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序章 研究目的 
 
１− １ 研究の背景 

 高齢化社会の到来、共働きの一般化、余暇時間の重視、居住形態の変化等
の要因によって、伝統的に家庭で行われていた清掃、洗濯、料理、育児などの
家事行為に変化がみられている。家庭電化製品等の普及により家事に従事する
時間が減少したり、食材の定期宅配サービス、出張ハウスクリーニングなど、
家事を代行する社会サービスが充実している。 

一方では、さまざまな家庭外で行われていたサービスが家庭内に入り込んで
いる。たとえば、銀行に行かなければできなかった振り込みや残高照会などの
バンキングサービスが自宅のインターネットで代行できたり、自宅まで取りに
来てくれる宅配便サービス、一流レストランのシェフを家庭に派遣するサービ
ス、在宅介護サービスなどが指摘できる。また、高速インターネットの普及に
伴い、それまで自宅でできなかった新たなビジネスが展開している。 

本研究は、こうした「家事の社会サービス化、社会サービスの家事化」の状
況を分析し、今後の傾向を探る。 
 
１− ２ 研究の目的、内容 

具体的な、研究内容は以下のとおりである。 
１）家事の社会サービス化、社会サービスの家事化が進展する社会的背景に関 
  する分析を行う。 
２）家事の社会サービス化、社会サービスの家事化に関する最近の事例調査。 
３）家事の社会サービス化、社会サービスの家事化に関するインタビュー調査 
４）新たな社会サービス産業に向けて 

─ コンシェルジュサービスの展開 
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第１章 家事の社会サービス化、社会サービスの家事化の背景 

 

１− １ 家事をどうとらえるか 

１− １− １ 家事の概念規定 

（１）家事とは 

 日常的に使っている「家事」という言葉を定義しようとすると意外と難しい。

大辞林の定義によれば、「炊事、洗濯、掃除、育児など家庭生活に必要な仕事。

家庭内の事柄」としている。この定義では、家庭生活に必要な仕事と決めつけ

ているが、その内容は家族構成や家族の生計を立てる職業によっても大きく変

容してくるはずである。 

 日本生活学会編による生活学事典の定義では「家事または家事労働とは、一

般的にいえば人間が生活する基礎単位において、生活上必要な消費のために行

われる労働のことをいう。この生活の基礎単位は、歴史的に変化し、また身分

や階級によって異なっていたが、総じてそれは『家族』と呼ばれる小さな共同

体であった」としている。 

 有り体にいえば、一人暮らしでも、共同生活でも、家という物理的な空間を

維持しながら生活をしていくのに必要な労働、といえるだろう。ただしこの家

事労働は、伝統的には非市場労働とみなされ、家庭を構成するメンバーによっ

て提供され、消費されるとする見方が一般的であった。つまり、家の仕事はお

金を掛けないで、家族が分担してするものと考えていた。特に、女性が専業主

婦として活躍していた時代では「父親は仕事に力を注ぎ、母親は任された家庭

をしっかり守る」いわゆる「役割分担」派が 1973 年時に 4割近く支持されてい

たのが 1998 年には 17％ に下がっている。（NHK 世論調査）。 

（２）一般化した共働き 

 1985 年頃から、マスコミで「共働き」ということばが一般化し始め、事実、

国勢調査によると 80 年をピークに、サラリーマン世帯に占める専業主婦の数は

減少の一途をたどり、共働きが増加している（図 1-1 参照）。こうした社会事情

から、それまで家事は”unpaid work（支払われない労働）”と見なされていたの

が、共働きが一般化してくると、家事の役割分担や、家庭外のサービスに依存

し始め、家事そのものを貨幣価値で考えざるを得なくなってきた。 

 1995 年に北京で開催された第４回国連世界女性会議では、男女平等社会の実

現というような背景は異なるにせよ、「支払わない労働」と見なされていた家事
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労働に数値化導入が提唱されている。その意味では、家事も経済学的な市場価

値をもつことになった。 

 

  

  図 1-1 専業主婦の経年変化 （出典：国民生活白書平成 13 年版） 

 

 現在では、それまで家事労働と見なされていた分野にも社会サービスとして

市場が成立し始めている。その代表が、高齢者介護であろう。金銭的な負担は

誰がするかは別として、介護という行為が家族を構成するメンバーではなく、

第三者によってなされる点に注目される。 

 

１− １− ２ 家事労働観の変遷 

家事労働の中に社会サービスが入り込んでくる過程は、さまざまな要因によ

って引き起こされるが、ここでは過去から近未来に至る大局的な流れについて

鳥瞰してみる。要因分析については次節で検討を行う。 

図 1-2 は、高度経済成長期を前後して家事作業がどのように変遷したかの概

略を示したものである。 
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     図 1-2 家事作業の変遷  （出典：「家事とたたかう住まい」彰国社 1997） 

 

 変遷の過程をさらに詳しくみてみる。 

（１）第１段階 

1950 年代中期から登場する家庭電化である。 

 家庭電化自体は、すでに明治時代の終わりから起きている。当時、皮肉なこ

とに、電球のフィラメントが技術革新によりタングステンに代わり、それまで

の消費電力の 3 割程度で済むようになった。電力会社はその余剰電力の消費を

推進するために、家庭電化戦略を展開することになった。 

 50 年代中ごろから発生した家庭電化は、経済成長とともに活発になってきた。

54 年には、「三種の神器」（白黒テレビ、電気洗濯機、電気冷蔵庫）と呼ばれた

製品が販売され、主婦が強い関心をもった。 

 

       
          図 1-3 家庭電化の 3種の神器 
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ついで、電気炊飯器、電気掃除機が登場してくると家事労働に大きな影響を与

え始めてきた。具体的には、家事に費やしてきた時間が相対的に減少したこと

と、肉体的な疲労が軽減されてきた点である。しかし一方では、購入するため

の費用や電気料金の増加など、経済的な負担が課せられてきた。 

  

            表 1-1 1960-70 年代の主な家庭電化製品普及率 
   1960 年   1965 年   1970 年 
冷蔵庫    9％       57%       93% 
洗濯機    32       72       93 
掃除機       6       34       69 
電気釜      28       54       54 
  

 電気炊飯器の出現によって、睡眠時間が 1 時間延長されたといわれる程、家

事の軽減に役立っていた。 

（２）第２段階 

 1970 年代の高度経済成長とともに、家事の骨幹をなしていた衣・食がことご

とく外在化していった過程である。それまで女性のたしなみとされていた、洋

裁や和裁によって家族の衣類を縫製する文化は、当時台頭してきたアパレルメ

ーカーの増加に伴って、既製服が急速に普及していった。また、布団の打ち掛

けや洗い張りのような習慣も薄れていった。 

 食文化についても同様なことがいえる。インスタント食品の普及や身近にな

ったスーパーマーケットの存在によって、総菜に代表されるように、それまで

家庭で調理されていた食料品が商品として価値をもち始めた。冷蔵庫や電子レ

ンジの普及によって、食料品の保存や調理方法が大幅に変化してきている。      

 1975 年に 4,170 億円だったインスタント食品の市場規模は、96 年にはおよそ

4兆円にまで成長している。裏を返せば、それだけ家庭での調理に大きな変化が

起きている、つまり社会サービスに依存していることを物語っている。 

 また、外食産業が今日のようなファーストフードを中心にチェーン展開し始

めたのは、大阪万博以降といわれている。外食産業の規模は、1975 年で凡そ 8

兆 6千億円だったのが、1996 年でおよそ 28 兆 8 千億円に膨れあがっている。食

料費に占める外食費の割合は 38％になり、米国並の水準に達している。 

 民間のシンクタンクである CDIが 70年代に行った家庭の生活財に関する調査

では、既にその当時、家にまな板や包丁がない事例が報告されている。 
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（３）第３段階 

 1990 年以降である。第 1 段階が、電化製品という「機械」が家庭に入り込む

ことによる家事の外在化だとすれば、第 2 段階は、衣服や食品などの「商品」

が家庭の中に持ち込まれたことになる。第 3 段階では、確実に「サービス」と

いう行為が家の中に入りつつあることを意味している。例えば 97 年に制定され

た、児童福祉法の改正と介護保険法の制定によって、それまでなかなか手が届

かなかった「育児」と「介護」という家族の人手に依存していた行為が外在化

され、市場性を持つことになった。 

（４）第４段階 

 情報通信ネットワークによる外在化プロセスである。平成 14 年版(2002 年)

の情報通信白書によれば、インターネットの世帯普及率は、2000 年末の 34％か

ら 2001 年末には 60.5％と 6割を超えるに至っている。（図 1-4） 

 確実にネット社会が家庭に入り込んでいる。銀行の振り込みから、ネットシ

ョッピング、さらには家庭で不要になった物財を競売するネットオークション、

家にいながらにして英会話や大学の講義まで受講できるような e-ラ-ニング（図

1-5）、また住民登録など、自治体に届け出る申請手続きも在宅のままで可能に

なろうとしている。 

 

 
  図 1-4 世帯等でのインターネットの普及率（出典：情報通信白書平成 14 年版） 
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           図 1-5 在宅学習（NOVA のお茶の間留学） 

 

 やがてブロードバンドの家庭への普及に伴い、家庭そのものが情報の発信基

地、つまり手づくりの放送局やコンサルタント業務、ボランティア活動などの

担い手になるだろう。 

（５）第５段階   

 家族構成員そのものの代替化ともいえる潮流である。それまで人間の手でし

かなし得なかった家事が、科学技術の進歩によってさらに社会化されようとし

ている。これ自体は新たな潮流であって、まだ価値判断の是非を問うことは難

しいかもしれないが、確実に家庭の中に入りこみつつある。例えば代理母であ

る。これは人工授精によって第三者の女性に子供を産んでもらうという、通称

「借り腹」である。現在では子供ができない夫婦が選ぶひとつの選択肢と位置

づけられているが、バイオテクノロジーの進歩と倫理観の変容と共に状況が変

わる可能性がある。 

 さらにいま一つの事例は、ロボットの存在である。1999 年に発売されたアイ

ボは「犬型ペットロボット」として始めて家庭に入ってきた。ペットとしての

位置づけだが、飼い主がそれなりに可愛がらないと駄々をこねたり、また優し

くすると懐いてくるなど、実際の犬の要素をもっている。さらに、2004 年 4 月

には高齢者や病弱な人を支援するその名も生活支援ロボット「ワカマル」が発

売予定されている。（図 1-6） 支援相手の顔を認識しながら、ジェスチャーを
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交えて対話することができる。まだ積極的な家事支援という段階ではないが、

今後の動向が注目される。さらに介護を支援するロボットは既に商品として発

売されている。 

          

          

          図 1-6 三菱重工業が開発した家庭用ロボット「ワカマル」 

 

 

１− １− ３ 家事労働の社会サービス化の種類 

家事が家庭外のサービスに依存する過程をみてきたが、問題はそれをどのよ

うな受け皿が代替するかである。 

         

   図 1-7 社会サービスの受け皿（出典：「家事とたたかう住まい」彰国社 1997） 
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 図からも明らかなように、大別すると 3タイプになる。 

第１は、国や自治体などの公共機関に委ねる場合である。保育所や高齢者の

デイケアサービス、また電子自治体などインターネットを通じて各種の申請行

為が在宅のままできるサービスなどである。 

第２は、企業による提供である。後述するようにクリーニング、ホームセキ

ュリティ、総菜の宅配サービスなどさまざまなサービスが供給されている。家

計の負担になるが、各家庭のライフスタイルによって選択される。企業も市場

原理が働くため、質の良いサービスの提供を余儀なくされる。 

第３は、ボランティアや NPO など直接的な営利を目的としない、いわば相互

扶助的なサービスの提供である。 

現実にはこれらの組み合わせも起きている。たとえば介護のように公的機関

の委託を受けて民間企業なり NPO が代行するケースも見られる。 

 

１− ２ 家事の現状 

 総務省（国民生活白書（平成 13 年版））では、家事の機能を 4 つに大別して

いる。 

１）生計を立てる機能 

２）子育ての機能 

３）両親などの介護や扶養をする機能 

４）安らぎやくつろぎの機能 

 これらの現状がどのようになっているのか、今回の調査目的に関係ある項目

について概要を把握してみる。 

 

１− ２− １ 生計 

 80 年代までは、家庭を守る専業主婦が増加の一途をたどっていたが、それ以

降は漸減し、87 年には 37％であったのが 2000 年には 27％まで減っている。（図

1-1） 裏を返せば、女性の就業率が確実に増加していることになる。先の NHK の

意識調査でも明らかだが、内閣府の調査でも、「男は仕事、女は家庭」という考

えを支持する割合は 87 年が 43%だったのに対し、2000 年には 25%に下がってい

る。さらに、NHK の 2000 年版「国民生活時間調査」では、男女の伝統的な役割

分担に対する支持が低下しているにもかかわらず、家事従事時間の男女差は大

きく変わっておらず、結果として女性は仕事と家事・育児の両立を余儀なくさ
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れている。こうした事情を考慮すれば、働く女性にとって家事のなかに社会サ

ービスが導入される期待は高い。 

 

１− ２− ２ 子育て 

 少子化の傾向は一段と高まり、2000 年には１人の女性が生涯で産む子供の数

である特殊出生率は 1.36 まで落ち込んでいる。その結果、家族構成の中で一人

っ子が 90 年代以降 4割にも達し、子供 2人がやはり 4割強、３人に至っては 14%

に過ぎない。国民生活選好度調査(2001)では、世代を通じ子供を持つことには

抵抗はないが、希望するだけ子供を産むことができない理由として、「育児に金

がかかる」が突出しているが、「家が狭い」、「やりたいことができなくなる」な

どは若い世代で大きい。同時に、「育児を容易にする施設・制度が充分ではない」

とする、社会的な支援を期待していることがわかる。 

 

１− ２− ３ 両親などの介護や扶養をする機能 

（１）急ピッチで進む高齢化  

 2002 年に実施された、社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」に

よると、1950 年の 65 歳以上の人口は 416 万人、2000 年には 2,204 万人となっ

ており、それが 2050 年には 3,586 万人に達すると見込まれている。 

  また高齢者比率（総人口に占める 65 歳以上の人口）でみると、1950 年で 4.9％

であったのが、70 年には 7％、94 年には 14％を超え、高齢化社会に拍車をかけ

ている。2000 年には 17.4％に達しており、これが 2020 年には 27.8％、2050 年

には 35.7％になるといわれている。3 人に 1 人は 65 歳以上という状況になる。

こうした、高齢者達はどのような世帯構成を形成するのであろうか。 

 98 年の「日本の世帯数の将来推計」（国立社会保障・人口問題研究所）による

と、2014 年に日本の世帯数はピークに達する。このうち、世帯主が 65 歳以上の

割合の変遷を見てみると、90 年が 16％、2000 年が 24％、そして 2010 年が 30％、

2020 年には 35％と急ピッチで増加していく。（図 1-8） 

 その内訳を「国民生活基礎調査」（厚生労働省）で見てみると、65 歳以上の一

人暮らしは80年の9％から2000年には14％、また高齢者夫婦のみの世帯は20％

から 33％と急増するが、子供と同居する割合は 69％から 49％と激減している。

これを性別で見ると、女性の単独世帯が 90 年に 131 万、2000 年に 224 万、そし

て 2020 年には 361 万と急増すると予測されている。 
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      図 1-8 高齢世帯の増加 （出典：国民生活白書平成 13 年版） 

  

 簡潔に述べれば、これからは子供と同居しない高齢者、中でも高齢女性の一

人暮らしが、これまでになく激増することになる。 

（２）介護は「在宅」を希望 

 高齢化と共に体力・身体機能が低下し、自分自身の生活を他者に依存する傾

向にある。2000 年から導入された介護保険制度により、社会サービスによって

要介護の高齢者を支援することになっている。2001 年 9 月時点で、介護認定は

280 万人に達し、自宅で介護を受けるいわゆる居宅介護・支援サービス受給者は

156 万人に昇っている。興味深いのは、介護が必要になったときどこで介護をし

て欲しいかという調査（「国民生活選好度調査」）によると、「在宅」希望が高い

ことが分かる。特に高齢化が進むにつれその傾向は高じていく（70-79歳で 69％）。

住み慣れた自宅で家族、なかでも配偶者を介護の担い手として期待しているが、

現実は必ずしも期待どおりにはいかないだろう。 

（３）高齢者が望む居住 

 高齢者になったとき、どのような住居に住みたいのかに関する調査結果が図

1-9 である。現在の住宅を選んだ高齢者が最も多いが、現在の住宅を改造して、

やはり住み慣れたところで暮らしたいという期待が見えてくる。その背景には、

バリアフリーなどの空間構成は大前提だが、同時にさまざまな社会サービスを

自宅で受けられる期待もあるだろう。子供と同居しても、子供夫婦が共働きで
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あったり、配偶者が充分な身体活動機能をもってなければ、やはり家庭外の社

会サービスに依存しながら生活することになろう。 

 

    
   図 1-9 高齢が望む住居形態 （出典：国民生活白書平成 13 年版） 

 

 

１− ２− 4 安らぎやくつろぎの機能 

（１）家庭は安らぎの場 

家族の形態にはこれまで、核家族、核分裂家族、ホテル家族など時代の社会的

背景を受けてさまざまな呼称でよばれてきた。家族が暮らす家庭に対するイメ

ージはそう大きく揺らいでないように見える。2001 年に行われた「国民生活に

関する世論調査」によれば、「家族の団らんの場」、「家族の絆を強める場」、「休

息・安らぎの場」が高い支持を得ている。 

（２）増加する単独世帯 

 平均世帯構成数は 1950 年が 4.97 人であったのに対し、70 年には 3.69、2000

年には 2.67 と減少の一途をたどっている。 

 図 1-10 からも明らかなように、単独世帯の増加が著しい。70 年には 2割程度

に過ぎなかったのが、2000 年には 28％程度まで増加し、2020 年にはほぼ 3割に

達するものと予測されている。これに夫婦のみの世帯を加味すると実に 2000 年

には 47％、2020 年には５割を超すことになる。こうした家族構成になると、家

事は少人数の家族だけではこなせなくなり、勢い社会サービスに依存しがちに

なるだろう。 
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     図 1-10 増加する単独世帯 （出典：国民生活白書平成 13 年版） 

 

（３）家族の一員となったペット  

 最近の傾向として、家庭でペットを飼育する傾向が高まっているが、中には

家族の一員として位置づけている。先の「国民選好度調査」によれば、全体で

６割以上が家族と見なし、特に女性の若年層でその傾向が強い。ペットが増加

する背景には、家族構成数と密接な関係があるといわれている。共に暮らす家

族がない、いても不在がちなとき、その不安や寂しさを解消する役割が期待さ

れている。逆にペットが家族の一員となると、飼い主が旅行などで不在になる

とその間、飼い主に代わって預かり飼育する社会サービスが起きている。 

 因みにペットの普及は米国に次いで世界第 2 位となっている。犬猫飼育頭数

調査（2000 年度ペットフード工業界調査）によると、犬は 1千 5万頭、猫が 772

万頭で、世帯あたりの普及率は犬が 18.1％、猫が 11.6％となっている。 

 

１− ３ 生活利用時間からみた家事 

 家庭電化製品の普及やライフスタイルの変化に伴って、生活利用時間に大き

な影響が現れてくる。ここでは、NHK 放送文化研究所が定期的に実施している

「NHK 国民生活時間調査」（2000 年版）を引用しながら分析を進める。 
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１− ３− 1  家事時間の現在 

 ここでいう家事とは次の 4 項目を指す。「炊事・掃除・洗濯」「買い物（ウィ

ンドーショッピングは除く）」「子供の世話」「家庭雑事（片づけや洗車、銀行や

役所へ行く、高齢者や病人の世話）」である。 

 表 1-2 は、以上４つの家事行為を日本人全体の平均従事時間としてまとめた

ものである。 

 

            表 1-2 平均家事従事時間 

   平日   土曜   日曜 
炊事・掃除・洗濯 1 時間 09 分 1 時間 14 分 1 時間 11 分 
買い物    20 分    31 分    38 分 
子供の世話    21 分    26 分    25 分 
家庭雑事    31 分    35 分    38 分 
                  （出典：日本人の生活時間 2000 NHK 出版） 

 

 

１）平均家事時間は、平日 2時間 15 分、土曜 2時間 39 分、日曜 2時間 46 分 

  女性では 20 代から 30 代に移行する過程で、家事時間が急増する。 

 （平日で 2：25 から 5：37、日曜で 2：38 から 6：18 となる） 

 結婚や出産によって家事が急増することを物語っている。 

２）女性では、50 代にやや減少するが 60 代になると再び上昇する。配偶者の 

  介護などで増加すると考えられる。 

３）女性では 70 代になると家事時間は減じてくる。体力等が関係してくるか 

  らだろう。 

４）一方男性は、平日は 30 分にも満たないが、60 代つまり定年期を迎えると 

  家事への参加が増えてくる。それでも 1時間程度である。 

５）男性のピークは 40 代が日曜日に 1時間 48 分となっている。子育てなど 

  配偶者への協力、分担ぶりが伺われる。 

 

１− ３− 2 家事時間の経年変化 

１）1960 年から 2000 年に至るこの 40 年間で、女性の家事時間は減少してい 

  る。（1960 年 4：26 が 2000 年には 3：49） 
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２）同様に、男性は一貫して増加している。（男性の家事従事は日曜日に多く、  

60 年に 0：42 だったのが、2000 年には 1：14 と増加している。） 

３）図 1-11 は家事の内容別にみた女性の家事行為を 70 年から 95 年に至る経 

  年変化で表したものである。左側の図は、そもそもその家事行為を行う女 

  性の割合を表し、また右の図はその家事行為にどのくらいの時間を費やし 

  ているのかを示したものである。洗濯や掃除の行為は増えているが費やす 

  時間は減少している。これは全自動洗濯機などの普及と関係が高い。（2000 

  年の普及は 74％） 

４）子供の世話は少子化傾向を反映して行為率は低くなっているが、逆に費や 

  す時間は増えている。子供の数は減ったが、手間を掛けて育てているため 

  であろうか。 

５）以前は女性の嗜みとされていた「縫い物・編み物」をする女性は 70 年か 

  ら急減している。もはや家では外れたボタンすらも付けない状況が珍しく 

  なくなっている。 

６）男性は２）でみたように漸増の傾向にあるが、今後勤務時間が減少してく 

  れば、平日でも家事への参加は増えると予測される。 

  
図 1-11 女性の家事内容の経年変化 （出典：日本人の生活時間・2000 NHK 出版） 
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 NHK 放送文化研究所の調査で注目すべき点は、全く家事を行わない女性が存在

している点である。しかし生活を営む上で家事行為は不可欠であり、その代償

は家族に依存するか、社会サービスに依存することになる。表 1-3 は 2000 年の

平日における女性（20，30 代を対象）の家事従事状況を示したものである。 

 

 

            表 1-3 女性の家事状況 

  行為率 行為者平均従事時間  全平均時間 
未婚   53％  1 時間 41 分     53 分 
既婚・職業なし   98％  9 時間 44 分  9 時間 34 分 
既婚・共働き   95％  4 時間 57 分  4 時間 42 分 
                     （出典：日本人の生活時間・2000 NHK 出版） 

  

 表からも明らかなように、未婚女性では平日平均すれば 47％の人が家事を全

くしないことになる。また、既婚女性では、仕事に従事しているか否かで家事

時間に 5 時間程度の開きが現れている。既婚共働き女性にとって、家事を何ら

かの形態で社会サービスに委ねなければならない状況が浮かび上がってくる。 

 

１− ４ 社会サービスの流動化を引き起こす要因 

 家庭を取り巻く環境変化を鳥瞰してきたが、そこからの帰結として「家事の

社会サービス化」が促進されることになるが、ここではどのような要因によっ

て、家事の社会サービス化、社会サービスの家事化が起きるのかを分析する。

家事の社会サービス化はいわば家事を家の外で済ませようとするに「プッシュ」

する作用であり、社会サービスの家事化は家に取り込むインセンティブが働く

いわば「プル」する要因といえる。平たくいえば、家でもこんなことができる

ようになったという意味である。しかし視点を変えてみると、一方でプッシュ

する要因であったものが同時にプル要因にもなりうる。 

 

１− ４− １ プッシュ要因 

 代表的なプッシュ要因として以下の 10 項目を指摘できる。 

１）時間的な余裕がない 

家事従事時間で分析したように、共働きの女性にとっては仕事と家事を両

立させなければならない。家事従事時間が軽減される期待は大きいが、子
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供の世話や介護などはある程度時間を掛けなければ済まされない。その意

味で安心して頼める社会的代替サービスへの要望は強い。 

２）体力が追いつかない 

高齢者、妊婦、障害者など体力的な限界によって家事が充分こなせないた

めに、社会サービスに依存する。たとえば一人暮らしの高齢者では、電球

の交換もままならず、以前の「町の電気屋さん」的なサービスへの期待が

高まっている。 

３）専門的な知識、技術がない 

それまで家庭で行われていたズボンの裾あげや綻びの修繕、包丁研ぎなど

も、知識や技術不足により外部に依存するようになってきた。また。最近

のパソコンなど情報機器関連の設定、ちょっとした水道の蛇口修繕、障子

貼りなども自宅で行えないところが増加している。 

さらにファイナンシャルプランナーのように財産に関する運営、管理を扱

うサービスも現れている。これは複雑で専門的になってきた今日の金融情

勢のために、一般的になり始めている。 

４）経済的に安くなる 

一人暮らしでは１人前の料理を作るとコスト的に高くなる場合が多い。ス

ーパーやデパートなどでは、少人数用の総菜を用意し便宜を図っている。 

外食産業やレトルト食品、それに総菜サービスなど増加の傾向にある。 

５）居住スペースが狭い 

生活が豊かになるにつれ、服飾も増加している。季節的にクリーニングに

出さなければならないものが多いが、最近のクリ—ニング店ではクリ—ニ

ングのみならず、そのまま保管するサービスも行っている。そのため必要

以上にクリ—ニングに出す傾向がみられる。 

６）器具、装置がない 

日曜大工で木材を加工する場合、家にノコギリがないために DIY へ足を運

んだり、釣ってきた魚がさばけず魚屋にいくなど、ちょっとした機材がな

いために、家庭外でサービスを受けざるを得ない状況が増えている。 

７）利便性が高い 

自宅でちょっとしたパーティを催すとき、ホテルや一流レストランで提供

しているケイタリングサービス、ないしはシェフを派遣するサービスが人

気をよんでいる。テーブルのレイアウトから配膳まで、全ての準備、後片
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づけまで一切代行してくれる。こうした利便性の高いサービスの提供が始

まっている。 

８）安全、安心を配慮 

雪国の屋根の雪下ろしや、高層マンションの窓掃除など素人が行うと危険

であったり、充分手が届かなかったりすることを、外部に依頼することで

安全、安心が確保できる。 

９）家族やコミュニティの協力が得られない 

ちょっとした換気扇やエアコンの掃除も、家族の協力があれば簡単に済ま

せられることが、一人暮らしや多忙な家族のために協力が得られず、外部

に依存しなければならない家事もあるだろう。 

また、農村などでみられた「結い」のような近隣との協力関係が希薄にな

り、家具の移動などちょっとした力仕事も、誰かにお願いしなければ済ま

されなくなっている。 

 10）価値観の変容 

  最後に、何にもまして強い傾向は、日本人の家事に対する価値観が変容し 

  ている点であろう。戦後一貫した個人所得の上昇や、共働きの一般化によ 

  り家計所得が伸びたため、ある程度のコストで代替できるなら家事の内容 

  によっては、積極的に社会サービスに依存したいと考えるようになった。 

  コストの代償で得た時間をレジャーや睡眠に当てるなど、家事に対する考 

  え方に変化が起きている。 

 

１− ４− ２ プル要因 

 前述したように見方を変えれば、プッシュ要因がプル要因にもなりうる。こ

こでは、家庭を取り巻く社会・経済の観点からプル要因を 9項目指摘する。 

１）インターネットの急速な普及 

  日本のインターネットの普及率は、およそ 2世帯に 1世帯、2人に 1人の 

    割合になった。（財）情報通信総合研究所の予測によれば、2005 年度には 

    利用世帯 4000 万、利用人口は 1億人、特に、ブロードバンド利用世帯は 

    2001 年度の 400 万から 05 年度には 3千万と予測されている。 

インターネットの世帯への普及に伴い、ホームショッピング、電子自治体

など、主として外部で行っていた社会サービスが家でもできるようになっ

てきた。 
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また、インターネットを利用して在宅勤務や SOHO のように自宅でビジネス

を起こすことも可能になっている。 

２）宅配便の普及 

  日本郵政公社の誕生と共に、宅配サービスがより充実することになろう。 

  指定した時刻に配送したりピックアップするサービスなどより一層生活者 

  に便利になっている。インターネットと携帯電話の連動により、集配送が 

  より効率的になっている。 

３）企業・行政の高度サービス化 

  経済が低迷化するなか、企業は新たなマーケットを開拓するために、家庭 

  をターゲットにしたビジネスチャンスを狙っている。出前型のコンサート、 

  美容、歯科医、教育など多岐にわたっている。 

  また、行政も図書の配本、行政相談など家に出向いて行うサービスの高度 

  化に関心を高めている。 

４）安心、安全の確保 

家庭教師やピアノの稽古など塾や教室に通うのではなく、自宅にきてもら

って指導やレッスンを受ければ安心感が得られる。家族の目が届く身近な

ところでサービスが提供されれば、安心であると同時に安全であると考え

るケースも現れている。 

５）好きなときにできる 

宅配便の配送時間指定や在宅勤務では、本人の好きな時間に用件を設定で

きる。時間に制約を受ける人にとっても、また自分で主体的に時間設定を

できる人にとっても、好きなときにサービスが受けられる魅力は大きい。

特に時間的に不規則な職業に従事している人にとっては意義がある。 

６）達成感がある 

食材にしても家具組み立てにしても、かなりのところまで加工されたもの

が届けられるサービスが充実している。最終的な味付けや組み立ては本人

自らが行うことによって達成感を味わうことができる。本格的なものが家

にいながら実現でき、達成感を満喫できる喜びは大きい。 

７）「……ながら」ができる 

  在宅のまま子供の面倒や要介護の高齢者をケアしながら、他の社会サービ 

  スが享受できる意義は大きい。SOHOに関心が寄せられる理由の一つが、 

  家にいて他の家事をこなしながら仕事ができる点にあるという。 
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８）技術革新の進展 

  DVDの臨場感あふれる再生装置により、ちょっとした映画館のような雰囲 

  気が自宅で鑑賞できたり、また、血液検査を始め各種医療検査が在宅のま 

  まできるサービスが提供されている。こうした背景には、技術革新が家庭 

  にも及び、それまで家庭外でしかできなかったことが在宅でできるように 

  なっている。 

  最近の「新 3種の神器」と称される家庭電化製品は、食器洗い乾燥機、生 

  ゴミ処理機、IHクッキングヒーターといわれている。 

９）ボランティア活動の普及 

  中高等学校でボランティア活動が取り入れられるなど、全国的にさまざま 

  な分野で展開されている。こうした活動の中には、一人暮らしをサポート 

  したり、リタイアした人が専門知識を活かして家庭に関連したサービスを 

  提供し始めている。 

 
           表 1-4 プッシュ要因プル要因一覧 
 プッシュ要因 プル要因 
1 時間的なゆとりがない インターネットの急速な普及 
2 体力が追いつかない 宅配便の普及 
3 専門的な知識、技術がない 企業・行政の高度サービス化 
4 経済的に安くなる 安心、安全の確保 
5 居住スペースが狭い 好きなときできる 
6 器具、装置がない 達成感がある 
7 利便性が高い 「……ながら」ができる 
8 安全、安心を配慮 技術革新の進展 
9 家族やコミュニティの協力が得ら
れない 

ボランティア活動の普及 

10 価値観の変容  
 

 以上、プッシュ要因とプル要因を抽出してきたが、これらの項目を一つ一つ

丹念に分析すると、今後もその傾向が強まっていくことが分かる。それは取り

も直さず、「家事の社会サービス化」「社会サービスの家事化」の状況が促進さ

れていくものと考えられる。 

 特に家事の現状でみたように、夫婦のみ、ないしは一人暮らしの高齢者が急

増するなかで、「家事の社会サービス化」「社会サービスの家事化」はより加速
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されるだろう。まさに経済学でいう需要と供給が相互に影響しあいながら、よ

り高度で個別化した社会サービスが展開されていくことになろう。 
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第２章 家事の社会サービス化の現状 

 

２− １ 家事に関連するサービス業の位置づけ 

 第１章では、家事の変遷を伝統的な枠組みのなかでみてきたが、ここではさ

らに拡大解釈し、家事に関連するサービス業を「家事支援サービス」として位

置づけ、注目すべき家事支援サービスの現状を整理してみる。 

 東京都商工指導部の「生活支援サービスビジネスの事業家戦略(平成 10 年)」

においては、家事支援サービスを家事代行サービス(生活支援サービス)と分類

し、「従来家庭内で行われていた家事を代行する、または軽減するサービス」と

して定義している。本研究でいう家事の社会サービス化である。 

 表 2-1 は生活支援サービスが、サービス業全体の構造の中でどのように位置

づけられているかを示したものである。 

 

   表 2-1 サービス業における家事(生活)支援サービスの位置づけ 

         

 ●サービス業 ●事務所向けサービス 

  ●個人向けサービス ●余暇関連サービス 

    ●生活関連サービス ●生活必需サービス 

      ●生活支援サービス 

     （家事代行サービス） 

 

                                  (東京都商工指導部資料) 

 

 

 また、表 2-2 は「国民生活時間調査」の行動分類に対応した NTT の職業分類

である。まず大分類として生活必需行動、社会生活行動、自由行動、その他に

分け、さらに、中分類、小分類と細目化し、具体的な事例をまとめてある。そ

れに対応する、社会サービスを NTT が電話帳を作成する時に採用している職業

分類に対応させてみた。 
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                  表 2-2 国民生活時間調査の行動分類 

 

                             （出典：東京都商工指導部資料） 

 

大分類 中分類 小分類 具体例 NTT職業分類
(個人向けサービス)

生活必需行動 睡眠 睡眠 30分以上連続した睡眠、仮眠、
昼寝

食事 食事 朝食、昼食、夕食、夜食、給食 各種飲食店

身の回りの用事 身の回りの用事 洗顔、トイレ、入浴、着替え、
化粧、散髪

公衆浴場、コインシャワー、理
容業、美容業、エステティッ
ク、着付け

療養・静養 療養・静養 医者に行く、治療を受ける、入
院、療養中

病院、助産所、療術行(あん
ま、マッサージ、指圧、針、
灸、カイロプラクティックな
ど)、健康情報サービス、医療
情報提供サービス、臨床検査、
人間ドッグ

社会生活行動 仕事関連 仕事 何らかの収入を得る行動、準
備、片づけ、移動なども含む

仕事のつきあい 上司、同僚、部下との仕事上の
つきあい、送別会

学業 授業・学内の活動 授業、朝礼、掃除、学校行事、
部活動、クラブ活動

学校、予備校、各種学校

学校外の学習 自宅や学習塾での学習、宿題 学習塾、家庭教師、幼稚園

家事 炊事・掃除・洗濯 食事の支度、後片づけ、掃除、
選択、アイロンがけ

ケータリング、クリーニング、
コインランドリー、衣服リ
フォーム、衣服縫製修理、洗い
張り、ふとん丸洗い・乾燥、綿
打ち直し

買い物 食料品、衣料品、生活用品など
の買い物

宅配(飲食)、通信販売

子供の世話 授乳、子供の相手、勉強をみ
る、送り迎え

ベビーシッター、保育所)ベ
ビーホテル)、ベビー用品レン
タル、貸しおむつ

家庭雑事 整理、片づけ、銀行・役所に行
く、病人や老人の介護

アパート・マンション、レンタ
ル(清掃員)、ちり紙交換、廃品
回収、有料老人ホーム、介護用
品レンタル、代行サービス、便
利屋

通勤 通勤 自宅と職場の往復、自宅と仕事
場(田畑など)の往復

通学 通学 自宅と学校の往復

社会参加 社会参加 PTA、地域の行事・会合への参
加、冠婚葬祭、奉仕活動

結婚式場、結婚情報サービス、
葬儀業、互助会、霊園、寺院、
宗教

自由行動 会話・交際 会話・交際 家族・友人・知人・親戚とのつ
きあい、おしゃべり、電話

電話、ポケットベルサービス、
自動車電話、携帯電話、パソコ
ン通信

レジャー活動 スポーツ 体操、運動、各種スポーツ、
ボール遊び

ヘルスセンター、サウナ、総合
スポーツ施設、フィットネスク
ラブ、ゴルフ場、ゴルフ会員権
販売、ボウリング場、手に素
性、プール、スキー場、アイス
スケート場、乗馬クラブ、ダン
スホール

行楽・散策 行楽地・繁華街へ行く、街をぶ
らぶら歩く、散歩、釣り

旅行代理店、旅館、観光ホテ
ル、ペンション、リゾートクラ
ブ、キャンプ場、観光バス、遊
覧船、レンタカー、貸しボー
ト、観光農園

趣味・娯楽・教養 趣味、けいこごと、習い事、観
賞、観戦、遊び、ゲーム

映画館、劇場、動物園、植物
園、水族館、博物館、美術館、
野球場、相撲場、寄席、劇場、
チケット取り次ぎ、遊園地、
テーマパーク、ディスコ、カラ
オケボックス、公営競技場、パ
チンコホール、ビリヤード、麻
雀、動物病院、自動車整備、駐
車場、駐輪場、カルチャーセン
ター、自動車教習所

マスメディア接触貴 テレビ テレビ放送局、衛星放送、CATV

ラジオ AMラジオ放送局、FMラジオ放送
局

新聞 朝刊・夕刊・業界紙・広報誌を
読む

雑誌・マンガ 週刊誌・月刊誌・マンガ・カタ
ログを読む

図書館、貸本

本

CD・テープ CD・テープ・レコーダーなどラ
ジオ以外で聞く

AVレンタル

ビデオ ビデオ・ビデオディスクを見
る、ビデオ録画は含めない

リラクゼーション

休息 休息 休憩、おやつ、お茶、特に何も
していない状態

その他 その他・不明 その他 上記のどれにもあてはまらない
行動

不明 無記入
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 また、表 2-3 のようにニッセイ基礎研究所においては、外食産業やシルバー

サービス等を、本来的家事の代行の隣接分野として、広義の家事支援サービス

として位置づけている。 

          表 2-3 家事支援サービスの類型と発生形態 

 

                          （出典；ニッセイ基礎研究所資料）

新た
な
サー
ビス

伝統
的
サー
ビス

企業
向け
から
派生

欧米
から
導入

公的
セク
ター
が提
供

ハウスクリーニング ○ ○
買い物代行 ○
食材宅配 ○
出前 ○
ケータリング ○ ○
出張料理 ○ ○
ガーデニング ○ ○
目覚まし電話サービス ○
家政婦、お手伝いさん ○
便利屋 ○
ベビーシッター ○ ○
ベビールーム・託児所 ○ ○
ペットシッター ○ ○
ペットホテル・ペット美容院 ○
衣類クリーニング ○ ○
ホームセキュリティ ○ ○
害虫駆除 ○ ○
家電メンテナンス ○
布団丸洗い ○
カーペットクリーニング ○ ○
粗大ゴミ処理 ○ ○
植木手入れ ○
昼食産業（弁当・総菜） ○
外食産業 ○ ○
通信販売 ○ ○
個人輸入代行 ○ ○
理容・美容 ○
ホームヘルパー ○ ○
在宅介護 ○ ○
在宅入浴サービス ○ ○
有料老人ホーム ○ ○
施設介護 ○ ○
保育所・幼稚園 ○ ○
幼児教室 ○
学童保育 ○ ○
学習塾 ○
在宅リフォーム ○
リロケーション ○ ○
トランクルーム ○ ○

サービスのタイプ サービスの具体的内容

発生形態

特定の対象者向け
のサービス

専門的サービス

狭義の家事
支援サービ
ス（本来
的）「家
事」の代行

広義の家事
支援サービ
ス（隣接分
野）

一般的・日常的家
事の代行サービス

特定の対象者向け
のサービス

専門的サービス

一般的・日常的家
事の代行サービス
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２− ２ 家事支援サービスの現状 

２− ２− １ 家事支援サービスの利用実態 

 通商産業省のサービス産業課で実施した「一般消費者サービス利用調査(平成

7年)」から家事支援サービスの利用実態を見てみる。（参照表 2-4） 

 家事支援サービスを利用したことがある人は、全体の 59.6%で、「ケータリン

グ(調理済み食品の宅配)」が 32.6%で最も多く、「食材等の定期取り寄せ、配達

サービス」(18.6%)、「ペストコントロール(害虫駆除)」(12.7%)、「布団丸洗い、

乾燥サービス」(10.5%)と続いている。 

ハウスクリーニングは、全体では 5.1%と低いが自営業層では 11.1%とポイン

トが高くなっている。 

 

          表 2-4 生活支援型サービスの利用状況 

                 （出典：経済産業省平成 7年度資料） 

 

 家事支援サービスを利用する理由としては、「自分ではできない」(41.5%)「時

間的に限界がある」(39.3%)が多く、特に女性では「時間的に限界がある」(41.6%)

が男性よりも多い。逆に男性は「費用がかかりすぎる」「自分で行うには専門性

30歳
未満

30歳
代

40歳
代

50歳
代

60歳
以上

男性 女性 自営
業

勤め
人

無職

総合家事代行サービス 4.8 2.8 2.5 3.9 5.7 7.8 5.3 4.8 6.3 4.4 4.8
ベビーシッター・ベ
ビーホテル 2.4       - 5 3.9 0.6 0.6 1.5 2.6 1.6 3.1 2.3
ケータリング 32.6 63.9 49.4 40.7 18.8 14.4 31.6 32.8 25.4 41.9 30.6
買い物代行 0.3 - 1.3 - - - - 0.3 - 0.6 0.2
ハウスクリーニング 5.1 8.3 8.3 5.4 3.4 4.8 6 4.9 11.1 5.6 4.2
ホームセキュリティ 1.5 2.8 3.1 0.5 1.7 0.6 3 1.1 1.6 3.8 0.8
出張料理サービス 2.3 2.8 1.9 2.9 2.3 1,8 3 2.1 1.6 1.9 2.5
食材等の定期取り寄
せ、配達サービス 18.6 22.2 29.4 19.6 15.9 9.6 18.8 18.6 15.9 20 18.7
布団丸洗い、乾燥サー
ビス 10.5 5.6 11.9 10.8 13.6 6.6 6 11.5 14.3 6.3 11.4
害虫駆除 12.7 5.6 5.6 13.2 16.5 16.2 15 12.2 7.9 10.6 14.1
目覚まし電話サービス 0.8 - 1.9 0.5 1.1 - 0.8 0.8 3.2 1.9 0.2
輸入代行 1.5 2.8 2.5 1 1.7 0.6 - 1.8 - 1.9 1.7
リロケーション 0.4 - - 1 0.6 - - 0.5 - 0.6 0.4
トランクルーム等の保
管サービス 9.3 8.3 7.5 8.3 10.2 12 11.3 8.9 7.9 11.9 8.7
便利屋、何でも屋 5.4 - 3.1 3.4 7.4 9 6 5.3 9.5 3.1 5.6
その他 3.6 2.8 3.1 3.9 1.1 6.6 5.3 3.3 6.3 3.8 3.3

年齢 性別 職業
合計
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が高すぎる」という回答が多い。 

 生活支援サービスのきっかけはちらしが多い(7 割)が、近所で聞いてという

回答も多かった(7 割)。今後の利用希望については、多くの人が「引き続き利

用したい」(62.8%)としているが、「増やしたい」(2.9%)は極端に少なく、逆に

「縮小したい」(23.5%)、「やめたい」(7.4%)人も 3割以上いる。 

 サービスで望むことは、内容や評判に関するものがほとんどで、生活支援サ

ービスの十分な告知、説明がいきわたっていないという認識を得た。サービス

があることは知っているが、より詳しくは知らない。またはパンフレットやイ

ンターネットの情報だけでは足りていない状況である。 

 生活支援に関するサービスは、個人の生活に直接影響するもので、内容、品

質、料金、特にサービス要員の人柄や技術ノウハウを気にしている回答が多か

った。 

 経済企画庁の「生活支援サービスの料金等に関する意識調査(平成 7年)」で

は、各サービスごとの利用率は多くても 1割前後となっているが、高齢少子化、

女性の社会進出とともに、近年の急速な社会環境の変化から、家事支援を含む

外部サービスの利用はごく当たり前になりつつある領域もあり、特に介護関連、

育児関連については拡大市場としてとらえられている。 

 

２− ２− ２ 家事支援サービス業態の現状 

 家事支援サービスとして最近注目を集めている、いくつかのサービス業につ

いてふれてみる。 

（１）ハウスクリーニングサービス 

 衣服等のクリーニングは、これまで代表的な家事代行サービスとして認知さ

れているが、近年は家屋内の清掃、定期メンテナンス等のサービスが急成長し

ている。こうした訪問型の清掃サービスは欧米では古くから利用されていたが、

日本国内では 80 年代後半から登場しはじめた。 

 ハウスクリーニングの登場の背景には、女性の社会進出という家族役割の変

化、高齢化による家屋内清掃の労働負担増もあるが、密閉性の高いマンション

の増加や電子家電等の普及により、カビ、ダニの発生、清掃の複雑化も一因で

あろう。 

 ハウスクリーニングの市場規模は2005年時点で1200億円程度(通称産業省試

算)とされており、今後注目される市場である。ハウスクリーニングサービスの
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大手企業としては、ダスキン(メリーメイド事業本部[平成 9年売上 36 億円])、

アコシーズ(ミニメイドサービス[平成 9 年売上 23 億円])等がある。（図 2-1、

2-2、表 2-5） 

 

     
 

          図 2-1 アコシーズ/ミニメイドサービスの記事   

        (出典：「婦人公論 2002.3」「日経産業新聞 2000.2.23」) 

 

 

 

 
 図 2-2（１） メリーメイド紹介  (出典：ダスキンホームページより) 
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         図 2-2（２） メリーメイド紹介  (出典：ダスキンホームページより) 

         

              表 2-5  リネンサプライ関連企業一覧 

        

         (出典：日本経済新聞社/第 20 回サービス業総合調査 2002 年) 
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（２）保育サービス 

 保育サービスは、タイプにより図 2-3 の分類のようになる。 

 少子化による「一児豪華主義」等、育児関連サービスへの注目度の高まりは

大変大きく、単なる預かり、日常生活の世話のサービスから、パソコン指導、

英語、音楽教育など知育サービスを付加するところが増えてきている。 

 施設型の保育所のうち児童福祉法に基づいた保育所が「許可保育所」である

が、近年は許可保育所以外の民間保育サービスが急成長している。最も注目さ

れているのは企業内保育所である。出勤前に子供を預ける住宅地立地の認可保

育所よりも、勤務先にある保育所のほうが安心、便利、経済的という理由のよ

うである。 

 日経のサービス業総合調査アンケート(2002 年)によると、企業内保育所の展

開に興味を持つ事業者は全体の 48.7％に達しており、保育サービス業界ランキ

ングでは前年度成長率二桁以上の企業が数多く並んでいる。 今後、急速に成

長していく分野と見込まれる。         

 

  

     

    図 2-3 育児素関連サービスのタイプ   (出典：ニッセイ基礎研究所資料) 
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            表 2-6 保育サービス関連企業一覧 

      
             (出典：日本経済新聞社/第 20 回サービス業総合調査 2002 年) 

  

 民間の保育施設ではピジョンキッズワールドが始めた幼児教育の運営受託が

象徴的なケースだが、玩具店や商業施設内に設置された保育ルームの運営を同

社が受託し、幼児教室を手掛けている。 

 1998 年の改正児童福祉法により、利用者が立地やサービス内容によって自由

に保育所を選べる制度が導入され、民間企業と許可保育施設との提携、連携サ

ービスの導入が推進されてきた。 

 生き残りをかけたサービス強化が進む中、育児から介護まで総合的に対応す

るサービス、企業も登場してきた。 

 育児や介護といった家庭密着、地域密着型のサービス体制においては、家庭

内の家事ニーズを引き出すことや職員との信頼関係を有利に活かせるため、

様々な家事支援サービスメニューを揃え、サービスの総合化を推進していく企

業が成長している。 
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            図 2-4  ピジョンホームページ 

  

 

 通商産業省（当時）の「一般消費者サービス利用調査(平成 7年)」では家事

支援サービスを選択する際に重視する要素として、「価格・料金」(84%)以外に、
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「サービス業者の知名度」(23.9%)、「信頼性・秘密厳守」(31.8%)をあげる人が

男性や 50 歳以上の層に多い。 

 こうした層は富裕層も多く、今後の家事サービス支援市場では重要なターゲ

ットでもある。 

 

（３）介護サービス 

 通商産業省の「一般消費者サービス利用調査(平成 7年)」の高齢者向けサー

ビスの利用状況を見ると、全体における利用の有無は 10.5%で、各サービスの

利用率も 1桁台であり、総じてわずかなものとなっている。 

 しかし、在宅介護、入浴サービスといった在宅福祉業界は現在二桁成長分野

であり、一時期の「介護を外部に頼むことや介護施設に入居させることへの後

ろめたさ」などが、無くなり、「年齢とともに、ごく自然な状況」という認識が

強くなっていると思われる。 

サービス企業の統廃合が続いた業界でもあったが、ニチイ学館やコムスンな

どが、再び拡大路線に乗り出しており、日経のサービス業総合調査アンケート

(2002 年)でも、「ヘルパーの増員」を重点課題にしている企業が 73.3%にもなっ

ている。 

            表 2-7 在宅介護・入浴サービス関連企業一覧 

 
 (出典：日本経済新聞社/第 20 回サービス業総合調査 2002 年)   
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             表 2-8 有料老人ホームサービス関連企業一覧 

    
 (出典：日本経済新聞社/第 20 回サービス業総合調査 2002 年) 

  

また同時に介護施設の新設・拡充は大きな課題でもあるが、有料老人ホーム等

は各社自社施設の所有から都市部の賃貸物件、自治体のプライベート・ファイ

ナンス・イニシアチブ(PFI)の活用等による拡充を進めようとしている。ベネッ

セケア等が 2004 年からはじめる PFI 方式の介護施設展開が、今後の地域介護ニ

ーズにどのように応えられるか注目される。人手不足によるサービス回数や時

間、質に関しての課題が大きく、今後のヘルパー増員の対策が、それぞれの地

域サービスの重要なポイントになると思われる。 
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コラム「家事の社会化の国際比較」 

 

「生活時間と生活意識」 

 光生館 伊藤セツ、天野寛子、李基栄、共編著 より 

 

「家事労働の社会化と評価に関する日韓比較」 

 東京とソウルにおいて、家事労働を 15 種類に細分化し、各家事労

働について有償労働を使うか(家事使用人を雇う場合を想定)、市場

に提供された商品やサービスを使うかを回答してもらった。 

 結果は、ソウルは家事労働の社会化の程度が東京より高いことが

わかった。 

 両都市の妻はその夫よりも社会化の程度に関する得点が高く、家

事労働が社会化されることに肯定的であることがわかる。 

 また、ソウルと東京で相違が見られたのは、「日常的な調理」(東

京 11.8%、ソウル 3.7%)、「特別な食事の準備」(東京 5.1%、ソウル

14.7%)、アイロンかけ(東京 2.9%、ソウル 12.6%)、「裁縫・編み物・

手芸」(東京 0.7%、ソウル 27.9%)である。また「子供の相手/遊び・

勉強」(東京 1.5%、ソウル 19.5%)であった。 

両都市で、最も社会化に抵抗を示したのが「家計の管理」である。

「日常的な調理」においては、日本の食品産業の発展が、また「裁

縫・編み物・手芸」や「アイロン」などは韓国の衣料分野市場の発

達が影響していると考えられる。

©財団法人ハイライフ研究所　http：//www.hilife.or.jp



 
 
                     家事の社会サービス化、社会サービスの家事化 
 
 

 35

        

      表 2-9 東京とソウルにおける家事労働の社会化程度 

 

        家事労働の種類 東京 ソうル 
1 日常的な調理 11.8 3.7 
2 特別な食事（行事食など）の準備 5.1  14.7 
3 食器洗い 0.0 6.8 
4  保存食づくり・フリージング（漬け物、乾
燥、冷凍食品等） 

2.9 17.9 

5 掃除 0.0 10.0 
6 家の修理 17.6 31.6 
7 洗濯 3.7 17.4 
8 アイロンかけ 2.9 12.6 
9 ボタン付け 0.0 8.9 
10 裁縫・編物・手芸 0.7 27.9 
11 日用品の買い物 1.5 3.2 
12 家計の管理 0.0 0.5 
13 子供の身体的世話（食べさせる、寝かせる、入浴

させる、おむつを換える） 
5.1 12.1 

14 子供の相手をして遊んだり、勉強をみたりする 1.5 19.5 
15 家族（高齢者や病人）の日常的な介護 0.7 4.8 
  全体 4.0 13.0 

注）家事労働の種類は両都市間で比較可能なものを抽出してある。数字は各家事労働について， 

  有償労働や商品・サービスを利用すると回答した人数の全体に対する割合。 

                        （出典：「生活時間と生活意識」光生館） 

 

２− ３ 社会サービスの家事化の現状について 

２− ３− １ 家庭内に入り込む社会サービス 

 第 1 章で触れたように、ブロードバンドインフラの急速な普及、携帯電話や

PDA 等のパーソナルな情報端末の普及、家電のネットワーク化、また情報シス

テムの高度化による物流やコンテンツ配信の新サービスが展開され、日常の生

活環境には、居ながらにして、様々な社会サービスを受けられる環境が整って

きている。 

 本章では、インターネット環境に代表される社会サービスの現状をみていく。 

インターネットの普及はほんのここ数年で、私達の生活環境に強力に入り込ん

できたテクノロジーであり、すでに無くては困る生活インフラいわば、「ライフ

ライン」として機能している。 
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 パソコンからのアクセスとともに、さらに急増に拍車をかけたのが iモード

に代表されるブラウザ機能付き携帯電話の普及である。携帯電話の契約数は

2002 年 2 月で 5000 万台を越えている。 

 

 
       図 2-5 携帯電話加入の推移   （出典：2002 年度情報通信白書 総務省） 

 

人々はこうした情報環境を利用して、新しい社会サービスを享受しているが、

利用内容は、電子メール、ネットサーフィン、ショッピングが上位 3位を占め

ている。ネットのスピードが高速になるにつれ、新たなコンテンツ需要が高ま

ると見込まれている。 

（１）インターネットショッピング、オークション 

 特にインターネットショッピングは急激な増加を示しており、1999 年度のデ

ータ(全体で1億5600万円)でも前年度(7979万円)の倍額の伸びである(情報メ

ディア白書 2002/電通)。 

 インターネットショッピングの利用経験率はインターネットユーザーの約 8

割に達しており、購入回数は年間 6.4 回、購入金額は年間約 10 万円という平均

値である(インターネットショッピング利用実態調査/情報通信総合研究所

2002 年 5 月)。 
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              図 2-6 インターネットショッピング経験推移 

                 （出典：情報通信ハンドブック 2003 情報通信総合研究所） 

 

 図 2-7 からも明らかなようにインターネットショッピングでの購入商品は、

書籍(38.5%)、衣料、ファッション用品(37.2%)、日常の食材を除く食品(27.6%)、

航空券、宿泊予約(26.6%)、音楽 CD、ビデオ、DVD(26.3%)の順で、様々な商品

が購入されるようになってきている 

 インターネットでショッピングする場合、ネット上のショッピングモールで

の利用とネットオークション利用の 2つが大きな方法と考えられる。 

 ネット上のショッピングモール(仮想商店街)での売上は、圧倒的にヤフーが

多く、300 億を越える売上となっている(2001 年度)。また、オークションの利

用も多くなってきており、同じくヤフーのオークション課金売上が 39 億円

(2001 年度)の規模である。 

 さらに、インターネットショッピングのきっかけのために、バナーを中心と

したインターネット熱と広告も急成長している。人々は新聞ちらしや TV メディ

ア以外にインターネットという新しいメディアにおいての商品広告、サービス

広告にふれることが多くなってきた。 
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    図 2-7 インターネットショッピングの購入商品 

         （出典：情報通信ハンドブック 2003 情報通信総合研究所） 

 

       表 2-10 インターネットショッピングモールの運営企業一覧 

      
               (出典：日本経済新聞社/第 20 回サービス業総合調査 2002 年) 
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 今後、双方向のデジタルテレビ放送、情報家電の普及とともに、こうしたネ

ット上の広告にふれる機会はますます多くなると思われる。 

 

 

       

       

        図 2-8 ヤフーショッピングとヤフーオークションのメイン画面
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（２）インターネットバンキング 

 インターネットショッピング、携帯電話、コンビニの普及とともに、人々は

銀行利用もインターネットを活用し、効率的な精算方式を利用している。 

  

      
         図 2-9 インターネットバンキングを申し込んだきっかけ 

     （出典： 情報通信総合研究所 2000 年調査 情報通信総合研究所 ホームページ） 

 

 
          図 2-10 インターネットバンキングで利用したことのあるサービス 

     （出典： 情報通信総合研究所 2000 年調査 情報通信総合研究所 ホームページ） 
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銀行も都市銀行は前銀行がオンライン対応しているとともに、通帳をもたない

ネット専用口座やコンビニエンスストアの銀行端末を利用しての金銭処理が通

常化している。 

 

 
   図 2-11 インターネットやコンビニ ATM の利用利便性をうたった案内チラシ(三井住友銀行) 

 

（３）電子申請、電子行政 

 政府は、IT 国家戦略である「e-Japan 戦略」において国・地方を通ずる電子

政府の実現を重点分野の一つに位置づけており、特に申請、届け出等の手続き

については、2003 年度を目標にオンライン化をすすめる。国の行政機関におい

ては、2003 年度末には 10,868 件(実施率 97.7%)の手続きにおいてオンライン化

を完了する予定である。 

  

    
    図 2-12 申請、届け出の電子化イメージ((情報通信白書 2002 年度より抜粋) 
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 さらに 2005 年度までにインターネット上での手続きを 24 時間可能とし、手

数料を 3割り程度引き下げる方針を打ち出している。 

 

 

        図 2-13 電子政府のイメージ((情報通信白書 2002 年度より抜粋 

 

地方自治体においても行政サービスの迅速化、利便性向上、行政サービスコス

トの低減の 3つが大きな課題となっている。東京都では、納税、住民登録をは

じめ基本的に役所に出向いて行っていた各種申請行為をネットでできる方針を

打ち出している。また、審議会や議会の中継もライブを含めてネットで公開し

ていくとしている。 

 韓国やアメリカではすでに多くの電子行政サービスがスタートしており、住

所変更、交通違反の罰金支払い、市議会への電子メール発言、ボランティア登

録等が実現されている。表 2-11 は米国の各州で導入されている、ないしは導入

予定の各種ネット行政サービスをまとめたものである。導入に先立ち、それを

可能とする法整備が充実しており、地域住民の視点に立ったサービスが重視さ

れている。 
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         表 2-11 米国における主な電子自治体に関する調査 

                （出典：インターネットより収集・加工） 

 

 

団体名
プロジェクト名

（又はシステム名）
概要 主な市民向けサービスの概要

メリーランド州政府 Eメリーランド構想

1995年に州政府･民間企業･大学･研究所等で

構成される州知事技術情報委員会が発足し、

2000年には、州政府の行政サービスの80％を

2004年までにオンライン化する法律、連邦政

府の取組と連動したデジタル署名に関する法

律、知的財産に関する法律が制定された。不動

産、医療、許認可、納税、自動車免許等の主要

手続については、既に24時間ノンストップ

サービスが実現されている

税関連の情報やニュースを提供するサイト、許

認可関連の情報サイト（BLIS）、自動車免許

などに関する情報サイト（Maryland Motor

Vehicle Expressway Homepage）、地域ぐ

るみの青少年育成に関する情報サイト（Office

for Children, Youth and Families）が開設さ

れている

バージニア州陸運局 陸運局ウェブサイト

ウェブサイトを利用して、免許証、自動車登

録、バージニア州燃料課税法、陸運局の場所や

開業時間等の一般情報のほかに、住民に配布し

たPIN（個人認証番号）を使った免許更新や住

所変更、ナンバープレート取得等のサービスを

提供している。州内の自動車免許取得者の約

13％がウェブサイトにアクセスし、一日450

名以上が免許更新、150名以上が住所変更やナ

ンバープレート取得等の手続をオンラインで

行っている

ナンバープレートの個人ナンバー取得、ＩＤ

カード購入、不正に取引された車や盗難車の通

知、陸運局が管理する個人運転情報の要求、行

政機関による聴聞会開催要求、双方向の模擬免

許取得試験、過去のオンライン上でのやりとり

の記録等のサービスが提供されている

カリフォルニア州

リバーサイド郡政府

EzProperty

（固定資産税電子納税

システム）

2000年4月から、徴税事務の効率化及び納税

者の負担軽減のため、ウェブサイトを利用した

電子納税システムを導入し、2000年の納税申

告期間中には一か月間に50万ドル分の申請が

行われた

ウェブサイトで所有不動産の住所又は納税番号

を入力して郡のデータベースにアクセスし、不

動産の推定価格、税額等をオンラインで調べ、

所有者名、住所、支払いに利用する銀行口座番

号等を入力すると、折り返し確認番号を記載し

たメールが返信され、指定銀行口座から直接税

額が引き落とされる。データベースへのアクセ

スは無料、納税処理手数料は一回につき3ドル

となっている

カリフォルニア州

サクラメント郡政府
ERPシステム

1998年7月より、行政事務の効率化と生産性

向上、住民サービス改善のため、財務管理、人

事管理、物品管理・調達等の業務にERPシステ

ムを導入し、職員や住民にリアルタイム／オン

ラインでの情報アクセスとサービスを提供して

いる

公共事業（上下水道、ゴミ収集等）の顧客サー

ビスの改善、ウェブサイトでの行政情報の提供

等が行われている

カリフォルニア州

サンカルロス市

1994年5月に開設されたウェブサイトは、市

民に役立つ情報であれば、その所属部門・団体

を問わず提供するというポリシーの下に、週一

回のペースで更新が行われ、550ページを超え

るサイトに成長し、現在はコンテンツ管理ソフ

トウェアを用いた更新が行われている

行政情報、入札情報、市立図書館及び周辺地域

の図書館の蔵書情報、消防署からの救急処置方

法の解説、警察からの指名手配情報等の行政・

公共機関情報のほかに、市内企業情報、不動産

情報（土地、建物等のリース物件の紹介）、レ

ストラン案内、交通機関の時刻表、新聞・テレ

ビ局へのリンク、プロバイダ情報等が提供さ

れ、そのほとんどが、市民がアクセスしやすい

ように、文字で構成されている。さらに、行政

への陳情・苦情や選挙立候補の受付、建築許可

申込書のウェブサイトでの配布とファクシミリ

での受付等のサービスも提供している

カリフォルニア州

サンタモニカ市

1989年2月にPublic Electronic Network

（PEＮ）と呼ばれる電子掲示板の運用が開始

され、1995年春にはウェブサイトが開設され

た。1998年10月にリニューアルされた第三次

のウェブサイトでは、情報、意見交換フォーラ

ム、業務処理、データベース、ストリームビデ

オ等の10,000ページから15,000ページのコ

ンテンツが、11部門60部署から提供されてい

る。これによってスタッフの増員なしにサービ

ス内容を改善することに成功し、市役所来訪者

も年間6,500人程度減少した

「シティフォーム」では、評議会や市民タスク

フォース、PENへの参加登録、消費者不満箱へ

の投稿、求人登録、図書館登録、交通情報レ

ポート、ボランティア登録、市政へのコメント

や提案の受付等のサービスが提供されている。

政策に関する議論を行う電子掲示板「PEＮ」

には、市民約87,000人のうち6,000人以上

（ホームレス200人を含む。）が参加して、教

育、犯罪、青少年問題、開発、環境、高齢者、

身体障害者、リサイクル等のテーマについて討

論を行っており、これまでにその討議に基づい

て、ホームレスシェルター設置法等が制定され

ている
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（４）e-ラーニング 

 これまでは、自宅から出かけていくことでしか利用できなかったサービスに学

校や塾がある。現在、英会話学校などでは、第１章で示したようにブロードバ

ンド環境を活用して「お茶の間留学」ともいえるシステムを展開している。 

 オンライン英会話レッスンを展開する「イングリッシュタウン」や「NOVA」が

代表例である。テレビまたはパソコン画面とマイク付ヘッドフォンを使って、

音声と動画により、自宅に居ながら講師のレッスンを直接うけられる。イング

リッシュタウンの場合世界中に講師が点在し、24 時間体制でオンライン講座を

開設している。 

 また、大原学園グループでは、税理士試験講座において、通信衛星教材を転用

してブロードバンドで 24 時間オンデマンドのストリーミング配信を行ってい

る。 いつでも停止、再生が可能で何度でも見られるため受講者は納得できるま

で学習できる。こうしたシステムが今後は一般の学校や生涯学習等で広く利用

されることが期待される。 

 また、東北大学、日本大学などではインターネットを通じた大学、大学院教育

を展開し、自宅にいながらにして学位が得られる学習が始まっている。 

 

          
      図 2-14 「イングリッシュタウンの WEB 授業イメージ」(情報通信白書 2002 年度より抜粋) 

          

   図 2-15「大原合格ウェブ税理士講座画面」(情報通信白書 2002 年度より抜粋) 
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第３章 ヒアリング調査結果 

 

３− １ 調査概要 

 家事の社会サービス化、社会サービスの家事化に関する最近動向を把握する

ために、ヒアリング調査を実施した。以下にその概要を示す。 

 

(1) ヒアリング期間 

 2002 年 10 月 18 日〜2003 年 1 月 16 日 

(2) ヒアリング対象者 

 30 歳から 75 歳までの男女 有効サンプル数 10 名 

(3) ヒアリング方法 

 経済産業省「サービス利用アンケート(個人)」の内容（表 2-4 参照）に準拠

し、アンケートシート項目にもとづき、対象者の回答を記述するとともに、そ

の内容について面接方式でヒアリングを実施した。 

(4) ヒアリング内容 

・ 基本属性(性別、年齢、居住地域、家族構成、職業) 

・ 性別 

・ 職業 

・ 生活支援サービスの利用経験 

・ 生活支援サービス利用のきっかけ 

・ 今後の生活支援サービスの利用意向 

・ 生活支援サービスに望むこと 

・ インターネット環境について 

・ ネットショッピングの利用経験 

・ ネットショッピングで購入している商品 

・ ネットショッピング代金支払の方法 

・ 携帯電話の利用内容 

・ e-ラーニング等の利用経験 

・ 電子行政サービスの利用経験 

・ その他、生活支援サービスに対するご意見 
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３− ２ ヒアリング記録 

 

(1)対象者 A 

●プロフィール 

・年齢 56 歳 

・性別 男  

・居住地域 東京 

・職業 会社員(コンサルタント) 

・家族構成 3 人(妻 52 歳、長男 27 歳) 

 

● 生活支援サービスの利用経験について 

<ケータリングサービス> 

・ いわゆる寿司やそば、天丼などの出前はよくお願いするが、一度、法事の 

ときに、和食のケータリングをお願いしたことがある。単なる弁当ではなく、

きちんとテーブルセッティングまでしてくれて、おいしい品のいいサービスだ

った。 

<食材の定期宅配サービス> 

・ 一時期近所ではやったものだが、毎日の食事の食材を届けてくれるサービ 

スを利用したことがある。 

・ 別に妻が病気とかで買い物ができなかったわけではなく、食材がしっかり 

しているだとか、経済的だとか、旬のものが旬の産地から届くとか、結局は営

業トークにうまくのせられたのかもしれないが、楽しみで始めた記憶がある。 

・ 決してウソではなく、おいしかったし、毎日の献立が楽しみだった。 

・ ただ、人間何にしても飽きるもので、1年は続かなかったようだ。 

<ハウスクリーニング> 

・ 同様にこれも近所ではやったこともあるが、プロによる換気扇油汚れ掃除、 

冷暖房機器のカビ清掃をお願いしたことがある。 

・ テレビの CM を見て認識はしていたが、近所で利用したお宅の話から、それ

じゃ我が家も頼んでみようとなった。 

・ 掃除をしているつもりでも、意外に汚れていたことに驚いた。1度利用し 

ただけで、その後利用はしていない。 
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<ホームセキュリティ> 

・ 現在入居しているマンションが最初からホームセキュリティ装備だったの

で、そのまま利用している。マンション周辺のカメラ監視、センサーによる侵

入検知、緊急時の呼び出しボタン等が装備されている。 

<ペストコントロール> 

・ 現在の住居では利用したことはないが、実家の家はシロアリ駆除と防止を業

者にお願いしたことがある。 

・ 現在は害虫というよりはベランダでの鳩の糞のほうが気になる。 

<介護> 

・ 両親は長野に住んでいるが、母親が足腰が弱くなって外出は難しい。父親は

元気なほうだが、母親をめんどうみるほどの力はない。 

・ デイケアのサービスも受けたりしているが、それなりに不便そうだ。 

・ 近くの福祉委員のような方が、栄養指導もしてくれて、食事も作ってくれた

りするサービスもある。 

・ 本当は実家に帰るか、こちらに両親を呼びたいところだが、なかなかそうも

できないのがつらい。 

・ 介護関連は、支援サービスだけで解決できるものではないのですね。自分の

数年後を考えると、そんなにのんびりもしていられないので早く対応を考えた

いと思っている。 

 

●生活支援サービス利用のきっかけ 

・ ケータリングや定期食材宅配等はチラシや口コミによって一度利用してみ

ようかなという感じであった。 

・ 特に、ホームクリーニングはテレビ CM による認識があったので、より興味

をもったことは確か。 

・ 害虫駆除はその地域全体での対応処理だった。 

・ 介護は両親が 2年くらい前から急に弱り始めた時に、どうしようとあせって

探した(情けないが)。 

 

●今後の生活支援サービスの利用意向 

・ おそらく、食材に関する定期宅配はいずれまたどこかのサービスを利用する

と思う。楽しいので。 
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・ 家事代行的なサービスは妻や自分が動きにくくなる歳になったら考えるか

もしれないが、今は用足りている。 

・ うちではベビーシッターは頼まなかったが、母親がいなければお願いしてい

たかもしれない。男は何もできなかったから。 

・ 介護サービスについては、両親の対応もそうだが、息子一人なので、自分が

くたばってしまったら、同様に介護サービスは必須になるとは思う。小さい頃

のイメージでは、田舎にいるときは兄弟も多く、なんだかんだと手伝ってくれ

る人はいたものだが。現代ではそういうサービスに頼るしかないかもね。 

 

●生活支援サービスに望むこと 

・ あまり利用したことがないので、料金の相場がわからない。 

・ また、どの程度やってもらえるのかもいまいちわかりにくい感じがする。 

・ 自分の住んでいる町には必要なサービスとしてニーズは高くなっていくも

のだと認識しているが、誰もがわかっているというほどメジャーではないので、

もう少し宣伝してもらったほうがよいのかな。 

 

●インターネット環境について 

・ 会社でパソコンは利用しているので、メールやホームページを見るぐらいは

しているが、自宅では利用していない。 

・ ISDN という電話回線で息子がインターネットを利用している。 

 

●ネットショッピングの経験 

・ ネットショッピングの経験はない。たぶん息子もやっていないと思う。 

・ テレビショッピングもついつい見てしまうが、買ったことはない。 

・ 使い方がわからないということもあるが、もし利用するなら、地場産品もの

なんかは利用してみるかもしれない。 

 

●ネットショッピング代金支払いの方法 

・ 自分の生活まわりにおいて、インターネット上での決済はしたことはない。

どちらかというとカードもあまり使うほうではないかもしれない。 

・ イメージできるのは、商品といっしょに振り込み用紙が届いて、コンビニ等

で支払うケースかな。 
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●携帯電話の利用内容 

・ 携帯電話は必須だ。自分は携帯メールも利用している(最近のカメラ付きで

はないけどね)。 

・ 携帯電話がチケットになったり、携帯電話で缶ジュースが買えたりという話

も聞くが、それがどれほど便利なものかは理解しがたい。 

・ 今のところ、会話とメールで十分。 

 

●e-ラーニング等の利用経験 

・ ビデオ教材や CD-ROM 教材の経験はあるが、回線を通じて自宅に居ながら塾

に行くという経験はない。 

・ ぼくらの年齢からすると、自宅でやって集中できるのだろう。 

 

●電子行政サービスの利用経験 

・ 自分で、役場に置いてある端末で、住民票を出力をしたことはある。 

・ 市民カードを端末に入れて、必要書類を選択、料金を入れるとプリントアウ

トされる。 

・ ちょっと味気ない気もするが、そんなに並ばなくてもよいので便利である。

しかし役所までは行かなければならないので、そんなにメリットは感じない。 

・ 居住地にいなくても、たとえば全国にたくさんあるコンビニや郵便局等で正

式な書類をプリントアウトしたり、申請、登録などができるならとても便利だ

と思う。 

 

●その他、生活支援サービスについてのご意見 

・ 家事のほとんどが社会サービス化することはないだろうが、家事は家族で分

担するもの(女性の負担が大きいだろうけど)という感じもしている。 

・ 多くが核家族化している中、さらに個人個人がそうした家事的サービスを頼

んでいたら、家族という関係がもっと変化してしまうのだろうなとも思う。 

・ 必要になるサービスなのだが、すべてが金ですませるものではないように思

う。 

・ 私が必要とする生活支援サービスは、一つは自分ではできない、難しい専門

性の高いもの、もう一つは楽しみになるものだろうと思う。 
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 (2)対象者 B 

●プロフィール 

・年齢 34 歳 

・性別 男  

・居住地域 千葉県 

・職業 会社員(保険会社) 

・家族構成 4 人(妻 32 歳、長男 7歳、長女 4歳) 

 

● 生活支援サービスの利用経験について 

<ケータリングサービス> 

・ 子供の誕生日などに、ファーストフード、レストランのケータリングを利用

したことがある。 

・ また、休みの日には、ピザや寿司等の出前を頼むことはある。 

<食材の定期宅配サービス> 

・ 有機野菜とか安全な卵、肉といったうたい文句の宅配サービスを利用してい

る。 

・ 子供のアレルギーとかを気にして、できるだけいいものをと思っているが、

それなりにおいしいので満足はしている。 

・ 現居住地に来る前(小金井市)は、生活協同組合での購入をしていた。個配で

はなく、アパート単位ぐらいで、週 1 回くらい、おどり場で仕分け作業をして

いた 

<ハウスクリーニング> 

・ 引っ越しをする時に、育児もあったので、住んでいた部屋のクリーニングを

依頼したことがある。 

・ 台所、風呂、トイレ等の清掃と一部壁床のクリーニングをしてもらった。 

・ 確かに見違えるようにきれいになる。それなりにプロの仕事と思った。 

<買い物代行サービス> 

・ 妻は、育児中は、買い物サービスは助かるなと思っていたらしいが、贅沢と

いわれるので利用しなかったとのこと。引っ越ししてすぐだったので頼める人

もいないのでと思っていたようですが、、結局は近所どうしでカバーしあってい

たようです。 
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<ホームセキュリティ> 

・ 今のところそんなに必要性は感じていないが、安心もしていない。 

・ 監視カメラまでは考えていないが、ピッキング犯罪等は対応しなければと思

っている。 

<輸入代行> 

・ 妻が以前食器等の代行サービスを利用したことがあるが、今はインターネッ

トで様々なものが入手可能なので、代行してもらうという意識はあまりない。 

 

●生活支援サービス利用のきっかけ 

・ やはりチラシがほとんどでしょうが、市報などのお知らせ等に出ているサー

ビスも結構見ている。 

・ また、WEB でのニュース記事やバナー広告等でも気にしているほうかな。 

・ 利用のきっかけは、こども同士のお誕生日会開催など圧倒的に近所づきあい

からが多い。 

 

●今後の生活支援サービスの利用意向 

・ 我が家では利用は拡大していく感じ。 

・ しかし、何か足りていないからとか、困っているからというよりは、楽しみ

でとか、きっちりやりたいといった前向きな利用なのだと思う。 

・ そういう意味では「生活支援」ではもうないのかもしれないですが。 

 

●生活支援サービスに望むこと 

・ ネットワークの利用が多いし、便利だと思っているほうなので、できれば申

し込みや支払い、精算もネットでやりたい。 

・ いちいち説明に来られたり、行ったりするのではなくホームページ上でわか

りやすい説明と手続きができることを望む。 

・ また、意外とサービスの評判を確かめることができない。 

 

●インターネット環境について 

・ 会社でも自宅でもブロードバンド環境(光ケーブル)で、仕事もプライベート

でも利用している。 

・ 自分はヘビーユーザーの部類だと思う。 
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●ネットショッピングの経験 

・ 結構利用している。 

・ ヤフーショッピングやそれぞれの店のホームページでのオンラインショッ

ピングを利用。 

・ オークションも含めて、生活用品、趣味のものまで多くのものをネットから

入手している。 

 

●ネットショッピングでよく購入する商品 

・ 一番多いのは、地域の産品など。カニや牡蠣などの海産物や野菜、果物など。 

・ 絵本や音楽 CD、ソフトウェアの購入もしている。 

・ ビジネスでは、新幹線切符、ホテルの予約、支払いもネット利用が多い。 

 

●ネットショッピング代金支払いの方法 

・ クレジットカードによるネット決済を利用。 

・ 商品によっては、宅配業者による代引きも多い。 

・ また、オークション等ではネットバンキングを利用して振込、入金処理を行

っている。 

 

●携帯電話の利用内容 

・ i モードで、メールやニュース、ゲームサイトのブラウジング等に利用。 

・ 銀行の残高確認、振込等も利用。 

・ PDA も併用。スケジュール、住所録、eメールと音楽プレーヤーとして利用。 

 

●e-ラーニング等の利用経験 

・ 英会話の NOVA は、テレビで見て興味はあるが、必要にせまられていないの

で利用していない。 

・ 個人的にはしくみに興味がある。 

・ 大学受験のときに、予備校の衛星放送を利用した授業を受けたことはある。 

 

●電子行政サービスの利用経験 

・ ショッピングセンター内の行政サービスセンターで、申請手続きや住民票の
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受け取りが可能で、利用したことはある。 

・ 駅前なのでとても便利だと思う。 

・ 5 時までに役所に行かなければならないというのは、いかにも公務員的だっ

たが、駅前立地による利便性は高くなった。 

・ できるものなら、もっと様々な手続きが自宅のネット上で可能になればよい

なと思う。 

 

●その他、生活支援サービスについてのご意見 

・ ひとつは、サービスの 24 時間化。特に電子行政サービスは 24 時間コンビニ

等でも対応できるようにしてほしいし、今後は医療や介護のサービスも 24 時間

対応へと幅を広げてほしい。 

・ 二つめは、何もかも民間サービスということではなく、地域の共同体(より

あい)としてのサービスのしくみも平行して強化しないと、まとまりというか、

住民どうしの関係性が薄くなってしまいそう。 

 

(3)対象者 C 

●プロフィール 

・年齢 45 歳 

・性別 男  

・居住地域 群馬県 

・職業 自営業 

・家族構成 4 人(妻 40 歳、長女 18 歳、母 79 歳) 

 

● 生活支援サービスの利用経験について 

<ケータリングサービス> 

・ 出前はよく使う。 

・ また、会社の昼食は従業員の一部が定期的な弁当サービスを利用している。 

<食材の定期宅配サービス> 

・ 全国の様々な産地から旬の食材を届けてくれるサービスを利用している。 

・ 1 ヶ月に数回の宅配。 

・ 果物も含めて、野菜等、それなりにおいしい食材である。 
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<出張料理サービス> 

・ 熊本にいる妻の祖父のところでは、1 ヶ月に数回、栄養士の資格をもった方

が自宅で調理をしてくれて、昼食や夕食の献立を用意してくれるサービスをお

願いしている。 

<ハウスクリーニング> 

・ 台所まわりのクリーニングを頼んだことがある。 

・ 古い家だったので、油汚れ等自分の力では限界があったが、専用の機材でと

てもきれいにしてくれる。 

<便利屋> 

・ 便利屋といってよいのかわからないが、キーをなくして車の鍵開けを頼んだ

り、学生のアルバイトかもしれないが、自宅の不要なものをかたづけてくれる

(持っていってくれる)サービスも頼んだことがある。 

<介護> 

・ 母親のリハビリに介護をお願いしている。自宅に来てくれて、歩行訓練等、

運動の介護をしてくれる。比較的若いスタッフがきてくれる。 

 

●生活支援サービス利用のきっかけ 

・ 介護、ハウスクリーニングなどは必要にせまられてだが、食材宅配などは町

内での勧誘と、子供の友達のところが利用しているからということで、我が家

も利用しはじめた。 

 

●今後の生活支援サービスの利用意向 

・ 必要になったら、そのときどきで利用するだろう。 

・ このあたりではまだ、近所づきあいもあるからよいが、一人暮らしになった

らいろんなサービスを利用せざるをえないと思うが、金もなければ続かないよ

ね。 

・ 妻も仕事を手伝ってくれているので、掃除、洗濯、料理、介護といった毎日

の家事は少し楽にしてもらいたいが、常にサービスが必要な段階ではないし、

普通に家族の中でやっていけている。 
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●生活支援サービスに望むこと 

・ ハウスクリーニングなどは、料金も内容もはっきりしているが、介護やその

他家事サービスなどは、サービスしてくれる人によりけりという感じがある。

自宅というか家族の中にサービスが入ってくるので、そのサービス要員の人柄

とかノウハウは気にするね。またどこまでお願いしてよいのか、どこまでやっ

てくれるのか明確にしにくい部分もある。 

 

●インターネット環境について 

・ 私と娘がインターネットを利用しているので、ADSL 環境にしている。 

 

●ネットショッピングの経験 

・ 頻繁ではないが、利用したことはある。 

・ ホームページで気になるものが見つかると、娘とついついはまってしまう。 

 

●ネットショッピングでよく購入する商品 

・ 地域の食材が多い。服とか本などはやはり店で確認してから買う。また地域

の旬の食材などは、近所ではなかなか入手できないことと、食べるものだった

ら、家族も喜ぶ(許される?)という理由が大きいかな。 

 

●ネットショッピング代金支払いの方法 

・ 各ホームページにもよるが、クレジット決済が可能なところはネット上で決

済しているし、代引きまたは振込のところはその方法で対応。 

 

●携帯電話の利用内容 

・ 家族全員携帯を利用。 

・ メールも全員利用している。 

・ 娘はカメラ付きで、友達とのメールはパソコンより携帯が多いのでは。 

 

●e-ラーニング等の利用経験 

・ 特にはない。 

・ あまり興味がないかな。 

 

©財団法人ハイライフ研究所　http：//www.hilife.or.jp



 
 
                     家事の社会サービス化、社会サービスの家事化 
 
 

 56

●電子行政サービスの利用経験 

・ 今のところ利用したことはないが、そのうち選挙もそうなるんでしょう? 

 

●その他、生活支援サービスについてのご意見 

・今は特にはないが、家族が元気なうちはいいが、調子悪くなり始めたら突然必

要にせまられるものだなとは思っている。きっとなければ困るサービス。 

 

 

(4)対象者 D 

●プロフィール 

・年齢 75 歳 

・性別 男  

・居住地域 鹿児島県 

・職業 自営業 

・家族構成 5 人(妻 71 歳、父 98 歳、長男 51 歳、長男の妻 48 歳) 

 

● 生活支援サービスの利用経験について 

<総合家事代行サービス> 

・ 自営業ということもあるが、長い間なんでもお願いできる方お一人に大変お

世話になっている。 

・ 大学に行っている子供たちも、小さい頃から送り迎え、食事、勉強、遊び相

手までしてもらっていた。 

・ また電話番、買い物、掃除もやってくれて、まったく家族の一員となってい

る。 

<ケータリングサービス> 

・ 天丼や寿司、仕出し弁当などはよく利用する。 

<買い物代行> 

・ 買い物だけというわけでなく、家政婦さんに家事全般をお願いしている。 

・ そういう意味では、ハウスクリーニングもホームセキュリティ(人間警備?)、

出張料理サービスも含みますね。 

<布団丸洗い・乾燥サービス> 

・ 近所でまとめてサービスしますということで、丸洗いサービスを利用したこ
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とはある。 

・ ふっくらと仕上がるが、すべての布団を定期的にとは思わなかった。値段も

それなりになる。 

・ 田舎なので、庭で日干しができるし、それが一番気持ちいい。 

<ペストコントロール(害虫駆除)> 

・ 蜂の巣の駆除は役場にお願いしてもらう。 

・ 建物のシロアリ駆除は、以前は町内会でまとめてやっていた。最近はあまり

発生しない。 

・ 田んぼは自分でやる。 

<介護> 

・ 父のデイサービスをお願いしている。私はまだ大丈夫。ただ、玄関の上がり

口とか、風呂やトイレの手すりなど家のリフォームもしないと年寄りばかりに

なるとどうにもならない。 

 

●生活支援サービス利用のきっかけ 

・ 自営業なので、どうしても頼まなければ無理。 

・ 我が家はお手伝いさんが全部やってくれるので、個別にサービスを利用して

いるという感覚ではない。 

・ こうしたサービスは町の回覧版でもまわってくるので、近所づきあいで頼む

ものもある。 

 

●今後の生活支援サービスの利用意向 

・ これからもますます必要。自分もそろそろ動けなくなる年齢になってきたし、

妻がいなくなったらとても困るだろうから家事全般を支援してくれるサービス

は必要。 

 

●生活支援サービスに望むこと 

・ うちのようにお手伝いさんに全部頼むのならよいが、個別に頼む場合は、ど

こに連絡をして、何をどこまでしてくれて、いくらかかるのかわかりにくいし、

めんどうくさい。 

・ また、ここらあたりでは、サービスしてくれる人が少なくて、今後人手不足

が深刻になりそう。 
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●インターネット環境について 

・ やってみたいとも思うが、とりあえず、情報も楽しみも新聞やテレビで済ん

でいる。 

 

●ネットショッピングの経験 

・ 利用したことはない。 

 

●携帯電話の利用内容 

・ 持ってはいるが、通話のみ。メールはできない。 

 

●e-ラーニング等の利用経験 

・ 知らない。 

・ 子供たちも利用したことはない。 

 

●電子行政サービスの利用経験 

・ そういう時代なのかもしれないが、私たちには難しい。 

・ 窓口で相談するほうが安心。 

 

●その他、生活支援サービスについてのご意見 

・ 家事くらいは自分でやれなくてどうすると思っていたが、なかなか自分のこ

ととなるとそうもいかない。 

・ お手伝いさんのサポートは大変心強いので、かかりつけの医者ではないが、

常に助けになってくれるお手伝いさんがいるという安心感がほしい。 

・ この町も年寄りがずいぶん多くなってきたが、みんなしぶとく長生きしてい

る。 

・ このままいくと税金を納めるやつはほとんどいなくなって、お荷物ばかりに

なる。行政も大変だ。 

・ そうはいっても自分はこのまちで生きていかなければならないので、業者サ

ービスだけでなく、町全体でのこうした生活しやすい仕組みづくりもすすめて

欲しい。 
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(5)対象者 E 

●プロフィール 

・年齢 38 歳 

・性別 男  

・居住地域 静岡県 

・職業 教員 

・家族構成 4 人(妻 32 歳、長女 8歳、長男 5歳) 

 

● 生活支援サービスの利用経験について 

<ケータリングサービス> 

・ ファミリーレストランやピザのケータリングは頼んだことがある。 

・ また、実家の法事等ではホテルのケータリングサービスや仕出し弁当を利用

したりしている。 

<ハウスクリーニング> 

・ 長女が小さい頃、賃貸の壁や家具に落書きをして、クリーニングを頼んだ。

一部は張り替えもしたが、クリーニングの効果はあった。 

・ また、引っ越ししたときに、住んでいた賃貸物件は知り合いの家だったので、

クリーニングをお願いして戻した。 

<布団丸洗い・乾燥サービス> 

・ 小さいアパートだとなかなか布団干しもできず、近所にたまたまサービス車

がきていて頼んでいる人がいたので、そのまま臨時的に頼んだ。 

・ 毛布類は、近くに大型のコインランドリーサービスができたので年に 1-2 回

くらいは利用している。 

 

●生活支援サービス利用のきっかけ 

・ チラシやテレビ CM で認識していたので、調べて電話連絡して利用。 

・ また利用先は近所で評判等を聞いてから決めている。 

 

●今後の生活支援サービスの利用意向 

・ 必要になれば利用するだろう。 

・ また、必要にせまられてというよりは、便利だからとかちょっと興味がある

からというケースでの利用が多くなるのでは。 
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●生活支援サービスに望むこと 

・ そんなに頻繁に利用するものではないので、価格やサービス内容がどの程度

なのか、高いのか安いのか、良いレベルなのか悪いレベルなのかわかりにくい

(判断しずらい)。 

 

●インターネット環境について 

・ 私も妻もよく利用している。 

・ ADSL 環境で常時接続。 

 

●ネットショッピングの経験 

・ おそらく妻の方が詳しいと思うが、ショッピングモールやオークションサイ

トでいろんなものを購入している。 

 

●ネットショッピングでよく購入する商品 

・ 食べ物が一番多くて、次は雑貨、書籍など。 

・ 果物や海の幸などは各ホームページからのメールチラシで案内がくるが、見

てしまうと買わないと損みたいな感じがして、おいしそうなのでついつい誕生

日とか結婚記念日とかかこつけて購入する。 

・ また、お歳暮などもネットショッピングを利用して届けてもらっている。 

・ 自分のものは書籍が多い。近くに大きな本屋がないので、仕事上の本などは

特にネット購入が中心となっている。 

・ 最近はネットで買った本を、売りませんかと購入先からメールが来る。それ

なりに売れるのでネットで古本に出して、新規購入の資金にあてている。 

・ 妻はオークションも利用して趣味の雑貨洋品や子供の洋服、小物などを入手

しているようだ。 

 

● ネットショッピング代金支払いの方法 

・ 購入先によりいろいろだが、基本的にはネット上でクレジット決済が多い。

事前振込、代引き利用もある。 
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●携帯電話の利用内容 

・ 自分も妻もカメラ付き携帯電話。 

・ 携帯メール、写真、ニュースやゲーム、音楽等のサイトを利用。 

・ 通信費は結構気になるほど使っているかも。 

 

●e-ラーニング等の利用経験 

・ 利用したことはない。 

 

●電子行政サービスの利用経験 

・ 利用したことはない。 

・ 学校内でもなかなか電子化は進まず、いらいらするが、市民サービス部分だ

けでももっと迅速に総合的にサービス開始してほしい。 

 

●その他、生活支援サービスについてのご意見 

・ 行政サービスにも関連するが、ネットワークの安全面はしっかりやってほし

い。 

・ 生活支援関連のサービスは結構家庭内の事情や部屋の中まではいってくる

ので、プライバシーだとかには十分考慮した対応を望む。 

 

(6)対象者 F 

●プロフィール 

・年齢 50 歳 

・性別 女  

・居住地域 東京都 

・職業 主婦 

・家族構成 2 人(夫 58 歳、犬 1匹) 

 

● 生活支援サービスの利用経験について 

<ベビーシッター> 

・ 自分の子育てのときには、仕事もしていたし、両方の親とも遠いので、ベビ

ーシッターをお願いした。 
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<ケータリングサービス> 

・ 近くの食堂屋さんから届けてもらうことはたまにある。 

・ お客様が多いときは、お寿司や総菜屋さんに頼んでいる。 

<食材の定期宅配サービス> 

・ 献立一覧があって、自分の好きなメニューのときを中心に事前に申し込みし

ておくと、食材がケースに二人分だけの量で届く。 

・ 無駄もなく、おいしい旬な食材なので利用している。献立を考えなくてもよ

いというありがたさもある。 

・ 買い物に出てしまうとついつい余計なものも買ってしまいがち。 

・ でも買い物も楽しいので、宅配サービスだけには頼りたくない。 

・ 最近は健康にあわせて、ヘルシーメニューだとか、塩分カット、アレルギー

対応などの選択肢もある。 

<ハウスクリーニング> 

・ 家の中はなんとか自分でやれるが、庭とか家周りのメンテナンスは大変なの

で、年に 1度程度年末にお願いしている。 

・ 玄関まわり、屋根等の掃除、メンテナンスと、庭の草むしり、植え替え、剪

定等の手入れ等。 

<ホームセキュリティ> 

・ 警備会社のサービスを利用している。 

・ 基本的には玄関や勝手口等の出入り口等の監視程度。 

・ 緊急時の場合は、呼び出しボタンで担当の方がきてくれるようになっている。 

<布団丸洗い・乾燥サービス> 

・ コインランドリー等もありますが、そこまで持っていくのが大変なので、業

者が車でまわって来たときにお願いしている。 

<ペストコントロール(害虫駆除)> 

・ 庭の木の害虫駆除が中心。 

<便利屋> 

・ うちでは犬も飼っていますが、一度いなくなったことがあって、犬探します

という電話帳広告を見て、その便利屋さんに犬を探してもらった。 

・ しばらくして、すぐに無事見つかった。 

・ それなりに犬の行くところがわかっていらっしゃるんでしょうかね。 
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<介護> 

・ 私の両親がデイケアにお世話になっている。 

・ うちでは犬もご老体なので、そろそろ介護が必要ですかね。 

 

●生活支援サービス利用のきっかけ 

・ どこかでチラシや広告を見た記憶で、必要になったときに調べている。 

・ また、ご近所に聞いてまわって教えてもらうのが安心ですね。 

 

●今後の生活支援サービスの利用意向 

・ いろいろなサービスが必要だと思う。 

・ 贅沢という考え方もありますが、きちっとするためには必要なサービスを利

用したほうがよい場合もありますよね。 

 

●生活支援サービスに望むこと 

・ このようなサービスがもっと増えることを願いますし、大事なお仕事ですの

で、内容(質)とか利用した方の感想や評判を知りたいですね。 

 

●インターネット環境について 

・ 利用していない。 

 

●ネットショッピングの経験 

・ 利用したことはない。 

 

●携帯電話の利用内容 

・ 孫の顔が見たいので、カメラ付携帯にしている。 

・ 孫にはうちのワンちゃんの写真を送ってあげる。 

・ メールは嫁とやっている。 

 

●e-ラーニング等の利用経験 

・ 利用したことはない。 
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●電子行政サービスの利用経験 

・ 利用したことはない。 

 

●その他、生活支援サービスについてのご意見 

・ あんまり難しい手続きにしてほしくない。気軽に頼めないと頼むほうも頼ま

れるほうもぎくしゃくしそう。 

・ そうしないと結局は生活しにくくなる。 

 

(7)対象者 G 

●プロフィール 

・年齢 30 歳 

・性別 女  

・居住地域 東京都 

・職業 会社員(デザイン) 

・家族構成 4 人(夫 36 歳、長女 6歳、母 62 歳) 

 

● 生活支援サービスの利用経験について 

<ケータリングサービス> 

・ ピザや天丼、そば系は頼むことがある。 

・ 会社ではよく会合等でレストランのケータリングをよく利用している。 

・ 勉強にもなる。 

<食材の定期宅配サービス> 

・ 女性誌等の記事を見て、注文した。 

・ 月に何回かの楽しみでもあるので、続けている。 

・ 食材は確かにおいしい。センスもよいので気にいっている。 

<ハウスクリーニング> 

・ 空調機の掃除をテレビを見て頼んだ。 

・ びっくりするほどのカビがとれて、ぞっとした。 

<輸入代行> 

・ 日本でほはなかなか手に入らない、お茶(紅茶)とか食器、雑貨を個人輸入代

行でお願いしていた。 
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・ 現在は比較的ネット上で自分で探して入手も可能。 

・ 本当はもう少し子育てが終わったら、自分で海外まで買いに行きたい(夢か

なー)。 

 

●生活支援サービス利用のきっかけ 

・ 女性誌の記事やチラシで認識。 

・ 利用するときは、結構友達とかに聞いてから。 

 

●今後の生活支援サービスの利用意向 

・ 私の場合、生活支援というよりは、生活エンジョイ派という感じですので、

楽しんで利用できればと思う。 

・ たとえばベビーシッターは親がいたので、お願いしませんでしたが、ただ子

供の世話を頼むというよりはお話相手とか、子育てワンポイント講座とか、出

張料理サービスもシェフとお友達になりたいとか、ハウスクリーニングの場合

もそのプロ用具私もほしいとか、介護もお部屋の模様替えとか服のコーデイネ

ーションとか、お化粧とか、もっとセンスよくするためのサービスやノウハウ

があればどんどんお願いしたい。 

 

●生活支援サービスに望むこと 

・ 生活支援サービスって、少しマイナーで、ぼやーっとしている感じ。 

・ もっと生き生きとしてパーッとかっこいい感じにならないかな。 

・ 私はきっとサービス要員を指名するタイプだろうな。自分の生活の一部を手

伝ってもらうんだから、腕もあって、人柄もなければ、やよねー。 

・ だから評判も気になるし、ちゃんとお願いできる相手を見つけられるしくみ

がほしい。 

 

●インターネット環境について 

・ もちろんバリバリの光ケーブルよ。 

・ アナログ電話にモデムつなげて、ピーキュルキュル時代にはもうもどれない。 

・ モバイル用も常時接続(現在 AirH だが、4 月からはドコモの常時接続に乗り

換える)。 
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●ネットショッピングの経験 

・ 結構、利用しているわ。 

・ 仕事がら、様々なサイトを見て回るので、ついつい買ってしまうわけ。 

・ 今はなんでも買えちゃう。 

 

●ネットショッピングでよく購入する商品 

・ 雑貨が多いかな。 

・ 気にいったデザインや色があるとネットで比べて結構吟味して買う。 

・ 地域限定、旬のものには、結構弱い。見てしまうとほしくなる。食材は友達

とまとめて買うことが多い。 

・ そのほうが安いし、たまにはいっしょに食事会できるから。 

・ 書籍、音楽データ、ソフトウェア購入等も利用したりはする。 

 

● ネットショッピング代金支払いの方法 

・ 購入先に応じて、様々。 

・ ネットバンクもつくってあり、クレジット、代引き、コンビニ振込等いろい

ろ。 

 

●携帯電話の利用内容 

・ フル仕様です。 

・ メール、カメラ(動画、静止画)、ブラウザ。 

・ 銀行の残高確認等も携帯利用。 

・ 仕事の新幹線、ホテルの予約も携帯利用。 

 

●e-ラーニング等の利用経験 

・ ちょっと興味もあって、テレビ会議システムみたいな NOVA の英会話講座に

加入した(現在通っていない)。 

・ おもしろいが、やっぱり教室で習ったほうがよい感じ。一人で家でもりあが

っていると何か変。 

 

●電子行政サービスの利用経験 

・ 利用したことはない。 
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・ でも、サービスが進めば、若い人たちはこれからは利用すると思う。 

 

●その他、生活支援サービスについてのご意見 

・ さきほども話しましたが、もっとメジャーでかっこいいサービスイメージが

ほしい。 

・ また、押し売りや保険の勧誘のようにやらしい営業に見えがちなので、イメ

チェンが必要。 

 

(8)対象者 H 

●プロフィール 

・年齢 43 歳 

・性別 女  

・居住地域 東京都 

・職業 会社員(製造業事務) 

・家族構成 3 人(夫 47 歳、長男 14 歳) 

 

● 生活支援サービスの利用経験について 

<ベビーシッター> 

・ 自宅分娩を希望したこともあって、以後ベビーシッターもお願いして子育て

した。 

<ケータリングサービス> 

・ 一般的な出前は頼むことはある。 

・ また、法事などで、仕出し屋にお願いすることもある。 

・ ホテルやレストランのようなケータリングはお願いしたことはないが、友達

の結婚パーティとかは、そういうのがいくつかあった。 

<食材の定期宅配サービス> 

・ 今は利用していないが、一時期近所の友達といっしょに頼んでいた。 

・ まあまあ楽しいし、経済的かも。 

・ 最近では、ユニクロの食品宅配も頼んでみた。 

・ 以前頼んでいたものよりもちょっと中途半端な感じがしてやめた。 

<ハウスクリーニング> 

・ 空調機と台所のお掃除パックのようなものを頼んだことがある。 

©財団法人ハイライフ研究所　http：//www.hilife.or.jp



 
 
                     家事の社会サービス化、社会サービスの家事化 
 
 

 68

・ お得なチラシだったので、頼んだが、以後頼んでいない。換気扇フィルター

の営業がうるさいので。 

<介護> 

・ 都内に別居している祖母のデイケアをお願いしている。祖父はまだ元気。 

 

●生活支援サービス利用のきっかけ 

・ 近所のお友達等からいろいろ聞いて。 

・ その後、雑誌記事などで少し確認して利用。 

 

●今後の生活支援サービスの利用意向 

・ サービスは今後も利用するだろう。 

・ ただ、必要なときは、以外とあせっている(急いでいる)場合なので、日頃か

ら注意が必要かも。 

 

●生活支援サービスに望むこと 

・ 少し頼みにくい感じもあるので、早く手軽に手続きできるようにしてほしい。 

・ また、こうしたサービスが増えるのであれば、よりサービスしてくださる人

が気になりますね。 

・ ものを買うわけではないので、サービスというつかみにくい内容をしっかり

やってもらうには人のイメージしかありませんので。 

 

●インターネット環境について 

・ 利用していない。 

 

●ネットショッピングの経験 

・ 利用したことはない。 

・ テレフォンショッピングは利用したことがある。 

 

●携帯電話の利用内容 

・ メールとカメラ。 

・ 友人とのたわいもない会話&メール&写真送受信。 

・ 夫の帰るメールなど。 
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●e-ラーニング等の利用経験 

・ 利用したことはない。 

 

●電子行政サービスの利用経験 

・ 役所に設置されている端末で、住民票や印鑑証明をとったことがある。 

・ コンビニなどで利用できると便利ね。 

 

●その他、生活支援サービスについてのご意見 

・ この町でどんなサービスがあるのか意外と知らない。 

・ こんなアンケートもなければずっと気にもしなかったかも。 

・ もっと便利で、将来お世話になるサービスがあるでしょうから、少し勉強し

ますわ。 

 

(9)対象者 I 

●プロフィール 

・年齢 70 歳 

・性別 女  

・居住地域 京都府 

・職業 主婦 

・家族構成 2 人(夫 74 歳) 

 

● 生活支援サービスの利用経験について 

<総合家事サービス> 

・ お手伝いさんが一人いる。 

・ お買い物や清掃、洗濯、畑仕事など、いろいろとお願いしている。 

<ヘビーシッター> 

・ 子育てのときは、ベビーシッターにも手伝ってもらった。その頃は病院なん

かにはあまり行かなかったわ。 

<ケータリングサービス> 

・ 近くのお蕎麦屋さんとお寿司屋さんにはよく頼む。 
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<出張料理サービス> 

・ 法事などは今は、自宅でやらないで、外の会館やお寺を借りることが多いの

で、食事の準備もしないことが多い。昔は、自分でつくるものと、近くの職人

さんにもいくつか頼んだりしてやってたわ。 

<食材の定期宅配サービス> 

・ 便利な世の中になったもので、いろいろとおいしいものが届きます。 

・ 毎日の夕食というものではないですが、年に何回か、いくつかの地域から旬

なものを届けてもらってみんなで楽しみながら食べてます。 

<ハウスクリーニング> 

・ 最近テレビでもよくみますが、冷暖房機の掃除とお庭の手入れお願いしてい

ます。 

<ペストコントロール(害虫駆除)> 

・ 昔はシロアリとモグラの駆除をお願いしていました。 

・ 今は庭の害虫駆除程度。 

<介護> 

・ 夫のデイケアをお願いしている。 

 

●生活支援サービス利用のきっかけ 

・ 近所の方からいろいろ聞いて。 

・ また、昔からのおつきあいで。 

 

●今後の生活支援サービスの利用意向 

・ 私もかなり弱くなってきたので、今後はもっとこうしたサービスお世話にな

るでしょう。 

 

●生活支援サービスに望むこと 

・ 最近はよく待たされるサービスが多いですが、生活支援に関わるサービスは

比較的早く、安くやっていただかないと生活そのものに関わっていますのでね。 

 

●インターネット環境について 

・ 利用していない。 
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●ネットショッピングの経験 

・ 利用したことはない。 

 

●携帯電話の利用内容 

・ 利用していない。 

 

●e-ラーニング等の利用経験 

・ 利用したことはない。 

 

●電子行政サービスの利用経験 

・ 利用したことはない。 

 

●その他、生活支援サービスについてのご意見 

・ どんなサービスでも、安心して頼める内容にしてほしいですね。 

・ あまり何でもかんでもメニューを出されても困りますので、よく相談できる

方がほしいですね。 

 

(10)対象者 J 

●プロフィール 

・年齢 56 歳 

・性別 女  

・居住地域 大阪府 

・職業 自営業 

・家族構成 3 人(夫 62 歳、長男 27 歳) 

 

● 生活支援サービスの利用経験について 

<ヘビーシッター> 

・ 子育てのときは、ベビーシッターにも手伝ってもらった。 

・ 夫の自営業の手伝いで家にはいたが、ベビーシッターにお手伝いをお願いし

ながらの生活だった。 
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<ケータリングサービス> 

・ 自宅で酒盛りが始まると、近くの料理屋から刺身を中心にケータリングをお

願いしている 

・ そば、丼ものも頼むことは多い。 

<食材の定期宅配サービス> 

・ 年に数回、いつもお願いしているところから、海の幸や野菜を送ってもらっ

ている。 

・ お歳暮などの商品にもそうしたサービスを利用している。 

<ハウスクリーニング> 

・ 空調機とオフィス部分の床タイルのクリーニングは定期的にお願いしてい

る。 

<ホームセキュリティ> 

・ 自宅兼職場なので、防犯センターと出入り口の監視カメラ装置は設置してあ

る。 

・ 泥棒がはいったことはないが。警備会社にもうけさせてやっているようなも

んや。 

<布団丸洗い・乾燥サービス> 

・ 毛布はコインランドリーやクリーニングに出しているが、布団は数年に 1回

程度丸洗いサービスが来たときに利用している。 

・ 通常は日干しとカバー洗濯程度。 

<ペストコントロール(害虫駆除)> 

・ 庭の木の害虫駆除が中心。 

 

●生活支援サービス利用のきっかけ 

・ チラシで見たりするが、近所や仕事仲間の紹介で利用。 

 

●今後の生活支援サービスの利用意向 

・ まあいろいろとお願いしなければならないことが増えるでしょうね。 

・ 自営業をやっているとやっぱり家事はなかなかできないもんや。お客さん優

先や。 

・ 無理なときはお願いせんと。もう子育てが終わったからええけど、赤子は大

変やわ。 
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・ 今後は両親の介護も含めて必要でしょう。 

 

●生活支援サービスに望むこと 

・ あんまりはっきりと知られているサービスはそんなに多くはないので、頼む

ときにちょっと不安になる。どんなもんなのか評判や内容を知りたい。 

 

●インターネット環境について 

・ 利用していない。 

 

●ネットショッピングの経験 

・ 利用したことはない。 

 

●携帯電話の利用内容 

・ 利用していない。 

・ (夫と息子は利用している) 

 

●e-ラーニング等の利用経験 

・ 利用したことはない。 

 

●電子行政サービスの利用経験 

・ 利用したことはない。 

 

●その他、生活支援サービスについてのご意見 

・ なんかボランティアのサービスなのか、プロのサービスなのかわからん部分

もある。 

・ 会社なら、ちゃんとプロとしてのメニューとサービスを提供してほしい。 
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            表 3-1 ヒアリング結果一覧 
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３− ３ ヒアリング結果のまとめ 

 

(1) 生活支援サービスの利用経験について 

・ 「家政婦などの総合家事代行サービス」については、20%が利用している。

一軒家の旧家らしいたたずまいの家柄であった。ヒアリングでは家政婦を「お

手伝いさん」という言い方をしていた。またいずれも個別のアイテムのみのお

手伝いではなく、一人が長年その家に雇われ、子供の面倒から、料理、洗濯、

買い物、掃除まで幅広いサービス支援をしている。 

・ 逆に今回の調査では、単機能としての「買い物代行」「トランクルーム」や

「リロケーションサービス」の利用は 0%であった。 

・ 食材に関するサービス利用は大変多い。「ケータリング(調理済み食品)」に

ついては 100%、「食材等定期取り寄せ」は 80%が利用している。この 2アイテム

については家事の支援というよりは、楽しみで利用する余暇的要素が大きいと

考えられる。 

・ 「ハウスクリーニング」の利用についても 90%と大変高い利用率となってい

る。このケースの場合、認知はチラシおよびテレビ CM の影響が大きく、利用す

るきっかけは近所での利用したことのある人の情報とともに、近所のお誘いに

よるものが大きいと思われる。 

・ また同様に「布団丸洗い・乾燥サービス」は 50%の利用だが、近所でのお誘

いによるきっかけが大きいものと思われる。 

・ 「介護」については 60%がすでに利用しており、ヒアリングでも今後本人に

も必要なサービスだと述べ、今後のサービス意向がもっともはっきりわかる。 

 

(2) 生活支援サービス利用のきっかけについて 

・ ほとんどの人がチラシによる認知が多く(100%)、「ハウスクリーニング」は

テレビ CM を見たからという回答が多く、CM 効果が大きいと思われる。 

・ また、近所の口コミ情報は絶大で、他の家でやっていたから、我が家もとい

うケースが多いこと、利用する際は近所や友人に相談をしている。 

 

(3) 生活支援サービス利用意向について 

・ ほとんどの人がこうした生活支援サービスの利用は継続または拡大すると

回答している(100%)。 
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・ また、特に「介護」については、本人も含めて、今後必要となるだろうと回

答している(80%)。 

 

(4) 生活支援サービスに望むこと 

・ サービス内容と料金等の明確化と、サービス要員に関する要望が多かった。 

・ 生活そのものにかかわり、プライバシーにも関係してくるので、サービスし

てくれる人の質を気にしはじめている。 

 

(5) インターネット環境と利用状況について 

・ インターネットネットワーク環境を整備している人は 50%で、全員常時接続。

その内 80%がブロードバンド環境であった。 

・ インターネットでショッピングをしたことのある人は 40%で、地域の旬の食

材、雑貨、書籍等の購入がほとんどである。また経験者は全員ネット上でのク

レジット決済も利用している。 

 

(6) 携帯電話の利用状況について 

・ 携帯電話は 70%が保有し、メール利用は全員、i モード等ブラウザ機能の利

用は 30%であった。 

・ また、カメラ付き携帯の保有は 40%であった。 

 

(7) e-ラーニングの利用状況について 

・ 10%のみの利用状況で、今回の調査では、利用意向もほとんどなかった。 

 

(8) 電子行政サービスの利用状況について 

・ 30%の人が、専用端末を利用して、住民票または印鑑証明書の取得に利用し

ている。 

・ 利用者はこうしたサービスの拡大を全員希望している。 

 

(9) その他、生活支援サービスについてのご意見 

・ わかりやすさ、安心への改善要望と、こうしたサービスの専門性、社会認知

化アップを望んでいる。 
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第４章 居住空間からみた現状 

 

４− １ 全般的な特徴 

前章まで家事の社会サービス化、社会サービスの家事化についての現状を見

てきたが、それらが実際に起きている「場」は家になる。家つまり住居の建築

学的な間取りの中で、実際にはどのような変化が起きているのかを把握するた

めに実例調査を行った。以下では、それぞれ居住空間の形態や家族構成の異な

る４つの事例を通して、居住空間の現状を紹介する中で、家事の社会サービス

化あるいは、社会サービスの家事化の状況と居住空間の実態について報告する。 

しかし、家事の基本は家族が協力しあって快適な生活を送ることであり、少

しでも家族が協力できるような間取りを実現することが第一歩である。具体的

には、家族とのコミュニケーションを円滑に図れること、自分の時間を創出で

きること、家事が効率よく進められること、特にインターネットなど情報関連

機器が家の中に入り込んでいる現在、違和感なくしかも家事に必要な事務処理

や仕事などが円滑にできる配置が不可欠になっている。そのため、「情報コーナ

ー」を設置しているケースも珍しくなくなっている。また、高齢者の在宅介護

に備え、ベッドが設置できその周りに充分なスペースが取れるようなリフォー

ムも活発になっている。そうした中でも家族がゆったりと寛げる空間もより重

視されている。 

図は、家事協力がしやすいとされる例示である。 
 

図 4-1 家事協力がしやすい家の例 （出典：「家事とたたかう住まい」彰国社 1997） 
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4− ２ 事例紹介 

（１）事例１：１人世帯、男性（44歳）、会社員（建設業）の場合 

     （図 4-2） 

１）特徴 

 単身赴任で千葉市中央区に住むこの男性は、広さ 18㎡のワンルームの極小住

居で暮らしている。住居内部の使い方は「食べる領域」と「くつろぐ領域」、「寝

る領域」は当然ながらすべて重なり合う。 

 週末はほとんど仙台の自宅に帰るという生活のためか、部屋には家具はほと

んどなく、必要最小限のモノの中で生活している。普段、食事を家で作ること

はあまりなく、買ってきたものを（時には簡単に調理して）食べる程度である

という。同僚が部屋に遊びにきてお酒を一緒に飲むこともある。 

 この大きさの住居の場合多くがスペースを有効に使うために、ベッドではな

く布団を敷いて寝るというケースとなり、マットの代用として畳２枚程度の敷

物を使用しているが、「食べて寝て休養するには我慢できる大きさ」であり最低

限暮らすには充分だという。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         図 4-2 事例１の平面図と家具配置 

 

 この住居は、単身赴任によるセカンドハウス的な使用であり、住居内での生

活行為は、夜仕事から帰って「くつろぐ」、「寝る」そして「食べる」などが中

収納

テレビ

収納

食器棚ローテーブル

畳

机

机

ソファー

椅子冷蔵庫 玄関

ＵＢ

ＰＳ

棚

座布団

集う空間

くつろぐ領域

食べる領域

寝る領域

畳に布団を敷いて寝ている

畳の上で寝転ぶ
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心となる。そのうち、「食べる」行為は「調理」も含めて、外部の社会サービス

を利用している様である。その理由として、台所や食事をするスペースが狭く

貧困であることなど（普段は布団が敷かれたままである）、環境的要因が大きい

ことが伺える。また、この住居（集合住宅）は各住戸に洗濯機置き場がなく、

集合住宅の共用空間にまとめて数台の洗濯機が設置されている。居住者はそれ

らの数台の洗濯機を共用で使用している。ライフスタイルと居住の物理的なス

ペースにより、家事を社会サービスに依存しなければならない様子が伺える。 

 

２）プロフィール 

居住地：千葉県千葉市 

居住人数（年齢）：男性１人（44歳） 

床面積：18㎡ 

職業：会社員（建設業） 

その他 

単身赴任中、家族は仙台に居住、毎週末は帰省 

・ 食事はあまり作らない（買ってきたものを食べる） 

・ 同僚が部屋に遊びに来ることもある 

・ 食べて寝て休養するには我慢できる大きさ 

・ 最低限暮らすには充分な大きさ 

・ 普段はローテーブルを畳んで布団を敷いたまま 

・台所や食べる場所が狭いため、食事は社会サービス化している 

 

 

（２） 事例２：１人世帯、男性（45歳）、会社員（営業）の場合（図 4-3） 

１）特徴 

 事例１と同じく男性の単独世帯（同じく単身赴任）であるが、大きな違いは、

自宅を仕事場にしていることが挙げられる。部屋はメゾネットの形式をとり、

上階ロフト部分を住居空間として下階部分をオフィス空間として使い分けてい

る。事例１と比較して住居が広いためか、仕事や打ち合わせ、接客など、多く

の要素が住居の中で賄われている。 

 この居住者は、仕事を 100％自宅で行っているため、気持ちを切り替えるため

にも「空間が上下に分かれていることは使いやすくて良い」と評価している。 
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ロフト部分（上階）を寝る、くつろぐなどの日常的な住居空間として利用する

場合、仕事中はそれらの場所が目に入らないため、視覚的にも、精神的にも仕

事の邪魔にはならないという。 

 そのため、メゾネットの空間形態は SOHO型住居に適していると考えられ

る。高速ネットワークを駆使して、仕事上のコミュニケーションを効率よくこ

なしている。一般事務所と異なり、必要と思われたときにいつでも仕事ができ

る反面、気分転換が重要になる。 

 空間の使い分け以外にも、仕事時の ONと OFFの切り替えは大切であり、

例えば仕事をする時は家にいても必ず「ネクタイをする」などを心がけている。 

 台所は手の込んだ料理はしないが、ほぼ毎日使っている。洗濯機やお風呂

も頻繁に使うため、水回りが充実している現在の住居には大変満足している。 

 近くのコンビニが自宅の冷蔵庫代わりになったり、調理の機能も果たして

いる。電子レンジなど、簡単な調理で食事の準備もできる。仕事の関係で、時

間に追われているときなどは至って便利である。 

 最近普及している、オフィスコンビニも欠かせない。24時間開業し、翌朝

の企画会議資料を深夜に作成し、部数を揃え製本をしなければならないときな

ど、愛用している。店によっては、インターネットでファイルを転送しておく

と、依頼した部数を印刷製本し、指定の時間まで配達してくれるサービスもあ

るが、まだそれは利用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
仕事の打ち合わせ用兼食事用のスペースとして利用 
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           「仕事の領域」、机が二つ並ぶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 
図 4-3 事例２の平面図と家具配置 
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２）プロフィール 

居住地：千代田区神田 

居住人数（年齢）：男性１人（45歳） 

床面積：51㎡ 

職業：会社員（営業） 

その他 

・ 現在単身赴任中、家族は新潟に居住、毎週末は帰省 

・ 食事はほぼ毎日作る 

・ 自宅１階は仕事場として使用する 

   ・ロフト階（上階）は、睡眠と休息の場 

 

（３） 事例３：１人世帯、男性（28歳）、音楽作家の場合（図 4-4） 

１）特徴 

 事例１および事例２と同様に男性の単独世帯であるが、世代が異なり事例３

はかなり若い世代である。音楽を編集してプログラミングする音楽作家として

フリーで仕事をするこの居住者も、事例２と同様に自宅で仕事を行っている。

ただ、事例２は 100％自宅で仕事をするのに対して事例３の場合は、自宅以外に

も、青山や神宮前のスタジオで仕事をすることもあり、スタジオでそのまま寝

てしまうこともあるという。 

 事例３の家具配置でもっとも特徴的な点は、部屋にベッドが置かれていない

ことである。睡眠をとることよりも、仕事に集中して良い音楽を作ることを優

先した結果である。その為、住居選びの最優先条件に「大きい音が出せる部屋」

ということが挙げられた。 

 部屋は比較的大きなワンルームだが、中央に棚を置いて部屋を半分に仕切り、

一方は仕事用の集中する場所として、もう一方は仕事から開放されて頭を休め

る場所として、二つの場所を使い分けている。 

 食事など日常の家事全般は比較的住居の中で行うが、気分転換に自宅で運動

をするためのジム機器や、映画を観るための大きなテレビが置かれている。 

最近のジム機器も収納スペースを考え、小型でしかも多機能の製品が出回って

いる。テレビも DVD 映画鑑賞を配慮して、5.1 チャンネルの音響装置が装備さ

れ、迫力がある。映画館並の迫力があるが、自宅であるがゆえに、寝転がった

り、飲食をしながら鑑賞でき、気分転換には最適である。 
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 これらは、良い仕事をするための気分転換や自己コントロールが目的である

が、社会サービスが家の中に入り込んできた現象である。 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          図 4-4 事例 3の平面図と家具配置 

 

 

自宅には仕事関係の機材が所狭しと並

んでいる 
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２）プロフィール 

居住地：中野区上高田 

居住人数（年齢）：男性１人（28歳） 

床面積：36㎡ 

職業：音楽作家 

その他 

・ 部屋の中央に間仕切り家具を置いて、仕事の場所とそれ以外のとで 

 領域を分けて使用する 

・ 「普段はソファーで寝ている」というこの居住者は 24時間を通し 

 て自宅で仕事をすることも多い 

・仕事柄、沢山の機材を置くスペースを最優先する 

・ 週に４回は自炊する 

・ 自宅で、映画鑑賞やトレーニングなども行う 

 

 

（４） 事例４：１人世帯、女性（34歳）、フリーライターの場合 

    （図 4-5） 

１）特徴 

 自宅で 100％仕事をする事例である。一日 24時間家で過ごすことも多く、「仕

事よりも人が集まって楽しんでもらうことを優先したい」と話す。事例 3 とは

対照的で、社会サービスが家事化している事例である。 

 特に、ダイニングテーブルが置かれる場所を「友人と集う場」の目的のみで

使用して、普段自分一人の時は使用しないことは特徴的である。実際来客も頻

繁にあり「２日に１度は必ず誰か尋ねてくる」という。大勢の時は 18人ほどの

友人が集まることもあり、「ひとり暮らしの寂しさから人が来てくれるのは嬉

しい」と居住者は話す。 

 一方、普段の自分一人の生活では、ローテーブルの周辺、またはパソコンの

前に座ることが多く、ベッドの置かれた「寝る領域」とは可動の収納家具でゆ

るやかに分節している。 

 自宅では高速インターネットを敷設し、ネットショッピングを活用する。常

時接続はいつでもネットに入れるので便利である。 
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              仕事はすべてこの机周辺でこなす。 

図 4-5 事例 6の平面図と家具配置 
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２）プロフィール 

居住地：中野区東中野 

居住人数（年齢）：１人（女性 33歳） 

床面積：49㎡ 

職業：フリーライター 

その他 

・ 自宅で 100％仕事をするため、24時間家で過ごすことも多い 

・ 友人があつまることを一番優先している 

・ 食事は殆ど家で作る 

・ 散歩などで外出して気分転換をしている 

 

 

４− ３ 総括 家事の社会サービス化と居住空間について 

 ４事例を通じて得られた知見を整理してみると以下のようになる。 

 

１）住居の大きさ・設備と家事の社会サービス化の関係 

 住居の大きさ・設備と家事の社会サービス化の度合いは、住居が極端に小さ

い事例（事例１など）を除いた場合、結論から述べるとあまり関係がないと考

えられる。例えば、大きな台所があっても食事を全く作らない、広いスペース

があっても友人をほとんど自宅に招かないなど、住居に備わる設備や広さより

も、居住者自身が自宅でどのような生活をしたいかという「生活の指向」が強

く関係している為であろう。 

 

２）スペースは工夫次第 

 一方で、住居がそれ程広くない場合でも「毎日自宅で仕事をして自炊もする」

という事例があり（事例３）、狭いスペースをそれなりに工夫して住みこなして

いる。特に、近年顕著にみられるのが、これまで住居の外で行われてきた「仕

事」という行為が住居の内部に入る傾向であり、今後さらに強くなると考えら

れる。 

 

３）密接な関係となる職種 

 しかし、これも居住者の職種と生活指向（特に仕事に対する考え方）によっ
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て様々であり、自宅ではできれば仕事をしたくないと考える居住者がいる一方

で、自宅では仕事を最優先する（事例３）場合や、自宅で仕事をしているがそ

れよりも友人が来ることを大切にしたいと考えて仕事のスペースは全体に比べ

て非常に小さい居住者もいる。 

 

４）居住者の価値観との関係 

 また、家事の社会サービス化と住居の間取りを、安易に直接関連付けて考え

ることはできない。すなわち、自宅で自炊をしない、人を呼ばないからといっ

て台所や接客スペースの無い住居が求められるということではない。「使わな

くても（象徴としての立派な）台所は欲しい」などという居住者の声は多く聞

かれる。 

 

５）家族形態との関連 

 家族は変化するものであり、居住者の生活指向もそれに伴って変わることが

予想される。家事の社会サービス化および社会サービスの家事化という視点で

今後の住居を考えるとき、求められる空間要素は、そうした家族や生活指向の

変化に順応できるようなレキシブルな住宅であり、その間取りであるだろう。 

 

６）集合住宅への配慮 

 今回のケーススタディは個人世帯を中心に行ったが、これらの世帯を包含す

るのは、個人住宅であり、集合住宅である。特に最近の集合住宅─いわゆるマ

ンションは、社会サービスの窓口的な役割を兼ね備えている。 

・ 管理人のコンシェルジェ機能 

ある程度の戸数以上になると、マンション内に管理人が常駐ないしは半常駐し

ている。ここで、宅配便を預かったり、簡単な受付をするなどコンシェルジェ

的な機能を果たすようになっている。 

・ 宅配ボックス 

本人が留守の時に、宅配を一時的に保管するボックスが設置されているマンシ

ョンが一般化している。 

・ 高速ネットワークの提供 

インターネットの普及と共に、単にネットワーク接続するだけでなく、マンシ

ョン全体に高速ネットワークが当初から敷設され、入居と同時に利用できると
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ころが現れている。インターネットマンションともよばれている。2002年には、

国土交通省がインターネットマンションの基本的な考えをまとめ、「インター

ネットアクセスの円滑化に向けた新築共同住宅情報化標準」を策定している。 

・ アスレティック機能付き 

高層マンションなど、大規模マンションでは内部にアスレティック設備、テニ

スコート、プール、サウナ、温泉などが設置されているケースも現れている。 

・ ケア付きマンション 

ケアが専門になると、高齢者専用のマンションになるが通常のマンションにも、

健康管理に配慮した設備を備え、結果として高齢者も安心して住める事例もみ

られる。 
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第５章 新たな家事マーケティング 

 

本章では、家事の社会サービス化、社会サービスの家事化を一つのサービス

産業と位置づけ、今後のマーケティングの観点から展望してみる。 

家を中心に起きている現在のライフスタイルの変化は大きなビジネスチャン

スともいえる。従来のサービス業には、第 1次、第 2次産業以外のものという

括りでみた傾向が強い。経済が低迷し、さらなる産業活性化の担い手としてサ

ービス業への期待は大きいのに、これでは、サービス業でいま何が求められて

いるのかが分からない。特に家事を従来の伝統的な炊事・洗濯・掃除といった

括りでみたのでは、単なるそれらの代替サービスで終えてしまう。ここではサ

ービス業を広義に捉える。個人のニーズを家で満たす手段としてみることによ

り、新たな可能性が開けてくるだろう。 

 

５− １ インターネットにみる新たなサービス産業の兆候 

インターネットで検索すると、以下に示すような多種多様なサービスが提供

され始めている。これらには共通した特徴がみられる。個々のサービスがどの

ように成長していくかはケースにより異なるが、これまでの章で探ってきた「家

事の社会サービス化、社会サービスの家事化」の潮流から捉えると、家庭を巡

る社会ニーズを的確に捉えていることが分かる。 

●「顧客」から「個客」へ 
  →個人のニーズに徹していること 

●「説得型」から「納得型」へ 

  →情報をできるだけ詳しく提供し、関心を喚起し疑問点を解明している。 

  従来のマーケティング手法である「説得型」から「納得型」にシフトして 

  いる。つまり、顧客はいろいろ問題点もあるがそれを承知したうえで「納 

  得」して選んでいること。納得は安心の裏返しでもある。 

● インタラクティブなコミュニケーション環境 

  →メールを活用するなどインタラクティブな環境でコミュニケーショ 

  ンを深めている。 

● わがまま需要への対応へ 

  →独身世帯、ディンクスなど平均所得以上のいわばわがまま層のニーズに 

  対応している。 
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以下に具体的な事例をみてみよう。 

 

１）オーダーメードの靴の出張・宅配サービス業 

  http://www.frase.jp/kutu-net/index.html 

なかなか自分に合った満足できる靴は少なく、また専門店となると時間や

場所の制約を受ける。その隙間を狙ったのがこのサービスである。 

   

 

２）クラシックの出張生演奏サービス  

  http://www.est.hi-ho.ne.jp/aya-violin/ 

 結婚式や誕生日など、家族にとって記念となる日にクラッシックの生演

奏を自宅で楽しめたらどんなに愉しいかは、誰でも夢見ることだろう。こ

うしたニーズに応えるのがこのサービスである。 

  

   

 

 

©財団法人ハイライフ研究所　http：//www.hilife.or.jp



 
 
                     家事の社会サービス化、社会サービスの家事化 
 
 

 92

３）なんでも出張サービスで、広いサービスを提供 

  http://netconveni.tripod.co.jp/general/ 

 何でも屋ににているが、個人のニーズに徹し自宅まで出張してくれると

ころに特色がある。 

   

 

４）ペットのなんでもお世話サービス  

  http://www5.ocn.ne.jp/~ykm02/ 

第 1 章でみたように、ペットを家族の一員と見なす家庭が増えている。

かわいいペットにまつわるさまざまなサービスを提供するところに、ニー

ズがありそうである。 
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５）カウンセリング・礼拝出張サービス 

  http://www2s.biglobe.ne.jp/~ns76/syuttyo.htm 

 一人暮らしの高齢者や若者も時に、孤独感に陥り精神的な悩みが高じる

ことがあろう。また、自分が崇拝する宗教施設に行けない場合、自宅にき

てもらって礼拝をすることができる。今後、増加しそうなサービスである。 

   
 

６）すし屋の出張サービス  

  http://www5a.biglobe.ne.jp/~aoizusi/demae.htm 

 ホームパーティで豪華に飲食したいときや、や何らかの都合で外出でき

ない家族にとって、目の前で握る寿司を食べるサービスはうれしい。 
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７）シェフ出張サービス  

  http://chefkul.gnavi.co.jp/ 

 寿司だけでなく、グルメ用に一流レストランのシェフが派遣される。 

   

 

８）星空ウォッチング出張案内  

  http://www.hosizora.com/delivery/ 

 天体観測ファンが静かなブームを呼んでいるが、こちらは星の専門家が

出向いて天体観測の手ほどきをしてくれる。 
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９）水槽・熱帯魚の出張・メンテナンス  

  http://www.ollie-net.com/aqua/main.html  

   

１０）気孔指導の出張サービス 

  http://homepage2.nifty.com/KI-AIKIDO/kireitop.htm#service 

   
 

１１） パソコンなんでも出張サービス 

   http://members.tripod.co.jp/zukky/service.html   
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１２）ネイル出張サービス http://www6.plala.or.jp/polishlady/room.html 

    
 

１３）女性向け何でも屋 http://village.infoweb.ne.jp/~fwkt3075/uact.main.htm 

   
 

１４）ふとん乾燥出張サービス  

   http://www.city.yokohama.jp/me/consumer/life/2002_01/06.html 
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１５）小岩井乳業宅配サービス http://www.koiwaimilk.com/delivery/  

   
 

１６）無・低農薬食材宅配サービス http://www.radishbo-ya.co.jp/ 

   
 

１７）ダスキン宅配サービス http://www.100100.co.jp/ 
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１８）セブンイレブン食事宅配サービス 

   http://www.cyberhome.ne.jp/html/7meal/index.shtml  

年中無休で、1回分から 7日分までしかも 1人分からオーダーできる。 

メニューも毎月更新し、工夫を凝らしている。 

     

 

１９）一人暮らし温泉宅配サービス 

   愛知県、長久手町では温泉宅配サービスを始めている。 

これは自治体のサービスだが、ビジネスになりそうである。 

 http://www.kaigo-fukushi.com/seikatsu/200104/seikatsu2001042700.html 
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２０）高齢者の安否確認情報 
  http://www.mimamori.net/ 

遠隔地の肉親などから高齢者の安否確認を代行するサービス。身近な道具

である電気ポットを利用することで、その利用状況を所定のメールに 1日

2 回報告する。普段の利用状況から、その日の状態が把握でき安心感が高

まるとしている。自治体でこのサービスを導入しているところも現れてい

る。 

 

 
 

 

 

©財団法人ハイライフ研究所　http：//www.hilife.or.jp



 
 
                     家事の社会サービス化、社会サービスの家事化 
 
 

 100

２１）眼鏡の出前サービス  

  http://20000yen-doh.co.jp/product/demae/index.html 

   高齢者や時間に余裕のない人を対象に眼鏡の出前サービスが人気をよん 

  でいる。 

     
 

２２）在宅健康診断サービス   

   http://www.wbs.ne.jp/bt/d-net/home-doctor/ 

 現在は郵送による検診サービスが提供されている。申し込むとすぐに自

宅に検査キットが届き、自分の都合の良い時間に採尿や採血ができる。検

査結果が送られてくると、電話やメールによって相談も受けられ、症状に

より的確な病院を紹介してくれる。 
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 ２３）タクシーを利用した料理に出前 
 http://www.threeweb.ad.jp/~taxikobe/otoku15.htm 

 神戸・長田を中心とした地域で有名飲食店の出来たて料理などを自宅ま

で出前するサービスが始まっている。さらに、このタクシー会社では忘れ

物を取りに行ったり、病院の順番を待つ、薬処方の受け取りなどの代行も

請け負っている。 

    

 

  ２４）アートライブラリープロジェクト 

   ライブラリープロジェクトはライブラリー（図書館）で本を借りるよう 

  にアートの貸出しを無料で行い、生活の中で自由に本物のアートを楽しん 

  でもらおうというプロジェクトである。東北芸術工科大学大学院生（代表 

  斉藤玄輔）が A-ple(Art link to peoplae)という呼称で進めている。 

 

         

     自由に置けるように作品はブック型のパッケージに納められている 
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         さながら本を選択するように作品が収蔵されている。 

          自宅までの持ち運びの良さに工夫をしている。 

 

５− ２ コンシェルジェサービスとしての可能性 

 コンシェルジェ (concierge) とは、もともとはフランス語で、「アパートな

どの守衛、管理人、門番のこと」 となっている。日本では "コンシェルジェ" と

発音するが、アメリカでは普通 "コンシアージ" と発音する。一説には教会の

大ろうそくを司る伯爵の Comte des Cierges（フランス語）に由来する。当初、

フランスのホテルでは、鍵の管理者をコンシェルジュと呼んだ。ホテルによっ

ては、ゲスト・リレーション（Guest Relations）、ソーシャル・ディレクター

（Social Director）と呼ばれ、ホテル内でインフォメーションデスク的な役割

を果たしている。レストラン情報、ショッピング情報、その街の交通機関、な

どに関する情報提供から、コンサートやゴルフ場の予約手配まで、さまざまな

客の要請に応えるサービスを提供している。 

ミスターラスベガス大全 ラスベガス慣例用語辞典  http://www.lvtaizen.com/dict/main.htm 

WEB HOTEL TRADER ホテル用語集  http://www.traderyou.com/Information/words-k.htm 

 

５− ２− １ コンシェルジェサービスの具体例 

 コンシェルジェサービスは、もともとホテル内で利用するものであったが、 

現在はそのサービス内容も多岐にわたり様々な分野で活用され始めている。 

 コンシェルジェサービスをインターネットで検索すると、ホテル以外では、
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航空会社・旅行会社・IT 関連会社・不動産・新規サービス関連会社などで導入

されていることが分かる。 

 ここでは「家事をビジネスとして社会が代行するサービス」という視点から

の事例を見てみる。 

 

１）life assistant information place “net pure” 

   http://www.pure-life.co.jp/index.html 

  個人家庭向けで、下記の 4タイプから構成される家事代行サービス業を指

す。 

・ 家事代行サービス（専任メードによる家事代） 

・ ライトハウスクリーニング （プロによる日常の清掃/） 

・ ハードハウスクリーニング（プロによる徹底的なクリーニング） 

・ ハウスコーティング （汚れている箇所のコーティング） 

 

クライアントのニーズにより、専任メードとプロのスタッフによるサービスを

提供している。 
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２）ダイヤル・サービス（株） http://www.dsn.co.jp/denwa/fcn/fcn.html 

大企業の社員向けサービスで、「妊娠・出産・育児・介護・健康」に関する相

談、調査代行、情報提供を行う。 
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３）GRCE  http://www.jin.ne.jp/grace-co/ 

  個人向け・法人向けで、家事・育児・介護など幅広いサービスを提供する。 

 

      

 

４）日本タイムシェア株式会社  http://www.nts.co.jp/chiiki/ 

 民間企業仲介による、市町村の職員と市民の双方型サービスを提案している。       

子育て支援サービス・健康支援情報サービス・高齢者生活支援サービス・総合

学習（生涯学習）支援サービスから構成されている。現在はまだ提案段階にあ

る。 
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５）地域住民による有償ボランティア 

街のコンシェルジェを 50 歳以上の有償ボランティアで組織し、その運営に地

域通貨を利用している事例としてバリアフリー協会がある。「街のコンシェル

ジェ」を『いいヘルパー』と呼称している。 

©財団法人ハイライフ研究所　http：//www.hilife.or.jp



 
 
                     家事の社会サービス化、社会サービスの家事化 
 
 

 107

５− ２− 2 今後期待される個人向け・家庭向けコンシェルジェサービス 

 １）健康増進（リフレッシュ）サービス 

 旅行、スポーツ施設提供、娯楽、美容等を指す。 

厚生労働省（http://www1.mhlw.go.jp/toukei/kenkou97/kekka-6.html）によると健康増進サ

ービスの主な状況として、健康増進施設の所有設備は(平成 8年)トレーニング

ジム 82.7％・プール 81.1％などが多く、運動型健康増進施設で提供している

サービスは、ウエイトトレーニング(82.3％)、水泳(81.1％)などが多い。他に

もエアロビクスダンス（79.1％）、ジャズダンス（25.9％）、体操（38.7％）、

ヨガ（30.8％）などと、運動型健康増進施設で個人別運動プログラムを提供し

ている事業所は 81.3％で、健康診断を実施している事業所は 42.4％となって

いる。 

 新たな健康増進サービスビジネスとしては、（株）NTT データによるヘルスケ

ア分野の、コンテンツサービス提供がある。（平成 15 年度にリニューアル版オ

ープン予定）http://www2.health.ne.jp/sankenjin/index_keitai.html 

 これは企業の健康保険組合に向け開始したサービスで、医薬品業界、保険会

社健康保険組合などの法人（企業、団体）を通じ、契約をした法人が有する顧

客や組合員に提供するもので、利用者の生活習慣改善や健康増進を支援する各

種プログラムなどを携帯電話に配信する。 

 このように、健康を維持・増進するための施設のほかには、各人の特性や状

態に合わせた適切な助言サービスのニーズも高まるだろう。 

 また、医療だけでなく、食事・スポーツ・生活習慣・趣味など、多くの生活

活動が健康の維持と増進に関わっているので、健康増進に役立つ情報や環境条

件を提供する総合的なサービスも期待される。 

新・生活産業創出コンソーシアムhttp://www.seikatsu-jp.net/pro_health.html 

 

２）ライフ・モビリティサービス 

 生活空間移動を支えるライフ・モビリティサービスのことをいう。具体的に

は、共同自家用運転手のサービスである。 

 高齢化が進み、高齢者が増えるとともに一人暮らしの高齢者世帯が、これか

ら著しく増加することが予測される。そこで高齢者が年金で雇える自家用運転

手の産業が検討されている。これは高齢者が、年金の範囲内で通常、移動費に

あてている程度の予算で、自家用運転手を雇うことを可能にする産業である。
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高齢者ひとりひとりの使用頻度あるいは自動車の稼働率は高くないから、5 人

から 10 人程度の高齢者の予算に合計すれば、フルタイムの自家用運転手を車付

きで雇うことができる。そうした自家用運転サービスを提供する運転手が何人

かで協同組合や会社を設立して協働すれば、交代によるサービスも可能になり、

日中だけでなく夜間も含めて様々なサービスを提供できる。いくつかの検討課

題はあるが、実現すれば病院の送り迎えや予約、薬の運搬、買い物の補助、孫

の送迎から、さらに関連したさまざまな生活上のサービスも提供できる。 

 

３）住宅関連サービス 

 不動産の評価サービス、仲介・売買サービスなどの不動産取引、リフォーム・

メンテナンスサービスなどの不動産管理を指す。 

 子供の就職や結婚などにより家族構成が変化したとき、その後のライフスタ

イルに合わせてリフォームやインテリアを変えたいという要請は高まっている。 

また、第１章の分析でみられたように、介護が必要となった場合でも自宅でサ

ービスを受けたいと希望している高齢者も多い。こうした背景から、住宅関連

でこれまでにないニーズが起きている。これは集合住宅についても同様なこと

がいえる。 

 今後取り組む課題としては、集合住宅の構造をＳ（スケルトン-躯体）と（イ

ンフィル-内装）に分けて構築する SI 住宅である。100 年といった長期の使用

に耐えるスケルトンの枠組みのなかで、生活者は何代にもわたって自由にイン

フィルを入れ替えて住める工法の提案や、工期の効率化、住宅関連情報を総合

的に提供するシステムの構築などがあげられる。 

 ビジネスとしては未開拓の分野だが、（株）ヒロ＆リーエスネットワーク

（http://www.hiro-reas.net/）では「住宅ストック形成・有効活用システム」の提

案（http://www.reas.net/teian.htm）をしており、不動産取引慣行の転換（グロー

バル・スタンダード化）とグローバル・スタンダードに基づく中古住宅評価シ

ステムをあげている。 

 

４）子育てサービス 

 保育士・スタッフサービス、児童クラブサービス、学習塾サービスを指す。 

 女性の社会進出がすすみ、ますます多くの女性がフルタイムの仕事をもち、

生涯就業をめざすようになっている。 
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 そこで問題になるのが、子育てをどのようにするかである。核家族化が進み

親に付託する習慣も薄れ、家庭外の社会サービスに依存する傾向にある。現在

では、夫も育児休暇が取れる制度が導入されたが、現実に普及するには至って

ない。こうしたニーズに応える育児施設が求められているが、課題も多い。 

 通勤時間が長く、また女性のフルタイム就労が特に多い大都市などでは、従

来の保育施設では使い勝手が悪いこともあげられる。そのためには、こうした

時間帯に多様なサービスを提供することや、公設民営方式（自治体が土地と施

設を用意して、運営だけを民間に委託する）施設などをあげている。 

（ア）公設民営方式保育園の事例 

 Yomiuri Online  http://www.yomiuri.co.jp/iryou/ansin/an1c0401.htm 

 東京・三鷹市では、市立認可園の運営主体を公募し、保育内容などから教育

関連企業の「ベネッセコーポレーション」を選定した。運営にかかる年間費用

の見積価格を、市直営の場合（約 1億 7千万円）のほぼ半分にしたが、その秘

訣は、人件費の抑制にある。平均年齢３０歳と若い保育士を採用、能力給の契

約制にすることで、年功序列の高い公務員給与が人件費に反映される直営に比

べ、はるかに効率的な運営が可能になった。子供が遊びに集中できるように、

家具で部屋の大きさを適度に区切ったり、天井の高さにまで気を配る保育ノウ

ハウが、同社にはあった。企業任せにはせず、市の担当者が保育士らの勤務状

況を確認するほか、給食の食材の購入場所や価格、給食内容まで細かく調べ、

質の低下がないか常にチェックをしている。親の反応も、「内容がよければ公

立でも企業立でも気にしない」「保育士が若いので心配したが、子供と友達感

覚でつき合えるなどのメリットもある」など上々である。 

（イ）公設民営方式採用施設の事例 

 毎日新聞 http://www.mainichi.co.jp/eye/shasetsu/200204/21-1.html 

 待機児童ゼロ作戦を早く実現させるために、自治体が土地と施設を提供し、

運営を民間に任せるという「公設民営方式」も始まったが、土地と施設を新た

に買収するやり方は、自治体財政が厳しくなるだけに、大きな広がりは期待で

きない。そこで突破口となるのは「空き教室」の活用であろう。 

 少子化で、小中学校の「空き教室」は増え続ける。2000 年 5 月での全国の「空

き教室」は、小学校で 5,807、中学校で 2,851 ある。 もちろん「空き教室」が

直ちに利用できるとは限らない。パソコン教室などに転用したり、より少人数

教育をするために活用したいという学校の意向、計画もあろう。  
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 保育所へ転用するとしても、乳幼児を預かる施設だけに、通園時などでの安

全、環境や衛生面の管理に改めて十分な配慮がいる。出入り口や通路を別々に

設けたりする必要もあろう。学校、保育園の関係者と父母、周辺住民との合意

にも時間がかかる。そうしたハードルを乗り越えて、すでに「空き教室」を保

育所に転用したのは全国で 10 カ所。さらにこの４月、大阪府豊中市の小学校で

も保育所がオープンした。公的施設の利用は、学校だけにはとどまらない。大

阪府は公営住宅の活用も検討中だ。JR 東日本は北千住駅などで、駅内に保育所

を設置する試みも始めた。 

 

５）高齢者ケアサービス 

 公設民営ケアハウスサービス、民間の施設・介護サービス（特別養護老人ホ

ーム、老人保健施設、ケアハウス）を指す。 

 日本には、 65 才以上の高齢者が現在 2,200 万人おり、80 歳代になるとその

うち 1-2 割の人々が介護を必要とするようになる。「寝たきり老人」は 300 万人

おり、年々その人数は増えつづけている。公的な福祉施設がカバーしているの

は 50 万人ほどの人々と、医療施設に入院している数万人の人々である。 

そこで政府は介護保険制度を導入するとともに、在宅介護支援のしくみを

2000 年 4 月より整備した。民間のケア施設のコストが高いことや、ケア産業の

サービス提供側と需要側の間の情報ネットワークが無いことなど、まだ新しい

分野のため、取り組んでいかなければならない課題は多い。 

次に事例をみてみる。 

 新・生活産業創出コンソーシアム http://www.seikatsu-jp.net/pro_senior.html 

 

（ア）有限会社リファレンス 

 http://www.reference.co.jp/index/index.html 

 高齢者向け住宅・施設及び病院、診療所等の企画開発のコーディネート、福

祉分野参入企業へのビジネスコーディネートなどを行い、福祉・医療・教育、

全面から捉えたケアを提案している。 
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イ）株式会社 PSD 

 http://www.psdosaka.com/index.html 

 国内ではコンピュータ情報処理システムの設計・販売・コンサルティングな

どをし、アメリカではその他に、アシスティッド リビングホーム（24 時間の

医療ケアを必要としない、高齢者の日常生活のアシストを行う施設）への投資などを

行っている。 

 まだ提案段階だが、ケア内容は、IT 技術を十分に活用した高齢者の自立型コ

ミュニティーで、高齢者の生活施設・レクリエーションの提供・コミュニティ

ー内の資源循環・IT 技術の活用と総合的に捉えたものである。 

 

        

©財団法人ハイライフ研究所　http：//www.hilife.or.jp



 
 
                     家事の社会サービス化、社会サービスの家事化 
 
 

 112

 

      
 

 

５− ２− ３ 海外におけるコンシェルジェサービスの事例 

１）At Your Service  

 http://www.atyourserviceparis.com/home_family_intro.htm 

 フランスにある、英語の通じるコンシェルジェサービス。個人・家族対象サ

ービス、企業対象サービス、旅行者対象サービス、生活に関するあらゆる雑務・

手続き代行サービス、イベント企画、と幅広いサービスを提供している。旅行

者対象サービスの「オーダーメード旅行プラン」や、個人家族対象サービスの

「結婚式・誕生日の企画」などの興味深いサービスもある。 
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２）On Lokという非営利団体（NPO） 
 http://www.jetro.go.jp/ove/kan/report/sfc2003/sfc2003.html#1 

 JETRO 日本貿易振興会サンフランシスコレポートに報告されている事例であ

る。 

 アメリカの西海岸、サンフランシスコ市内に、体の弱い高齢者にケア･サービ

スを提供する On Lokという非営利団体（NPO）がある。自前の医師、看護士、

理学療法士、作業療法士、ソーシャルワーカー、栄養士、高齢者専門介護士等

の専門家グループを擁しているほか、他の医療機関等とも提携しながら、体の

弱い高齢者に対して外来診療、入院診療、在宅看護、送迎サービス、食事の提

供等の総合的なヘルスケア･サービスを提供している。 

On Lokの目標は「高齢者が住み慣れた自宅・コミュニティで出来るだけ長く

暮らせるように援助すること」で、日本での高齢者ケア･サービスのあり方を考

えるにあたりヒントになるだろう。 

 

３）Concierge Contact http://www.conciergecontact.com/index.htm 

  アメリカオーランド州にある、個人・家族・企業対象のイベント・行事企

画を中心にしたサービス業で、ディズニーワールド・ユニバーサルスタジオ・

ディズニーシーワールドなどでのパーティーイベントを売りにしている。 
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４）American Childcare Service, Inc.  http://www.americanchildcare.com/         

  アメリカ３都市にあるベビーホームで、小さい子供のいる、働く女性にも

対応した、親子同伴出張が出来るサービスがある。滞在先のホテルを告げれば、

子供を施設まで連れて行かなくとも迎えにきてくれ、博物館・美術館への付き

添いもしてくれる。 

      

 

５）Town & Country Resources  http://www.tandcr.com 
 西海岸に２ヶ所ある子育て支援サービス業で、出産直後の母子のケアなどを、

専門家が訪問して行う。母親の肉体的・精神的な負担を軽減してくれる。 
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５− ３ 今後の方向性 

 

（１）個人向け・家庭向けサービス 

 ・就労構造の変化や時間の使い方に対する価値観の変化などにより、家事代行 

 サービスを利用するニーズは増えるだろう。その場合、重要な点は個々のニ

ーズにどれだけきめ細かく対応できるかである。たとえば家事だけにとどまら

ず、誕生日や結婚記念日など家庭イベントを、その家庭に即して企画し、コー

ディネートするような社会サービスを家庭で行う需要が見込まれるだろう。 

・ 高齢化に伴い、健康増進に関心を持つ人が増え、運動・食事・医療のトータ

ルな視点から見た個別アドバイスを在宅で求めるニーズも高まるだろう。 

・ ライフモビリティーは、課題は多いものの、高齢者や障害者をはじめとする

人々が容易に外出できるようになるだろう。 

 

（２）住宅関連サービス 

・ 法的整備や税制の課題はあるが、これらの整備により中古住宅市場が活性化

すれば、居住者の住み替えはより流動化する。 

・ それぞれのライフスタイルに即し、住宅側で整備すること、社会サービスに

委ねることを的確にアドバイスできるコンサルタントが必要になっている。 

 

（３）子育てサービス 

・核家族が増え、仕事を持つ女性が増えているため、子供を施設に預ける家庭 

 はこれからも増え続けるだろう。またベビーシッターなど一時的な利用者の 

 ニーズに対応できるメニューと施設が求められてくるだろう。 

・ インターネットを活用した子育て支援サービスが普及し始めているが、24 

時間いつでも受付け、状況に応じて直ぐ専門家を派遣するなどのサービスは

新たなビジネスになりうるだろう。 

 

（４）高齢者ケアサービス 

・医療と介護を分けてきた高齢者ケアは、今後一緒に提供するようになるだろ 

 う。IT技術を積極的に取り入れ、サービス提供側と利用者の関係を密にし、 

 福祉先進国などのケアの研究も、盛んに行われるようになってくるだろう。 
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・まだ新しいサービスのため、民間のケアサービス業数が少なく、採算が取 

 れないところがほとんどだが、ニーズは高まっているので、政府がコーディ 

 ネートし、民間のケアサービス業が増えれば競争原理が働き、より質の良い 

 サービスが供給されるようになるだろう。 

・一人暮らしの高齢者が元気に暮らしているかを確認する「安否確認情報」を 

 離れたところにいる肉親に提供するサービス、さらに急をを要する措置を代 

 行するなどのサービスも注目される。 

家事の社会化・社会の家事化という視点で家事サービスを見てきた。若年層

を中心に価値観が変化し、男女の働く形態が変わり、余暇や自己実現などに重

きを置くようになってきている。その結果、多様なライフスタイルが誕生し、

それらに合わせた社会サービスが必要になってくるだろう。どのサービスも IT 

技術をうまく取り入れ、連携することで、そこからまた新たなサービスが提供

されることになろう。 

 

 家事と社会サービスがそれぞれプッシュ要因とプル要因とで相互に影響し合

うなかで、結局最後に問われてくるのは「家とはなにか」「家族とはなにか」で

あろう。それはそれぞれの解体を意味するのか、それとも新たな構築を意味す

のかは、今後のサービス内容とそれを選択するわれわれ自身に依ることになる。 
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