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１．変わる家族のカタチとアリカタと住
まいに求められる機能

ライフコースが画一化していた時代，世
間一般に「標準」と言われる家族を築き，
ある程度の年齢に達したら持家を購入し，
高齢期をそこで終える。これこそが，人生
の「アガリ」であった。また，性別役割分
業という名のもとに，家族内で必要となる
家事，育児，介護などのケアを担ってきた
のは，言うまでもなく専業主婦である。
しかし，標準的な家族モデルを描きづら

くなった昨今，上記のようなライフコース
は一般的ではなくなり，住まいに求められ
る機能も多様化しはじめている。
働く世代の意識やライフスタイルは変化

し，キャリアパスを最優先して結婚や出産
をしないという選択が社会的に「アリ」と
なってきている。長引く不況の中で，男性
は安定的な職を得ることは難しくなり，女
性は結婚すれば，年功序列賃金慣行によっ
て夫の収入増大が期待できるという時代で
はなくなった。共働きでなければ生計を立
てることが難しいという世帯は少なくな
い。ともに住まない家族も増えた。産業構
造の変化による雇用人口の流動化は単身赴
任という新たなスタイルを生み出した。近

年では，女性の社会進出，専門職化の影響
から，女性側が赴任するケースも増えつつ
あり，こういった結婚生活を表す「別居
婚」や「週末婚」というワードは一般的に
多用されている。離婚率も上昇し続け，ひ
とり親世帯は増加の一途を辿っている。ま
た，三世代同居は減少し，子が高齢期の親
を看るということが物理的に難しくなっ
た。
このように，家族のカタチやアリカタが
変わったことで，良くも悪くも，家庭内に
おいて役割分担により担ってきた，家事，
育児，介護などのケアを如何（いか）に処
理していくかが大きな課題となっている。
孤独死，家庭内事故，買い物難民など，
高齢者の不安を煽るキーワードは散見さ
れ，出産，育児のためにキャリアや仕事を
失うというケースは未だに聞かれる。つま
るところ，物理的な住宅があっても，そこ
にサービスが付加されなければ生活が成り
立たないというグループの存在が顕在化し
始めているのである。
本稿では，ケアを必要とする世帯の中で
も，とりわけ，育児という差し迫ったニー
ズを抱えるひとり親を対象に，ケアの不備
が齎（もたら）す住生活問題，更には，ひ
とり親の課題解決の可能性を秘めたシェア
ハウスの事例について紹介する。
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２．ひとり親を選択するというリスク

結婚をして「一生を添い遂げる」という
価値観は，ほぼなくなりつつある。３組に
１組が離婚する時代である。離婚原因は
様々あるが，司法統計によると，男女とも
に性格の不一致という理由が常にトップに
あり，年々その割合は増大している。我慢
して結婚生活を継続するよりも，別れて人
生をリセットする「ポジティブな離婚」も
増えているし，そういった考えに対して社
会もずいぶん寛容になった。古い慣習にと
らわれず，自身の人生を自由に選び取るこ
とができる時代になったことは非常に喜ば
しいことである。他方で，離婚を選択した
ことによりリスクを引き受けなければなら
ない世帯もいる。
ひとり親はいまや珍しい存在ではなくな

った。平成23年の厚労省の調査によると母
子世帯数123万7700世帯，父子世帯数22万
3000世帯となっており，その多くが離婚に
よる生別ひとり親である。世帯類型の中
で，母子世帯の貧困率は最も高いと言われ
ている。前掲の調査によると，母子世帯の
平均年間収入は223万円（自身の収入）と
一般世帯の約３分の１程度であり，そのう
ち，母親自身の平均就労収入は181万円で
ある。母子世帯の84.5％が働いているが，
その半数がパート，派遣等の不安定就労で
ある。不安定就労に従事する者の中には，
単にキャリアがないという者もいるが，育
児と仕事の両立が難しく，自ら進んで責任
の軽いパートを希望するという者もいるの
だ。父子世帯については結婚時に正社員と
して働いていて「育児は妻にまかせっきり
だった」というケースがほとんどだ。離婚
後は慣れない育児のために思うように働け

ず失職する危険もある。
このような，ひとり親の生活問題につい
て未だ有効な解決策は見いだせてはいな
い。生別ひとり親向けに創設された児童扶
養手当の受給件数は1998年以降右肩上がり
に増加し，2008年には100万件を超えた。
2010年には，児童扶養手当法が改正され，
その対象を父子世帯にまで拡大している。
勿論（もちろん），こういった手当はひと
り親の生活に欠かせないものである。しか
し，単に手当を支給するだけでは問題解決
が図れないことは，手当を受給しながらも
貧困に喘（あえ）ぐ母子世帯の姿を見れば
容易に推測できる。

３．ケアという視点が欠けたひとり親向
け住宅支援

母子世帯については，貧困問題を抱え，
社会的サポートを必要とするグループとし
て社会的にも認知されており，住宅政策の
分野においても特別な配慮が必要な世帯と
して位置づけられている。
母子世帯に対しては，母子生活支援の供
給や公営住宅優先入居制度，母子福祉資金
の中に位置づく住宅資金，転宅資金の貸付
等があるが，これらは，物理的な屋根とし
ての住宅の供給に主眼が置かれ，そこに安
定して住み続けるための支援，つまりケア
という視点が欠けている。もちろん，母子
生活支援施設では生活支援が提供される
が，ここはあくまでも通過型の施設であ
る。
支援の中でも，公営住宅に対する母子世
帯のニーズは高い。一部住宅困窮度の高い
者を一般住宅困窮者よりも優先して入居を
認める公営住宅優先入居という制度もあ
り，これに応募する母子世帯は少なくな
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い。但
ただ

し，全ての自治体がひとり親に対す
る優先枠を設けているわけではないし，制
度を導入している自治体でも優先枠は絶対
的に不足している。地域によっては空きの
ある団地もあるが，それらは，駅から遠
い，近くに雇用機会がないなど，働くひと
り親世帯の生活ニーズを満たすものにはな
りえていない。
以前，公営住宅への入居を希望する複数

の母子世帯に対して，空きの多い公営住宅
への入居希望を訊

たず

ねたことがあるが，全員
が「入りたくない」と回答した。
理由はこうだ。周囲に雇用機会がないた

め，電車通勤を余儀なくされるが，パート
となれば十分な通勤手当も望めない。職場
が遠ければ，子に何かあった時に急な対応
が困難となる。保育所の開所時間一杯まで
働きたいので通勤に時間をかけたくない。
つまり，育児施設と住宅，そして職場が近
接していなければ，生活が成り立たないと
いうのがその理由であった。
他方，父子世帯に対しては，公営住宅の

優先入居制度がある程度であり，彼らを対
象とした施設や貸付制度はない。住宅政策
に限らず，母子世帯を対象としても，父子
世帯を対象としない支援制度は多い。父子
世帯は数も少なく，また，男性世帯主世帯
というだけで経済的にも問題のない世帯と
みなされてきたことがその背景にある。
2010年，当事者団体が声をあげたことを機
に，ようやく父子世帯に対しても児童扶養
手当が支給される運びとなった。同じひと
り親にもかかわらず，男親というだけで，
支援が得られない不平等を訴えたのであ
る。その後，徐々に父子世帯が利用できる
制度は増えているものの，それは十分では
ない。

４．母子世帯の居住不安定リスク

同じひとり親でも，母子世帯と父子世帯
では，住宅問題のあらわれ方が異なる。
例えば，母子世帯では，離婚後，行き場
がない，あるいは，低質な住宅に依存せざ
るをえないなど，居住貧困の状態に陥る点
が特徴である。
母子世帯は離婚を機に転居する割合が高
い。結婚時の住まいが持家であっても，そ
の名義が夫である場合が多く，自らそこを
出るケースが多いのだ。ローンの残る持家
の名義を引き継ぐにしても，ある程度の収
入がなければローンの借主になれず，名義
の変更は難しい。また，民間賃貸住宅から
の転居については，離婚後の生活を考え
て，より安いところに住み替えるという理
由もあるだろう。
その後は，実家やさしあたり入居可能な
民間借家などが現実的な転居先となる。こ
ういった理由から，母子世帯の持家率は２
割台と極めて低くなるのだ。
また，母子世帯の住宅確保には，転居資
金の確保をはじめ，子を転校させた，不動
産業者から入居を拒否された，保証人の確
保が困難など，多様で多大な困難がつきま
とう。
離婚後の母子世帯の住宅確保は急を要す
るケースがほとんどである。よって，申請
から入居まで時間を要する公営住宅等の制
度も利用できない。中には，困難を解決で
きず，仕方なく親類や知人宅に身を寄せる
といったケースもあるのだ。
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５．「安かろう悪かろう」の住宅に依存
する母子世帯

筆者が2005年に大阪市の母子世帯を対象
に実施した調査では，３割の世帯が最低居
住水準未満１）の住宅に居住していた。こ
れは，一般世帯と比較するとかなり高い数
字である。住宅所有関係別に見ると，民間
借家では４割強が，同居世帯では，約半数
が最低居住水準未満の住環境にあった。う
ち，同居先の住宅は，６割が持家である
が，残る４割は借家であり，そのうち２割
は公営住宅という結果である。居住スペー
スに余裕がなくとも，他に行き場がなく，
仕方なくそこに身を寄せるケースもあるの
だ。
低質な住宅であっても，月収に占める家

賃の割合を示す住居費負担率は平均35％と
高く，それは，平均収入が低いほど高くな
る傾向にあった。低所得階層にとって，３
割を超える家賃負担は極度に生活を圧迫す
るものになる。
阪神淡路大震災時の母子世帯の住宅被害

状況を調査した際，とある市の母子世帯の
住宅倒壊率は，一般世帯はもとより，生活
保護受給者よりも高かった。この理由とし
て，母子世帯が生活保護世帯の住宅扶助基
準よりも安い住宅に住んでいたことなどが
推察される。こういった住まいの質の問題
は，平時では，支払能力の問題と片づけら
れるが，災害時には命の危機にかかわる重
要な問題である。

６．ハコとしての住宅の質より面的な条
件を優先せざるをえない母子世帯

それでも，母子世帯の生活にとって，ハ

コとしての住宅の質よりも，その住宅がど
の地域に位置するのかという面的な条件を
優先しなければ生活が成り立たない実情が
ある。
2005年に筆者が実施した調査によると，
母子世帯は子の成育環境を重視して住まい
の確保を行っていることがわかった。就学
期の子を持つ世帯であれば，できることな
ら，子を転校させずにおきたいと考えるの
が一般的であろう。特に，ひとり親は，離
婚による生活環境の変化を経験する。転校
による更なる環境変化が子に与える影響を
懸念して，校区内での住み替えニーズが高
くなるのだ。一方，就学前児童がいる世帯
では，私的な育児支援が得られる地域に住
まいを確保する傾向がある。保育所は発熱
した子を預かってはくれない。子が体調を
壊すたびに欠勤や早退をして，会社に居辛
くなったという話はよく聞かれる。また，
保育所の開所時間に準ずると，早朝出勤
や，残業が難しいなど，育児が就労に与え
る制限は大きい。このような負担を軽減す
るために，親類等がいる地域に移動し，育
児の援助を得る母子世帯は多いのだ。
他方で，仕事の都合や安価な住宅を求め
て転居するというケースは少なかった。こ
れは，条件のよい仕事や住宅があったとし
ても，そこに，育児環境が付加されていな
ければ，彼女らの生活が成り立たたないこ
とを裏づける結果である。
では，居住地と職場の関係はどうなって
いるのか。前掲の筆者の調査によると，回
答者の半数が通勤時間15分未満，通勤手段
は自転車か徒歩と回答していた。つまり，
彼女たちは，子の成育環境を重視して居住
地を選定し，住まいを確保した後，その日
常生活圏内に職場を確保する傾向が高いの
だ。確かに，不測時に敏速な対応が取れ，
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その上，保育所等の送迎時間に融通を合わ
せるとなると，職場の立地は極めて限られ
たものとなる。但し，そこに，条件のよい
職があるとは限らない。都市部では，比較
的雇用機会も豊富であるが，郊外や地方に
行くと，その条件はより一層悪くなる。就
業機会を優先して居住地を選択できるよう
になれば，もう少しひとり親の生活は安定
したものになるだろうが，生活の基盤を支
えるケアが未整備のままではその実現は難
しいと言わざるを得ない。

７．隠れ居住貧困な父子世帯

父子世帯では，その多くが結婚時の住宅
に留まることが明らかになっており，この
傾向は母子世帯の状況とは大きく異なる。
また，父子世帯の持家率は６割を超えてお
り，居住水準も良好である。こういった数
字から，父子世帯は統計上，何の住宅問題
も抱えていないように映る。しかし，実際
には，持家を所有しているが故

ゆえ

の住宅問題
に直面しているケースが少なくないのだ。
父子世帯の場合，結婚時にフルタイムの

職に就いているケースが多い。それが，離
婚後には，育児のために残業や出張がこな
せなくなるなど，働き方に変化が求められ
ることとなる。結婚時より，実家に同居あ
るいは近居し，離婚後も親等から育児支援
を得られるケースもなくはないだろう。し
かし，こういった恵まれたケースばかりで
はない。
父子世帯への聞き取り調査では，なんと

か働き続けようと，夕方に一旦自宅に戻
り，子に夕食を食べさせ，入浴させ，寝か
しつけて，再度会社に戻るなどの努力をし
たという声が聴かれた。「男のくせに残業
もできないのか？出世したくないのか？」

などプレッシャーをかけられたという者も
いる。欠勤が度重なると会社での立場が悪
くなるため，熱のある子どもに携帯電話を
握らせ出社したという回答もあった。
それでも，育児のために思うように仕事
がこなせず，減給されたり，失職したりと
いうケースは珍しくないのだ。
生活を立て直すために，実家に戻ること
を検討したが，ローンの残る持家が売れな
い，売れても借金が残るという現実があ
る。そこに留まっても，離婚後に収入が減
る，あるいは，共働きを前提にローンを組
んでいた場合にはその負担は一層重くな
る。更には，仕事を失い，生活に困窮して
いるが，持家を所有しているが故に，生活
保護の受給が難しいという悲惨な事例もあ
る。中には，自分の持家に実家の家族を呼
び寄せるというケースもあるが，実家の持
家の処理をどうするのか，親の仕事等をど
うするかなど，その困難も多い。
他方，仕事を辞め，生活圏を大きく変え
て実家に戻るケースもあるが，思うよう
に，再就職先が見つからないといったリス
クが伴う。加えて，親等と同居，近居して
いても，得られる育児支援の程度や内容に
よっては，仕事を制限しなければならない
場合もあるし，全面的に育児を担っていた
親が他界したり，要介護になったりといっ
たことから，就労環境が激変することもあ
る。

８．ケアを相互補完しながら住まう

では，住宅とケアをセットで提供するた
めにはどのような可能性があるのか。近年
では，個々の世帯に育児支援を届ける企業
やNPOによるサービスが増えてきてはい
るが，その費用を負担できるひとり親は少
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ない。ならば，同様の悩みや課題を抱える
世帯同士が集住し，ケアの部分を補完しあ
えばいいのではないか。こういった発想か
ら，母子世帯向けシェアハウスが全国で開
設されはじめている。
ひとり親に育児ニーズを訊ねると「常に

子に向き合った１対１の育児ではなく，同
じ空間に誰かがいて子を見守ってくれるよ
うな感じ」，「放課後等，子が１人にならず
に済む環境がほしい」などがあがる。勿
論，就学前児童の場合には，オムツの世
話，食事の世話，ケガの危険はないかな
ど，手のかかる時期もあるが，それを過ぎ
れば「自分がいない時，家に誰か大人がい
てくれれば安心」というのが本音のよう
だ。
こういった環境を具現化したシェアハウ

スが神奈川県内にある。2012年に開設した
シェアハウスＡは，賃貸管理業者Ｓが，一
級建築士や保育専門家などを巻き込んで企
図したものである。医療ビルのワンフロア
を改築した建物には８世帯が入居可能であ
る。最寄り駅から徒歩３分，保育所や小学
校が近接し，子育てには最適の立地と言え
る。週２回チャイルドケアと素材にこだわ
った夕食が提供され，家賃は９万円から９
万2000円と決して安くはない。しかし，入
居のメリットはあるようだ。
筆者がハウスを訪れたのはちょうど住人

たちが帰宅する夕方であった。学校帰りの
子どもたちは，自室に入る前にリビングに
て大人たちと軽く会話を交わす。キッチン
では，料理好きの住人が夕食の準備をはじ
めていた。彼女の小さな子は数人の小学生
たちにあやされている。その小学生らの親
はまだ帰宅していない。居住者同士のコミ
ュニケーションも良好である。各世帯それ
ぞれ自炊を基本としているが，ある居住者

は希望者に材料費のみで夕食を提供すると
いうことをしていた。生活する上で気づい
たことや困難が生じれば居住者同士で話し
合って解決する。
しかし，集住すればおのずと助け合いが
生じるわけではない。業者Ｓでは，入居希
望者には必ず面接を行い，経済的に自立し
ているか，共同生活に向いているかなどを
確認する。ハウスのカラーにあわないと判
断すれば，入居を断ることもあるという。
業者Ｓ代表は，常日頃からハウスを訪問
し，入居者と積極的なコミュニケーション
を図ることがトラブルを未然に防ぐ鍵だと
指摘する。定期的なイベントを居住者とと
もに企画したり，ハウスの魅力を部外者に
知ってもらうために，見学会や入居者の声
をブログに掲載したりという営業努力も必
要だ。
こう見ると，入所者の選定や入居後の対
応については，思いのほか手間がかかる。
営利を追求する民間業者としては，一刻も
早く空室を解消し，管理面でのコストも極
力下げたいと考えるのが普通だ。しかし，
居住者同士の人間関係が乱れれば，ハウス
の魅力は失われる。
かつて，民間企業が立ち上げた20室を有
する母子世帯向けシェアハウスＣは開設か
らわずか９か月で閉鎖した。当時企画にか
かわった NPO 代表は，その敗因につい
て，入居者の選定を怠ったこと，ハウスの
ルールがなかった点にあると推察してい
る。ハードを準備した事業者側は「ともに
住まえば，自然と助け合いが発生するだろ
う」と安易に考えていたようであるが，実
際は，共有スペースの利用の仕方や靴箱の
取り合いなどささいなことで，住人同士の
トラブルが絶えなかったという。また，そ
れを仲裁する第三者も存在しなかった。
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NPO 代表は，管理人等の第三者の存在が
不可欠であることはわかっていたが，その
資金の捻出が難しかったと回答している。
企業型のシェアハウスは，利益率を上げる
ために家賃は高めに設定されがちである
し，事業採算が合わなければその運営自体
が危ぶまれる。ケア補完型シェアハウスを
安定的に広めるためには，行政からの資金
援助をはじめ，運営管理を手助けする
NPOの存在が不可欠となってくるであろ
う。

９　住み慣れた地域で豊かに住まい続け
るために

住まいとケアをセットで提供することの
必要性が認識されはじめている。2011年に
は，高齢者の居住安定確保に関する計画が

改正され，サービス付き高齢者住宅（サ高
住）の登録制度が開始した。また，2002年
に墨田区が全国に先駆けてスタートした子
育て支援マンション認定制度についても，
導入する自治体が年々増えているという。
こういった住まいは概して高額であり，低
所得階層はその市場から漏れ落ちるという
課題がある。しかし，筆者がそれ以上に懸
念するのは，サービスの受け手が消費者と
して一方通行のケアを得るという構造の方
である。例えば，サ高住では，希望すれば
３食の食事が提供され，見守り等，介護保
険適用外の生活支援サービスも提供され
る。事業者の中には，定義のあいまいな生
活支援メニューを具体的に提示し，別途費
用を徴収しているところもある。しかし，
日常的に発生する簡単な「手助け」の部分
を市場で処理してしまうことで，入居者の
解決する力や対話する力，ひいては共助す
る力が削がれはしないだろうか。
かつて，シェアハウスで生活したことの
ある母子世帯に聞き取り調査をしたことが
ある。彼女が挙げたシェアハウスの最大の
メリットは「孤独の解消」であった。手の
空いた人に子の世話をしてもらう，その人
のために食事を作る，一緒に食事をしなが
ら悩みを相談する。持ちつ持たれつの中か
ら生まれる人間関係に心が満たされたとい
うのだ。自立度の高い高齢者であれば，シ
ェアハウスでの生活も可能であろう。都内
には，高齢女性と母子世帯が助け合うシェ
アハウスもある。高齢女性は子と過ごす時
間に生きがいを感じ，子の母親は高齢女性
にとって負担となる買い物や掃除を買って
出るという。
このような，助け合いから生まれる信頼
関係や人の役に立つことで得られる充足感
は市場サービスからは享受できないもので

写真　シェアハウスＡのリビングの様子
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ある。差し迫ったケアニーズを抱えるグル
ープが，人間らしく，住み慣れた地域で豊
かに住まい続けるために何が必要か。
本稿で確認したシェアハウスの事例のよ

うに，それぞれが持つ能力を発揮しつつ，
ケアを相互補完するという住まいの可能性
も含め，その支援方策は早急に検討される
べきであろう。
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【注】
１）本調査では，以下のように，第８期住宅建設
五箇年計画の基準に基づき最低居住水準達成率
を算出した。

（くずにし・りさ）

世帯人員 居住室面積 住戸専用面積
（壁芯）

１人 7.5㎡（4.5畳） 18㎡

１人（中高齢単身） 15.0㎡（9.0畳） 25㎡

２人 17.5㎡（10.5畳） 29㎡

３人 25.0㎡（15.0畳） 39㎡

４人 32.5㎡（19.5畳） 50㎡

５人 37.5㎡（22.5畳） 56㎡

６人 45.0㎡（27.0畳） 66㎡


