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シニアのロングステイは「草の根コミュニティ型」ヘ向かう 

－ロングステイ・クラブに集うシニアが求めるサービスとは？－ 

 

ソフィアバンク ディレクター 村田 裕之 

 

 要 旨  
 

1. 現在 50 歳以上のシニアは海外旅行市場のけん引役となっている。子供の独立や退職などラ

イフイベントの区切りが海外旅行の契機になっているからである。 
2. しかし、近年、シニアの海外旅行の中身が従来の「駆け足型の短期観光」から「生活体験型

の長期滞在」へと変わりつつある。その中で、永住ではなく、生活基盤を日本に置きながら

海外の一定の場所に長期間滞在する「ロングステイ」の人気が特に高まっている。これに呼

応してロングステイの同好の士が集まる「草の根クラブ」が全国各地に増えている。 
3. 例えば、神奈川県にある「ロングステイ・ショウナニアン（最近ロングステイ湘南に改称）」

では、海外現地の旅行業者に直接依頼して、家具付き・自炊型の宿泊施設を長期間借り、ク

ラブ会員が共有して暮らすスタイルを実践している。このスタイルが多くのシニアの共感を

呼び、鎌倉や横浜など他の地域でも同様のクラブが結成された。 
4. これらの動きは、見知らぬ他人が寄り集まった「旅行業者主導の団体パックツアー」ではな

く、同好の士が集まった「滞在者主導の共同体験型サービス」が求められていることを示し

ている。これを踏まえ、ロングステイのサービス提供者は、今後「同好の士との共同体験が

深まる」サービスに注目すべきであり、特に次の三つが重要と思われる。 
5. 第一に「海外現地の生活情報に詳しいエージェント」になることである。ロングステイ湘南

のような草の根クラブが今後増えると、国内の旅行代理店ではなく、現地の生活情報に明る

い海外の代理店に直接アクセスすることが増えると予想されるからである。 
6. 第二に「ロングステイ体験者のアフターフォロー」を行うことである。ロングステイ体験者

は帰国後も自分の体験を何らかの形で継続的に発展させたい気持ちが強い。このため、例え

ば外国人向けの観光ガイドやホスト役の機会を提供することで彼らの異文化体験を深める

ことができ、外国人の日本での生活体験機会も増え、国際交流にもプラスになる。 
7. 第三に「ロングステイ体験者の情報発信機会」を提供することである。ロングステイ体験者

は自分の体験を写真や体験談の形で他人に伝えたい気持ちが強い一方、このような体験者の

ことを知りたがるシニアはかなり多い。例えば百貨店が体験者の写真展の場所を提供すれば

シニアの集客や関連商品販売にプラスになり、双方にメリットがあると思われる。 
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1. シニアの旅行は「駆け足型の短期観光」

から「生活体験型の長期滞在」へ 
図表1. 年齢別出国者数の割合 
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(1) シニアは海外旅行市場のけん引役 
現在 50 歳以上のシニアは海外旅行市場のけん

引役となっている。2000 年の出国者数を年齢別

に見ると、50 歳以上が 32.3％を占めている（図

表１）。また、50 歳以上の出国者は前年比で

112.6％と増加している。 
しかし、近年、このシニアの海外旅行の中身が、

従来の「駆け足型の短期観光」から「生活体験型

の長期滞在」へと変わりつつある。 
これらの傾向を踏まえ、今年の春から大手旅行

会社がシニア向け専用の商品として、語学留学や

現地生活を体験できるツアーを相次いで発売し

ている。ＪＴＢ地球倶楽部は、50 歳以上を対象

に最大 29 日間の「熟年のための海外生活体験＆

留学体験」を発売、一方、日本旅行も 50 歳以上

を対象に海外の語学学校での研修とホームステ

イがセットになったツアーを発売した。 
生活体験型の長期滞在に人気が集まるのは、次

の三つの理由による。 
第一に、子供の独立や退職などライフイベント

の区切りを迎え、時間的余裕が生まれること。ホ

ームステイや語学留学に参加するのは、男性は

「退職を迎える」60 代前半、女性は「子育てが

一段落する」50代前半が多い。 
第二に、単なる駆け足型観光では体験できない

異文化生活体験を求める傾向が強くなっている

こと。人口の一割が海外旅行を経験するなど、海

外旅行が大衆商品化したため、ドタバタと複数の

都市を短期間に駆けめぐるのではなく、一ヶ所で

じっくり生活体験することを望む人が増えてい

る。 
第三に、海外移住を実行するには、費用、ビザ

取得、言葉の能力面でハードルが高いこと。一年

のうち数ヶ月を海外で過ごしたいが、日本にある

自宅を処分してまで移住するほどではないとい

う気持ちが強い。 
これらの背景から、ある一定期間海外に滞在す

るスタイルが人気を集めている。 
 

(2) 特に人気が高まる「ロングステイ」 

（出所）法務省入国管理局「出入国者統計」2000年 

生活体験型の長期滞在の中で、特に「ロングス

テイ」の人気が高まっている。 
ロングステイ財団によると、ロングステイの定

義は、①自由時間（余暇）の活用を目的とする滞

在である、②「旅」よりも「生活」を目指す滞在

である、③海外に居住施設を保有ないし賃貸する

滞在である、④生活資金の源泉は日本国内国内に

ある滞在である、⑤永住や移住ではなく滞在であ

るとなっている。 
しかし、期間については、平均して１ヶ月から

３ヶ月ぐらいが多いが、短いものでは２週間、長

くて３年間海外で暮らすケースもあり、明確な定

義はない。 
ロングステイの歴史は、1986 年に通産省（現

経済産業省）が退職金と年金とで老後を海外で過

ごす「シルバーコロンビア計画」を提唱したこと

に端を発する。当初は、民間企業とともに海外に

日本人の集まる退職者村をつくるというもので、

例えば、スペインの有名リゾート地、コスタ・デ

ル・ソルなどでの建設を予定していた。 
しかし、この計画は内外から大きな批判を受け、

実行に至らなかった。批判の第一は「日本は自動

車やハイテク機器だけではなく、老人までも輸出

するのか」、第二は「日本人しか利用できない排

他的な施設を建設するのか」というものであった。 
これらの批判を受け、シルバーコロンビア計画

の活動が見直され、1992 年に「ロングステイ財

団」が設立された。財団はシルバーコロンビア計
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画の反省を踏まえ、①対象とする年齢層を退職者

だけではなく幅広くし、②「日本人だけ」が住む

住居を建設するのではなく現地の生活に合わせ

ることを主眼とし、③海外移住ではなく一定期間

滞在する「ロングステイ」の概念を打ち出した。

この活動に加えて、人々の余暇の過ごし方に対す

る意識が、有名観光地を短期間で回る「駆け足型」

から一ヶ所でのんびり過ごす「滞在型」へと変化

してきたこともあり、ロングステイという言葉が

一般に定着した。 
 

(3) 繰り返し需要が多いロングステイ 
ロングステイには、二種類の需要がある。一つ

は、ロングステイの前に留学やホームステイを体

験する、あるいは海外移住前の「ならし生活」の

ためにロングステイを体験するという「ステップ

アップ需要」。もう一つは、ロングステイ自体を

何度も楽しむという「繰り返し需要」である。最

近は特に後者が増えている。 
 

2. 草の根コミュニティ型に向かうシニアの

「ロングステイ」 
 

(1) ロングステイ湘南にみる「コミュニティ型ロ

ングステイ」 
興味深いのは、このような繰り返しロングステ

イを楽しむ需要に呼応して、ロングステイの同好

の士が集まる「草の根クラブ」が全国各地に増え

ていることである。 

例えば、神奈川県にある「ロングステイ・ショ

ウナニアン（最近ロングステイ湘南に改称）」で

は、海外現地の旅行業者に直接依頼して、家具付

き・自炊型の宿泊施設を長期間借り、40 人のク

ラブ会員が施設を共有して暮らすスタイルを実

践している。 
このロングステイ湘南のスタイルでは、クラブ

の仲間が自ら共同してロングステイの内容を企

画し、現地との交渉・調整などの準備を行い、滞

在時には一つの施設を仲間と共有する。いわば

「コミュニティ型ロングステイ」といえる。 
 

(2) シニアの共感を呼ぶコミュニティ型ロングス

テイ 
コミュニティ型ロングステイの最大の魅力は、

異文化体験を求める同好の士と知り合いになれ、

新しい仲間ができやすいことである。そして、こ

の仲間との「共動」には多くのメリットがある。 
第一に、ライフイベントの区切りを迎える同世

代の人達と様々な情報交換ができること。第二に、

個別・単独で行うには不安の大きいロングステイ

への敷居が低くなること。第三に、共同で現地の

施設を賃貸することにより安い費用で利用でき

ることである。特に、長期に契約するため、例え

ば英国での宿泊費は一人一泊千三百円と安く済

み、滞在期間も１週間や１ヶ月など会員が自由に

選択できるメリットもある。 
また、コミュニティ型のロングステイに関心を

持つのは女性の方が多い。この理由は女性の方が

新しい仲間を求めて積極的に行動する意欲が強

いためである。この傾向は男性に比べ女性の方が

50.9

35.2
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図表2. 60代の旅行同行希望者 

名称 地域 設立

ロングステイクラブ 全国 1991年

ワールドステイクラブ 全国（14地域） 1997年

ロングステイ湘南 湘南 1997年

ロングステイ旅行クラブ 札幌など 2000年

ロングステイ鎌倉 鎌倉、逗子 2001年

アクティブ西湘 平塚、小田原など 2001年

ロングステイ茅ヶ崎 茅ケ崎、寒川 2001年

ロングステイ横浜 横浜 2001年

図表3. 草の根ロングステイ・クラブの一例 

（出所）財団法人 日本交通公社『旅行者動向2000』2000年 （出所）各種資料をもとにソフィアバンク作成 
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旅行同行者として「配偶者」と同じ割合で「友人」

を挙げる割合が多いことからも伺える（図表２）。 
ロングステイ湘南のようなコミュニティ型の

スタイルが多くのシニアの共感を呼び、鎌倉や横

浜など他の地域でも同様のクラブが結成された

（図表３）。また、今年の６月にロングステイ湘

南が主催でシンポジウムを開催したところ、400
人を超えるシニアが参加し、関心の高さを伺わせ

た。 
 
3. ロングステイ・クラブに集うシニアが求

めるサービスとは？ 
 
このようなロングステイ・クラブの全国各地へ

の広がりは、注目すべき動向である。なぜなら、

これらの動きは、見知らぬ他人が寄り集まった

「旅行業者主導の団体パックツアー」ではなく、

同好の士が集まった「滞在者主導の共同体験型サ

ービス」が求められていることを示しているから

である。 
これを踏まえ、ロングステイのサービス提供者

は、今後「同好の士との共同体験が深まる」サー

ビスに注目すべきであり、特に次の三つが重要と

思われる。 
 
(1) 「海外現地の生活情報に詳しいエージェン

ト」になる 
(2) 「ロングステイ体験者のアフターフォロ

ー」を行う 
(3) 「ロングステイ体験者の情報発信機会」を

提供する 
 
(1) 「海外現地の生活情報に詳しいエージェン

ト」になる 
第一に「海外現地の生活情報に詳しいエージェ

ント」になることである。ロングステイ湘南のよ

うな草の根クラブが今後増えると、国内の旅行代

理店ではなく、現地の生活情報に明るい海外の代

理店に直接アクセスすることが増えると予想さ

れるからである。 
ロングステイのみならず、海外旅行の手配にお

いて国内の代理店経由だと情報の伝達が遅い、事

前に聞いていたことと現地の様子がかなり食い

違う、などの情報ギャップが大きいという声がか

なりある。ロングステイのように生活体験するこ

とが主目的な場合は、やはり現地に住んでいて現

地のローカル情報に詳しく、かゆいところに手の

届くサポートをしてくれるエージェントが求め

られるであろう。 
一方、このようなエージェント機能を提供でき

るのは、既存の旅行会社だけとは限らない。海外

に拠点を持ち、その地域の生活文化に詳しい商社

やメーカーなどが提供できる可能性もある。 
大和ハウス工業は 2001 年４月、中国の合弁会

社を通じて日本人や外国人の駐在員向けに賃貸

している一戸建ての住宅やマンションを、ロング

ステイを希望する人にも貸し出す事業を始めた。

経営合理化で海外の拠点をたたむ企業も多い中、

海外での生活体験を求めるシニア層をターゲッ

トに新たな事業展開を図る例といえる。 
 

(2) 「ロングステイ体験者のアフターフォロー」

を行う 
第二に「ロングステイ体験者のアフターフォロ

ー」を行うことである。ロングステイ体験者は帰

国後も自分の体験を何らかの形で継続的に発展

させたい気持ちが強い。 
ロングステイを繰り返し体験するシニアには

一般的に、語学力や外国人と交流する自信が備わ

る。そこで、例えば海外からの旅行者を日本で案

内する観光ガイドや、海外からの留学生を迎え入

れるホストファミリーのホスト役の機会を提供

することで彼らの異文化体験を深めることがで

きる。これは一方で、外国人の日本での生活体験

機会が増えることにもつながり、国際交流にも大

きくプラスになる。 
観光の街、函館市には「函館観光ボランティア

サークル・愛」というボランティアガイドのグル

ープがある。現在 20 名を超える会員がいるが、

全ての会員は50代から70代であり、平均年齢は

65 歳である。ガイド役になっている人達はいろ

いろな人達と知り合いになれ、話ができることが

楽しく、やりがいを感じているという。 
このボランティアサークルには大手旅行会社
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からの依頼が多いとのことである。このような形

で旅行会社が観光ガイドの受皿をロングステイ

体験者に提供することは、ロングステイの体験を

発展させたいシニアと観光ガイドが必要な旅行

会社との双方にとって有益と思われる。 
一方、日本から外国へ出かける人に比べて、外

国人で日本に滞在する人の割合が少ない。日本の

高い交通費、宿泊費が外国人旅行者の敷居を上げ

ているといわれる。また、宿泊先のホテルや旅館

も外国人旅行者には不要な豪華な夕食が必ずつ

いていたり、全国どこに泊まっても同じようなデ

ザインのビジネスホテルであったりすることが、

旅行先としての日本の魅力を削いでいるのも事

実である。 
欧米では、希望の期間と地域が一致する人同士

が留守宅を交換して、費用を節約して滞在するホ

ームエクスチェンジという仕組みがある。ホーム

エクスチェンジならば、その国の人が実際に暮ら

している住宅で、経済的に現地の「生活」を肌身

に体験することができる。例えば、旅行会社など

が保有する海外ネットワークを活用し、このホー

ムエクスチェンジの仲介者となり、外国人のホス

トファミリーとしてホスト役を希望するロング

ステイ体験者と日本での長期滞在を希望する外

国人とを結び付けるサービスを行えば極めて有

益であろう。 
 

(3) 「ロングステイ体験者の情報発信機会」を提

供する 
第三に「ロングステイ体験者の情報発信機会」

を提供することである。ロングステイ体験者は自

分の体験を写真や体験談の形で他人に伝えたい

気持ちが強い。 
草の根ロングステイ・クラブの一つ、ワールド

ステイクラブでは会員向けの会誌を発行してい

るが、ロングステイを体験すると、思い出話を「し

ゃべりたい」「書きたい」という希望が多く、嬉

しい悲鳴を上げているという。 
一方、このような体験者のことを知りたがるロ

ングステイ「未体験」シニアもかなり多い。 
前述のとおり「ロングステイ湘南」の動きは、

横浜や鎌倉、茅ヶ崎、平塚にも広まっているが、

そのきっかけは 2001 年１月に開かれた活動報告

の写真展だった。クラブ会員の海外生活体験の写

真展示会を地元スーパーで開催したところ、４日

間で何と 1700 人が写真展に来場し、660 人から

会員にして欲しいという打診があった。開催した

当事者もロングステイに関心を持っているシニ

アがいかに多いかということを知ったほどであ

る。 
また、インターネットに公開されたシニアの個

人ホームページを見ると、自分の旅行体験を写真

とエッセイで表現している例が多いことに気が

つく。このことからも自らの体験の自己表現機会

を求めているシニアが多いことがわかる。 
これらを踏まえると、企業がなんらかの形でこ

のようなロングステイ体験者の情報発信機会を

支援することで新たなビジネスチャンスが広が

ると考えられる。 
例えば、百貨店はよく最上階で美術展を開催し、

客寄せの目玉に活用する。これにならい、美術展

の代わりにロングステイ体験者の草の根写真展

を開催するのである。会場では写真展にあわせて

体験者の講演や来場者との意見交換会を開催す

るのも効果的である。そして、最上階の下の階に

は、ロングステイ先の生活関連用品を販売したり、

ガイドブックなどの書籍を販売する。当然、ロン

グステイや海外旅行申込のカウンターも設置し

ておく。 
このようにすることで、場所を提供した百貨店

はシニアの集客や関連商品販売にプラスになる

一方、ロングステイ体験者は自分の体験を情報発

信する機会を得ることができ、双方にメリットが

生まれるであろう。 
また、写真に限らず、文章やビデオに残した海

外での生活体験記録を、自分史ならぬ「旅行史」

「旅行アルバム」といった形で発表することも考

えられる。 
 
海外旅行のけん引役であるシニアは旅行業者

主導の出来合いパックではなく、滞在者である自

分達主導の草の根コミュニティ型の共同体験を

求めている。サービス提供を考える企業は、自分

達の商品の押し付けではなく、むしろこうした草
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の根の動きの「よき支援者」としての目線を持つ

ことがビジネスチャンスになることを意識する

べきである。 
 

（2001.12.5） 
 

このレポートに対する感想、ご意見をお待ちして

おります。メールアドレスは次のとおりです。 
hirmurat@softbank.co.jp  
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