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１．はじめに 
 近年、母子世帯の貧困が社会問題として注目を浴びて

いる。彼女らが貧困状態を脱することができない要因の

１つに、育児と就労の両立困難がある。ひとり親に対し

ては，保育にかかわる公的な優遇措置があるが，早朝出

勤や残業，病児の対応等，それのみでは補えないケアは

多々ある。このため，ひとり親の就労環境は公的育児の

綻びを繕う私的レベルの育児支援の有無やその程度に大

きく左右される。但し，その環境は特定の私的支援者に

支えられたものであり，その支援者の状況変化によって

簡単に崩れてしまう脆弱なものなのである。 
 こういった課題を打開する目的で、ここ数年、企業に

よる母子世帯向けシェアハウス（シェア居住）の開設が

相次いでいる。中には、居住者同士が、家事や育児を緩

やかに助け合い、良好なコミュニティを形成している事

例もある（葛西、室崎 2016）。他方、母子世帯はライフス

タイルや生活時間が似通っているため、ケアの分担には

限界があると指摘する事業者も少なくなく、実際に高齢

者や単身者との集住の実践にチャレンジしている事例も

ある（近藤、葛西 2012）。 
 では、当事者である母子世帯は、こういった住まい方

にどのような印象を持ち、どのような世帯とどのような

条件であれば集住できると思っているのであろうか。本

稿では、シェアハウス非居住者である母子世帯のシェア

居住に対する潜在的なニーズを検証した。更に、多世代

型母子世帯向け集住の可能性を模索するために、高齢者

側から見た母子世帯との集住の印象についても検討を加

えた。なお、高齢者については、集住に対する意識の高

い、グループリビング居住者を対象とした。 
２．研究の方法 
 母子世帯については，2015 年 10 月，母子世帯の自助グ

ループを運営する NPO 法人 W の会員 7 名に対して１時間

半のワークショップ（WS）を開催した（表１）。高齢者

については，表 2 中の 3 カ所のグループリビング（GL）
に居住する計 12 名の高齢者に対して同じく１時間半の

WS を開催した。いずれの WS についても、冒頭で，シェ

ア居住の概念や定義を説明し、国内で実践されているい

くつかの集住事例を説明した後，そのメリットや課題，

望ましい集住の在り方について議論した。 

表１ 母子世帯 WS 参加者の概要 

 

表 2 高齢者 WS 参加者と調査の概要 

 GL Ａ GL Ｂ GL Ｃ 
調査日 2015 年 9 月 2015 年 9 月 2015 年 10 月 

運営主体 NPO 法人 NPO 法人 NPO 法人 

開設年 1999 年 4 月 2011 年 10 月 2006 年 4 月 

立地 神奈川県藤沢 京都府京都市 北海道登別 

入居人数 
(調査協力) 

１０人 
（４人） 

３人 
（３人） 

８人 
（５人） 

個室面積 15 畳 
洗面，トイ

レ，ﾐﾆｷｯﾁﾝ， 
収納，ｴｱｺﾝ 

13.5 畳 
洗面，トイ

レ，ｼｬﾜｰ，ﾐﾆｷ
ｯﾁﾝ， 

収納，ｴｱｺﾝ 

15 畳 
洗面，トイ
レ，ﾐﾆｷｯﾁﾝ，
収納，ｴｱｺﾝ，

ベッド 

共用空間 大・小浴室，
ﾄｲﾚ 2，ﾗﾝﾄﾞﾘ
ｰ，食堂・ﾘﾋﾞ
ﾝｸﾞ，ｱﾄﾘｴ 

ｷｯﾁﾝ，ﾘﾋﾞﾝｸﾞ
ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ，浴
室，洗面， 
ﾄｲﾚ，ﾗﾝﾄﾞﾘｰ， 

浴室 2箇所，
食堂，居間，ﾗ
ﾝﾄﾞﾘｰ，ﾃﾗｽ 
ｻﾛﾝ 

 

3．母子世帯側から見るシェア居住ニーズ 

 7 名全てが集住に興味があると回答した。その理由は，

孤独の解消，子の社会性が身につく，自分に何かあった

時の不安の解消である。参加者の中に入院中に子どもを

施設に預けた経験を持つ者がおり，全く知らない他人に

幼子を託すのはとても不安だったと語った。また，母子

のみの生活では，一方的に感情で叱ってしまうことも多

く，そこをたしなめる第三者がいることで親子関係がス

ムーズにいくのではないかとの期待も挙がった。 
他方，デメリットについては，子育ての価値観が異な

る世帯との生活について懸念する声が多かった。例えば，

「就寝時間が遅かったり，食生活（ファーストフードや

コンビニ弁当等）が異なったりという同居人に子どもを

預けるのは不安」という意見には一同が納得した。更に

は，「子どもの障碍やアレルギーを理解してもらえるか」，

「誰かと関わり住みたいが精神的に落ち込むことがある」

自分を受け入れてもらえるか等，特定の課題もある。 
5 名が母子世帯同士の集住が好ましいと回答した。他の

世帯との集住に関して，とりわけ高齢者との集住には

年齢 子の年齢 期間 住宅 仕事 同居
1 30代 7歳、6歳 4年 持家 パート あり
2 30代 5歳 4年 持家 パート あり
3 30代 5歳、3歳、1歳 1年未満 借家 その他 なし
4 30代 6歳 2年 借家 無職 なし
5 30代 8歳、6歳 2年 持家 パート あり
6 40代 9歳 5年 持家 正社員 なし
7 30代 8歳、8歳 5年 その他 無職 なし
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「気を遣う」という意見が多かった。子育て世帯同士で

あれば，「お互い様」だが，高齢者側には我慢してもらう

ことばかりになるというのがその理由である。また，父

親がいる家庭との集住は「子が混乱すると思う」との回

答がある一方で，「父親がいないのでそのロールモデルに

なる男性がいた方がいいのかもしれない」という回答も

挙がった。また，シェアメイトの「世帯の形が問題では

なく，相性が重要」，そのため，集住に際しては，居住者

のマッチングが最低限必要だとの結論に落ち着いた。 
ケアの相互補完の方法については，全てが互助の支え

合いに難色を示した。平等性が担保できないというのが

その理由である。よって，ケアの提供方法として最も望

ましいのは，やはり，ケアの共同購入という形である。 
また，「子どもの夕食だけでも提供してくれるシステム

があれば」という意見に重ねて，老人ホーム等の施設で

安価で夕食提供をしてもらうという案が出された。この

ほか，既存のハウスは「個室が１つしかなく，家賃も高

い」という意見に対して，公営住宅を利用し，その一部

の空間に誰かが常駐してくれるような仕組みがあればい

いのではないかとの案が提示された。 
 空間面では，やはり，プライベートスペースの狭さを

指摘する意見が多かった。「子どもはすぐに嘔吐，下痢な

どをする。洗い流せるシャワーだけでも室内につけてほ

しい」などの意見が挙がった。また，高齢者世帯との集

住については，階を分けるなどの工夫をすれば，迷惑を

かけずに，交流ができるのではないかという回答も得ら

れた。最後に，「集住は子どもが何歳くらいまでの住まい

方だと思うか」との問いに対しては，空間的な制限から

未就学あるいは小学校低学年までとの回答が得られた。

但し，多くが，空間的に改善されるのであれば長く住み

たいと回答している。子育ての課題は子の成長に伴い変

化する。手がかからなくなっても反抗期等の際には，第

三者の介入が望ましいこともあり、子が独立すれば孤独

感が増すのではないかとの予測からである。 
４．高齢者側から見る母子世帯との集住イメージ 

WS では，GL に入居した理由・きっかけ，現在の暮らし

の様子，母子世帯等の他世代と一緒に暮らすケア相互補

完型集住について自由に意見を述べてもらった。GL 居住

者は，一人暮らしの高齢女性が多く，3 箇所の WS 参加者

合計 12 人のうち男性は１名のみ，姉妹で暮らしていた 2
名を除き 11 名が入居前は一人暮らしである。 
各 GL で暮らしの共有度は異なるが，お互いに見守りあ

い，必要な福祉サービスを活用しながら自立した生活を

展開している。入居理由は，一人暮らしの生活の不安や，

施設とは異なる自立と共生の暮らしへの共感が挙げられ

た。現在の暮らしの評価は，共に住むことによる安心感

を得ており，生活の一部を共有することによる楽しさや

生活のメリハリが挙げられた。それぞれ暮らしを維持す

る小さな役割を分担しているが，共用部分の掃除などは

支援者が担っている。 
 母子世帯やその他の多世代と共に住まうケア補完型集

住については，高齢者だけの暮らしは不自然なので，「他

の世代とも関わりたい思いはある」，「興味がある」との

意見があるものの，一緒に暮らしてこどもの面倒をみる

のは年々体力が落ちている中では実質的に無理との意見

が大半であった。可能性があるなら，GL と母子世帯を別

棟とするなど一定の距離を確保し，日常の生活が混ざら

ないことが条件として挙げられた。多世代交流のニーズ

はあるので，一緒には暮らせないが，たまに共用空間に

子どもがやって来て，少し相手をしたり見守ったりする

程度の関係性なら可能性があることがわかった。 
 例えば、表２中 GLC では、隣地にコミュニティ施設

（子育て支援スペース，ワンデイシェフレストラン，手

作りショップと駄菓子屋）と上階にひとり親用マンショ

ン 2 戸を所有している。このうち、母子１世帯とグルー

プリビングに，日常生活の中で緩やかな交流が生まれて

いる。母子世帯の小学生になる児童は小さい頃から GL の

仲良いおばあちゃんのところにふらっと遊びに来ていた

そうである。母子世帯と GL の誕生日会を一緒にしたこと

もある。ここ数か月は，週１回だけ学童保育がない日に

ＧＬに帰ってきて宿題をするという決まりになった。そ

の時間帯は母親が仕事で不在のためである。母親は，「学

級閉鎖になったりすると，仕事が休めないので，子をＧ

Ｌに預かってもらったりしています」と近接するＧＬの

存在に助けられていると感じていた。 
 双方、生活が混じり合う形でのシェア居住に対しては

総じて否定的な意見を持っているが、上記ケースのよう

に、居住スペースをきっちりと分けて、必要なケア部分

を補完し合う住まい方であれば、母子世帯×高齢世帯の

集住の可能性は高まると考えられる。 
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