した。なお、基本情報や実態、幸福度向上を目標とする区との関係性など

の詳しい分析は 4章 2 節で取り扱う。 

 「荒川区職員ビジネスカレッジ（ABC）」について西川区長は、「企業の顧客満足が社員

の力にかかっているように、区民の幸福実感には、職員の力が欠かせません。そこで就任 1

年目から・・・（省略）・・・荒川職員ビジネスカレッジ(ABC) をつくりました」と語り、

続けて、「（幸福度について）指標づくりや仕組みづくりばかりが注目されがちですが、区

民を幸せするという志と能力を備えた職員の人づくりが、GAHを底上げする原動力です。」

（西川・月尾，2014）と主張している。つまり、当時の西川区長は「荒川区民総幸福度（GAH）」

を指標づくりや仕組みづくりなどの制度的な扱い方のみならず、職員の思考や意識から変

えていこうという狙いがあったのだと推測できる。 

 「荒川区職員ビジネスカレッジ（ABC）」の設立及び企画運営にあたっては、西川区長が

就任当初に辞退した退職金を財源とし、管理職候補者及び新任係長が ABC 担当スタッフと
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なっている11。当初、ABC 担当のスタッフは、西川区長からの「区の大学を設立したい」

という要望を受け取り、管理職級職員に焦点をあてて検討していた。しかし、西川区長は

「職員を太らせたい」、「学ぶ文化をつくりたい」という言葉を用いて若手職員も含めた視

点を持っていた。そのため方針が変わり、若手職員に焦点あてた区の大学の制度をオーダ

ーメイドで 1 からつくっていくことになったが、参考事例もなく新しい試みだったため試

行錯誤して制度設計を行っていった12。 

 以上が 2005 年前半の経緯であるが、職員定数の削減を廃止した直後の 2ヶ月後に「荒川

区職員ビジネスカレッジ（ABC）」を設立していることから、次のような推測もできる。20

年近く行っていた定削を廃止したため、区民の財政への不満が高まることは容易に想像で

きよう。そのため、そのような不満を取り除くべく、行政サービスの向上を狙う側面もあ

り、「荒川区職員ビジネスカレッジ（ABC）」のような特殊な人材育成を導入したと推測で

きる。実際に、荒川区は 2005 年度を「人財育成元年」と位置付けている。 

 

◆2005 年後半～2006 年 －GAHの提唱と区民への幸福度調査実施－ 
 そして、西川区長が「区政は区民を幸せにするシステムである」という区のドメインを

明示してから約１年後の 2005 年 11 月に、「荒川区民総幸福度 (GAH：グロス・アラカワ・

ハッピネス)」を提唱し、庁内の若手職員によるプロジェクト・チームを設置して検討を開

始した。これによって、荒川区のめざす目標が、ＧＮＰやＧＤＰといった物の生産を機軸

に置いた施設の整備や行政サービスの数量といった物の豊かさではなく、「幸せ」という心

で感じる満足度に軸足を据える方向性に転換したということが明確化した。そして、翌年

2006 年 11 月には、第 31 回荒川区政世論調査に区民に幸福度を尋ねる質問を設け、本格的

に幸福度指標について検討を開始している。  

 また、当時は、基礎自治体で幸福度の指標化に取り組んでいる例がなかったこともあり、

ブータンを始めとした海外の先進事例を参考に調査研究を進めるなど、幸福度の研究に際

し様々なアプローチを試みている。実際に、ブータンへ職員 3 名を派遣し、GNH（国民総

幸福量）を参考に検討を進めた（西川・月尾，2014）。ブータンと日本では、地理的条件の

ほか、文化や思想、経済環境などが全く異なるので、当然ながらブータンの指標をそのま

ま荒川区の指標にすることはできなかったが、ブータンが掲げた「GNH は GDP よりも我

が国にとって大切である」という着眼点は、荒川区にとっても「大いに参考になる」と考

えていたという（壇上，2016）。 

                                                   
11 A 氏からのヒアリング（2018 年 6 月 19 日）による。 
12 B 氏からのヒアリング（2018 年 8 月 2 日）による。 
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◆2007 年 －「幸福実感都市あらかわ」を標榜した基本構想を公表－ 
 そして、2007 年 3 月に、概ね 20 年後の荒川区の将来像として、「幸福実感都市あらかわ」

を標榜した「荒川区基本構想」を公表した。ここでは、目標にすべき 6つの都市像（「健康・

福祉」、「子育て・教育」、「産業」、「環境」、「文化」、「安全・安心」）を設定している。この

間に、幸幅度に関する文献・先進事例の検討を行い、さらにこの作業を踏まえて、「各人の

識務に関する幸福度指標の検討」、「幸福度指標の構造分析」「区民ヒアリングの検討・実施」、

「GAH独自の調査票の作成と実施」、「幸福度指標づくり」などについての議論を行ってい

る（荒川区自治総合研究所，2010）。 

 

◆2009 年 －GAHをテーマとした自治総合研究所を設立－ 
 2009 年 10 月、荒川区は、一般財団法人荒川区自治総合研究所（以下自治総合研究所）

を設立した。区に研究所を設置し、「荒川区民総幸福度（GAH）」を中心的な研究テーマに

据え、本格的な研究を開始したのである。基礎自治体が研究機関を置くことはあまり例が

ない。なお、2011 年 8 月に公益認定を受け、公益財団法人に移行している。 

 自治総合研究所には「荒川区民総幸福度（GAH）に関する研究会（以下研究会）」及び「荒

川区民総幸福度（GAH）に関するワーキング・グループ（以下ワーキング・グループ）」の

2 つの組織が設置された。研究会は、自治総合研究所の専門研究員、外部の専門家である

客員研究員、荒川区職員で構成されており、客員研究員の専門性を活かした議論を行うと

ともに、「荒川区民総幸福度（GAH）」の調査研究の方向性を決定する役割を担っている。

客員研究員には、社会倫理学、産業組織論、社会心理学、経済学など多様な分野の専門家

が指名されている（荒川区自治総合研究所，2012）。一方のワーキング・グループは、事務

職、保健師、保育士、建築職、土木職など様々な分野の荒川区職員と自治総合研究所の研

究員で構成されており、研究会における議論やそこで示された方向性などを踏まえ、行政

の最前線に立つ現場職員の視点から具体的な議論・検討を行っている（荒川区自治総合研

究所，2012）。 

 設立してすぐ自治総合研究所では、何が「幸せ」かは、住民個人の内面的なものよって

異なるものであると考えた（壇上，2016）。つまり、荒川区で扱う幸福度は、人間の主観的

な価値観に依拠するものであると前提したのである。しかし、そうした極めて主観的な幸

せの実現をシステマチックに進めていくには、幸福の定量化が必要となると考えた（壇上，

2016）。また、単に幸福かどうかの主観を測るだけでは区政との接点が見出せないとして、

区独自の指標を作成することになった（壇上，2016）。 

 以上を踏まえ、「荒川区民総幸福度（GAH）」研究プロジェクトは、まず先行事例の研究

から取り組んだ。ブータンの GNH（国民総幸福量） をはじめとする海外の幸福度指標を
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分析し、項目ごとに整理・比較することで、指標において重要視すべき要素を探った。そ

して、荒川区の基本構想「幸福実感都市あらかわ」に掲げる 6 つの都市像（「健康」、「子育

て・教育」、「産業」、「環境」、「文化」、「安全・安心」）が幸福度測定の指標項目の世界的潮

流と一致していることを見出し、6つの分野ごとに指標を策定することとした（荒川区自治

総合研究所，2011）。 

 

◆2011 年 －研究プロジェクト中間報告書の公表－ 
 2011 年 8 月に、自治総合研究所によって、「荒川区民総幸福度（GAH）に関する研究プ

ロジェクト中間報告書」が公表された。この報告書は、「荒川区で取り組む『幸福』研究の

意味・目的」、「荒川区民総幸福度（GAH）の基本的な考え方及び研究の進め方」、「幸福度

指標における指標項目の研究」「今後の検討課題及び検討の進め方」など、「幸福の考え方」

や「政策・施策・事務事業との連動」といった区が幸福度関連指標をどう扱っていくか、

どのように考えていくかの方向性が述べられている。また、この報告書では、指標作成の

目的について次のように説明されている。 

 

「①荒川区民へのアンケート調査により幸福度を算出し、場合によってはヒアリング等

を行い、その意向を確認する。次に、②幸福度指標の結果から、荒川区民の幸福度を向

上させるためには何が必要か、これまでの関連施策に不足はないか、不足があればどの

ようなことをすればよいかを分析する。そして、③荒川区民総幸福度（GAH）の向上に

向けた取り組みを、荒川区民をはじめとする荒川区に関連する様々な人や団体と一緒に

行う。」（荒川区自治総合研究所，2011）。 

 

 このことから、「荒川区民総幸福度（GAH）」の向上を区の目標と明示していることがわ

かる。しかし、「荒川区民総幸福度（GAH）」の向上において、幸福度関連指標と政策・施

策・事務事業との連動については、実施した政策・施策が個々の指標にどのように影響を

与えるのかを把握するのが難しいという問題があると指摘している（荒川区自治総合研究

所，2011）。また、政策を実施してすぐに成果が現れる指標なのか、長い時間かけないと成

果が現れない指標なのかについても十分考慮しながら活用していかなければならないこと

も言及している。（荒川区自治総合研究所，2011）。 
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◆2012 年～2013 年 －46 項目の幸福度指標の完成・実施－ 

 調査方法や評価等を含め指標をつくり出す作業は困難を極め、ワーキング・グループは

100 回以上を開いて議論を積み重ねるなど、多大な工ネルギ一を注いだ（壇上，2016）。

その結果、2012 年 8 月に、幸福を構成する要素を分析し、幸福度指標のモデルを作成した

指標案は当初数百に及んだが、アンケートで答えやすい設問数を考え大幅に絞り 6 つの分

野の指標案が完成した（壇上，2016）。そして、「荒川区民総幸福度（GAH）に関する研究

プロジェクト第二次中間報告書」による公表を行うとともに、職員によるアンケートの試

行や表現の微調整など試行錯誤を繰り返し、質問文の分かりやすさやマイナスの感情を尋

ねる文言などを工夫し、46 の「荒川区民総幸福度（GAH）」の指標の質問文一覧を完成さ

せている（表 5,6）（荒川区自治総合研究所，2012）。 
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表 5：荒川区民総幸福度（ＧＡＨ）指標の体系 
（出典：荒川区「基本計画区（平成 29 年度から平成 38 年度まで）」） 
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表 6：荒川区民総幸福度（ＧＡＨ）の指標の質問文一覧 
（出典：荒川区「基本計画区（平成 29 年度から平成 38 年度まで）」） 
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 そして、2013 年から毎年 20 歳以上の区民 4,000 人（無作為抽出）を対象に「荒川区民

総幸福度（GAH）」 指標を用いた区民アンケート調査を実施している。なお、毎年、アン

ケート回収率は約 5割程度で、2000 人近くのデータを採取しておる。また、46 の指標は、

1 (全く感じない)から 5 (大いに感じる)の 5 段階で実感度を回答してもらう方式で尋ねてい

る。他に、各分野の指標間の重要度や分野別の重要度、回答者の属性に関する設問があり、

合わせて 71 の質問数となっている（荒川区自治総合研究所，2012）。 

 当時、自治総合研究所は、アンケート調査の活用に関して、幸福はそもそも主観的なも

のであると前提し、「荒川区民総幸福度（GAH）」の指標は、区民の幸福実感を重視した主

観的な指標が中心になると考えたと前述した。しかし、幸福度が高い状態にあっても時間

の経過とともにそれが当たり前になってしまったり、幸福度はその時々の気分や状況等に

より影響を受けたりすることが先行研究で指摘されており、様々な課題を抱えていること、

また、主観的な指標だけで社会環境の変化を把握することも難しい判断した（荒川区自治

総合研究所，2012）。したがって、それらを考慮して、アンケート調査で得られた区民の自

己申告による主観的な指標をベースに、それを統計調査などの客観的な指標（健康寿命、

労働時間、ごみの排出量、犯罪認知件数など）を加えた関連指標で補完する形で活用して

いく方向性にした（図 6）（荒川区自治総合研究所，2012）。 

 

 
図 6：荒川区民総幸福度(GAH)の幸福実感指標と関連指標（荒川区自治総合研究所,2012,「荒
川区民総幸福度（GAH）に関する研究プロジェクト第二次中間報告書」より筆者作成） 
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 さらに、政策・施策・事務事業と幸福実感度の連動に関しては、統計的データなどの関連

指標を向上させることで、それが主観的な幸福度指標の向上にも寄与すると考えた。その

ため、政策・施策・事務事業と幸福度実感度を連動させる指標として、関連指標を設定し

た（図 7）（荒川区自治総合研究所，2012）。 

 

 
図 7：政策・施策・事務事業の実施と幸福度の向上の関係性イメージの例：健康・福祉分野（荒
川区自治総合研究所,2012,「荒川区民総幸福度（GAH）に関する研究プロジェクト第二次中間

報告書」より筆者作成） 
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◆2014 年 －プロジェクト・チームの立ち上げと幸せリーグの設立－ 
 しかし、「荒川区民総幸福度（GAH）」と政策・施策・事務事業とのリンケージ（連動）

を考えるのは時間がかかりすぎるという懸念があった。そこで、自治総合研究所は、指標

案づくりに一定の目途がついた段階でリンケージ問題を検討するプロジェクト・チームを

2014 年 4 月に立ち上げ、指標案の仕上げはワーキング・グループで、リンケージの検討は

新設のプロジェクト・チームでというように、2 つの作業を連携して同時並行的に行うこ

ととした（図 8）（荒川区自治総合研究所，2012）。 

 

 
図 8：荒川区自治総合研究所の研究体制（荒川区自治総合研究所,2012,「荒川区民総幸福度

（GAH）に関する研究プロジェクト第二次中間報告書」より筆者作成） 
 

 2014 年 6 月には、西川区長を会長として、52 自治体からなる「住民の幸福実感向上を

目指す基礎自治体連合」、通称「幸せリーグ」が設立された。設立の経緯に関しては、荒川

区の幸福度に関する研究に対して、国内外から数多くの自治体やメディアから問合せや取

材の申込み、あるいは視察があり、そうした状況から、地域を問わず各地の基礎自治体が、

住民の幸福について同様の問題意識を持っていることが明らかとなった（壇上，2016）。そ

こで、西川区長とつくば市（茨城県）の市原健一市長、京丹後市（京都府）の中山泰市長

が発起人となって全国の基礎自治体に呼び掛け、「幸せリーグ」を結成したという（壇上，

2016）。月尾も「幸せリーグ」設立に関わっており、「私が塾長をしている自然塾というの

が全国に二十ほどあり、そこで交流のある北海道斜里町の馬場隆町長が、立候補した時に

『幸福実感』の向上を町の目標にすると公約して当選されました。そこで西川区長とご相

談し、同じような理想を掲げる全国の自治体を集めて社会を動かそうと構想が具体化した

のです。」と語る（西川・月尾，2014）。 
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 幸せリーグは、住民の幸福実感の向上という同じ問題意識を共有する基礎自治体同士が

連携し、行政運営のレベルアップを図るための緩やかな連合体である。各自治体の職員で

構成する実務者会議で、インターネット等も活用しながら、活発な情報交換や意見交換等

を積み重ね、政策の互換性を高めている。そこでは、幸福度調査の実施に役立つマニュア

ルの作成や、幸福を成文化したモデル条例づくりといったテーマごとにグループに分かれ、

総会で成果発表を行うなどを実施している13（写真 1）。さらに、幸せリーグには、月尾の他

にも、東京大学元総長で、三菱総合研究所理事長の小宮山宏、東京大学名誉教授の神野直

彦、アライアンス• フォーラム財団代表理事の原丈人、千葉大学教授の広井良典、東京大

学教授の坂田一郎が加わっている。また、幸せリーグは、対外的に何かを主張したり、要

請したりする利益誘導型の連合体ではなく、あくまで、住民に幸せになってほしいと希求

する自治体が、自主的に、自立的に、自らのあり方を高めようとする集まり、緩やかな連

合体であると宣言している。従って、会務以外に意見統一がなされることはなく、参加も

退会も自由であるという（猪狩，2018）。 

 

 
写真 1：幸せリーグの実務者会議の様子（幸せリーグ HP13 より） 

 

◆2015 年 －アンケート結果の分析を実施－ 
 そして、2015 年 3 月に「荒川区民総幸福度（GAH）レポート Vol.1」を作成して、ＧＡ

Ｈ指標を用いた区民アンケート調査結果の分析を行った。また、同年 11 月には、「荒川区

民総幸福度（GAH）レポート Vol.2」を作成し、区民アンケート調査の分析からみる防災

力や地域力向上の取り組みをまとめる。 

 
                                                   
13 幸せリーグホームページによる。（最終閲覧日：2018年12月6日）http://rilac.or.jp/shiawase/ 
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◆2018 年現在 －アンケート調査結果５年分の解析－ 
 現在は、2013 年から 2018 年までの 5 年間で蓄積された 9337 件のアンケートデータの

解析から見えてきた政策課題とその取り組みの方向性を検討している。これまでの解析の

方向性は、アンケート 5 年分の時系列的推移から政策・施策・事務事業等による客観的な

指標の動向対策（変化や要因）をすることで、主観的幸福度が向上する仮説のもと統計な

どの客観的データと兼用する考えであった。しかし、経年の変化が予想以上に小さく、統

計的優位が見出せず、統計的な詳細な分析が適わなかった。そのため、客観的データとの

兼用を廃止する方向性に転換した14。一方で、統計的な優位な差がないということは、年度

を越えたデータも同一群のデータとして扱うことが可能であるということから、全体を 1

万件に近いデータ群として捉え、区民の幸福度実感を詳細に分析し、政策の判断や課題に

結びつけることにした15。 

 

◆小括 
 以上、「荒川区民総幸福度(GAH)」の開発の経緯̶GAH導入から現在の状況まで̶を見て

きた。「荒川区民総幸福度(GAH)」の導入の動機に関しては、区民の信頼回復といったよう

な行政改革の意味合いが大きくあったと考えられる。つまり、前区長汚職事件・逮捕によ

る行政不信を刷新する狙いで、区長就任直後に西川区長は、「区政は区民を幸せにするシス

テムである」という区の事業ドメインを明示し、幸福度関連指標を区の政策運営の視点に

取り入れたと推測できる。 

 そして、区の目標が幸福度の追求に新しく変わり、当時の職員は「幸福度とは何か」か

ら考え始め、ブータン王国への派遣調査など、様々なアプローチを試みていた。さらには、

「荒川区民総幸福度(GAH)」をテーマとした専門の研究機関（自治総合研究所）を設立した

り、52 自治体からなる幸せリーグを設立したりと、本格的に幸福度関連指標に向き合う姿

勢を取っていることがわかる。 

 指標に関しては、荒川区は、幸福は住民一人ひとりの価値観に依拠する主観的なもので

あると考えて幸福度関連指標の開発を開始した。そして、政策・施策・事務事業等の連動

を図ることを目的に、統計的データなどの関連指標を向上させ、それが主観的な幸福度指

標の向上にも寄与すると仮説を立てた。つまり、客観的な指標の動向対策をすることで、

主観的幸福度が向上する仮説のもと、客観的データと主観的データを兼用する考えであっ

た。しかし、現在、アンケート調査開始の 2013 年から 2015 年の 5 年間で、関連指標に統

                                                   
14 C 氏からのヒアリング（2018 年 10 月 9 日）による。 
15 同上。 
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計的優位な変化が見られなかったため、客観的データとの兼用を廃止し、主観データをベ

ースにして政策の判断や課題に結びつけることにしている。十数年経った今でも、創意工

夫のもとで苦悩に満ちた検討を続けているのである。 

 

 

2-3.「荒川区民総幸福度(GAH)」の特徴 －各幸福度関連指標の比較－ 

 ここでは、「荒川区民総幸福度(GAH)」はどのように作られているのか、どのような特徴

があるのか、について他の地域の幸福度関連指標を分類・比較することで、それらを明ら

かにする。 

 まず、最初に、幸福度関連指標の基本的情報を整理し、その後、各地域の幸福度関連指

標を複数取り上げ、その概要を述べる。そして、それらの幸福度関連指標を、「①指標の活

用目的」「②開発主体」「③指標の種類（客/主）」「④指標の数」「⑤指標の領域」で分類・比

較することで、「荒川区民総幸福度(GAH)」の位置付けを把握する。 

 

◆幸福度関連指標とは 
 官が本来目指すべき政策目標を達成するうえで、物質的な豊かさや経済効率の価値を測

る GDP などの動向だけに依存して良いかどうかという観点からみると、様々な問題があり

不十分な面が多い。なぜなら、経済成長が伸び悩むにつれ、市民が主観的に感じる幸福感

と経済指標が必ずしも一致しないことが指摘されるようになったためでる。経済発展は生

活の質を向上させ、個人による意思決定や自由選択の幅を増大させるものであるが、一方

で都市型生活などによるストレスや、自然環境の持続可能性の減衰などをもたらすもので

もある。そのため、経済的指標が人々の物心の豊かさを測定する物差しとしては必ずしも

十分ではないことが各所から指摘された（内田ら，2012）。そして経済成長とは別の指針と

して、個々人・社会全体の幸福感を取り上げようとする動きが出てきたのである。 

 1970 年代から国民総幸福量 Gross National Happiness（GNH）の増加を政策目標とし

ているブータンが先進事例であり、2000 年代に入ると、フランスやイギリス、アメリカと

いった先進国で、主観的な幸福度関連指標を新たな政策指標として加えようとする検討が

開始された。このような幸福度関連指標の発展を受けて、OECD16は 2011 年に、よりよい

                                                   
16「Organisation for Economic Co-operation and Development：経済協力開発機構」の略で、
本部はフランスのパリに置かれている。先進国間の自由な意見交換・情報交換を通じて、1)経済
成長、2)貿易自由化、3)途上国支援に貢献することを目的としており、35 の国が加盟している
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暮らしについての指標を発表し、安全や安心、雇用、収入、教育などの分野における客観

的・主観的な指標による国家間比較の結果を提示している。日本においても 2010 年から

内閣府で「幸福度に関する研究会」が発足し 2011 年 12 月に指標案が発表された。そこで

は、主観的幸福感の概念構成を発表している。具体的には、主観的幸福感の下位概念とし

て「経済社会状況：基本的ニーズ、居住、子育て・教育、雇用、社会制度」「健康：身体面、

精神面」「関係性：ライフスタイル、家族とのつながり、地域とのつながり、自然とのつな

がり」といった項目が立てられている。この指標によって明らかになった事実に対して、

今後、政策への反映が課題となっていくものと思われていたが、2012 年 9 月の会議をもっ

て終了している17。 

 幸福度関連指標を地方自治体施策に組み入れようとする動きも活発であり、日本におい

ては、都道府県レベルでは熊本県の「県民幸福量」や兵庫県「GPI 真の進歩指標」、そして

基礎自治体レベルでは新潟市の「Net Personal Happiness（NPH）」や本研究で扱う、東京

都荒川区の「荒川区民総幸福度 Gross Arakawa Happiness（GAH）」などの事例がある。 

 ここでは、「荒川区民総幸福度(GAH)」の特徴を見ていくのだが、前述したように、荒川

区以外にも様々な国や地方自治体、研究機関で幸福度関連指標作成の動きが見られる。幸

福度関連指標の定義は様々で、開発主体、指標の活用目的、指標の種類（主観的指標/客観

的指標）、指標の数、指標の領域などの要素によって異なる。そのため、最初に、各地域で

幸福度関連指標を作成している主体を複数取り上げ、一般的な幸福度関連指標の実態把握

を試みる。各幸福度関連指標を比較する際は、「①指標の活用目的」「②開発主体」「③指標

の種類（客/主）」「④指標の数」「⑤指標の領域」の視覚要素に分けてそれぞれを見ていく。

その後、それで得られた知見から「荒川区民総幸福度(GAH)」はどのように作られているの

か、どのような特徴があるのかを見出すとする。 

 

◆対象の選定 
 分析の対象とした幸福度関連指標の概要を述べる。前述の通り、幸福度関連指標作成の

実践の分野では、国レベル、広域自治体、基礎自治体など様々である。海外においても幸

福度関連指標作成に関する取り組みが相当数行われている。そのため、幸福度に関する指

標、調査及び関連する報告書は多数に渡っており、全てを取り扱うことができない。した

がって、ここでは一定の基準を設け、対象とする幸福度関連指標を複数選定した。その基

                                                                                                                                                     
国際機関である（経済産業省ホームページ「OECD とは？」による。（最終閲覧日：2018 年
12 月 19 日）http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/oecd/html/index.html）。 
17 内閣府ホームページ「幸福度に関する研究会」による。（最終閲覧日：2018 年 12 月 19 日）
https://www5.cao.go.jp/keizai2/koufukudo/koufukudo.html 
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準の内容は、以下のものである。(ア) (イ) (ウ)のどれか一つ以上に当てはまり、かつ、(エ)

の条件に当てはまるものを取り扱う。 

 

(ア) 幸福をテーマにした指標 （指標名や項目で「Happiness」や「Well-being」、「幸福」

などの語を用いているもの） 

(イ) 幸福に関わる持続可能性（sustainability）をテーマにした指標 

(ウ) 幸福度測定などに活用する目的で作成された指標 

(エ) 「①指標の活用目的」「②開発主体」「③指標の種類（客/主）」「④指標の数」「⑤指標

の領域」が把握できるもの18 

 

◆各地域の幸福度関連指標概要 
 まず、最初に、各地域の幸福度関連指標の概要を述べることで基本的情報を整理する。

そのため、各地域の幸福度関連指標を、「国及び自治体名」、「開発主体」、「指標対象数（2018

年度現在）」、「指標の構成（領域・分野・項目）」、「指標の領域」、「指標の種類（算出方法

＝主観的指標か客観的指標か）」、「指標の活用目的」の項目で見ていく（確認できなかった

項目は未記入）。なお、本研究において、「領域」を、種々の幸福度関連指標で取り扱って

いる大きな枠組みである教育や健康、環境などを示すものとする。つまり、具体的な指標

の上位概念となるものである。また、「項目」を、それぞれの幸福度関連指標において、幸

福を測るために具体的に測定をした項目のこととする。そして、「分野」を、それぞれ定義

した領域と項目の中間にあるものを示すことにする（図 9）。また、指標の種類における算

出方法では、主に、主観的指標と客観的指標がある。前者は、「あなたは～と感じますか？」

などといった、住民の自己申告をベースにしている。一方後者は、失業率や犯罪件数、自

治加入率といった、統計的な定量的データをベースにしている。 

 
図 9：幸福度関連指標の 1 つのイメージ（筆者作成） 

                                                   
18 ベルギーの「WELLBEBE」とイタリアの「the QUARS」に関しては、「③指標の種類（客/
主）」を把握することはできなかったが、その他の要素（「①指標の活用目的」「②開発主体」「④
指標の数」「⑤指標の領域」）では比較する際に多いに参考になるため、本研究で取り扱う。 
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 (1) Analysis of subjective well-being data19 
・	国及び自治体名：イギリス 

・	開発主体：イギリス統計局（Office for National Statistics-ONS） 

・	指標対象数（2018 年度現在）：約 6564 万人 

・	指標の構成：4 領域 4 項目 

・	指標の領域：(1)生活満足度 (2) （自分の人生において自分のやることに）価値がある (3)

昨日の幸福度 (4)昨日の心配 

・	指標の種類（算出方法）：主観的指標（ONS 世帯調査において 4 つの主観的幸福の質問

を導入） 

・	活用目的：イギリス統計局（ONS）は幸福度を測定し、その結果を、WEB サイトを通

して提供することを目的としている。提供先は国民だけではなく、イギリスの地方自治

体なども想定されている。 

・	備考：イギリス統計局（ONS）は、2011 年 4 月から、年次人口調査（Annual Population 

Survey-APS）を含む ONS 世帯調査を実施しており、その中に 4 つの主観的幸福の質問

を導入している。 

 

(2) Gross National Happiness (GNH)20 
・	国及び自治体名：ブータン 

・	開発主体：ブータン 

・	指標対象数（2018 年度現在）：約 8 0 万人 

・	指標の構成：9 領域 72 項目 

・	指標の領域：(1)心理的幸福 (2)自然環境 (3)健康 (4)教育・教養 (5)文化 (6)基本的生活 

(7)時間の使い方 (8)地域共同体の活力 (9)優れた統治 

・	指標の種類（算出方法）：主観的指標 

・	活用目的：GNHの向上を政策目標にしている。 

・	備考：1972 年に、ブータン国王ジグミ・シンゲ・ワンチュクにより提唱されたものであ

り、物質的な側面よりも、心の豊かさに着目した概念指標である。GDP（国内総生産）

に代表される経済的な指標とは異なる観点による指標を活用し、それ自体の向上を国家
                                                   
19 Office for National Statistics Web Site による。（最終閲覧日：2018 年 10 月 10 日）
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/wellbeing/bulletins/measuringn
ationalwellbeing/april2017tomarch2018?:uri=peoplepopulationandcommunity/wellbeing/
bulletins/measuringnationalwellbeing/april2017tomarch2018 
20 Gross National Happiness Web Site による。（最終閲覧日：2018 年 10 月 10 日）
http://www.grossnationalhappiness.com/ 
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政策の目標としている。 

 

(3) Canadian Index of Well-Being (CIW)21 
・	国及び自治体名：カナダ 

・	開発主体：カナダ・オンタリオのウォータールー大学と提携している独立系の研究所「カ

ナダの幸福研究所（Institute of Wellbeing）」 

・	指標対象数（2018 年度現在）：約 3629 万人 

・	指標の構成：8 領域 64 項目 

・	指標の領域：(1)生活水準 (2)健康 (3)環境の質 (4)教育と技術のレベル (5)時間の使い方 

(6)コミュニティの活力 (7)民主主義の過程への参加 (8)芸術・文化・余暇の状態 

・	指標の種類（算出方法）：主観的指標＋客観的指標（項目の中に、主観的指標と客観的指

標が混在している） 

・	活用目的：国民が求めている幸福度の状況を統計的に計測し、定期的に公表することに

より、すべてのカナダ人が幸福について共有できるようにすることを目的としている。

また、幸福度の計測結果を提供することで、政策立案者に対して、政策立案の参考ツー

ルとして機能する側面も期待されている。 

・	備考：第 1 次レポート（幸福度の計測結果）は 2009 年に出され、年毎に幸福度の計測

結果のレポートを出す形式で指標作成が進められている。2016 年度に公表されたレポー

ト（1994 年～2014 年）が最新版である。 

 

(4) WELLBEBE22 
・	国及び自治体名：ベルギー 

・	開発主体：ベルギーの閣僚評議会（the Council of Ministers） 

・	指標対象数（2018 年度現在）：約 1135 万人 

・	指標の構成：8 領域 

・	指標の領域：(1)教育 (2)仕事 (3)環境 (4)健康 (5)収入 (6)社会の相互作用 (7)自治 (8)余

                                                   
21 CANADIAN INDEX OF WELLBEING Web site による。（最終閲覧日：2018 年 10 月 10 日）
https://uwaterloo.ca/canadian-index-wellbeing/about-canadian-index-wellbeing 
22 原出所：Sophie Spillemaeckers, Luc Van Ootegem,Nicolas Prignot, Hoger Instituut Voor 
de Arbeid （HIVA, KULeuven）,University College Ghent （Hogeschool Gent）, Centre d’
Etudes du Développement Durable （ULB） ‘Contribution to the Working Package 2 of the 
project WELLBEBE Focus groups as a tool for the analysis of well-being’ , 2008. 
http://www.wellbebe.be/ , http://www.wellbebe.be/Mydocs/FG_Report.pdf 
 出所：荒川区自治総合研究所(2011),22 ページ. 
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暇 

・	活用目的：政策立案者に対して、現行の政策が住民の幸福度にどれだけ寄与しているの

か、評価するのに適した幸福度指標を立てることを目指している。 

・	備考：2005 年から 2011 年に進められた研究プログラム、「持続可能な発展のための科

学」（Science for a Sustainable Development: SSD）の一部である。2008 年に出され

たレポートでは「幸福のためのカテゴリーと指標のリスト」が公開されている。 

 

(5) Monitoring Sustainable Development (MONET)23 
・	国及び自治体名：スイス 

・	開発主体：スイス統計局ら 

・	指標対象数（2018 年度現在）：約 837 万人 

・	指標の構成：1 領域(26 領域中)6 項目 

・	指標の領域：(1)自殺率 (2)生活満足 (3)（年齢による）生活満足 (4)（収入による）生活

満足 (5)信頼できる人の有効性 (6)環境を形成していることの自尊心 

・	指標の種類（算出方法）：主観的指標 

・	活用目的：スイスの持続可能な発展のために、指標による計測運用システムを確立する

ことで、政策などのあらゆる計画を評価することを目標にしている。 

・	備考：分野は多岐に渡っており、市場、生産、消費、環境など大規模なテーマも含めて

26 の領域に分類・測定している。その中で、幸福（happiness, well-being）の項目に関

しては、「主観的生活状況」に位置づけられており、それは６つの項目から構成されてい

る。 

 

(6) Qualità Regionale dello Sviluppo – Regional Quality of Development (the 
QUARS) 24 
・	国及び自治体名：イタリア 

・	開発主体：「Sbilanciamoci!」という NGO をはじめとした 45 の組織 

・	指標対象数（2018 年度現在）：約 6060 万人 

                                                   
23 Monitoring Sustainable Development Web Site による。（最終閲覧日：2018 年 10 月 10 日）
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/publikationen.a
ssetdetail.341756.html 
24 原出所：‘The QUARS ASSESSING THE QUALITY OF DEVELOPMENT IN ITALIAN 
REGIONS’pp.20-21. http://www.sbilanciamoci.org/docs/misc/eng/quars.pdf 
 出所：公益財団法人荒川区自治総合研究所(2011),24 ページ. 
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・	指標の構成：7 領域 

・	指標の領域：(1)環境 (2)経済及び労働 (3)権利及び市民権 (4)平等の機会 (5)教育と文化

(6)健康 (7)参加 

・	活用目的：幸福や地域の発展の質を測定するためのツールの開発を目的としている。 

・	備考：the QUARS は、「Sbilanciamoci!」という、グローバリゼーション、平和、人権、

環境などに従事するイタリアの NGO やネットワークなど 45 の組織を巻き込んだキャ

ンペーンで、環境の持続可能性、権利の促進及び QOL に基づいた発展の新しい質の構

成要素を示し、つなぐことを試みている。 

 

(7) Community Indicators Victoria (CIV) 25 
・	国及び自治体名：オーストラリア ビクトリア州 

・	開発主体：ビクトリアヘルスプロモーション財団及び、メルボルン大学公衆衛生学部

McCaughey センター 

・	指標対象数（2018 年度現在）：約 636 万人 

・	指標の構成：5 領域 23 分野 93 項目 

・	指標の領域：(1)健康で安全な包括的なコミュニティ (2)力強く弾力性のある地域経済 

(3)持続可能な建造物及び自然環境 (4)文化的豊かさ及び活気に満ちたコミュニティ (5)

民主主義的で熱心なコミュニティ 

・	指標の種類（算出方法）：主観的指標＋客観的指標（主観に関する独自調査と既存の客観

データを分野ごとに表示） 

・	活用目的：政策立案者に、コミュニティを軸にした幸福度指標のフレームワーク（大枠）

を提供し、政策を評価するツールとして機能させることを目標としている。 

・	備考：ビクトリアヘルスプロモーション財団（The Victorian Health Promotion 

Foundation-VicHealth）及びビクトリア州の厚生省（The Department of Human 

Services）による、2005 年 1 月から 2006 年 6 月にかけて行われたビクトリアコミュニ

ティ指標プロジェクト（The Victorian Community Indicators Project）により作成さ

れた指標である。 

 

 

 
                                                   
25 原出所：Community Indicators Victoria. “Data Framework.”
http://www.communityindicators.net.au/data_framework 
 出所：公益財団法人荒川区自治総合研究所(2011),63 ページ. 
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(8) The Seattle Area Happiness Initiative (SAHI)26 
・	国及び自治体名：アメリカ合衆国 シアトル 

・	開発主体：地域における持続可能な指標に関連する非営利団体である Sustainable 

Seattle(S2) 

・	指標対象数（2018 年度現在）：約 70 万人 

・	指標の構成：9 領域 9 項目 

・	指標の領域：(1)全体的な幸福（生活に関する感動や満足を聞いたもので、すべての複合

指標ではない） (2)精神的幸福 (3)肉体的幸福 (4)時間のバランス (5)社会との接続と活

力 (6)教育及び能力の向上 (7)芸術や文化へのアクセス (8)環境の活力 (9)民主的な自治 

・	指標の種類（算出方法）：主観的指標＋客観的指標（主観の調査結果と客観補足データが

対応する形になっている） 

・	活用目的：目的は 2つあり、1つは、政策立案者に、住民の幸福度に関する「情報」、「気

づき」としてのツールを提供すること。もう 1 つが、住民個人に提供することで、自ら

の生活の評価手段を提供することである。 

・	備考：アメリカ合衆国の全国的な指標を目指したプロジェクト The Happiness Initiative 

のプロトタイプであり、他の地域に先駆けて出されたシアトル地域の幸福度を測った指

標である。SAHI は The Happiness Initiative の最初のプロジェクトである。ウィスコ

ンシン、アイオワ、カリフォルニア及び他の州における町や大学が、自分たち自身の幸

福度のイニシアティブをスタート。今回は 2011 年のシアトルにおいて試行されたもの

を扱う。 

 

(9) Community Wellbeing Monitor27 
・	国及び自治体名：オーストラリア 南オーストラリア州 オンカパリンガ市 

・	開発主体：オンカパリンガ市 

・	指標対象数（2018 年度現在）：約 16 万人 

・	指標の構成：4 領域 23 分野 44 項目 

                                                   
26 The Happiness Initiative,2011,「Happiness Report Card for 
Seattle」,http://wikiprogress.org/data/dataset/5514c3fe-3dd9-4631-984d-c6546a147b98/r
esource/54067a9c-329e-46c0-b65e-e70360effdbc/download/Seattle-HappinessReportCard
-2011.pdf 
27 The City of Onkaparinga,2011,「COMMUNITY WELLBEING MONITOR TRENDING 
REPORT #1」
file:///Users/kageyamaryou/Downloads/community_wellbeing_monitor_trending_report.p
df 
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・	指標の領域：(1)環境 (2)経済の発展 (3)社会の発展 (4)健康 

・	指標の種類（算出方法）：客観的指標 

・	活用目的：政策立案者に、幸福度指標の分析を報告することを目的としている。指標の

領域ごとの具体的な指標を提供することで、政策実施によりあらわれた成果を把握し、

それを都市計画などへ戦略的にリンクさせることを期待している。それぞれの分野ごと

に、年次比較や他地域との比較をすることによって結果を掲載している。 

・	備考：コミュニティの幸福（Community Wellbeing）はオンカパリンガ市の都市計画で

ある「Community Plan 2028」の一部であると位置づけられている。この計画は 5 つ

のカギとなるテーマによって補強されている（「私たちの市の計画づくり」「活気のある

経済」「自分たちの環境」「活力と関係性」「コミュニティのリーダーシップ」）。 

 

(10) Wellbeing Watch28 
・	国及び自治体名：オーストラリア ニューサウスウェールズ州 ハンターバレー 

・	開発主体：独立非営利の研究組織であるハンターバレー研究財団（Hunter Valley 

Research Foundation-HVRF） 

・	指標対象数（2018 年度現在）：約 63 万人 

・	指標の構成：10 分野 40 項目 

・	指標の領域：(1)人口動態 (2)雇用 (3)教育 (4)収入及び資産 (5)家族及び社会関係 (6)住

宅及び近隣 (7)犯罪及び安全 (8)健康 (9)保険サービス及び医療 (10)幸福の重要な予測

（変数） 

・	指標の種類（算出方法）：主観的指標＋客観的指標（主観的指標と、それに関連する客観

的データを用いて分析） 

・	活用目的：目的は 2 つあり、1 つは、ハンター地方において、幸福度指標を計測するこ

とで、住民の幸福度とはっきりと結びついた要素や問題を明らかにすること。2つめは、

ハンター地域の過去との比較や、ニューサウスウェールズ州の他の地域との比較した研

究成果によって、住民がどのように暮らしているかを把握すること。 

・	備考：2006 年より調査が始められた、幸福度研究プログラムの主要レポートである。2

年ごとに実施される一般家庭への電話調査の結果に基づいている。 

 

 

                                                   
28 Hunter Valley Research Foundation Web Site による。（最終閲覧日：2018 年 10 月 10 日）
http://www.hrf.com.au/resources/publications/wellbeing-watch 
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(11) Minnesota Milestones29 
・	国及び自治体名：アメリカ合衆国 ミネソタ州 

・	開発主体：ミネソタ州 Department of Administration における The Office of 

Geographic and Demographic Analysis（現在は廃止） 

・	指標対象数（2018 年度現在）：約 558 万人 

・	指標の構成：4 領域 19 分野 70 項目 

・	指標の領域：(1)人々 (2)コミュニティ及び民主主義 (3)経済 (4)環境 

・	指標の種類（算出方法）：客観的指標 

・	活用目的：指標を市民に提示することで、指標の向上という市民の意識向上を目標にし

ている。目標の達成には、政府、個人的な仕事、非営利団体及びミネソタの市民の努力

を結集する必要があると言及されている。 

・	備考：このプロジェクトはミネソタの将来的目標に向かって傾向を測定するためのもの

であり、幸福度を測定する指標とは厳密には異なるが、目標に向けた潮流の測定（アウ

トカム）という意味では、ここで様々な指標をみる上では参考になると考え取り扱った。 

 

(12) Oregon Benchmarks (OBMs)30 
・	国及び自治体名：アメリカ合衆国 オレゴン州 

・	開発主体：オレゴン州のプログレスボード（独立委員会） 

・	指標対象数（2018 年度現在）：約 414 万人 

・	指標の構成：3 領域 7 分野 91 項目 

・	指標の領域：(1)すべてのオレゴンの人々のための充実した仕事（経済的幸福） (2)結び

ついた、思いやりのある、安全なコミュニティ（社会的幸福） (3)健康で持続可能性の

ある環境（環境的幸福） 

・	指標の種類（算出方法）：客観的指標 

・	活用目的：分野ごとに定められた政策目標の達成を計測する幸福度指標の開発を目的と

している。 

・	備考：オレゴン州の長期戦略的計画には Oregon Shines（オレゴンシャインズ）という

                                                   
29 Minnesota Planning, 2011,「Minnesota Milestones Summary.」, 
https://mn.gov/bms-stat/assets/2011-minnesota-milestones-executive-summary-and-all-60
-indicators.pdf 
30 AOregon Progress Board,2009,「 Achieving the Oregon Shines Vision Highlight: 2009 
Benchmark Report to the People of 
Oregon」,http://library.state.or.us/repository/2009/200904071203392/DAS_OPB_docs_2
009Report_2009_Benchmark_Highlights.pdf 
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1989 年に創設された計画があるが、1997 年に更新され Oregon ShinesⅡとなった。

この Oregon ShinesⅡでは 3 つそれぞれの分野の幸福が目標に設定されている。 

 

(13) 兵庫県版 GPI (Genuine Progress Indicator) 31 
・	国及び自治体名：兵庫県 

・	開発主体：兵庫県と非営利のシンクタンク Redefining Progress 

・	指標対象数（2018 年度現在）：約 557 万人 

・	指標の構成：3 領域 28 項目 

・	指標の領域：(1)経済 (2)社会 (3)環境 

・	指標の種類（算出方法）：客観的指標 

・	活用目的：生活の豊かさや持続可能性を正確に測定できないという GDP の限界を踏ま

え、経済的豊かさと社会的・環境的豊かさを関連づけることにより、地域の総合的な豊

かさを計測することを目的にしていた。 

・	備考：兵庫県では、GPI を地域の豊かさを示す新たな指標として位置付け、経済・社会・

環境の３つの側面の持続可能性を考慮して兵庫県における福祉の計測を行っている。非

営利のシンクタンク Redefining Progress によって 1995 年から毎年公表されていた指

標で、計測期間は平成２年～平成 2１年である。 

 

(14) 県民総幸福量（AKH: Aggregate Kumamoto Happiness）32 
・	国及び自治体名：熊本県 

・	開発主体：熊本県と熊本学園大学の教授陣からなる｢くまもと幸福量研究会｣ 

・	指標対象数（2018 年度現在）：約 182 万人 

・	指標の構成：4 領域 12 項目 

・	指標の領域：(1)夢を持っている（家族関係・仕事関係・教育環境） (2)誇りがある（自

然資源・歴史文化・地域社会とのつながり） (3)経済的な安定（家計所得・消費活動・

住まい） (4)将来に不安がない（心身の健康・食と生活環境の安全・防災治安） 

・	指標の種類（算出方法）：主観的指標（各要因の比重を地域ごとに行う県民参加のワーク

ショップの開催等により把握する） 
                                                   
31 原出所：兵庫県,2011,『21 世紀兵庫長期ビジョン -2040 年への協働戦略』,兵庫県. 
 原出所：兵庫県地域の豊かさ指標研究会・兵庫県立大学経済学部・兵庫県企画県民部政策
室,2010,『兵庫県 GPI（真の進捗指標）の概要』,兵庫県. 
 出所：京都大学,2012,「持続可能性指標と幸福度指標の関係性に関する研究報告書 」,平成２
３年度内閣府経済社会総合研究所委託調査. 
32 くまもと幸福量研究会 (2018), 『県民幸福量を測る指標についての意見書』, 熊本県. 
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・	活用目的：目的は主に 3 つあり、①県民と各行政機関等で幸福に関する認識の共有化を

図る、②幸福量の増加に寄与する要因を抽出することで、効果的な政策の展開を図る（指

標向上が直接的な主な目的ではない）、③ローカルな価値の全国発信、である。 

・	備考：熊本県では、2008 年 12 月に策定された県政運営の基本方針である「くまもと

の夢４カ年戦略」の中で、基本目標として「県民幸福量の最大化」を図ることとした。

2010 年 10 月以降、県内の有識者からなる「くまもと幸福量研究会」にて指標案の検討

を進め、2011 年 7 月に「県民幸福量を測る指標についての意見書」の中で、県民幸福

量を測る総合指標としての「AKH」を提唱した。 

 

(15) とやま幸福度関連指標33 
・	国及び自治体名：富山県 

・	開発主体：富山県 

・	指標対象数（2018 年度現在）：約 109 万人 

・	指標の構成：6(+2)領域 15 分野 154 項目 

・	指標の領域：(1)経済社会状況 (2)健康 (3)関係性 (4)持続可能性 (5) 文化 (6)防災 

（＋主観的幸福度、財政） 

・	指標の種類（算出方法）：客観的指標（54 項目中の 1項目のみ主観的指標） 

・	活用目的：この指標は、あくまでも県民の幸福度を測るための 1 つの尺度であると言及

しており、幸福度の計測が主な目標である。その結果を参考に、行政の進むべき方向を

見極めるための「道標」として位置づけている。 

・	備考：2012 年度に策定した「新・元 気とやま創造計画」において、内閣府が設置した

「幸福度に関する研究会」において提示された体系と指標や、法政大学大学院の都道府

県別幸福度ランキングで使用された指標を参考に、富山県における幸福度に関連の深い

指標をまとめた「とやま幸福度関連指標」の作成を試みた。 

 

(16) 京都指標34 
・	国及び自治体名：京都府 

・	開発主体：京都府 

・	指標対象数（2018 年度現在）：約 253 万人 

                                                   
33 富山県,2012,「新・元気とやま創造計画」 
 富山県,2016,「とやま幸福度関連指標」 
34 京都府ウェブサイトによる。（最終閲覧日：2018 年 11 月 10 日）
http://www.pref.kyoto.jp/kyotoindex/ 
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・	指標の構成：3 領域 82 項目（客観的指標 44/主観的指標 38） 

・	指標の領域：(1)府民安心の再構築 (2)地域共生の実現 (3)京都力の発揮 

・	指標の種類（算出方法）：主観的指標＋客観的指標 

・	活用目的：府政の運営指針である「明日の京都」に掲げた約 400 の施策指標の達成が「府

民のしあわせの実感」という「明日の京都」の本質的な目標にかなっているか、府政運

営の方向性が府民意識とかけ離れたものになっていないか、などについて点検すること

を目的にしている。 

・	備考：「明日の京都」は、2011 年 1 月に策定した府政運営の指針である。「明日の京都」

は、基本条例、長期ビジョン、中期計画、地域振興計画を 4 つの柱としており、基本条

例に基づいた理念のもと、中期計画と地域振興計画を定めて、長期ビジョンの実現に向

けた取り組みを展開している。 

・	 

(17) 市民の幸福度 (NPH：Net Personal Happiness)35 
・	国及び自治体名：新潟県新潟市 

・	開発主体：市長直属の内部組織である新潟市都市政策研究所 

・	指標対象数（2018 年度現在）：約 81 万人 

・	指標の構成：5 領域 20 分野 29 項目 

・	指標の領域：(1)子供達が恵まれている (2)安心・安全、暖かい家庭生活 (3)やりがいの

ある仕事、経済的ゆとり (4)社会とのつながり、連携、信頼 (5)高齢者も恵まれている 

・	指標の種類（算出方法）：客観的指標 

・	活用目的：市民にとってのハピネスとは何かを生活者の視点から洗い出し、その達成状

況を測定・評価することを通じて、都市政策に活かすことを目的とする（指標向上が直

接的な主な目的ではない）。 

・	備考：2007 年に政策形成能力向上と戦略的都市経営の推進を目指して設立された市長直

属の内部組織である新潟市都市政策研究所が、都市構想「“田園環境都市”をめざして」を

取りまとめる過程で、市民の幸福の捉え方を検討する中で作成した指標である。 

 

 

                                                   
35 千田俊樹・玉村雅敏・上山信一監修 ,2012, 「住民幸福度に基づく都市の実力評価―GDP 志
向型モデルから市民の等身大ハッピネス(NPH)へ」, 「地方行政」，時事通信出版局. 
 千田俊樹・玉村雅敏，2011，「市民の幸福度（NPH: Net Personal Happiness）評価に基づく、
生活者起点の公共経営」，「地方行政」，時事通信出版局.. 
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(18) 幸福のまちづくり36 
・	国及び自治体名：京都府京丹後市 

・	開発主体：京丹後市 

・	指標対象数（2018 年度現在）：約 5.8 万人 

・	指標の構成：6 領域 18 項目 

・	指標の領域：(1)経済 (2)快適環境 (3)健康長寿 (4)子育て・教育 (5)安心・安全 (6)ふれ

あい（対人関係） 

・	指標の種類（算出方法）：主観的指標＋客観的指標 

・	活用目的：目標は、「幸福」を行政運営の中心軸にしたまちづくりである。その目標の羅

針盤（計測ツール）となる「幸福度指標」を設定し、指標の推移により市政運営が「市

民総幸福の最大化」に向かっているのか施策点検するという考え方である。 

・	備考：「京丹後市まち・ひと・しごと創生」総合戦略アクションプランにも掲げるまちづ

くりの指針がある。その柱のひとつに、「誰もが幸福をますます実感できる市民総幸福の

まちづくり」があり、2013 年 5～6 月に、市民に「市民幸せ度アンケート調査」を実施

している。このプロジェクトの スタートは、学識経験者、商工会などの各種団体、行政

担当者 10 人で構成される「幸福の町づくり研究会」であった。 

 

(19) ながくて幸せのモノサシづくり37 
・	国及び自治体名：愛知県 長久手市 

・	開発主体：長久手市 

・	指標対象数（2018 年度現在）：約 5.8 万人 

・	指標の構成：5 領域 22 項目 

・	指標の領域：(1)健康について (2)子育て・教育について (3)自然やごみなどの環境につ

いて (4)人や地域のつながりについて (5)防災・防犯について (6)福祉について (7)文

化・生涯学習について (8)生活インフラ（交通や買い物生活など）について (9)まちづく

りにおける地域の役割について 

・	指標の種類（算出方法）：主観的指標 

                                                   
36 大阪ガス(株) エネルギー・文化研究所(CEL),2015,「「幸福」を真ん中におくまちづくり」,「【特
集】幸せな地域の暮らしをつくる」Vol.110, 情報誌 CEL. 
 京丹後市ホームページによる。（最終閲覧日：2018 年 10 月 11 日）
https://www.city.kyotango.lg.jp/top/shisei/keikaku/17/4464.html 
37 大阪ガス(株) エネルギー・文化研究所(CEL),2015,「市と市民が協働してつくる「幸せのモノ
サシ」」,「【特集】幸せな地域の暮らしをつくる」Vol.110, 情報誌 CEL.  
 長久手市,2017,「ながくて幸せのモノサシづくり事業報告書」. 
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・	活用目的：「まちや地域の幸せ」を具体的に示し、市の目指す方向性に向かっているかを

確かめるための計測ツール（尺度＝道具）の作成を目的にしている。また、このプロジ

ェクトによって、住民らが動き始めることも目的の 1つである。 

・	備考：まちづくりワークショップを行い、そこに参加した市民の中から有志 10 人、職

員 11 人の協働チームを結成して、「ながくて幸せ実感調査隊」と名付けた。2013 年 10

月より始動した調査隊は、「ながくて幸せ実感アンケート」の作成から始まり、調査票配

布、結果分析、報告書作成を行った。そして、2017 年に「ながくて幸せのモノサシづく

り事業報告書」を公表している。 

・	 

(20) 浜松総幸福量 (Gross Hamamatsu Happiness)38 
・	国及び自治体名：静岡県浜松市 

・	開発主体：浜松市 

・	指標対象数（2018 年度現在）：約 80 万人 

・	指標の構成：9 領域 20 項目 

・	指標の領域：(1)自然環境 (2)健康 (3)教育・教養 (4)文化 (5)基本生活 (6)時間の使い方 

(7)地域共同体の活力 (8)優れた統治 (9)心理的幸福 

・	指標の種類（算出方法）：主観的指標 

・	活用目的：浜松市 PR ブック『HAMA流』の特集(2012)で公表された幸福量で、ブータ

ンの GNHを参考に、浜松市の幸福度を計測することを目的としている。 

・	備考：「HAMA 流（ハマル）」は、首都圏向けに発行しているフリーペーパーで、「意外

と!?」という視点をベースに、浜松の多彩な魅力や価値を様々な切り口で紹介している。

この幸福度調査もその一環で、つまりは浜松市の PR の側面が大きく、「浜松総幸福量

（GHH）」を政策運営に反映させているわけではない。 

 

 

 

 

 

                                                   
38 浜松市ホームページによる。（最終閲覧日：2018 年 11 月 11 日）
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/miryoku/hamaru/009.html 
 浜松市,2012,「特集 2 ―浜松総幸福量（Gross Hamamatsu Happiness）徹底調査!!―」,「浜
松市 PR ブック『HAMA流』第 9号」
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/miryoku/hamaru/documents/hamaru9_04.pdf 
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(21) 門真市幸福度指標39 
・	国及び自治体名：大阪府門真市 

・	開発主体：門真市と外部のシンクタンク 

・	指標対象数（2018 年度現在）：約 12 万人 

・	指標の構成：17 領域 144 項目 

・	指標の領域：(1)心と体が健康である (2)仕事にやりがいを感じ、生活とのバランスが取

れている (3)日常生活に対する身体的・経済的不安が小さい (4)安心して楽しく子育てが

できる (5)子どもの健やかな成長を実感できる (6)人と人との支え合いが実感できる 

(7)隣近所や地域コミュニティとのつながりがある (8)まちづくりを担っている一員であ

ると実感できる (9)地域への愛着がある (10)犯罪や事故・災害への不安が小さい (11)

便利で快適な生活ができる (12)自然・うるおいを実感できる (13)文化芸術に触れたり、

スポーツや学習したりする機会に恵まれている (14)平和で人権が守られている (15)環

境保全に対する意識が高い (16)地域の産業が盛んで活力がある (17)わがまちのことが

よくわかり、市役所が信頼できる 

・	指標の種類（算出方法）：主観的指標＋客観的指標（市民アンケートから主観・客観指標

を構成している） 

・	活用目的：政策評価ツールとして幸福度指標も取り込み、これまで以上に PDCA サイ

クルを活かし、市政の方向性や重点施策の検討に活用することを目的としている。PDCA

サイクルの中には、アンケート調査による指標を向上させる取り組みとして、政策立案・

実行を位置付けている。実際に、幸福度指標の一部については、総合計画の施策体系と

の接点が整理されている。 

・	備考：門真市が幸福度指標の導入を進めたそもそものきっかけは、園部一成前市長の意

向によるものであった。同市長は、３期目の市長選で幸福度指標の導入を公約として掲

げ、市民の支持を受ける形で当選した。その後、2013 年９月頃から、荒川区や京丹後市、

長久手市などの先進事例を参考にしながら、幸福度指標に関する調査研究を始めた。そ

して、市民や学識経験者、市職員を交えて綿密な検討が進められ、2014 年５月 22 日～

６月13日に市民2500人を対象に「市民の幸福感に関するアンケート調査」を実施した。

そして 2014 年度末に、「門真市幸福度指標」を策定している。 

 

 
                                                   
39 門真市ホームページによる。（最終閲覧日：2018 年 11 月 11 日）
https://www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/gijiroku/kohukudo_sihyo.html 
 門真市,2018,「市民幸福実感に関する意識調査平成 29（2017）年度調査結果報告書」. 
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(22) 荒川区民総幸福度 (Gross Arakawa Happiness GAH)40 
・	国及び自治体名：東京都荒川区 

・	開発主体：荒川区（GAHをテーマとした荒川区自治総合研究所の設立し、区の職員が中

心となって検討している） 

・	指標対象数（2018 年度現在）：約 21 万人 

・	指標の構成：6 領域 46 項目 

・	指標の領域：(1)健康・福祉指標 (2)子育て・教育指標 (3)産業指標 (4)環境指標 (5)文化

指標 (6)安全・安心指標 

・	指標の種類（算出方法）：主観的指標（2018 年度現在） 

・	活用目的：目的を区民の幸福実感の向上に置き、政策・施策・事務事業との連動を目指

している。 

 

 以上、荒川区を含めて 22 主体の幸福度関連指標の概要を述べた。本研究では、これらの

指標を比較することで、荒川区の「荒川区民総幸福度(GAH)」の実態を把握する。なお、各

幸福度関連指標を以下の表 7にまとめた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
40 荒川区自治総合研究所,2012,「荒川区民総幸福度（GAH）に関する研究プロジェクト第二次
中間報告書」. 
 荒川区自治総合研究所,2011,「荒川区民総幸福度（GAH）に関する研究プロジェクト中間報
告書」. 
 荒川区自治総合研究所,2015,「荒川区民総幸福度（ＧＡＨ）レポート V o l . 0 1 ～ＧＡＨ指
標を用いた区民アンケート調査結果の分析～」. 
 荒川区自治総合研究所,2015,「荒川区民総幸福度（ＧＡＨ）レポート V o l . 0 2 ～区民アン
ケート調査の分析からみる防災力や地域力向上の取り組み～」. 



表 7：各幸福度関連指標比較表

国レベル（海外） 海外の地方自治体レベル 日本の広域自治体レベル 日本の基礎自治体レベル
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◆各地域の幸福度関連指標の比較分析 
 次に、これらの幸福度関連指標を、「①指標の活用目的」「②開発主体」「③指標の種類（客

-主）」「④指標の数」「⑤指標の領域」の要素で分類・比較することで、「荒川区民総幸福度

(GAH)」の位置付けを明らかにする。 

 

①指標の活用目的 
 

行政レベル（母数） 指標の向上が主な目的 指標化・計測が主な目的 

国（6） 1 5 

海外地方自治体（6） 0 6 

日本広域自治体（4） 0 4 

日本基礎自治体（6） 2（荒川区） 4 

 

 指標の活用目的について、最初に全体（22 指標）を見ると、指標の向上を主な目的とし

ている主体、つまり幸福度関連指標を向上させ、それぞれが定義した幸福度の向上を主な

目的としている主体は 3/22（約 13.6%）であり、その他の 19/22（約 86.3%）は既存の政

策の点検や地方自治体などといった政策立案者への情報共有、住民の幸福度意識の向上な

どといった指標化・測定化のツールづくりに重点を置いている。 

 日本（広域自治体・基礎自治体）で見ても、指標の向上を主な目的としている行政は荒

川区、門真市のみで、他の指標は、指標化・測定化を主な目的として幸福度関連指標を開

発している場合が多い。これに関連して、日本の基礎自治体に着目して幸福度関連指標を

研究している辻隆司は、国内の事例において総合政策と幸福度指標の整合性を明確に整理

している地方公共団体は少ないと報告している（辻 2017）。 

 

②開発主体 
 

行政レベル（母数） 行政 シンクタンクなど 行政+シンクタンク 

国（6） 5 1 0 

海外地方自治体（6） 3 3 0 

日本広域自治体（4） 2 0 2 

日本基礎自治体（6） 5（荒川区） 1 0 
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 開発主体、つまり、幸福度関連指標を作成している主体に着目する。国レベルの場合、

８割以上が国主体で作成している（5/6）が、指標対象数が比較的多いため、統計局が主体

となっている場合が多い。海外地方自治体も半分が自治体主体で作成している（3/6）が、

そのうち 2つは内部の独立委員会などの別組織が主体となっている。 

 日本の広域地自治体では、半分（2/4）が行政で実施しており、残りの２つは、外部のシ

ンクタンクなどと連携している。基礎自治体レベルでは、1/6（約 16.7%）は外部のシンク

タンクと連携していおり、残りの 5つは行政が主体となっていることが分かる。 

 全体（22 主体）でみると、15/22（約 68.2%）が行政主体で開発しており、5/22（約 22.7%）

がシンクタンクなど、2/22（約 9.1%）が行政とシンクタンクの連携で開発しており、約 7

割が行政主体である。 

 荒川区は、行政主体で開発しており、各地域と概ね同じ傾向にある。しかし、荒川区は、

区の職員が主体となって指標を作成しており、かつ、ワーキング・グループやプロジェク

ト・チームといった現場の最前線で働いている区の職員を中心に検討していることを２章

で説明した。このように、現場の職員が実際に指標づくりを検討しているのは、日本の基

礎自治体を除いて少ない。特に国レベルになると、統計局などで開発を行っていることが

わかる。さらに、日本の基礎自治体を見ても、荒川区が先駆的に開発しており、その他の

事例は具体的な検討段階には達していないところが多い。 

 

③指標の種類（客観的指標-主観的指標） 

 

行政レベル（母数） 主観的指標 客観的指標 主観+客観的指標 

国（4/6） 3 0 1 

海外地方自治体（6） 0 3 3 

日本広域自治体（4） 1 2 1 

日本基礎自治体（6） 3（荒川区） 1 2 

 

 指標の種類̶̶客観的指標か主観的指標か̶̶について見てみる。行政レベルで分類し

てみても大きな傾向は見つからず、どの行政レベルでも、主観的指標、客観的指標、また

それらに加えて主観的指標＋客観的指標が存在した。そのため、全体（確認できた 20 主体）

で見た場合も、7/20（35.0%）が主観的指標、6/20（30%）が客観的指標、7/20（35.0%）

が主観的指標＋客観的指標で大きな傾向は見つからず、ほぼ均等に存在していることがわ

かる。なお、荒川区は、主観的指標に当てはまる。 
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④指標の数（項目数） 

 

行政レベル（母数） 主観的指標 客観的指標 主観+客観的指標 

国（4/6） 4，6，72 ̶ 64 

海外地方自治体（6） ̶ 44，74，91 9，40，93 

日本広域自治体（4） 12 82 28，154 

日本基礎自治体（6） 20，22，46 29 18，144 

 

 次に、指標の数を見てみる。指標を「領域」「分野」「項目」の三段階に分解し見てきた。

指標数とは、一番下位指標である項目の数のことを指す。 

 主観的指標については、4 項目から 72 項目まで、客観的指標については、29 項目から

91 項目まで、主観的指標と客観的指標を併せている指標については、9から 154 指標あっ

た。全体で見ると、一番少ないので 4 指標、多いので 154 指標が存在しており、項目数に

ついては幅があることがわかる。 

 指標の種類ごとに平均値を出してみると、主観的指標は平均 26.0 項目、客観的指標は平

均 64.０項目、主観的指標と客観的指標を併せている指標は平均 68.8 項目と、比較的主観

的指標の方が少ない傾向にある。荒川区の指標は 46 指標で、主観的指標の中では 2番目に

多く（1 番多いのはブータンで 72 項目）、平均値より 19.7 項目多いことがわかる。また、

全体の平均値は、52.6 項目であり、全体との傾向と比べると荒川区は 6.6 項目少ない。 

 

⑤指標の領域  
 最後に、指標の領域について見てみる。領域は、健康や文化、教育、経済などの概念で、

上位指標に当てはまる。表 8 は、各幸福度関連指標がどのような領域を扱っているのか、

整理・分析した表である。この表では、どの領域が多く扱われているのか、荒川区はその

傾向とどのような関係にあるのか、を知る手がかりとなるだろう。 

 表の上部に記載してある数字は、今回取り上げた各幸福度関連指標の領域が該当する数

である41。該当数が一番多いのは、環境(19)で、次に健康（18）、教育（16）、コミュニティ

（15）、生活基準（14）、文化（13）、経済（12）となっている。「荒川区民総幸福度(GAH)」

の領域、つまりは６つの都市像（「健康・福祉」、「子育て・教育」、「産業」、「環境」、「文化」、

「安全・安心」）と比較して見てみると、環境（19）、文化（13）、健康（18）、安心・安全

（10）、教育（16）、子育て（10）、経済（12）と、該当数が 10 以上の比較的多く扱われて

                                                   
41 今回、領域の該当数が２つ以下のものは記載していない。 
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いる領域をカバーしており、全体と概ね同じ傾向にあった。一方で、他の多く扱われてい

る生活基準（14）とコミュニティ（15）、自治・統治（11）に該当しなかった。しかし、

具体的な項目をみてみると、コミュニティは 6 つの都市像のそれぞれに含まれている項目

であり、また、生活水準においては、実際には「健康・福祉」の中に含まれている。 

 
表 8：各幸福度関連指標の領域比較表 

 



 62 

◆小括 
 以上、「①開発主体」「②指標の活用目的」「③指標の種類（客-主）」「④指標の数」「⑤指

標の領域」の要素に分けて、「荒川区民総幸福度(GAH)」を見てきた。ここでは、まとめと

して荒川区の特徴を振り返る（図 10）。 

 指標の活用目的に関して、全体を見ると、約 86%で、既存の政策の点検や地方自治体な

どといった政策立案者への情報共有、住民の幸福度意識の向上などといった指標化・測定

化のツールづくりを主な目的として幸福度関連指標を開発していた。一方、荒川区は、残

りの約 14%（3/20）である、幸福度関連指標を向上させ、それぞれの定義した幸福度の向

上を主な目的としているケースに当てはまる。2章でも触れたが、荒川区は、区の目的を区

民の幸福実感の向上に置き、区民や行政など様々な箇所が関わり合いながら、政策・施策・

事務事業に反映させるために開発を進めており、このように幸福度関連指標の向上を区の

目標としているのは、荒川区の特徴の一つであると言える。 

 また、荒川区は、行政が主体となり、「荒川区民総幸福度(GAH)」を開発しており、各地

域と概ね同じ傾向にあった。しかし、荒川区は、区の職員が主体となって指標を作成して

おり、かつ、ワーキング・グループやプロジェクト・チームといった現場の最前線で働い

ている区の職員を中心に検討している。現場の職員が実際に指標づくりを検討している点

も、特徴的である。 

 さらに、指標数、つまり項目数を見てみると、荒川区は 46 指標で、全体の平均値である

52.6 項目と比べると、6.6 項目少ない。しかし、主観的指標のみに絞ると、その平均値は

26.0 項目で、荒川区は平均値より 19.7 項目多いことがわかる（1 番多いのはブータンの

72 項目で 2番目が荒川区の 46 項目）。このことから、荒川区の「荒川区民総幸福度（GAH）」

指標は主観的幸福度に関して相当数を細かく測っていることが言える。 

 最後に、指標の領域おいては、「荒川区民総幸福度(GAH)」の上位概念である都市像（「健

康・福祉」、「子育て・教育」、「産業」、「環境」、「文化」、「安全・安心」）と各幸福度関連指

標の領域を比較してみると、荒川区は比較的多く扱われている領域を採用しており、全体

と概ね同じ傾向にあることも分かった。 

 以上の点が、荒川区の指標の特徴である。 
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図 10：各地域における幸福度関連指標の分類 
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3. ⑴政策・施策レベルにおける分析          
 

 3 章では、⑴政策・施策レベルでの視点で、本研究の問いである、住民個々人の私的利害

や個別具体的な事情に依拠する主観的な幸福度の向上を政策目標にすることによって、公

平性を担保しなければならない官が〈個別的なもの（私）〉も対象にしているのか、を分析

する。 

3-1. 主観的幸福度関連指標の分析 －「荒川区民総幸福度(GAH)」－ 

 この節では、本研究の対象である荒川区の主観的指標を用いた「荒川区民総幸福度(GAH)」

を分析する。その後（3章 2 節）に、客観的指標を扱う幸福度関連指標も対象にすることで

分析の解像度を上げたい。その事例の１つとして新潟市の「市民の幸福度(NPH)」を扱う。 

 
◆「荒川区民総幸福度(GAH)」と政策・施策・事務事業等の関係 
 2 章 2 節で「荒川区民総幸福度(GAH)」の導入から現在までの経緯を確認した結果、指標

はまだ開発段階で、区が行う政策・施策・事務事業等と「荒川区民総幸福度(GAH)」の連動

（リンケージ）は十分できていない。つまり、どのように政策・施策を打ち出せば、住民

の幸福度実感度がダイレクトに向上するかは検討中であり確立していないのが現在の状況

である。 

 しかし、政策・施策・事務事業と「荒川区民総幸福度(GAH)」の連動を図るべく、2013

年から行っている「荒川区民総幸福度(GAH)」に関する区民アンケートの調査結果を活用し

た分析は多く行われている。その中で、どのように政策・施策・事務事業等と「荒川区民

総幸福度(GAH)」を結びつけていくのかの方向性や考え方についいては検討が進んでいる。

よって、今回はその分析の内容を見ることで「荒川区民総幸福度(GAH)」を向上させるため

の政策・施策・事務事業等は、〈個別的なもの（私）〉も対象にしているのかをみていく。 
  
◆区民のアンケート調査結果からみる「荒川区民総幸福度(GAH)」 
 「荒川区民総幸福度(GAH)」の指標は、本稿 34～35 ページの表 5・6 で示されているよ

うに、46 の質問項目からなっている。指標は、「健康・福祉」「子育て・教育」「産業」「環

境」「文化」「安全・安心」の６つの領域（上位指標）ごとに６～８個の質問項目（下位指

標）があり、これらを総合する指標として「幸福実感」指標が構成されている。 

 荒川区では、上記の指標を用いて 2013 度から「荒川区民総幸福度（GAH）に関する区
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民アンケート調査」を実施しており、「健康・福祉」、「子育て・教育」、「産業」、「環境」、「文

化」、「安全・安心」の６つの分野において、区の住民が日々の生活の中で感じていること

や地域について実感していることなどを調査している。具体的には、それぞれの指標の質

問項目についての実感を１（まったく感じない）から５（大いに感じる）までの５段階で

調査し、区の住民の幸福実感度を計測している（図 11）。例えば、「健康・福祉」の領域に

ある「心の安らぎ」指標においては、「心が安らぐ時間を持つことができていると感じます

か？」という項目の質問に対して、自分自身の実感からどのくらい感じているのかを１（ま

ったく感じない）から５（大いに感じる）の間の数字で答える仕組みになっている。 

 以上の区民アンケートをもとに、2017年度に公表された基本計画では、2013年から2015

年の３年分の幸福実感動を調査し、「全体の幸福実感」としてその平均値を算出して公表し

ている（図 12）。 

 
図 11：幸福実感回答の内訳（出典：荒川区「基本計画区（平成 29 年度から平成 38 年度まで）」） 
 

 
図 12：全体の平均幸福実感度（2013 年から 2015 年までの３年分） 
（出典：荒川区「基本計画区（平成 29 年度から平成 38 年度まで）」） 

 

 また、同じく基本計画において、各領域（上位指標）の「荒川区民総幸福度(GAH)」の分
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析も行っており、３年分の区民アンケート調査から実感度を明記している（図 13）。実感度

の結果の表現方法は、図 13 のようにレーダーチャート式になっており、６～８個の下位指

標ごとに実感度の平均値を算出して、３年分の分析結果と比較できる形になっている。 

 

 
図 13：各分野における GAH指標 

（出典：荒川区「基本計画区（平成 29 年度から平成 38 年度まで）」） 
 

 さらに、2015 年 3 月に自治総合研究所が発行している「荒川区民総幸福度(GAH)レポー

ト～ＧＡＨ指標を用いた区民アンケート調査結果の分析～（以下レポート）」では、2 年間
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の区民のアンケート調査結果をもとに、性別や年代別、家族構成別など、属性別に分類し

て「荒川区民総幸福度(GAH)」を算出している（図 14）。 

 
図 14：属性別における GAH指標（「荒川区民総幸福度(GAH)レポート～ＧＡＨ指標を用いた区

民アンケート調査結果の分析～Vol.01」より筆者編集） 
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 以上のように、区民アンケートの調査結果を集計し、各人の幸福実感度を平均値化する

ことで、「全体の幸福実感度」を算出していた。また、基本構想で掲げている６つの都市像

（上位指標：「健康・福祉」、「子育て・教育」、「産業」、「環境」、「文化」、「安全・安心」）

ごとにも平均実感度を算出しており、さらには、性別・年代別、家族構成別などのカテゴ

リー別にも分類して各平均幸福度実感度を算出していた。このことから、「荒川区民総幸福

度(GAH)」と政策・施策・事務事業等の連動をシステマチックに進めていくためにも、基準

を設定するのが難しい主観的指標をある程度定量化するといった方針をとっていることが

わかる。実際に、2018 年現在、以上のような「全体の幸福実感度」や様々なカテゴリーご

との平均実感度などをもとに、「各政策・施策と GAH指標の具体的な対応関係」「幸福実感

度から見た施策の重点度」「幸福実感度が低い指標に着目した施策検討」「幸福度からみた

効率的な施策検討」「共分散構造モデルを用いた政策体系の検討」などの視点で、「荒川区

民総幸福度(GAH)」と政策・施策・事務事業等の連動を含めた幸福度関連指標の検討研究が

進められている42。 

 
◆「荒川区民総幸福度(GAH)」と〈個別的なもの（私）〉 
 では、以上のような指標と政策の連動の方向性は、本研究で定義した〈個別的なもの（私）〉

も対象にしているのだろうか。結論を言えば、住民一人ひとりの私的利害や個別的な事象

に対応しているとは言えない。つまり、〈個別的なもの（私）〉を対象にして個別的に支援

をする、あるいは向き合うといったような方向性ではない。確かに荒川区は、幸福とは住

民個々人の価値観に依拠するものだとした。そして、その考えのもとでダイレクトに区民

へのアンケート調査を行い住民個々人の実感度である幸福度を訪ねている。しかし、既述

のように、それら個々人に依拠していた幸福実感度を集計し、平均値化などの統計的・定

量的処理を行っていた。そして、その平均値化・総合化した「全体の幸福実感度」や各カ

テゴリーの平均実感度をもとに政策・施策・事務事業等への連動を図る方針をとっていた

が、それは住民一人ひとりの個別具体的で内面的な事情を対象にしていない。 

 その要因を考えてみれば簡単で、官は、公平性や平等性、公益性を担保することが大き

な使命であるため、ある程度住民に対して、性別や年齢別でカテゴライズを行なうなど、

集団的なものを設定することが妥当であると考えられる。そのため、性別や年齢別、家族

構成などでカテゴリー化して、それをもとにターゲットを設定して幸福度実感を分析し、

必要があれば、政策・施策・事務事業等の方向性を検討している。 

 しかし、「荒川区民総幸福度(GAH)」と政策・施策・事務事業等の連動はまだ開発段階で

                                                   
42 C 氏からのヒアリング（2018 年 10 月 9 日）による。 
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あり、この見解は現在の分析をもとに行っている。そのため、従来の枠組みでは拾えない

住民を発見し、支援の対象とすることは可能であると考えられる。具体的に言うと、2018

年現在の取り組みの中に、「幸福実感度が低い指標に着目した施策検討」43が行なわれてい

る。これは、幸福実感度の低い住民を同定し、そこに必要な行政サービスや支援を行うと

いった考え方である。幸福実感度という個々人の価値観に依拠する指標を見て実感度が低

い住民に着目する思考は、従来のシステマチックな政策・施策では発見することが難しく、

新しい行政支援・サービスのあり方になるだろう。しかし、もしそのような支援のあり方

においても、住民一人ひとりに対面で対等に向き合っていなく、〈個別的なもの（私）〉を

対象にしているとは言えない。 

 なお、以上のことは、荒川区の取り組みが、実際の住民一人ひとりの幸福度向上につな

がっていないという批判的な意味を持っていない。本研究の⑴政策・施策レベルでの分析

においては、住民個々人の価値観に依拠するものだとして考えた「荒川区民総幸福度(GAH)」

を政策運営に取り込み、その向上を区の目標にすることは、〈個別的なもの（私）〉も対象

にしているかどうか、それを確認することに研究の目的を置いている。つまりは、官と遠

い存在であるプライベートな領域にあるような私的な事情に直接的に向き合う政策・施策

になっているのかを見ていくのであって、実際に、荒川区の取り組みが住民の幸福度向上

に寄与しているのか、あるいは幸福度関連指標と政策・施策・事務事業等が連動している

のかの検証ないしは評価をする目的を持っていない。 

 

◆職員ヒアリングによる検証 
 以上、政策・施策・事務事業と「荒川区民総幸福度(GAH)」の関係性を見て〈個別的なも

の（私）〉への影響を確認した。この点に関連して、「荒川区民総幸福度(GAH)」の開発や研

究に携わっている職員、あるいは政策・施策・事務事業と「荒川区民総幸福度(GAH)」の連

動を意識する立場（管理職級職員）にある職員にヒアリングを行った。以下がその抜粋で

ある。 

 

「区でこういうことやっときながら喋ってしまうのは、いけないと思うんだけど、（幸

福は）まさに人それぞれですよね。一律の評価はできないと思いますし、考え方とか

性格にも大きくよるものですよね。お金がたくさんあれば幸福という人もいるし、そ

うでもないという人もいるし。考え方次第が大きい。・・・（中略）・・・（荒川区は）

人ひとり個別にすべての人の幸福を目指すっていうのが本心なんだろうけど、それは

                                                   
43 C 氏からのヒアリング（2018 年 10 月 9 日）による。 
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やっぱり無理だと思うから、ある程度平均的なところを追っていくしかない。一律は

無理なんで、世代別とか、収入別なのか、そういうところである程度カテゴライズし

て、支援することになる。」44 

 

「・・・みんなが持っている幸せは違う。幸せって主観的なものだから、その幸せを

感じている度合いとか、どれくらい幸せかなっていうのはみんな答えてくれるように、

なんとなくみんなそれぞれ違う物差しを持っているかもしれないけど、違っていてよ

くて、でもその幸福って思ってくれている状態が、増えたり、幸福感が膨らんでいた

り、するような状態が大きくなっていくといいことだよね、という物差しは計れるの

で、幸福だと感じていますかっていう大きなテーマで、主観を集めていくことになる。」
45 

 

「政策とかが幸福度にどうなっているのかは模索段階・・・（中略）・・・理念はわか

りやすくて訴求力もあるが、実際内部でやっているともう一声という感じで政策や事

業に紐付けるのは困難。・・・（中略）・・・今の指標が、幸福指標がベストなものなの

かって、思う。難しい。ずっとチャレンジをするということである。このテーマにつ

いては。難しい。」46 

 

「・・・（行政が）足を踏み入れてはいけない領域なのかも。・・・（中略）・・・ずっ

と幸福度が上向きになっているが、行政の関わりだけではないし、他の社会情勢も大

きく影響しているから、難しいところである。」47 

  

 ヒアリングより、「荒川区民総幸福度(GAH)」を荒川区の政策の運営に反映させる点にお

いて職員は、「幸福は人それぞれ」、「今の幸福度指標がベストなものなのか」、「幸福度とい

うテーマは、ずっとチャレンジをするということ」、「行政が、足を踏み入れてはいけない

領域なのかも」、「幸福度は、行政の関わりだけではなく、他の社会情勢も大きく影響して

いる」など、住民一人ひとりの価値観に依拠する私的利害や個別的な事情である幸福度に

行政が踏み入ることの矛盾に対して、悩んだり、考えたりしていることがわかった。 

 公平性や平等生を担保するために、ある種の集団的な母体に対して行政支援を行うこと

                                                   
44 B 氏からのヒアリング（2018 年 12 月 10 日）による。 
45 C 氏からのヒアリング（2018 年 10 月 9 日）による。 
46 D 氏からのヒアリング（2018 年 10 月 24 日）による。 
47 同上。 
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が一般自治体に求められていることであるのに対して、人間一人の内面的なものに依拠す

る幸福度実感の向上を区の目標に掲げていることに違和感を感じていると考えられる。 

 以上、ヒアリングの内容からもわかるように、私的な領域なものを対象にすることは官

には難しく、年代や性別、家族構成などの属性で集団的にカテゴライズする方向性になら

ざるをえない。しかし、その方法が、実際に住民個々人の内面的な幸福度の向上に対して

ダイレクトに反映しているのかは検証してみないとわからないが、政策・施策・事務事業

等との連動は、区民のアンケートから得られた個別的な実感度を平均値化・総合化してい

るため一部の住民には反映されるが、私的利害や個別的な事情を持つ一人ひとりの住民に

対して本質的なニーズをダイレクトに発見することは不可能に使いだろう。かといって、

〈個別的なもの（私）〉を対象にすることも、公平性・平等生の観点や、一人ひとりに対応

出来る職員数といったキャパシティなどが弊害となり非常に困難であることが容易に想像

できよう。⑴政策・施策レベルの視点において、官が主観的な幸福度関連指標を扱うこと

は、以上のようなジレンマを抱えていることがわかった。 

 

 

3-2. 客観的幸福度関連指標の分析 －「市民の幸福度(NPH)」－ 

 以上、「荒川区民総幸福度(GAH)」を見てきた。次に、客観的幸福度関連指標である新潟

市の「市民の幸福度(NPH)」を取り上げて、分析を試みる。 

 

◆客観的幸福度関連指標 
 客観的幸福度関連指標とは、失業率や犯罪件数、自治加入率、離婚率などといった統計

的なデータで幸福度を設定して計測している。これは、あらかじめ住民の幸福度が、失業

率や犯罪件数、自治加入率、離婚率などの要素から構成されると定義している。つまり、

結論をいうと、住民個々人の価値観に依拠した幸福度が軸になっていないため、客観的指

標を用いていることそれ自体が、〈個別的なもの（私）〉を対象にはしていないという結果

になる。この点を具体的に確認するために、客観的幸福度関連指標の一つである新潟市の

「市民の幸福度(NPH)」に着目して説明する。 

 

◆新潟市「市民の幸福度（NPH：Net Personal Happiness）」 
 客観的指標の事例として、新潟市の「市民の幸福度：NPH」に着目して、上記の見解を

具体的に見ていく。 
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 「市民の幸福度：NPH」は、2007 年に政策形成能力向上と戦略的都市経営の推進を目指

して設立された市長直属の内部組織である新潟市都市政策研究所が、都市構想「“田園環境

都市”をめざして」を取りまとめる過程で、市民の幸福の捉え方を検討する中で作成した指

標である（千田ら 2011）。市民にとってのハピネスとは何かを生活者の視点から洗い出し、

その達成状況を測定・評価するため、市民の等身大のハピネスを NPH（Net Personal 

Happiness）と名付けた。これは社会生活を営む「個々の市民の視点（Personal）」から見

た「等身大（Net）」の「生活充実度ないし人生充実度（Happiness）」を意味する。より具

体的には、個々の市民の等身大の視点に立ち、それぞれが社会において置かれている状況

にあわせて生活の充実度を捉えようとするものである。すなわち、人が誕生し、社会と関

わり合う中で直面する、入学・進学・就職・結婚・出産・育児・退職・老後・死亡といっ

た一連のライフステージの中で、次に示すような状態が満たされることである（千田ら 

2011）。 

 なお、「市民の幸福度：NPH」は、既存の幸福度指標が国民や市民の生活実感と乖離し、

有効な政策ツールとして十分活用されてこなかったことを踏まえ、市民にとってのハピネ

スとは何かを生活者の視点から洗い出し、その達成状況を測定・評価することに重点を置

いている。（千田ら 2011）。 

 以下の５つが、指標の項目である。 

 

1.子供達が恵まれている：子どもたちが、閉じこもったり非行に走ったりせずに、健やか

に育つ 

2.安心・安全、温かい家庭生活：安心・安全な地域社会の中で、温かい家庭を築き、子ど

もを産み育てる 

3.やりがいのある仕事、経済的ゆとり：やりがいのある就業の場を得て、経済的にゆとり

ある生活を送る 

4.社会とのつながり、連帯、信頼：仕事以外にも社会とのつながりを持ち、連帯して助け

合いながら、友情や信頼を育む 

5.高齢者も恵まれている：高齢になっても、孤独を感じることなく、健康に、あるいは人

間らしく、長生きする。 

 

 NPH 指標では、これら５つの評価軸について、それぞれの必要条件を抽出し、合計 30

の指標を構成している（表 9）。 
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表 9：NPH の５つの評価軸と３０の指標 (千田・玉村(2011)をもとに筆者作成) 
1.子ども
たちが恵
まれてい
る 

(1)乳幼児死亡率が低い 0~4 歳児 1000 人当たり死亡者数 
(2)保育所待機児童が少ない 保育所待機児童数 
(3)不登校の児童・生徒が少ない 小学生 1000 人当たり不登校児童数 

中学生 1000 人当たり不登校生徒数 
(4)少年非行が少ない 15 歳未満 1000 人当たり触法少年補導者数 

20 歳未満 1000 人当たり少年犯罪検挙者数 
(5)児童虐待が少ない(大切に育てられている) 15 歳未満 1000 人当たり児童虐待相談件数 
(6)知識・教養を身につける(能力向上)機会が多い 中学校新規卒業者の高等学校進学率 

高等学校新規卒業者の大学進学率 
2.安心・安
全、温かい
家庭生活 

(1)犯罪や火災が少ない 人口 1万人当たり刑法犯認知件数 
人口 1万人当たり火災件数 

(2)家庭内の不和が少ない 1000 世帯当たり家事審判・家事調停受理件数 
離婚率 

(3)出生率が高い 20~30 歳台女性 100 人当たり出産数 
(4)不慮の事故や自殺などで身内を失リスクが小
さい 

人口 10 万人当たり交通事故死者数 
人口 10 万人当たり不慮の事故(除く交通事故)によ
る死者数 
人口 10 万人当たり自殺者数 

3.やりが
いのある
仕事、経済
的ゆとり 

(1)失業率が低い 完全失業率 
(2)女性にも働く場(活躍の場)が多い 15 歳以上女性の有業率 
(3)転職を希望する人が少ない(現在の仕事に満足
している) 

15~64 歳の有業者 1000 人当たり転職希望者数 
 

(4)生活保護世帯が少ない 3-4 生活保護世帯割合 
4.社会と
のつなが
り、連帯、
信頼 

(1)仕事以外にもつながりを持つ機会が多い 
 

自治会加入率 
子ども会加入率 
老人クラブ加入率 

(2)他人もルールを守る信頼できる人だと思って
いる(だから自 分もルールを守る) 

NHK 受信契約率 
給食費未納額の割合 

5.高齢者
も恵まれ
ている 

(1)独居老人が少ない 単身居住高齢者の割合 
(2)平均寿命が長い 平均寿命(男女単純平均) 
(3)肉体的に健康な高齢者が多い 高齢者に占める要介護等認定者の割合 
(4)当事者が望む居宅介護の割合が高い 要介護等認定者で居宅介護を受けている人の割合 

 

 

◆「市民の幸福度(NPH)」と〈個別的なもの（私）〉 
 例えば、「1.子供達が恵まれている」の評価軸は、（1）乳幼児死亡率が低い、（2）保育所

待機児童が少ない、（3）不登校の児童・生徒が少ない、（4）少年非行が少ない、（5）児童

虐待が少ない、（6）知識・教養を身につける機会が多い、の６つの要素から構成されてお

り、それぞれに具体指標として（1）０-４歳児 1000 人あたりの死亡者数、（2）保育所待

機児童数、（3）小学校/中学校の 1000 人当たりの不登校生徒数、（4）15 歳未満 1000 人当

たり触法少年補導者数、20 歳未満 1000 人当たり少年犯罪検挙者数、（5）15 歳未満 1000

人当たる児童虐待相談件数、（6）中学校新規卒業者の高等学校進学率、高等学校新規卒業

者の大学進学率が位置付けられている。他の評価軸を見ても、離婚率や完全失業率、自治

加入率、平均寿命などの客観的な統計的データをもとに作成している。つまり、「市民の幸

福度：NPH」は５つの上位指標である、「1.子供達が恵まれている」「2.安心・安全、温か

い家庭生活」「3.やりがいのある仕事、経済的ゆとり」「4.社会とのつながり、連帯、信頼」

「5.高齢者も恵まれている」で構成されており、またそれらは、火災件数や平均寿命、大学
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進学率、自殺者数など、住民の自己申告による実感度ではなく、客観的な統計データに分

解され各項目が作成されている。 

 以上のように、客観的指標で構成された幸福度関連指標は、統計的に扱いやすいデータ、

測定しやすいデータなどを集め、それらを幸福度と定義して指標化を行っている。つまり、

前述したように、個別具体的な住民一人ひとりの自己申告による幸福実感を拾い上げては

いない。その時点で、〈個別的なもの（私）〉を対象にしていないと言える。 

 なお、念のために言及するが、主観的な幸福度を拾い上げていないからといって、客観

的幸福度関連指標が、住民の実感する幸福度と相反しているという批判的な見解を示して

いるわけではない。例えば、失業率が少なく、犯罪件数も低く、また、離婚率も低くなっ

たら、一部の住民の幸福度の向上には間接的にもつながるだろうと考えられるからである。

一方で、例えば、自治会に加入しているからといって「4.社会とのつながり、連帯、信頼」

の実感度が向上するとも限らない（表 9）。これは、該当者が多いか少ないかが問題になろ

う。しかし、あくまでも、本研究の着眼点は、〈個別的なもの（私）〉を対象にしているか

どうかであり、それらが住民の幸福度向上にどれだけ寄与しているかの評価や検証はしな

い。 

 

◆小括 

 ３章では、⑴ 政策・施策レベルでの視点で、本研究の問いである、住民個々人の私的利

害や個別具体的な事情に依拠する主観的な幸福度の向上を政策目標にすることによって、

公平性を担保しなければならない官が〈個別的なもの（私）〉も対象にしているのかを分析

した。その結果、⑴政策・施策レベルでは、「荒川区民総幸福度(GAH)」を含む主観的指標

をベースにした幸福度関連指標、客観的指標をベースにした幸福度関連指標両方とも、〈個

別的なもの（私）〉を対象にするような政策・施策にはなっていない、もしくはできないこ

とが確認できた。 

 その要因は以下であった。客観的幸福度関連指標は、そもそも、住民個々人の価値観に

依拠する幸福実感度を拾い上げていない点で、個別具体的な市民一人ひとりの私的利害や

個別的な事情に対応する政策・施策になっていない。一方で、主観的幸福度関連指標は、

客観的指標と違い区民アンケートを活用して個々人の内面的な幸福を拾い上げている。ど

う感じているかの実感度を軸に置いているのである。しかし、それらを政策・施策に連動

させるために統計的・定量的な処理を行い、指標の総合化・平均値化を行っている。つま

りは、年代や性別、家族構成などの属性で集団的にカテゴライズして、幸福度を計測して

いた。 

 これは、以下のような官の性質的なものが関係していた。官は、公平性や平等性を担保
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しなければならないため、集団的な母体などを公共性の関わるものとして定義して担って

いる。住民一人ひとりの私的利害や個別的な事情を政策や施策の対象にすることは、ケー

スワークである個別的な生活保護支援などを除き、公平性・平等性担う官としてはリスク

がある。 

 また、荒川区の職員は、「荒川区民総幸福度(GAH)」を荒川区の政策の運営に反映させる

点において、「幸福は人それぞれ」「今の幸福度指標がベストなものなのか」、「幸福度とい

うテーマは、ずっとチャレンジをするということ」、「行政が、足を踏み入れてはいけない

領域なのかも」「幸福度は、行政の関わりだけではなく、他の社会情勢も大きく影響してい

る」などの悩みを語っていた。官が、個別具体的な住民一人ひとりの内面的な事情に依拠

する幸福を扱うことの矛盾に直面して違和感やジレンマを抱えているのである。 

 なお、この見解は、荒川区や新潟市の取り組みが、実際の住民一人ひとりの幸福度向上

につながっていないという批判ではない。本研究は〈個別的なもの（私）〉も対象にしてい

るかどうかを見ていくのが主眼であって、住民の幸福度向上に寄与しているのかの検証や

評価は行わない。 

 

 では、政策や施策といったレベルではなく、職員個人レベルにおける思考や行動に対し

てはどうだろうか。この問いを次章の「⑵個人レベルにおける分析」で明らかにする。 
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4. ⑵個人レベルにおける分析              
 

 4 章と 5 章では、⑵個人レベルでの視点で、本研究の問いである、住民個々人の私的利害

や個別具体的な事情に依拠する主観的な幸福度の向上を政策目標にすることによって、公

平性を担保しなければならない官が〈個別的なもの（私）〉も対象にしているのかを分析す

る。 

 結果を言うと、少なくとも一部の管理職級の職員において、「幸福度追求」が理念として

浸透していた。その職員は、追求すべき概念として、言葉として「幸福度」を捉えている

のである。次章（5 章）で、「幸福度追求」という理念が、職員の思考や行動にどのような

影響を与えているか、〈個別的なもの（私）〉へ関与しているのか、について、具体的な現

場に着目することで分析・考察を行う。 

 この章（4章）では、まず、なぜ「幸福度追求」が理念として職員個人に浸透しているの

か、定着しているのかについて、その要因を分析する。4 章 1 節では、「荒川区民総幸福度

(GAH)」の「特質性」が１つの大きな要因であることを取り上げる。4章 2 節では、人材育

成の中でも特殊な「荒川区職員ビジネスカレッジ（ABC）」も理念としての「幸福度追求」

に関係していることを言及する。 

4-1. 「荒川区民総幸福度(GAH)」の「特質性」 

 最初に、4章 1 節 1 項で、職員に対して「荒川区民総幸福度(GAH)」に関する意識につい

てのヒアリング内容を記述する。 

 その後に、なぜ幸福度が理念として職員個人に浸透しているのかについて分析する。分

析の方法としては、2章3節で行った各地域の幸福度関連指標と「荒川区民総幸福度(GAH)」

の比較整理をもとに、(Ⅰ)「荒川区民総幸福度(GAH)」の特徴を再度確認する（4 章 1 節 2

項）。それに加えて、荒川区職員へのヒアリングや文献調査なども行いうことで、(Ⅱ)区に

おける「荒川区民総幸福度(GAH)」の位置付けを確認する（4章 1 節 3 項）。最後に(Ⅰ)と(Ⅱ)

を整理し、なぜ幸福度が理念として職員個人に浸透しているのか、の大きな要因である「荒

川区民総幸福度(GAH)」の「特質性」を明確にする（4章 1 節 4 項）。 
 
 
 
 



 77 

4-1-1.「荒川区民総幸福度(GAH)」の意識に関する職員ヒアリング 
 

 荒川区職員に「荒川区民総幸福度(GAH)」の個人的な見解についてヒアリングを行った結

果、「荒川区民総幸福度(GAH)」と職員の意識に関する語りがあった。以下がそれらを抜粋

したものである。 

 

「幸福っていうのは理念としてわかりやすい。仕事をしていく上で、1年目入ったとき

から、幸福のために、というのは企業の理念と同じで、わかりやすい。入区前の研修

で繰り返し伝えている。GAHの視点を学んでこいと」48 

 

「幸福実感は曖昧な概念だが、少なくとも職員一人一人がそれを考えて仕事をしてい

る。GAHが示されてから、区民の幸福度にどうつながっているか、は少なくとも職員

は考えている・・・（中略）・・・ここ（産業振興系）は、窓口現場とは違って、思考

を働かせながらやらないといけないので、少なくとも職員は GAHを意識している」49 

 

「職員みんな GAHを意識している。数値で出ているが始めてから時間も経っていなく

アップダウンはまだ見えないので、時間が経ってアップダウンが出ると意識も増える

のでは」50 

 

「ここの職員は GAH を意識している。GAH は指標化だけではない。例えば（地域活

動支援講座の）土曜コースは区民のためにやっていること、これも（職員の勝手な意

向で）区民がいいんじゃないかと思ったのではなくて、アンケートをもとに区民のた

めに、区民のことを考えてやっている」51 

 

「（GAH の）意識はしている。今の職員は入った時から GAHを区の目標としているか

ら。あと、GAH作成に関わっていたりとか、意識は、ワーキング・グループとかに関

わってきた人が上（部長や課長など）になると、（その意識のレベルは）変わってくる。」
52 

                                                   
48 D 氏からのヒアリング（2018 年 10 月 24 日）による。 
49 F 氏からのヒアリング（2018 年 10 月 23 日）による。 
50 G 氏からのヒアリング（2018 年 10 月 23 日）による。 
51 H 氏からのヒアリング（2018 年 10 月 24 日）による。 
52 I 氏からのヒアリング（2018 年 10 月 23 日）による。 
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 その他のヒアリングでも、西川区政に変わった 2004 年度に「区政は区民を幸せにするシ

ステムである」という区のドメインが全職員に明示されて以降、荒川区の職員は「荒川区

民総幸福度（GAH）」を意識しているという。 

 以上、ヒアリングの結果から一部の職員は、「荒川区民総幸福度（GAH）」を意識してお

り、「区民の幸福度にどうつながるのか」「区民のために」など、「幸福度」を追求すること

が理念として定着していると考えられる。つまり、「荒川区民総幸福度（GAH）」は、指標

化の面だけではなく、「自分の役割や業務が区民にどうつながるのか」といったような職員

個人個人の「思考するツール」として機能していると言える。追求するべき概念や言葉と

して「幸福度」を捉えているのである。ではなぜ「幸福度」が理念として職員個人に浸透

しているのか/しやすいのか。その問いを次で分析する。 

 

 

4-1-2. (Ⅰ)「荒川区民総幸福度(GAH)」の特徴 
 

 まず 2章 3節の、各幸福度関連指標を比較整理することで(Ⅰ)「荒川区民総幸福度(GAH)」

の特徴を再整理する。 

 

◆(Ⅰ-ⅰ)指標の活用目的 
 

行政レベル（母数） 指標の向上が主な目的 指標化・計測が主な目的 

国（6） 1 5 

海外地方自治体（6） 0 6 

日本広域自治体（4） 0 4 

日本基礎自治体（6） 2（荒川区） 4 

 

 今回取り上げた 22 の幸福度関連指標において 19（全体の約 86.3%）の指標は、指標化・

計測が主な目的であることが今回の調査で確認できた。一方で、荒川区は、目的を区民の

幸福実感の向上に置き、区民や行政など様々な箇所が関わり合いながら、政策・施策・事

務事業に反映させるため、自治総合研究所で数多くの分析を重ねている。 
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◆(Ⅰ-ⅱ)開発主体 
 

行政レベル（母数） 行政 シンクタンクなど 行政+シンクタンク 

国（6） 5 1 0 

海外地方自治体（6） 3 3 0 

日本広域自治体（4） 2 0 2 

日本基礎自治体（6） 5（荒川区） 1 0 

 

 開発主体に関して、全体でみると、15/22 が行政主体で開発しており、約 7 割が行政主

体であることが分かる。そして荒川区も行政主体で開発しており、各地域と概ね同じ傾向

にある。 

 しかし、荒川区は、区の職員が主体となって指標を作成しており、かつ、ワーキング・

グループやプロジェクト・チームといった現場の最前線で働いている区の職員を中心に検

討していることを２章で説明した。荒川区は、区民と日々接しながら業務に関わっている

職員が自ら指標作成過程に関わることによって、より区民の実情に即した実践的な指標と

なっていると考えられる。 

 

◆(Ⅰ-ⅲ)指標の種類（客観的指標-主観的指標）と指標の数（項目数） 

指標の種類（客観的指標-主観的指標） 

行政レベル（母数） 主観的指標 客観的指標 主観+客観的指標 

国（4/6） 3 0 1 

海外地方自治体（6） 0 3 3 

日本広域自治体（4） 1 2 1 

日本基礎自治体（6） 3（荒川区） 1 2 

 

指標の数（項目数） 

行政レベル（母数） 主観的指標 客観的指標 主観+客観的指標 

国（4/6） 4，6，72 ̶ 64 

海外地方自治体（6） ̶ 44，74，91 9，40，93 

日本広域自治体（4） 12 82 28，154 

日本基礎自治体（6） 20，22，46 29 18，144 
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 指標の種類に関して、荒川区を見ると、「荒川区民総幸福度（GAH）」指標は主観的指標

を中心に構成されている。幸福度に関する研究や幸福度関連指標作成では、主観的指標を

用いた幸福度は多く取り入られており、今回取り上げた指標の中でもいくつかで確認する

ことができた。 

 しかし、指標の種類も同時に見てみると、主観的指標の平均値は 26.0 項目であり、荒川

区は 19.7 項目多い 46 項目である。他の主観的指標を扱う事例に置いて、「荒川区民総幸福

度（GAH）」のように項目数を細かく測っている指標はほとんど見られず、荒川区はブータ

ン（72 項目）の次に相当する。 

 なお、主観的幸福度関連指標で荒川区の次に多いのが愛知県長久手市「ながくて幸せモ

ノサシづくり」の 22 項目と静岡県浜松市「浜松総幸福量」の 20 項目である。しかし、こ

の２つは、指標化・計測が主な目的である。他は、12 項目、6 項目、4 項目と、いずれも

荒川区の約４分の 1以下である。 

 

 

4-1-3. (Ⅱ)区における「荒川区民総幸福度(GAH)」の位置付け 

 

 次に、(Ⅱ)区における「荒川区民総幸福度(GAH)」の位置付けとして、以下の２つを見て

いく。１つは、(Ⅱ-ⅰ)政策の視点に「荒川区民総幸福度(GAH)」を導入することによって、

組織の運営に対してどのような影響を与えているか、もう１つは(Ⅱ-ⅱ)「荒川区民総幸福度

(GAH)」を掲げることによる住民の関与と、それによる職員への影響である。 
 
◆(Ⅱ-ⅰ)政策の視点に幸福度指標を導入することによる組織運営への影響 
 「荒川区民総幸福度(GAH)」の区民アンケートの調査結果は、毎年単純集計と属性とのク

ロス集計を行い、すべての結果が庁内各所菅部課に示され、活用がうながされる（猪狩，

2018）。単純集計とは、荒川区基本構想に定める６つの都市像に対応した「健康・福祉」「子

育て・教育」「産業」「環境」「文化」「安全・安心」の６つの分野ごとの区民の幸福実感及

び自由記述、属性等をまとめたものである53。例えば、図 15 は「健康・福祉」の分野にお

ける「運動の実施」の項目である。図 15 のように、アンケートで得られた区民の回答を平

均値化して、5段階評価している。 

                                                   
53毎年、荒川区のウェブサイトに載っている。（最終閲覧日：2018 年 12 月 12 日）
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/kusei/chosa/GAH_Q.html また、調査の単純集計結果をま
とめた冊子もあり、区役所内の情報提供コーナー、各区民事務所、各区立図書館で閲覧可能で
ある。 
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図 15：単純集計の例（出典：荒川区「平成 29 年度荒川区民総幸福度(GAH)に関する区民アン

ケート調査《集計結果》」） 
 

 また、属性とのクロス集計とは、それぞれの質問に対して、地域別、性別、年齢別、居

住年数別、家族構成別、居住形態別、職業別、平均就寝時間別、などで分類して、5段階評

価しているクロス集計表である54（表 10）。 

 
表 10：属性とのクロス集計の例（出典：荒川区「平成 29 年度荒川区民総幸福度(GAH)に関す

る区民アンケート調査《クロス集計表》」） 

 
 

 さらに、荒川区では、毎年、区が実施する政策・施策・事務事業を分析・評価して事務

事業の改善や予算編成に活用する行政評価を実施しており、評価の結果を区のホームペー
                                                   
54毎年、荒川区のウェブサイトに載っている。（最終閲覧日：2018 年 12 月 12 日）
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/kusei/chosa/GAH_Q.html 単純集計と同じく、属性とのク
ロス集計もまとめた冊子があり、区役所内の情報提供コーナー、各区民事務所、各区立図書館
で閲覧可能である。 
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ジで公開している。2014 年からは、この評価基準に「荒川区総幸福量(GAH)」指標を取り

込んでおり、これまで客観指標（アウトプット）のみであった評価基準にアウトカムの意

識が加わった。これまでの行政サービスの評価は、例えば道路を何m 整備したか、講習会

を何回開催したか等、評価指標の多くが客観的なアウトプット（供給量）であった。しか

し、「荒川区総幸福量(GAH)」の幸福実感度を扱う政策・施策の目的は、道路整備であれば

住民生活の安全性に対する実感度や渋滞解消に対する実感度の向上である。また、講習会

であれば受講者がどう感じたのか/どう思ったのかであり、そこに何か課題があればその解

決である。このように、個々の施策が住民にとってどのように役立ったのか、また住民が

どう感じるかといった、いわゆるアウトカム（成果）を判断基準とすることについては、

官のサービスにおいてはほとんど評価されてこなかったのである（壇上，2016）。 

 このように、住民の実感度というアウトカムを軸にすることにより、政策・施策・事務

事業等の PDCA サイクルを回していくうえで職員意識の変化を促すことにもつながると期

待されている（壇上，2016）。例えば、2015 年度の施策「区民の健康づくりの推進」にお

いては、これまで建康教室の開催数や参加者数などを指標としていたところに、運動の実

施度や健康的な食生活の実感度といった幸福実感指標を取り入れた。すなわち、職員が日々

の事務処理に埋没するのではなく、その事務が住民の幸福にどうつながるか、突き詰めて

考える契機となるものと考えられるのである。（壇上，2016）また、その際に「荒川区総幸

福量(GAH)」調査の結果と自らの業務の関係を目のあたりにすることになる。したがって、

いつも「荒川区総幸福量(GAH)」を意識して業務に当たることが求められるという。（猪狩，

2018） 

 そして行政評価の成果指標としての活用が定着してきた 2016 年度には、改定の時期を迎

えた基本計画・実施計画のなかに、他の客観指標とともに、目標とする成果として「荒川

区総幸福量(GAH)」を位置付け、表記した。区民の幸福実感を行政計画の成果目標とした。

（猪狩，2018）。 

 

◆(Ⅱ-ⅱ)区民の関与による区職員への影響 
 荒川区は、地域団体・活動が盛であり、地域の住民も「荒川区総幸福量(GAH)」に関与す

るような仕組みを設けている（荒川区自治総合研究所，2011，2012）。 

 例えば、区民と一緒に「荒川区総幸福量(GAH)」について議論を行う「GAH リーダー推

進会議」を実施したり、地域活動団体に向けて様々な講義を実施する「荒川コミュニティ

カレッジ」や「ハピネスサポートクラブ」などで「荒川区総幸福量(GAH)」についてワーク

ショップ等を行ったり、区民の意見を直接反映させる仕組みを作り出している。「GAH リ

ーダー推進会議」は、リーダー推進会議とは町会などの区民のリーダーに参加してもらい
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幸福実感都市の各分野のテーマごとにグループに分かれて議論している。メンバーは約 60

人で、2014 年度から毎年 1 回開催している。ここでは、「幸福度がどう動いているのか」

というのを議論し、そこで得られた意見等を「荒川区民総幸福度(GAH)」にフィードバック

している55。また、区民にも「荒川区民総幸福度(GAH)」の課題点等を共有し、自分の活動

に落とし込んでもらい、「荒川区民総幸福度(GAH)」ヘの意識を高めてもらっているという56。 

 このように、荒川区では、区民に対してワークショップ等を行い、区民と「荒川区民総

幸福度(GAH)」を共有している。その際に、区民と話し、「荒川区民総幸福度(GAH)」につ

いての意見交換を行っている。 

 

 

4-1-3. 「荒川区民総幸福度(GAH)」の「特質性」 

 

 なぜ「幸福度」が理念として職員個人に浸透しやすいのか、(Ⅰ)「荒川区民総幸福度(GAH)」

の特徴と、(Ⅱ)区における「荒川区民総幸福度(GAH)」の位置付けを整理して、その要因の

解明を試みる。 

(Ⅰ)他地域の幸福度関連指標と比較した「荒川区民総幸福度（GAH）」の特徴より 
 荒川区は、「荒川区民総幸福度（GAH）」の向上を区の目標としており（Ⅰ-ⅰ）、住民一

人ひとりに依拠する主観的な自己申告をベースとした幸福実感度を細かく作成し（Ⅰ-ⅲ）、

それを、政策・施策・事務事業に反映させるため、「荒川区民総幸福度（GAH）」をテーマ

とした専門の研究所を設立し、現場の最前線である職員が主力メンバーになって検討を進

めている（Ⅰ-ⅱ）。 

 一方で、他の地域が取り組む幸福度関連指標は、幸福度の向上ではなく、計測が主な目

的となっているところが多い。また、客観的指標を扱うところは、統計的扱いやすいデー

タや、計測しやすいデータを総合化し、それを幸福度と定義しているため、指標化や政策

との連動の容易さはあるだろう。そのような中で荒川区は、個々の施策が住民にとってど

のように役立ったのか、また住民がどう感じるかといった、アウトカム（成果） を判断基

準としており、それがどう幸福実感度の向上とつながるのかを模索している。 

 しかし、前章で示した通り、個々人に依拠する幸福度指標と、公平性を担保しなければ

ならない政策・施策・事務事業との相対関係・因果関係を探るのは非常に困難である。そ

のため、職員も、行政が立ち入る領域ではないと言及していた（3 章 1 節）。実際に、2 章

                                                   
55 E 氏からのヒアリング（2018 年 10 月 24 日）による。 
56 同上。 
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２節の「荒川区民総幸福度（GAH）」の経緯を見ても、2018 年現在では、政策・施策・事

務事業に関係する客観的データと区民の自己申告における主観的データの因果関係を見つ

けることができなかったと報告している。しかし、そういった中でも、荒川区は、区民の

主観的幸福度の向上を目標としている。 

 このように、他の地域の幸福度関連指標と比較すると、荒川区は、住民一人ひとりの意

見がベースになっている「荒川区民総幸福度（GAH）」の向上を区のミッションと位置付け

ていた。これは、住民の幸福実感度がダイレクトに反映する仕組みになっており、従来の

ややシステマチックに進めていた政策・施策・事務事業等の理屈では対応が難しい。その

ため、職員は、荒川区の政策や施策に関連させて「自分は区民のどこを担っているのか」「区

民の幸福にどうつながっているのか」など常に思考する状況に置かれていると思われる。

このような意味で、他指標と比べた際に現れた「荒川区民総幸福度(GAH)」の特徴が、「幸

福度追求」が職員個人の理念として定着しやすい/している要因になっていると考えられる。 

(Ⅱ)区における「荒川区民総幸福度(GAH)」の位置付けより 

 「荒川区民総幸福度（GAH）」のアンケートの調査結果は、毎年単純集計と属性とのクロ

ス集計を行い、すべての結果が庁内各所菅部課に示される。そのような、「荒川区民総幸福

度（GAH）」調査の結果と自らの業務の関係を目のあたりにする仕組もあり、常時、「荒川

区民総幸福度（GAH）」を意識して業務に当たることが求められていた（Ⅱ-ⅰ）。2016 年

度には、改定の時期を迎えた基本計画・実施計画のなかに、他の客観指標とともに、幸福

度実感度を成果として位置付け、表記した。つまり、区民の幸福実感を行政計画の成果目

標とした。 

 さらには、区民を巻き込む形で「荒川区民総幸福度（GAH）」の開発を進めているため（Ⅱ

-ⅱ）、実際に目に見える住民と議論を重ねていることがわかる。これは、区民の幸福を考え

せざるを得ない環境を生み出している要素の１つだと考えられる。 

 

 以上より、(Ⅰ)「荒川区民総幸福度(GAH)」の特徴と(Ⅱ)区における「荒川区民総幸福度

(GAH)」の位置付けが、一部の職員に対して、理念としての「幸福度追求」が浸透している

要因であると考えるのが自然である。これらをまとめて「荒川区民総幸福度(GAH)」の「特

質性」と呼称する。 

 しかし、以上のことは、必ずしも職員全体に言えることではないと言及しておく。前述

の通り、「一部の」職員という書き方にしている。これは、「荒川区民総幸福度（GAH）」に

対する意識についての職員ヒアリング57でも確認したように、ワーキング・グループやプロ

                                                   
57 本稿 77 ページの I 氏からのヒアリング（2018 年 10 月 23 日）による。 
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ジェクト・チームに携わる職員や、その職員の部・課内にいる職員、また、「荒川区民総幸

福度（GAH）」と政策・施策・事務事業等の評価を意識する立場にある職員など、いわゆる

一部の管理職級の職員において、理念としての「幸福度追求」が定着していると考えられ

るためである。若手職員は「荒川区民総幸福度（GAH）」に関わる機会は多くても、理念と

して「幸福度追求」を捉えているかは断言できない。 

 また、どう意識しているかは、職員それぞれであり曖昧である。そのため、次章（5 章）

で、具体的な現場に着目し、「荒川区民総幸福度（GAH）」の意識̶̶理念としての「幸福

度追求」̶̶が、現場においてどう作用しているのか見ていくことにする。 

 

 

4-2.「幸福度追求」と「荒川区職員ビジネスカレッジ(ABC)」 

 その前に、なぜ「幸福度追求」が理念として一定の職員個人に浸透しているのかについ

て、「荒川区職員ビジネスカレッジ(ABC)」も相乗的な関係があることを言及する。なお、

調査方法は、「荒川区職員ビジネスカレッジ(ABC)」事務局へのヒアリング、経験者へのヒ

アリング、文献の調査、現場調査（ABC 参加）である。 
 
◆「荒川区職員ビジネスカレッジ(ABC)」について 
 「荒川区職員ビジネスカレッジ(ABC)」は、区の正式な人材育成機関、組織内大学として

位置付けられている。2 章２節でも記述したが、「荒川区職員ビジネスカレッジ(ABC)」は

2005 年 5 月に、「広範な視野で社会情勢を把握できる素養を身に付け、専門知識等を体系

的に修得するとともに、職員全体の意識改革と資質の向上」を目的に創設された。また、

当時、西川区長は、「荒川区職員ビジネスカレッジ(ABC)」導入により、「荒川区民総幸福度

（GAH）」を指標化のみならず、職員の考えから変えていこうという狙いがあったのだと推

測できる。導入当初、ABC 担当のスタッフは、西川区長からの「区の大学を設立したい」

という要望を受け取り、管理職級職員に焦点をあてて検討していた。しかし、西川区長は、

若手も含めた視点を持っており、若手に焦点あてた区の大学の制度をオーダーメイドで 1

からつくっていった。参考事例もなく新しい試みだったため、試行錯誤して制度設計を行

っていたという58。 

 現在、受講資格はなく、毎年、入区約 3年目までの職員が 70 人程度有志で集まっている

（図 16）。現在受講者数は約 700 人であり、荒川区総職員数が 1,587 人であることから、
                                                   
58 B 氏からのヒアリング（2018 年 8 月 2 日）による。 
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約 45%の職員が「荒川区職員ビジネスカレッジ(ABC)」を受講したことになる。 

 「荒川区職員ビジネスカレッジ(ABC)」は 2 年間（前期 4 月～9 月、後期 10 月～2 月）

で構成される本科課程がメインコースであり 1年目は教養課程、2年目はゼミ課程が開講さ

れ、どちらも業務時間外に行っている（図 16）。1 年次教養課程は、毎週木曜日午後 6時か

ら 8時 （月 2-3 回程度） で行われ、出席及びレポート提出率 8割以上で進級可能である。

その内容は、各界の第一線で活躍している大学教授などを講師として招待し、政治、経済、

福祉、環境、観光など、様々な講義を受講する講義形式になっている（図 16）。2 年次ゼミ

課程は、ゼミ長のもと、様々なテーマで議論するゼミ形式（月 2回）になっている。課長・

部長がゼミ長となり、異なる部門から集まるゼミ生（受講生）10 人程度で構成される。事

務局（職員課）がある程度管理職級職員をピックアップし、その後にゼミ長が自ら自由に

テーマを設定している。ゼミの内容・運営形式は様々であり、ゼミメンバーが主体的に、

会場設営、日程調整、運営等を行う（図 16）。 

 「荒川区職員ビジネスカレッジ(ABC)」の中でも特徴的なのはゼミ課程で、「業務に関係

ない広範なテーマを扱う」、「部・課に捉われず、様々な専門を持った人が集まる仕組みに

なっている」という点で、他の人材育成制度と比べ特殊的である。また、ゼミ課程の課題

設定に関しても、一様に答えのないテーマが設定されている（表 11）。これは、課長や部長

であるゼミ長が、答えのない中どこに落とし込むのかといったような議論の場をつくる訓

練にもなっている。 

 

 
図 16：「荒川区職員ビジネスカレッジ(ABC)」の概要 
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表 11：2 年次ゼミ課程のゼミのテーマ 

 

 
 
◆「荒川区職員ビジネスカレッジ(ABC)」の実態 
 

①自分の業務・専門の位置付け 
 「荒川区職員ビジネスカレッジ(ABC)」を経験した職員に対して、ヒアリングを行った。

その結果、自分の業務や専門を自己相対化して位置付けを問うているような効用があるこ

とがわかった。以下がその抜粋である。 

 

「締め切りまでに提出しなきゃとか、処理しなきゃとか、目先の作業に集中しがちだ

が、(ゼミ課程で)そもそも何でやっているのかだとか、目的って何だっけとか、区民の
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ためにどう繋がっているのだっけ、というのを常に考えていた」59 

 

「・・・・一つの部の中で完結する業務は少ない。以前はものづくりの担当（営繕課）

だったが、福祉器具を作ろうとした際は福祉の知識も必要だった。・・・(中略)・・・（全

体に対して）アンテナを高く持つ精神を、長になって担当の職員にも受け継いでいこ

うとしている」60 

 

「・・・・建築職で、狭い視野になりがちだが、ABC で自分の業務の意味を再確認で

きる」61 

 

「課長や部長の思いを聞くから、自分を問うことはある。保育士さんも、事務局の人

も、そこで議論することは、自分の専門を何かなあって、考えることになる」62 

 

 以上のように、主にゼミ課程によって、受講生は、自分の業務について「目的って何だ

っけ」や「区民のためにどう繋がっているのだっけ」などと悩む機会をあたえられる。そ

れは、業務時間外で行うことでマニュアル的に行っていた自分の事務事業等から一定の距

離を置きつつ、様々な部門の職員とディスカッションすることにより、自分の専門につい

て位置付けを問うていることであると考えられる。これは、個別具体的な住民個々人の幸

福を考えることと大きく関係していると思われる。なぜなら、自分の専門・業務が、幸福

のどこを担っているのか、考えることのきっかけになっているからである。 

 

 

②部・課を超えた部門横断的ネットワーク 
 同じく、「荒川区職員ビジネスカレッジ(ABC)」を経験した職員のヒアリングより、部や

課を超えた部門横断的なネットワークが生まれていることが確認できた。以下がその抜粋

である。 

 

「ABC 受講当時の部長が現在副区長になっていたり、課長が部長になっていたりと、

色んな部署の役職者になっている。・・・（中略）・・・他部署との調整となっても、そ

                                                   
59 J 氏からのヒアリング（2018 年 7 月 5 日）による。 
60 K 氏からのヒアリング（2018 年 6 月 19 日）による。 
61 M 氏からのヒアリング（2018 年 7 月 5 日）による。 
62 I 氏からのヒアリング（2018 年 10 月 23 日）による。 
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ういった方々と気兼ねなく相談できるのはABCで顔なじみになっていたことが大きい。

区民の幸福のために、繋げたり調整したりしているかな」63 

 

「・・・職務で分からないことがあれば、他部署に話を聞きに行ったり、(他部署の)

先輩に顔をつないでもらったりなど、ネットワークの形成にもなっている。」64 

 

「どうしても職場と家の行き来だと、外に出る仕事もあるが、その中の世界になるか

ら、時間外の人と集まって意見交換は刺激がある。」65 

 

「働き始めると意外に自分の仕事をやっていく関係は狭い。ABC でネットワークは格

段に広がった。職種間で話をすることはなかったが、今までは部活のつながりだけだ

ったものが、ABC のネットワークを使って相談できる。」66 

 

 以上のヒアリングからもわかるように、ゼミ課程では、異なる分野のゼミ長・ゼミ生が

集まり、ディスカッションやフィールドワークを行うため、普段は関わらない部門外の職

員と交流することができる。そのため、業務で他部署との調整となっても、気兼ねなく相

談できたり、先輩に顔をつないでもらったりでき、横断的なネットワークの形成に寄与し

ていることが考えられる。そして、他部署の調整が必要になった時などの条件下において

ではあるが、ヒアリングの「区民の幸福のために」という言葉からも考えられるように、

理念としての「幸福度追求」と他部署と連携して対応できる組織体制の兆しである横断的

なネットワークは、複雑な区民の要望に応えるのに対して相乗的な関係にあると言えるだ

ろう。 

 

◆小括 
 以上、「荒川区職員ビジネスカレッジ(ABC)」と理念としての「幸福度追求」の関係性を

見た結果、2点で相乗的な関係性を持っていると考えられた。 

 １つは、自分の事務業務等から一定の距離を置きつつ、業務時間外に様々な部門の職員

と議論することにより、受講生は「目的って何だっけ」や「区民のためにどう繋がってい

るのだっけ」などと、自己相対的に自分の業務や専門の位置付けを問うたり、悩んだりと

                                                   
63 H 氏からのヒアリング（2018 年 10 月 24 日）による。 
64 J 氏からのヒアリング（2018 年 7 月 5 日）による。 
65 N 氏からのヒアリング（2018 年 6 月 19 日）による。 
66 D 氏からのヒアリング（2018 年 10 月 23 日）による。 
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いう機会が与えられていた。これは、自分の専門・業務が、幸福のどこを担っているのか、

どこにつながっているのか、というように「幸福度」について考えることのきっかけにな

っており、「荒川区職員ビジネスカレッジ(ABC)」の経験は、「幸福度追求」という理念と相

乗的な効果にあると考えられる。 

 もう１つは、異なる分野のゼミ長・ゼミ生が集まり、ディスカッションやフィールドワ

ークを行うため、普段は関わらない部門外の職員と交流することができ、横断的なネット

ワークの形成に寄与していることであった。それは「区民の幸福のために」というような

理念としての「幸福度追求」と、他部署と連携して対応できる組織体制の兆しである横断

的なネットワークが相乗的な関係にあると言えるのではないだろうか。 

 しかし、受講生は約 700 人であり、荒川区総職員数が 1,587 人であることを考えると、

以上のような「荒川区職員ビジネスカレッジ(ABC)」と理念としての「幸福度追求」の相乗

的な関係は、職員全員に言えることではない。また、「荒川区職員ビジネスカレッジ(ABC)」

を経験した職員全員が「幸福度追求」という理念と相乗的な関係になるとはいえない。 

 しかし、以上のことから、「荒川区職員ビジネスカレッジ(ABC)」は相乗的な関係にあり、

「幸福度追求」が理念として一定の職員個人に浸透している「１つの」要因であることは

確かである。 
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5. ⑵個人レベルにおけるケーススタディー      
 

 前章（4 章）では、少なくとも一部の管理職級の職員において、「幸福度」が理念として

個人に浸透していたことを明らかにした。職員個人は、「幸福」あるいは「幸福度」の内実

や実態は分からないが、追求するべき言葉・概念として幸福度を捉えているのである。 

 この章（5章）では、職員の意識の中で、理念として幸福度を捉えているとは具体的にど

ういうことのなのか、〈個別的なもの（私）〉も対象にしているのか、について、具体的な

現場を見ていく。今回は、5-1.地域商業系の職員、5-2.都市計画再開発系の職員、5-3.地域

活動団体系の職員の 3 つのケースに着目する。そして、ヒアリングや文献レビューを行う

ことで、理念としての「幸福度追求」が、現場においてどう作用しているのかの分析・考

察を行う。 

 

5-1. 地域商業系 

 荒川区は、古くから商業町として栄え、現在でも商店街をはじめとした自営業者が多く

存在する。そして現在、荒川区商店街連合会には 41 の商店街が加盟67しており（2018 年 9

月現在）、他区と比べても比較的商店街数は多い。しかし、少子高齢化や消費構造の変化な

どから、かつての商店街の賑わいは衰退し、現在は商業者の高齢化・後継者不足、空き家

増加など、様々な課題に直面している。そういった状況の中、区の商業を支える一主体と

しての荒川区はどのような地域商業を目指しているのか。職員個人が「幸福度追求」とい

う理念のもとで〈個別的なもの（私）〉も対象にしているのであれば、それは地域商業、と

りわけ商店街に対して何を意味しているのか。 

 
◆ヒアリング調査概要 
・	調査日：2018 年 4 月 12 日、10 月 23 日 

・	調査対象：産業経済部 産業振興課、産業経済部 経営支援課 

・	調査対象者：F 氏（課長）、P氏（課長）G氏（係長）、O氏（係長）、Q氏（係長）、L氏 

 

 

                                                   
67 荒川区ホームページ「荒川区の魅力・商店街」による。（最終閲覧日：2018 年 12 月 5 日）
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/kanko/kankojoho/miryoku/shotengai.html 
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◆商業町への発展 
 ここでは荒川区の地域商業がどのように発展していったかを明治以降から見ることで簡

単におさえておく。明治時代前期の荒川区の商業は見るべきものがなく、各部落に食料品、

菓子類、荒物雑貨品を商うものが一軒か二軒ある程度であり、農家では収穫物を、上野か

駒込市場へ持って行った帰りに返り荷として仕入れてきて細々と売っていた程度である

（荒川区，1989A）。このような荒川区の商業に著しい変化が現れたのは、大正時代に入っ

てからであり、土地区画整理事業、荒川改修工事が行われ、大正 2 年の王子電車開通に伴

い、生産および住居の環境が整い、荒川区の人口が急増することによって、商店街も形成

されるようになった（荒川区，1989A）。さらに大正から昭和にかけて人口が急増し、中心

企業を中心とした工業地帯が形成され、その周辺で交通の便が良い場所に商店街が生まれ

た（荒川区，1989A）。 

 昭和 61 年（1986 年）における荒川区の商業は、小売業がその半数を占めていた。そし

て、その多くが夜間人口としての在住者のための鮮魚、食肉、青果などの食料品を扱う業

者が多く（表 12）、最寄品中心の商店街で地元主婦が日用品を徒歩または自転車などにより

買い物を行う商店街が形成されていった（荒川区，1989B）。図 17 の消費者を対象にした

アンケートでも、食料品を区内ですませている区民が多いことがわかる。さらに、表 13 を

見ても分かるように、一般に規模は極めて小さく、卸売まで含めても、従業者 1-2 人のい

わゆるパパ・ママストア的な存在が過半を占めるといった状況であった。（荒川区，1989B）。

また、立地条件から商店街を見ても、住宅地に発達したものが多く、路線がそれに次いで

いて、やはり消費者の住居を中心としている点は変わらず、荒川区の商店街は、いわゆる

盛り場として発達してきたものではないことが言える。（荒川区，1989B）。 
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表 12：荒川区の中分類別町丁別商店数（昭和 61 年）（出典：荒川区史 下巻） 
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図 17：荒川区民の行動の場（出典：荒川区史 下巻） 

 
表 13：荒川区における規格別商店数の変化（出典：荒川区史 下巻） 

 
 
 
◆商店街の現状と課題 
 次に、現在の商店街について見てみる。2018 年 9 月現在、商連加盟商店街数は 4168で、

代表的なものに、三ノ輪銀座商店街、町屋銀座商和会、日暮里繊維街などがある（図 18）。

商店街に加盟している店舗数は 1,601 店舗で、区内全商業事業者数が 6,812 店舗であるこ

とから 25.89％の店舗が加盟していることになる（荒川区，2015）。 

                                                   
68荒川区ホームページ「荒川区の魅力・商店街」による。（最終閲覧日：2018 年 12 月 5 日）
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/kanko/kankojoho/miryoku/shotengai.html 
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 荒川区は、商業振興施策に活用する目的で、４年ごとに荒川区内商業者を対象とした「荒

川区商業事業者訪問支援事業」を実施し、報告書としてまとめている。最新の報告書は 2014

年度に行われたもので、荒川区商店街連合会（商店街）の加盟店と非加盟店の有志を対象

に訪問事業を行っており、その数は 1,761 店舗である（荒川区，2015）。この報告書は 2015

年に公表されており、現在の商店街の状況を知る上では参考になるため、この報告書をも

とに整理する。 

 商業者の構造（図 19）を見てみると、従業員数別商業者数は 5人以下が 70.5％を占めて

おり、経営形態別商業者数は個人経営が 56.1%を占めていた（荒川区，2015）。また、商

業者業種構成は小売業が 49.9%を占めており、次に飲食業が 22.3%、サービス業が 21.7%

という割合になっている（荒川区，2015）。さらに、店舗所有状況について自己所有率をみ

ると、小売業が 58.8%、飲食業が 39.2%、サービス業が 43.5%と、小売業が高いことがわ

かる（荒川区，2015）。これは、飲食業、サービス業、小売業に比べ、小売業は業歴が長い

商業者が多いことなどが理由として考えられる。以上のデータからもわかるように、生鮮

食品や食肉商品、青果食品を扱って居る小規模な商店が多いことがわかる。筆者も、夕暮

れ時に入る前の時間帯に足を運ぶと、夕食の材料を購入するためか、そのような日用品を

扱う小規模商店に住民が買い物をしている光景が見られた。 

 

 
図 19：商業者の構造（2015 年度荒川区商業事業者訪問支援事業報告書より筆者作成） 
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 しかし、一般的にも商店街を取り巻く課題は深刻化しており、荒川区においても同様で

ある。例えば、店舗経営者の 59.5％が 60 代以上で高齢化しており、後継者に関しては、

71.1%の商業者が「後継者無し」という回答であった（荒川区，2015）。さらにそのうち、

34.6%が廃業予定と答えている（荒川区，2015）。また、「後継者あり」と回答した商業者

の後継者との関係は「子」が 8 割となっており、商業者の事業継続の難しさが、データか

らでも判断できる（荒川区，2015）。また、55.3％の店舗で売上がダウンしており、60.2％

の店舗で経営状況に問題を抱えているという回答だった（荒川区，2015）。経営状況に関し

て業種部に見てみると、小売業は 69%、サービス業は 41%、飲食業は 60%の店舗で経営状

況に問題を抱えているという結果になっており、比較的小売業が多いことがわかる（荒川

区，2015）。これは、近隣型の食品スーパー等の店舗出店による影響が大きいと考えられる。 

 また、実際に訪問事業を行った職員によると、荒川区商店街連合会（商店街）に加盟し

ている店と非加盟店で課題が異なるという69。加盟店は、商店街の住宅化、つまりは廃業や

空き店舗化が進み、来場者の減少が課題である。そして、商業者には「自分だけが頑張っ

ても仕方ない」という想いもあり、また、廃業者も店舗を他に貸すことには消極的である。

これは、比較的生活が豊かで商売をするメリットがないことが想像出来る。これに関連し

て、報告書による店舗以外の売り上げの有無に関しては約 20%で有りという回答であった。

その内訳については、主に、不動産賃貸が 26.4%、卸売が 26.4%、配達・出張サービスが

16.1%、インターネット・カタログ販売が 12.1%となっていた（荒川区，2015）。 

 一方、荒川区商店街連合会（商店街）に加盟していないは、商店街は会費があること、

客層も限られることから、加盟しない店も増えているという70。しかし、商店街以外に立地

すると、住宅地に店舗を構えることになり、そこは入り組んだ細い道も多く一般の人から

見つけられにくく、PR が課題である。 

 

◆商業者に対する政策・施策「商店街支援から個店支援へ」 
 以上のような荒川区商店街連合会（商店街）の社会的状況の中、荒川区は、ここ最近で

商店街以外の個店へも支援を行う姿勢を示している。個店とは、文字通りの一つ一つの店

舗で、荒川区商店街連合会（商店街）に加盟していない個々の店舗のことを指す。 

 例えば、「荒川区商業事業者訪問支援事業」において、前回の 2014 年度は荒川区商店街

連合会（商店街）の加盟店と非加盟店の有志を対象に訪問事業を行っていたのに対し、2018

年度は、加盟店・非加盟店にこだわらず、区内の全商業者をターゲットに変更した。2014

                                                   
69 G 氏からのヒアリング（2018 年 7 月 23 日）による。 
70 同上。 
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年度の対象事業所は、区内の商業事業者 1,761 事業所だったのに対し、2018 年度の対象事

業所は、区内の商業事業者 3,046 事業所であった。その内訳は小売業が 1,215、サービス

業が 1,003、飲食業が 828 である。これは、商店街加盟店に限定せず、商業者全員を対象

としたことに他ならない。その理由は、「売上増加している店舗は加盟していない店舗が多

い」「若い商業者は加盟することにメリットを感じない」「商店街組織の高齢化・会員の減

少」などの理由であるという71。 

 そして、近年、実際に、個店支援の事業（一店逸品運動、街なか商店塾、LANP）に力を

入れている（図 20）。 

 

 
図 20：区内商業者支援における商店街支援と個店支援 
（出典：荒川区「平成 30 年荒川区商業支援メニュー」） 

 

                                                   
71 F 氏からのヒアリング（2018 年 10 月 23 日）による。 
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 なお荒川区としては、2005 年 6 月施行の「荒川区産業振興基本条例」にて、商店等が商

店会へ加入すること及び商店会が実施する事業に協力することを努力義務として定められ

ているため、最寄りの商店会への加入を推奨しなければならない72。 

 個店支援移行への経緯は、2007 年に西川区長を本部長として立ち上げられたル「ネッサ

ンス推進事業本部」のなかで個店支援の話が上がったのが始まりである。それがきっかけ

で、個店への支援を徐々に増やしていく。そしてこの 5～6 年で、やる気・意欲のある店舗

が商店街に加盟していないということがわかったため、部長の意思決定の元で、2018 年度

の訪問支援で商店街組合に限定するのを廃止したという73。 

  

 しかし、官の一番大事なところの１つで公平性・平等性の原則がある。住民の税金で、

ある一店舗だけを支援するのは不公平・不平等だというような疑問がある。つまり個店は、

本研究の文脈では〈個別的なもの（私）〉に相当する。この点に関しては、現在行っている

個店支援の多くは、「魅力あふれる個店づくり事業 LANP」の会員になったり、「一店逸品

運動」「街中商店塾」に入ったりなど、何か新しい母体に入ることで集団を形成し、それを

公共性のあるものとみなして支援を行っている。つまりは、公平性や平等性を踏み外さず

に、荒川区商店街連合会（商店街）とは別の集合体を形成する考え方である。しかし、実

際は「新しい母体をつくる」以外にも個店への支援は存在している。これに関して職員は

以下のような見解を示している。 

 

「15 年くらい前だと、『なんであそこの店だけトイレ改修したんだ』とかあったが、今

はあんまり言われない。それが必要だと、世の中の認識になっていると思う」74 

 

「商店街連合会の方からも、商店街振興に対してもっと予算を増やせとか、強い要望

はあんまりなくて、個店支援に関しても、区が取り組むことに対して、区内の商業が

活性化できるのであればということで皆理解している。区民の皆様の意見も聞いても

個店支援も区民の総意になっている。」75 

 

 つまり、職員のヒアリングから読み取れるように、地域住民や荒川区商店街連合会（商
                                                   
72 荒川区ホームページ（最終閲覧日：2018 年１２月 14 日）
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/sangyo/kunaishotengai/kanyusokushin/participation.ht
ml 
73 F 氏からのヒアリング（2018 年 10 月 23 日）による。 
74 同上。 
75 G 氏からのヒアリング（2018 年 10 月 23 日）による。 
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店街）の商業者は、商店街という既存の地域商業のみではなく、個店への支援も荒川区の

地域商業には必要であるという認識になっているのではないだろうか。これは、地域商業

に対する住民の見方も変わっていることを示していると思われる。 

 

 また、他区の個店支援に関しては、23 区の商業系に関わる課長が出席する経済主幹課長

会があり、その中で、個店支援の話も上がったのがきっかけで、同じくらいの時期に（2007

以降）商店街支援から個店支援へ着手したという76。商店街支援は条例で定められているこ

ともあり、東京都からの補助金で行っているため 23 区で比較的横並びの支援内容になって

いる。しかし、個店支援は各区自由に行っており、例えばランプ事業は荒川区のみで、一

店逸品運動においても、実施しているのは荒川区含め５区のみである。 

 また、地方の自治体では、個店支援までは十分行き届いていない。それは、そもそも地

域商業者に対する支援の優先順位が低いためである。例えば、地方交付税は、子育てや健

康も含めた福祉に投入しているので、地域商業者に対する公的支援はほぼないという77。ま

た、地方は職員の数も少ないため、数少ない商業者支援は商工会議所が行っている。 

 

◆個店支援に対する職員の個人的見解 
 個店支援に関する個人的な見解について産業経済部の担当職員にヒアリングを行った。

以下がその抜粋である。 

 

「今後の行政の流れは選択と集中である。これは政策判断にもなるので、上のレベル

の話にもなるが、私の、産業振興課長のレベルでの考え方だと、徐々に個店支援の中

にシフトしていくってのは今後必要だと思っている」78 

 

「組織の枠組みが変わってきている中で、新しい個店のつながり、地域を支える組織

が勝手にではないけど、できているので、地域全体を見て必要なところに支援をして

いくと思っている。」79 

 

「なかなか難しいところではあるが、商店街は地域のコミュニティの核にもなるので、

商店街に対する支援は必要だとは思う。ただ支援をしていく中で、我々としても何を

                                                   
76 同上。 
77 F 氏からのヒアリング（2018 年 10 月 23 日）による。 
78 同上。 
79 L 氏からのヒアリング（2018 年 10 月 23 日）による。 
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目的にしていくというのがありまして、個人的な意見だが、商店街を支援した時の効

果が見えにくい、イベントをやった後の効果が。一方で、個店の方が、効果が見えや

すい。」80 

 

 以上のように、職員の個人的な考えでは、荒川区の地域商業を長い目で見ていくときに

は、個店支援にシフトすることが重要であるという意味を含んだ回答が多かった。一方で、

商店街活性化事業であるイベント活動も、地域コミュニティを形成する上では重要である

と述べているが、実際に効果は見えにくいとしている。そのため、評価のしやすい個店支

援の有効性を感じているのだと思われる。 

 

◆個店支援と理念としての「幸福度追求」の関係性 
 それでは、「幸福度追求」という理念は、どのような影響を与えているのか。今まで公平

性や平等生の観点もあり荒川区商店街連合会（商店街）といった母体に支援を行ってきた

が、現在は個店支援にシフトしている過渡期と言える。そんな中、「幸福度追求」という理

念はどういう位置付けにあるのか。職員の語りから紐解いていく。 

 

「幸福度の指標は、例えば買い物の利便性がどうなっているとか、町の産業をどう感

じているのか、最終的にそこに跳ね返っていなければいけない。そこをどう意識して

いるか、というのは、成果を求められる以上、効果測定が必要で、手応えのないのは

サンセットしてやめていく必要はある（加盟店への支援：イベント事業など）。幸福度

を考えた時、今後は個店支援を始めとした、必要なものに集中していく」81 

 

「商店街はどうしてもいろんな人もいるので、なかなか幸福度は計れない。効果測定

できない。だが、個店支援は、（幸福度が）分かりやすい。何を持って幸福度というの

か、個々のお店が商売繁盛したら幸福度なのか、あるいはその店があることで、誰か

助けられている人がいるとか」82 

 

「幸福度を考えると、商店街組織以外の方も街をよくしたいという人が多い。個店支

援など、フィールドを増やすと出会いを感じている」83 

                                                   
80 O 氏からのヒアリング（2018 年 10 月 23 日）による。 
81 F 氏からのヒアリング（2018 年 10 月 23 日）による。 
82 同上。 
83 O 氏からのヒアリング（2018 年 10 月 23 日）による。 
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 以上より、「幸福度の指標を考えた時、商店街支援よりも個店支援の方が区民の幸福がわ

かりやすい」といった考えがあることが読み取れる。 

 現在、荒川区の地域商業系支援の半分を占める荒川区商店街連合会（商店街）への支援

は、商店街祭りなどのイベント事業、いわゆる「商店街活性化」がほとんどである。しか

し、そのような商店街全体の利益向上を図るような公益まちづくりでは、幸せにどうつな

がっているかは測りづらく、検証できない性質を持っているということだろう。商店街祭

りなどのイベントは一過性のものが多く、かつ、商いが主の目的である商店の売り上げや

顧客との長期的なつながりなどには直接反映しにくいという点が要因であると考えられる

（辻井，2013）。しかし、〈個別的なもの（私）〉に相当する個店支援になると、担当の職員

は「個店支援は、（幸福度が）分かりやすい。個々のお店が商売繁盛したら幸福度なのか、

あるいはその店があることで誰か助けられている人がいるとか」と語っていた。これは、

商店街という母体に対しての幸福度は抽象的でわかりにくく、実際の幸福度向上につなが

っているのかは曖昧であったのに対し、個別具体的な個店支援は、具体的な商店主やそこ

に通う顧客などの個々人の幸福度をイメージしやすいということだろう。さらには、荒川

区商店街連合会（商店街）の高齢化や会員の減少、意識の低下などの社会的情勢も踏まえ

て、個店支援を重点に置くべきという見解になっている。前述したように、実際に施策で

も、商店街という団体支援の他にも個店支援を重点的に増やす方向性であった。 

 

◆小括 
 以上をまとめると、社会情勢が変化し、商店街から個店への支援が必要になっている状

況でも、個店へのシフト、つまり〈個別的なもの（私）〉の領域に官が関与するのは難しい

と考えるのが一般的である。しかし、荒川区においては、①新しい集団をつくり公共を担

保すること、②住民による個店支援への反応が寛容的になっていることが、個店支援が実

施できている要因であると考えられる。そしてそれらに加え、職員の個別的な意識の中で

幸福度を考えるにあたっては、商店街より個店支援の方が具体的な個々人やそこに通う顧

客などの幸福度をイメージしやすく、「選択と集中」の拠り所になるといった思考が読み取

れた。つまり、理念としての「幸福度追求」は、地域商業系職員に対して、荒川区商店街

連合会（商店街）といった官が従来担ってきた集団的な母体のみではなく、個店支援とい

った〈個別的なもの（私）〉も対象にする「論拠」の一つになっていると考えられる。 
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5-2. 都市計画再開発系 

 荒川区は、住宅、商業、工業が混在しながら密集し、小規模宅地で建物の老朽化が進ん

でいる地域、いわゆる木造密集地域が多く存在している。荒川区では、こうした防災上危

険な地域の解消などを目的に、駅前の複合ビルやマンション開発などの再開発事業に取り

組んでいる。また、幹線道路沿いでも民間ディベロッパーによるマンション再開発が進ん

でいる。これは再開発事業のピークを過ぎた都心から荒川区などの周辺地区にも開発の流

れがきているということだろう。しかし、そのような開発が乱立する中、開発で住民の入

れ替わりが激しくなったのも一つの要因で、かつ、高齢化などの社会情勢も影響を与え、

その地に根付いていた町会などの地域活動の衰退が危惧されている。これは荒川区だけの

課題ではなく、考えなければならない一般的なテーマであろう。 

 このような状況の中、区の再開発事業担う一主体としての荒川区の職員と「幸福度追求」

という理念はどのような関係性にあるのか。 

 

◆ヒアリング調査概要 
・	調査日：2018 年 4 月 23 日、12 月 10 日 

・	調査対象：防災都市づくり（都市計画・再開発） 

・	調査対象者：B 氏（部長） 

 

◆荒川区の再開発の現状 
 木造密集地域が多く存在している荒川区では、「防災まちづくり」という目標のもとクリ

アランスが行われている。特に、2003 年から、難しいと考えられてきた木密地域整備の機

運が進み、2011 年の震災後は「防災まちづくり」事業の実現に向けて動き出し、道路や広

場が整備されている84。荒川区の再開発事業は、主要な商業集積を持った地区や特色のある

商業地区が少ないことなどから、特に、駅前周辺を中心とした再開発に重点が置かれ、住

民で組織した再開発組合が推進する市街地再開発事業や、区と都市再生機構等が推進して

いる「南千住地区住宅市街地総合整備事業」、また、東京都が施行した「白鬚西地区市街地

再開発事業」などがある85。 

 その他にも、幹線道路沿いは民間ディベロッパーによるマンション開発が進められてい

                                                   
84 B 氏からのヒアリング（2018 年 4 月 23 日）による。 
85 荒川区ホームページによる。（最終閲覧日：2018 年１２月 14 日）
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/kankyo/saikaihatsu/arakawaku/saikaihatsu.html 
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る86。これは、幹線道路沿いは用途地域上で「商業地域」と定められており、日影規制もな

く、容積率が高く設定されているためである（図 21）。また、幹線道路沿いということもあ

り交通の便も良いため、マンション開発がされやすいという87。 

 一方で、マンションなどの再開発によって、住民の入れ替わりが発生することがひとつ

の要因となり、町会などの地域活動の衰退が危惧される。この点に関して都市計画担当の

職員によると、荒川区としては、条例の関係上、住民に町会へ入って欲しいが、強制はで

きないという88。よって、荒川区は住民に対して「地元の町会長さんの話は聞いてください」

という推奨指導を行っている。 

 

                                                   
86 B 氏からのヒアリング（2018 年 12 月 10 日）による。 
87 同上。 
88 同上。 
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◆B氏とマンション開発後の地域活動との関わり 
 荒川区の都市計画と再開発の担当部長で、区の再開発に関わっている B 氏は、荒川区の

幹線道路沿いに面する町会（約 350 世帯）に親の代から住んでいる（図 22）。B氏は、2000

年ごろから町会に加入し、青年部として町会活動にも参加している。町会の参加のきっか

けとしては、B氏の親が町会の活動に参加していて、その中で親の世代が「自分たちがいな

くなった後、このままだと町会が廃れてしまう」ということで、自分たちの息子・娘を連

れてきて町会への参加を促したという。当初 B 氏は、それほど乗る気ではなかったが何回

か活動することによって顔見知りになり、現在の町会活動に至るという。 

 そして、その町会の幹線道路沿いにマンションが開発され、新しい住民がその地域に入

居してきている。 

 

 
図 22：B 氏が参加している町会の範囲と俯瞰図（B氏のヒアリングにより荒川区ホームページ

（上部都市計画図）と Apple map（下部俯瞰図）をもとに筆者作成） 
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B 氏は町会の地域活動について以下のように語っている。 

 

「・・・僕住んだことないのでわかんなかったんですけど、マンションの中で、若い

人同士のつながりが結構できているなと、すべてのマンションでどうかはわかんない

けど、少なくとも、私の住んでいる町会もマンションの人たちは仲が良い。新しい人

たちのつながりができてきた。」89 

 

「私が町会活動に参加したのが 2000 年くらい。20 年近くになる。その間にどんどん

マンションができていって、そういう人たちのつながりもできて、政策の視点の中で、

かなり地域の活動が出てきるが、きっと、仕事はみんなバラバラで、昼間辛いことが

多い人たちが多いと思うが、そういうのを見せずに、なのか、そんなこと人に言った

てしょうがないですからね。そういう地域の活動の中で実に皆さん楽しそうに幸せそ

うにやっているなぁって。」90 

 

「酔っ払った勢いで、新しく来た方たちのマンションに乗り込んでですね、夜11時頃、

男どもが外に出て行って、奥さんたちがそこで集まって飲んでいる。子供達も遊んで

いる。マンションの 5 階くらい。こんなうるさくして他の階の人たちは文句言わない

んですかって言ったら、それは、毎回こういう風に集まっていて、大丈夫ですね、っ

て。子供同士も楽しい。奥さん同士で楽しい。男同士で楽しい。なんかそういうのが

すごく、みんなそういう生活を送れると楽しんじゃないかなって。人生楽しく幸せに

暮らすための一つとして地域活動があればいいなって。」91 

 

「地域活動をする中で、（住民は）やっぱり行政の動きとか役割とかっていうのに、疑

問を持ったりとかっていう、それは批判とかではないんだけども、わからないことが

結構あるんですよね、地域住民の人たちは。多少なりとも、こういう仕事をしている

から、一般の人たちにはちょっとわかっていることはあるので、（住民に）そういう話

をすることはあります。でも、それ以外は、自分も地域住民の一人としてその周りの

人たちとと一緒に楽しんでいるというところが大きい。」92 

 

                                                   
89 B 氏からのヒアリング（2018 年 4 月 23 日）による。 
90 同上。 
91 同上。 
92 B 氏からのヒアリング（2018 年 12 月 10 日）による。 
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「少なくとも私のことを言えば、行政に携わる人間でなければ、地域活動はしていな

かった。地元ですから。で、私はやっぱり、自分の職業が、周りが知ることになって、

そうなると、あいつは区役所に勤めているのに地域の活動には何にも協力してくれな

いって言われがちじゃないですか。（町会活動参加の）出だしとしてはありますよね。」
93 

 以上のヒアリングから B 氏は、当初、地域活動の参加のきっかけとしては、荒川区に努

める人間であるということが大きかったと話している。しかし、その後、業務時間外であ

る日常の私生活において、「そこにいる住民が楽しいなら幸せなら」という思考のもと、町

会の地域活動やマンション内の地域活動に参加しているのではないだろうか。つまりは、

荒川区の職員としての理念である「幸福度追求」が、業務時間外の時間にも作用している

と考えられるのではないだろうか。 

 B 氏本人からは「自分も地域住民の一人としてその周りの人たちと一緒に楽しんでいる」

という語りがあった。そのため、理念としての「幸福度追求」が関係しているとは断言で

きないが、B氏は「荒川区民総幸福度(GAH)」を基軸に置いた政策研究会のメンバーであっ

たり、「荒川区民総幸福度(GAH)」と政策や施策の方向性を意識する立場（部長）であった

りと、業務においては常に「幸福度」「幸福」に触れている。「自分も地域住民の一人とし

てその周りの人たちと一緒に楽しんでいる」というように、B 氏のパーソナリティ（人格）

に依拠しているということも配慮しなければならないが、以上のヒアリングでは「幸せ」

という言葉を使い語っていた。このことから、理念としての「幸福度追求」は「無意識」

にも B 氏に影響を与えていると考えるのが自然ではないだろうか。業務時間外の私生活の

領域においての地域活動への参加と、理念としての「幸福度追求」の因果関係は全くない

とは言えないだろう。 

 

◆小括 
 都市計画・再開発部長の B 氏は、行政としてのミッションで荒川区の再開発事業に関わ

っている。一方で、再開発などのマンション建設は住民の入れ替わりが激しく、政策の視

点である地域活動の脆弱化要因の一つである。しかし B 氏は、業務時間外の私的な時間で

も町会の地域活動やマンション内の地域活動に参加し「人生楽しく幸せに暮らすための一

つとして地域活動があればいいなって」、「自分も地域住民の一人としてその周りの人たち

と一緒に楽しんでいる」と語っていた。これは、「幸福度追求」が理念として少なからず関

係し、B氏は、「無意識」にも業務時間外であるプライベートな時間に〈個別的なもの（私）〉

                                                   
93 B 氏からのヒアリング（2018 年 12 月 10 日）による。 
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である区民一人ひとりに対して対等な関係を築き「自分も楽しいから」というもと、市民

活動に参加していると考えられるのではないだろうか。 

 これは、官の領域から〈個別的なもの（私）〉に関与しているというよりは、自分も住民

の一人として対等な関係になって、そこの住民たちとともに活動している。自分も住民の

一員としての〈個別的なもの（私）〉になり、地域活動の住民一人ひとりといった〈個別的

なもの（私）〉に向き合っていると解釈出来よう。 

 

 

5-3. 地域活動団体系 

 「荒川区民総幸福度(GAH)」の開発にあたって荒川区は、区民も関与し区全体で「幸福度」

について考えていくビジョンを描いており、その一つとして地域活動を拡げていくことを

目標としている。そのための一つの仕組みとして、様々な世代が「学び」を通して、他の

住民と関わりながら、地域活動を行うために必要な知識や技術を身につける人材育成の場

であるコミュニティカレッジを運営している。コミュニティカレッジは、地域活動の入り

口として区で何かやりたい人のためのプラットホームを提供する役割を担っており、地域

活動団体と区職員が関わる場でもある。 

 そのように、地域活動に関心がある住民と職員が関わる場において、理念としての「幸

福度追求」はどのような影響を与えているのか。 

 

◆ヒアリング調査概要 
・	調査日：2018 年 6 月 28 日、10 月 24 日 

・	調査対象：地域文化スポーツ部 生涯学習課 

・	調査対象者：H氏（係長）、R氏 

 

◆コミュニティカレッジについて 
 ミュニティカレッジとは、荒川区内在住・在勤・在学の 18 歳以上で、1年間を継続して

学ぶことができ、地域活動に関心のある住民を対象とした生涯学習の場である。目的は、

「様々な世代が学びを通して仲間づくりを進めながら、地域活動を行うために必要な知識

や技術を身につける人材育成の場」である94。地域を知ることから始め、地域活動に必要な

                                                   
94 荒川区ホームページ「コミュニティカレッジについて」による。（最終閲覧日：2018 年 12 月
26 日）
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知識や技術を、講義だけでなく、活動体験や個人・グループ研究などを通して実践的に学

ぶ場として機能している。 

 履修期間は 2 年間で、日時は月に 1・2 回程度の必修講座（年間 20 回）や、選択講座・

公開講座などがあり、受講費用等は年間 12,000 円（1 講座あたり 500 円程度）である。コ

ミュニティカレッジの事務局は、常勤の職員 2 人（異動あり）と非常勤の職員２人（異動

なし）の計６人である。 

 2010 年に開校し、現在 8期目を迎えている。修了生はリピーター含めて 254 人で、コミ

ニュティカレッジ発の地域活動団体は 2018 年現在で 37 団体に増加（2017 年は 27 団体）

している。地域活動団体のほとんどが自主活動団体である。荒川区が手を入れているのは

立ち上がり期のみで、場所を貸したり、相談に乗ったり、活動の目的を決めたりの支援を

している95。 

 また、女性の参加率が多い（56％）が男性（44％）も参加している96。年齢的で見ると、

60 代が一番多く（41%）、次に 40 代（14%）、30 代（14%）、50 代（13%）、70 代（13％）

の順になっていおり、20 代は 2 名参加している97。修了生は複数の地域活動団体に所属し

ている場合も多く、荒川区のイベントにも積極的に参加しているという98。また、初参加者

のほとんどは荒川区について「知りたい」という思いで参加し、「学び、つながり、仲間づ

くり」を通じて、地域活動への興味を深めていっている99。 

 つまりは、コミュニティカレッジは、活動の場所の提供と人脈、地域活動のきっかけ、

そして活動の目的作りを支援しており、地域活動の入り口のプラットホームの役割も担っ

ている。 

                                                                                                                                                     
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/arapura/communitycollege/chiiki/chiikidaigakutoha.ht
ml 
95 H 氏からのヒアリング（2018 年 10 月 24 日）による。 
96 荒川コミュニティカレッジ紹介冊子（2018 年）（最終閲覧日：2018 年 12 月 26 日）
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/arapura/communitycollege/chiiki/guidebook/2018/i01
30040062018012.files/komikare.pdf 
97 同上。 
98 H 氏からのヒアリング（2018 年 10 月 24 日）による。 
99 同上。 
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図 23：コミュニティカレッジの活動について 

（出典：荒川コミュニティカレッジ紹介冊子（2018 年）） 
 

 
◆コミュニティカレッジ事務局職員と住民の関係 
 コミュニティカレッジの事務局は荒川区本庁舎になく、サンパール荒川という文化施設

にある。コミュニティカレッジは、上記のように、様々な講義やワークショップを開催し

て地域活動のスタートアップの手伝いを行っている。そのため、コミュニティカレッジか

らは、多くの地域活動団体が誕生した。さらには、地位活動団体をはじめとした住民のプ

ラットホームになっており、職員と住民は様々な交流がある。以下はコミュニティカレッ

ジの事務局職員である H氏と R氏の語りである。 

 

「仕事的な課題ではないが、コミカレの修了生が、居心地が良すぎて、みんな、電話

が長かったりとか、しょっちゅう（コミカレ事務局に）来て相談乗ってしまうのは、

時間きついなって。それもでも、その人の幸福度は高くなると思うんですよね。話を

聞いてあげると。それって、その人が笑顔になるし、それがその人の幸福度につなが

っているので、すべてにつながっていると思ってやっているんです。」100 

                                                   
100 H 氏からのヒアリング（2018 年 10 月 24 日）による。 
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「（コミカレ事務局は住民にとって）本当にいやすい居場所。窓口ではなくてセカン

ドホームになっている。通常の区役所は用がないといかないけど、ここは用がなくて

も来る。用がなくていくって、自分のおばあちゃん家とか実家かとか友達の家とか、

その感覚だと思うんですよ。でもそれを築くって並大抵ではない。年間通じて、いろ

んなところで受講生の反応見たり、前の講座欠席したら、欠席サポートをやったり、

そういった感じで、信頼関係を作っていくことで、その人にとってのいやすい場所作

りってのが、できているのかなと。思っている。自信はある。」101 

 

「本当に誰も来ない日なんてない。毎日誰か来ている。話付きだから止まらない。喜

んで帰ると、よかったなぁと思う。」102 

 

 以上のヒアリングより、勤務時間中でも、「ふらっと」やってくる住民一人ひとりの話を

毎日のように聞いていた。これは行政のミッションである地域活動団体支援（コミュニテ

ィカレッジの運営）とは直接関係ない。職員本人からも「時間きついな」という語りがあ

った。しかし、「市民が幸せなら」「それがその人の幸福度につながっているので」という

言葉を使い、住民一人ひとりに向きあっていた。H氏の「自信がある」という言葉からも、

積極的に住民と向き合う姿勢が感じ取れよう。これらより、「幸福度を考えると」という理

念が作用し、住民一人ひとり̶̶本研究の言葉を用いると〈個別的なもの（私）〉̶̶のい

やすい居場所づくり（セカンドホームづくり）を行っていると考えられる。 

 

◆小括 
 コミュニティカレッジは、区民の地域活動を促進する目的で設立され、現在では多くの

地域活動が形成されている。コミュニティカレッジは、「何かやりたい」という区民のプラ

ットホームの場であり、区職員と区民とが交流する場も機能していた。しかし、それだけ

ではなく、コミュニティカレッジ事務局の職員は、そのような地域活動の支援とは関係の

ない、住民のセカンドホームの役割も担っていた。つまり、コミュニティカレッジ事務局

の職員は、「幸福度追求」という理念のもと、「住民一人ひとりの幸福度につながるから」

という考えのもと、個別な事情を持つ住民一人ひとりに、本論文の言葉を使えば〈個別的

なもの（私）〉に対等な関係で付き合っていると言える。 

                                                   
101 同上。 
102 R 氏からのヒアリング（2018 年 10 月 24 日）による。 
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5-4.まとめと考察へ向けて 

 この章では⑵個人レベルに着目して具体的な 3 つの現場（ケース）を見てみた。その結

果、理念としての「幸福度追求」はそれぞれの形で〈個別的なもの（私）〉へ関係していた

（図 24）。これらのケース̶̶〈個別的なもの（私）〉と向き合う官̶̶は、1 章２節「分

析視角」（本稿 15 ページ）で言及したように、公共性言説の視点から見ると、どのような

意味を持つと捉えることができるのか。次章でその理論的な展開を試みる。 

 

 
図 24：理念としての「幸福度追求」と〈個別的なもの（私）〉の関係性 
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6. 考察                                 

6-1. 公共性の意味転換  

 まず、最初に、本研究で見てきた荒川区の実態̶̶⑴政策・施策レベルと⑵個人レベル

̶̶を振り返る。そして 1 章 1 節の背景でも既述した「戦後の日本における公共性」をも

とに、それらに必要な公共性をめぐる言説を加えて、公共性の意味や担う主体をやや俯瞰

的にまとめる。同時に、その中において荒川区のケースはどのような意味を持つと捉える

ことができるのか、その位置付けを、公共性論というフィルターを通して考察を試みる。 

 
◆⑴政策・施策レベルの振り返り 
 最初に、1 つ目の視点である⑴ 政策・施策レベルにおいて、住民個々人の私的利害や個

別具体的な事情に依拠する主観的な幸福度の向上を政策目標にすることによって、官が〈個

別的なもの（私）〉も対象にしているのかを分析した（3 章）。その結果、「荒川区民総幸福

度(GAH)」を含む主観的指標をベースにした幸福度関連指標、客観的指標をベースにした幸

福度関連指標両方とも〈個別的なもの（私）〉を対象にするような政策・施策にはなってい

ない、もしくはできないことを確認した。 

 荒川区の主観的指標を扱う「荒川区民総幸福度(GAH)」は、客観的指標とは違い区民アン

ケートを活用して個々人の内面的な幸福を拾い上げている。つまりは、住民が感じている・

思っている実感度を判断基準にしている。しかし、そのような幸福度は、個々人の価値観

に左右される要素が多く、曖昧な指標である。そのため、それらの幸福度実感度と政策・

施策・事務事業を連動させるためには、年代や性別、家族構成などの属性で集団的にカテ

ゴライズして統計的・定量的な処理を行い、指標の総合化・平均値化を行う必要があった。

そしてそれを公共性の関わるものとして定義し担っているのである。 

 このように、住民一人ひとりの私的利害や個別的な事情を政策や施策の対象にすること

は、ケースワークである個別的な生活保護支援などを除き、公平性や平等性、公益性を担

う官としては簡単ではない。しかし、前区長逮捕における行政不信を刷新する狙いもあっ

たためか、このような幸福度を区の目標にしてしまっているがゆえに、幸福度関連指標の

研究や開発に携わる荒川区の職員は、「荒川区民総幸福度(GAH)」を荒川区の政策の運営に

反映させる点において、「幸福度というテーマはずっとチャレンジをするということ」、「行

政が足を踏み入れてはいけない領域」、「幸福度は行政の関わりだけではなく他の社会情勢

も大きく影響している」などと語っていた。公平性や平等性を担保しなければならない官
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が、個別具体的な住民一人ひとりの価値観に依拠する幸福を扱うことに対する違和感や矛

盾を抱えていたのであった。 

 しかし、このようなジレンマを抱えるという意味は十分にあると筆者は考える。ドイツ

の社会学者であるマックス・ウェーバーが提唱した官僚制（ウェーバー，1987）組織の典型

的である官は、しばしば「予測できない事態が回避されがちになる」「書類を作り保存する

ことが仕事化してしまっている」「自分たちの業務・専門以外のことが関わってくるとそれ

を排除しようとする」などの「たて割り」「文書主義」「専門分業化」といった形式・手続

にこだわる硬直しがちな組織であると指摘される（高橋，2006）。しかし、職員の語りから

読み取れた、官が幸福度を扱う違和感や矛盾に対する「悩み」を持つことは、日々の業務

において「住民の幸福とは何か」と熟考するきっかけになるのではないだろうか。つまり、

マニュアル的に、システマチックに進めていた自らのミッションに疑問を持ちつつ、一つ

の解に落とし込んでいる。もちろんこれは、政策・施策・事務事業等が、住民の幸福度実

感向上にダイレクトに関係しているのかという指標レベルでの変化ではない。しかし、職

員個人の意識から変わっていくことは、何かの兆しが見えないだろうか。 

 

◆⑵個人レベルの振り返り 
 ⑴ 政策・施策レベルにおいては、その対象に〈個別的なもの（私）〉は入っていなかっ

た。しかし、⑵個人レベルにおいては、一部の職員は、追求するべき概念や言葉として「幸

福度」を捉えていた。つまりは、個別具体的な住民一人ひとりの価値観に依拠する幸福度

を追求することが理念として浸透しており、それが要因となって〈個別的なもの（私）〉に

様々な形で関係している影が見えた。また、一定の職員に「幸福度追求」という理念が浸

透しているには「荒川区民総幸福度(GAH)」の「特質性」が１つの大きな要因であり、さら

には人材育成の中でも特殊な「荒川区職員ビジネスカレッジ（ABC）」も 1つ要因となって

いた。 

 そして具体的な 3 つの現場（ケース）を見てみた結果、（5-1）地域商業系では、個店支

援といった〈個別的なもの（私）〉も対象にする「論拠」の一つとして、（5-2）都市計画再

開発系では、地位活動において、職員自身も住民として対等な関係になり〈個別的なもの

（私）〉に向き合う一つの要素として、「無意識」下での、（5-3）地域活動団体系では、市

民・住民のいやすい居場所づくりを行うことで〈個別的なもの（私）〉に向き合う一つの要

素としての、「幸福度追求」という理念が関係していると考えられた。これら 3つのケース

の共通点は、それぞれ別の形・アプローチではあるが〈個別的なもの（私）〉を対象にして

いると考えるのが自然である。 

 以上のように、⑵個人レベルにおいて、個別具体的な住民一人ひとりの価値観に依拠す
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る幸福度を追求することへの理念が、〈個別的なもの（私）〉を対象にする「トリガー」に

なっていると考えられた。 

 

◆戦後の公共性をめぐる言説から捉える荒川区 
 では、以上の荒川区のケースは、戦後の公共性をめぐる言説の中ではどのように捉えら

れることができるか。公共という言葉・概念を戦後の日本の歴史の中から探求している権

（2018）と公共性をめぐる言説を位置付ける一つの見取り図を提供している齋藤（2000）

の著書を主な参考書とし、戦後の公共性をめぐる言説がどう位置付けられてきたか整理し

た（図 25）。図式的にまとめてあるためやや単純化した表現になるが、戦後の日本において

公共性がどう捉えられてきたかの大枠を捉えることができるだろう。横軸は経年変化̶̶

「戦後～1960,70 年代」「1960,70 年代」「1990 年代後半」「2010 年前後～」̶̶を、縦軸

は公共性の性質や担う主体̶̶「官」「市民（共約可能）」「〈個別的なもの（私）〉」̶̶を

示している。なお、序章の背景でも記述しているところは簡単に振り返る程度で話を進め

ていく。 

 また、歴史的経緯の中で発生したそれぞれの公共性やその他状況に対する批判的な言説

については、この変遷図（図 25）の表現では省略している。なぜなら、図の意図としては、

公共性がどう捉えられてきたか、どのような意図を持って発生したかであるため、それら

の公共性が発生・出現したところまでにとどめている。 

 

 本研究の分析結果をこのように考察する意図としては、１つの捉え方を提供することに

ある。「このケースに当てはまる」、「こうであるべき」、「これが一般解である」というよう

なやや押し付けの考察ではなく、今回の発見を「どう評価するのか」、「どう見たらいいの

か」、「どのような意味があるのか」などに答えるための１つの見方であり、１つの解釈で

ある。公共性論を分析視角に用いる理由はそこにあり、今回の分析結果の意味や位置付け

を認識する素材を提供することが筆者の狙いである。事例の分析結果と公共性論を接合す

る試みは少し強引な手続きではあるが、このような意図があることをまず理解されたい。 

  

 

 

 

 

 

 



：公共性 (公共空間 )

凡例

現代社会における
市民活動

：

楕円

[A] 公共事業による
公共性

国家と国民全体の利益
官の実施する事業は
無条件に公共性を満たす

（権，2018; 齋藤 ,2000; 船橋 ,1985: 多田 ,2006）

ボランティア ,NGO,NPOなど公的な
市民活動が展開される場•空間

「見捨てられた境遇」「複数性」「他者の関
心」などアーレントの重要語に依拠した ,
多様な生を選定とした「間人格的関係（顔
の見える関係）」が構築される場•空間

官による 1998 年「NPO法」設立と 2010 年「新
しい公共」宣言→民にも公共が担われるべきと

いう主張が明確化
官は , 震災時を契機としたボランティア活動の高
まりという市民の意識に対して , 組織化•制度化
という支援を与え , 活動が持続することを後押し

官と市民がパートナーになり , その間にある中間
領域で行われるボランティアやNPO活動

かつては私的利害や個別的な事象を克服す
るべきとみなしており , 地域エゴは普遍化・
一般化しなければならなかったが , 他者を
カテゴリー化することに対する批判する

[B] 住民•市民運動による
公共性

運動から活動へ

例外から常態へ

[D] 地域エゴイズム的
公共性の忘却

公共性が官の独占から解放
公共性の第一の意味転換

ハーバーマスの思想が論理的支柱

公共事業•公共投資•公共資金•公
共教育•公安などを含む公共政策の

公共性

公共事業•公共投資•公
共資金•公共教育•公安
などを含む公共政策の

公共性

[G] 市民活動による
公共空間

[J] 共同・協働領域としての
公共空間

[K] 官の「幸福度追求」
による公共性（空間）

[H] 現われの空間としての
公共空間

[C]「私的利害」から「市民」へ
運動側は「私的利害」対「官の公共性」
ではなく環境問題や平和問題というよう
な普遍的賛同が得られるように昇格

事業をめぐる裁判を「公
共性」対「私権（住民や
市民）」と位置付ける

私的な動機に基づいていたとして
も討論を重ね公論を形成すること
で , それを公共性とみなす

この時代では普遍的な問題にす
べきだと批判され忘却されたが
1990 年代後半以降の地域エゴ
的公共性の先例であった

市民は生活•自然破壊に対抗するために
「交通の利便という公共性」と「環境とい
う公共性」の争いとして反対運動を行う

市民活動として評価されるのは , ボランティア
活動を代表とした公共性と関わる活動であった

市民昇格前の「住民視点」が忘却
官が掲げる公共性のみならず , 市
民運動の公共性も批判の対象

（齋藤 ,2000; 宮本 ,1989: 似田貝 ,1976; 権 ,2018）

（権，2018; 宮崎 ,2005; 道場 ,2006）

（山本 ,1982; 宮本 ,1989; 仁田貝 ,1976）

[F] 公共圏
批判的な公論が展開される空間
市民活動は時として市民による
批判的な討論が展開され , 公論
の形成という形で政策に影響を
与えることが目指される
（権,2018;花田,1996）

（権 ,2018; 中野 ,2001; 齋藤 ,2000）

（権 ,2018; 小林 ,2010; 宮崎 ,2010）

（船橋 ,2013）
意義を再認識

[E] 市民活動
主婦やサラリーマン,退職者が自由に参加.テーマも階級
闘争や賃上げ闘争と比べイデオロギー色が薄れ,消費者活
動,環境保護運動,医療問題,青少年問題,などが対象に

（権 ,2018; 高畠 ,2001）

（権 ,2018; 齋藤 ,2000）

日常でも他者を分類化することに対する批判 .
画一化されえない個々人の「複数性」「見捨て
られた境遇」という概念は例外条件のみなら
ず , 常態においても汎用性を持ち得ると主張

理念としての「幸福度追求」が職員
の思考や思想に対して〈個別的なも
の（私）〉を対象にするトリガーに

例①ドメスティックバイオレンスといっ
た問題が公共的に共有される場

例②個人の家を地域に開く＝「小さな公」
が生まれ地域住民主体のまちづくりに .

官による従来の公共性（≒表象空間）
ではない「幸福度追求」による公共

性（≒現われの空間）

[I] 現われの空間としての
公共空間

批
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（権 ,2018）

（権 ,2018; 似田貝 ,2001; 齋藤 ,2000） （権 ,2018; 清水 ,2001; 伊藤 ,2004; 大森 ,2004）
（齋藤 ,2000）

荒川区のケース

官によって巧みにコントロール
される市民活動の下請け化や従
属関係化という批判に対する

1つのエッセンス

民の領域であった〈個別的なもの（私）〉
に官の人間が関与している 1つの事例

阪神•淡路大震災 日常

図 25：戦後日本における公共性の変遷図と本研究において荒川区から発見したケースの位置付け
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[A] 公共事業による公共性（図 25） 
 戦後から 1960-70 年代に至るまで、公共性は官製用語の一つであり、それが語られるコ

ンテキストは官の行政活動を正当化する独占的なものであった。例えば、鉄道、道路、発

電所、港湾などといった公共事業の建設を推し進めようとする官が、それに異議申し立て

をする市民に対して絶対的な優位性を主張するための言葉であった。あるいは、「生命・生

活の破壊を訴える権利主張を『公共の福祉』の名の下に退け、人々に『受忍』を強いる裁

判官の言葉であった」（齋藤，2000）。 

 

[B] 住民・市民運動による公共性（図 25） 
 しかし、1960-70 年代になり、公共事業を含む官の公共政策が惹き起こす生活環境や自

然環境の破壊に対して、市民・住民運動という形をとった抗議が提起され、「交通の利便と

いう公共性」と「環境という公共性」の争いとして民も公共性を担うとされた（宮本，1989）。

このような官の公共性に対する批判的な問題意識は、「バブル崩壊後に国家の財政破綻の事

実が露わになるにつれ、広く一般にも共有されるようになる」（齋藤，2000）。 

 

[C]「私的利害」から「市民」へ（図 25） 
 さらに、この時代の公共性をめぐる議論ではもう一つの論点が存在していた。それは、

官の公共事業における公害問題に対して、住民は普遍的賛同を得るために「私的利害＝エ

ゴイズム（〈個別的なもの（私）〉）」から一般的な問題を扱う「市民（共約可能）」へと昇格

する必要があったことである。地域社会学を専門としていた山本英治は「住民運動過程に

おいて形成されてくる共同性・・・（中略）・・・が、エゴイズムや地域性の限界にとどま

る限りにおいては、一時的な共同性に終わってしまう。それが社会的な共同性＝公共性を

確立していくには、住民の『市民』への転換がなさならければならない」（山本，1982）と

説明している。公害問題に対する住民・市民運動は、ある特定の地域に根ざした個別的・

私事現象に対する、いわゆる〈個別的なもの（私）〉の関心から生まれるものであった。し

かしそれは「私的利害＝エゴイズム」対「官の公共性」という構図に収まり得る。したが

って、運動側は「私生活の論理」を、例えば環境問題や平和問題というような普遍的賛同

を得られるものに変換されることが必要とされた（宮本，1989）。似田貝も、批判的公共性

を確立するためには、「地域性という限界を必然的に克服せざるをえない」（似田貝，1976）

と論じていた。こうして、〈個別的なもの（私）〉である私的な地域性（地域エゴイズム）

は、共約可能な「市民」へ変換すべきものとして見出された。 
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 [D] 地域エゴイズム的公共性の忘却（図 25） 
 しかし、「市民」となることで「住民の視点」が忘れられていたのは事実であった。前述

の通り、地域エゴイズムは〈個別的なもの（私）〉で、私的な問題と社会的に解釈されたた

めである。市民運動家である宮崎省吾は、横浜新貨物線反対運動を対象にした論文を「朝

日ジャーナル」の特集「市民運動の高まり」の優秀論文選考に寄稿した。宮崎は、地域エ

ゴイズムを肯定して「平和の問題はもちろん蔑ろにするべきではないが、他方でそれは、『今

ここ』で地域住民が直面している課題ではない。自分たちが向き合っている課題こそが重

要である。」「誤解を恐れずにいえば、住民の生活を守る『地域エゴ』こそすべての前提」

とならねばいけないと主張した（宮崎，2005）。しかし、貨物線の騒音はあくまで私的で個

別的な問題であり、そこに普遍性はなく国民が共有すべき問題ではないとされ、平和問題

へと普遍化されなければならないという理由で落選した（道場 2006）。社会運動史を専門

とする道場親信は、この宮崎の主張を「『公共性』概念そのものの再定義を促し、さまざま

な『住民』『生活者』の立場からの“もう１つの『公共性』”の言挙げを可能にした」（道場2006）

と評価する。このような意味で、地域エゴイズム的公共性は確かに存在していた。この公

共性は、官が担う「公共の福祉」を論拠とする公共性のみならず、市民運動が見出す公共

性も批判の対象であった（権，2018）。しかし、この時代では、地域エゴイズムは普遍的な

問題にすべきだと批判され、忘却されたのであった。 

 

[E]市民活動（図 25） 
 そして 1990 年代以降に、ブルジョアジーの社会であった近代市民社会から、「国家や市

場とは相違する領域」として社会を考える意図を表現したものである現代市民社会へと再

定義された（権，2018）。そして同時に市民社会との関連で市民「運動」から市民「活動」

へと注目されるようになった（権，2018）。現代市民社会は「豊かな社会」の象徴であり、

経済と社会については満足している状態である。そして「高度成長時代の終焉とともに、

市民活動と住民運動の時代は、表面的に終わりを告げる」（高畠，2001）。運動は消滅した

のではなく、政治の表面から姿を消した（高畠，2001）。つまり、運動は日常化・恒常化し

たのであった。そして新しく注目された市民活動は、旧来の運動を担っていた知識人や活

動家、学生の他にも、市民活動は主婦やサラリーマン、退職者が自由に参加し、そのテー

マも階級闘争や賃上げ闘争と比べるとイデオロギーの色が薄れ、消費者活動、環境保護運

動、医療問題、青少年問題、コミ処理問題などが対象になった（高畠，2001）。 
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[F] 公共圏（図 25） 
 権は、「現代市民社会は市民活動のみが行われる領域ではなく、時として市民による批判

的な討論が展開され、公論の形成という形で政策に影響を与える」ことが目指されると整

理し、このような批判的な機能を担う場を「公共圏」と呼称した（権，2018）。花田の言葉

も引用すると、「公共圏とは言説や表象が交通し、抗争し、交渉しつつ、帰結を生み出して

いく、そういう過程が展開される社会空間のこと」（花田，1996）と定義している。そして、

公共圏をめぐる様々な研究が蓄積される。マスメディアやデジタルネットワーク、インタ

ーネットを利用した研究では、例えば、「人々が日常生活から生じる様々な問題の経血のた

めの情報の交換を行い共通の意見・意思を作り上げ問題に取り組んでいく場」などと定義

されている（権，2018）。 

 こうして市民権を得た公共圏という言葉＝領域は、現在でもその意義を見出され続けて

いる。例えば、新幹線問題を研究していた船橋は、国家の公共性と住民・市民の公共性の

相違であったが、その意義が認められるのは、公論すること自体の場＝公共圏であるとい

う（船橋，2013）。 

 以上のように、市民活動と呼ばれる市民運動（家）や労働組合、協会、文化的サークル、

学術団体、メディア、スポーツ団体、レクリエーション団体、市民フォーラムなどの多様

化した主体、組織、団体は、時として「国家や市場」と対峙し、政策決定に影響を与える

公論を形成するために討議を行い、公共圏を形成する（権，2018）。 

 

[G]市民活動による公共空間（図 25） 
 さらに市民活動は私的な活動と公的な活動に二分化され、後者の代表例がボランティア

や NGO、NPO 活動といったものであり、その活動が展開される領域を、権は、アーレン

トの用語を使って「公共空間」と呼称している（権，2018）。公共空間は公共性に関わる活

動の場であり、アーレントの定義に倣うなら、労働や仕事と区別される活動が行われる場

である。この点は、ボランティア活動に関する中野の見解が参考になる。「ボランティア活

動の内容には選別が働いており、その選別に際しては『公共性』と称されるような支配的

言語が求める基準が強く関与していると見なければならないのである」（中野，2001）。こ

こから読み取れることは、市民活動は公益と関わるとみなされることにおいて市民活動で

ある。私的な草野球は公益を帯びない。また、自発性に基づき、人助け的な意味で友人を

チームに入れても評価されない。しかし、単なるレクリエーションに見えても、公益に関

係すると見なされれば特別な活動となり、公共性に関わるとされる（権，2018）。このよう

な意味で、市民活動として評価されることは、活動一般ではなく、ボランティア活動を代

表とした公共性と関わる市民活動であった。 
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 豊かな社会の到来（生活水準が欧米に追いついたことも）は、運動の形態が活動へと変

容する重要な契機ではあった。しかし、その変容の結果、活動という言葉が用いられて積

極的な意義を持ったこのとして普及するのは、もう少し後のことである。したがってここ

には、豊かな社会の到来以外の契機もあると考えられている（権，2018）。この点に関して

中野は、阪神・淡路大震災におけるボランティア活動・NGOなどが一つ大きな要因である

という。「彼らが共通して依拠しようとしている事実とは、阪神淡路大震災を１つ重要な契

機にしつつ 90 年代に顕著になってきた、さまざまな形のボランティア活動や NGO活動の

高まりである」（中野，2001）。 

 

 [H] 現われの空間としての公共空間（図 25） 
 1995 年阪神・淡路大震災を契機に、そこで勃興したボランティア支援活動の分析で、哲

学者・思想家であるアーレントの思想に依拠する、市民の「複数性」が発生する「現われ

の空間」が公共性を帯びた空間（公共空間）として表象された。似田貝は、1960-70 年代

の市民・住民運動の公共性を「生の共約可能な commensurable 要素の特定化」という特

徴があったとしたが、阪神・淡路大震災における支援活動の経験より、「個の生の『他なら

さ uniqueness』」や「複数性への配慮」、さらに「見捨てられた境遇」、「他者の関心＝配慮

と、他者との応答関係を失わされた境遇者」といったアーレントの思想を拠り所にした公

共空間を論じ、それは「現われの空間」であると報告している（似田貝，2001）。かつては、

私的利害や個別的な事象̶̶地域エゴイズムは普遍的賛同を得るために一般化しなければ

ならなかった。つまり、〈個別的なもの（私）〉は普遍的な市民になることが余儀なくされ

た。しかし、震災という例外状態においてアーレント思想に依拠する公共性は、多様な個

人を前提とした「間人格的関係（「顔の見える関係」）」（似田貝，2001）が構築されること

が肯定されたのである。 

 

[I] 現われの空間としての公共空間（図 25） 
 そして、清水と権は、現われの空間の概念は被災状況下に特有なことではなく、常態に

おいても汎用性を持ち得ると主張している（清水，2000；権，2018）。他者をカテゴリー

化することに対する批判的な視点があり、画一化されえない個々人の複数性を問題にして

いた。この点に関する具体的な例を挙げよう。 

 政治学を専門とする伊藤洋典は、「親密圏」̶ ̶本研究の文脈で言えば広義の意味での〈個

別的なもの（私）〉に相当する̶̶を囲い込まないことが重要であると主張している。家や

〈個別的なもの（私）〉と密接に関連する親密圏には、その内部では「解決できす、公共化

される必要性に迫られている」問題がある。個々人の身体や、生命、生活に関わる問題状
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況が生じたときに、その「具体的な存在の意味の救済」は親密圏でもなされるが、そこで

自己完結するのは好ましくないという（伊藤，2004）。そのためそれが〈個別的なもの（私）〉

であれ、親密圏であれ、「人および事物の固有の意味」の救済に関わる問題を考える際には、

「日常生活における人やものとのつながり」を「意識の俎上」に乗せるのが大切である。

そしてさらに重要なのは、その延長線上にある「公共の議論の俎上にのせるという作業」

である（伊藤，2004）。例えば、ドメスティック・バイオレンスという家庭内暴力の問題が

挙げられるが、そういった問題が公共的に共有される場こそが地域であり（伊藤，2004）、

その地域において〈個別的なもの（私）〉が公共性を帯びるものに転換・接続される。そう

されることで、社会は分断することなく統合される。また、それと同時に、地域は共同・

協働の公共空間となる（権，2018）。つまりは、各人が個人的な問題を指摘に解決するので

はなく、公共的な問題として捉えることが重要であるということだろう。 

 さらには、大森による論文「身近な公共空間」で、実際に家という物理的な箱それ自体

が公共的な場となった事例もある（大森，2004）。大森によると、あるまちづくり実践活動

家は次のように言っている。 

 

「自分の家を地域の子供達に開いてくれた人が私たちの地域にいた。子供の自由な遊

びに加えて、絵本を読んだり、人形劇をしてくれる大人たちもここに時折やってきた。」

（大森，2004） 

 

「個人の家を地域に開くことから、「小さな公」が生まれ、そこから地域住民主体のま

ちづくりが進んだのである。その過程では、思いもかけない人材を何人もこの地域で

発見し、新しい集まりや組織が生み出された。」（大森，2004） 

 

 大森は、「小さな公」が形成されることを「『私』の『家』を開く」と表現する（大森 2004）。

これは家＝内と外の間を横断することによって成立する。〈個別的なもの（私）〉から公共

的なものへの横断で、この横断こそが、日常における地域が公共空間となるための条件で

ある（権，2018）。 

 

[J] 共同・協働領域としての公共空間（図 25） 
 その後、官による 1998 年の「特定非営利活動促進法（NPO）」設立と 2010 年「新しい

公共」宣言によってさらなる別用の公共性が発生した。官は、ボランティア活動の高まり

という市民の意識に対して、組織化、制度化という支援を与え、活動が持続することを後

押しした。また、そのような市民が公共性を持つものとして認知された（権，2018）。つま
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り、市民は官のパートナーとして、あるいは官と同等な担い手として、官と民の中間領域

にある公共性に関わることができる。以前は、官が公共を独占的に担うような、国家や行

政が一方的に支援するタテの公共性であった。しかしそのような公共性を目指すのではな

く、ボランティア活動など、官民の間である公共空間において、民にも公共が担われるべ

きという主張が明確化した。 

 

 以上が戦後の日本において発生・出現した公共性である。この公共性をめぐる言説（議

論）の中で、官の先端部分である荒川区のケースはどう捉えることができるのか。 

 戦後まもなく、公共性は官の公共事業に依拠した支配的なものとなり、その後、官に対

抗して住民・市民運動が勃興するなど、官は批判対象として認知された。また、1990 年代

後半の「現われの空間」で表象される公共空間の条件として、「複数性」や「見捨てられた

境遇」などのアーレント用語で語られる個別具体的で私的利害なニーズ̶̶広義な意味で

の〈個別的なもの（私）〉̶̶は住民や市民といった民の領域であり、そこには官の存在は

なかった。そして、2010 年前後の官による 1998 年「NPO 法」設立と 2010 年「新しい公

共」宣言においては、市民活動の下請け化や従属関係化とみなすこともでき、官によって

巧みにコントロールされる「新たな管理状態」を生んでいるのではないかという批判的な

見解がいくつもあった（権，2018；小倉，2004；阿部，2006；渋谷，2003；宮崎，2010；

松下，2004；関，2008；立岩，2005）。つまりは、戦後から 1960-70 年代の「公共の福祉」

のもとで「上から」占領的に担ってきた官の公共性の影が、形を変えて現代も見え隠れし

ているのだと表現できよう。 

 

[K] 官の「幸福度追求」による公共性（空間）（図 25） 
 しかし、本研究で明らかにした荒川区の３つケースでは、人間の思考や思想、それにと

もとづく行動のレベルではあるが、それぞれが様々な形で〈個別的なもの（私）〉を対象に

していた。幸福度の中身にある私的なものをめぐって、一部の職員は〈個別的なもの（私）〉

に向き合っており、一般的には官という「上の立場」でありながら民の領域である「下か

ら」公共性をつくっていると解釈できる。一部の職員において官が民と同じ目線に立って

いるのである。なお、地域商業系に関しては〈個別的なもの（私）〉である個店を対象にす

る「論拠」としての「幸福度追求」理念であるため少し意味合いが違ってくるが、従来の

官による公共では担えない私的な個店に向き合うことには変わりない。また、都市計画再

開発系においては、職員 B 氏に「幸福度追求」という自覚はなかった。しかし、日々の業

務で「荒川区民総幸福度(GAH)」と接する機会が多い立場であるため、「幸福度」という言

葉・概念が少なからず影響を与えて住民の私的なものへ向き合っていたと推測できた。 
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 以上のことは、戦後から見た日本の歴史的な経緯の中での公共性の様々な言説（議論）

では語られなかったことである。ここで重要なのは、「幸福度」という概念が関係している

ということである。主観的な幸福度関連指標を区の政策運営に反映させることは、私的利

害や個別的な事情を考えざるを得ない状況になり、それが結果的に官の人間が〈個別的な

もの（私）〉を対象にするメカニズム的なものになっている。もちろんこれらは政策や施策

といった上位のレベルで見られる変化ではない。しかし、職員個々人の意識から、住民一

人ひとりに目を当て〈個別的なもの（私）〉に向き合うことは、別用の公共性と捉えても良

いだろう。本研究では、仮にこれを『官の「幸福度追求」による公共性（を帯びた場・空

間）』と呼称する。少し強引ではあるが、荒川区のケースをこのように捉えることで、今ま

での公共性をめぐる言説ではしばしば批判的であった官の存在に対して一石を投じること

ができるだろう。 

 さらに、アーレントによって提唱された「現われの空間」を参考に荒川区のケースを捉

えてみる。アーレントは「現われの空間」（the space of appearance）を「人びとが行為

と言論によって互いに関係し合うところに創出される空間」、「私が他者に対して現われ、

他者に対して現われる空間」としている（アーレント，1994）。そして、「すべての人びと

は行為することができ言葉を話すことができる。にもかかわらず、ほとんどの人は現われ

の空間の中に生きていない」と言っている（アーレント，1994）。これはどういう意味か。

このことを理解するためには、アーレントによる「誰」（who）と「何」（what）の区別を

おさえる必要がある。「何」（what）は、例えば、男性であるとか、高齢であるとか、サラ

リーマンであるとか、いわゆる属性でカテゴライズできるものである。あるいは「社会的

地位」とされるものである。こうしたカテゴリーなどによって人は共約可能な状態に置か

れ、人は「何」（what）という属性に関しては他の人びとと交換可能である（アーレント，

1994）。齋藤によると「ほとんどの人は現われの空間の中に生きていない」は、人びとがほ

とんどの場合、互いを「何」（what）として処遇するような空間の中に生きているからだと

いう（齋藤，2000）。齋藤はそうした空間を「現われの空間」と対比して「表象の空間」（the 

space of representation）と呼称している。「『表象』とは、他者の行為や言論を『何』と

いう位相、すなわち他の人びとと共約可能な位相、入れ替え可能な位相に還元する眼差し

のことである」（齋藤，2000）。 

 一方で、「誰」（who）とは、「この一つのもの、交換不可能なもの、一義的なものとして

私を認め、私に語りかける」（アーレント，1994）他者の応答によって初めて生成するもの

である。そして、アーレントは、公共性を帯びる空間を「人びとが自ら誰（who）である

かをリアルでしかも交換不可能な仕方で示すことのできる唯一の場所」、あるいは「人びと

は行為し語ることのうちで、自らが誰（who）であるかを示し、他に比類のないその人の
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アイデンティティを能動的に顕わにし、人間の世界に現われる」空間と定義する（アーレ

ント，1994）。ある他者が人びとの前に「誰」（who）として現れるのは、「人びとがその他

者に抱いている予期が裏切られ」、人びとの「『表象の空間』に裂け目が生じる時である」（齋

藤，2000）。「他者に対する完全な予期をあきらめることが、『現われの空間』を生じさせる

条件である」（齋藤，2000）。つまりは、「現われの空間」は共約不可能なもの、普遍化不可

能な「誰」（who）に関係するものとして見出される。このような意味で「複数性」や「見

捨てられた境遇」などのアーレント思想に依拠した用語が積極的に語られたのであろう。 

 以上のアーレント思想における「現われの空間」に関する言説においては、齋藤の言葉

を引用すると、官による公共性とかかわるとされた政策や施策は、公平性・平等性の原則

から共約可能な様々な属性への分類化や集団化の手法をとらざるを得ないため「表象の空

間」に例えることができる。他方で、「現われの空間」は私的利害や個別的な事情といった

カテゴライズできない〈個別的なもの（私）〉を対象にして向きあう『官の「幸福度追求」

による公共性（空間）』に通じるもの（近いもの）であると認識してもいいだろう。つまり、

荒川区の一部分に限ってだが、「荒川区民総幸福度(GAH)」と政策・施策の連動を区の目標

にすることによって、官による従来の公共性（≒表象空間）だけでなく『官の「幸福度追求」

による公共性（空間）』（≒現われの空間）も発生していると解釈できよう。これは一部にお

いて、官の担う公共性の意味が転換していると言えるのではないだろうか。 

 なお、このようにアーレント思想を手がかりに考察を進めた理由も、荒川区のケースを

どう捉えるかの一つの見方、あるいは、一つの解釈であることに他ならないことを言及し

ておく。この理論的な展開に関しては、大目に見ていただきたい。 
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6-2. 提言 

 これまでは、荒川区の職員の思考や思想、それにもとづく行動という視点で、「幸福度追

求」という理念が彼らにどのような影響を与えたのか見てきた。それは官という「上の立

場」でありながら、「下から」私的な公共性がつくられている状態に近かった。 

 それでは、その先はどうなるのか。つまりは、職員が理念として幸福を追求する荒川区

のまちはどのように変わる可能性があるのか。このような関心からこの説では、〈個別的な

もの（私）〉に向き合う条件としての理念＝「幸福度追求」を手がかりにして、３つのケー

スの中でも地域商業系に着目し、やや断片的かつ飛躍的であり、そのうえ具体性に欠ける

部分があるが、得られた知見をもとに筆者なりに１つの方向性を提言したい。 

 

◆地域商業系に着目 
 本題に入る前に、なぜ３つのケースの中でも地域商業系に着目したかの理由を述べる。

そのためには、「職員が理念として幸福を追求する荒川区のまちの可能性」という意味を少

し具体的に説明する必要がある。 

 「まち」という言葉は、しばしば意識的に曖昧にされ、多様性を与えられた面がある。

そのため、一般的には様々な意味が「まち」に含意されていよう。その中でも、本稿にお

いては、ハード・ソフトという二分化において、ハードよりの意味での「まち」を指して

いる。本研究のメインは、人間の意識に着目して、それが「幸福度」という概念・言葉に

よってどう影響を与えられたかの内面的なものを見ることであった。しかし、地域商業系

においては、「商店街から個店へ」と、いわゆるソフト的な論理からハードの「まち」にま

で論が展開されえる兆しが見えた。「幸福度追求」という理念が１つ「かたち」として現れ

ようとしている例である。このような、「幸福度追求」を軸にした、人間の意識的なレベル

から「まち」といったハード的なものへの横断は、「幸福度関連指標」のあり方を考えるに

あたって新しい視点になると筆者は考える。これが、「まち」をハード的な概念として定め、

地域商業系に着目する理由である。 

 なお、「商店街から個店へ」というハードの面にまで論が展開されるという観点で、その

言葉をあえて定義し地域商業系に着目しているのであって、筆者の提言はそれに固定して

いない。単純なソフト・ハードの二分化では視野が狭くなるため、ソフト・ハードの両面

で考えることを前提として提言を試みている。 

 
 



 126 

◆提言に向けて 
 地域商業系において、その核である商店街の再考を行い、１つの方向性としてこれから

の「商店街」の提言を行いたい。書き進めるにあたって、主に以下の両者を参考にする。

ビジネスコンサルタントとして各地の商店街活性化に関わっていた辻井啓作（2013）と社

会・政治・経済の歴史から商店街の実態を明確にした新雅史（2012）である。多くの現場

に実践者として近傍し、商店街あるいは商店街活性化の実態を見てきた辻井と、様々な角

度から商店街を捉え、膨大な資料をもとに商店街史を解き明かし、俯瞰的に見てきた新を

参考にすることは、荒川区の地域商業の位置付けを把握するのに妥当であり地域商業の今

後を見ていく（提言する）にあたって大いにヒントになるからだ。 

 5 章 1 節でも少し確認したように、荒川区において、駅前再開発で更新された商店街や、

観光地化・テーマ化した商店街などを除き、住宅街に存在するようなかつての地域社会を

担ってきた商店街は衰退の一途をたどる一方であると推測できる。これは日本社会におい

て一般的に言われていることであり、特に地方では「シャッター化」が進んでいる。この

点をデータで確認しておこう。全国の商店街の状況について、国の機関である経済産業省

中小企業庁が数年おきに実態調査を行っている。最新のものは 2015 年度の調査である（中

小企業庁，2016）。これによると、商店街の最近の景況は以下のようになっている。なおこ

の調査は、全国にある 8,000 の商店街に対してアンケート調査を行い、3,240(有効回答率

40.5％)の商店街から有効回答を得ている。 

 

「繁栄している」商店街          2.2% 

「繁栄の兆しがある」商店街        3.1% 

「まあまあ（横ばい）である」商店街    24.7% 

「衰退する恐れがある」商店街       31.6% 

「衰退している」商店街          35.3% 

 

 「繁栄している」とする商店街はわずか 2%弱に過ぎない状況である。しかし、有効な商

店街のほとんどが補助金を受けていることから、国のアンケートに関してはしっかりと回

答する傾向があるため、回答が有効な商店街に偏ると予想される。このため、実際に「繁

栄している」と実感している商店街は 2.2%未満であろう。さらには、そのような商店街は

駅前の大通り沿いであったり、観光地化してあったり、再開発によって更新されたりと、

比較的立地や知名度が担保された商店街であると思われる。そのため、荒川区に多く存在

するような地域住民が利用する商店街の多くは「衰退している」「衰退する恐れがある」と

実感していると推測できよう。 
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 このように多くの商店街が衰退している原因としては、規制緩和による郊外大型店の進

出、急速な高齢化と人口減少や流出による市場の縮小などが影響し、客数が大きく減少し

たことにある（新，2012）。また、そのような物理的な環境変化だけでなく、大型店やチェ

ーンストアが企業努力を重ね顧客に近づく間に、商店街の商店は自助努力を怠り、行政の

補助金に依存してしまったことも見逃せない（新，2012；辻井，2013）。さらには、「商店

街活動への参加意識が薄い」「意見の違いから合意形成できない」という商店街内部に問題

を抱え、商売を廃業して不動産賃貸業に転じる者の増加も、商店街振興への効果的な対策

が打てない大きな原因になっている（辻井，2013）。 

 以上のような商店街の実態を考慮した上で、官はどのように舵を切れば良いのだろうか。

行政支援が地域商業の全てを担っているわけではないが、地域商業の核である商店街の現

状は、行政の補助金によるイベント事業（公益まちづくり）に頼っているのが事実である

（辻井，2013）。しかし、これは商店街組合の活性化であって、商店街という「場」の活性

化ではない（辻井，2013）。官としては公的な支援を行う必要があるため、法人格を有する

商店街振興組合と商店街協同組合、法人ではないが組織がある任意商店街などを、支援対

象としての商店街とみなす必要がある。そしてその組合への投資が商店街活性化事業̶̶

商店街祭りといったイベント事業などである。しかし、そのようなイベント事業の報告書

に成果として、「組合員の結束が高まった」「商店街組合が会社を作り、近隣の公共施設の

清掃を請け負うようになった」等の記載がなされており（辻井，2013）、これは商店街組合

の活性化に過ぎない。また、このような公的な支援によるイベント事業は一時的な成果は

見られたとしても、商店の本来の目的である「商い」を放棄しているということになり商

業機能は低下することから、その意味は見えにくい（辻井，2013）。これは、荒川区の職員

の見解と同じであった103。商店のニーズと異なる事業を行うのは、「モノを売る」を専業と

してきた商業者のノウハウでは不十分で、運営力が高くなく、流行ったイベントしか行わ

ない組織の課題でもある。 

 また、新によると、商店街の形成は、もともとは社会政策の１つであったという。当時、

「『商店街』という理念で目指したのは、自営業者の安定によって都市の貧困化を止め、そ

れが安定した消費空間と地域社会の生成につながり、最終的には、社会経済上の平等化を

実現することだった」（新，2012）。「商店街」という理念はそれぞれの店が専門性を目指す

ことで、共存共栄を図るものであり、「一部の商業者が勝利しても地域全体の幸福には繋が

らない」。商店街の存在理由は「生存競争の平和的解決」に当たる（新，2012）。 

 

                                                   
103 本稿 100 ページによる。 
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 それでは、そもそも商店街を存続させる理由はどのようなものか。商店街の意義につい

ては一様な正解はなく難しい論点であるが、考察を進めるにあたり若干の整理を試みる。 

 商店街に関する研究については多岐にわたっており、例えば計画系̶̶建築学や都市計

画学̶̶が蓄積の多い学問分野の代表であろう。それらの分野では、商店街の空間構成や

空間利用に関する研究、活性化に向けた指針を示した研究が多い。また、他にも商店街の

担い手に着目した運用実態に関する研究や、運営者と利用者の意識に関する研究などがあ

る。しかし、そもそも論である商店街の意義について探求しているものは少ない。よく言

われるのが「地域コミュニティの醸成」の場としての商店街の機能である。しかし、この

点に関して辻井は、「本当に商店街という場でコミュニティが形成されているのだろうか」

と疑問を投げかける。むしろ、「子供の学校などの PTA の活動やスポーツクラブの保護者会、

習い事、公民館等で行なわれている様々な活動」、さらには「ボランティア活動などの方が

新たなコミュニティ形成の場になっている」という（辻井，2013）。そして「商店街の必要

性として『地域コミュニティの核』を取り上げるのは、・・・（中略）・・・商店街の組合へ

の補助事業ありきの『方便』と理解するのが自然である」と主張している（辻井，2013）。

この見解に対する理解は分かれるだろう。なぜなら、かつては商店街が地域のコミュニテ

ィの場として機能していたからである。しかし、それは、買い物や食事、映画鑑賞など、

日常、非日常でそこに出かける用事があったからであり、現代はネットショッピングや大

型スーパーの進出など、消費の構造が変化している。それゆえ、少なくとも新たなコミュ

ニティが形成されるために「商店街があること」という要素はあまり大きくないのは間違

いないだろう。 

 また、自動車の運転ができない高齢者等の買い物の場として商店街を位置付ける「買い

物弱者への対応」という点も、商店街存続の理由になるかは難しい。確かに、かつてのよ

うに住宅地の近くに日用品などの日常で消費するものを扱う商店街があれば、「買い物難民」

に住む人も多くいるかもしれない。しかし、大手流通業による「ネットスーパー」が一般

化してきた現代においては、むしろ、補助金等によりミニスーパーを地域に配置すること

や、買い物への交通手段に対して補助する方が費用対効果の面からも期待でき、買い物弱

者対策として商店街を位置づけることは現実的ではないという（辻井，2013）。 

 では、商店街にはどのような存在価値があるのか。辻井は、商店街が必要な最大の理由

として、「新規創業の場としての存在価値」をあげている。商売の経験のないものが店を持

てる場所は他にほとんどなく、資金がないなりの出店方法という選択肢が商店街にあると

いう（辻井，2013）。例えば、最初は古くて狭い建物に費用をかけずに出店し、実績を積ん

で次の物件を探すことが可能である（辻井，2013）。この存在意義については、新も認めて

いる。 
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 新は、かつての商店街の起点として以下のように解説する。２０世紀前半に生じた最大

の社会的変動は、農民層の減少と都市人口の急増であった。都市流入者の多くは、雇用層

ではなく、「生業」と称される零細自営業に移り変わった。そのなかで多かったのが、資本

をそれほど必要としない小売業であった。当時の零細小売商は、貧相な店舗、屋台での商

い、あるいは店舗がなく行商をする者が多かった。そのため、当時の日本社会は、零細規

模の商売を営む人々を増やさないこと、そして、零細小売の人々を貧困化させないことが

課題となった。こうした課題を克服するなかで生まれたのが「生存競争の平和的解決」で

ある共存共栄の「商店街」という理念であった（新，2012）。そして新は、「わたしの商店

街に対する評価は両義的である。『商店街』という理念は評価できるが、それを担う主体に

問題があったというのが、わたしの立場である」とし、「男性稼ぎ主」世帯に偏っている現

状の社会保障政策を批判する。そのうえで、現代社会の問題を克服するための１つの方法

として「商店街」という理念の活用の可能性を提案している。その理由として、「居場所や

出番が失われがちの若者に事業を行う機会を作り出したいからである。」と主張し、昨今の

若者たちのチャレンジ精神がなくなっているという嘆きに対して、雇用以外の「抜け道」

が不透明なのが問題であるとしている（新，2012）。そのような社会問題に対して、新は商

店街の存続を強く肯定している。 

 以上のように辻井と新は、商店街を新規創業の場としてその意義を見出している。なお、

もちろんそれだけに商店街の存在価値を留めていない。例えば新は、地域の拠点としての

商店街を肯定している。 

 

「わたしは、過去の共同体を復活させるためではなく、生活保障となるべき地域の拠点

として、商店街を定位したいと思っている。昨今、インターネットショッピングの普及

やショッピングモールの増加によって、以前よりも距離の遠近に関係なく消費すること

が可能となった。しかし、障害に苦しんだり災害を被ったりした時に、やはり頼りにな

るのは地域社会における消費空間である。わたしはそのことを東日本で確信した。」新，

2012） 

 

 しかしながら、そのような地域の拠点を再構築するためにも、まずは、新規創業の場を

醸成する必要があろう。 

 

 以上のように、両者は商店街を肯定的に捉え、これからの商店街に関して次のような提

案を行っている。 

 辻井は、担う主体を商店街組合から官の先端部分である基礎自治体に変える必要がある
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としている。現在の基礎自治体は、当事者ではなく「商店街組合に補助する存在」として

やや離れた立ち位置にある。それを改め、基礎自治体こそが商店街活性化の主体として、

自らの事業として取り組まなければならないと提言している（辻井，2013）。とはいえ、基

礎自治体に専門知識を持つものやそれを実行する人員はいない。そのため、専門の組織を

設置し、そこに業務を委託する。この時に重要なのが、活性化の実務を行う組織を商店街

組合から独立した立場で設置することである。なぜなら、独立性がなければ、商店街組合

を構成する商店の事情が優先され、組合のための商店街組織に終わってしまうからである

（辻井，2013）。この事例として、辻井は 1998 年に制定された旧中心市街地活性化法で、

商店街活性化を含む中心市街地の活性化を行なうスキームとして設置された TMO（タウ

ン・マネジメント・オーガニゼーション：まちづくり期間）をあげている。「既存の商店街

組合ではない新たな組織が商店街活性化の主体となるという点で画期的なものだったが、

ふたを開けると、多くの地域で TMO は既存の商店街組織と密接なものになっていた」（辻

井，2013）。TMO 代表や役員などが商店街組合の役員などによって占められたのである。 

 他方、新はどのような提案を行っているのか。新はかつて「商店街」という理念として

機能した「自営業の安定」をそのまま元に戻すというよりも、雇用と自営の中間形態であ

る協同組合や社会的企業を中心に商店街を再構築することを考えている。「過去の商店街の

あり方をそのまま再生するわけにはいかないのが当然である。しかし、商店街が実現しよ

うとした理念は受けつぐべきあるように感じている。」（新，2012）として「商店街」とい

う理念を再評価し、今後の地域社会のあり方を構想するために、社会学者である武川正吾

が提示した「規制国家」と「給付国家」の 2分類（武川，2007）に、「個人」と「地域」と

いう軸を組み合わせて４つの類型を立てた（図 26）（新，2012）。 

 

 
図 1：福祉国家の 4つの類型（新，2012） 
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 その中でも「地域に対する規制」を見直すことが重要であるとして、地域の協同組合や

社会企業に営業権を与える仕組みが良いと提案している。また、地域社会が土地を管理す

るような仕組みも考えても良いとして、代表的なものに「まちづくり会社」をあげている。

「まちづくり会社」は、空き店舗を管理し、それを意欲のある若者に貸し出すという方式

だが、この仕組みをもう少し広めて、地域住民が土地や店舗を管理し、営業者を住民に募

集することがあっても良いと続けて提言している（新，2012）。これであれば一部の商業者、

とりわけ商店街組合が権益をかかえこむことにならない。 

 以上からわかるように、両者は、商店街組合という組織に商店街を委ねるのではなく、

基礎自治体が、あるいは地域の協同組合や社会企業、地域住民が担うことの重要性を主張

している。商店街の担う主体に対する提案である。 

 

 

◆提言 －〈ストリート〉から〈エリア〉へ－ 
  以上を踏まえて、本研究の事例分析から発見した荒川区のケース̶̶個人レベルで〈個

別的なもの（私）〉を対象にするトリガーとしての「幸福度追求」̶̶を手がかりに一つの

方向性を示したい。 

 辻井と新は、商店街の存在価値を認め、創業者の場として機能する重要性を、新はそれ

に加えて、かつての商店街に見られた地域拠点を再構築することの重要性を論じていた。

そして両者は、商店街を担う主体に着目して提案していた。 

 しかしそれらは、既存の商店街という場が前提としての提案と思われよう。筆者は「商

店街」の理念と存在価値̶̶新規商業者の場や地域の拠点など̶̶は肯定するものの、違

うアプローチを考えている。それは空間的な視点を導入することであり、〈エリア〉という

概念での商店街の再考である。 

 荒川区は、長い目で見た場合、商店街（組合）ではなく個店に投資した方が、地域商業

は持続性を持つと考えられるとして、実際に個店支援を増やしていた。この点は辻井も同

じ見解である（辻井，2013）。また、前章で説明した一店逸品運動、街なか商店塾、LANP

などの個店による新しいネットワークを構築している手法もあり104、商店街の概念が変わっ

ていこうとしている影が見える。筆者はこのように個店を支援することで、新たな場所で

開業する商業者を後押しし、そしてそれが従来の空間的概念である〈ストリート〉とは別

用の〈エリア〉の商店街になるというプロセスを考えている（図 27）。 

  

                                                   
104 本稿 98 ページによる。 
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図 2：〈ストリート〉から〈エリア〉への概念図 

 

 既述している通り、若者の雇用以外の「抜け道」の１つとして、「商店街」の理念が再形

成されることが望ましいとされた。しかし、それは既存の〈ストリート〉の商店街で考え

る必要はない。地域商業を考えるにあたっては他の方面にも目を向けるべきであって、そ

れが個店支援であり、個店支援の先の荒川区全体である〈エリア〉の商店街でもあると考

える。そのきっかけが「幸福度」という言葉・概念ではないだろうか。なぜなら、地域商

業の「幸福度」を考えたとき、官が公的なものとみなして支援する商店街組織以外の１つ

１つの個店も荒川区の担い手であると認識できるだろう。「幸福度」を通すことで初めて、

従来の公共性と考えられた商店街組織の枠が、つまりは、地域商業として担う区の領域が

拡がると思われる。そのような、個店̶̶〈個別的なもの（私）〉̶̶の支援に対する地域

の総意を図るためにも、私的なものへも目を向けるきっかけになる「幸福度追求」を既存

の商店街組合や地域住民といった地域全体へ拡張すべきであるというのが筆者の提言であ

る。これにより、支援対象である従来の商店街の空間的な概念である〈ストリート〉が〈エ

リア〉に変わり、かつての「商店街」の理念を受け継いだ新しい形の商店街の形成につな

がるのではないだろうか。 

 前章の職員ヒアリング105による以下の語りからは、個店支援に関する地域全体の総意につ

いてその兆しが見えていると考えられる。 

 

「15 年くらい前だと、『なんであそこの店だけトイレ改修したんだ』とかあったが、今

はあんまり言われない。それが必要だと、世の中の認識になっていると思う」 

 

「商店街連合会の方からも、商店街振興に対してもっと予算を増やせとか、強い要望

はあんまりなくて、個店支援に関しても、区が取り組むことに対して、区内の商業が

活性化できるのであればということで皆理解している。区民の皆様の意見も聞いても
                                                   
105 本稿 99 ページによる。 
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個店支援も区民の総意になる。」 

 

 また辻井によると、地域住民である消費者は商店街を見ていなく１つの商店を見ている

という見解もある（辻井，2013）。これを同義反復的に言うと、区民は商店街ではなく、地

域全体の１つ１つの個店を見ているという解釈もできるだろう。そして、荒川区の住民が

商店街のあり方をあらため、１つ１つの個店も区の担う商店街̶̶〈エリア〉の商店街̶

̶の１つであると認識することが重要となる。これは、幸福度実感度を定量的に計測する

といった「指標ツール」とは別の、「思考ツール」としての幸福度関連指標の側面も重要で

はないかという論点になろう。 

 

 もちろんこれは、既存の商店街の全否定ではない。懸念として、「幸福度追求」を盾にし

た個店支援の絶対的な優位性の主張という新たなコントロールが生まれることが挙げられ

るが、それは避けたい。筆者の意図としては、官の担う商店街として、既存の商店街〈ス

トリート〉以外にも目を向け、地域商業を広い意味で捉えるために〈エリア〉で考えるべ

きということである。そのための個店支援への総意に向けた「幸福度」という理念の拡張

という提言であり、両者のバランスが大事であるという見解である。そして同時に、個店

支援への是非を健全に議論しなければならないことも見過ごしてはならない。 

 また、行政支援が地域商業の全てではないとして、自ら自営業として商店を始める人は

いるだろう。官はそれらを後押しする存在となればいいと考える。 

  

 

 以上が筆者なりの提言である。断片的かつ飛躍的で、具体的に踏み込んだ内容ではない

が、「幸福度追求」という理念の可能性と、その一つの方向性は示唆できただろう。なお、

もちろんこれを普遍化した提案にする意図はなく、１つのモデルとしての提案でとどめて

おきたい。 

 さらには「提言」というスタンスであるため検証はできていない。このような提言は、

実際に実施して始めて評価され、これが地域商業を考えた際に妥当なものなのか、そうで

ないのか、どこを改善すればいいのか、改善の余地はないのか、等が問われ、前に進む。

しかし動き出さないことには意味がないだろう。この提言はそれを後押しする「たたき台」

という位置付けが正確である。 
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７. 終章                                 

7-1. まとめ  

 本研究では、荒川区が、住民の私的利害や個別具体的な事情に依拠する「荒川区民総幸

福度(GAH)」の向上を政策目標にすることによる影響を見た。その結果、以下の 4点が得ら

れた知見である。 

 

① 政策・施策レベルにおける官の担う『公』と主観的な幸福実感度の性質『私』の矛盾  
 政策・施策といったレベルでは、住民一人ひとりの私的利害や個別的な事情を政策や施

策の対象にすることは̶̶ケースワークである個別的な生活保護支援などを例外に̶̶公

平性・平等性担う官としては容易ではない。そのために、「荒川区民総幸福度(GAH)」と政

策・施策・事務事業を連動させるためには、年代や性別、家族構成などの属性で集団的に

カテゴライズして実感度指標の総合化・平均値化を行う必要があった。また、そのような

理由から、幸福度関連指標の研究や開発に携わる職員からは、「幸福は人それぞれ」、「幸福

度というテーマはずっとチャレンジをするということ」、「行政が足を踏み入れてはいけな

い領域」、などの語りがあった。公平性・平等性の原則を前提としている官が、住民一人ひ

とりの内面的な価値観に依拠する「幸福」を扱うことに対する違和感や矛盾といった悩み

を抱えていることが、実際の職員の語りから明らかになった。 

 
② 個人レベルにおける追求すべき理念としての「幸福度」               
 職員個人のレベルにおいて一部の職員は、追求するべき概念や言葉として「幸福度」を

捉えていた。その要因としては、「荒川区民総幸福度(GAH)」の「特質性」が１つの大きな

要因であり、さらには人材育成の中でも特殊な「荒川区職員ビジネスカレッジ（ABC）」も

関係していた。しかし、必ずしも職員全体に言えることではなく、ワーキング・グループ

やプロジェクト・チームに携わる職員、また、「荒川区民総幸福度（GAH）」と政策・施策・

事務事業等の評価を意識する立場にある職員など、いわゆる一部の管理職級の職員におい

て考えられることであった。その他の職員は「荒川区民総幸福度（GAH）」に関わる機会は

多くても、理念として「幸福度追求」を捉えているかは断言できない。 
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③ 個人レベルにおける「幸福度追求」と〈個別的なもの（私）〉の関係                
 理念としての「幸福度追求」の捉え方は職員それぞれである。そのため、3つの現場（ケ

ース）̶̶地域商業系・都市計画再開発系・地域活動団体系̶̶を見てみた結果、追求す

べき理念としての「幸福度」はそれぞれの形で〈個別的なもの（私）〉へ関係していた。地

域商業系では、個店支援といった〈個別的なもの（私）〉も対象にする「論拠」の一つとし

て、都市計画再開発系では、地位活動において、職員自身も住民として対等な関係になり

〈個別的なもの（私）〉に向き合う一つの要素として「無意識」下での、地域活動団体系で

は、市民・住民のいやすい居場所づくりを行うことで〈個別的なもの（私）〉に向き合う一

つの要素としての、「幸福度追求」という理念が関係していると考えられた。 

 
④ 公共性論から捉えた「幸福度追求」と〈個別的なもの（私）〉の関係          
 官に̶̶今回はその先端部分である基礎自治体の荒川区に̶̶着目して、「幸福度追求」

と〈個別的なもの（私）〉の関係性を、戦後の日本における公共性をめぐる言説（議論）か

ら捉える手続きを行うことで、今までしばしば批判的に語られてきた官の存在に対して１

つの捉え方・解釈を論じることができた。一般的には官という「上の立場」でありながら

民の領域である「下から」公共性をつくっており、仮にこれを『官の「幸福度追求」によ

る公共性（を帯びた場・空間）』と呼称した。もちろんこれは政策や施策といった上位のレ

ベルでの解釈ではない。しかし、職員個々人の意識から、住民一人ひとりに目を当て〈個

別的なもの（私）〉を意識することは、従来とは別用の公共性と認識しても良いだろう。な

お、このように公共性論を分析視角として採用した理由は、意味や位置付けを見出すため

の１つの捉え方・解釈を提供することに過ぎないことを理解されたい。 

 

 

7-2. 今後の課題  

 一方で、本研究には残された課題が多い。ここではそれを何点か記述する。 

 まず１つが、理念としての「幸福度追求」がどのくらい職員に浸透しているのか、量的

な検証が不可能であるため、その正確さが十分論述（表現）できているとはいえない点で

ある。職員へのヒアリングや各指標と比較した際の「荒川区民総幸福度(GAH)」指標の特徴、

行政評価への位置付けなどを調査し、それを材料として、一定の職員に追求すべき言葉・

概念として「幸福度」が浸透していると記述してきたが、さらなる分析が必要であると考

えられる。特に、職員へのヒアリングでもう少し具体的なエピソード等を追加する必要が
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あろう。 

 2 点目が、着目した現場（ケース）が少ないため、理念としての「幸福度追求」における

影響のバラエティーを明記することができなかった点である。今回は３つのケースに着目

してきたが、他の現場でも「荒川区民総幸福度(GAH)」を政策運営に活用したことによる影

響はあるだろう。今後は他のケースにも目を向ける必要があり、したがって、今回得られ

た知見は３つのケースに限るものであることを言及しなければならない。 

 3 点目が、6章 1 節の考察で公共性論を分析視角として採用し理論展開したことと、6章

2 節の提言で地域商業の１つの方向性を提示したことに関して、具体性が欠けている点であ

る。前者に関しては、今回の分析結果の位置付けやその意味を見出すための１つの捉え方

や解釈を提供する意図で論考を進めた。そのため、抽象的な表現になり読者を混乱させた

かもしれない。しかし、体系的に公共性をめぐる言説（議論）を整理し、官の立場を再確

認することで、本研究で発見したことをその議論の俎上に載せることができただろう。つ

まりは、今まで批判的に語られてきた官にも、下からの公共性が存在するという兆しを１

つ示すことができたと考えても良い。 

 後者に関しては、具体性に欠けているのに加え、実証できていないために筆者の「投げ

っぱなし」の提言になっている。「妄想に近い」と言われても真正面から反論できないのが

正直なところである。しかし、「商店街から個店へ、そしてまた商店街へ」の要因として「幸

福度」の概念が影響を与えそうな点は̶̶是非をきちんと議論しなければならないが̶̶

幸福度関連指標に関する研究や商店街に関する研究の分野では新しい論点であると思われ

る。指標化としての幸福度関連指標の一方で、思考ツールとしての幸福度関連指標の側面

も探究していかなければならない視点であろう。 

 他にも２章で行った各幸福度関連指標の比較に際してサンプル数が限定されていること

や、「荒川区職員ビジネスカレッジ(ABC)」の調査が十分できていないことなどが挙げられ

る。 

 このように、課題点を多く残していることから、まだまだ未熟な研究であると筆者自身

は感じている。しかし、新しい視点をいくつか提示できたことは確かである。 
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