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ケアを必要とする人々の居住問題 と

それへの新たな取 り組み
――ひとり親の住生活問題とケア補完型シェア居住の可能性――

葛西 リサ
|

家族関係の在り方,地域関係ライフスタイルは日々刻々と変化している。家族の形や在り方が変わ

ったことで,家事,育児,介護などのケアワークを家庭内で処理することが困難となっている。ケア

という差し迫った問題がなくとも,地域や家族と繋がりを喪失し,孤立する独居者も多い。

中でも,本稿が対象とするひとり親世帯は,育児の解決の困難が就労困難,ひいては生活困窮に繋

がっている典型的なケースである。就労,育児を一手に担わなければならないひとり親世帯にとって
,

公的保育の不備を補う私的な育児支援が彼女らの就労条件を左右する。

近年, こういった育児,家事など具体的な住生活課題を,非血縁関係の世帯がともに住まい,それ

を協同化することによつて解決しようとする住まい方,「 シェア居住」に注目が集まっている。本稿

では,ま ず,ひ とり親の住まいと生活問題の関係について概観し,次いで,国内で確認されているひ

とり親向けシェア居住の事例について紹介する。

キーワー ド ひとり親世帯  ライフスタイル 育 児 シェア居住  ケア

1 問題 の所在

(1)住宅確保要配慮者を地域で支えるために

2011年 に閣議決定された住生活基本法には,住

宅の確保に特に配慮を要する者 (以下住宅確保要

配慮者)の居住の安定確保が目標 として掲げられ

た。同計画が定義する主な住宅確保要配慮者とは
,

低所得者,被災者,高齢者,障害者,子 どもを育

成する家庭,外国人,ホ ームレス等である。これ

らの対応については,公営住宅の供給に加え,民

間賃貸住宅の円滑な活用が挙げられている。確か

に,2008年の「住宅・土地統計調査」 (総務省統

計局)に よると空き家率は13.1%で あり, このこ

とから,既存ス トックを積極的に活用 した支援ス

キームの構築が現実的な策と言えるだろう。しか

しながら,住宅確保要配慮者の安定的な生活は
,
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住宅,つ まリハー ドの提供のみでは実現 しえず ,

そこに,恒常的な生活支援,ケ アが付されて初め

て成立する。

従来, 日常の自立 した生活が困難な人々の居住

問題は,社会保障政策,つ まり施設への入所を以

て解決 してきたきらいがある。

例えば,低所得高齢者については,1962年 の老

人福祉法の成立により,特別養護老人ホームや養

護老人ホーム (以下特養)が整備された。他方で
,

金銭的余裕のあるケアニーズに対 しては,有料老

人ホームが対応 し,その間を埋めるものとして軽

費老人ホームが存在する。女性の役割の変化や多

様化する家族関係の中で,家族からの介護が得ら

れない高齢者は急増 し,施設ニーズはますます高

まっている。2009年 の厚生労働省老健局の報告に

よると,特別養護老人ホーム待機者は42万人であ

るが,と りわけ.者S市部においてそのニーズの充
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足が難 しい傾向にある。但 し,こ れらは特養側か

ら見て「真に入所が必要」なケースばか りではな

いようだ。2011年度に特養待機者の実態を明らか

にした厚労省の調査によると,家族による申し込

みの理由として「今は自宅で生活できているが将

来が不安なため」というものが約 5割 も存在する。

また,居宅ケアマネージヤーの見解の中で「しば

らく自宅での生活は可能だが将来のために申込み

したほうがよい」という回答が45%と 最も高 くな

っている。つまり,在宅生活を支えうるケアの仕

組みを整備すれば,待機者数を大幅に減らすこと

ができるということである。

2011年 には,高齢者の居住安定確保に関する法

律が改正され,サービス付 き高齢者住宅 (サ付 )

の登録制度がスター トした。法改正の趣旨は,諸

外国に比 して低い高齢者向け住宅の割合を高め
,

住み慣れた地域で住み続けることができるように

することにある。サ付の登録戸数は,制度開始か

ら3年間で12万戸にまで増加 している。しかし,

その利用料は,住居費,共益費,サービス費や食

費等を併せて平均13万 円強であり,低所得階層に

は手が届きにくい現状がある。

(2)住宅確保要配慮者の住まいの質

ホームレス等の居住困難層についても,そ の生

活を地域で如何に支えるかが盛んに議論されてい

る。従来,居所のない居住困難層に対 しては,生

活保護法に基づ く更生施設等が対応 してきた。し

かし,2008年 ,湯浅誠氏 らが企図した派遣村以降,

生活保護の窓口受給件数が増大 し,路上から民間

賃貸住宅へと直接移行するケースは急増 している。

ノーマライゼーシヨンの観点から言えば, これは

自然な流れと言える。しかし,単に住まいを提供

するのみでは,安定した生活は実現 しない。

筆者らが2011年 に全国の更生施設に実施 した聞

き取 り調査によると,入所者数は,2008年 9月 の

リーマンショック以降に急増 し,2008年 末から

2009年 の年越 し派遣村以降に減少するという傾向

が聞かれた。その後,入居者数は回復 してきたも

のの,新たな入所者の特徴を見ると居宅保護経験

者が少なくないということであった。施設の担当

者によると,住まいがあっても,恒常的なケアが

なければ,生活が破たんするケースも多 く,中 に

は,居宅保護と路上を複数回経験 したあと,施設

へ移動 してきたケースもあったという。

また,2010年 から2011年 にかけて筆者らが実施

した更生施設退所者25名への聞き取 り調査による

と,ほ とんど全ての対象者について,親類関係や

親しい友人関係はなく,過去 1週間に接触 した他

者といえば施設職員,ヘルパー,かか りつけ医な

どが主であった。近隣住民との関係 も薄 く,自宅

内での事故や孤独死に不安を抱 く声 も多 く挙がつ

ていた。

こういった人々の救済を目的に,民間レベルで

の取 り組みが盛んに行われている。多 くが,既存

ス トックを改良した住宅にケアをパッケージ化 し,

家賃や生活支援費を含む共益費等は生活保護費か

ら賄うという仕組みである。但 し,民間が提供す

るサービスとあって,提供される支援メニューや

質は一様ではない。中には,劣悪なス トックを提

供 して生活保護費をかすめ取る「貧困ビジネス」

を目的とした業者も存在する。

この問題の根底には,公的な費用 (住宅扶助 )

が投入される住まいでありながら,そ の住まいの

最低基準が定められていないことにある。生活保

護受給者の住宅問題が放置され続けている背景に

は,その住まいが最低保障住宅という位置づけに

あるためではないだろうか。つまり,福祉の現場

では,住まいに窮する者の行き場をいかに確保す

るかが最重要課題となっており,そ の住宅の質を

問う段階までには至っていないということかもし

れない。

(3)家族関係の衰退,非血縁によるケア補完の

可能性

本稿が対象とするひとり親世帯は,育児の負担

が,就労困難,ひいては生活困窮に繋がつている

典型的なケースである。就労,育児を一手に担わ

なければならないひとり親世帯にとつて公的保育

の不備を補う親等からの私的な育児支援が欠かせ

ない。

2011年 「全国母子世帯等実態調査報告」 (以下
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全母調とする)に よると,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

就労となっている。パー トに従事する者の中には,

結婚時に主婦であり,キ ヤリアがないというもの

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ケースもあ

る。また,2009年 に筆者が24名 の父子世帯を対象

に実施した調査によると,父子世帯になったのち

に,育児が困難なために,失職したものが 2割
,

転職したものが 5割 という結果が得られた [葛西,

2013]。

ひとり親の貧困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。

一部の子育て世帯の中には,病児の対応や,保

育所の送迎を,NPOや 企業サービスに委ねる動

きも見られつつある。その多 くが自宅訪問型であ

り,当 日の緊急利用 も可能など,柔軟なサービス

形態が支持されているようである。 しかしながら,

上記のようなサービスに,低所得なひとり親がア

クセスすることは難しい。ではどういつた解決策

があるのか。

近年,家族関係の希薄化や地域コミュニテイの

崩壊など,人 と人との直接的な関係が乏しくなる

中で,コ ミュニテイを新たに築くような住まい方

が確認されはじめている。例えば,家族という枠

を超え,非血縁関係でともに住まう,シ ェアハウ

スなどもその一つである。この, 1住戸をシェア

する「集住」形態は,主に若者の間でブームとな

り,2009年 12月 時点でシェアハウス居住者は首都

圏を中心に 1万人存在すると報告されている [三

浦,2011]。 シェアハウスヘの入居理由として
,

「他者とのつながり」を求めてというものも少な

からずあるようである。ヨガやサイクリングなど

共通の趣味をテーマにしているシェアハウスも多

く,それに惹かれて入居してくる若者も相当数存

在するという。このほか,家賃や光熱費をシェア

することの経済的効率性や,独自では借 り上げる
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ことのできない高級物件に居住できるメリットな

どもあるようだ [久保田,2009]。

このように,若者に支持されるシェアハウスで

あるが,ひ とり親を対象にその住宅確保の問題,

育児問題の解決を目的に開設されたハウスも開設

されはじめている。

そこで,以下では,ひ とり親の就労環境をいか

に住まいの視点から整備するかをテーマに,ひ と

り親が直面する住生活問題について整理をし,そ
の解決策の一つとして,ひ とり親向けシェアハウ

スの現状,そ して課題について説明を加える。

2 公的住宅政策 と母子世帯 の居住 ニー

ズの ミスマ ッチ

前掲の全母調によると母子世帯数は123万7700

世帯であり,その約 9割が離婚による生別母子世

帯であるとされている。また,その平均年間収入

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。このように,母子世帯は経

済的に困難を抱え,社会的サポートを必要とする

ターゲットとして周知されており,住宅政策の分

野においても,特別な配慮の必要な世帯として位

置づけられてきた。しかしながら,相変わらず母

子世帯の住生活貧困は解決していない。では既存

の制度は, どういった点で母子世帯のニーズと乖

離しているのであろうか。以下では,住宅制度に

絞ってその問題点について整理しておく。

まず,住まいに困窮する母子世帯に対する住宅

支援の一つとして,児童福祉法第38条 に基づく母

子生活支援施設がある。敗戦直後の住宅難の時代 ,

同施設は行き場を失った死別母子世帯の住まいの

受け皿として重要な役割を果たしていた。厚生労

働省 [201lb]の 報告によると, ピーク時に650

か所程度あった施設数は減少の一途をたどり,

2011年 には259か所にまで落ち込んでいる。施設

数減少の主な理由は利用者数の低下にある。1983

年に5319世帯であつた利用者数は2007年 には1730

世帯へと激減した。その要因としては,産業構造

の変化による女性の雇用機会の増大や,戦災住宅
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復興に伴う住宅ス トック数の増加などから,住ま

いの確保に窮する母子世帯が減少したことが挙げ

られる。このほか,施設の老朽化や居室の狭さな

どが,現代の居住ニーズに合致しなくなってきた

こともその一因として指摘されている [松原,

1999]。 2010年 の全母調によると,徐々に建て替

えが進んでいるものの,築30年以上を経過してい

る施設が約半数存在し,ま た,約半数の施設が共

同風呂である。更に,居室の規模は30m2以下と

いう施設が多く,世帯人数にかかわらず,同 じ規

格の居室を提供する施設も少なくない。このよう

な施設環境の問題に加え,門 限や風呂の時間が決

められるなどの施設ルール等も現代の生活スタイ

ルにはなじまないという意見もある。

とはいえ,施設によつては,満床となっている

ところも少なくない。敗戦直後には,住宅事情を

主な理由として入所する死別母子世帯がほとんど

であつたが,1980年 代以降, 9割以上が離婚等を

原因とする生別母子世帯となり,「家庭環境の不

適切により児童の福祉に欠ける」や「住宅事情」

「経済事情」が主な入所理由となった。その後 ,

2001年 に配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護に関する法律が施行されると,同施設は緊急保

護先の一つとして位置づけられた。このため,近

年では,DV被害者の入所が増大し,彼女らにと

っては,重要な受け皿として機能しているのであ

るが,広 く一般の母子世帯ニーズには合致しにく

くなっているという実情がある。

続いて,公営住宅入居申込み者のうち,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制度がある。こ

れは,通達に基づいて実施されている。1955年に

初めて,公営住宅入居者選考の際に母子世帯を優

先的に取り扱う旨の通達が旧厚生省,旧建設省の

協議により出されて以降,数度の通達を経て現在

糧翼員蕎Ii畠b堡ルを量Iよ言信襟:39「箭言
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。勿論,地域によつ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 く母子世帯の生活ニーズを満た

すものにはなりえていない。葛西 。大泉 [2006]

では,母子世帯の公営住宅へのニーズは非常に高

いものの「何度応募 してもあたらない」「希望す

る地域に空きまたは団地がない」といつたことか

ら,そ の利用が困難な状況を明らかにしている。

また,公営住宅は応募から入居まで数か月かかり,

予期せぬ離婚や DVな どにより緊急に住 まいの

確保が必要なケースにとつては利用が難 しいとい

う課題がある。

最後に,母子世帯の住まいにかかわる貸付制度

として,母子福祉資金の中に位置づけられる住宅

資金,転宅資金がある。これは,母子及び寡婦福

祉法に基づ く事業である。住宅資金とは,現在住

んでいる住宅の増築や補修に必要な資金,又は自

ら居住する住宅の建設及び購入するために必要な

資金である。転宅資金とは,住宅の移転に伴う資

金,権利金などの一時金に充てる資金である。住

宅資金貸付限度額は150万 円であり,転宅資金貸

付限度額は26万円である。年間金利はともに3%
となっている。

但 し,こ の制度は,償還能力の査定が厳 しく,

保証人が必要とされるなどの制約条件がある。将

来の見通 しが立たない状態の中で借金をすること

への不安や,保証人が 2人の源泉徴収の提示等が

求められるがなかなか頼める人がいないなど,真

に住宅に困窮する母子世帯にとつては利用 しがた

い状況が浮き彫 りとなっている。

このように,既存の公的住宅支援は母子世帯の

住宅ニーズに十分対応 しておらず,よ って,ひ と

り親のほとんどが自助努力によつて住宅の確保を

行つているのである。

3 離婚後に居住不安に陥る母子世帯

まず,死別母子世帯と生別母子世帯では,母子

世帯になった後 (母子世帯化)の住宅問題は異な

る。

2011年の全母調では,死別母子世帯の持家率は

6割を超えている。例えば,死別の場合,母子世

帯化後も結婚時の住まいに住み続ける割合が高い。

ローンのある持家であつても,その多 くが,住宅
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購入の際に加入する生命保険により相殺される。

よつて遺族は,そ のままそこに住み続けることが

可能となるし,生命保険により新たな持家を購入

するというケースもある。

他方で,死別と比較して,生別母子世帯は,母

子世帯化後に転居する傾向が高い [葛西,2006]。

持家からの転居の場合「夫の名義であるから」と

いう理由が考えられるし,民間借家からの転居に

ついては「安いところに住み替えた」という理由

が想定される。このほか,結婚時の住宅の所有形

態にかかわらず,暴力からの避難 (DV),金銭

援助や育児等の支援がなければ生活が成り立たず,

そこを出るケースもある。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。生別母子世帯の住宅所有関係は,持家率

が 3割 に満たず,他方で借家や同居の割合が高い。

しかし, こういった住宅所有関係の相違自体は

問題ではない。問題は,離婚を機に転居する母子

世帯の多くが不安定な居住状態に陥ることである。

経済的に困窮する母子世帯の住宅確保には多大な

困難が伴う。その困難とは,転居資金の確保,子
どもの転校,入居拒否,保証人確保困難など多岐

にわたる。

筆者は2005年 に母子世帯の住宅確保の困難と居
(8)

住地選択について調査を実施 した。

とりわけ公営住宅については,子 どもを転校さ

せたという問題が多 く挙がつていた。小学校以上

の子どもがいる世帯については,転校を避ける傾

向にあるが,校区内に入居できる公営住宅団地が

なく,仕方なく校区夕れこ転出するというケースも

少なくない。逆に,立地を柔軟に選択できる民間

借家に移動 した世帯では,転校を問題に挙げる世

帯は比較的少ないが,費用面での困難が多 く挙げ

られていた。また,上で触れたあらゆる住宅確保

の困難に直面 し,それが解決できずに,不本意な

がらも親類・知人宅に移動 しているケースも確認

されている。

更なる問題は, 1回の転居で定住できていない

ケースの存在である。中には短期間のうちに複数

回の転居を経験 しているものも存在する。そのほ

とんどが,実家や知人宅,あ るいは民間借家に移
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動したケースであった。実家や知人宅から再転居

するケースについては,は じめからそこを仮住ま

いの場として利用しているという理由も少なくな

いが,民間借家からの再転居については,緊急な

住まいの確保に迫られ,慌てて確保した住宅がニ

ーズに合わないという事例や,低家賃住宅に拘っ

て確保した住宅の質が劣悪で我慢できなかったと

いう事実が確認されている。

4 母子世帯 は何 を優先 して居住地 を選

択す るのか

母子世帯の居住地ニーズはいかなるものか。東

京女性財団 [1993]は ,母子世帯が居住地として

大都市を選択するのは「就労の場があつて周囲か

らの煩わしい視線を避けることができるという理

由」によると指摘している。他方で渋谷 [1986]

は,保育サービスをはじめとした社会的諸サービ

スの充実,及び安価な借家・アパートの入手可能

性を挙げている。果たして母子世帯はこのような

理由で立地選択を行っているのであろうか。

ここでは,引 き続き,2005年 に筆者が実施した

調査を用いて母子世帯の居住地選択の傾向につい

て見ていく (表 1)。 同調査においても,8割近

くが母子世帯になることを機に転居していた。ま

た,その転居の中身も,大阪市内間で移動をする

ケースが最も多く,こ れに転居しなかった世帯を

加えると,約 7割が結婚時から大阪市内にて居住

していたこととなる。

では,その居住地選択の理由は何か。まず,転

居しなかったものについては,そ こを出る「特別

な理由なく」その住宅に留まったという回答が多

いが,次いで「子どもの学校や保育所の都合Jと

いう回答が目立った。他方,転居したものの理由

について,市内間転居では,半数強が「子どもの

学校や保育所の都合」を理由に挙げている。続い

て高いのが「親類知人がいたから」である。大阪

府及び大阪府以外から大阪市内に移動してきた世

帯では,「親類知人がいたから」の割合がずば抜

けて高くなっていた。

このことから,母子世帯の居住地選択はおおよ
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表 1 大阪市内に居住する母子世帯の居住地選択の理由    (複数回答・不明12件 )

従前居住地

親類知人

が Vヽ たか

ら

子どもの

保育所や

学校の都

合

仕事の都

近隣関係

のわずら

わしさが

ないから

入居可能

な公営住

宅があっ

たから

安価な住

宅があっ

たから

ひとり親

支援が充

実してい

るから

理由はな

い
その他 総数

転居無
9

14 30/0

45

36 69る

31

75 69る

38

8449る

25

3979る

65

52 89る

16

390%

16

356%

9

14 30/O

35

28 59る

6

14 60/O

ll

24 496

2

32%

8

65%

1

24%

1

22%

0

00%

20

16 39る

8

19 50/O

4

89%

1

1.6%

14

114%

2

49%

l

l.6%

1

08%

1

24%

1

22%

35

55 69る

3

24%

1

24%

1

16%

23

18 700

3

73%

市内問転居

府内からの

転居

府外からの

転居

6

13 39る

0

00%
6

133%

総 数
123

45 29る

122

44 99る

61

224%
12

44%
34

12 59る

23

85%
4

15%
39

14 39る

33

121%
272

(出 所)葛 西 塩崎 堀田 [2005]。

そ二つのタイプに大別できると考える。

一つ目のタイプは,結婚時の居住環境,特に子

どもの居住環境を最優先 して,転居 しない,あ る

いは,生活環境が大きく変化 しない範囲で住み替

えを行うというケースである。

二つ目のタイプは,親類・知人を頼つてそれま

での生活圏から出て移動するケースである。母子

世帯の母親は 1人で仕事,育児・家事をこなさな

ければならない。時には,緊急に保育所に迎えに

行かなければならないことや,母親本人が熱を出

して育児が困難というような不測の事態もしばし

ば起こりうる。こういつた事情から,私的な支援

者の存在は貴重となる。

確かに,東京女性財団 [1993]の 研究にも見ら

れるように,仕事の確保は母子世帯が自立する上

で最も重要な要素ではあるが,仕事を理由に大阪

市を居住地として選択した世帯は意外にも少なか

った。この調査結果は,い くら雇用機会があつて

も,それだけで母子世帯の生活が成り立つわけで

はないということを示唆していると言える。また
,

いくら費用の安い住宅があってもそれだけで母子

世帯の生活は成り立つわけではない。居住地選択

の理由として「公営住宅が当たつたから」という

回答も一定あったが,こ の半数が「子どもの保育

所や学校の都合」, また, 4割が「親類知人がい

たから」といった項目も同時に選択していた。い

くら低家賃住宅があつても,そこに,育児支援な

ど日常生活に重要な要素が欠けていれば,そ れは
,

全く魅力のないただのハコになってしまうという

ことである。

では,居住地と職場の関係はどうなっているの

か。前掲の葛西らの調査 (2005年 )では,半数の

世帯が通勤時間15分未満と回答しており,ほ とん

どが,自転車,あ るいは徒歩通勤と回答していた。

つまり,彼女たちは,学校,保育所,私的育児

支援者の確保等,子 どもの成育環境を優先して居

住地を選定してまずは住まいを確保し,生活の合

理化を図るために,そ の日常生活圏内に職場を確

保しているのだ。

確かに,不測の時に敏速な対応が取れ,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。大阪

市のような都市部では,比較的雇用機会も豊富で

あるが,郊外や地方に行くと,その条件はよリー

層悪 くなる。就業機会を優先 して居住地 (住 ま

い)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えない。

社会政策学会誌『社会政策』第6巻第1号
 1 4ラ
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図 1 大阪市に居住する母子世帯の最低居住水準の状況

間
　
　
居

民

　

同

0      10     20     30

(出 所)葛西 塩崎 堀田 [211115]。

表2 大阪市に居住する母子世帯の住居費負担率の状況

住居費を支払っている者の住居費負担率 (%)

10未満 10～20未満 20～30未満 30～40未満 40～50未満 50～100未満 合 計 平均

合計
32

18 896

38

2249る

27

15 99る

44

259%
14

82%
‐５
％

０

％
2657

持家
13

310%
5

119%
8

1900/O

9

214%
4

95%
3

71% ４２
賜
一“
』
一６３
醜
〓２５
醜

24 24

14 10

36 92

2341

公営
15

37 59る

18

450%
4

10 09る

1

25%
2

50%
０

％

民 間

０

％

4

63%
12

1900/O

31

49.2%

8

127%
8

12 79る

同居
4

1609る

11

440%
3

12 09る

3

12 00/O

０

％

4

16 09る

(出 所)葛 西 塩崎 堀田 [21X15]。

5 低質な住宅に住まう母子世帯

前掲の調査 (2005年 )では,母子世帯の最低居

住水準の状況と住居費負担率についても明らかに
(9)

している。母子世帯の最低居住水準未満の割合は

おおよそ 3割であり,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

最低居住水準未満の割合を見ると,民間借家では

4割強が,同居世帯では 4割弱が最低居住水準未

満の住環境にあつた。民間借家市場では,支払能

力が住宅の質を決定づける。よって,低所得母子

世帯がアクセスできる物件は「安かろう,悪かろ

う」とならざるをえない (図 1)。

平均住居費は5万3026円であり,住宅所有関係

号Uでは,民間借家の住居費が最も高く6万8024円

であつた。住居費負担率 (月 収に占める家賃の割
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合)を 見ると,平均は26.57%で あるが,住宅所

有関係別では民間借家36.92%と 高 くなっている

(表 2)。 また,それは,平均収入が低いほど高 く

なるという傾向が確認された。低所得階層にとつ

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。母子世帯の就労形態は極めて不安

定であ り,「支払える範囲の家賃」 と判断して入

居 しても,突然の解雇や減給などで家賃負担が急

増することは珍 しくない。

筆者らは,と ある市のデータをもとに阪神淡路

大震災時の母子世帯の住宅被害状況やその復興プ

ロセスについて調査 を実施 した [近藤・葛西 ,

2009;Kuzunishi and Kondo,2012]。 その結果 ,

母子世帯の住宅被害の割合 (全壊,半壊率)は ,

一般世帯より高 く,更に,生活保護受給者よりも

高かった。この要因として,市の母子相談員 (当

時)は,生活保護受給者と比較 して母子世帯の公
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営住宅入居率が低かった点を挙げた。同市では震  西,2013]。 生活を立て直すために,実家に戻ろ

災により被害を受けた公営住宅は一棟 もなかった。 うとして持家の売却を検討するが,それが売れな

多 くの母子世帯が民間借家に居住 していたのであ  い,更には,担保割れを起こしていて,売れても

るが,その家賃については,生活保護の住宅扶助  借金が残るという現実がある。

以下の割合が高かつたのではないかと推察される   また,私的な育児支援を求めて, 自身の仕事や

のである。母子世帯の中には,生活に困窮しなが  子どもの学校など生活環境の劇的な変化を伴うに

らも,生活保護を受給していないケースも多い。  もかかわらず住宅移動するケースについては,思

こういった場合,少 しでも低家賃の借家に依存し  うように仕事が見つからない,条件のよい職に就

ようという意思が働いても不思議ではない。こう  けないといったリスクが伴う。加えて,親等と同

いった住まいの質の問題は,平時では,支払能力  居,近居していても,得 られる育児支援の程度や

の問題と片付けられがちであるが,災害時には,  内容によつては,就労が不安定となる実情もある

命の危機にかかわる重要な問題である。住まいの  し,中 には,全面的に育児を担つていた親が他界

質の底上げをいかに行つていくか。家賃補助等も  したり,要介護になったりといつたことから,就

視野に入れつつ,早急な検討が望まれる。     労環境が激変したケースもあった。

以上見てきたように,母子世帯,父子世帯とも

に,育児ケアの不備が就労に影響を与えている事

実がある。このため,私的な育児支援者がいるか,

その支援者からどの程度の支援が得られるかとい

った条件が彼女 /彼 らの就労環境を大きく左右す

るのである。但し,その環境は特定の支援者に支

えられたものであり,その支援者の状況の変化に

よっていとも簡単に崩れてしまう脆弱なものでも

ある。ひとり親の生活の安定のためには,私的育

児支援者の有無にかかわらず,個々人が望む地域

において居住の継続が可能となるような住生活支

援が望まれる。以下では,それを実現するための

可能性の一つとして,ひ とり親向け育児共同型の

シェアハウスの事例を提示する。

7 ケアを補完 しなが らともに暮 らす住

まい

母子世帯を対象にしたシェアハウスには,ひ と

り親と高齢者や若者等の共住を目的とした異世帯

型,そ して,入居者を母子世帯に限定 した単世帯

型の 2タ イプがある。ここでは,そ れぞれ 2事例

ずつ取 り上げ,それぞれのメリット,デメリット,

また,運営上の課題等について紹介する (表 3)。

(1)異世帯で共住する

例えば,ハ ウス Aは ,1995年 に 2組の母子世
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6 私的育児支援者の存在 と父子世帯の

就労環境

母子世帯では,離婚などを機に転居し,育児支

援を得るなどの目的で同居に移行する割合が一定

程度見られた。他方,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,

この傾向は私的育児支援を求めて転居する母子世

帯の状況とは大きく異なる [葛西,2009]。 但し,

この場合,結婚時の住宅に留まっていかにして育

児と就労の両立を図っているのかという疑間が残

る。勿論,結婚時より,実家と同居あるいは近居

しているケースもなくはないだろうが, こういっ

た恵まれたケースばかりではない。

父子世帯が転居しない,あ るいは,で きない要

因の一つに,持家の処理が困難な点が挙げられる

[葛西,2013]。 既存の官庁統計を見ると,父子世

帯の持家率は6割 と高く,母子世帯と比較すると
,

住宅の規模も大きく,借家の家賃についても総体

的に高額である。よつて,統計上,父子世帯の住

宅問題は皆無のように見える。しかし,実際はそ

うではない。父子世帯化により,育児と仕事の両

立が難しいが,実家が遠方にあるため,私的な育

児支援は得られないというケースは少なくない。

育児の問題から,残業や出張をこなせなくなり,

減給される,失職するといつたケースもある [葛
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表3 母子世帯向けシェアハウス事例

事例 1(ハ ウス A) 事タリ2(ハ ウス B) 事夕J3(ハ ウス C) 事例 4(ハ ウスD)

種類

母子世帯による自発的な

シェア居住

民間企業と非営利組織に

よる母子世帯向けシェア

居住

民間企業による母子世帯

向けシェア居住

民間企業による母子世帯

向けシェア居住

調査実施の時

期・内容・対

象

2009年 12月 ,居住者への

インタビュー調査,住宅

内部における間取りの採

取

21X19年 3月 ,運営にかか

わった非営利組織代表者

に対するインタビュー調

査

2012年 6月 ,企画運営を

行つた民間企業社長に対

するインタビュー調査,

住宅内部

2011年 1月 ,総合企画を

行った民間企業社長に対

するインタビュー調査

企画運営者
母子世帯 2名 民間企業 1社 と非営利組

織 1組織

民間企業 2社 民間企業 3社 と社団法人

シェア開始時期 1995笙F 2008笙F 2012年 3月 2011年 4月

建築ストック

の種類

オフィスビルー棟 民間企業の社員寮一棟 複合 ビルのワンフロア

(医 院建築ビル 1,2階
が医療施設, 3階の医院

経営者宅をリフオーム)

戸建住宅一戸

立地

東京都中野区,東京駅ま

で電車で20分 ,最寄り駅

から徒歩 3分

千葉県柏市,東京駅まで

電車で45分 ,最寄り駅か

らバスで15分,バス停か

ら徒歩 5分

神奈川県川崎市,東京駅

まで電車で40分 ,最寄り

駅から徒歩 3分

東京都目黒区,東京駅ま

で電車で25分 ,最寄り駅

から徒歩15分

生活の共同化

日用品は共同購入,外部

保育者を招いての育児,

入居者会議の実施による

トラブル解決

な し 居住者同士の話し合いに

よる夕食当番, 自発的な

話し合いで決定

母子世帯が夕食を準備す

るときに中高年単身者が

子どもと過ごす。若年単

身者との生活の共同化は

特にない

入居定員 5世帯 19世帯 8世帯 4世帯

家賃,共益費,

敷金などの住

居費

ハウス 1棟の月々の賃料

は20万 円。居室の規模な

どを考慮して入居者全員

で家賃を決定。入居者 5

世帯なら4万円程度

家賃は共益費込みで 5万

50∞円。敷金,礼金,保
証金,仲介手数料,保証

人などがすべて不要

9万円～ 9万 201Xl円 (賃

料および共益費,チ ャイ

ルドケア費としての週 2

回の夕食代含む),敷金

家賃 1か月分

6万 円～ 9万 円

現在の入居者
母子世帝のみ 母子世帯のみ 母子世帝のみ 母子世帯,中高年単身者 ,

若年単身者 2名

賃借形態
居住者自らがオーナーと

直接契約

民間企業がサブリース 民間企業がサブリース 民間企業がサブリース

間取 り

1階 :ガ レージ部分,2
階 :キ ッチン+居問 (14

畳),風 呂,ト イレなど

共用部分,3階 :居室 2

部屋 (10畳 ,37畳 ),4
階 :3部屋 (45畳 ×3),

5階 :屋上

1階 : 8室  (4.5畳 )と

共用のキッチン, ダイニ

ング (6畳), リビング,

風呂,ト イレ, 2階 :12

室 (45畳 )と 共用の風

呂, トイレからなる

8室 (60畳 )の 個室 ,

リビング, ダイニング,

バスルーム 1室,ン ヤワ

ールーム 1室

1階 :個 室 (83畳 )と

個室 (57畳), 2階 :共

用リビング・ダイニング

キッチン,個室 (75畳 )

3階 :個室 (10畳 )個室

(73畳 )

(出 所)近 藤 葛西 [2012]実施 したインタビュー調査や関係資料をもとに筆者作成。
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帯が東京中野区に立ち上げたシェアハウスである。

それぞれ 2歳の女児,4歳の男児を抱え,育児 と

仕事の両立に困難を感 じていたことから,と もに

住まい生活の合理化を図ろうと試みた。シェアメ

イトは母子世帯以外の異世帯を募った。母子のみ

の生活では,閉塞感が漂い,人間関係に広がりが

見いだせないと考えたためである。最終的には
,

彼女らのほかに,単身の男女 2名 と学生グループ

が名乗りを上げた。建物はオフィスビルを活用し,

1階は駐車場, 2階 は台所とリビング,風呂,便
所などの共有スペース,3階,4階部分は個室で

ある。母子世帯である Bさ んが月20万 円で契約

し,それを居住者で折半するという形式で運営し

ていた。生活ルールの決定や トラブルの解決の際

には必ず居住者会議を開いた。光熱費は月々決ま

った額を徴収し,余剰が出ればス トックするとい

う方法で賄っていた。食事や掃除については確固

としたルールはなく,やれる人がやるという緩や

かなものであり,入浴については自然と就寝時間

が早い子どもが優先されるようになった。このハ

ウスで最も興味深いのは,居住者同士の育児のみ

ならず,外部保育者を招き入れての育児を実践し

た点である。保育者はロコミで募り,ピーク時に

は総勢20名 が無償で育児に携わった。では,なぜ,

これだけの人材を無償で集めることができたのか。

当時,母子世帯としてハウスに居住していたC

さんによると,ハ ウスの契約者であった Bさ ん

は,あ らゆる活動にかかわっており,人的ネット

ワークが豊富であった。その求心力に魅せられて

多くの人が集まり,一種の子育てサークルのよう

なものになったという。その Cさ んにハウスの

メリットについて尋ねた。まず挙げられたのは育

児負担の軽減である。保育所の送迎,夜間の対応

を依頼すれば,残業もでき,数 日の出張もこなす

ことができたという。続いて孤独の解消を挙げた。

Cさ んによると,シ ェアハゥスに来る前は日々の

生活に追われ,ゆ ったりと食事をする時間や大人

と会話する機会がなかったという。「ハゥスのリ

ビングには必ず誰かがいて話ができる」といった

環境が′と、の安定や成長に繋がったと語ってくれた。

他方,課題としては,ハ ゥスの理念を共有し続け

ることの難 しさを挙げた。空室がでると,居住者

の家賃負担が上昇するため,早急に入居者を補填

する必要がある。その結果,利便性と低家賃に惹

かれて入所 してくる者を排除することが難 しくな

る。「なぜ,家賃を支払って他人の子の面倒をみ

なければならないのか ?」 といった不満を持つも

のもいたであろう。ハウス Aの ように,入居者

(外部支援者)→母子世帯といった一方的な支援

関係では生活の共同化の継続は難しいかもしれな

い 。

例えば,異世代であっても互いの課題を補完 し

合う関係ならどうだろうか。東京都内で母子世帯

の生活支援を専門とする企業により提案されたシ

ェアハウス Dでは,母子世帯,中高年の単身女

性,20代 の単身女性 2名がともに住まう。この中

でも,と りわけ中高年女性と母子世帯の関係が良

好である。平日,母親が夕食の準備をしている時 ,

あるいは不在の時に,子 どもはリビングで中高年

女性 とともに過ごす。他方,母子世帯側が中高年

女性の買い物を請け負ったりすることもあるとい

う。以前,母子世帯は実家に身を寄せてお り,両
親との暮らしに息苦 しさを感 じていたという。ま

た,中高年女性は,ひ とり暮 らしの寂 しさや不安

の解消を求めて入所を決めたという。このように,

互いのケアの課題を補完 し合う関係を見いだせた

なら,異世代型集住の可能性 も広がるのかもしれ

ない。

(2)母子世帯のみで共住する

続いて, シェアハウス Cは母子世帯のみを対

象としたシェァハゥスである。同ハウスは貸住宅

管理業者 Sに より企図された物件であ り,2012
年 3月 に入居がスター トした。神奈り|1県川崎市に

位置するこの建物は医療ビルのワンフロアをリノ

ベーションしたもので,8世帯が入居可能である。

駅から徒歩 3分という好立地に加え,近接 して小

学校,学童保育などがある。個人の専有部分は 6

畳の個室のみであるが,20畳のリビングと遊具 も

置ける広々としたベランダ等共有部分が充実 して

いる。洗濯機や家電製品はもとから備え付けられ

ており, これらも共有である。このハウスでは
,
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週 2回 (17時～21時)チ ヤイル ドケアと素材にこ

だわった夕食が提供される。こういつた費用も含

めて家賃は 9万円から9万2000円 と決 して安 くは

ない。では,入居者は何を期待 して同ハウスに入

所 しているのか。業者 Aに よると,同 じ生活課

題を持つ人が助け合える住環境に魅力を感じてい

るようだとのことであつた。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

グで大人たちと軽 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

女の幼い子どもは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。

筆者はこれまで多くのひとり親に聞き取り調査

を行ってきたが,その育児ニーズを集約すると

「常に子に向き合った一対一の育児ではなく,同

じ空間に誰かがいて子を見守ってくれる環境」と

いうことになるだろうか。小学校にあがると身の

回りの世話は不要になるが,家で 1人にしておく

のは,不憫あるいは′心配という意見は多い。同ハ

ウスの居間はちようどそういつたニーズを具現化

したような空間であつた。

居住者同士の役割分担や生活ルールはどうか。

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。その日も, リビングの入り口

にあるホワイ トボー ドには,本 日のメニューと

「冷蔵庫に使ってほしい野菜があれば使います」

というメモが書かれていた。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。リビングの壁には「今月の目標」と

書かれたボードが掲げられており,住人それぞれ

の目標が記されていた。

問い合わせは全国から寄せられており「就職に

有利な首都圏に行きたいが,知 らない土地での生

活は不安」というケースもある。また,母子世帯

向けとあって,入居拒否や保証人問題の面でも優

遇されるのではないかという期待が大きいようで

ある。

但 し,業者 Aでは入居希望者の全てを受け入

れているわけではない。入居希望者には必ず面接

ぅo l 社会政策学会誌『社会政策』第6巻第1号

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。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 したいと考えるのが普

通だが,ハ ウスの理念に合致 しない入居者が加わ

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19室 を有する母

子世帯向けシェアハウス Bは 開設からわずか 9

か月で閉鎖した。当時企画にかかわつた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J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などで,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。

同ハウスでは,家賃は生活保護の住宅扶助基準 ,

保証人,一時金不要,即入居可能という点をメリ

ットとして掲げていた。結果,ハ ウスは,低所得

でも住まえる仮住まいの場としての機能が強くな

っていく。更に,ハウスの立地は働 く母子世帯の

ニーズには合致していなかった。事業者が安価で

借 り上げた元社員寮は,最寄り駅からバスで15分 ,

バス停から徒歩 5分 という条件であり,その周辺

には雇用機会も少なく,保育所の空きもなかった。

仕事や保育所が決まらず,結果的に入居を断念す

るケースも多かった。NPOの代表によると,事

業が走り出してすぐに,管理人等の第三者の存在

が不可欠であると気づいたが,その資金をねん出

する余力がなかったとのことであつた。ハウスの

カラーや目的を保ちつついかに利益率を上げるか。

これこそが,母子世帯を対象とする企業型シェア

ハウスの課題と言えるだろう。

8 おわりに

地域で互いの関係を紡ぎなおすことの重要性が

盛んに議論されはじめている。2013年 8月 に出さ
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れた社会保障制度改革国民会議報告書においても,

高齢者が住み慣れた地域で住み続けることの実現

に向けて,介護,医療等のケアの部分の仕組みづ

くりとあわせて互助の重要性が指摘されており,

こういった基盤は,高齢者のみならず,子 ども,

子育て支援,障がい者福祉,困窮者支援にも貴重

な社会資源になりうることが明示されている。と

りわけ,何 らかのケアを恒常的に必要とするグル

ープは,住宅確保の問題を抱えがちであり,住ま

いとケアをセットで提供するような支援スキーム

が望まれる。近年では賃貸住宅のみならず個人所

有の持家も含めて空き家が増大しており,そ うい

つた既存資源を積極的に活用することが,費用対

効果の高い方策であると考えられる。しかしなが

ら,その積極的活用が進まない背景には,一般の

家主が住宅確保要配慮者を借家人にすることへの

抵抗感が大きいことがある。とりわけ,高齢者の

場合,孤独死した場合のリスクや,その残置物を

どうするかなどの問題があろう。精神障がい者の

場合にも,近隣 トラブル等を懸念する声が多く聞

かれる。いずれにしても,低所得階層を入居させ

ることで,家賃の回収困難等のリスクを背負うく

らいなら,空 き家のままにしておこうという家主

も少なくないと推察される。こういったリスクに

ついては,ま ずもって入居者のケアを担う事業者

の存在や介入が不可欠であろう。近年では,精神

障がい者のためのグループホームや寮や集合住宅

を一棟借 りしてリノベーションし,第二種社会福

祉事業に位置づけられる無料定額宿泊所を開設す

るなどといった事例も増えてきており,こ ういっ

た取 り組みから学ぶべき点は多いにあると考えら

れる。

また,本稿では,空 き家解消とケアの課題を一

気に解決しうるシェアハウスの可能性について提

示した。紹介した事夕」以外にも,規模の大きい一

軒家に居住する高齢者宅に母子世帯をマッチング

させる仕組み,持家の処理に困る父子世帯宅に若

者等をマッチングさせる企画,更には,持家を持

つ死別母子世帯宅に留学生をマッチングさせる可

能性を模索している企業や NPOも あり,今後 ,

その展開に期待がなされているところである。こ

ういつた住まい方に関する母子世帯,父子世帯の

認知度は比較的高く,そ の期待も大きい。他方で
,

自分の住む地域にハウスがない,企業型のハウス

は高額で手が届かない,個人で立ち上げるにして

もノウハウがなくどうしていいかわからないとい

つた問題も多く聞かれる。確かに,個人が建物の

確保やシェアメイトの選定,入居後の管理運営を

担うことはあまりにも負担が重い。また,供給を

市場に委ねれば,住居費は高額になりがちである

し,採算が合わなければその継続も危ぶまれる。

ひとり親を含め,住宅確保要配慮者向けにシェア

ハウスを広 く安定的に浸透させるには,行政から

の資金援助をは じめ,運営管理を手助けする

NPOの存在などが不可欠になってくるだろう。

江

(1)特別養護老人ホームにおける待機者の実態に関す

る調査研究事業一一待機者のニーズと入所決定のあ

り方等に関する研究 (説明資料〉 (http://www.

mhl、v go ip/stf/shingi/2r9852000002 axx r―

att/2r9852000002ayll pdf 2014年 7月 14日 アクセ

ス)よ り。

家族の申し込み理由については,ほかに,本人の

状態が変化し,自 宅での生活が困難になってきたた

めが705%,家族 (介護者)が介護を続けることが

困難になってきたためが67%あ る。また,居宅ケア

マネージャーの判断については,ほかに, 自宅での

生活が難しくなっているため施設への入所が望まし

いが433%と 高い割合を示している。

(2)2013年 度の高齢者住宅財団の報告書によると,食
費を除いた平均金額は,8万8882円 である。

(3)更 生施設は生活保護法によって規定されている

「身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導

を必要とする要保護者を入所させて,生活扶助を行

うことを目的とする施設」で,就労による社会復帰

を目指した支援が提供される施設である。全国で21

か所,定員数1744人で,同 じ生活保護法の救護施設

が178か所,定員 1万 6337人 であるのに対 して,希
少な施設である。

に)調査結果は,堀江・葛西・奥村 [2012]に まとめ

ている。

(5)調査結果は,注(4)を 参照。

(6)緊急保護とは,夫からの暴力 (DV)な どを原因

として緊急に行き場を必要とするケースに対して
,
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居室や衣食住等を一定期間提供するというものであ

り,全施設の 6割が実施している。

(7)平成13年 の総務省東北管区行政評価局の報告によ

ると,住宅困窮層の増大から母子世帯を優先させる

ことは公平性を欠くとして実施していない自治体の

実例が挙げられている (「公営住宅における母子家

庭の優先入居措置」 http://www soumu.go.ip/

kanku/tohoku/kanku/pd3/kouelJutaku pdf   2014

年 7月 14日 アクセス)。

(8)社 団法人大阪市母と子の共励会の協力を得て実施

したアンケート調査である。調査期間は2005年 6月

から7月 にかけてであり,調査方法は郵送配布,郵

送回収とした。対象世帯の選定にあたつては,母子

会員約2000世 帯のうち400世帯を無作為抽出した。

アンケート配布数は400件 ,回収数は296件であった。

但し,こ の296件 のうち12件は子どもの年齢が20歳

を超えており,母子世帯のカテゴリーから外れるた

め非該当とした。従って:分析対象は284件 ,回収

率は710%であつた。

(9)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。

世帯人員 居住室面積
住戸専用画

積 (壁芯)

lメ、

1人 (中高齢単身)

2人

3人

4人

5人

6人

75m
15 0rn

17 5m

25 0rn

32 5rn

37 5rn

450m

(45畳 )

(90畳 )

(105畳 )

(150畳 )

(195畳 )

(225畳 )

(270i肇 )

18m2

251n2

291n2

39m2

50 rn2

56 rn2

66 rn2

101 1998年の「住宅・土地統計調査」によると,大阪

市内における最低居住水準以下の住宅に居住する一

般世帯の割合は155%と なっている。

00100万 円未満 (34.36%),100～ 200万 円未満

(33.25%),200～ 300万 円未満 (25.91%),300～

400万 円未満 (2013%),400万 円以上 (22.61%)

である。
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