
荒川区民総幸福度（ＧＡＨ）への挑戦 

 

はじめに 

地方自治法第一条の二に「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、

地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。」と定められ

ている。同法に基づけば、地方公共団体は、住民の福祉を向上させるために存立しているこ

とになる。住民の福祉を可能な限り高めていくことをわかりやすく言い換えれば、幸福を追

求することといってよいだろう。 

荒川区では、西川太一郎区長が就任した直後に掲げたのが、「区政は区民を幸せにするシ

ステムである」というドメインである。以下、西川区長の考え方を示すと、このドメインと

いう言葉は、もともとは経営学の中で使われた言葉で、組織の仕事の領域を決めることを意

味している。例えば、ある鉄道会社が、自分たちの仕事は電車を動かすことだというドメイ

ンを持ったとする。そのことにこだわっていれば、モータリゼーションの進展とともにその

会社の業績は、ジリ貧になってしまうであろう。しかし、もしこの会社が自らのドメインを

少し広げて、人や物を運ぶ、「輸送」としていたらどうであったか。鉄道と自動車を組み合

わせて、効率的な事業を展開し、着実に業績を伸ばしていたはずである。自分たちの組織は、

何のために存立し、どこまでの範囲で仕事をすべきなのか、そして、その領域が適切なのか

を考えることがいかに重要かということである。このドメインは、難解な行政用語や修辞を

凝らすのではなく、区職員の誰もが共感し、共通の目標にできる言葉として「区民の幸せ」

をめざすことを職員に呼びかけたのである。 

「お役所仕事」、「官僚主義」などの言葉に代表されるように、行政機関に対する住民の目

は厳しい。その根底には、行政の公平性、無謬性などに必要以上に拘泥し、定められた規則、

規程を楯にした杓子定規な対応、あるいは新しいことに消極的な事無かれ的な行動に陥り

やすいということがある。この結果、適正な手続きを行うために定められた法規を尊重する

ことだけに専念し、行政の本来の役割である住民のためのサービスという視点が欠落しま

ったのである。法令や要綱に定められた仕事を淡々とこなすのではなく、本来行政が担うべ

き役割を明確にし、職員の意識改革を図るべきである。「行政だからできない」というので

はなく、「行政だからこれができる」という発想をすべきではないだろうか。 

こうした認識の中で西川区長が注目したのが、インドと中国の間に立地する人口６５万

人余りの国、ブータンの発想である。この国の当時のジグメ・シンゲ・ワンチュク国王は、

国民の総幸福度を表すＧＮＨ、グロス・ナショナル・ハッピネスという指標を示すことによ

り、開発優先の経済発展ではなく、国民の幸せを最大化することを国家目標と位置付けたの

である。この考え方に西川区長は共感し、行政の究極の目標であり、区民を幸福にするシス

テムである荒川区に相応しいものであるとの考えに基づき、区民の幸せを測るため荒川区

民総幸福度（Gross Arakawa Happiness: 以下、「ＧＡＨ」とする）を荒川区政にも導入す

ることとしたのである。 



 

１ 背景 

(1)行政評価の意味 

 行政評価が一躍脚光を浴びたのが「事業仕分け」であった。「税金が有効に使われている

のか」、「無駄な事業があるに違いない」といった国民の感情に沿った流れで、国会議員が厳

しく官僚をやりこめる姿に喝采を送った人も少なくないだろう。しかし、それが次第にＴＶ

ショーのようになり、また仕分けした事業が結局形を変えて存続していたといったことが

明らかになるにつれて、国民の関心も低下していった。これに類する取り組みを自治体レベ

ルでも取り組んでいたが、いずれの自治体でも先細りの状態である。 

 膨張という基本的な性向をもつ公共セクターの事業を客観的に評価し、不要不急の事業

は廃止なり縮小なりしていくことが必要であることは異論のないところである。しかし、こ

の事業仕分けに象徴されるように、何をもって評価するか、誰が評価するかといった具体論

になるときわめて難しい問題が浮上してくる。とりわけ住民に近い自治体の場合には、様々

な価値観が衝突し、誰も判断できないということになりやすい。例えば、コミュニティバス

では、日頃利用している人にとってはなくてはならない事業であるが、利用していない人に

は無用の長物にしか見えない。また、点字ブロックは、目の不自由な人には不可欠なもので

あるが、大多数の健常者はまったく無関心である。 

 公共施策の成果は、民間企業の売上のように定量的に把握できないため、費用対効果を明

示することが困難である。こうした特性を考えれば、自治体の施策については単純に多数決

で決めたり、特定の人、もしくはグループの価値観、判断基準のみをもって廃止したりする

べきではない。 

 荒川区では、そうした状況も踏まえながら、地道ではあるが、着実に進められる手法とし

て、全事務事業を対象とした行政評価を実施している。多くの自治体で実施されている行政

評価の手法を参考とし、今も改善を続けている。対象事務事業を絞りこんでいる自治体も少

なくないが、当区では１０００を超えるすべての事務事業を評価対象としている。また、評

価シートには担当者の氏名を明記することで、責任をもって当該事務事業を実施し、評価し

てもらうようにしている。 

こうして取り組んできた行政評価では、できるだけ定量的に評価すべきとの考えから、政

策、施策、事務事業のそれぞれに指標を設けているが、次のような問題意識をもっていた。

それは、行政評価の中で道路を○○ｍ、公園を○○㎡、特別養護老人ホームを○○床整備し

た、あるいは○○手当を○人に支給、○○教室に○○人参加、予防接種の費用を○○人に補

助、自動交付機で夜間に住民票を○○通交付といった数値で事務事業の成果を表していた

が、いずれも定量的ではあるが、すべての指標がアウトプット（供給量）であり、アウトカ

ム（成果）ではないということである。また、例えば、道路整備であれば、通行の安全性の

向上、渋滞解消、景観向上、延焼防止等が目的であり、イベントの開催では、地元産業の収

益増、名産品の知名度向上等を目指すものと考えられるが、受益者である住民にとってどの



ように役立ったのかについての効果測定や定量評価はほとんどされてこなかった。 

自治体の施策は、きわめて広範に及ぶが、それに共通する目的は、住民の幸福度の向上で

ある。ＧＡＨの話を区長から聞いたときに、住民の幸福度向上にどのくらい寄与するのかを

基準に各分野、各施策の財源配分を行うことができないか、これまで実施してきた施策につ

いても幸福度の向上を基準にして、費用対効果を評価できないか、もしそれが可能となれば、

真の「住民本位の行政」を実現でき、最も合理的な「選択と集中」であり、「究極の行政改

革」を実現できると考えたのである。そうした認識により、ＧＡＨの一つの活用として、当

区の行政評価に幸福度指標を導入できないか検討を始めた。 

 

(2) 先行研究 

イースタリンの逆説については、大変著名であるが、これは先進国と開発途上国の国民の

満足度に関する調査について述べたもので、結論としては所得が上昇しても幸福度は高ま

らないという点では合致しているが、分析の方法と結論については、かなり乱暴な感じがす

る。しかし、個人の幸福度の判断は、収入にしても生活レベルにしても周囲との比較による

ものであるという指摘はその通りであろう。 

幸福に関する研究の中で注目されるものとして、スイスの経済学者ブルーノ・Ｓ・フライ、

アロイス・スタッツァーによる研究成果がある。所得が増えれば幸福を感じるということに

ついては、誰もが納得することではないだろうか。所得レベルが低い場合には、所得の上昇

が幸福度を大きく上昇させるのであるが、一定水準を超えると所得レベルが幸福度に与え

る影響は小さくなり、ほぼフラットになっていくのである。 

また、個人は所得の絶対額より、むしろ他者との比較、相対所得によって幸福か否かを評

価するのである。もう一つ重要なこととして、政治参加と幸福の関係がある。先進諸国の場

合には、政治的、経済的、個人的自由が幸福に正の影響を与えていることである。政治制度

が異なる国家間では比較が困難なため、同研究ではスイスの２６州の市民による直接的な

政治参加や分権化のレベルにより比較したところ、直接民主制による参政権が充実してい

るほど、また共同体の自律性が高いほど、人々の主観的な幸福は増大しているのである。 

このような研究結果を見たとき、まず、格差が社会問題となっている昨今においては、一

定の所得に達しない方々に対する適切なフォローが必要である。合わせて、住民にとって身

近な政府、お互いの顔が見える行政主体である基礎自治体は、政治参加という意味でも最も

役割がきわめて大きいことから、これまで以上に区民の参加を求め、区民による区民のため

の区政を実現することにより、区民の幸福度の向上寄与することを認識して取り組んでい

かなければならない。 

※参考 

幸福の政治経済学（ブルーノ・Ｓ・フライ、アロイス・スタッツァー 2005） 

Will raising the incomes of all increase the happiness of all? Richard A. Easterlin 1994 

 



(3) 世界の幸福度指標 

 次に海外でもブータンをはじめ、多くの国や大学等で幸福度に関する研究がなされてい

たことから、調査研究を行った。はじめにブータンの指標を検討したが、以下のように国情

や宗教的な背景などがあまりに異なるため、参考とすることはできなかった。 

 

領  域 主   な   指   標 

心理的幸福  
精神的健康、祈祷文句復誦、瞑想、感覚の頻度（利己的、嫉妬、冷静、同情、

寛容、挫折）、自殺思考など  

自然環境  河川汚染、土壌浸食、廃棄物処理、農場及び家屋の周囲への植林  など  

健康  
健康状態、体脂肪指標（BMI）、エイズの知識、母乳で育てる期間、保健所ま

での歩行距離など  

教育・教養  教育水準、識字率、民族歌謡の理解能力、地方伝説や民俗話の知識  など  

文化  
第一言語、伝統的遊戯・工芸、規律・公平の重要性を子どもに教えること、

相互依存の重要性、態度（殺害、窃盗、嘘、性的非行）、祭典へ参加など  

基本的生活  
世帯収入、食糧不安、住宅の所有、部屋の比率、中古衣料の購入、地域共同

体の祭典への貢献、家屋の修理や整備など  

時間の使い方  総労働時間、睡眠時間  

地域共同体の活力  
隣人への信頼、相互扶助、家族（相互に面倒をみる、口論、理解）、親戚の

数、犯罪被害者、感覚（保護、憎しみ）、ボランティア、寄付、社会的支援  

優れた統治  
所得格差減少に関する中央政府の実績、汚職に立ち向かう中央政府の実績、

言論自由、差別、中央省庁、県、メディアへの信頼など  

 

次に、海外での同種の研究に基づく指標についても調査したが、やはり政治的、宗教的な

背景が異なるため、参考とするにとどまった。 

指標名等 分野数 主な分野 

ビクトリア州（豪）Community 

Indicators Victoria  

5ドメイン 

23分野 

93指標  

健康で安全な包括的なコミュニティ、力強く弾

力性のある地域経済、持続可能な建造物及び自

然環境、文化的豊かさ及び活気に満ちたコミュ

ニティ、民主主義的で熱心なコミュニティ 

シアトル（米） 

The Seattle Area Happiness 

Initiative  

8 ドメイン+最上

位に主観的幸福 

主観 9指標 

客観 19指標  

全体的な幸福、精神的幸福、肉体的幸福、時間

のバランス、社会との接続と活力、教育及び能

力の向上、芸術や文化へのアクセス、環境の活

力、民主的な自治 



オンカパリンガ市（豪）

Community Wellbeing Monitor  

4決定要素 

23項目 

44指標  

環境、経済の発展、社会の発展、  

健康  

ハンターバレー(豪）  

Wellbeing Watch  

10分野 

40項目  

人口動態、雇用、教育、収入および資産、家族

及び社会関係、住宅及び近隣、犯罪及び安全、

健康、保険サービス及び医療、幸福の重要な予

測（変数） 

ミネソタ州（米） 

Minnesota Milestones  

19目標 

70指標  

人々、コミュニティ及び民主主義、経済、  

環境  

オレゴン州（米） 

Oregon Benchmarks  

3目標 

7分野 

91指標  

ゴール 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）  

ゴール 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）  

ゴール 3:健康で持続可能性のある環境  

      （環境的幸福） 

 

２荒川区での幸福度研究 

(1)検討方法 

荒川区でＧＡＨの研究を始めるにあたっては、当初は若手職員によるプロジェクトチー

ムを設置して議論を始めた。何度か開催したが議論はなかなか進展せず、職員だけでの研究

には限界があったことから、区としては他の課題を含めて、区から独立し、組織横断的な視

点による調査研究することを目的として、荒川区自治総合研究所を設置した。幸福度につい

ても、同研究所が中心となって、大学等の研究者による検討委員会を設置し、検討を始めた。

荒川区での調査研究は、この検討委員会の下部組織として若手職員によるワーキンググル

ープを設置したことに特徴がある。このワーキンググループは、営繕課、心身障害者福祉セ

ンター、都市計画課、文化交流推進課、保育士、保健師など、多様な職種の若手職員によっ

て構成されており、各課に了解を得た上で定期的に検討会を開催した。 

 研究の基本的なスタンスは当初から明確にしていた。それは、基礎自治体による｢幸福度｣

の研究であることから、哲学でも宗教でもなく、実務に立脚したものでなければならない。

また、常に実務に活かすという視点を忘れず、同時に日々の事務処理に埋没するのではなく、

自治体の使命を突き詰めて考えることは有益であるから、現状に縛られることなく自由に

議論を行うべきとした。このワーキンググループは、通常業務を続けながらも、１００回以

上の会議を開催し、１６回の研究会にも出席した。議論が伯仲し、時間外に自主的に打ち合

わせを開催することもあった。 

 



(2)検討経過 

 幸福についての議論は、困難をきわめた。その中で問題となったのが、幸福感をもたらす

要素が実に多様であるということである。それを整理する中での一つの結論として、幸福の

構成要素はマズロー的ではないかということがある。つまり、幸福を感じる際にも、「生理

的欲求」、「安全欲求」、「社会的欲求」、「承認欲求」、「自己実現欲求」の５段階の階層がある。

戦火や極貧状態では、生命維持が最優先であり、生理的欲求や安全欲求を満たすことで幸福

を感じるが、生活が安定し、所得が一定水準を超えると収入が増えても幸福度は高まらない。

これは先行研究のところで述べたとおりである。さらに豊かな社会になれば、仲間がいるこ

と、他に認められること、社会に貢献することなどによって幸福を実感するのではないかと

いうことである。 

 また、指標についても、大きく二つに分けることができる。 

①主観指標 ＝ 個人の主観的な幸福度 

②客観指標 ＝ 幸福度に影響を与えると考えうる統計や各種の調査結果 

仮に客観指標のみで評価したとすれば、同一の状況、環境にある人の幸福度は、すべて同

じとなってしまうため、調査方法や評価等、難しい課題ではあるが、主観指標をベースに客

観指標と合わせて幸福度を測ることとした。 

 

(3)幸福度を測定する上での課題 

 主観指標を含めた幸福度について検討を進める中で、次のような課題が明らかになった。 

① 潜在的な要因 

幸福度に重大な影響を及ぼすであろう事象には、失われてみないと自覚しない、潜在的な

要素が多い。例えば、病気になると健康の重要性を痛感する。また、犯罪や事故に直面すれ

ば、安全が確保されていることがいかに大切かを思い知ることになる。さらに先行研究の中

で幸福度を低下させる最大の要因として、配偶者の死亡が挙げられているように、家族が健

康で暮らしていることを当たり前と思っているときに死亡や疾病等の重大な異変があれば、

不幸のどん底へと突き落とされるのである。 

 こうした潜在している事項について、どう調査すればよいのかということが議論となっ

た。「あなたが病気になった場合には」とか「家族の誰かが亡くなった場合には」といった

設問が許されるわけがないため、表現には十分注意した上でライフイベントについて確認

する方向でまとまった。 

② 当たり前となること 

コンビニエンスや携帯電話、カーナビ、ＥＴＣのように以前と比較すれば、きわめて便利

になっていること、あるいは医療のように１０年、２０年前と比較すれば、飛躍的に技術が

進歩しているようなことについても、時間が経過するとそれに慣れて、「普通」で「当たり

前」のことになってしまう。しかし、現状を客観的に評価することができれば、そうした恵

まれたサービスを享受できることは十分に幸せであるはずであるが、それを自覚すること



はほとんどない。しかし、これは、長々と現状の良さを説明することは困難であり、アンケ

ートではなく、別な場でＰＲしていくべきとのことになった。 

③ 個人の性格 

コップに半分の水が入っているのを見て、「半分も水が入っている」と考えるか、「半分し

か水がはいっていない」と受け止めるかについては、その人の性格が悲観的・楽観的かによ

って異なる。もちろんその時に喉が渇いているのか、気温はどうかなど、その人が置かれて

いる状況によって変わるが、そうした外的な要因を取り除いても性格的な違いは必ず存在

している。個人の性格を勘案しながら調査することは不可能なため、最終的には平均的な数

値をとるという判断しかないとのことになった。 

④ 調査時点での状況 

東日本大震災のようにきわめて深刻な災害や人々を不安に陥れるような事件などが発生

し、それをマスコミが連日報道するような状況にあっては、当然に幸福感についても低下す

る方向にシフトする。実際に荒川区に幸福度に関する調査においても、ある年度に食の安全

のポイントが明らかに低下したが、その頃にちょうど問題ある食品について連日報道され

ていたことから、その影響ではないかと推察することができた。 

感情の動物である人類の特性ともいえ、そうした社会的な背景、雰囲気のようなものを排

除することはおそらく不可能であろう。しかし、調査結果の分析や設問の作成にあたっては、

結果に大きな影響を与えるようなこと、前回調査以後、もしくは調査期間中の災害、事件、

事故、景気、雇用等の動向を十分に勘案して評価する必要がある。 

 

(4)調査 

①設問 

幸福感は抽象的であるため、設問の作り方によって回答が変わるおそれがあることも議

論となった。例えば、ある選択肢の判断を人が行う場合、表現によって受ける印象に基づい

て比較するため、合理的な評価とは異なる判断を導く可能性があるという、フレーミング効

果が挙げられる。トヴァスキーとカーネマン（Amos Tversky; Daniel Kahneman,1981）に

よれば、600 人が死亡すると予測される強力な伝染病について、プログラムＡでは、200 人

が助かる。プログラムＢでは３分の１は助かるが、３分の２が助からない。この設問につい

ては、同じことを言っているが、Ａを選ぶ人が多い。また、プログラムＣでは 400 人が死亡

する。プログラムＤでは、3 分の１は誰も死なず、3 分の２は死亡するとしたときには、Ｄ

の方が受け入れやすいということである。つまり、同じことを聞いていても、質問の仕方次

第で回答が変わってくることを示唆している。 

また、研究会でご協力いただいた首都大学東京の白石賢氏によれば、例えばデートの回数

の後に幸福度を聞く場合には強い正の相関があるが、幸福度の後にデートの回数を聞くと

正の相関は弱い。また、生活満足度の後に結婚満足度を聞くと弱い正の相関が出るが、結婚

満足度の後に生活満足度を聞くと強い正の相関があるなど、設問の順によっても回答に差



が出るという興味深い研究がある。 

さらに、設問を考える中で、「○○に満足していますか？」という形になりやすいが、そ

れでよいのかという議論もあった。満足度について調査すれば、人間の本性として満足する

ことはほとんどない。家電がどんなに便利になっても不満な部分は残るし、収入については、

増加すればさらに上を見てしまうため、現状に満足できる人はほとんどいないだろう。この

ため、できるだけ満足度と受け止められるような設問を避けることとしたが、やはりすべて

に適用することは難しかった。 

※参考：The Framing of Decisions and the Psychology of Choice（Amos Tversky and 

Daniel Kahneman 1981） 

②ライフイベント等による影響 

例えば、調査の直前に例えば結婚や出産、あるいは親族との争いごと、さらには親族の死

亡などがあったりすれば、回答に影響を及ぼすことは容易に想像できる。これを補整するた

めにいくつかの対策を検討した。まずは、設問の中に最近幸福度に関わるライフイベントが

あったかを問う方式である。これは、回答者によって受け止め方が異なるし、不幸を想起さ

せるような設問は、幸福度の調査には相応しくないと考えた。また、ランダムに抽出した調

査ではなく、同一サンプルについて継続調査を行い、ヒアリング等でバイアスをもたらすよ

うな要因の有無を確認することによって、より正確な数値に補整する方式である。これは少

数であっても実施する価値があるが、大きなコストと長い時間を要することから、実施には

至っていない。 

③設問数 

幸福感に影響を与えると考えられる要素は、きわめて多様であるため、それらを単独の調

査で網羅しようとすれば、設問が多くなりすぎて回答者に多大な負担をかけることになる。

アンケートの途中でやめてしまったり、適当にチェックするだけといった反応も予測され

るため、設問は絞り込まなければならない。こうした観点から前述の指標も思い切って絞り

込んだところである。 

区民の意識の全体像を把握するためには、当該調査事項に関連する他の意識調査や実態

調査等のデータや分析結果を加味して、総合的に評価するといった対策が必要である。また、

公共施設やイベント等で行われるアンケートの際にも、幸福度まではいかないかもしれな

いが、さらに上位のアウトカムについても調査することも考えられる。これによって、同様

の目的を有する他の施策との関係性が明確になり、相乗効果をもたらすような工夫も可能

になると考えている。 

 

(5)分析・評価 

①相対評価の是非 

次に問題となったのは、総幸福度が算出されたときに、これをどう評価するかである。他

自治体の住民に対して同様の調査をし、比較するということが考えられるが、○○区と比較



して、荒川区の幸福度が高いといって満足することが適切かといえば、それは明らかにおか

しい。他と比較して、幸福度が高くなることを目指すのではなく、区民の幸福度が過去より

も高くなっていくことを目標とすべきである。 

⑤ 重みづけ 

幸福度の構成要素の重み、影響度は各人共通であるはずはないという意見もあった。幸福

を実感する要素として、安全安心を重視する人もいれば、家族の絆を大切にする人もいるし、

趣味に興ずるのを至福の時と感じる人もいるだろう。そうした人たちも当然のことながら

病気になれば健康の重要性を認識することは共通であろうが、それぞれの要素の重みは同

じであることはありえない。 

これを解決するためには、少数のサンプルであってもかなり深くインタビューを重ね、い

くつかに類型化し、各要素に重み付けをしていくことが必要であるが、これも難しい課題で

ある。 

⑥ グロスの評価 

グロスで幸福度を算定したときに、ＧＤＰと同じように前年よりも増えていれば、住民は

幸福になったと断定してよいのかについては、これも問題である。第一に、調査事項が限定

される中で、それらに対する回答だけで幸福であることを判断することはできない。もし、

その評価指標だけをもって幸福度を判断するとすれば、これは幸福感の押し付けになって

しまうからである。第二に幸福度が高まった人が多数いるとしても、少数ではあるが幸福度

が低下した人がいて、その低下の幅が大きいとすれば、格差が拡大し、事態はより深刻さを

増したとみるべきだろう。ただ総量が増えたと喜び、少数の不幸を忘れてしまっては基礎自

治体の役割の放棄になってしまうといえよう。 

わかりやすさという観点で、ＧＡＨという概念から出発したが、それを増やすことだけを

めざすべきではないという方向で考えている。 

⑦ 行政の寄与度 

次に、自治体の施策が、住民の幸福度にどのくらい影響を与えているのかという課題があ

る。基礎自治体は住民に直接提供するサービスが多く、一見効果を把握できているように思

いやすいが、現実にはきちんと把握できていない。保育園や特別養護老人ホームのように直

接的に住民の希望に応えるものはわかりやすいが、ほとんどの事務事業は結果として住民

にどの程度役に立っているのかはわかっていない。このため、自治体のサービスと幸福度と

の相関関係については、よりポイントを絞った形での継続的な調査、分析と検証が必要であ

る。 

⑧ 発見 

幸福度に関する調査を考える中で新しい視点も考えることができた。これまでは､自治体

が示した選択肢から､回答者が要望や必要と感じる施策を選び､その結果を根拠として予算

化されることが多かった。この場合には、自治体が想定したものしか回答として表れず、そ

れ以上のもの、あるいは潜在的なものを見出すことができない。 



例えば、比較的所得が低い層で、子育て中の世帯で回答結果の数値が低いのはどんな項目

かといった形で、幸福度に関する調査結果について、仮説やテーマを設定し、その集団に関

わるデータを分析するのである。あるいは、同じような傾向の回答をしている集団の特性は

ないかといった分析を行い、それに着目して新たな施策を考えることができないだろうか。

様々な仮説、テーマに基づく分析は、自治体における｢データマイニング｣になりうるものと

考えている。指標相互の関連等について、｢想定外｣の発見をする可能性もあるだろう。 

 以上、様々な疑問、問題点が明らかになってきたが、それぞれに解決策を求めた上で進め

ていくとすれば、おそらくさらに１０年検討しても完成はしないであろう。そこで、基礎自

治体である荒川区としては、そうした課題については認識しながらも、指標を作成し、調査

する中で解決の方向性を見出せればよく、不十分かもしれないが、区民の意識をできるだけ

早い時期に把握し、施策に結びつけていくことのほうが重要であるとの結論に至った。 

 

(6)指標 

 最上位指標である幸福度を構成する要素にどのようなものがあるかについて、項目を挙

げていくと、その時点でも２００以上となってしまった。これを設問としてアンケート調査

をすることは、回答者に過大な負担を強いることになり、回答率や正確性の面でも問題があ

るだろう。そこで、やむなく項目を４６までに絞り込んだ。 

 指標は、最上位に幸福実感度、続いて区の施策とのリンクを担保できるよう、区の基本構

想の６つの都市像に沿って上位指標を設け、さらにそれを構成する要素を設定している。 

 

  幸福実感指標 

最上位 幸福実感度 

健康 

 健康実感度 

体の健康 健康のための運動､健康的な食生活､体の休息度 

心の健康 
つながりの実感度､自分の役割や存在意義の実感

度､心の安らぎの実感度 

環境 医療サービスの充実度､福祉サービスの充実度 

子育て教

育 

 子どもの成長の実感度、子育ての満足度 

家族関係 親子コミュニケーション､家族の理解・協力度 

生きる 規則正しい生活習慣の習得度､“生きる力”の習得度 

環境 子育て・教育環境､地域の子育てへの理解・協力度 

産業革新 

 生活のゆとり 

仕事 
生活の安定､ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活

の調和)､仕事のやりがい 

地域経済 まちの産業､買い物利便性､まちの魅力 



環境先進 

 生活環境の充実度 

利便性・ユニバーサルデザイン 施設のバリアフリー､心のバリアフリー､交通利便 

快適性 まちなみ､周辺環境 

持続可能性 環境保全 

安全安心 

 安全安心実感度 

犯罪 犯罪への不安 

事故 交通安全性､生活安全性 

災害 個人の備え､災害時の絆・助け合い､防災性 

文化創造 

 
余暇の過ごし方や文化とのふれあいによる精神的

豊かさ・心のゆとりの実感度 

余暇活動 余暇の満足度､生涯学習環境の充実度 

地域文化 
地域への愛着度､地域の人との交流の充実度､地域

に頼れる人がいる実感､文化的寛容性 

 

 こうして指標を設定したが、健康や子育てのように直接的に住民に関わるものは、比較的

わかりやすいが、産業や環境、文化については、影響を与える要素がきわめて広範で設問を

つくりにくく、想定される分析についても、国レベル、さらには世界レベルでの動向を考慮

しなければならないものであった。 

 毎年度調査し、分析は行っているが、今後、一定の期間は継続的に調査を実施し、判断が

可能となるようなデータが集積された時点で、指標についても見直しを行う必要がある。 

 

(7)施策からのアプローチ 

自治体の施策は、条例や要綱にそれぞれ目的が示されて実施されているが、曖昧で抽象的

なものが多い。このため、自分たちが与えられた事務事業を実施するだけで、大きな戦略で

ある政策や戦術としての施策を意識していないのはほとんどである。このため、例えば、転

倒防止体操、住宅の改修、健康教室、ボランティア講座などの高齢者を対象とした事業につ

いては、いずれも介護予防という共通の目的があるとしても他の部署が所管する事業に対

しては、ほとんど調整もされず、タテワリで実施されてしまうのである。 

 また、地方自治体の事業の特性として、効果が複数の分野にわたることがある。例えば、

道路拡幅であれば、交通面での安全性が高まるだけではなく、災害時には延焼遮断帯として

機能し、景観向上にも寄与する。さらにはバリアフリーという面でもメリットは大きい。こ

のため、本来であれば、それぞれの視点で事業を進めていくべきではあるが、どうしても所

管の担当する分野に重点を置いてしまい、他の目的については十分に配慮されていないと

いう事態が起こりやすくなるのである。 

 地方自治体の事務事業の評価を難しくさせる要素として、発生させないことを目的とす



るものが多いということがある。火災や犯罪、感染症といったものはゼロとするために努力

するわけであり、また孤独死や児童虐待についても早期対応が重要ではあるが、発生させな

いことを目指すのが本来である。こうした分野は、目標値は常にゼロ、あるいはゼロに近づ

けることであるため、投入した予算や人員が適切であったかは評価しにくい。 

 事務事業の評価でもう一つの課題は、調査した結果が向上していたとしても、それをその

まま行政サービスの成果であると言えないことである。例えば、がん検診の受診率が上昇し、

がんによる死亡率が低下したとしても、それががん検診の成果であるとするのはあまりに

も早計である。 

 また、評価が難しい分野として、人事、会計、経理といった間接部門がある。いずれも組

織として運営していく上では必要不可欠なものではあるが、住民の幸福への寄与度という

面では評価が難しい。 

 こうした課題に対する試みとして、平成２６年度に次のような調査を行った。 

① 川の手荒川まつり 

荒川区では、毎年、区内の事業者や福祉関係団体等に加え、友好交流都市の物産店などが

参加したイベントを開催しており、その際に来場者に対する調査を行った。イベントの最中

なので、サンプル数は、５２３人と多くはないが、興味深い結果が示された。 

●「参加して楽しかった」と回答した人は、「区の文化や特色に愛着と誇りを感じている」

とした回答が多い。 

   楽しかった × 愛着と誇りを感じる ＝ ５８．３％ 

●「区の文化や特色に愛着や誇りを感じている」と回答した人は、「区は区外から人が訪れ

たくなる魅力あるまち」と感じている。 

   愛着と誇りを感じる × 魅力あるまち ＝ ４９．１％ 

●文化や特色に愛着や誇りを感じている人は、「経済的にも精神的にも余裕のある生活を送

ることができる」と感じている人が多い。 

   愛着と誇りを感じる × 経済的、精神的な余裕 ＝ ４４．0％ 

●魅力あるまちと感じている人は、経済的・精神的な余裕があると感じている人が多い。 

   魅力あるまち × 経済的、精神的な余裕 ＝ ４０．３％ 

 ※ いずれも５段階の選択肢の「４」、「５」を合算した数値を使用  

②ふれあい館の利用者 

 荒川区では、子どもから高齢者まで、誰もが気軽に利用できる施設となることをめざして、

ふれあい館を各地区に整備を進めている。いわゆる公民館的な存在であるが、その利用者を

対象として調査を行った。サンプル数は、２，５５１人と比較的多くなっているが、施設利

用者の中で声をかけやすい人ということで、若干の偏りがあるものと推測される。 

●ふれあい館の施設に対する満足度が高い人は、「充実した余暇や文化とのふれあい、地域

の方とのふれあいある生活が送れている」、「お住まいの地域における子育て、教育に関する

事業・サービス・施設などが充実している」、「地域の方と交流することで充実感が得られて



いる」のいずれも満足度が高い。 

   施設の満足度 × 余暇、文化、ふれあい ＝ ４９．３％ 

   施設の満足度 × 子育て、教育 ＝ ４９．９％ 

   施設の満足度 × 地域との交流 ＝ ４７．３％ 

 以上の２つについては、これまで調査してきた項目よりも一つ次元の高い事項について

質問した結果である。前述のように成果を把握しにくい自治体の施策について、参加者や利

用者がどのような属性をもち、自治体のサービスについてどのように感じているかなどを

調査する一つの試みである。前述のようにゼロを目指す事業であっても、住民の安心感が

年々高まっていくのであれば、成功と言ってよいだろう。 

 今後は、マクロ的な調査に合わせて、このようなきめ細かい調査を新しい視点も織り交ぜ

ながら継続的に実施していくことが望まれる。 

 

(8)職員の意識 

若手職員によるワーキンググループで議論を行ったことの副次的な効果として、職員の

意識改革がある。参加した職員の感想として、幸福度という難解な事象について、いろいろ

と考えることを通じて、自分が担当する仕事が、住民の幸福にどうつながっていくかを具体

的にイメージできるようになったというものがある。日々の仕事に埋没しないよう、こうし

た一歩離れたところからの議論は、職員に「気づき」をもたらすものであろう。こうした経

験があってか、ワーキンググループに参加した職員の多くが、係長、課長へと昇任し、第一

線で活躍していることも付け加えておきたい。 

こうした意識が全庁に広がっていけば、個々の職員が自分の仕事に誇りと自信をもち、さ

らに、自治体職員が求められる「使命」を再認識できるという効果も期待できる。自治体職

員が｢住民の幸福｣という共通の目標をもつことはサービスの質を高め、ＣＳ（顧客満足度）

が向上するだけではなく、ＥＳ（従業員満足度）の向上にも寄与するものでもある。 

 

３ 住民による運動 

幸福度の測定により公共サービスの客観的評価と施策の優先順位をつけ、限られた財源

と人員で住民の幸福度の最大化を図ることがＧＡＨの第一の目的であるが、幸福度を指標

化することだけが目的ではない。 

サービスや暮らしの「満足度」を追求すれば、永遠に満足することはない。サービスを受

ける側においても「足るを知る」ことが重要ではないかという議論になった。前述のように

満足度を追求していれば、永遠に充足されることはない。現状でも十分に満足すべき水準に

あることを認識するだけでも幸福度において大きな効果があると考えている。 

さらに、他者を支援したり、社会に貢献することが自身の幸福に結びつくことも広く周知

すべきである。荒川区が実施している世論調査の中でも「社会に貢献していると感じている

か」、「地域活動・行事への参加」についての回答と幸福度は、ほぼ完全に正の相関があると



言える。 

●社会に貢献していると感じていることと幸福度 

 

 

●地域活動・行事への参加と幸福度 

 

また、幸福度に関する調査の中でも「地域の人との交流の充実」と幸福度では、同様の傾

向になっている。 



 

 

このような調査結果を参考として、より多くの区民に地域活動への参加を促し、お互いが

支え合うような地域社会を目指すことは誰しもが願うことであろう。これをＧＡＨでは、幸

福な地域社会づくりに向けた「運動」と位置付け、今後積極的に展開していくことにしてい

る。これが発展していけば、真の意味での「住民自治」が実現するかもしれない。 

 

４ 区の取組み 

 幸福度について研究をしているだけでは基礎自治体が行う意味がない。仮に研究の途上

であってもヒントが得られたなら、施策につなげていく努力が必要である。ここでは、そう

した考えに基づいて、荒川区が実施した施策を紹介したい。 

(1) 不幸を減らす（子ども） 

 前述のように総幸福度が増えたとしても少数の不幸を放置することは許されない。第一

に取り組んだのは、未来を担う子どもの貧困対策である。このテーマについては、荒川区自

治総合研究所において、具体的な事例について関係者からヒアリングを行い、貧困のメカニ

ズムについて研究を行った。当初は、一定の類型化を行い、それに応じた対策を検討しよう

と考えていたが、実際に調査してみるとあまりにも複雑で、各要素の因果関係も解き明かす

ことはできなかった。 

しかし、調査する中でいくつかの課題が明らかになったことから、報告書の取りまとめを

待つことなく具体的な対策を講じている。例えば、小中学校において相談内容が年々高度化、

複雑化していることを受け、平成１９年度から心理専門相談員による区立幼稚園、小中学校

への巡回相談、教育センター相談室でのカウンセリング・心理療法及び指導・助言、教職員

に対する臨床心理学的判断に基づく援助や指導・助言等、小中学生を対象としたフリーダイ



ヤルによる電話相談などを行っている。さらに平成 22 年度から福祉専門相談員（スクール

ソーシャルワーカー）を配置し、巡回相談等を実施している。 

また、調査の中で保護者が日本語がわからないため、学校からの通知などを理解すること

ができず、学校生活に支障をきたしているという事例が明らかになったことを踏まえ、平成

19 年度から、初期日本語指導(派遣）、補充学習指導（通級）、通室による初期指導（通室）、

補充学習指導（派遣）を行う、ハートフル日本語適応指導事業実施している。 

さらに平成２８年度の児童福祉法の改正により、特別区も児童相談所を設置することが

可能となったことから、区として早期設置に向け、施設整備や人材育成等の準備を進めてい

る。小中学校や町会、民生委員をはじめ区民と深い関わりをもつ区として、よりきめ細かい

対応を行っていきたい。待ったなしの問題であることから、開設するまでの間も子ども家庭

支援センターの人員配置を強化し、増加の一途をたどる虐待等の相談に対応していく予定

である。 

子どもたちの不幸を減らす上でのもう一つの大きな柱として、安全の確保がある。登下校

中の子どもが事件に巻き込まれるといった事例が報道されるたびに保護者や児童生徒は、

不安感に襲われるのである。こうした事態に対して実効性のある対策を講じるためには、地

元警察署を先頭に、地方自治体はもとより、ＰＴＡ、町会、事業者をはじめ、地域全体で子

どもたちを守るといった体制整備が重要である。 

そうした観点から当区が実施している事業として、まずは学校安全パトロール事業があ

る。小学校低学年児童の下校時間帯における集団下校にシルバー人材センターのメンバー

が付き添い、事故や犯罪に巻き込まれないよう見守るほか、下校の前後に地域のパトロール

を行い、不審者や様子のおかしい児童を発見した時には、児童を保護するとともに、速やか

に学校へ報告するというものである。また、児童安全推進員は、学校の出入口等に常駐し、

校内の安全確保のために来校者への応対等を行い、不審者を発見した場合には、教職員に緊

急通報を行うというものである。 

さらに、小学校通学路の防犯カメラ設置についても、東京都が「東京都通学路防犯設備整

備補助金」を創設したことを契機に全通学路に防犯カメラを設置している。荒川区では、こ

の他にも幹線道路や主な街路、すべての公園、児童遊園に防犯カメラを設置している。 

 

(2) 不安を減らす 

 木造密集地域が約６割を占める荒川区では、災害に強い街づくりに長く取り組んできた

が、道路拡幅や老朽化した木造住宅の建替えなどについては、きわめて長いスパンを要する

ため、なかなか安全を実感するまでには至っていない。 

そうした中で東日本大震災や熊本地震などの報道があると、特に災害弱者と呼ばれる高

齢者や障害者、乳幼児を抱える保護者などの住民の不安は高まる。このため、震災の経験の

中で明らかになる新たな課題、とりわけ災害弱者に関わるものについて積極的に対策を講

じている。例えば、備蓄物資についても、アレルギーに対応したアルファ化米、乳幼児のた



めのオムツやミルク、障害者のための痰の吸引器などを追加している。 

不安に関わる別の視点として、知的障害者の保護者は自らの亡き後にどうなるのかとい

うきわめて深刻な問題を抱えていることが挙げられる。このため、荒川区ではグループホー

ムの設置に対する補助や成年後見制度の利用の促進に向けて、区長による代理での申し立

てや事務費及び後見料等助成、後見人等報酬助成を実施している。さらに自治総合研究所で

の研究成果を踏まえ、できるだけ早い時期に将来の生活を保護者が認識し、そのための準備

を促すことを目的とした、個人別ライフプラン事業を行っている。 

 

(3) 生きがいをつくる 

前述のフライとスタッツァーの研究によれば、失業することは収入が減少すること以上

に幸福度が低下する。たしかに無職になると、自分は社会に何ら貢献していないという意識

になるということは肯ける。そうした意味からも荒川区では、就労支援に積極的に取り組ん

でいる。まずはハローワークのＯＢを任期付き職員として採用し、平成２４年度に就労支援

課を設置した。それまでも障害者の就労促進のため、区の施設に特例子会社の誘致、清掃や

喫茶補助、パソコン等の業務に関わる講習、企業に最長３年間派遣して、職場定着を支援す

るジョブコーチ派遣、障害者雇用に必要な環境整備の費用の一部への補助など、幅広い支援

を行っている。これは、前述の親なき後対策としても重要な施策である。 

 

(4) 地域貢献 

地域貢献をすると幸福度が高まるという調査結果を踏まえ、街中花壇や都電沿線のバラ

などの手入れをするボランティア、さらに観光ボランティアなどに対する支援を強化する

とともに、平成２２年度にはコミュニティカレッジを開校し、これまで地域活動に参加して

こなかった人々が地域に目を向け、活動を始めるきっかけを提供している。 

 

(5) 健康づくり 

荒川区が実施した世論調査によれば、区民が幸福を感じる上で一貫して一番重視されて

いるのが「健康」である。このため、荒川区では、自分に適した健康づくりの方法を選択し

て生活習慣改善に継続して取り組む「ＮＯ！メタボチャレンジャー事業」、生活習慣病予防

や健康づくりに取り組むきっかけづくりをめざす「健康づくり講座」、区民の身近な場所に

出向き、健康教室や健康相談を行う、「どこでも健康教室」、さらに区内飲食店と女子栄養大

学及び区が連携して、健康にやさしいメニュー開発を行う「あらかわ満点メニュー事業」、

「禁煙チャレンジ応援プラン」、「ウオーキングマップ」など、様々な健康づくり施策を実施

している。 

 

５ 他自治体との連携 

 荒川区としては、自治体がめざす根源的な目標である「住民の幸福」に関する研究成果に



ついては、荒川区だけではなく、広く全国の自治体とも共有すべきであり、他の自治体での

研究も参考にさせていただきながら、自治体の運営や公的サービスのレベルアップを図る

ことが重要だと考えている。そこで平成２５年には全国の同じような問題意識をもつ首長

の参加により、「住民の幸福を考える基礎自治体連合（幸せリーグ）」を発足することができ

た。 

幸せリーグの特色は、首長が相互に意見交換することがもちろんであるが、若手職員によ

る「実務者会議」は、意義がある組織であると考えている。各自治体の企画部門などの３０

代前後の職員が参加して、テーマごとに議論を重ね、毎年の総会で成果を報告している。幸

福度に関する基礎的な研究に加え、相互にユニークな施策を紹介しあい、可能なものは取り

入れていくという仕組みも相当に効果を発揮していると考えている。 

現在では、１００近い自治体に参加していただいているが、時間の経過とともに形式的な

会合となったり、単なる親睦団体になってしまったりすることがないよう、常に相互に刺激

し合い、感性を磨きあえるような団体として、これからも続けていきたい。 

 

おわりに 

荒川区の幸福度の研究について述べてきたが、研究は未だ道半ばである。しかし、基礎自

治体が幸福度を研究しようという取組みは、これからの地方自治を考える上で一石を投じ

たものと自負している。 

幸福度を定量的に把握する取り組みではあるが、幸福度の上昇下降だけをみて、一喜一憂

するべきではない。前述のように現代人の幸福感は、あまりにも多様な事項が複雑に絡み合

った上で認識されるものであり、わずか１分で変化するかもしれないからである。 

むしろ幸福という指標に基づいて、自治体職員が先入観や役所の常識にとらわれず、客観

的にデータを読み込み、関係者からヒアリングを行うことなどを通じて、住民の気持ち、住

民の立場をより重視した形となるよう、今後の自治体運営に改革していくことが重要であ

る。こうした努力を重ねていけば、その施策を実施する必要性、期待される成果などを明確

にすることができ、議会や住民への説明責任を果たす上でも有効である。 

 基礎自治体の役割は、幸福な人をさらに幸福にしていくよりも、不幸な人にいかに光明を

もたらすかに重心を置くことが基本となる。現場を担う自治体職員が与えられた仕事をこ

なすことだけを考えるのではなく、接点をもった住民の暮らしぶりに関心をもち、他に困っ

ていることはないかといったことにも注意を払い、どうすれば住民の幸福に寄与できるか

を考えるようになることが不可欠である。公務員としての矩をこえることなく、できること

は何かを考えられる「優しい」職員が育っていくことを期待している。 

 また、今後も少子高齢化がさらに進み、日本経済も低成長が続く中にあって、必要とされ

るすべてのサービスを自治体が提供することは不可能である。そのためにも高齢者をはじ

め、住民が地域活動に参加していくことによって住民の幸福度だけではなく、自身の幸福度

も高まるということを認識し、できる範囲で地域活動に参加、協力していただくことがます



ます重要になっていくであろう。 

荒川区のＧＡＨという取組みは、本当に少しずつであっても、このような理想を実現させ

るための新たなムーブメントとして広がっていき、荒川区が、そして我が国が幸せに溢れる

街となることを心から願う次第である。 

 


