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要

旨

人口の高齢化と減少が進むわが国では高齢単身世帯が増加している。持ち家率の高い地方都市
でも伝統的な多世代同居は減少傾向にあり、床面積が広く部屋数の多い一戸建て住宅に高齢者が
一人で住むという状況が漸増している。それに伴い、住生活環境を維持するための身体的・心理
的負担が増大しており、とりわけ降雪地域では冬の除雪が大きな負担となっている。
一方、地方大学に通い一人暮らしをする大学生は不景気の影響で親の仕送りが減り生活費を抑
制する傾向にある。かつては下宿や間借りといった形で住居費を抑え、同年代の若者や管理人と
の人間関係を持ちつつ学生生活を送ることが主流であったが、現在ではワンルームアパートが主
流となっている。なかには慣れない一人暮らしに孤独や不安を感じる学生もいる。
こうした背景のもと、本研究は次のような最終目的を設定する。すなわち、高齢者世帯が居住
する住宅の空き部屋を新たに学生の住まいとして活用し、それによって一方では高齢者の見守り
と生活支援効果を生みつつ、他方では学生の孤立解消をはかり、相互の経済的負担を軽減させる
「新たな下宿」＝異世代の「ホームシェア」事業の計画と関係主体の体制づくり、および実践で
ある。これは既存住宅ストックを有効に活用するだけでなく、学生を地域住民に溶け込ませるこ
とによって多様な住民によるコミュニティの形成に寄与し、これをもって地域の活性化と安心・
安全の地域づくりに資するものである。
しかしながら、このような最終目的は短期間で実現できるものではない。そこで今年度は、次
年度以降に具体的な事業化をはかるための土台として、次のような目的を設定する。
第一に、先行事例の調査を行い、それに基づいてホームシェア事業の実現に必要な条件を整理
する。第二に、本研究の主たるフィールドを福井県福井市の福井大学文京キャンパス周辺とし、
地域住民と大学生を対象としたアンケート調査を行うことにより需要実態を把握する。第三に、
事業に関心のある住民（高齢の住宅所有者）と大学生による居住実験を一定期間実施し、課題抽
出を行う。これと並行して、第四に、福井県社会福祉協議会など関係者による懇談会を開催し、
事業計画案について検討する。
本研究報告は全 6 章より構成される。第 1 章は研究の背景と目的、位置づけを述べる。続いて
先進事例調査として第 2 章でフランスの団体を、第 3 章では日本の NPO 法人を取り上げる。第 4
章は福井市で実施したアンケート調査の結果を分析する。これらの調査に基づきホームシェアを
実践するための作業フローを設定し、第 5 章において居住実験と関係者懇談会を通じ、事業の流
れを検証する。以上の結果を第 6 章においてまとめ、こんごの課題を述べる。
第 1 章では、研究の背景として、統計資料を用い福井県および福井市の住宅ミスマッチの状況
を整理する。福井県および福井市の持ち家は全国的に見て規模が大きいが、持ち家に住む世帯に
高齢単身世帯や高齢夫婦世帯が増えているために、広い家に少人数で暮らす世帯が多いこと、持
ち家に空き部屋が多く存在すること等を示す。さらに、先行研究のレビューを行い本研究の位置
づけを述べる。日本国内ではホームシェアの実践例はほとんどなく（本研究の調査時点で 1 件の
み）
、本研究には独自の意義があることを述べる。
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第 2 章では、ホームシェアの先進地であるフランスの事例調査について述べる。今回、ホーム
シェアを実現する仕組みを学ぶため、フランスで異世代ホームシェアのための高齢者と若者のマ
ッチングを行っている 7 つの非営利団体を対象としてヒアリング調査を行った。仲介者が果たす
役割を①手順、②必要な文書、③スタッフの事業への関わり方、④活動の意義、⑤課題について
整理している。これによりホームシェアの実現化方策を考える上で必要な基本的枠組みを明確に
する。
第 3 章では国内の事例として、ホームシェアに取り組んでいる NPO 法人ハートウォーミング
ハウスを中心に調査を行った。これにより国内のホームシェア事情を把握することができた。日
本におけるホームシェアは実例が極めて少なく歴史も浅いため、いまだ浸透しているとは言えな
い。さらに関連研究として東北工業大学新井研究室の調査結果も参照し、東京と仙台における一
般住民と学生の意向を窺うことができた。前向きな関心を示した回答者の割合は決して高くはな
いが、一定の需要があることは確かである。
第 4 章では、本研究のフィールドである福井県福井市の福井大学文京キャンパス周辺を対象と
して、異世代ホームシェアの需要や評価を把握するため、同キャンパス周辺の戸建て住宅住民と
福井大学生の双方に対してアンケート調査を行った。この調査より、需要の有無、住民と学生と
の意識のズレ、疑問点や不安を感じる点を把握することができた。ホームシェアについては住民
の 3 割、学生の 6 割が関心を示した。したがって双方に一定の需要はあるものと考えられる。そ
の一方で双方の意識のズレも見られ、大きなズレが見られた項目として①門限、②食事、③地域
活動が挙げられた。こんご、ホームシェアを実現するには、両者の生活リズムの違いを前もって
確認し、必要に応じて明確なルールにしておくことが必要と考えられる。また、ホームシェアに
ついてよく理解できてないことに起因する疑問や不安を挙げる回答も多く、ホームシェアにいて
の周知・広報を充実させつつ、具体的な実践例を紹介することも重要と考えられる。
第 5 章では、先進事例調査やアンケート調査の結果に基づき、ホームシェアを行うための手順
の整理と、憲章や住まい方のルールなど必要な文書類を作成した。その上で、ホームシェア実現
のためには①手順、②憲章、③ルールのチェックリスト、④契約の 4 項目の検証が特に重要な課
題であると考え、その検証のために「おためし居住」
（居住実験）と関係者懇談会を行った。
おためし居住により、①手順の合理化、②憲章の有効性、③ルールのチェックリストに追加す
べき項目のあること等が明らかになった。とくに食事・食品関係のルールは事前に確認しておく
必要がある。また生活リズムの違いについては、当事者どうしが毎日の予定を朝のうちに伝えて
おくことで折り合いをつけられた。次に、関係者懇談会を通じて、①手順のうち高齢者宅に訪問
する際は民生委員を同伴した方がよいこと、②憲章については家賃の上限を定めておいたほうが
よいこと、③ルールのチェックリストについては食事関係のルールを明確にしておいたほうがよ
いこと、④契約書については短期居住に適した保険と保証人（保護者）の確認も盛り込んだほう
がよいこと、等が指摘された。以上のように、ホームシェアの実現に向けた課題の抽出を進める
ことができた。
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第 6 章は結論として以上の内容をまとめた上で、こんごの実現化に向けて検討すべき課題とし
て、①パートナーシップによる実施体制づくりと② ホームシェア浸透のための広報の重要性を挙
げている。①については、これから継続的に実施するためには地元との関わりが密な人物や団体
との協同体制を構築することが必要と考えられることと、今年度よりも長期のおためし居住を数
件実施して実施体制づくりと課題の洗い出しを進める必要のあることを述べた。②については、
今年度実施した住民と学生によるワークショップではホームシェアについての理解が十分でない
ことが確かめられたことから、公民館や民生委員の協力を得てホームシェア事業についての説明
を重ねるとともに、チラシやホームページ等の制作を進め広報に力を入れることとした。
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第 1 章 はじめに
1-1 研究の背景
近年の人口高齢化や世帯縮小期の世帯増に伴い、高齢の単身世帯や夫婦世帯が増えてきている。
福井県および福井市の高齢化率は全国値をやや上回っており、この先も高い値で推移することが
予測されている（図 1-1-1）
。
また、福井県の家族型の推移をみると（図 1-1-2）、単独世帯の増加が見込まれ、夫婦世帯はほ
ぼ横ばい、そしてその他の家族型の割合は徐々に低下していくものと推測される。
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図 1-1-1 福井県および福井市の高齢化予測
（国立社会保障・人口問題研究所推計値より作成）
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図 1-1-2 福井県の家族型別世帯構成率の予測
（国立社会保障・人口問題研究所推計値より作成）
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2030年

こうした人口の高齢化と小規模世帯の増加は、結果として住宅ミスマッチを生じさせる。
福井県の持ち家に住む世帯の割合は全体の 76.2％、福井市では 67.4％と高い（平成 22 年度国
勢調査より）。そこで福井県の持ち家世帯の家族型と住宅の延べ面積の関係を図 1-1-3(a)に、そ
のうち世帯主年齢 65 歳以上の世帯について図 1-1-3(b)に示す。全体として世帯規模が大きいほ
ど広い住宅に住む世帯の割合が高いものの、単独世帯で 150 ㎡以上の住宅に住む世帯の割合も全
体で 2 割強、65 歳以上では 3 割を占める。夫婦のみ世帯の場合はその割合がさらに高く 4 割を占
めている。一方、福井市の場合も（図 1-1-4(a)、図 1-1-4(b)）同様のことが言え、単独世帯の 2
割強、夫婦のみ世帯の 4 割が 150 ㎡以上の住宅に住んでいることがわかる。
このように、福井の持ち家では世帯規模と住宅規模の間にミスマッチが生じている。
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図 1-1-4(a) 福井市の持ち家世帯の家族型と
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図 1-1-3(b) 福井県の持ち家世帯の家族型と

図 1-1-4(b) 福井市の持ち家世帯の家族型と

住宅規模の関係（世帯主 65 歳以上のみ）
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以上のように福井県および福井市の持ち家では広い住宅に少人数で暮らす世帯が多いことを述
べたが、ここで本研究が主なフィールドとする福井市における空き室の状況を見てみる。
住宅の所有関係別に 1 住宅当たりの空き室数を算出すると図 1-1-5 のようになる。なお、1 住
宅当たりの空き室数は以下の計算による。
1 住宅当たり空き室数＝居室数－世帯人員－1
図 1-1-5 によると、借家は空き室がないのに対し、持ち家は空き室が多く生じている。とくに
一戸建てはもっとも多く、平均 2.5 室の空き室がある。
次に、住宅の建築時期別の 1 住宅当たり空き室数を図 1-1-6 にみると、建築時期が古いほど空
き室数も多いことが明らかである。
つまり、持ち家に住む世帯の割合が高い福井における住宅のミスマッチとは、主に、持ち家に
少人数世帯が居住する場合に空き室が生じていることであり、とくに一戸建ての古い住宅の場合
にその傾向が強い。
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１住宅当たり空き室数

図 1-1-5 福井市の住宅所有関係別にみた空き室数
（平成 20 年住宅・土地統計調査より作成）
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図 1-1-6 福井市の住宅建築時期別にみた空き室数
（平成 20 年住宅・土地統計調査より作成）
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1-2 研究の目的と方法
1-2-1 研究の目的
以上の背景のもと、本研究は次のような最終目的を設定する。すなわち、高齢者世帯が居住す
る住宅の空き部屋を新たに学生の住まいとして活用し、それによって一方では高齢者の見守りと
生活支援効果を生みつつ、他方では学生の孤立解消をはかり、相互の経済的負担を軽減させる「新
たな下宿」＝異世代の「ホームシェア」事業の計画と関係主体の体制づくり、および実践である。
これは既存住宅ストックの有効活用につながるだけでなく、学生を地域住民に溶け込ませるこ
とによって多様な住民によるコミュニティの形成に寄与し、これをもって地域の活性化と安心・
安全の地域づくりに資するものである。
しかしながら、このような最終目的は短期間で実現できるものではない。そこで今年度は、次
年度以降に具体的な事業化をはかるための土台として、次のような目的を設定する。
第一に、先行事例の調査を行い、それに基づいてホームシェア事業の実現に必要な条件を整理
する。第二に、本研究の主たるフィールドを福井県福井市の福井大学文京キャンパス周辺とし、
地域住民と大学生を対象としたアンケート調査を行うことにより需要実態を把握する。第三に、
福井県社会福祉協議会など関係者による懇談会を開催し、事業計画案について検討する。これと
並行して、第四に、事業に関心のある住民（高齢の住宅所有者）と大学生による居住実験を一定
期間実施し、課題抽出を行う。
1-2-2 既往研究に対する本研究の位置づけ
本研究と関連が深い主な既往研究を表 1-2-1 にまとめる。
宮原はアメリカでは広く行われているホームシェアを仲介する団体を対象として調査を行い、
その実態と効果について検証している。一方、国内では、わずかではあるがホームシェアにかん
する研究が始まっている。園原らは東京都世田谷区内をフィールドとして、空き室のある住宅を
所有するオーナーと住まいを求める若い人との橋渡しをすることを目的としてホームシェアにつ
いての調査を行い、居住実験を行うことでホームシェアを行う上での具体的条件を検証している。
さらに、これに基づき園原は NPO 法人ハートウォーミングハウス代表としてホームシェア 1 件
を実現させている。
地方都市における展開はほとんどないが、兼平ら東北工業大学新井研究室では、仙台市をフィ
ールドとして地域住民と大学生のホームシェアにかんするニーズ調査を行い、ホームシェアの成
立要因と課題の把握を行っている。
これら既往研究に対する本研究の位置づけは次のようになる。まず、①国内の先行例は首都圏
または地方中核都市が対象であり、本研究がフィールドとする福井市のような小規模地方都市を
対象とした例はない。②海外事例について、パリソリデール等フランスの事例を対象とした調査
も行われていない。さらに本研究は、③地元関係者とのネットワークづくりなど実現に向けた体
制づくり、環境づくりをも含めた実践的研究である。
以上の点より、本研究には独自の意義があると言える。
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表 1-2-1 既往研究の概要
ホームシェアプログラムによる
アメリカにおける非血縁・異世代
論文名

戸建て住宅の空き家活用方策とし
高齢者世帯の部屋ストックの

間シェア居住

てのホームシェアの可能性
活用について

著

者

宮原真美子

園原一代、木村直紀、奈良明彦

掲載誌

住宅 59(11)

住宅 59(11)

兼平雅俊、杉田良太、新井信幸
日本建築学会大会学術講演梗概集
（東海）

発表年

目

的

方

法

主な結論

2010 年

2010 年

これから確実に増加すると見
られる 1 人暮らし高齢者の生
活のあり方を、アメリカで行わ
れている住宅で異世代間シェ
ア居住である”ホームシェア”
から探り、その方向性を示唆す
る

世田谷区内で空き室のある住
宅を持つオーナーと、世田谷に
住みたい若い人との橋渡しを
実施することを目的に、オーナ
ー参加型のホームシェアのあ
り方について調査研究を行い、
具体的な展開方法について検
討する

2012 年

高齢化が進行する地方中核都
市の大学周辺住宅地における
高齢戸建て世帯・大学生のシェ
ア居住ニーズの把握を通じて、
①異世代間シェアのマッチン
グに係る成立要因と課題の把
握、②ストック活用方策として
のホームシェアの意義を考察
する
アメリカのホームシェア仲介 戸建て住宅のオーナーの協力 ①ホームシェアならびにシェ
団体 HIP Housing を対象とし、 のもと、実際にホームシェア居 ア居住等の運営を行う団体に
①HIP Housing が行ったアン 住実験を行い、以下の点に挙げ 対するヒアリング調査及び文
ケート調査（2006 年のホーム られる必要な検討項目の整理 献による事例考察、②ホームシ
シェアのマッチングデータ）に とホームシェアの可能性を検 ェアと住まいに対するニーズ
よるシェア居住者の生活実態 証する。
把握のためのアンケート及び
分析、②ヒアリング・実測調査 ①詳細かつ具体的ホームシェ 簡易ヒアリング調査、③高齢戸
によるシェア居住の実態分析 アプログラムでの生活実態の 建て世帯における世帯構成の
の二つの調査を行った
把握、②ホームシェアプログラ 変遷と部屋ストックが生じる
ムにおける住宅内での問題抽 過程との関係、およびホームシ
出、物理的側面での課題、改修 ェアに対する関心・意向把握の
等の必要性の検討
ためのヒアリング
ホームシェアを、在宅で個人の ホームシェア居住実験の参加 ①世帯により既存間取りに対
生活を継続しながら入居者と 者から、概ね肯定的な評価を得 する簡易的なリフォームを通
の交流など他者との関わりも ることができた。一方でライフ じた住環境改善が必要となる
可能、また、一つ屋根の下で暮 スタイルの相違や、共同生活に こと、②シェアコーディネート
らす中で何らかの安心や安全 求める交流の頻度に相違があ 主体によるシェアの理解醸成
を得ることが可能であること り、意識の調整が必要であると のための勉強会ならびに体験
を把握した。
考えている。今回のシェア居住 入居の実施によるマッチング
他にも、家族縮小期における は短期的な実験であったため、 サポート、③世帯主と大学生に
住宅の活用方法としての側面 今後は、長期間の場合の課題の よる個別のルールの設定及び
も持ち、維持管理、個人の資産 検討も必要である。
それらの書面化と保存がマッ
としての価値の向上につなが
チングの要件として挙げられ
る可能性があるのではないか
る。
と考察する。
また、①戸建て世帯主所有の
空間ストックの有効活用の方
法としての可能性に加え、②相
互の「見守り合う関係」の構築
が見込まれること、③地域社会
のなかでの信頼関係の生成に
よる「まちの活性化」につなが
ることがホームシェア実践の
意義として考えられる。
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1-3 ホームシェアの定義
近年、シェア居住が大都市圏を中心として増加しつつあり、
「ルームシェア」や「シェアハウス」
等の呼称はマスメディアでも広く用いられるようになっている。しかし、その明確な定義や区別
について確定的なものはない。
そこで本研究では、
「家主が所有する住宅の空き室を他者が借り、家主と生活の一部を共同で行
う（＝シェアする）住まい方」のことを「ホームシェア」と呼ぶ。
福井市でも 20 年ほど前までは大学生の住まいといえば「下宿」や「間借り」が主流で、住居費
を抑えつつ同年代の学生や大家さんとの人間関係を持ちながら学生生活を送ることが当たり前で
あった。しかし、こうした住まい方は次第に姿を消し、今日ではほとんど見かけなくなった。
ホームシェアはかつての「下宿」や「間借り」に近い仕組みであるが、以下の点を特徴とする
ものと考える。
(1) 自立した人どうしが平等な立場で緩やかな共同生活を営む
(2) 下宿業として経営されたことのない一般の世帯が大学生とつながる機会を創出する
(3) 双方が合意したルールに基づき日常生活の中で支え合う
(4) 降雪期のみなど 1～3 ヵ月程度の短期居住も可能にする
つまり、かつての下宿は一義的には「業」として「学生の世話をする」
「学生を店子として置く」
ことであったのに対して、ホームシェアは共同生活という「住まい方」を目的として「ともに支
え合う」
「シェアメイトと共に生活する」ことに重きを置く。
とくに本研究は地方都市である福井を対象とするため、住宅は「一戸建ての持ち家」を主な対
象とし、ホームシェアを行う主な対象者を「家主＝高齢者」と「借り手＝学生」の異世代による
ものと想定している。
ホームシェアの対象者（対象住宅）は、将来的には拡大することも考えられるが、実現化方策
を確立するにはターゲットをある程度絞ったほうが課題を明確化しやすいため、当面は家主であ
る高齢者と学生を主たる対象者として維持することとしている。
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1-4 研究の流れ
今回行った研究の流れは表 1-4 に示す通りである。大きく分けて調査期間の前半では資料収集、
文献調査、先進事例調査を行い、後半はアンケート調査とおためし居住を中心に実証的な調査、
検証を行った。
表 1-4 研究の流れ
先進事例調査
日付

文献調査

先進事例調査

アンケート
おためし居住

国内
2012 年 6 月

家主希望者へ

関係者懇談会
フランス

のヒアリング

調査

文献、イン
ターネット

2012 年 7 月

2012 年 8 月

による情報

事前の聞き

収集等

取りと参加
要請
アポイント

2012 年 9 月

ナウい

メント等

ＨＷＨ
2012 年 10 月
調査実施
2012 年 11 月

第一回

調査シート

分析

文書類の作
作成等
戸別訪問

2012 年 12 月

成等
調査実施

集計と分析
2013 年 1 月
第二回

ＷＳ

実施

2013 年 2 月
分析
2013 年 3 月

第三回
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第 2 章 フランスの事例調査
2-1 調査の概要
欧米ではシェア居住は広く浸透している。その中でもフランスでは異世代ホームシェアの取り
組みが進んでおり、日本でもその様子はマスメディアを通して紹介されているほか、日本から現
地へ視察団も訪れている。
そこで今回、ホームシェアを実現する仕組みを学ぶため、フランスで異世代ホームシェアのた
めの高齢者と若者のマッチングを行っている団体を対象としてヒアリング調査を行った。ヒアリ
ングの主な項目については表 2-1-1 に、対象団体について表 2-1-2 および図 2-1-1 に示す。な
お訪問時（2012 年 10 月）のユーロの相場は 1 ユーロ＝102.5 円である。
今回調査対象とした 7 団体（表 2-1(2)）中 6 団体がアソシアシオン association である。なお、
アソシアシオンとは日本で言う社団法人ないし NPO 法人に近い非営利団体である。
アソシアシオン 6 団体は異世代ホームシェアを行うために創立された団体であるが、トゥーロ
ンの PACT は性格を異にする。PACT は日本の公団や公社に似た性格の組織で、住宅•都市開発事
業、コンサルティング、不動産管理などを行う民間の会社組織である。その組織の一部門に異世
代ホームシェアを実施する部門を設けている。ただしホームシェア事業については非営利で行っ
ている。
また、今回の調査は COSI ネットワークに加入している団体を主な対象としているが（7 団体
中 6 団体）
、これはパリの Le Pari Solidaire を中心とする連絡組織である。一方、COSI とは別
の系統で同様のホームシェアを行うネットワークも存在し、それが ensemble2generations であ
る。この ensemble2generations は COSI ネットワークとは完全に別の系統で独自のネットワー
クを築いている。今回の調査では、その本部にあたるパリの 1 団体にヒアリングした。
次節ではヒアリングを実施した順に各団体の取り組みについて述べる。
表 2-1-1 ヒアリング項目
Ⅰ．団体について

(1) 創立のきっかけ

(2) 団体の人数、バックグラウンド

(3) 役割・担当について
Ⅱ．利用状況について

(1) 登録者数 (2) マッチング数 (3) 運営の流れ

Ⅲ．お金の流れについて

(1) 家賃

Ⅳ．外部のとのつながり

(1) 広報について (2) COSI ネットワーク内の位置

(2) 登録費・年会費 (3) 収支

(4) 改修費

(3) 行政とのつながり (4) 教育機関とのつながり
Ⅴ．こんごの課題・問題点

(1) こんごの課題・問題点

Ⅵ．その他
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表 2-1-2 ヒアリング対象団体の概要
団体名
①

ensemble2generations

都市名
パリ

日時
平成 24 年 10 月 15 日(月)

場所
16 rue Raymond Poincare 78220 Viroflay

14:00～15:30
②

Nante’s Renoue

ナント

平成 24 年 10 月 17 日(水)

rue de l’Héronnière 44200 Nantes

14:00～16:15
③

LIEN

カン

平成 24 年 10 月 19 日(金)

LIEN.batiment F. Odyssée. 4 avenue de

17:00～18:30

cambridge. 14 200 HEROUVILLE
SAINT CLAIR.

④

At Home Crochus

オルレアン

平成 24 年 10 月 20 日(土)

2 Avenue de Paris 45000 Orléans

14:00～15:30
⑤

⑥

⑦

Le Pari SolidaireLyon

PACT

Le Pari Solidaire

リヨン

トゥーロン

パリ

平成 24 年 10 月 22 日（月）

Mairie du 9ème arrondissement

10:00～11:15

Place du Marché

平成 24 年 10 月 23 日(水)

526 av. de Lattre de Tassigny 83000

10:00～11:30

Toulon

平成 24 年 10 月 24 日(木)

6 rue duchefdelaville 75013 Paris

11:00～13:00

図 2-1-1 ヒアリング対象団体の所在地
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69009 Lyon

2-2 各団体の調査結果
本節の記述は各団体へのヒアリングに基づいて構成する。

① ensemble2generations
Ⅰ．団体について
ensemble2generations の代表 Typhaine
de PENFFNTENYO 氏にヒアリングを行っ
た。今回の調査対象とした団体のうち、この
ensemble2generations は COSI ネットワー
クとは別の、独自のネットワークを築いてい
る団体である。このネットワークに属してい
る団体は ensemble2generations の名称を統
一して用いており、この名称のブランド化を
目指している。また、この団体は契約とアフ
ターケアには携わっておらず、マッチングのみという点が COSI ネットワークの団体とは異なる。
(1)創立のきっかけ
2005 年に代表の Typhaine de PENFFNTENYO 氏が創立した。創立のきっかけは 2003 年のパ
リの猛暑で、一人暮らしの高齢者が大勢亡くなった際に、それまでの人を寄せ付けない暮らしか
ら、交流のある暮らしへ、高齢者のメンタリティを変えなければならないと考えたからである。
また、この事業を行うことで、高齢者の健康寿命を延ばすことを目指している。
(2)団体の人数、バックグラウンド
有給スタッフの人数は 7 名で、全てイル・ド・フランス圏内で活動している。無給ボランティ
アの人数は 15 名である。イル・ド・フランス圏外の関係者は今のところ全て無給ボランティアで
ある。また、ensemble2generations では無給ボランティアから有給スタッフへの昇格制度を設け
ている。参加者は主婦や退職者を中心に様々である。
イル・ド・フランス圏内のスタッフとボランティアは月に 1 回ミーティングを行っている。イ
ル・ド・フランス圏外のボランティアは 3 カ月に 1 回ミーティングを行う。また、全員で年 1 回
の研修を行うようにしている。
その他に、必要に応じて映像関係や法律関係のボランティアをお願いしている。フランスでは、
ボランティアをして当たり前という文化があるので、必要な知識や技術をもったボランティアを
見つけるのは難しくない。
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(3)役割・担当について
7 名の有給スタッフと 15 名の無給ボランティアの全員が、1 人で登録から高齢者への訪問・指
導、マッチングまでを一貫して担当する。代表の de PENFFNTENYO 氏が築き上げたマッチン
グのノウハウを 1 人 1 人に伝授していく方法で ensemble2generations のネットワークを築いて
きた。地域ごとに担当者を分けており、1 人につき最高 60 件（120 人）担当するようにしている。
Ⅱ．利用状況について
(1)登録者数
詳細な数は教えていただけなかったが、基本的には毎年、若者の登録者数のほうが高齢者の登
録者数を超えているとのことである。ただし、2011 年 9 月～2012 年 8 月の期間は高齢者の登録
者数のほうが多かった。高齢者の広報により力をいれた成果がみられたようであった。
(2)マッチング数
創立（2005 年）以来、イル・ド・フランス圏内で約 1000 件のマッチングの実績がある。イル・
ド・フランス圏外ではランスで 15 件（2 年間で）のマッチング数がある。スピードを重視してお
り、創立初年度で 40 件を目指した。
（イル・ド・フランス圏外は 3~4 年で 60 件ほど。
）
(3)運営の流れ
登録用紙を作成することで登録となる。マッチングは担当のスタッフ（又はボランティア）が
自分の経験やお互いの趣味等を重視して組み合わせを決めている。また、その際に 1 人の高齢者
に 3 人の若者を用意するようにしている。マッチングはその場で決まることもあれば、2 週間か
けることもある。基本的にはスピードを重視しているので、早く組み合わせを決めるようにして
いる。
Ⅲ．お金の流れについて
(1)家賃
3 パターン設けており、それぞれルールを設けている。
①無料：基本的には毎晩在宅していなければならないが、1 年のうち 3 週間と、1 か月に 1 回の
週末は在宅しなくてもかまわない。
②一部負担：光熱費程度の支払いをする。1 週間に 1 回、簡単な交流を行う（映画を見る等）
③相場の 3 割負担：特に規制はなく、忙しい学生向きである。
高齢者は行ってもらいたいサービスを選べ、①と②では選べる項目が違う。今までのマッチン
グの割合は、①が 35％、②が 35％、③が 30％である。
(2)登録費・年会費
登録費は高齢者が 40 ユーロ、若者が 10 ユーロである。
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年会費は家賃のパターンによって変えている。①と②の場合、高齢者は 280 ユーロ、若者は 390
ユーロである。③の場合、高齢者は 120 ユーロ、若者は 250 ユーロである。
(3)収支
収入は全体の 40％が市議会等からの補助金で、残りの 60％は会費で補っている。
支出は人件費と広告費である。ホームオフィスのため事務所の賃貸料はかからない。
(4)改修費
改修を行う家はほとんどない。ただし家主である高齢者の負担でヒーターを取り付けたケース
はあった。
Ⅳ．外部のとのつながり
(1)広報について
パンフレットや、新聞、テレビ、インターネット等で広報を行っている。最初は高齢者の住宅
を回って説明することに力を入れていた。高齢者は、最初は慎重な態度を示すので、事業の良さ
の説明を重視した。
(2)COSI ネットワーク内の位置
COSI ネットワークとは別のネットワークのため、つながりは全くない。
(3)行政とのつながり
区役所のホームページにリンクを貼らせてもらっている。
(4)教育機関とのつながり
学生課のホームページにリンクを貼らせてもらっている。こんごは学生向けのイベントでブー
スを設ける等の活動を広げたい。
Ⅴ．こんごの課題・問題点
若者が問題を起こしたケースはない。高齢者にかんしては、鬱傾向が強い方に苦労している。
Ⅵ．その他
フランスでも、高齢者はやはり最初は他人と暮らすことに抵抗がある。しかし、若者との暮ら
しを行うことで、一人で暮らしていた時よりも生活に刺激が出て生き生きと暮らすようになって
いる。この事業を利用した高齢者の意識に変化が見られることを実感している。
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② Nante’s Renoue
Ⅰ．団体について
代表の Erwan Quenere 氏にヒアリングを
行った。この団体は COSI ネットワークの中
でも Le Pari Solidaire に次いで設立された
比較的古い団体であり、Erwan Quenere 氏
は COSI ネットワークの立ち上げにも関わっ
ている。
Erwan Quenere 氏は、
「ただ部屋を借りる
だけという考えではなく、共同生活というこ
とを双方にしっかり理解してもらう」ように
している。それゆえに、面接の際も組み合わせを選ぶ際も人間性を一番重視して活動している。
(1)創立のきっかけ
2005 年に代表の Erwan Quenere 氏が創立した。きっかけは 2004 年に見た Le Pari Solidaire
のルポタージュで、Le Pari Solidaire の活動に共感し、銀行員を辞め、勉強を始め、団体を起こ
した。高齢者には自分の家で出来るだけ長く元気に暮らしてもらいたい、また、高齢者と若者双
方の孤立を防ぎ、安心感を与え、他者との関係づくりの力を伸ばしてもらいたい、という思いで
始めた。
(2)団体の人数、バックグラウンド
名目上のスタッフが 3 名ほどいるが、実質的には Erwan Quenere 氏が 1 人ですべての業務を
こなしている。ボランティアは 5～8 人いる。Nante’s Renoue の紹介でホームシェアを行ってい
る高齢者や若者も、人手が要るときは助けてくれる。また、困った時は実業家の知人からアドバ
イスをもらっている。
(3)役割・担当について
マッチング・契約・会計・広報等、全て Erwan Quenere 氏が行っている。マッチング数が 50
件を超えるようであればスタッフを増やしたいと思っている。
Ⅱ．利用状況について
(1)登録者数
高齢者の登録者数は約 140 人である。高齢者の定義は 50 歳以上で、障がい者も含まれる。
若者の登録者数は約 1000 人である。なお、若者の定義は 18~40 歳で、申し込みは高齢者の 10
倍ある。
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(2)マッチング数
2005 年 9 月の設立から 2012 年 3 月までの累計で若者 227 人と高齢者 128 人。現在は若者 42
人と高齢者 38 人である。
(3)運営の流れ
高齢者から問い合わせがあるとスタッフ（Erwan Quenere 氏）が要望の聞き取りに高齢者宅を
訪問し、その場で登録用紙に記入して登録者とする。その後、高齢者宅で高齢者、若者、スタッ
フの 3 者でマッチングを行う。対面してから最低でも一日空けてから正式な決定をしてもらう。
その後、契約を結び、若者が入居する。入居後 2 か月間は週に 1 回電話でアフターケアを行う。
若者は登録用紙に記入し Nante’s Renoue 宛てに送る。その内容をスタッフが確認し、不明な
点をメール等で質問した上で登録用紙を完成させる。登録用紙が完成した者は全員面接を行う。
その後、契約までの流れは高齢者と同じである。申込用紙が正しく記入してある場合、申し込み
からマッチングまで大体 1 月程度である。月に 1 回、若者の利用者どうしの集会を行っている。
Ⅲ．お金の流れについて
(1)家賃
2 パターン設けている。支払いは小切手で行う。
①無料：基本的には毎晩在宅しなければならないが、2 週間に 1 回の週末は在宅しなくても良い。
②有料：20~150 ユーロで平均 70 ユーロ（光熱費程度）である。価格の明瞭な基準はなく、基本
的にはスタッフが若者の自由度と、家の状態を考慮して提案するようにしている。平日は基本的
には毎晩在宅しなくてはならない。
今までのマッチングの割合は、①が 60％、②が 40％である。
※この地域の一般的な家賃は 1 部屋 280～300 ユーロ/月で、ワンルームアパートの場合 450 ユーロ/月である。

(2)登録費・年会費
登録費は高齢者が 30 ユーロ、若者が 20 ユーロである。
年会費は家賃のパターンによって変えている。①の場合、高齢者は 200 ユーロ、若者は 250 ユ
ーロである。②の場合、高齢者は 200 ユーロ、若者も 200 ユーロである。
団体としては 1 年で約 2 万 4000 ユーロの収入になっている。
(3)収支
収入の 52％は登録費・年会費や寄付などで、残りは EU、県、地域、国、鉄道会社（SNCF）
等からの補助金である。
支出は人件費、コミュニケーション費、イベント代、事務所の賃貸料等である。
(4)改修費
改修を行う住宅はごく少数である。高齢者負担で浴室を改装した事例はある。インターネット
の設備がある住宅の割合は 25％で、残りの住宅の場合は若者が自分で用意しなければならない。
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Ⅳ．外部のとのつながり
(1)広報について
高齢者が団体を知るきっかけとして多いのは新聞、口コミである。高齢者への広報には特に力
を入れている。若者が団体を知るきっかけとして多いのはインターネットである。クリスマスに
イベントを行い活動の周知に努めている。
(2)COSI ネットワーク内の位置
他の団体と同様に、COSI ネットワークの憲章とは別に独自の細かい憲章をつくっており、
COSI ネットワークの憲章と、独自の憲章の両方にサインをしてもらうようにしている。
COSI ネットワークのフランス北西地域の代表をしているので、担当地域の団体へのアドバイ
スや、新しく始める団体への継続の判断を行う。継続の判断とは、基本的には誰でも新規で COSI
ネットワークの一員として事業を始めることができるが、1 年間様子を見て、上手くいっていな
い団体は外すようにしている。
(3)行政とのつながり
広報誌に載せてもらっているが、問い合わせは少ない。
(4)教育機関とのつながり
全く関わりをもっていない。
Ⅴ．こんごの課題・問題点
若者は 5 人面接して 1 人しか住宅を見つけられない。その主な原因は、本人の意思に関係なく
両親が問い合わせてくる場合が多いことが挙げられる。また、高齢者は 2 人に１人しか若者を得
られない。高齢者の場合の主な原因は、本人の意思に関係なく子どもが問い合わせてくる場合が
あったり、若者を頼りにし過ぎている場合があったりすることが挙げられる。目的はあくまでメ
ンタル的なサポートで、お互いに世話をしてもらうという考えは絶対にあってはならないので、
特に気をつけている。
Ⅵ．その他
Nante’s Renoue は当事者の家族（高齢者の子ら）からの問い合わせが多いのが特徴である。
また住宅の条件として、①個室があること、②有る程度の広さがあること（10 平方以上）、③
清潔であること、④公共交通機関への利便性が良いこと、⑤棚等の設備があること等がある。
他にも、女性の高齢者で、最初は女子学生を希望していたが条件の合う男子学生がいたのでマ
ッチングしてみたら上手くいったというケースがあった。現在では週に 1 回その男子学生と買い
物に行くことをとても楽しみにしているとのことであった。
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③ LIEN
Ⅰ．団体について
担当の Caroline Leblanc 氏にヒアリングを行った。この
団体はアルテルナンス※を実施する研修センターとの結び
付きが強いのが一番の特徴である。
他の団体は一つの都市を拠点として活動しているが、この
団体はノルマンディ地方（カルヴァドス県、マンシュ県、オ
ルヌ県）の範囲で活動をしている。内訳は、カルヴァドス県
87％（カン市 33％、郊外 22％、更に郊外 32％）マンシュ
県 7％、オルヌ県 7％である。
(1)創立のきっかけ
2007 年創立。創立者は研修センターの関係者で、アルテ
ルナンスのためにもパリで始まっていたこの事業が特に必
要だと考えたことがきっかけである。それまでアルテルナン
ス利用者は会社周辺と学校周辺で部屋を借りるため二重の家賃がかかってしまっていた。LIEN
の所在地のカルヴァドス県カン市はアルテルナンス利用者が特に多い地区であった。
※アルテルナンス <alternance>
アルテルナンスは、フランスでも若者の就職難が深刻化している中で、卒業時に実地経験があり、すぐに戦
力となる学生を創り出そうという目的から国によって設置された。学業を終えていない若者が企業で経験をつ
みながら修業することを可能にした制度で、多くの学校・学部が導入している。日本のインターンシップとは
異なり、アルテルナンスは学業と実地体験の両立をより可能にし、より柔軟にした制度といえる。様々な形態
があり、たとえば 3 週間通学して次の 2 週間は通勤するというような形で通勤と通学を両立させる。相手先企
業は受け入れてくれるところならどこでもかまわないので、学生は自分が行きたい企業があれば自ら依頼し、
許可が出ればアルテルナンスを利用することができる。企業内では休暇等は普通の社員と同等に扱われ、給与
については状況により最低賃金の 25％から 78％が支払われることが国によって決められている。
参照元：コクボコミュニケーション HP（http://www.kokubo-co.net/Pages/universityandgrandecole.aspx）

(2)団体の人数、バックグラウンド
全体の人数は 19 名で、その内スタッフが 4 名、ボランティア理事が 15 名いる。ただしスタッ
フ 4 名のうち、
ヒアリングに応じてくれた Caroline Leblanc 氏以外はアルテルナンスの一環で（研
修として）来ている人が 3 名である。したがって事実上は Caroline Leblanc 氏が 1 人で作業全般
を担っている。
Caroline Leblanc 氏は大学で福祉関係、社会問題について学び、一度は高校の教師として働い
たが、大学で学んだことを生かしたいと思いこの活動に携わることになった。Caroline Leblanc
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氏自身が大学時代に祖母と暮らしていて、その経験から学んだことがたくさんあり、活動に強く
共感したこともきっかけの一つである。
またボランティア理事の 15 名は研修センターの学長や教授、ほかに商業関係者や、建築関係者
など多岐にわたっている。
(3)役割・担当について
スタッフ 4 名の内 3 名の研修生は補助作業をするだけで、実質的に Caroline Leblanc 氏が 1 人
でヒアリングやマッチング、広報、補助金の申請等、すべて取り仕切っている。
ボランティア理事 15 名には会長、会計、書記、副会長が含まれている。ボランティア理事は運
営方針を考えるためのメンバーであり実際の運営にはあまり関与しない。また、現在のボランテ
ィア理事は研修センターの関係者のみだが、希望があればホームシェア利用者でも参加できる。
運営方針も、全体を把握している Caroline Leblanc 氏が提案し、ボランティア理事のメンバーか
ら意見をもらう形である。
Ⅱ．利用状況について
(1)登録者数
詳細な数は教えていただけなかったが、若者の登録者数は多く、高齢者の登録者数はそれより
も少ないとのことであった。
(2)マッチング数
累計 35 件の実績がある。現在は若者 34 名、高齢者 26 名である。Caroline Leblanc 氏 1 人で
担当するにはこの人数が限界とのことであった。
(3)運営の流れ
面接は、高齢者の場合は自宅まで出向いて行っている。若者は事務所まで来てもらい行ってい
る。面接の際は信用の置ける人物かどうかを特に重視している。
アフターケアは 1 カ月半に 1 回電話での確認を行い、1 年に 1 回は訪問するようにしている。
Ⅲ．お金の流れについて
(1)家賃
2 パターン設けており、値段はこちらが提案する。支払いは小切手で行いトレースを保管する。
①0~55 ユーロ：週末も一緒に過ごせる若者
②55~160 ユーロ：上記の規定なし
これまでのマッチングの割合は、①は 50％で高齢者の希望が多い。②も 50％で若者の希望が
多い。
※この地域の一般的な家賃は 17 平方で 400 ユーロ/月である。
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(2)登録費・年会費
登録費は、高齢者が 30 ユーロ、若者が 15 ユーロである。小切手でいただき、お互いの相手が
見つかるまで換金しない。
年会費については、高齢者は 150 ユーロの 1 種類のみである。一方、若者は家賃のパターンに
よって変えていて、①の場合は 250 ユーロ、②の場合は 200 ユーロである。
フランス語が話せる留学生は長い時間在宅できる場合が多く高齢者から好まれており、多くの
場合①が選ばれる。
(3)収支
収入は 75％が年金公庫や健康保険等からの補助金、および寄付である。申請のための事務作業
に苦労している。残りの 25％は年会費で賄っている。Caroline Leblanc 氏が着任する以前は大口
少数の補助金であったが、財源を安定させるため小口でも多くの収入源をつくった。そのため着
任当初は非常に大変であった。
主な支出は人件費、広告料、事務所の賃貸料等である。
(4)改修費
改修したケースはない。インターネットについては自己負担としている。
Ⅳ．外部のとのつながり
(1)広報について
ラジオ、新聞、地方紙等の多様なメディアを利用している。広報誌等には取材に来てもらって
いる。若い人は 2 人に 1 人がインターネットを見てメールや電話で問い合わせがある。高齢者へ
のアピールが大変で、年金公庫の担当者に相談している。
(2)COSI ネットワーク内の位置
COSI ネットワークに加入することで団体の周知につながっている。広報関係（パンフレット
の作成等）で助けてもらっている。
(3)行政とのつながり
カン市、カルヴァドス県、マンシュ県、オルヌ県から補助金をもらっている。良いアイディア
と認めてくれているし、補助金ももらっているがそれ以外の関係は何もない。
(4)教育機関とのつながり
大学ではなく研修センターとのつながりが深い。研修センターの進路相談の担当者が若者を斡
旋してくることもある。
Ⅴ．こんごの課題・問題点
マッチングの際の若者と高齢者のニーズのずれに苦労している。
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また、年会費だけでは運営できず、補助金に依存してしまっていることも課題である。資金集
めが一番大変で時間がかかっているのが現状である。
補助金の申請の際の方針として、一つの団体から大きな額をもらうのではなく、多くの団体か
ら少しずつ集めたいと考えている。一つの団体から補助金が打ち切られても全体が倒れないよう
にするためである。
Ⅵ．その他
住宅はタンス、机、ベッドが付いている個室があることが条件である。鍵は、男性高齢者と女
性の若者の際だけ気を使っているが、付け替えなどは義務ではない。
現在は市が所有している中小企業向けの事務所を集合させた建物に、賃貸料を払って事務所を
構えている（アソシアシオン向けの建物を希望したが空きがなかったため）
。
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④ At Home Crochus
Ⅰ．団体について
At Home Crochus の代表 Stéphanie Lumbreras 氏とボ
ランティア 1 名にヒアリングを行った。今回、調査を行っ
た 7 団体全て非営利目的ではあるが、この団体のみ有給ス
タッフが一人もいない。Stéphanie Lumbreras 氏いわく「儲
けではなく、人々の精神的安定や、よりよく生きるという
ことに重視している。
」
(1)創立のきっかけ
2009 年に代表の Stéphanie Lumbreras 氏が創立した。
主な創立のきっかけは 4 つある。それは、①経済危機によ
る家賃の値上がりが高齢化・孤立、離婚等の社会問題を深
刻化させるため。②At Home Crochus のあるオルレアン地
域は広い家が多く、若者が住めるところが少ないため。こ
の地域の約 2 万人の学生の内、CROUS（大学生協）で住宅を得られる学生は 1 割程度である。
そして、③カン市の LIEN と同じくアルテルナンスを利用している学生のため。④Stéphanie
Lumbreras 氏は若者の生活援助関係の仕事に携わっており、若者がこのような事業に携わること
で人間的に成長してもらいたいという思いがあったため。
(2)団体の人数
有給のスタッフはいない。ボランティアの人数は 10 人。他に運営のアドバイスをもらっている
方がいる。
(3)団体の人数、バックグラウンド
代表の Stéphanie Lumbreras 氏は若者の生活援助（住宅関係も含む）関係の仕事に携わってお
り、現在も現役である。2 人の書記の方の内 1 人はジャーナリストで高齢者に関する知識が豊富
な方であり、もう 1 人は法律関係と在宅介護に詳しい方である。会計の方は若者の住宅関係の仕
事をしており心理学に詳しい。その他に教育関係者等の様々な職種の方がおり、多くの方が現役
で働きながら At Home Crochus の活動に携わっている。
(4)役割・担当について
代表、会計、書記が決まっている。またマッチングは必ず 2 人で担当することにしている。

23

Ⅱ．利用状況について
(1)登録者数
2010 年 6 月から 2012 年 9 月までの累計で 78 人が登録し、うち 64 件を面談した。現在の高齢
者（40 歳以上）の登録者数は 12 人、若者（18～30 歳）は 32 人である。
(2)マッチング数
2010 年 6 月から 2012 年 9 月までの累計は 18 件で、現在は 12 件ある。1 件あたりの学生と高
齢者の人数は 1 対 1、1 対 2、2 対 1 等、様々なケースがある。
(3)運営の流れ
高齢者から連絡があるとスタッフがそのお宅を訪問し、資料の説明、住宅のチェック、登録等
の作業を行う。若者はインターネットから登録用紙を入手し、記入して提出する。その後、スタ
ッフと面接を行う。事務所がないので面接はカフェ等を用いることが多い。
その後は At Home Crochus の方で、個々の生活態度や趣味等を重視して組み合わせを決めてい
る。マッチングには At Home Crochus のスタッフはあえて立ち会わないことにしており、高齢者
と若者だけで顔合わせする。その場で決まることもある。その後、用意しているチェック項目を
用い、スタッフを交えた 3 者で一緒に細かいところまで詰めていく。契約の際は①若者の身元保
証人（両親）の確認、②写真を宣伝に使っても良いかどうかの了承、③高齢者の緊急の際の主治
医の電話番号等を若者に伝える、の 3 点を特に注意している。さらにアフターケアとして、高齢
者宅で 30 分程度の話し合いを行っている。
Ⅲ．お金の流れについて
(1)家賃
①無料と②有料の 2 パターン設けており、期間も 2 通りある（表 2-2-1）
。支払いは毎月先払い
で、小切手で行う。2011 年の割合は①は 9 件、②は 3 件である。
(2)登録費・年会費
登録費は高齢者が 30 ユーロ、若者が 10 ユーロである。
年会費については、高齢者と若者、1 年と 3 カ月、家賃の①無料と②有料というように細かく
設定している。表 2-2 1 に表す。
表 2-2-1

At Home Crochus の年会費

1年
高齢者

若者

3 か月

①無料：120 ユーロ（10 ユーロ/月）

①無料：30 ユーロ（10 ユーロ/月）

②有料：160 ユーロ（13.33 ユーロ/月）

②有料：30 ユーロ（10 ユーロ/月）

①無料：210 ユーロ（17.5 ユーロ/月）

①無料：50 ユーロ（16.5 ユーロ/月）

②有料：150 ユーロ（12.5 ユーロ/月）

②有料：30 ユーロ（10 ユーロ/月）
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(3)収支
収入は年会費と登録費のみで、1 年 2000 ユーロで活動している。団体を立ち上げる時だけ地元
の役所から 700 ユーロの補助金をもらったが、それ以降は補助金をもらっていない。
主な支出は、コミュニケーション代、ガソリン代、年 3 回の利用者を集めたパーティー代、広
報代、場所料である。その他には、専用のオフィスを持っていないため、ホームシェア希望者と
カフェで面会する際にはカフェ代がかかるのと、1 年 16 ユーロで使わせてもらっている知り合い
の事務所使用料である。
(4)改修費
高齢者の自己負担で浴室を改修した事例が 1 戸だけある。
Ⅳ．外部のとのつながり
(1)広報について
今のところインターネットや口コミの効果が大きい。9 月に At Home Crochus のあるオルレア
ン地域で活動する様々なアソシアシオンが集合する展示会に出展し、200 人に資料を渡すことが
できた。他にも様々なアソシアシオンの会合に参加して周知に努めている。ヒアリング調査の前
日は高齢者関係のアソシアシオンの会合に参加していた。
(2)COSI ネットワーク内の位置
比較的新しくできた団体である。立ち上げの際、COSI ネットワークで使っている資料を参考
に独自の資料をつくった。
(3)行政とのつながり
最初に役所から 700 ユーロもらった以外、つながりはない。
(4)教育機関とのつながり
地域の大学の CROUS（≒大学生協）と密に連絡をとっている。
Ⅴ．こんごの課題・問題点
現在は土台作りだととらえており、こんごはもっと伸ばしていきたいとの思いがある。もっと
多くの人に知ってもらえることができれば補助金も獲得できるようになるのではと考えている。
補助金を獲得できれば人件費も払えるようになり、正式に人を雇えると考えている。
Ⅵ．その他
1 年目は広報活動が主な活動だったが 2 年目以降マッチングできるようになった。
At Home Crochus 独自のシステムとして、プライベートガーデンのマッチングも行っている。
地域柄広いお屋敷も多いので、使ってない庭や畑を使いたい人に貸す仕組みで現在 8 件のマッチ
ングがある。借りる側も貸す側も登録費 10 ユーロ、年会費 15 ユーロで行っている。
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⑤ Le Parisolidaire Lyon
Ⅰ．団体について
Le Parisolidaire Lyon の代表 Corinne
BELOT 氏へヒアリング調査を行った。この
団体名にした理由は、Le Pari Solidaire はこ
の事業を最初に始めた団体であり、フランス
でもよく知られているので、分かりやすいと
考えたからである。
(1)創立のきっかけ
2005 年に代表の Corinne BELOT 氏が創
立した。Corinne BELOT 氏は以前、若者の支援・社会的サポート関係の仕事に就いており、若
者の事情には詳しかった。
主な創立のきっかけは、パリでのこの事業について知った Corinne BELOT 氏は、自分の住ん
でいる地域（リヨン）も大学町だが家賃が高くドミトリーが少ないために若者は住むところを探
すのが難しいこと、その一方で高齢者は家にいることが多いこと等を踏まえ、リヨンでもこの事
業が必要だと考えたことからである。
(2)団体の人数、バックグラウンド
スタッフは Corinne BELOT 氏 1 人で、ボランティアは 4、5 人いる。他にも簡単な手助けを
してくれる方はたくさんいる。Corinne BELOT 氏も最初の 2 年はボランティア（無給）だった
が、現在は多忙になり給与を得ることが出来ている。
(3)役割・担当について
Corinne BELOT 氏がほとんど 1 人で活動している。
Ⅱ．利用状況について
(1)登録者数
2011 年の新規の若者の登録者数は 22 名である。一方で高齢者は少なかった。その理由は、①
若者と住みたくないというメンタリティがあるから、②高齢者本人の意図と関係なく子供が問い
合わせてくるケースがあるから、③登録前に高齢者へのヒアリングを行い適しているか判断して
いるから、の 3 つが主に挙げられる。
(2)マッチング数
今までの累計は 150 件である。2010 年は 38 件、2011 年は 30 件である。高齢者と若者は 1 対
1 とは限らず様々なパターンがある。40 件のマッチングまでなら自分 1 人で対応可能である。
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(3)運営の流れ
高齢者の住宅は必ず訪問して生活の様子を見るようにしている。登録の際は双方に趣味や好き
なことを聞き、それをもとにマッチングを行う。マッチングは 48 時間以内で決めるようにしてい
る。アフターケアは、最初の 1 年間は電話での確認、訪問を行うようにしている。頻度は、最初
は毎月で、慣れてきたら 2 か月に 1 回である。双方のつながりを尊重するためにも、順次減らす
ようにしている。退去の際の確認も行っている。
Ⅲ．お金の流れについて
(1)家賃
2 パターン設けている。料金は高齢者と話し合って決める。その際はとくに住宅の立地が関係
してくる。
①無料：朝いること、夜間在宅していること、等条件がある。
②有料：150~300 ユーロで、平均 250 ユーロである。
これまでのマッチングの割合は①が 50％、②が 50％である。
(2)登録費・年会費
登録費は、高齢者・若者とも 20 ユーロである。
年会費も、高齢者・若者とも同じ価格で 30 ユーロである。ただし年会費を支払うのはマッチン
グ出来た方のみである。
(3)収支
収入は 50％が補助金である。主にリヨン市からもらっているが、他の方法も模索している。
主な支出は人件費で、他にコミュニケーション代、インターネット代、印刷代等がある。
(4)改修費
ほとんどの住宅が良い状態なので、改修はあまり行わない。ベッドを替える、インターネット
設備を整える等はあった。
Ⅳ．外部のとのつながり
(1)広報について
主な広報は、チラシ、ポスター、インターネットである。ほとんどの若者がインターネットを
見てくる。その他に、病院の先生や、カウンセラーに斡旋されてくる方もいる。若者は情報を得
やすいので、高齢者への広報に力を入れたいと考えている。
(2)COSI ネットワーク内の位置
COSI ネットワークの中でも早い時期から活動している団体で、COSI から経費を支給されてい
る 3 団体の中の 1 つである（残り 2 団体は Le Pari Solidaire と Nante’s Renoue）
。
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(3)行政とのつながり
補助金を頂いている。
(4)教育機関とのつながり
大学で広報してもらっており、時々大学から学生が紹介されて学生がくる。
Ⅴ．こんごの課題・問題点
こんごは補助金の獲得を増やして他の人も雇い、事業を拡大したいと考えている。
Ⅵ．その他
事業を始めたころはマッチング相手を見つけることが難しく、高齢者に「若者はメイドか？」
と聞かれたこともあり印象に残っている。安い家を求める若者はたくさんいるが、精神的なつな
がりを重視してマッチングを行っている。
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⑥ PACT
Ⅰ．団体について
PACT の Alain FARACHE 氏にヒアリン
グを行った。この団体の一番の特徴は、先述
の通り、他の団体がアソシアシオンであるの
に対し、PACT のみ民間の会社組織の一部門
で異世代ホームシェアのための高齢者と若
者のマッチングを行っている点である。
また、TPM（本節末に説明を記載）の強力
なバックアップの元で活動していて金銭面
での悩みがない点、宿泊協定※という独自の
考えで仕組みの運営をしている点、若者は学生に限る点等、他の団体と異なる点が多い。
※宿泊協定
共同して生きていくという理念を広げることを重視している。賃貸法にひっかからない宿泊協定を新たにつくり、定義し
ている。「どんな人でも宿泊できる」ようにつくられており、3 部構成である。
①宿泊する人について

②宿泊される人について

③お互いをつなぐアソシアシオンについて

なお、この宿泊協定は 3 か月以上の居住（長期宿泊）が対象である。

(1)創立のきっかけ
PACT の礎は、戦後間もなく始まった住宅対策である。1970 年にヴァール県を対象とした会社
を確立した。そして、2010 年の終わり高齢者と若者の異世代居住についての事業を始めた。Alain
FARACHE 氏は、元々高齢者の住宅改善についての仕事をしていた。初めは界隈に住宅を建てる
研究から始まったが、県と協力しながら個人向けの対策を考えるようになった。Alain FARACHE
氏の一番の目的は高齢者を孤独から守ることである。
(2)団体の人数、バックグラウンド
会社には多くの社員がいるが、この事業に携わっているのは Alain FARACHE 氏 1 人である。
同氏は別の都市計画の仕事を続けつつ、この事業も担当している。信用が重要になってくるので、
様々な人が関わるよりも同じ人が一貫して携わることを重視している。
この事業は公共性が高く非営利だがボランティアでも公務員でもない。ボランティアのネット
ワークはあるが、基本的にはいない。
(3)役割・担当について
ホームシェア事業にかんしては Alain FARACHE 氏が 1 人で全て行っている。
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Ⅱ．利用状況について
(1)登録者数
高齢者（60 歳以上）
、若者（学生に限る）ともに登録という形はとっていない。若者は他の住
宅も同時にあたっている場合がほとんどである。好きなことをしたい若者や引きこもりの若者は
断るようにしている。
(2)マッチング数
累計は 22 組、現在は 7 組である。まだまだ数が増えても対応可能だと考えている。75％が女
性同士のマッチングだが、1 組だけ男女のマッチングがある。
(3)運営の流れ
若者は自分で書類に必要事項を記入し提出する。
高齢者に対しては、要望をしっかり聞くように心がけている。初めに電話で、介護サービスを
受けていないか、自立して生活できているか、求める若者の条件等を確認し、その後会社まで来
てもらったり高齢者の住宅を訪れたりして関係づくりを行う。高齢者の情報の書類は Alain
FARACHE 氏が作成する。
その後、条件に合いそうな若者と Alain FARACHE 氏とで高齢者の住宅を訪問し、2，3 日経
過してから意思を確認し、契約の書類を作成する。
Ⅲ．お金の流れについて
(1)家賃
毎月 30～150 ユーロである。高齢者の中にはお金は要らないという人も多いが、有料で契約を
結んでもらいたいので必ず家賃が発生するようにしている。家賃が毎月 350 ユーロ程度の住宅に
住む高齢者に働きかけるようにしている。
(2)登録費・年会費
一切受け取っていない。
(3)収支
この事業における収入はない。必要経費は TPM がサポートしてくれている。Alain FARACHE
氏の人件費も会社から払われている。
支出はパンフレット代、サイト代、報告書代等である。余り費用はかかっていない。費やして
いるのは費用ではなくコミュニケーションのための時間、という感覚である。
(4)改修費
改修した事例はこれまでにない。
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Ⅳ．外部のとのつながり
(1)広報について
パンフレットやサイトを用いている。
(2)COSI ネットワーク内の位置
他の団体同様、COSI ネットワークの憲章を用いている。COSI ネットワークに加入することで、
サイトや情報公開などの点でメリットを感じている。
(3)行政とのつながり
行政とのつながりはある。行政だけでなく、小規模の社会的機関、私的なアソシアシオン等、
あらゆる機関とのつながりがある。
(4)教育機関とのつながり
大学とは CROUS（大学生協）や社会サービス課とのつながりがある。また、大学に資料を置
いてもらっている。
Ⅴ．こんごの課題・問題点
Alain FARACHE 氏は福祉関係の専門家でないので、その点で苦労している。
Ⅵ．その他
高齢者のそばに若者がいることが重要と考えており、若者には、
「決めないし、明記もしないが
手伝いはする」という立場を理解してもらうことを重視している。そのため一つ一つのマッチン
グを決めるために時間をかけて良く話し合うことを心がけている。
戸建住宅からアパートまで様々な居住形態がある。1 年ずつ契約を更新するようにしている。

TPM について
TPM とは「Toulon Provence Méditerranée＝トゥー
ロン プロヴァンス 地中海」の頭文字から名付けられ
た、12 の共同体の管轄区で活動する都市機構である。
都市やコミュニティの問題を中心に様々な活動をして
いる。小さな共同体を統合して一つのものを作ること
を目的としている。
参照元：TPM の HP（http://www.tpm-agglo.fr/）
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⑦ Le Pari Solidaire
Ⅰ．団体について
Le Pari Solidaire 代表の Aude Messean 氏に
ヒアリングを行った。Aude Messean 氏はフラン
スで最初に異世代ホームシェアの事業を始めた
方である。また、Aude Messean 氏のもとへ相談
に来た人達を集めて情報交換のためのネットワ
ークを作ったのが COSI ネットワークの始まりで
ある。
同団体の活動は憲章（異世代ホームシェアの基
本的な考え方）を中心に運営している。その都度生じる問題を解消するために、憲章も追加修正
を重ね、現在、Le Pari Solidaire の憲章は 3 種類ある。また、この Le Pari Solidaire の憲章をも
とに COSI ネットワーク共通仕様の憲章もつくられた。
(1)創立のきっかけ
2003 年に代表の Aude Messean 氏が知人と 2 人で創立した。創立のきっかけは 2003 年のパリ
の猛暑で、一人暮らしの高齢者が大勢亡くなった際に、高齢者をもっと尊敬し、大切にしなけれ
ばならないと考えたからである。
(2)団体の人数、バックグラウンド
スタッフは全員で 5 名である。その内 2 名は別プロジェクトの担当なので、実質的に異世代ホ
ームシェアに携わっているのは 3 名である。その他にボランティアは 10 名程度参加している。
高齢者と若者のマッチング担当のエミリ氏は以前、福祉関係の仕事をしていた。
(3)役割・担当について
Aude Messean 氏は取材等の広報を中心に、Le Pari Solidaire および COSI ネットワークの代
表としての仕事をしている。実際に現場でマッチングに関わっているのはエミリ氏 1 人である。
さらに会計担当者が 1 人おり、資金管理と補助金の申請等の仕事をしている。
Ⅱ．利用状況について
(1)登録者数
若者の登録者数は現在約 700 名である。高齢者については、2011 年 1 年間のデータで、面会し
た 190 名中登録に適した方は 79 名であった。その内、マッチングにたどり着けたのは 38 名であ
る。残りの 41 名は 2011 年中にはマッチングにたどり着けなかった。この、登録は出来たがマッ
チングに至っていない高齢者の主な原因は、人間的に問題があったわけではなく住宅の立地の問
題である。
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また、2011 年には 40 名の方が退会された。その 40 名の内訳は 6 名が死亡、8 名が老人ホーム
への入居、残りの 26 名が要介護の認定レベルが上がったためである。
（要介護認定者でも、1 人
で生活できれば事業に参加している方はいる。）
(2)マッチング数
累計は約 1000 組。2011 年は 1 年間で 311 件のマッチングがあり、そのうち、高齢者は 74 名
であった。1 人の高齢者の住宅に 5 名の若者を受け入れたケースもあり、人数上は高齢者の方が
少なくなる。近年は年間 300 件程度のマッチングが続いている。
(3)運営の流れ
高齢者から連絡があると、エミリ氏が住宅を訪問してヒアリングを行う。一方、若者は登録（主
にインターネット上で）した後に、事務所で面接を行う。
その後、若者が高齢者の住宅を 1 人で訪問する。Le Pari Solidaire は、アポイントメントには
関わるが、面談当日は参加しない。その後、双方の合意によりマッチングが完了する。その際、
双方に憲章を理解してもらった上でサインをもらう。Le Pari Solidaire は、この憲章にサインを
もらうという点を重視しており、高齢者と若者の双方がこのサインをすることで会員となり、何
か問題が起きた際に Le Pari Solidaire が介入できる。
アフターケアは、エミリ氏が高齢者の状態に合わせて行う。問題のありそうな高齢者に対して
は月 1 回程度の頻度で直接面会するが、問題のない高齢者は訪問しない。また、若者は月に 1 回、
どのような形でもいいので状況報告を行うことが決められている。
Ⅲ．お金の流れについて
(1)家賃
2 パターン設けている。
①無料：夜間の在宅にかんする規制がでる。
②有料：1 ヶ月 500 ユーロ以下で、平均は 450 ユーロである。
有料の場合、年間 1 平米 177 ユーロを上回ると税金が発生するので、それを上回らないように
気をつけている。今までのマッチングの割合は①が 50％、②が 50％である。
※地域の一般的な家賃は 9 平方・トイレ共同で 600 ユーロである。

(2)登録費・年会費
登録費は高齢者が 30 ユーロ、若者が 15 ユーロである。
年会費は家賃のパターンによって変えている。①の場合は、高齢者は 210 ユーロ、若者は 350
ユーロである。②の場合は、高齢者は 150 ユーロ、若者は 200 ユーロである。他に、若者のみ、
短期滞在向けに年間 100 ユーロというパターンもある。
また、年会費は 1 年払い・半年払い・3 か月払いを選ぶことができる。
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(3)収支
収入は登録費と年会費が全体の 50％で、残りの 50％が補助金である。
支出は人件費のほか広報など活動経費である。
(4)改修費
（詳しく聞いていない）
Ⅳ．外部のとのつながり
(1)広報について
これまでに新聞や情報紙等、様々なメディアの取材を受け、記事にしてもらった。イギリス BBC
も取材に来た。
(2)COSI ネットワーク内の位置
COSI ネットワークのメンバーはパートナーと思っている。信頼しているし、高め合っていき
たい。
(3)行政とのつながり
事業を始めてしばらくは持ち出しも多く大変だったが、4 年前にパリ市にやっと認めてもらう
ことができた。その他にも、イル・ド・フランスや社会党などと関わりを持っている。行政と話
し合い、低所得者向けの公団住宅に今までは若者が住めなかったのを、住めるように法改正して
もらったケースもある。
(4)教育機関とのつながり
学生を募集するために大学の生活課や CROUS（大学生協）とパートナーシップを築いている。
9 月には、時期的には遅いとは感じているが、15 日間の見本市を開催している。
Ⅴ．こんごの課題・問題点
一番の問題は活動経費である。補助金を打ち切られたら活動できなくなってしまう。
また高齢者の認知症や死亡の問題も抱えている。
Ⅵ．その他
Aude Messean 氏には主に COSI ネットワークについて重点的にヒアリングを行った。
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2-3 訪問団体の比較・分析
先述の通り、フランスで高齢者と若者のホームシェアを手掛けている団体には、COSI ネット
ワークと ensemble2generations という異なる系統のネットワークがある。二つの違いを表 2-3-1
に示す。
今回、COSI ネットワーク内の 6 団体へヒアリング調査を行い明確となった COSI ネットワー
クの共通点、相違点は以下のとおりである。
（共通点）
・ ホームシェアを行うことを目的とした高齢者と若者のマッチングのための団体であること
・ 共通仕様の憲章を作成し使用していること
・ 大まかな手順（①登録、②マッチング、③契約、④アフターケア）
・ 営利を目的としていないこと
・ 家賃は有料と無料を設定していること
・ ホームページやパンフレットを作成し積極的に広報を行っていること
・ ほとんどの住宅はホームシェアのためにわざわざ改修をしていないこと
（相違点）
・ 団体名
・ 共通仕様の憲章以外の独自の憲章や細かなルール
・ 有給スタッフの人数
・ 家賃、登録費や年会費の金額（地域の住宅事情による）
・ マッチングの回数や仲介者の立ち会いのしかた
・ 若者からの報告義務の有無
・ 収入源としての補助金のウェイト
・ ホームシェア事業以外の取り組み
その他にヒアリングより得られた COSI ネットワークの現況として以下のようなことがある。


COSI ネットワークが知られるようになり、COSI ネットワークに対して補助金を出してくれ
る団体が現れ（高齢者の健康を守る福祉団体等）、その補助金を広報費に充てることができた。



大学都市等、若者の回転が速い地域では上手くいっているケースが多いが、その一方で、事業
が上手くいかずに既に活動を辞めてしまった団体もある。

35

表 2-3-1

創立のきっかけ

COSI ネットワークと ensemble2generations の比較
COSI ネットワーク

ensemble2generations

2003 年、Aude Messean 氏により設立。この取り

2005 年、Typhaine de PENFFNTENYO 氏によ

組みに関心を持った方たちと会うようになった

り設立。活動へ参加したい人が同氏のもとを訪れ、

（最初にコンタクトしたのは Nante’s Renoue）。

同氏がノウハウを教え育て、担当地区を与えるこ

複数の地域と人が集まったので、最初はただの情

とを繰り返していくことによりネットワークを築

報交換のネットワークとして COSI を立ち上げ

いてきた。

た。2、3 年前に正式にアソシアシオンとした。

ネットワークの仕

関係は全ての団体が対等である。フランスを 4 つ

Typhaine de PENFFNTENYO 氏が自ら築き上げ

組み

の地域に分けて、それぞれに代表者を置いている。 てきたノウハウを伝授していく方法のため、全て
代表者の主な役割は、担当区域の問題解決、新設

の団体が同じ仕組みで活動している。この活動に

団体への指導である。ネットワークに加入するた

参加したい人は、最初はボランティアとして加わ

めの年会費は 100 ユーロである。この会費を払う

り、成果に応じて有給スタッフに昇格することが

ことで、文章資料等をもらうことができる。各団

できる。

体はこの文章を基に、自分たちのニーズに合わせ
たものを作成する。

マッチングの流れ

① 登録

高齢者：訪問

若者：面接

① 登録 高齢者：訪問

② マッチング

② マッチング

③ 契約

のみ

若者：面接

④ アフターケア

家賃について

家賃は無料と有料の 2 パターンを設定している団

家賃は①無料、②一部負担、③有料の 3 パターン

体が多い。ただし PACT はあえて無料を設けず、

を必ず設定している。家賃のパターンにより高齢

すべて有料としている。

者が受けられるサポート（＝若者の義務）が変わ
ってくる。

名前について

ensemble2generations で名前を統一して用いて

各団体が自由に決めて良い。

おり、この名前のブランド化を目指している。

ネットワーク内の

年に 1 回すべての団体が集まる会議の場を設けて

イル・ド・フランス圏内のスタッフとボランティ

交流の頻度

いる。その場で、活動報告、新団体の継続判断等

アは月に 1 回ミーティングを行っている。イル・

を行っている。

ド・フランス圏外のボランティアは 3 カ月に 1 回、
ミーティングを行っている。また、全員で年に 1
回、研修を行うようにしている。
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表 2-3-2
団体名

7 団体の比較

①特徴

②団体の人数

⑴

ensemble2generations

独自のネットワークを築いている

スタッフ 7 名、ボランティア 15 名

⑵

Nante’s Renoue

COSI 内では古い団体

スタッフ 3 名（実質活動しているのは 1 名）
、
ボランティア 5～8 名

⑶

LIEN

アルテルナンスや研修センターとのつなが

スタッフ 4 名（うち 3 名は研修生）、ボラン

りが深い

ティア 15 名

⑷

At Home Crochus

比較的新しい団体で有給スタッフがいない

ボランティア 10 名

⑸

Le Pari SolidaireLyon

COSI 内では古い団体で市とのつながりが

スタッフ 1 名、ボランティア 4、5 名

深い
⑹

PACT

アソシアシオンではなく民間の会社の一部

スタッフ 1 名、ボランティアなし

門、TPM によるバックアップ、独自の宿泊
協定
⑺

Le Pari Solidaire

ホームシェア事業の創設者であり COSI ネ

スタッフ 3 名、ボランティア 10 名

ットワークの中心

表 2-3-2
団体名
⑴

ensemble2generations

7 団体の比較（続き）

③登録者数・マッチング数

④家賃

登録者数：不明

①無料

マッチング数：約 1000 件

②一部負担

⑤補助金の割合
40％

③有料：相場の 3 割
⑵

Nante’s Renoue

登録者数：高齢者 140 名・若者 1000 名

①無料

マッチング数：128 件

②有料：20～150 ユーロ（平

48％

均 70 ユーロ）
⑶

⑷

⑸

LIEN

At Home Crochus

Le Parisolidaire Lyon

登録者数：不明

①0~55 ユーロ

マッチング数：35 件

②55～160 ユーロ

登録者数：高齢者・若者合わせて 78 名

①無料

マッチング数：18 件

②有料

登録者数：若者 22 名（2011 年）

①無料

マッチング数：150 件

②有料：150～300 ユーロ（平

75％

なし

50％

均 250 ユーロ）
⑹

PACT

①有料：30～150 ユーロ

100％（TPM）

登録者数：高齢者 79 名（2011 年 1 年

①無料

50％

間）・若者 700 名（累計）

②有料：500 ユーロ以下（平

マッチング数：約 1000 件

均 450 ユーロ）

登録者数：登録なし
マッチング数：22 件

⑺

Le Pari Solidaire
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2-4 まとめ
フランスで異世代ホームシェアのためのマッチングを行っている 7 団体にヒアリング調査を行
ったことにより、実現化方策を立てるために必要な仕組みを明確にすることができた。その中で
も仲介者として果たす役割を①手順、②必要な資料の種類、③スタッフ・ボランティアの事業へ
の関わり方、④問題点、⑤活動の意義については特に参考になる。
(1)手順について
仲介者（あるいは立会人）として、異世代ホームシェアのためには主に表 2-4 に示す手順が必
要となってくる。この手順を通して、高齢者と学生双方の人柄やニーズ、さらに住宅の状況を確
認する。
表 2-4
①登録

異世代ホームシェアを行うための手順

高齢者の住宅を訪問し、ヒアリングと住宅の状態のチェックを行う
若者は自分で登録用紙を書いてもらい、提出後に面接を行う
憲章を説明し、理解してもらった上でサインをもらう

②マッチング

顔合わせ・詳細なルールを決める

③契約

契約書にサインをもらう

④アフターケア

定期的に確認の電話や訪問を行う

(2)必要な資料の種類について
以下の 3 つの文書について、家主である高齢者と学生（若者）の両者が理解し、同意すること
がトラブルを避けるために重要であることが明らかとなった。
①共通仕様の憲章：共通して遵守すべき基本的な理念や原則、および基本的なルール
②団体ごとの憲章：地域の事情に応じて定める理念や原則、および基本的なルール
②ルールについて：ケースごとに異なる詳細な取り決めの確認項目
(3)スタッフ・ボランティアの事業への関わり方
活動を主に 1 人のスタッフで行っている団体、作業を役割分担している団体、スタッフ・ボラ
ンティア一人一人が同じ作業をしている団体等、様々な関わり方があった。
また、スタッフ 1 人が 1 年間で担当できるマッチング件数は 40 件程度までが妥当で、上限は
50 件程度であることが窺えた。ただし、手順の省略や分業化により 100 件程度まで可能なケース
から、マッチングの傍ら補助金の申請・広報活動の作業等をしなくてはならない場合は 35 件程度
でも厳しいというケースまで、団体により様々であった。
(4)活動の意義
高齢者にとって、近くに話し相手がいることは健康寿命を延ばすためにも重要であることが、
改めて明確となった。複数の団体から、異世代によるホームシェアを実践した高齢者の意識に変
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化が見られたという例を聞くことができた。フランスでも、やはり最初は他人と暮らすことに抵
抗がある高齢者が多い。しかし若者との暮らしを行うことで、一人で暮らしていた時よりも生活
に刺激が出て、生き生きと暮すようになっていることが、事業を進める各団体の担当者には実感
されている様子であった。各団体にとっても、共同生活を通して高齢者の意識が変わったり、若
者が成長したりすることは、一番の目的であり、やりがいとなっているようであった。
(5)課題
①財源の不安定さ
ほとんどの団体が頭を悩ませていた問題は活動資金であった。非営利の活動ゆえに、団体の運
営を行う上で利用者が払う登録費・年会費では人件費以外の必要経費程度しか補えておらず、人
件費を払うためには補助金が必要不可欠であった。その申請作業の負担が大きいことや継続的支
援が得られるかどうか不確実なことが運営上のリスクとなっている。
②高齢者の健康状態の見極め
次に挙げられることは高齢者の健康状態である。ホームシェア開始時には問題がなくても、認
知症が進行したりその他の病気や死亡といった問題が生じたりする事態は避けがたく、参加者を
どこで線引きするかは活動者の経験に頼っているようであった。専門的立場から高齢者の健康状
態を見極める機会を設けることが望ましいであろうが、その負担を賄える団体は多くないようで
ある。
③スタッフの能力
この事業を進めるには、高齢者だけでなく若者や住宅にかんする知識も必要である。COSI の
各団体でも、活動者のバックグラウンドによって知識の得意分野に偏りがあり、他の知識を得る
ために苦労している方もいた。さらに、有給スタッフは 1 名という団体が多く、個人のがんばり
に依存する部分が大きい。これは持続性という観点からは不安材料である。ただし、フランスの
場合は国民の多くが何らかのボランティアに参加しているため、専門的知識が不足してもかなり
の部分はボランティア協力により対処しやすい環境であると言える。
以上のように、フランスでは健全な理念のもと優れたシステムが稼働しているが、こうした仕
組みを文化的にも社会制度も異なる日本で援用するに当たっては、日本に合った形に翻訳する必
要がある。とりわけ契約や保険の制度の違いについては十分に吟味する必要があると考えられる。
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第 3 章 国内の事例調査
3-1 調査の概要
ホームシェアに取り組んでいる国内の事例について資料収集を行った結果、NPO 法人ハートウ
ォーミングハウスと株式会社ナウいの 2 団体があることがわかり、これらの団体への調査を行っ
た。ただし、株式会社ナウいについては実践例がなく、他の参加者もいる説明会に研究補助者が
参加したのみなので、ここでは参考程度にとどめる。
NPO 法人ハートウォーミングハウスへの調査の概要を表 3-1 に示す。
表 3-1 NPO 法人ハートウォーミングハウスの調査
調査の方法

代表 園原一代氏へのヒアリング調査

調査の日時

平成 24 年 9 月 30 日（日）10:00～12:00

調査の場所

東京都世田谷区北沢 5－5－3「寺子屋大吉屋」

ヒアリング項目

①創立のきっかけ、②運営状況、③ホームシェアの調査、
④ホームシェアプログラムの仕組み、⑤こんごについて、⑥その他

写真 3-1 NPO 法人ハートウォーミングハウス園原氏（右）
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3-2 NPO 法人ハートウォーミングハウスについて
NPO 法人ハートウォーミングハウス（以下 HWH と記す）の代表の園原一代氏へヒアリング調
査を行った。この団体は「シェア」をキーワードに、シェアハウスやホームシェア、コミュニテ
ィカフェ、シェアオフィスなど様々な活動を行っている。本節の記述は園原氏へのヒアリングに
基づいて構成する。
(1) 創立のきっかけ
園原氏の、シェアハウスを「ライフスタイルの選択肢の一つとして広めたい」という思いから、
2004 年よりシェアハウスを広める活動を始めた。当時はシェアハウスの認知度は低く、「他人と
暮らす」という感覚はなかなか受け入れてもらえなかった。その後、2006 年にシェアハウスの第
1 号として「北沢ハウス」の運営がはじまり、2008 年に NPO 法人となった。
また、シェアハウスを広める活動をしている内にホームシェアの事を知り、ホームシェアにか
んする調査研究を行った（平成 21 年度長期優良住宅先導的モデル事業）。現在もホームシェアを
行うため様々な活動を続けている。
(2) 運営状況
平成 24 年 9 月 9 日時点で HWH はシェアハウス（2 件）、ホームシェア、多目的スペース（コ
ミュニティカフェ、シェアオフィス）を運営している（表 3-2-1）
。
表 3-2-1 NPO 法人ハートウォーミングハウス（HWH）の運営状況
シェアの用途

概要

シェアハウス

一軒の住宅の手前部分をオーナーの居住用、奥をシェアハウスとして使用。

（北沢ハウス）
シェアハウス
（烏山ハウス）
ホームシェア

このシェアハウスには現在 3 人住んでおり、最大 4 人まで入居できる。
空き家を活用したシェアハウスで、このシェアハウスには現在 2 人が住んで
いる。最大 5 名まで入居できる。
オーナー宅で若者 2 人と計 3 人でのホームシェアを実現している。

多目的スペース

古い住宅を活用した多目的スペースで、様々なイベントを行っている。1 階

（寺子屋大吉屋）

が畳のスペースで主にコミュニティカフェとして使われており、2 階はワー
キングスペースで主にシェアオフィスとして使われている。

(3) ホームシェアの調査
園原氏は、宮原真美子氏（デザイン関係フリーランス）等とともに、アメリカの団体への視察、
アンケート調査、戸建て住宅オーナーへの意識調査、居住実験等のホームシェアにかんする調査
を行っている。
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(4) HWH のホームシェアのプログラム
現在 HWH が行っているホームシェアの仕組みを表 3-2-2 に示す。実際に行っているのは 1 件
のみであり、これは自宅の空き室を活用したいというオーナーとの接点ができた後、学生からシ
ェアハウスを希望する問い合わせがあったため、両者を引き合わせて実現したものである。
表 3-2-2 HWH のホームシェアの仕組み
・シェアハウスを得意とする別の不動産会社のホームページを介しているが反応
応募

は弱い
・こんごは大学側に働きかけたい

改修

・費用はオーナーの負担で、いまのところ安く改修できている
・園原氏が若者と直接会い、人柄や生活観等をみた上で、これまでシェアハウス

マッチング

を運営してきた経験を生かし、マッチングを行っている
・今まではすべて一回でマッチングを行うことができている

ルール
金銭面

契約関係

・「お約束シート」というルールを記載する文書をつくり、細かく決めている
・若者はオーナーに家賃を支払う（振り込み）
・オーナーは年間費とマッチング費用を HWH に支払う
・弁護士に依頼し、独自の契約書を作成している
・2 人以上の身元保証を定めている（推薦者的な意味）

(5) こんごについて
HWH は、こんごホームシェアの運営にいっそう力を入れていく予定である。その理由の一つ
として、現在運営しているシェアハウスの共用スペースは管理が難しいことが挙げられる。シェ
アハウスは入居者による自主管理を前提としているため、入居者次第で手入れが不十分なものに
なってしまう。これに対して、ホームシェアでは家主が住宅の管理をリードしてくれるため、住
宅の整とんが守られる。HWH ではそのような環境づくりが理想的だと考えている。また、ホー
ムシェアにかんしては、大学生協との連携・HP で寄付を募る（社会からの支持を得る）等の活
動を考えている。
(6) その他
HWH はシェアハウスやホームシェア事業により利益を生みだすことは目的としていないが、
持続可能なシステムのためにはボランティアで行ってはいけないという信念で活動している。
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3-3 国内事例の比較
国内のホームシェアにかんする団体について、文献を参照して比較検討を行う。
対象団体と参考事項について表 3-3-1 に表す。また、それぞれの団体が対象としているホーム
シェアにかんする比較を表 3-3-2 にまとめる。
表 3-3-1 対象団体と調査事項
対象団体

調査事項

NPO 法人ハートウォーミ

・ヒアリング（2012 年 9 月 30 日）

ングハウス

・平成 21 年度長期優良住宅先導的モデル事業報告書

株式会社ナウい

・説明会参加、ヒアリング（2012 年 9 月 9 日）

東北工業大学新井研究室

・新井研究室所属、杉田氏の修士論文『戸建て住宅の空き部屋活用方策
としてのホームシェアの可能性』（2012 年）
・メールによる質疑応答（2012 年 9 月）

表 3-3-2 ホームシェアにかんする比較
団体名

主な対象地

主な対象者

NPO 法人ハー

東京都世田

高齢者・若者

トウォーミング

谷区

・1 件のホームシェアを実現している
・アメリカ視察、アンケート調査、戸建て住宅オー

ハウス
株式会社ナウい

現状

ナーへの意識調査、居住実験等を行っている
東京都を中

高齢者・シン

・実現には至っていない

心に関東地

グルマザー

・説明会や体験会を催している

域
東北工業大学

宮城県仙台

高齢者（60 歳

・実現には至っていない

新井研究室

市八木山地

以上）・若者

・HWH へのヒアリング調査、アンケート調査、戸

区

（大学生）

建て住宅オーナーへの意識調査等を行っている
・居住実験の準備は整っているが、震災復興関係な
どのプロジェクトが忙しく実現に至っていない

以上の事例のうち、HWH と東北工大新井研究室では地域住民を対象としたアンケートを行っ
ている。それぞれ独立した調査なので質問内容や尋ね方が異なるものの、いくつかの設問を比較
してみると表 3-3-3 のようになる。
まず住宅内の空き部屋の有無について、HWH 調査では「ある」46.9％、
「ない」46.9％、
「将
来的にありそう」6.2％となっており、一方の東北工大の調査では空き部屋数「1 室」23.0％、
「2
室」28.6％、
「3 室以上」17.9％、
「0 室」30.6％となっている。世田谷を対象とした HWH 調査よ
りも、仙台を対象とした東北工大の調査のほうが空き部屋のある住宅が多いという結果となって
いる。
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次に、ホームシェアに対する評価について比べてみると、HWH 調査では「考えたことがない」
45.1％、
「良いと思う」37.8％、
「興味がある」12.7％となっており、一定の関心が認められる。
一方、東北工大調査では「是非貸したい、貸してもよい」3％、
「どちらでもない」13％、
「あまり
貸したいと思わない、貸したくない」84％となっている。肯定的反応が極めて低く映るが、これ
は尋ね方が影響したと推測される。すなわち、ホームシェアによる異世代の共同生活を実践して
みたいかという、やや踏み込んだ尋ね方であったために、はっきりと前向きな回答が出にくかっ
たものと考えられる。そうであれば、むしろ「どちらでもない」13％の中に潜在的な希望者が含
まれていると見ることもできよう。
否定的な評価の理由を比べると、HWH 調査では「他人とは暮らしたくない」26.7％、
「適した
部屋がない」20.0％、
「煩わしい、気をつかいたくない」19.0％となっており、一方の東北工大調
査では「適した部屋がない」25.9％、
「今の生活を維持したい」18.9％、
「住宅内の設備がない」
15.9％、
「不定期で部屋を使う」15.9％となっている。どちらかといえば HWH 調査では人間関係
が敬遠され、東北工大調査では住宅の条件が適さないとされている。
以上のような単純な比較だけで判断することは困難であるが、空き部屋がある住宅が相当数あ
ることは地域によらず共通した状況である。しかしホームシェアについては一般の認識が不十分
なため、調査方法によっても反応が大きく違ってくることが考えられる。
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表 3-3-3 アンケート調査結果の比較
団体名

NPO 法人ハートウォーミ

東北工業大学新井研究室

ングハウス
東京都世田谷区内の戸建て

仙台市太白区八木山地区内 3

住宅

町の戸建て住宅

無作為抽出による戸建て住

対象地区全戸への直接投函

宅への直接投函、郵便回収

（一部手渡し）郵便回収

配布部数：3000 部

配布部数：916 部

配布部数：160 部

回収数：198 件

回収数：198 部

回収数：160 部

回収率：6.6％

回収率：21.6％

回収率：100％

（使っていない部屋の有無）

（空き部屋数）

（居住形態）

ある：46.9％

0 室：30.6％

実家：57.5％

ない：46.9％

1 室：23.0％

一人暮らし：38.8％

将来的にありそう：6.2％

2 室：28.6％

その他：3.8％

東北工業大学の学生（1 年次）

対象

講義内で配布

調査方法

回収状況

住宅について

3 室以上：17.9％
考えたことがない：45.1％

貸したい、貸しても良い：3％

是非したい、してみたい：24％

ホームシェアに

良いと思う：37.8％

どちらでもない：13％

どちらでもない：26.％

対する評価

興味がある：12.7％

あまり貸したいと思わない、貸し

(あまり)してみたいとは思わな

たくない：84％

い：50％

安心：26.7％

住宅の有効活用：5/14 件

情報や知恵を得られそう：29.3％

面白そう：20.0％

家賃収入：4/14 件

面白そう：19.5％

さびしくない：19.0％

安心：3/14 件

安心：17.1％

他人とは暮らしたくない：26.7％

適した部屋がない：25.9％

気をつかいそう：27.9％

適した部屋がない：20.0％

今の生活を維持したい：18.9％

プライベートが少なくなりそ

煩わしい、気をつかいたくない：

住宅内の設備がない：15.9％

う：20.2％

19.0％

不定期で部屋を使う：15.9％

価値があわなそう：19.2％

肯定的評価の理由

否定的評価の理由

※下記文献をもとに作成
1) NPO 法人ハートウォーミングハウス（2010）高齢世帯所有の部屋ストック有効活用の可能性－ホームシェアプログラムによ
る活用提案－、平成 21 年度長期有料住宅先導的モデル事業報告書
2) 杉田良太（2012）戸建て住宅の空き家活用方策としてのホームシェアの可能性－大学周辺住宅地を対象とした高齢世帯と大
学生のマッチング要件の考察－、東北工業大学修士論文梗概
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3-4 まとめ
先進事例調査により国内のホームシェア事情を把握することができた。日本におけるホームシ
ェアは、実際に行われている事例は極めて少なく、歴史も浅いため、いまだ浸透しているとは言
えない。しかし人口の高齢化・核家族化は深刻な問題となっており、また今回ヒアリング調査を
行った HWH もナウいも多くのメディアに取り上げられていることからも、社会的関心は高まっ
ていくことが予想される。
組織形態に目を向けると、HWH は NPO 法人、ナウいは株式会社であるが、住宅事情だけでな
く福祉施策や福祉ビジネスの展開は地域によって異なるため、本研究のフィールドである福井市
においても同じ組織形態が合うかどうかは十分な検討が必要であろう。
また、東北工大の調査からは、仙台市における一般住民と学生の意向を窺うことができた。前
向きな関心を示した回答者の割合は決して高くはないが、一定の需要があることは確かである。
仙台市よりも人口が少ない福井市においても同様の結果が得られるかどうか、アンケートによ
り住民と学生の意識と意向を把握した上で、福井の状況に合ったホームシェアの形を構想し、そ
の実現化方策を構築していく必要がある。
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第 4 章 アンケート調査による需要の把握
4-1 調査の方法
異世代ホームシェアの需要・考え方を把握するため、福井大学文京キャンパス周辺の地域住民
と福井大学文京キャンパスに通う学生の双方へアンケート調査を行った。地域住民へのアンケー
ト調査の概要を表 4-1-1 に、学生へのアンケート調査の概要を表 4-1-2 に示す。
表 4-1-1 福井大学文京キャンパス周辺の地域住民へのアンケート調査の概要
調査対象

福井大学文京キャンパス周辺の戸建て住宅に住む地域住民

対象地区

文京地区（2 丁目・3 丁目・4 丁目）
田原地区（1 丁目・2 丁目）
乾徳地区（1 丁目・2 丁目・3 丁目）

配布方法

郵便ポストへの直接配布

回収方法

郵送による回収

調査内容

Ⅰ．住宅について
Ⅱ．異世代ホームシェアについて
Ⅲ．基本項目について

配布・回収

配布数

1270 部

回収数

209 部

回収率

16.5％

表 4-1-2 福井大学文京キャンパスに通う学生へのアンケート調査の概要
調査対象

福井大学文京キャンパスに通う学生（工学部・教育学部）

配布方法

授業の始めに直接配布

回収方法

郵送による回収・直接回収

調査内容

Ⅰ．基本項目について
Ⅱ．異世代ホームシェアについて

配布・回収

配布数

980 部

回収数

319 部

回収率

32.6％
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4-2 福井大学文京キャンパス周辺住民の需要・意識
福井大学文京キャンパス周辺の戸建て住宅に住む地域住民世帯（※以下「住民」と略す）への
アンケート調査の内、Ⅰ．基本項目、Ⅱ．住宅についての調査結果を紹介する。
Ⅰ．基本項目
(1) 同居人数の割合・世帯構造の割合
アンケートより、同居人数の割合を図 4-2(1)-1 に示す。今回の異世代ホームシェアの主な対
象となる 1 人暮らし世帯・2 人暮らし世帯は計 46％という結果であった。福井大学文京キャンパ
ス周辺でも、1 章でも述べたように少人数の世帯が高い割合を占めている。この結果は家族構成
の割合（図 4-2(1)-2）とも共通しており、単独世帯と夫婦世帯が 42％を占めている。したがっ
て一戸建て住宅の 4 割は少人数の世帯が占めていることがわかる。

n=209

n=209

図 4-2(1)-1 同居人数

図 4-2(1)-2 家族構成
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(2) 1 人暮らし・2 人暮らし世帯の年齢
今回の主な対象となる 1 人暮らし、および 2 人暮らし世帯の年齢に注目する。
1 人暮らし世帯の年齢について図 4-2(2)-1 に、2 人暮らし世帯の年齢について図 4-2(2)-2 に
示す。1 人暮らし世帯は 80 代が 11 世帯、70 代が 6 世帯となり、全体の約 6 割が 70 代以上とい
う結果となった。
次に 2 人暮らし世帯は 60 代、70 代が多いことわかる。また 70 代以上で 2 人暮らしをしてい
る世帯の割合は約 4.5 割であった。

図 4-2(2)-1 1 人暮らし世帯の年齢

図 4-2(2)-2 2 人暮らし世帯の年齢
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Ⅱ．住宅について
(3) 住宅の所有形態・築年数・階数、空き室
回収したアンケートの所有形態（表 4-2(3)-1）、築年数（表 4-2(3)-2）、階数（表 4-2(3)-3）
を示す。持ち家がほとんどであること、築年数は 20 年以上 30 年未満を最多としてばらついてい
ること、大部分は 2 階建てだが 3 階建て以上も一定数あること、などがわかる。
以前居住用として使っていた部屋で、現在は普段使っていない部屋（以下、
「空き部屋」と記す。
）
の数についてまとめた結果を図 4-2(3)-1 に示す。異世代ホームシェアを行うために必須となる空
き部屋 1 室以上ある住宅が 55％を占めていることがわかった
表 4-2(3)-1 住宅の所有形態
回答数

割合（％）

198

94.7

賃貸

9

未記入

持ち家

合計

表 4-2(3)-2 住宅の築年数
回答数

表 4-2(3)-3 住宅の階数
回答数

割合（％）

割合（％）

5 年未満

11

5.3

１階建て

8

3.8

4.3

5 年～

21

10.0

２階建て

165

78.9

2

1.0

10 年～

33

15.8

３階建て

32

15.3

209

100.0

20 年～

53

25.4

４階建て以上

2

1.0

30 年～

33

15.8

未記入

2

1.0

40 年～

37

17.7

合計

209

100.0

50 年～

18

8.6

未記入

4

1.9

210

100.5

合計

図 4-2(3)-1 空き部屋の数
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(4) トイレの数、インターネット使用環境
空き部屋と築年数の関係を図 4-2(4)-1 に示す。このグラフから、築年数が 10 年以上経つと半
数以上の住宅で空き部屋が生じていることがわかる。
また、空き部屋と同居人数の関係を図 4-2(4)-2 に示す。このグラフから、やはり同居人数の
少ない世帯には複数の空き部屋が生じていることがわかる。また、同居人数が多い世帯でも空き
部屋を有している住宅があることもわかる。

図 4-2(4)-1 空き部屋と築年数の関係

図 4-2(4)-2 空き部屋と同居人数の関係
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(5) トイレの数、インターネット使用環境
トイレの数の割合について図 4-2(5)-1 に示す。異世代ホームシェアを行う場合、個人の考え
にもよるが、トイレの使い分けが出来る方が望ましいと考える。図より、62％の住宅が 2 か所以
上トイレを有しており、使い分けができる可能性があると考える。
インターネットの利用環境の割合について、図 4-2(5)-2 に示す。1 部屋以上インターネットが
使える部屋がある住宅は、75％という結果となった。インターネットが使えることは現在の学生
にとって重要である。よって残りの 25％の住宅の場合、学生が自己負担で利用環境を整えないと
いけない場合が出てくると考えられる。

図 4-2(5)-1 トイレの数

図 4-2(5)-2 インターネット使用環境
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4-3 福井大学文京キャンパスの学生の需要・意識
福井大学文京キャンパスに通う学生（※以下「学生」と略す）へのアンケート調査の内、基本
項目についての調査結果を紹介する。
(1) 学生の属性
回答のあった学生の性別（表 4-3(1)-1）
、所属学部（表 4-3(1)-2）
、年齢（図 4-3(1)-1）
、居住
形態（図 4-3(1)-2）を示す。
表 4-3(1)-1 性別
回答数

表 4-3(1)-2 所属学部

回答数

割合（％）

44

13.8

工学部

273

85.6

未記入

2

0.6

319

100.0

男性

217

68.0

教育学部

女性

102

32.0

0

0.0

319

100.0

未記入
合計

割合（％）

合計

n=319

n=319

図 4-3(1)-1 年齢

図 4-3(1)-2 居住形態
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(2) 通学手段と通学時間の関係について
学生の通学手段と通学時間を図 4-3(2)-1 に示す。グラフより、多くの学生が自転車（190 人）
や徒歩（169 人）により 15 分以内で通学していることがわかる。一方、電車（40 人）やバス（6
人）を用いて通学している学生の多くは 30 分以上と比較的長時間かかっている。自動車で通学し
ている学生は時間帯にかかわらずほぼ均等に分布する。
また、回答者が異世代ホームシェアをすると仮定して、
「その住宅から自転車で何分までなら費
やすことが出来るか」と、現在自転車通学をしている学生が実際に費やしている通学時間を比べ
ると図 4-3(2)-2 のような結果になる。このグラフより、現在自転車で通学している学生の半数以
上が 10 分未満で通学しているが、費やすことができる時間になると約 7 割以上が 10 分以上も可
能と答えている。しかし 15 分を超えると 4 割弱になるので、目安としては、大学から自転車で
15 分以内の住宅であればホームシェアの対象として可能性があるものと考えられる。

図 4-3(2)-1 通学手段と通学時間

図 4-3(2)-2 現在の通学時間と費やすことのできる通学時間
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4-4 住民と学生のニーズ比較
住民と学生を対象として行ったアンケートから、異世代ホームシェアにかんする設問について
の住民と学生の回答を比較する。
なお、異世代ホームシェアについての回答は、アンケートと一緒に配布した説明用のチラシを
読んでもらった上で答えてもらった。
Ⅰ．異世代ホームシェアについて
(1) 関心の程度
異世代ホームシェアについての関心を、住民（図 4-4(1)-1）と学生（図 4-4(1)-2）とで比較
すると、
「とても興味がある」「興味がある」の合計は住民 32％、学生 58％となった。この数字
が実際に異世代ホームシェアを行いたい人の割合とは言えないものの、一定の需要はあると考え
られる。

図 4-4(1)-1 住民の関心

図 4-4(1)-2 学生の関心
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(2) 関心の程度とその理由
また、住民の関心の程度とその理由について図 4-4(2)-1、学生の関心の程度とその理由につい
て図 4-4(2)-2 に示す。
住民は、特に興味がなく「⑦現状に不満がない」という回答が飛びぬけて多い。一方で肯定的
意見の理由は①～⑥が分散している。少数ではあるが、異世代ホームシェアへの安心感、経済性、
生活支援といった面についての評価が同程度に考えられているという結果となった。
学生も、特に興味がなく「⑥現状に不満がない」という回答が最多ではあるが、
「①楽しそうだ
から」と「③家賃を抑えるためには考えてもいいと思った」という回答も多く、経済性と好奇心
からの評価が高い。とくに「とても興味がある」だけをみると「①楽しそうだから」が最多で、
経済性よりも好奇心が上回っている。なお、これらに次いで「⑧雪の期間の通学に困っていたか
ら」
「②安心できそうだから」という回答が多い結果となった。

図 4-4(2)-1 住民の関心の理由

図 4-4(2)-2 学生の関心の理由
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(3) 関心の程度「⑪その他」の自由記入について
「⑪その他」の自由記入について、住民（表 4-4(3)-1）と学生（表 4-4(3)-2）を比較する。な
お、回答者の関心の程度を〈１：とても興味がある、２：興味がある、３：特に興味がない、＊：
未記入〉で表す。
住民側は、肯定的な意見（子供が育ったら活用したい・我が家では無理だが応援したい）があ
る一方、物理的な理由（空き部屋がない・介護中）や他人との生活に否定的な見方（人間関係が
難しい・学生のマナーに疑問がある）等が見られた。
一方、学生側は、肯定的な意見は食事を作ってもらいたいというものが多いほか、肯定的な見
方（その様な経験も必要だと思う・良い刺激になりそう）がある一方、否定的な意見（生活リズ
ムの違い・安心できない）等が見られた。
表 4-4(3)-1 住民の「⑪その他」の理由
関心の

住

程度

民

１

福井を活性化させる良い方法だと思う。

１

民生委員なので１人暮らしの高齢者の増加が気になっており、この事業はツイッターで知って、とて
も良い考えだと思った。

２

子供が手を離れてからの生活を想像して。

２

外国（英国）で 1 年経験し、とてもよいシステムだと実感しました。

２

うちで学生さんに住んでいただくのは無理ですが、
（子供がいるので）取り組みとしてはとても合理的
なことで応援したいです。

２

そういうことも十分にありうるなと思った。昔の家の時福大の学生さんが間借りしていたことがある。
30 年前ころ。

２

現在はあまり興味がないが、将来はちょっと考えてみたいと福井新聞を見たときに思った。自分の子
供が県外に進学していたので、もしこの様なシステムがあったら安心だし、利用したいと思った。

２

うちはできないが、そういうことができる家は若い世代の人とのつながりがもてていいと思う。

２

我が家は無理でも良いことだと思う。

２

初めて耳にしました。面白い企画だと思います。

２

３世代同居の為、今は不可能です。

２

人と接するのも嫌ではないが年齢が 87 ではかえって同居の方に面倒をかえると思うので。

３

空き部屋がない為。

３

他人を入居できるスペースがない。

３

別居している子や孫たちが時々帰ってくるのでその場合は同居人の住む部屋がなくなる。

３

ペットがたくさんいるので家の中が汚い。

３

介護する老人がいるから。

３

息子夫婦が、用事がある時は来てくれるから。

３

下宿人を置いたが、人間関係があまりよくなかった。
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３

近くの大学生とはいえ、全くの他人との同居生活は不安がある。信用できない。

３

気を使うことが増えて疲れそう。1 人が気楽。

＊

双方に大変デメリットだと思う。学生のマナーに疑問がある。

表 4-4(3)-2 学生の「⑪その他」の理由
関心の

学

程度

生

１

同世代のホームシェアより問題が少なそう。

１

1 人だと他人の視線がなくて、部屋が汚いとか、生活のレベルがひどすぎる。誰かいたら良い刺激に
なるかも。

１

料理をつくってもらいたいから。

２

食事を作る手間が省け、栄養の良い食事が摂れる。

２

自炊の負担が減りそうだから。

２

異世代ホームシェアを初めて知ったので、こんなものがあるのかと関心をもった。

２

その様な経験も大切だと思ったから。

２

お年寄りと一緒に住むことに多少の不安があるが、生活に色が出ると思う。

２

あくまで可能な場合を考えると、効率が良い生活の仕方だと思うため。

３

ずっと祖父母と住んでいるので、この様にホームシェアをあまり特別視していないから。

３

生活リズムが違う。

３

住まわせてもらっても、自分の家事力では、その家の方を助けられないと思うから。

３

最初は良くても、長期間になると、問題が生じてきそう。

３

彼女と暮らしにくい。
（同棲しにくい）

３

他人とは怖い。

３

安心できないから。
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Ⅱ．異世代ホームシェアを行うと仮定した場合の考え
(4) ホームシェアを行う場合に希望する相手の性別
住民の「一緒に暮らす学生の性別の希望」の割合を図 4-4(4)-1 に、学生の「一緒に暮らす高齢
者の性別の希望」の割合を図 4-4(4)-2 に示す。グラフをみると、どちらも 3 割弱が同性を希望す
るという結果となった。
また、学生の回答のみ、男女別で「一緒に暮らす高齢者の性別の希望」について集計した結果
を図 4-4(4)-3 に示す。これより全体（図 4-4(4)-2）では同性を希望する学生は 3 割弱であった
が、女子学生の約 7 割は同性を希望していることがわかる。よって、女子学生へのマッチングの
際は家主である高齢者の性別を注意しなければならない。

n=209

n=319

図 4-4(4)-1 住民が希望する相手の性別

図 4-4(4)-2 学生が希望する相手の性別

男子学生
女子学生

図 4-4(4)-3 学生の男女別にみた一緒に暮らす高齢者の性別の希望
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(5) ホームシェアを行う場合に希望する食事の頻度
「食事の頻度の希望」についての回答の割合を図 4-4(5)-1 に表す。また、このうち異世代ホー
ムシェアの関心について「特に興味がない」を選択した回答を除き、「とても興味がある」「興味
がある」と選択した回答のみを抽出した結果を図 4-4(5)-2 に示す。
（両グラフともに未記入とそ
の他を除いて集計している。
）
図 4-4(5)-1 より、住民は「週に１回」が 45％と高く、その他は 2 割前後で同じくらいである
が、
「月に 1 回」
「一緒に食事をしたくない」の回答を合わせると約 4 割になる。これより、住民
は学生に部屋を貸すとしても食事は一緒にとりたくないと考える人が少なくない。
一方、学生は「毎日 1 回」
「週に 1 回」が同程度に多く 4、5 割と高い割合である。反対に「月
に 1 回」
「一緒に食事をしたくない」は 1 割以下である。よって、比較的高頻度で食事をしたいと
考える学生が多いことがわかる。ただし、この理由が、高齢者との交流を望むためか、あるいは
単に食事を作ってもらいたいのかは、今回のアンケートから正確に分析することは難しい。
図 4-4(5)-2 は、図 4-4(5)-1 と比べて、住民は「週に 1 回」が 15 ポイントほど、「毎日 1 回」
が 5 ポイントほど高く、合わせて 8 割が比較的高い頻度で学生と一緒に食事をしたいと考えてい
る。ホームシェアに興味がある住民は、学生との交流を前向きに考えている人が多いことがわか
る。一方、学生は「毎日 1 回」の割合が 5 ポイントほど高くなるものの、全体的な分布に大きな
違いはなく、関心の程度と希望する食事の頻度の関連が小さい。

図 4-4(5)-1 希望する食事の頻度（全体）

図 4-4(5)-2 希望する食事の頻度（興味がない人を除く）
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(6) ホームシェアを行う場合に希望する食事の頻度「その他」の自由記入について
食事の頻度「その他」の自由記入について、住民を表 4-4(6)-1 に、学生を表 4-4(6)-2 に示す。
また、回答者の関心の程度を〈１：とても興味がある、２：興味がある、３：特に興味がない、
＊：未記入〉で表す。
住民と学生双方とも「週に 3 回程度」の「毎日 1 回」と「週に 1 回」の間の頻度を記入してい
る回答が多かった。その他は、住民の回答は「臨機応変に」という、あまり決めてしまいたくな
いという意見が多く、学生の回答は「何回でも」
「できるだけたくさん」という一緒の食事に前向
きな意見が多かった。
表 4-4(6)-1 住民の食事の頻度「その他」の自由記入
関心の

住

程度

民

１

定期的ではなく、機会を見て

１

特に決められない

１

どちらでもよい

１

学生は、学ぶ時間が多いので適当で良い。
（話し合い）

２

1 人で、部屋で食べるのはホームシェアの意味がないので、食事はダイニングでしてほしい

２

お互いの都合による

２

臨機応変に

２

学生の希望による

２

週に 2・3 回

２

時間がおおまか決められるのであれば

２

2 階に部屋・台所あり

２

わからない

３

時間が合えば何度でもよい

３

一緒に住む学生さんとの相性によると思う

３

家で殆ど食事を作らない

表 4-4(6)-2 学生の食事の頻度「その他」の自由記入
関心の

学

程度

１

朝ごはんを一緒に食べたい

２

週に何回か

２

気が向いたら

２

いつでも可

２

毎日は多いが、週に数回

２

出来るだけ一緒に食事をしたいと思う
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生

２

せっかく一緒に暮らすのであれば、朝食は一緒に食べたい。時間が合えば夕食も

２

忙しさに応じて決まった曜日は難しいかもしれない

２

学校に残ることが多いため、食べたくとも食べられない

２

バイトのない日

３

週に 3・4 回

３

土日

３

何回でも良い

３

毎日 2 回

＊

こだわりはない
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(7) ホームシェアを行う場合に希望する期間
期間の希望についての回答数の割合を図 4-4(7)-1 に表す。また、このグラフは全回答の結果で
あるが、このうちホームシェアの関心について「特に興味がない」を選択した回答を除き、
「とて
も興味がある」
「興味がある」と選択した回答のみを抽出した結果を図 4-4(7)-2 に示す。
（この二
つのグラフは、未記入を除いた回答のみのである。
）
図 4-4(7)-1 より、住民は「1 年以上」が多く、次いで「6 か月」「3 か月」
「1 か月」となって
おり、一方の学生は「1 か月」と「3 か月」が同程度で多く、次いで「1 年以上」「6 か月」とな
っている。この結果より、住民はホームシェアを行うならなるべく長い期間を希望しているのに
対し、学生は短期間で行ってみたいと考えていることが読み取られる。なお、住民・学生双方と
も「9 か月」が飛びぬけて少ないが、これは中途半端な期間とみなされたためであろう。
図 4-4(7)-2 は、図 4-4(7)-1 と比較して、住民・学生とも「1 か月」が大幅に少なく、3 カ月以
上を希望する割合が高くなっている。

図 4-4(7)-1 希望する期間（全体）

図 4-4(7)-2 希望する期間（興味がない人を除く）
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(8) ホームシェアを行う場合に希望する学生の人数
住民に対する「学生は何人まで受け入れ可能ですか」と、学生に対する「あなたを除く何人の
学生と一緒に生活したいですか」の回答の割合を図 4-4(8)に示す。なお、ともに「とても興味が
ある」
「興味がある」と選択した回答のみを抽出している。
図 4-4(8)より、住民は「1 人」という回答が約 65％、
「2 人まで」という回答が 30％強となっ
ており、少数の学生しか受け入れられないという回答がほとんどであった。一方、学生は「自分
とあと 2 人」という希望が 45％と多く、次いで「自分とあと 1 人」
「自分とあと 3 人」が 2 割強
と同程度の割合で続く。
「自分だけ」は 1 割程度しかなく、学生は複数の学生を希望している人が
多いことがわかる。この点は住民と学生とで大きな差が生じている。

図 4-4(8) 希望する学生の人数
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(9) ホームシェアを行う場合の家事等の分担について
家事等についての、住民への「あったら嬉しいと思う項目」の回答の割合図 4-4(9)-1 に、学生
への「負担しても良いと思う項目」の回答の割合を図 4-4(9)-1 に示す。
住民は「雪かきの分担」が約 9 割と高く、次いで「掃除の分担」が約 7 割、
「ごみ出しの分担」
が約 6 割と続く。
「地域活動への参加」は 5 割弱、
「買い物の分担」は 3 割弱という結果となった。
住民は、分担したい家事とそうでない家事で大きな差がみられた。
学生は、
「地域活動の参加」のみ、約 8 割の学生が分担したくないと回答しており、その他の家
事は 7 割前後の学生が分担してもいいという結果となった。学生は地域活動への参加に否定的な
人が多い。
住民と学生を比較すると、雪かきと地域活動は分担を希望する住民が多いので、こんごは学生
との間でトラブルの原因とならないよう入居前によく話し合っておくなど、とくに注意する必要
があると考えられる。その他の家事については分担してもいい学生の割合が高いか、もしくは住
民と同程度なので、さほど問題にはならないと推察される。

図 4-4(9)-1 家事等の分担の希望（住民）

図 4-4(9)-2 家事等の分担の希望（学生）
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(10) ホームシェアを行う場合の交流について
交流についての「あったら嬉しいと思う項目」で、住民の回答の割合を図 4-4(10)-1 に、学生
の回答の割合を図 4-4(10)-2 に示す。
住民は「一緒に団らんする」という回答が 6 割強と高く、他の項目は 4 割強である。住民は多
少の差はあるが、交流したい・したくない割合はほぼ半々であった。
一方、学生は「一緒に団らんする」が 4 割強で一番高く、全体的に交流に対する意欲は低いと
いう結果となった。
学生には、地域活動について、
「負担しても良い項目」と「あったら嬉しい項目」の両方につい
て尋ねたところ、前者は約 2 割、後者は約 1 割という低い割合にとどまった。住民と学生を比較
するとどの項目も学生の参加意欲の方が低く、学生は異世代ホームシェアを行うとしても家主や
地域との交流を望む人は多くないことが予想される。

図 4-4(10)-1 交流についての希望（住民）

図 4-4(10)-2 交流についての希望（学生）

66

(11) ホームシェアを行う場合の規則等について
規則等についての、住民への「守ってほしいと思う項目」の回答を図 4-4(11)-1 に、学生への
「あったら困る項目」の回答を図 4-4(11)-2 に示す。
住民は、
「家族の宿泊の禁止」を守って欲しいという回答が 5 割強と比較的低く、他の項目は守
ってほしいと思う人が 7 割以上とどの項目も高い割合となった。
学生は、
「夜更かしの禁止」があったら困まると考える回答が約 8 割と高く、逆に禁煙があった
ら困ると考える回答が約 1 割と低いことが目立った。
住民と学生を比較すると「友達の宿泊禁止」と「夜更かしの禁止」の項目は特に差が大きいこ
とがわかる。全体的に、住民は規則的な生活を守ってほしいと望み、一方の学生はなるべく制約
を受けたくないと考えることが窺える。

図 4-4(11)-1 規則についての希望（住民）

図 4-4(11)-2 規則についての希望（学生）
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(12) ホームシェアを行う場合の食事について
食事についての住民への「負担してもいいと思う項目」の回答の割合を図 4-4(12)-1 に、学生
への「あったら嬉しいと思う項目」の回答の割合を図 4-4(12)-2 に示す。
住民は、朝食と夕食が、
「はい」と「時々なら良い」を合わせて 5 割強となっている。弁当につ
いてはあまり負担できないという結果となった。
学生は、朝食を作ってもらいたいという回答が約 7 割と高く、次いで夕食が 5 割強、弁当が 5
割弱という結果であった。
住民と学生を比較すると、住民は全体的にあまり負担できないという意見が強いものの朝食・
夕食は作ってあげられる人も一定数いる。一方の学生は全体的に作ってもらいたいという希望が
強いという結果となっており、意識の差が大きい。

図 4-4(12)-1 食事についての希望（住民）

図 4-4(12)-2 食事についての希望（学生）
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(13) ホームシェアを行う場合の共同使用について
共同使用についての「一緒に使っても良いと思う項目」で、住民の回答の割合を図 4-4(13)-1
に、学生の回答の割合を図 4-4(13)-2 に示す。
住民は、一緒に使っても良いと考える項目に差があり、
「冷蔵庫」
「調味料」
「食器」という食事・
食品関係は一緒に使っても良いと考える人が比較的少ないという結果となった。
学生はどの項目も 8 割以上が一緒に使っても良いと考えており、項目による目立った差はなか
った。
よって、住民と学生を比較すると、学生は貸してもらうことを希望していても住民は貸したく
ないという考えの違いが生じることが予想される。

図 4-4(13)-1 共同使用についての希望（住民）

図 4-4(13)-2 共同使用についての希望（学生）
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(14) ホームシェアを行う場合の門限について
住民への、
「門限は何時を希望するか」と、学生への、
「門限は何時までなら守ることが可能か」
の回答を図 4-4(14)-1 に示す。また、この図 4-4(14)-1 は全回答のグラフであるが、このうち異
世代ホームシェアの関心について「特に興味がない」を選択した回答を除き、
「とても興味がある」、
「興味がある」と選択した回答のみを抽出した結果を図 4-4(14)-2 に示す。
（この二つのグラフと
もに未記入を除いた回答のみの結果である。
）
図 4-4(14)-1 より、住民は 21:00、22:00 を希望する回答が多く、学生は 0:00 までなら守れる
という回答が多い。このグラフをみても分かるよう、住民と学生では門限についての考えが大き
くずれていることがわかる。学生にとっては住民の考える門限との差が、ホームシェアを考える
上での不安要素の一つになると考えられる。ただし、住民の中で門限なしで良いとの回答も 1 割
強ある。
図 4-4(14)-2 は、図 4-4(14)-1 と比較してほとんど違いがなく、このことより、門限とホーム
シェアへの関心の程度には関連がないと言える。言い換えれば、ホームシェアに関心があっても
生活時間帯の違いは大きいのである。

図 4-4(14)-1 門限として希望する時刻（全ての回答）

図 4-4(14)-2 門限として希望する時刻（「特に興味がない」を除く）

70

(15) ホームシェアを行う場合の音（生活騒音）について
「テレビや話し声などの比較的大きな音を出していい時間帯」ついての回答数の割合を、音を
出していい時間のはじまりについて図 4-4(15)-1 に、終わりについて図 4-4(15)-2 に表す。
図 4-4(15)-1 より、音を出していい時間のはじまりについて住民は 10:00 という意見が飛びぬ
けて多く、11：00～は 5％以下となっている。学生は、8:00、9:00 という意見が多く、11:00～は
住民同様 5％以下となっている。また、住民と学生を比較すると、学生の方が比較的早い時間か
ら大きい音を出しても良いと考えていることがわかる。
図 4-4(15)-2 より、音を出していい時間の終わりについて住民は 22:00、21:00 という意見が多
く、学生は 22:00、23:00、0:00 が多い。終わりについては、学生の方が比較的遅い時間まで大き
い音を出しても良いと考えている。
前節の門限とあわせて、住民よりも学生のほうが生活のリズムが 2 時間程度遅くなっている人
が多いことがわかる。

図 4-4(15)-1 比較的大きな音を出していい時間のはじまり

図 4-4(15)-2 比較的大きな音を出していい時間のおわり
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(16) ホームシェアを行う場合の家賃について
住民への「家賃はいくらぐらいが妥当か」と、学生への「家賃は最大いくらまでなら出せるか」
の回答を図 4-4(16)-1 に示す。また、この図 4-4(16)-1 は全回答のグラフだが、このうち異世代
ホームシェアの関心について「特に興味がない」を選択した回答を除き、
「とても興味がある」、
「興味がある」と選択した回答のみを抽出した結果を図 4-4(16)-2 に示す。
（この二つのグラフは
未記入を除いた回答のみのである。
）
図 4-4(16)-1 より、家賃についての考え方は、住民と学生との間に大きな差はなく、問題とな
らないと考えられる。平均をみても住民は「2 万 7900.76 円」、学生は「2 万 7813.56 円」とほと
んど違いがなかった。
図 4-4(16)-2 は、図 4-4(16)-1 と比較して住民が 2 万円～と考える回答が、約 3 割から 5 割弱
と増加したところが目立つが、平均を比較すると、住民は「2 万 7941.18 円」
、学生は「2 万 7840.91
円」とこちらもほとんど違いがなかった。

図 4-4(16)-1 家賃について（全ての回答）

図 4-4(16)-2 家賃について（
「興味がない」を除く）
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(17) ホームシェアを行う場合の疑問点や不安を感じる点
疑問点や不安を感じる点の自由記入への回答の抜粋について、住民のものを表 4-4(17)-1 に、
学生のものを表 4-4(17)-2 に示す。また、回答者の関心の程度を〈１：とても興味がある、２：
興味がある、３：特に興味がない、＊：未記入〉で表す。
住民は家賃の相場、食事の仕組み、保険（火災・破損）
、学生への信頼感（鍵・掃除・マナー・
他人の物を使わないか）等が見られた。
学生は、高齢者とのコミュニケーションの取り方とプライバシーを挙げる回答が多く、その他
に、高齢者の健康状態や、親が賛同してくれるか等の学生ならではの回答も見られた。
また、双方から人間関係の不安（ジェネレーションギャップ・性格の不一致）やホームシェア
の仕組み（相手の選び方・期間・中途解約の可否）等の意見が見られた。長期間のホームシェア
には抵抗があるものの、短期間で試してみるという選択肢を求める意見もあり、注目に値する。

表 4-4(17)-1 住民の「疑問点や不安を感じる点」についての自由記入
関心の

住

程度

民

１

①人物の考え方（世間一般常識）②内面的な問題より生じることなど、問題は誰が責任をとるのか。

２

正月とか盆には都会に住んでいる子供、孫たちが帰ってきますので、その時は話し合ってお互いに嫌
な思いをしないように出来たら良いのですが。

２

娘がオーストラリアの交換留学となり、1 年間の内 6 か月間ホームシェアしていて、小さい子の子守り
をしたり日本の料理をしたり、結構楽しんでいた。今、我が家には私（60 代）と長男の 2 人暮らしだ
が、私 1 人になった場合はぜひシェアしてみたい。まぁ私一人には今のところならないようですがね。

２

相手の人柄がどうか。価値観の違いから行動の違い。生活の仕方（ex 掃除の仕方等も含めて）

２

最初おためし期間を設けてみて、うまくいくかお互いに確認してからが良いかも。経験ないので、経
験した人の話を聞いてみたい。

２

今のところは必要ない。将来は可能性あり。

２

学生への信頼性（家のものがなくならないか、勝手に物を使われないか、火の始末ができるか、部屋
を汚くしないか）

３

貴重品・お金など、どちらともに管理の仕方。共同で使う場所の管理やルール。期間によるが、プラ
イバシーをどこまで守れるか。一緒に住む方との相性も大事だと思う。

３

家賃をいただく以上はこまかな契約上の決めごとが必要であり、その内容について。
アパートやマンションのように電力・水道などメーターは独立していない、汚れ傷等の修繕について。
家族が留守になる時間又、旅行などで留守になる日があった場合、玄関キーは。
プライベートな部分はどこからどこまで決めることはお互いで話し合えば良いのか。
大学は学生と家主の関係にどこまでどのように介入に関わるのか？

３

長い間年寄りだけの生活をして来ましたのでいろいろな面で心配です。

３

①ジェネレーションギャップ②モラル

３

他人と一緒に生活する気はありません。老人（80 才以上）ですが、一人暮らしの方が気楽です。遠方
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にいる子供達は訪ねてきます。
３

最近は若い人による犯罪や詐欺なども増え、見かけと中身が違う人も多いからふれ合いとか理想的な
ことを言っても不安に感じる。私自身は、身内は別として、とても一緒に暮らしたくない。

３

学業で遅くなる場合の鍵はどうしますか。年頃の男女です。もし我が家の子供たちのトラブルが発生
した時どうしますか。障子・ふすまの間仕切りの時、入室時の鍵はどうしますか？

表 4-4(17)-2 学生の「疑問点や不安を感じる点」についての自由記入
関心の

学

程度

生

１

お互いに会わないと感じた時途中でホームシェアをやめられるのか。バイトとの両立ができるのか。

１

高齢者家族との交流もあるのか？

２

短期間では知りえないこと（良い所、悪いところを含め）が、長期間のホームシェアではあり得るの
で、慎重にするべきだと思う。

２

相手側の持病や健康状態。

２

一緒に住んでいる高齢者が倒れた場合。突然亡くなってしまったらどうしようかという点。

２

同じ時間帯に生活することはほぼ不可能なので、うまくいかないのではと思います。

２

部屋に入られたりしないか。特に実家への帰省中に。

２

門限などを考えると一人暮らしの方が良い。ごはんをつくってもらったりするのは良いことだと思う。
経済的に学生でも生活していけそうでいいと思う。

２

制約が多くなりそうなので、実家暮らし、又は、1 人暮らしの方が楽だと感じるかもしれない。

２

自分の時間（1 人でいること）が欲しい時もある。

２

高齢者とのコミュニケーション。付き合い方が難しそう。実際にどこまで関与できるかわからない。

２

やはり、このご時世なので、変わった考えを持っている方もいるのでは？どういった方達とホームシ
ェアするのか、知ることができたり、選ぶ方法もあり得るのか？

２

若者と高齢者の間でけんかにならないか不安である。特に友人などに対してよい思いをしないのでは
と思う。また、一人で相手をするのは難しいので、1 人に対して、３～４人程で支えるのが良いと思う。

３

コミュニケーションに不安があります。

３

ジェネレーションギャップが生まれてしまうこと。

３

確実に周りに迷惑を掛けるので一緒に住めない。

３

病気の時の対応が不安。

３

ペットの有無。

３

生活リズムの違いが不安になると思う。

３

知らない人と一緒に住むなんて理解出来ない。

３

心配の掛けさせあいは疲労がたまると思う。

３

お金が盗まれたり、大事なものがなくなったりしないか不安。

３

あまり部屋をきれいにする方じゃないけど相手が大丈夫か。

３

過度な干渉。

74

4-5 まとめ
アンケート調査より、需要の有無、住民と学生との意識のズレ、疑問点や不安を感じる点を把
握することができた。
(1) 需要の有無
異世代ホームシェアについての関心を、住民・学生双方に①とても興味がある、②興味がある、
③とくに興味がない、の 3 段階で評価してもらった結果、
「とても興味がある」又は、
「興味があ
る」のどちらかを選択した回答の割合は、住民の 3 割強、学生の 6 割弱という結果となった。し
たがって、双方に一定の需要はあるものと考えられる。
(2) 意識のズレ
意識の大きなズレが見られた項目として、①門限、②食事、③地域活動が挙げられる。
①門限については、学生の帰宅が遅くなり高齢者の生活リズムを乱すことも考えられる。
②食事については、住民は「あまり負担したくない」
、学生は「作ってもらいたい」という考え
が顕著であった。また、高齢者は冷蔵庫や食品の共同使用を望まない人が多く、嗜好の違いを懸
念しているとみられる。
こんごホームシェアを実現するには、両者の生活リズムの違いを前もって確認し、必要に応じ
て明確なルールとしておくことが必要と考えられる。
(3) 疑問点や不安を感じる点
自由記入の「疑問点や不安を感じる点」の回答として、双方から「異世代でコミュニケーショ
ンを上手くとれるか」等の、親族以外の異世代交流を経験した事がないゆえの不安が多数みられ
た。このような抵抗感を和らげる事も課題となってくると考えられる。
また、ホームシェアがどのようなものかをよく理解できてないことに起因する疑問や不安を挙
げる回答も多い。
したがって、ホームシェアの活動や仕組みの周知・広報を充実させつつ、具体的な実践例を紹
介することも重要となってくる。
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第 5 章 実施計画案の検証
5-1 実施計画案の策定
先進事例調査やアンケート調査の結果より、ホームシェアを行うための手順の整理と、憲章や
住まい方のルールなど必要な文書類について作成することとした。その上で、ホームシェア実現
のためには①手順、②憲章、③ルールのチェックリスト、③契約の 4 項目の検証が特に重要な課
題であると考え、その検証のためにおためし居住（居住実験）と関係者懇談会を行った。
(1) 手順の整理
ホームシェアを行う手順を図 5-1(1)にまとめた。はじめに「登録」で立会人が家主と学生双方
の要望を聞くとともに、家主の住宅の状態を直接確認する。その上で、ホームシェアの趣旨と各
種文書について説明し、同意を得る。次に、条件が合う家主と学生とを家主宅で引き合わせる「マ
ッチング」に移る。ここでお互いに面談し、学生は住宅の状態を確認する。その後、立会人は両
者の意思確認を行い、前向きな場合は「ルール確認」に進む。住まい方のルールのチェックリス
トを用い、同居中の住まい方のルールを確認する。その後、家主と学生との間で契約を結び、緊
急時の連絡先を交換してホームシェアを開始する。開始後も立会人は定期的に両者に連絡をとり、
問題がないかを確認する「アフターケア」を続ける。

家主（高齢者）

学生

住宅を訪問し要望のヒアリン
グと住宅のチェック

要望のヒアリング

登 録

仕組みと憲章の説明、同意

仕組みと憲章の説明、同意

面

会
住宅の確認

マッチング

意思確認
住まい方ルールのリストづくり

ルール確認
契約書、緊急時連絡先
入居

アフターケア

定期的に電話

図 5-1(1) おためし居住実施の流れ
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(2) 文書類の作成
①憲章
どのケースも共通の理念と基本原則を定めた文書で、定義、目的、異世代ホームシェアの実施
方法、を定める。家主と学生の双方が同意し、署名する。
今回作成した憲章の序文は次のようである。
本憲章は、異世代ホームシェアを行う家主、学生、立会人それぞれの役割と義務を明確にするた
めのものです。家主も学生も、異世代ホームシェアを行うためには本憲章の内容を理解し、同意し
た上で署名欄に署名することが必要です。署名者は、異世代ホームシェアを行う際、この憲章を遵
守しなければなりません。

②ルールのチェックリスト
個々のケースで異なる詳しいルールの確認項目をまとめた文書で、学生が使える部屋と家具・
家電といった住宅の条件のほか、門限、風呂、来客、喫煙についての意向、掃除、雪よけ、ゴミ
出しなど家事の分担について、立会人が面談して記入、作成する。
③賃貸借契約
今回のおためし居住は期間限定でもあり契約書は用いていないが、定期賃貸借契約の書式をベ
ースに作成する。この中に家賃と保険についても明記する。
ただし、具体的な書式については、家主、学生双方の保証人（保護者）にも同意を得るべきか
どうかなど現在も精査中の部分がある。
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5-2 居住実験「おためし居住」
(1) 家主候補者の選定
新聞報道や配布したアンケートがきっかけで、何件かの問い合わせがあった。その内 6 名の方
へ、要望のヒアリングを行った。なお、毎回のヒアリングは福井県社会福祉協議会の職員と福井
大学学生の 2 名 1 組で行った。
その際に、住宅・人物ともに問題がなく、異世代ホームシェアが可能な方に、短期間のおため
し居住に参加していただけるかをお願いしてみたところ、1 名の方が参加していただけることに
なった。6 名の方のヒアリングの概要について表 5-2(1)に示す。
表 5-2(1) おためし居住に向けた家主候補者へのヒアリング概要
1

名前
場所
概要

2

名前
場所
概要

3

名前
場所
概要
名前
場所
概要

4

5

6

名前
場所
概要
名前
場所
概要

A氏
日時
平成 24 年 11 月 27 日(火)
福井市大願寺の住宅を訪問
きっかけ
新聞
以前下宿業を行っていた。すぐにでも始められるが、家賃収入を目的としたい意向が
強いことと、大学からやや遠いため、保留した。
I氏
日時
平成 24 年 11 月 28 日(水)
福井市文京の住宅を訪問
きっかけ
新聞
2 世帯住宅に 1 人で住んでおり住宅の条件としては最適。本人は意欲的だが家族が反対
しており実現は難しい。
M氏
日時
平成 24 年 12 月 6 日(木)
福井市大宮の住宅を訪問
きっかけ
新聞
学生による生活支援を強く期待。住宅も間取り的に向いていないので実現は難しい。
S氏
日時
平成 24 年 12 月 11 日(火)
福井市文京の住宅を訪問
きっかけ
アンケート
ホームシェアではなくお金は払うので学生に用事を頼みたいという要望が強いこと
と、住宅の間取り的に向いていないため、実現は難しい。
Y氏
日時
平成 24 年 12 月 13 日(木)
福井市文京の住宅を訪問
きっかけ
アンケート
条件に合致しており、参加していただけることに。
K氏
日時
平成 24 年 12 月 25 日(火)
福井市乾徳の住宅を訪問
きっかけ
アンケート
住宅・人物ともに問題はなかったが、始めるのであれば 4 月以降を希望。保留。
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(2) おためし居住対象者
参加者の概要は以下の通りである。
①家主：Y 氏
・82 歳、男性
・2011 年 7 月から 1 人暮らしをしている
・以前、高校生を下宿させていた経験あり
・1 人暮らしは淋しいので家の中に誰かいて欲しいという思いが強い
②学生：K 君
・工学部建築建設工学科 1 年生、男子
・県外出身で、2011 年 4 月から 1 人暮らしをしている
・様々な経験をしてみたいとの思いで今回の参加を希望した

写真 5-2(2)-1 Y、K 両氏への説明の様子（平成 24 年 12 月 26 日）

写真 5-2(2)-2 K 君引っ越しの様子（平成 25 年 1 月 14 日）
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初めのヒアリングからおためし居住を始めるまでに、家主である Y 氏の元を都合 5 回訪問した。
その手順を表 5-2(2)に示す。
表 5-2(2) Y 氏・K 君とのコンタクトの経過
日時
ヒアリング

平成 24 年
12 月 13 日(木)

概要

資料

・返信していただいたアンケートに

①返信していただいたアン

沿った要望の確認
・住宅のチェック

ケート
②おためし居住の説明

・おためし居住の参加願い

憲章の説明

平成 24 年

・憲章の説明

憲章

12 月 21 日(金)
第 1 回マッチング
第 2 回マッチング

平成 24 年

・K 君との初顔合わせ

12 月 26 日(水)

・K 君へ住宅の紹介

平成 25 年

・Y 氏と K 君と 3 者で詳しいルール

1 月 9 日(水)
引っ越し

ルールのチェックリスト

の決定

平成 25 年

・引っ越し

1 月 14 日(月)

・緊急連絡先の交換

緊急連絡先シート

※この他に、第 1 回マッチングと第 2 回マッチングの間（1 月 5 日）に Y 氏、K 君の双方に、このまま話を進め
て良いのか電話確認を行った。

今回、おためし居住用に作成した憲章には、異世代ホームシェアの定義を以下のように定めた。
この定義は今回のおためし居住のためにフランスの事例を基に定めたものであり、内容について
はこんご検討を重ね改変していく予定である。
憲章（2013 年おためし居住用）
（抜粋）
１ 定義
異世代ホームシェアとは，住宅を所有する家主が住宅の一室を学生に有料又は無料で貸し，家主と学生の双方が対等な
立場で，互いの要望および別途定める住まい方ルールに基づき，可能な範囲で日常的な交流や家事の分担などを行う共同
生活を指します。
異世代ホームシェアは次の理念を掲げています。
(1)家主と学生は互いを尊重するよう努めること
(2)家主と学生は互いが心身ともに自立し依存しないこと
(3)家主，学生，仲介者それぞれが営利を目的としないこと
(4)個々のニーズに応じた異世代ホームシェアを実現すること
（家主）
家主とは，自己の所有する建物に居住する人を指します。
（学生）
学生とは，大学に学生として在籍する人を指します。
（仲介者）
仲介者とは，福井大学住環境計画研究室と福井県社会福祉協議会を指します※。
※おためし居住に限ったものです

このおためし居住は、1 ヶ月後の平成 25 年 2 月 13 日（水）でひとまず終了することを前提に
行っている。
そのため K 君は 1 人暮らししていた賃貸アパートを契約したまま参加してもらった。
次節ではおためし居住の実施中、一週間おきに聞き取りをした結果をまとめる。
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(3) 1 週間経過後の聞き取り調査
平成 25 年 1 月 22 日（火）におためし居住についての第 1 回ヒアリングを行った。その結果を
表 5-2(3)-1 に示す。
1 週間経過後のヒアリングでは双方とも特別困ったこともなく、楽しく暮らせている様子が伺
えた。おためし居住をする前に Y 氏に話を伺った時には食事は別々にしたいとおっしゃっていた
が、一緒に住み始めてみるとかなりの頻度で一緒に食事をしていた（表 5-2(3)-2）
。
K 君は帰宅が遅くなる時はあらかじめ言っておくか電話をかけるかして連絡を取っている。ま
た K 君は、最初の 1 週間はついでもあったので 1 人暮らしのアパートで洗濯を行っており、まだ
洗濯機は借りていないとのことだった。

表 5-2(3)-1 開始から 1 週間経過後のヒアリング
Y氏

困ったこと

K 君に対しては特にない。ただ、自分の生活が不規則なので、
迷惑を掛けていないかが心配である。

交流具合

家族が 1 人増えた感覚である。
結構な頻度で一緒に食事をしている。

K君

こんごの要望

特にない。

困ったこと
交流具合

Y 氏に対しては特にない。ただ、貸していただいている駐車場
が停めにくくて苦労している（初心者なので）。
結構な頻度で食事を一緒に食べている。作ってもらうことが多
く、普段摂りにくい野菜も摂れて助かっている。夕食を一緒に
取った後は 22 時頃まで一緒に団らんしている。

こんごの要望

Y さんの趣味の陶芸を一緒にしてみたい。

何回、1 人暮らしのア
パートへ帰ったか

引っ越し翌日に 1 日暮らしてみて足りなかった物を取りに 1 回
帰った。アパートに溜めていた洗濯物があったので、今週の洗
濯物もついでに洗ってしまいに日曜日に 1 回帰った。どちらも
一時的でアパートに泊ってはいない。

平均的な 1 日の流れ

8 時 30 分頃に大学へ行き 19 時頃に帰っている。
帰宅時間は差があり 22 時を過ぎることもある。 Y 氏が 22 時
頃に就寝するので、その後に宿題等を行っている。

表 5-2(3)-2 第 1 週に二人が一緒に食事した頻度
14 日

15 日

16 日

17 日

18 日

19 日

20 日

（月）

（火）

（水）

（木）

（金）

（土）

（日）

朝食

―

○

○

○

×

×

○

昼食

―

×

×

×

×

×

×

夕食

○

○

○

○

○

×

○
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(4) 2 週間経過後の聞き取り調査
1 月 29 日（火）に第 2 回ヒアリングを行った（表 5-2(4)-1）
。
2 週目も双方から問題なく暮らせている様子が伺えた。この週もかなりの頻度で朝食・夕食を
一緒に摂っていた。2 週間目の食事の頻度について表 5-2(4)-2 に示す。主に Y 氏が食事の準備
をして、食後の食器洗い等の片づけは K 君が行うという役割分担になっていた。
また、この週も K 君は荷物を取りに一時的に 1 人暮らしのアパートへ戻りはしたが泊まること
はなく、Y 氏宅で生活していた。

表 5-2(4)-1 開始から 2 週間経過後のヒアリング
Y氏

困ったこと

特にない。

交流具合

ほとんど毎日、朝晩と一緒にご飯を食べている。とても素直な
子で、いつも食事の後片付けしてくれる。ご飯を食べながら世
間話をしている。子供みたいという感覚。

K君

こんごの要望

特にない。

困ったこと

特にない。雪も大丈夫だった。

交流具合

一緒にテレビを見ている。1 人暮らしのアパートではケーブル
テレビが入ってなく、映らない局も見ることができている。2
週連続で一緒にビフォーアフターを見た。

こんごの要望

不自由していない。

何回、一人暮らしの

28 日（月）に 1 回、模型の道具を取りに帰った。

アパートへ帰ったか

表 5-2(4)-2 第 2 週に二人が一緒に食事した頻度
21 日

22 日

23 日

24 日

25 日

26 日

27 日

（月）

（火）

（水）

（木）

（金）

（土）

（日）

朝食

○

○

○

○

○

○

×

昼食

×

×

×

×

×

×

×

夕食

×

○

○

○

○

○

×
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(5) 3 週間経過後の聞き取り調査
Y 氏には 2 月 7 日（木）に、K 君には 2 月 5 日（火）にヒアリングを行った（表 5-2(5)-1）。
第 3 週もとくに問題はなかった。引き続き、食事の頻度は高く（表 5-2(5)-2）、食事の際は様々
な会話をしているとのことであった。また、K 君は Y 氏の奥さんが執筆した旅行の本を貸してい
ただいて読んでいるとのことであった。

表 5-2(5)-1 開始から 3 週間経過後のヒアリング
Y氏

困ったこと

特にない。

交流具合

自分はいつも通りの生活をしているだけ。相手が困っていな
いか心配。

K君

こんごの要望

特にない。

困ったこと

特にない。駐車にも慣れた。

交流具合

学校へは自転車で通っている。洗濯機はまだ借りていない。
最初は借りられないと聞いていた食器、調味料、冷蔵庫も借
りられていて、不自由はない。

こんごの要望

特にない。

何回、一人暮らしのア

3 日前に一回だけ

パートへ帰ったか

表 5-2(5)-2 第 3 週に二人が一緒に食事した頻度
28 日

29 日

30 日

31 日

2月1日

2日

3日

（月）

（火）

（水）

（木）

（金）

（土）

（日）

朝食

○

○

○

○

○

○

○

昼食

×

×

×

×

×

×

×

夕食

×

○

×

○

○

○

○
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(6) 4 週間経過後の聞き取り調査
Y 氏には 2 月 19 日（火）に、K 君には 2 月 26 日（火）にヒアリングを行った（表 5-2(6)-1）
。
とくに問題はなく、食事の頻度は高いまま変化はなかった（表 5-2(6)-2）
。

表 5-2(6)-1 開始から 3 週間経過後のヒアリング
Y氏

困ったこと

特にない。

交流具合

先週までと特に変わりもない。
大野や勝山へ K 君を案内した。
一緒に温泉にも行った。

K君

こんごの要望

特にない。

困ったこと

特にない。駐車にも慣れた。

交流具合

春休みになって、より一緒にいる時間が長くなった。大野で
は昼食にそばを食べた。

こんごの要望

特にない。

何回、一人暮らしのア

9 日に一回だけ。

パートへ帰ったか

表 5-2(6)-2 第 4 週に二人が一緒に食事した頻度
4日

5日

6日

7日

8日

9日

10 日

11 日

12 日

13 日

（月）

（火）

（水）

（木）

（金）

（土）

（日）

（月）

（火）

（水）

朝食

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

昼食

×

×

×

×

×

×

×

×

○

―

夕食

○

○

×

○

○

○

○

○

○

―
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(7) 退去（2 月 13 日）後の聞き取り調査
2 月 13 日がおためし居住の完了日であったため、前節のヒアリングとあわせて 1 カ月を通して
の感想を聞いた。
①Y 氏の感想
Q：1 か月の感想
A：にぎやかさが全く違い楽しかった。年齢が違う世代の交流は新鮮だった。孫が増えた感覚だ
った。誰か居ることがとても安心で、心の安らぎとなった。生活に張り合いが出た。1 人だと
自由すぎて、食事もおろそかで、作業のようになってしまうし、朝起きるのもだらだらしてし
まっていた。学生がいてくれたおかげで、しっかり食事するようになったし、朝も起きられる
ようになった。K 君は、本当に素直で良い子なので、暮らしやすかった。
Q：1 人暮らしに戻った感想
A：淋しい。静か。ホームシェアをする以前の生活に戻ってしまっている。
Q：困ったこと
A：全くない。家族の反対もなかった。音の問題もなかった。K 君が洗濯のことや、部屋が寒く
ないか、気を遣いすぎていないかなどが心配だった。
Q：参加のきっかけ
A：1 人で淋しかったら。もともとお喋りが好きなので、誰か話し相手がいてくれるということは
すごく魅力的だった。元々高校生の下宿の経験があったので抵抗はなかった。高校生との下宿
の際は食事を一緒に取ることはなかったが、今回は一緒に食事をした。そのおかげで高校生の
下宿の際より、交流が濃く、同じ下宿でも全く違ったものとなった。また、やはり大学生は、
高校生と自立度が違い楽だった。
Q：生活リズムのズレについて
A：防音がしっかりしているので、特に問題はなかった。多少遅くなるくらいなら、一緒に食事
をしたかったので待つことがあった。
Q：ルールのチェックリストについて
A：問題なかった。
Q：こんごもしてみたいか
A：自分が健康な限りずっと参加したい。
Q：費用について
A：電気代は他の月とさほど変わらなかった。今回もこの先も自分は、家賃は全くいらない。他
の家庭が家賃をもらうとしてもかまわない。
Q：異世代ホームシェアを円滑に行うためにはどのようなことが大切か
A：自分は人と接するのが好きだからうまくいった面もあると思う。
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②K 君の感想
Q：1 か月の感想
A：本当に良い経験ができ、参加して良かった。
Q：1 人暮らしに戻った感想
A：物音がしないことを一番感じる。やはりホームシェアをしていた時と生活の様子が全く違っ
てくる。
Q：ホームシェア中に困ったこと
A：最初は駐車が難しくて困ったが段々慣れることができた。洗濯物干し場が分からず、結局洗
濯は自分のアパートでしていた。食器や簡易食材を用意していたが、一回も使わなかった。
Q：参加のきっかけ
A：興味があったから。自分の祖父母とは、小学生の時に 2、3 か月一緒に暮らしただけでほとん
ど年配の方と暮らした経験はないに等しかった。学生とシェアするのとは全く違った経験とな
った。
Q：ホームシェア中はどのような家事をしたか
A：食器洗いと、自分の部屋の掃除。
Q：一番遅く帰った日は
A：0 時 30 分。
Q：ルールのチェックリストについて
A：使って良いものが分かって助かった。わかってはいたが、全部使う前に再確認していた。
Q：こんごもしてみたか
A：ぜひ参加したいが、現在使っているアパートの契約がどうなるかわからないので、とりあえ
ず親と相談してみたい。
Q：異世代ホームシェアを円滑に行うためにはどのようなことが大切か
A：朝食時に、お互いの一日の流れを報告しあっていたことが大きかったと思う。
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5-3 関係者懇談会
福井での異世代ホームシェアの実施に向けて、市県の社会福祉協議会・福祉部局・住宅部局、
民生委員、学識経験者、建築士、不動産協会、包括支援センター、大学生協等の各関係者やアド
バイザーの方との、意見交換の場として関係者懇談会を 3 回開催した。

写真 5-3 関係者懇談会の様子（平成 24 年 11 月 8 日）

(1) 第 1 回関係者懇談会（平成 24 年 11 月 8 日）より
第 1 回関係者懇談会では、本プロジェクトにおけるホームシェアの定義とフランスや東京の事
例について紹介した後、意見交換を行った。主な意見は次のようである。
 間に入る人（団体）が高齢者と学生の両方から信頼されないと成り立たない。マッチングのた
めの人間関係をつくる場が必要。
 他人が住める間取りかどうかが重要。ただし個人情報がひっかかる。
 お互いの人柄、苦情、リスク、保険、緊急時（高齢者が倒れた時など）、いろいろ考えないと
いけないことがある。
 若い人とコミュニケーションをとることで認知の進行を抑えることが期待できる。
 本当に実施しようと思うなら、うまくいった例を情報発信するのが効果的。そうすれば自分も
やってみようかしらという人が出てくるかもしれない。
 短期間のお試し実施が効果ありそう。1 週間とか冬だけとかお試し期間があるのがよい。元気
な世帯からはじめたほうがよい。
 アンケートよりも、少人数の行事などで集まったお年寄りにヒアリングしたほうが有効なので
はないか。
(2) 第 2 回関係者懇談会（平成 25 年 1 月 18 日）について
第 2 回はアンケートの結果をもとに意見交換を行った。
（アンケート結果について）
 学生の居住期間の希望をみると短期間が多い。いちど体験してみたいという気持ちが強い。
 学生の場合、家賃は親御さんが出している場合が多いので、金額に対してシビアではないかも
しれない点は考慮したほうがよい。
 住民の方で誰かに料理を作ってあげたいと思っている人と、学生で料理を作ってもらいたいと
思っている人はうまくマッチングできるのではないか。
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学生と住民で食事の時間帯が違うと問題。
「一緒に食卓につく」のか、
「あらかじめ作っておい
たものを学生が一人で食べる」のか、区別が必要。

（おためし居住について）
 家主の Y 氏から事前に使ってもらいたくないと言われたのは調味料と食器。布団は貸してもら
えた。
 今回の学生 K 君は特殊な要望もなく全体としてスムースに事が運んだ。ただし、当初は「でき
れば他の学生と一緒に参加したい」という要望を持っていた。当初は K 君以外にもう 1 人、計
2 人の学生を準備していたが、実際には K 君 1 人となった。この点は当初、K 君側の不安要素
であったと思われる。
 K 君がおためし居住の期間中に何回アパートに帰ったか。そのような逃げ場の有無が重要と思
われるので、しっかり聞いておいたほうがよい。
 異世代ホームシェアを始める前に、その地区担当の民生委員に連絡を入れると良い。
 ホームシェアを希望する高齢者のもとに行く際、現在はどの様な方か何も知らないままヒアリ
ングに行っている状態だが、民生委員の方と同行するほうが望ましい。
 今回のケースは二人の相性がよく、うまくいっているようだが、仮に希望者が少なくても無理
にマッチングさせるべきではない。相手を選べることが大事。
 事例が一つしかいないというのは、効果を図るうえでは不安。この事業はマッチングが重要だ
が手間がかかる。こんごどこが仲介をするのか。問題点が出てきたらどこが解決するのか。
 事例が少ないので、事例の中から問題点を拾うことが難しい。あらかじめ、問題点を洗い出し
て検討しておくことが重要。
 こんごは受入側を探すために、対象地域の拡大を検討する必要がある。
（ワークショップ計画について）
 アンケートを基に興味のある人を集めて開催するつもりであったが、アンケートから把握でき
た人数が非常に少なかったため、今回は N 地区の健友会（老人会）の方々と学生有志で行う。
 希望者でないと効果的なワークショップにはならない。
(3) 第 3 回関係者懇談会（平成 25 年 3 月 7 日）について
第 3 回はこれまでの経過を振り返り、次年度に向けた検討課題について意見交換を行った。
（おためし居住について）
 洗濯機は借りられるのに、K 君が自分の洗濯物をアパートで洗濯していたのはなぜか。聞きに
くかったとすれば遠慮があったのではないか。
 今回は 1 カ月だったのでお互いに気を張って過ごせたのではないか。長期で検証してみたら違
っていたかもしれない。
（これからの実施体制について）
・ 家主が高齢の場合は認知症の場合もある。聞き取りの際に読みとって報告したほうがよい。
・ 大学の責任を問われる可能性もあるので、しかるべき部署に報告しておくべきである。
・ 高齢者宅の訪問時には、県社協を通じて地元の福祉職員や民生委員が同行する形を検討しては
どうか。
・ 次年度もおためし居住を数件実施し、さらに仕組みを整える。
・ そのための広報を充実させる。すでにアンケートよりも範囲拡大して 5 公民館区の回覧板にチ
ラシを入れた。学生向けのポスターとパンフレットも作成したい。
（その他）
・ 必ずしも高齢者に限定しなくてよいのではないか。たとえば子育て期の共働き夫婦の家に学生
が住んでベビーシッターをするなどの形も考えられるのではないか。
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5-4 まとめ
先進事例をもとに設定したホームシェア実施の手順と文書を用いて、おためし居住と懇談会を
行うことにより、課題の抽出・検証・解消を進めることができた。また、こんご特に再検討すべ
き課題が明確になった。整理すると次のようである。
(1) おためし居住から浮かび上がった課題とその対応
表 5-4-1 おためし居住から浮かび上がった課題とその対応
課題
改善策
手順
条件に合わない人物や住宅が多い
広報を充実する
はじめの登録項目を整理する
初回ヒアリング時に憲章の説明も済ま 原則として同日に行う
せるほうが合理的
憲章
とくになし
－
ルールのチェック インターネット利用環境、駐車場、鍵 事前のチェックリスト作成時の確
リスト
の扱い方、居住期間を明記する
認項目に加える
契約書
家事や破損の責任は誰が取るかが心配 保険の種類、期間等を検討する
項 目

(2) 関係者懇談会から浮かび上がった課題とその対応
表 5-4-2 関係者懇談会から浮かび上がった課題とその対応
項 目
課題
改善策
手順
高齢者宅へ初めて訪問する際は民生委 地区民生委員に同行を依頼するよ
員同行だと安心感がある
うにする
憲章
妥当な家賃額を明確にしておく必要が 家賃の上限を定める
ある
ルールのチェック 食事については「作ってもらうのか、 事前のチェックリスト作成時の確
リスト
キッチンを借りるだけか」
「お互いの食 認項目に加える
事の時間帯」等を明確に区別したほう
が良い
学生は家賃を親が払っていて負担意識 学生の保護者に了承を得る形式に
や金銭感覚が乏しい場合がある
改める
契約書
短期居住に適した保険加入を明記した 保険の種類、期間等を検討する
ほうがよい

その他、おためし居住に向けたヒアリングの中で懸案となった点として次のことが挙げられる。
まず家主が高齢の場合に健康状態（介護レベル等）の判断が難しいことがある。日常生活に支障
がなければホームシェアは可能であるが、親族は心配するので同意を得にくく、また何かあった
場合の責任を問われることも考えられる。持病やアレルギー等について前もって確認しておくほ
うがよいと思われる。

89

次に、マッチングとアフターケアを行う主体の構成がある。今回はおためし居住候補者 6 件の
ヒアリングを福井県社協の職員と研究室学生の 2 名で行い、実施後のケアは研究室で行ったが、
必ずしも安定した形ではない。
これら課題の解消のために、こんごもおためし居住の件数や期間を重ね、問題点の発見と修正
を重ねる必要がある。さらに、先進団体や専門家に相談できる関係を築いたり、シェア居住につ
いての調査を重ねたりすることで、福井におけるホームシェアを円滑かつ継続的に進めるための
適切な仕組みを整えていくことが必要である。
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第 6 章 結論
6-1 まとめ
本研究では、地方都市である福井市において、高齢者と学生による異世代のホームシェア事業
を実践することを目標として、その基礎段階となる調査研究を行った。主な成果をまとめると次
のようである。
(1) 先進事例調査について（2 章・3 章）
フランスでホームシェアを手掛ける非営利団体 7 団体と東京の NPO 法人を調査し、各団体の
特徴を比較、分析した。各団体の役割と運営方法、憲章などの理念とルール、マッチングの手順
等を把握するとともに、利用者の生活の変化や精神的な変化から感じられる活動の意義等、多く
の点を明らかにすることができた。
これにより異世代のホームシェアを行う際に必要な手順を明確にすることができた。流れとし
ては登録→マッチング→ルールの確認→アフターケアという順序となる。ただし、高齢者は新し
い住まい方に慎重な場合が多いので、十分な広報と説明が重要である。
また、トラブルを避けるために次の文書が必要となる。
①憲章（=どのホームシェアも共通の理念と基本ルール）
②ルールのチェックリスト（=個々のケースで異なる詳しいルールの確認項目）
③契約書（=賃貸借契約書、家賃・保険等の規定を含む）
(2) アンケート調査について（4 章）
福井大学文京キャンパス周辺を対象とした一般住民と学生へのアンケート調査により、ホーム
シェアについての関心を把握することができた。関心があると回答した割合は住民の 3 割強、学
生の 6 割弱という結果となり、一定の需要があるものと見込める。
一方、住民と学生とで意識の大きなズレが見られた項目として、①門限（生活時間）、②食事・
食品、③地域活動への参加意欲、が挙げられる。①については、ホームシェアへの関心の有無に
関わらず、住民と学生とでは 2 時間程度の生活時間帯のずれが見られた。学生がアルバイトやサ
ークル等で帰宅が遅くなるようだと問題になる可能性がある。また②については、住民はあまり
食事を負担したくない、学生は作ってもらいたいという考えの違いが目立った。さらに食品につ
いても、住民は共用したくないという意見が比較的多く、学生とは嗜好が違うことを懸念してい
ることが窺われた。③については、学生は参加意欲が著しく低いため、参加を求める場合は前も
って十分に説明しておく必要がある。
また、自由記入の「疑問点や不安を感じる点」の回答として、住民と学生の双方から「異世代
でコミュニケーションを上手くとれるか」等の、親族以外の異世代交流を経験したことがないゆ
えの不安も多数みられた。
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(3) 実現化に向けた取り組み（5 章）
先進事例調査とアンケート調査を参考に、福井でのホームシェアの基本的な枠組みを構成した。
実現化方策としての手順、各種文書案を作成し、おためし居住と関係者懇談会を通して検証し
た。これにより福井でのホームシェアの基本的な手順を概ね定めることができた。それとともに、
さらなる検討が必要な課題も浮かび上がった。
今回のおためし居住のルール決めの際、家主側が学生と共同で使いたくないものとして、
「冷蔵
庫」「食器」「調味料」を挙げていた。この項目は住民へのアンケート調査で「一緒に使うのに抵
抗がある」と答えた方が多い項目の上位 3 つと同じ項目であった。このような食事・食品関係の
ルールは、事前に確認しておく必要がある。
またアンケート調査では門限など生活リズムの違いが認められたが、今回のおためし居住では
毎朝顔を合わせた際にお互いの予定を伝えあっていたことと、予定が変わった際は電話するよう
にしていたことにより影響は少なかった。当事者間に日常的なコミュニケーションがあれば、前
もってルール化していないことにも柔軟に調整できる。
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6-2 こんごの課題
ホームシェア事業の実践に向けて検討すべき課題を整理すると次のようである。
(1)ルールの修正と事前確認
今回実施したおためし居住より、ルールのチェックリストにいくつか追加すべき項目が挙げら
れた。また、高齢者が認知症の場合や、どちらかに持病やアレルギー等がある場合はホームシェ
ア相手が過度の負担を被ることになりかねないので、前もって把握しておくことが求められる。
契約書と保険についてもホームシェアに合った形のものを早急に整える必要がある。
さらに、本人は参加意欲があっても親族が了承しないと様々な問題を生みかねないので、保証
人（保護者）の了承を得る形に改めることも検討すべきである。
(2)安定的な実施体制づくり
今年度のおためし居住ならびに関係者懇談会は福井県社会福祉協議会の協力を得て行ったが、
これから継続的に実施するためには、民生委員、公民館、包括支援センターといった地元との関
わりが密な人物や団体とのパートナーシップ体制を構築することが望ましい。地域の高齢者の住
まい事情に詳しい関係者との情報交換を密にしつつ、今年度よりも長期のおためし居住を数件実
施し、課題の洗い出しを進めるとともに、より持続可能な実施体制へと洗練させてゆく。
(3)ホームシェアについての広報
当初の研究計画に沿って、大学近くの公民館の協力を得て老人会の会員と学生による 20 名規模
のワークショップを平成 25 年 1 月 19 日に開催したが、ホームシェアについての理解が十分でな
かったため、建設的な議論を深めることができなかった。
こんごは公民館や民生委員の協力を得て、回覧板や高齢者を対象とした各種地区行事の際にホ
ームシェア事業について説明を重ねる。また、PR 用のパンフレットやホームページを用い、多様
な広報手段、アクセス方法を用意する。

以上の課題に取り組み、福井におけるホームシェア事業の実現に向けてさらなる研究と活動を
続ける。
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