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With/Post コロナ社会と人の生活
ー生活科学からみた課題ー

With/Post コロナ社会と人の生活

多様なリスク（生活危機）と生活者

パンデミックは、生きる意味を再考する、人生をとらえ直す機会となった。大野和基『コロナ後の世界』2020

貧困と社会的排除をこえる
生活設計・生活経済

「生活者とは生きる拠点である生活が破壊され、あるいは危機に
陥ったとき、日本社会の転換過程で向き合う不安感やリスク感、
日常的な暮らし方への反省や疑問、新しい生き方やライフスタイ
ルへの願望や期待の入り混じった混沌」の中から生み出される
「普通の人々」：：弱い個人
（天野正子『現代生活者論』有志舎 2012．p29）

上村協子【生活経済学会 会長】
東京家政学院大学 現代生活学部
大学院人間生活学研究科
2021年12月18日（土）生活科学系コンソーシアム報告
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オルタナティブ（もう一つの）な生活の価値に注目した個人が「生活者とな
る」動態的概念として論じた点が現代生活者論の特徴
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With/Post コロナ社会と人の生活 ー生活科学からみた課題ー

Post/コロナの生活政策にむけて

「貧困と社会的排除をこえる
生活設計・生活経済」

自殺者数（令和２年）
11 年ぶりに対前年度比で増加
【総数】
21,081 人 （前年比 912 人増）
【女性】
7,026 人 （前年比 935 人増）
【児童生徒】
499 人 （前年比 100 人増）
DV 相談件数
19 万 0,030 件 (前年度比 7 万 0,754 件増)
児童虐待相談対応件数
20 万 5,044 件 （前年比１万 1,264 件増）

本報告の軸 社会的包摂のための①生活設計 ②生活経済
①生活設計：生命の維持・生活の質を重視する自分流儀の生活者
氏家寿子から始まる生活設計
生活者の視点貧困と社会排除をこえる生活者の生活設計へ
リンダ・グラットン『ワークシフト』『ライフシフト』との共通性
②生活経済：生活政策 生命の再生産に注目した経済循環
「人・もの・貨幣・自然の循環図」
デジタル化・金融化する社会 地域創生のための循環 金融経済教育

3

孤独・孤立対策の政府重点計画資料 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/juten_keikaku/dai1/siryou3.pdf
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生活経済学会
1985年に発足
生活経済学会

大石泰彦「経済学は日常生活を営んでいる人間に関する研
究」としたマーシャルにあってさえ『経済学原理』の副題は「産
業の経済学」であった。経済学は生産中心の理論体系の系譜
を辿ってきたのである。 生活経済学会史pp204～205
経済の総循環過程を（企業ではなく）家計（household)を
中心に置いて、あるいは家計という視座から、分析する論理
古代ギリシャ哲学に始まる生活経済学の起源も踏まえながら、
アダム・スミス以降の流れを整理して生活経済学の体系化。

25周年記念誌より

現在、生活者を取り巻く環境は非常に厳しい状況に陥っていま
す。そんななかで生活経済学という学際的分野は、それぞれの
分野の研究者が、自らの研究を深化させると同時に相互にそれ
ぞれの情報を共有することにより、生活者の生活環境を多方面
から分析していくのに最も適した学問分野と考えられます。

学術の発展：：：細分化と専門化→総合化と体系化

学会史刊行にあたって
2011年3月
第13期会長
竹内信仁
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原司郎氏（金融論）酒井泰弘氏（理論経済学）共編著
宮崎礼子氏（家政学）、御船美智子氏（生活経済学）、
朝日讓治氏（公共経済学）、坂口正之氏（社会保障論）
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生活経済学の体系化

生活経済学会の特徴
ー社会的包摂との関係―

◆生活経済学入門 主要目次にみる◆
第1章
第2章
第3章
第4章

生活経済学とは何だろうープロローグ
生活のゆたかさを測るーさまざまな尺度
生活者と現代社会 ーいろいろな視点から考える
家庭は消費と生産の共同体

• 生活経済学会は、「生活者」の視点からの学際的な「生活」研究を
特色とする社会科学系・経済学領域の学会である。
• 「家政学」「経済学」「社会政策学」の三つの流れを中心に体系化
を進め応用経済学の一分野としてのみならず、学術的シナジー効果
（相乗効果）により学際的ウェイトの大きな中核的学術領域を目指
し活動を続けてきた。
• 「人、もの、貨幣、自然の経済循環」を見直し、アフターコロナのライ
フスタイルや持続可能な経済社会の創造に寄与すること、並びに生
活者やコミュニティをエンパワメントし、持続可能な生活の創造に向
け研究成果を生活政策、生涯学習・金融経済教育として提示し社会
貢献することを学会のミッションと捉え取り組んでいる。

ー家政学からのアプローチ

第5章 マーシャルを現代に生かす
ー厚生経済学からのアプローチ

第6章 信無くば立たず ー厚生経済学からのアプローチ
第7章 人間らしい生活を送る
ー社会政策学からのアプローチ
生活経済学入門
原 司郎+酒井泰弘（編著）
1997年11月6日
東洋経済新報社

第8章 生活経済学の体系化をめざして
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（１）格差拡大

完全失業者数（原数値）（対前年同⽉増減）倉⽥あゆ⼦⽒提供

負のスパイラル

• 新型コロナの感染拡大により、生活の困窮・社会
的孤立状態にある人が増加し、経済格差が拡大再
生産される負のスパイラルに陥っている。
• 【例】生活に困窮する人々の増加、（失業、生活保護、高齢者
や女性、非正規雇用を中心とする相対的貧困など）・外出自粛
により社会的ネットワークの喪失、社会的孤立の問題、・無縁
化社会の問題
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(参考)2021年10⽉の完全失業者数（男⼥計）の対2019年同⽉増減は+19万⼈。
資料出所 総務省統計局「労働⼒調査（基本集計）」
独⽴⾏政法⼈労働政策研究・研修機構 ＨＰ「新型コロナが雇⽤・就業・失業に与える影響」より
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社会的孤立への対策

⽣活保護の被保護者調査（令和３年３⽉分概数）
倉⽥あゆ⼦⽒提供
の結果（厚⽣労働省）

• 「経済財政運営と改革の基本方針２０２１」（令和３年６月
１８日閣議決定）に基づき、孤独・孤立対策の重点計画の在
り方について検討するため、孤独・孤立対策の重点計画に関
する有識者会議を開催することに
• 社会的不安に寄り添い、深刻化する社会的な孤独・孤立の問
題について総合的な対策を推進するための企画及び立案並び
に総合調整に関する事務を処理するため、内閣官房に、孤
独・孤立対策担当室を設置
• 孤独・孤立対策の重点計画に関する有識者会議 第１回令和
３年１１月１２日開催
• 孤独・孤立を防ぎ、不安に寄り添い、つながるための緊急
フォーラム（令和3年2月25日）

• 保護の申請件数は22,839件となり、対前年同⽉と⽐べると、
1,809件増加（8.6％増）。
• 保護開始世帯数は20,336世帯となり、対前年同⽉と⽐べると、
1,623世帯増加（8.7％増）。
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緊急事態宣⾔の発令や外出⾃粛などにより、⼦育てや⽣活で困った
ことはありましたか︖

（２）仕組みと専門家の不足

無回答

• 地域で生活者の困難に寄り添い、生活者一人ひとりのニーズを
把握し、生活の質の向上を目指すことを支援する仕組みと専門
家が不足しており、早急な対応が必要である。
• 【例】子育てや介護の問題 世代間での共生・互助、困りごと
を支えあう仕組み ・高齢者や障がい者、精神疾患の家族を持
つケアラー（家族介護者）への支援

37
0.0

0.6%

10.0

20.0

2796

ある

40.0

50.0

60.0

3275

外出するのが怖くなった

53.6%

感情を抑えられないことがあった

ある

ない

無回答

全国認定こども園協会
「新型コロナウイルスに
係る就学前の⼦育て家庭
への緊急アンケート調
査」2020年09⽉10⽇
倉⽥あゆ⼦⽒提供

n=6,108

70.0

62.8

⼦どもを叱ることが増えた

51.3
30.8
22.7

何かに焦りを感じた
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30.0

イライラして怒りっぽくなった

ない

19.4

寝つきが悪くなり、何度も⽬が覚めるように…

16.8

孤⽴感や閉塞感を感じた

16.3

集中できない

15.8

⼦どもを叩いたり、叩きそうになった

15.5

⼦育てが嫌な気持ちになった

14.5

その他（⾃由記述）

8.1
n=3,275

14

緊急事態宣⾔の発令や外出⾃粛などにより、家庭に⼤きな負担がかかっ
ていますが、家庭内で普段と異なる感情を抱いたり、⾏動をとるなどの
ご⾃⾝の変化を感じたことはありますか︖

「新型コロナウイルス感染拡⼤とケアラーに関する緊急アンケート」調査結果
（最終版）について
（2021年3⽉31⽇、⽇本ケアラー連盟） 倉⽥あゆ⼦⽒提供

無回答

ケアラーが今、困っていること
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ない

0.0

0%

1502

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

⼦どもとの過ごし⽅に悩む

0.0

ケアラーの健康への影響

80.0

ある
親の⼼⾝の疲弊

53.0

減収や失職となり、⽣活や育児の費⽤が⼼配

無回答

n=6,108

その他（⾃由記述）
在宅で仕事に集中できない

全国認定こども園協会
「新型コロナウイルスに
係る就学前の⼦育て家庭
への緊急アンケート調
査」2020年09⽉10⽇
倉⽥あゆ⼦⽒提供

40.0

家事・育児などをめぐり夫婦間のトラブルが増えた

17.8

60.1%

⾝体的・精神的健康への影響あり
n=4,588
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それ以外

80.0

20.4
15.3

情報がない

9.5

収⼊が減り、経済的に苦しい

9.0

相談できる⼈・窓⼝がない

70.0

33.3

介護・福祉サービス等が⾜りない・⼿に⼊らない

15.7
12.1

60.0

70.4

ケアラー⾃⾝の⾝体的疲労感が増している
39.9%

20.0

50.0

55.8

必要な介護⽤品、資材などが⾜りない・⼿に⼊らない
ない

30.0

ケアラー⾃⾝の精神的負担・ストレスが増している

4588

ある

(n=378 複数回答)
20.0

マスク・消毒薬などが⾜りない・⼿に⼊らない

(n=378)

70.1

10.0

8.5

ケアラー⾃⾝の治療に⽀障が出ている

8.5

特になし

7.9
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（３）地域を拠点とする経済循環
生活者を取り巻く地域社
会を、経済、財政、社会保
障、経営、生活経営の視点
から分析し、持続可能な社
会に向けた地域社会の在
り方を提示
→SDGｓとの確認

• 地域創生の効果はそこで暮らす人々の生活の変化を通してのみ
評価可能である、という理念があった。（米山高生）
• ポストコロナの時代に、生活者視点で誰一人取り残さない持続
可能な社会を実現するには、生活者のニーズにあった生活設計
により個人をエンパワメントする金融経済教育や、地域の経済
生活・コミュニティを活性化する循環型経済社会の形成が求め
られる。
• 【例】フードバンク・子ども食堂などを支援し、食品ロスをだ
さない食（消費者・都市）と農（生産者・農村）をつなぐ循環
型社会の生活様式
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３． 『地域社会の創生と生活経済』ミネルヴァ書房 2017年3月

9つの人間的基本的ニーズ

第1章 地域社会と生活経済 →生活経済と生活者（pp25～33）
第2章 豊かな地域経済社会の実現と地域金融機関の役割

マンフレッド・マックス・ニーフの９つのニーズ
①生存のニーズ ②保護のニーズ
③愛情のニーズ
④理解のニーズ ⑤参加のニーズ
⑥余暇のニーズ
⑦創造のニーズ ⑧自己認識のニーズ⑨自由のニーズ
（ポールエキンズ編著『生命系の経済学』1987 p59）
補足：マンフレッド・マックス・ニーフ
チリの経済学者 チリの奇跡 新自由主義経済の実験場
・・高度経済成長 格差拡大 生活の不安定化）

→地域住民・生活者への支援 地域の持続的発展のための地域金融機関の役割
（pp74～77）

第3章 地域社会における財政
第4章 地域社会と社会保障
→時間貯蓄 地域通貨（pp128～132）
第5章 地域政策と地域経営
→地域の課題（pp141～152）
第6章 地域社会と生活経営
→食と農をつなぐ女性農業者（p181）生活困難者支援（p186）
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人・もの・貨幣・自然の循環図

出典:御船美智⼦「現代社会と経済主体としての⽣活者」『⽣活者の経済』2000 年 3 ⽉に上村加筆
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コロナ対応
生活協同組合の活動
各地でフードパントリーに切り替え

生活経済学会共通論題にみる持続可能な
経済社会

フードバンクTAMA 芝田晴一朗事務局長（多摩市、八王子市など）コロナ
禍前は1カ月10世帯程度だったフードパントリーの提供先が、現在は多いと
150世帯まで増えている。収入が3分の1になった家庭もある。学生や若い世
帯が増えている。提供される青果は、驚くほど喜んでもらえる。地元まで
届くので、多摩地域を中心に各地へ活動を広げていきたい。
新宿ごはんプラス 大西連共同代表（新宿区）
コロナ前は 60～80 人が、年明けから 200 人、3 月から 300 人と増えて
いる。若者や女性、子連れなど、これまで見かけなかった人が増えている。
民間の「共助」でまかないきれなくなってきている。提供青果は、フード
ロス削減の観点だけでなく思いがこもっているように感じる。
生活協同組合パルシステムのHPより
https://information.pal-system.co.jp/society/210527-shien/

Ｇ12持続可能な生産と消費
2016年度 消費生活の選択 これからの消費生活における適切な選択
消費者教育の視点から
2017年度 生活論の構想
⽣活経済学における「⽣活」論の構想
−「終わる」ということから⽣活を考える−
2018年度 人口減少社会の経済
2019年度 家計簿から見た生活
2020年度 生活と食・農業
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連携協働の金融経済教育
地域通貨にみる地域協働の可能性

コロナ後の地域への注目
• リンダグラットン『ワークシフト』『ライフシフト』
世界に先駆けて高齢化が進行する日本 蓄積された知
パンデミックは「新しい生活規範」をもたらした
：
https://jsheweb.smartcore.jp/uploads/ckfinder/files/theme_resume190610
(1).pdf 新たな「アセット・シェア社会」から生活を考える
研究テーマ『相続にみる女性と財産』
個人事業者 中小・零細企業の事業承継
５つのリカレント社会 農業の未来をつくる女性活躍経営体100選
「働きたくなる」「継ぎたくなる」「渡したくなる」「始めたくなる」

成年年齢引き下げ
地域通貨 ポイント クーポン

金融経済教育推進会議での金融包摂
どんぐりマーケット
「生活」という概念は、未分化で学門的ではないとされてきたが、生活経験を振
り返るには何らかの自省を伴う「倫理性のもつ強み」をもつ。
https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-17K00771/
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金融教育とキャリア教育
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生活者とは誰か 生活とは何か

試論 生活者の経済学

これまでの生活にあった課題や矛盾も顕在化

• 目的：人びとの「生活の質」（Quality of Life）を高め，持続可能
な生活を創造するための経済学、その対象とする「生活」とは生命
圏と経験値としての生涯圏とが重なり合う。
• 試論：生活経済学とは，生命の維持，生活の質を重視する生活者の
視点から，人間生活における個々人の経済的行為と諸条件（社会・
環境・歴史的条件）の相互作用について家政学・経済学・社会政策
学を基盤として研究し、持続可能な生活の創造に貢献する総合科学
である。

格差拡大 生活者のニーズへの注目必要性

地域

当事者

生活
life生命・生活・生涯
daily life livelihood
生活者 consumer citizen people とは異なる
生活者には適切な英訳がない
欧米における明文化されるような
契約社会ではなく、自然を含む周りとの調和などに配慮して、チーム
ワーク等にウェイトを置く独自の日本型の伝統的社会的文化的側面
がいくばくか影響をしているとも推測される。

上村協子

（『地域社会の創生と生活経済』ミネルヴァ書房 2017）
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ご清聴ありがとうございました

東京家政学院⼤学

学⽣作成

江⼾エコかるた

現代⽣活学ロゴマーク
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