第10回⽣活科学系コンソーシアムシンポジウム（2021.12.18）

Ⅰ.はじめに

2021年12⽉18⽇ 第10回⽣活科学系コンソーシアムシンポジウム
「With/Post コロナ社会と⼈の⽣活 ー⽣活科学からみた課題ー」

（⽇本家政学会の最近の取り組み）

2021年5⽉29⽇（⼀社）⽇本家政学会 第73回⼤会
シンポジウム「ポストコロナ時代の新しい⽣活」

コロナ禍の経験からポストコロナの⽣活の課題を考
える―⼈間と環境の相互作⽤を研究対象とする家政学の⽴場から―

◆基調講演︓逆参勤交代が拓くポストコロナ時代の働き⽅・住まい⽅・
暮らし⽅（ （株）三菱総合研究所・主席 研究員・チーフプ
ロデューサー 松⽥ 智⽣）

和洋⼥⼦⼤学 久保桂⼦
（（⼀社）⽇本家政学会監事）

◆講演 1︓コロナ禍の経験からポストコロナの⽣活を考える－⽣活経営
学の視点から－ （ 和洋⼥⼦⼤学 特任教授 久保 桂⼦）
◆講演 2 ︓⼿づくりがかなえる「ともにしあわせになるしあわせ」な⽣
活⽂化〜コロナ禍における「⼿づくりマスク寄贈プロジェクト」の
事例より〜（（株）フェリシモ 価値創造継続事業部 湯本 京⼦）
◆講演 3︓淡路島で実現する豊かな⽣き⽅・働き⽅

内容
Ⅰ．はじめに（家政学会の最近の取り組み）
Ⅱ．コロナ禍で明らかになった問題
Ⅲ．ポストコロナの⽣活の課題を考える
＊コロナ禍とは︓新型コロナウイルスの感染
拡⼤による災難や危機的状況

（（株）パソナグループ 常務執⾏役員 松村 卓司）
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⼈と環境との相互作⽤を研究対象とする家政学

家政学会の取り組み 続き
2021年9⽉13⽇（⼀社）⽇本家政学会(新)第５回家政学夏季セミナー

「健康寿命を延ばすポストコロナの時代に向けて⼈⽣100年の礎を築く」
基調講演「健康寿命延伸のための現役世代からの運動・⾝体活動・栄養」
慶應義塾⼤学スポーツ医学研究センター 教授 勝川史憲
講演「健康寿命の延伸を⽬指した⾷⽣活・⾷べ⽅の⼯夫」
和洋⼥⼦⼤学家政学部 教授 柳澤幸江
講演「バリアフリーの⽣活環境の創造」
NPO法⼈⾼齢社会の住まいをつくる会理事⻑・⼀級建築⼠ 吉⽥紗栄⼦
講演「アクティブライフのための機能性紙パンツ開発の最先端」
花王株式会社ハイジーン＆リビングケア事業部⾨開発マネジャー ⼩⼭貴夫
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
『⽇本家政学会誌』Vol.72,No.10からコロナに関わるシリーズを開始。

（⼯藤
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2020）

⼯藤 由貴⼦,2020「⼈の⼀⽣と環境─家政学の⽴場から」『学術の動向』（特集①
対話する環境学への視座）Vol.25,No.11 p. 22-26
https://www.jstage.jst.go.jp/article/tits/25/11/25_11_22/_pdf/‐char/ja

「⼈はさまざまな要素からな
る⽣活事象を、個々⼈の⽣活
価値に照らして、それぞれの
⽣活・⼈⽣の⽂脈に位置づけ
ながら⽣活の総体を作り上げ
る「営み」を⾏う。そのダイ
ナミックな営みが「⼈と環境
との相互作⽤」である（図）。
家政学は、この「⼈と環境と
の相互作⽤」を学問の中⼼に
おいて、⼈間が⾃分⾃⾝の⾝
体という⾃然的・精神的環境、
空気、⽔、⼟、⽇光等の⾃然
環境、経済、家庭⽣活、コ
ミュニティなどの社会的環境
との相互作⽤をしながら⽣活
欲求を充⾜する過程を研究対
象としている」（⼯藤
2020）。
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⼈と環境との相互作⽤の視点から、感染症を考える
◆⽯浩之､2014『感染症の世界史』洋泉社
「⼈間の勢⼒圏の拡⼤につれて,森林や低湿地の破壊で野⽣動物の⽣息地は
狭められ、（ウイルス）は新たな宿主を求めて⼈に寄⽣場所をかえてきた。
コウモリが原因となった、⻄アフリカのエボラ出⾎熱やブルネオ島のニパウ
イルスの感染爆発がその好例である。⼈⼝増で⾷⾁の⽣産量も増えてい
く。・・・・・・増える家畜は,感染症の拡⼤や新たな病気の発⽣にも繋がっ
ている。」

パオロ・ジョルダーノ(2020『コロナの時代の僕ら』飯⽥亮介訳，早川書房)
あとがき「コロナが過ぎた後も,僕が忘れたくないこと」の中で以下のよ
うに述べている。「僕は忘れたくない。今回のパンデミックのそもそもの
原因が・・・・、⾃然と環境に対する⼈間の危うい接し⽅、森林破壊、僕
らの軽率な消費⾏動にあることを。」
そして、最後に
｢今のうちから、あとのことを想像しておこう。『まさかの事態』に、も
う⼆度と不意を突かれないために。｣と。

◆ジャック・アタリ,2020『命の経済』林昌弘、坪⼦理美訳、プレジデント社
「⽣態系の変化がおよぼす影響は多岐にわたる。その⼀つは、パンデミッ
クの発⽣リスクが⾼まる可能性があることだ。多くの感染症は、平均気温と
湿度の上昇、ゴミの増加、海洋汚染によって悪化するだろう。
・・・・地球温暖化によって蚊の⽣息地が⼤きく変化するだろう。その結果、
新たな種類のパンデミックが発⽣するおそれがある。」
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①消費縮減の実態︓家計調査報告から

Ⅱ. コロナ禍で明らかになった問題

１．国内外の移動・交流の制限による影響（―(1)消費の縮減―）
◆社会的⽂化的必要を充⾜させる消費が縮減
家計調査によれば、教養娯楽（宿泊、旅⾏）、外⾷（飲酒代）、外出
着の費⽬の⽀出の落ち込み
⇒コロナの感染拡⼤の影響を受けた費⽬での消費の落ち込み
⇒雇⽤に影響⼤
◆雇⽤の確保、⾮正規雇⽤で宿泊・飲⾷業で働く⼥性など、コロナ禍
の前から不安定であった⼈びとへの影響は深刻
⇒ジェンダー格差が浮き彫りに
総務省統計局、2021「家計調査報告（家計収⽀編）2020年（令和２年）平均結果の概要」
https://www.stat.go.jp/data/kakei/sokuhou/tsuki/pdf/fies_gaikyo2020.pdf （取得⽇2021.4.9）
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②消費縮減の影響

対前年（同⽉）実質増減率（％）

飲⾷で就業者数（対前年同⽉差）が⼤幅減、減少の男⼥差が⼤きい
業種＝宿泊、飲⾷、⽣活・娯楽

外⾷の⾷事・
飲酒代

総務省統計局、2021 「家計調査報告（家計収⽀編）2020年（令和２年）平均結果の概要」
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内閣府男⼥共同参画局（2021.10）「コロナ下の⼥性への影響について」 （コロナ下の⼥性への影響と課題に関する研究
会関連資料） https://www.gender.go.jp/kaigi/kento/covid‐19/siryo/pdf/eikyo.pdf （取得⽇2021.11.8）
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⾮正規雇⽤者数（⻩⾊の棒）は対前年同⽉差が⼤きくマイナス

（続き）Ⅱ.コロナ禍で明らかになった問題
１．国内外の移動・交流の制限による影響―(2)国際的な動き―）

◆

国際的な物流が停滞（国際線の減便により物流が滞る）
国際的な⼈の移動も停滞（海外からの⼈材に依存する産業での労働⼒不⾜）
◆コロナの感染拡⼤で、農産物の⽣産国での輸出制限、⽣産・収穫・輸送・加⼯の遅れ
コロナの感染拡⼤で、19か国で⾷料輸出規制（2021.2⽉現在は3か国）
農林⽔産省、2021「新型コロナウイルス感染症の拡⼤による⾷糧供給への影響」
https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/anpo/attach/pdf/shishin-11.pdf（取得⽇2021.5.23）

原油の需給バランス⇒供給超過⇒価格の不安定化の恐れ

経済産業省資源エネルギー庁、2021.4.28（取得⽇2021.5.23）
新型コロナウイルスの影響はエネルギーにも︖ 国際原油市場の安定化に向けた取り組み
https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/energy_and_coronavirus.html

コロナからの経済回復

2020
年3⽉

⽣活必需物資の⾃給率の低さ⇒海外の経済状況、需給バランスに⽣活が⼤きく影響される
⾷糧⾃給率37％（2020年度カロリーベース）https://www.maff.go.jp/（取得⽇2021.11.8）
エネルギー⾃給率 11.8％（2018年度）https://www.enecho.meti.go.jp/（取得⽇2021.11.8）
コロナとの直接の関係では、マスク製造、ワクチン開発の遅れ

内閣府男⼥共同参画局（2021.10）「コロナ下の⼥性への影響について」（コロナ下の⼥性への影響と課題に関する研究
11
会関連資料）https://www.gender.go.jp/kaigi/kento/covid-19/siryo/pdf/eikyo.pdf （取得⽇2021.11.8）
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原油⽣産の伸びと需要の増加のギャップ⇒価格の⾼騰

⇒⽇本の⽣活必需物資供給の脆弱性が明らかに＊
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（続き）Ⅱ.コロナ禍で明らかになった問題 （１．国内外の移動・
交流の制限による影響―(3)ステイホームの影響―）

⽇本だけではない。
＊トッド,E.はフランスについて「この国がかつてのように⼯場、
労働者、エンジニアに頼れる国にすること」とし、さらに････
「問題は物資の⽣産」･･。･･「グローバル化というゲームに全⾯
的に参加してしまったおめでたい国々があった⼀⽅、⾃国の産業
を維持し,今も必要な物資（検査キッド、マスク、⼈⼯呼吸器）
を製造できる国々がある」と、フランスが産業⼒と医療制度を犠
牲にしたと批判している。

◆家庭内の葛藤の深まり︓
◎ＤＶ相談件数の増加（次のスライド）
◎児童虐待相談件数過去最多︓児童相談所が対応した件数は、
昨年度、全国で20万件を超え過去最多を更新
児童虐待 昨年度“20万件超” 過去最多 厚労省まとめ | NHKニュース（2021.8.27）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210827/k10013226101000.html（2021.11.22取得）

（トッド,E. 「パンデミックがさらす社会のリスク」クーリエ・ジャポン編『新しい世界
世界の賢⼈１６⼈が語る未来』講談社 2021.1.20）

「もともと不和がある家族の場合、共同⽣活が耐えがたいものにな
りかねない」（シリュルニク,B.,2021 「レジリエンスを⽣む新しい価値観」クーリエ・
ジャポン編『新しい世界 世界の賢⼈１６⼈が語る未来』講談社）
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③DV相談件数は2020年4⽉以降前年同期の約1.6倍

Ⅱ.コロナ禍で明らかになった問題
2．⽣活必需品、エッセンシャルワークの重要性の認識が広がる
◆⽣命の維持、⽇常⽣活に⽋かせない物資の供給、サービスに関わ
る⼈々の活動は、持続させなければならない。
・⼀⽅、コロナにより、⽣活必需品の購⼊にも困難に陥った
⼈々の増加（⾷・住、⾐（肌着、防寒など）⽔光熱、保健医療（⽣理⽤品）など）
・保健医療の体制が追いつかない状態の⻑期化
・教育・保育、介護現場での混乱とさまざまな試み
⇒移動・交流の制限の中での活動維持の努⼒と⼯夫
教育・保育の問題は⼦どもの育ちの保障という点で、コロナ
禍の⼦どもたちの状況と今後への影響についての検証が必要

内閣府男⼥共同参画局（2021.4.6）「コロナ下の⼥性への影響について（追加・アップデート）」 」（コロナ下の⼥性への
影響と課題に関する研究会配付資料） https://www.gender.go.jp/kaigi/kento/covid‐19/siryo/pdf/10‐1.pdf （取得⽇2021.4.12） 15
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例 地域での観光業と農業のマッチング

Ⅲ．ポストコロナの⽣活の課題を考える
1.コミュニティでの活動を⽀える体制を強化

(1)雇⽤の確保のための体制強化︓ ⽣活圏のコミュニティ内での雇⽤の保障
例●農林漁業の６次産業化＊
（⽣産から販売までの仕事を⼀続きの仕事とし、担い⼿の融通を）
例︓｢地域活性化起業⼈｣（総務省事業）などの⼈材を活かして6次産業化推進
●地域の協同組合での仕事の多⾓化や⼈事交流
例︓ＪＡグループ 農業＋観光＋医療など
ワーカーズコープ（仕事おこし、就労⽀援、⾼齢者施設や学童保育運営など）
●企業間連携（雇⽤シェアのための⼈事交流など）
例︓観光業と農業、（在籍型出向⽀援の助成を（厚⽣労働省））
＊農林漁業の6次産業化とは、1次産業としての農林漁業と、2次産業としての製造業、3次産業としての⼩

売業等の事業との総合的かつ⼀体的な推進を図り、農⼭漁村の豊かな地域資源を活⽤した新たな付加価値
を⽣み出す取組。これにより農⼭漁村の所得の向上や雇⽤の確保を⽬指す。（農林漁業の6次産業化︓農
林⽔産省 (maff.go.jp)）
17
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内閣府，2020:「雇⽤対策に係る副⼤⾂会合 第２回会議資料 資料6」（2020.7.2）
https://www5.cao.go.jp/keizai1/koyoukaigou/20200702/20200702siryo6.pdf(取得⽇2021.3.17) 18
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（続き）1.コミュニティでの活動を⽀える体制の強化

例 雇⽤シェアの取り組み
県単位での出向⽀援プログラム（産業雇⽤安定センター）

(2)公衆衛⽣、医療、介護などの命を守る連携体制
地域単位で確⽴できる体制を
(3)⽣活⽀援の地域の団体の連携と公的な制度の拡充
例）●⼦ども⾷堂、⼤⼈⾷堂、フードバンクなどの活動
⇒フードバンクへの助成⾦などを継続
●⽣活困窮者への⽀援活動
⽣活困窮者⾃⽴⽀援制度の利⽤、⽣活保護申請などの⽀援
＊2020年12⽉15⽇厚⽣労働省

「相談⽀援や⽣活保護などの⽣活⽀援のご案内」
厚⽣労働省「⽣活保護を申請したい⽅へ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsuhogopage.html
（取得⽇2021.5.10）

●DV、児童虐待などの相談機関、⽀援団体の活動
⇒ 相談機関の拡充 活動団体への援助

産業雇⽤安定センター、2020「雇⽤を守る出向⽀援プログラムのご案内」

http://www.sangyokoyo.or.jp/important/p1ii5q0000002kwp.html(取得⽇2021.4.30)
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Ⅲ．ポストコロナの⽣活の課題を考える
２．持続可能な⽣産消費形態を

Ⅲ．ポストコロナの⽣活の課題を考える
（続き）２．持続可能な⽣産消費形態を

◆今までの常識も点検し、持続可能な社会のために必要なことを検討
⽣活者も個⼈の努⼒の問題だけでなく、社会のシステム全体の転換も視野に
◆ライフサイクルアセスメント（LCA︓Life Cycle Assessment）＊への関
⼼を⾼める

コロナ禍の経験から、
◎海外からの物資への依存率が⾼ければ、供給が途絶えたり，不安定になっ
たときに⽣活の不安定化が起こる。
⇒（国内の課題）⽣活必需物資は⾃国での⽣産でまかなえることが重要
◎⼈間のさまざまな活動や、それがもたらした気候変動によって、・・・ウ
イルスが⼈間と出会う機会が多くなったのもほぼ確実だろう。（明⽇⾹壽川

（＊ある製品・サービスのライフサイクル全体（資源採取―原料⽣産―製品⽣産―流通・消
費―廃棄・リサイクル）⼜はその特定段階における環境負荷を定量的に評価する⼿法）

◆エネルギー問題のパラダイムシフトを

『グリーン・ニューディール―世界を動かすガバニング・アジェンダ』岩波書店、2021）

「原発や⽯炭⽕⼒のコストは再エネより安くて省エネはもう無理」という議論は，今や世界
の常識ではまったくない。････エネルギーの世界では，パラダイムをシフトするような⼤⾰
命が起きたからだ。････再エネのコモディティ（商品）化による価格破壊と雇⽤創出であ
る。」（明⽇⾹壽川、2021）

⇒（世界的な課題は）感染症の発⽣リスクを抑制するために⇒気候変動問題
を解決⇒そのためには持続可能な⽣産消費形態も重要
↓
産業構造の⾒直し、再⽣可能エネルギー、地産地消、飼料作物の⾃給率向上
など。世界的にも、再エネへの転換、省資源、省エネを推進
⇒⽣産・消費の場では、⼤量⽣産、⼤量消費、⼤量廃棄のサイクルを改める

（⇒もちろん，2020年の太陽電池の出荷量の67％が中国。再⽣可能エネルギーについても
資源の原産地、環境への負荷の検討が必要）
⽇経ＢＰ

https://project.nikkeibp.co.jp/ms/atcl/19/feature/00003/052100062/?ST=msb（2021.12．15取得）
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持続可能な⽣産消費形態のために
家政学として⽣活の諸側⾯での問題の検討、社会への提案を

｜WWFジャパン（2019.7.11記事）
＜⾷資源の例 持続可能な⿂資源＞ 持続可能な漁業の推進
https://www.wwf.or.jp/activities/basicinfo/3554.html(2021.11.8取得)

＜⾷⽣活における検討事項例＞

◆ライフサイクルの各段階での環境負荷を削減
⾷品ロス、⽣ゴミ、プラスティックゴミを減らす
⾷資源の持続可能性、飼育・⽣産の環境負荷の検討（例）
フードマイレージ（地産地消、国産国消）
◆⾷品のトレーサビリティ（⾷品の移動を把握できること）の取り組み
◆その他、環境負荷について検討したいこと
例）・⾷器洗いの環境負荷（油脂の処理・洗剤使⽤による⽔質汚濁）
⇒油汚れのひどい⾷器を洗う洗剤のCM、メーカーの環境意識は︖
・⾃治体が家庭⽤⽣ごみ処理機に補助⾦
⽣ゴミ減量⽤に電動⽣ゴミ処理機使⽤は環境に優しいか︖
・チラシで作る⽣ゴミ⼊れの推奨
⇒資源ゴミに出せるチラシを⽣ゴミと⼀緒に捨てるのは︖

23

【図9】 養殖⿂（サーモン、ブリ、マグロ）の育成に必要とされるイワシ等の餌⿂量
（Fish-in Fish-out） マグロはサーモンと⽐較して15倍以上の餌⿂量を必要とする。
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第10回⽣活科学系コンソーシアムシンポジウム（2021.12.18）

例）服飾業界もサステナブルへ

ファッションの世界では最先端があっとい
う間にダサいに変わる︒アパレルは流⾏の服
を定期的に出し︑前シーズンの服に﹁ 時代遅
れ﹂ のレッテルを貼ることで︑⼥性たちの感
性をくすぐった︒

･
･
･
･
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(⽇経新聞2021.2.28 朝刊）

折しも昨年コロナで世界中の
ショーが中⽌となり︑流⾏が消えた︒
外に出かける機会が減った⼥性たち
は⾃問した︒何のために服を着てい
実のところ他者の
たのだろう︒
視線を意識していた︒そんな声を多
くの⼥性から聞いた︒

◆ライフサイクルの各段階での環境負荷や倫理的問題
◎資源採取―原料⽣産―製品⽣産段階での問題
例）・強制労働と児童労働の綿花栽培
・ファストファッションと搾取⼯場
・農薬問題、⽯油由来の原料、⼤量の⽔の使⽤
◎流通―消費―廃棄・リサイクル段階での問題
例）・服飾の流⾏︓つくり出される流⾏（次のスライド）
・新品のまま廃棄される⾐料
◎（消費の段階での）洗濯の環境負荷
例）・洗濯によるマイクロプラスティックの流出、⽔質汚濁
◆その他、環境負荷について検討したいこと
例）・柔軟剤は必要か︖環境への負荷は︖
・スクールネーム⼊り鞄やセーター、クラスＴシャツは必要か︖

ファッション業界はサステナブルへ
と⼤きく振れた︒⽇本でも再⽣素材
の利⽤が進む︒だが︑サステナブル
でさえもエコでおしゃれという⽢い
フレーズで流⾏の波に乗ろうとして
いる︒そもそもはかなさの上に成り
⽴つファッションが︑持続可能をう
たうこと⾃体︑⽭盾しているのでは
ないか︒

＜⾐⽣活における検討事項例＞
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持続可能な⽣産消費形態のために

＜住⽣活における検討事項例＞

＜⽣活全体の検討事項例＞

◆ライフサイクルの各段階での環境負荷や倫理的問題
◎ 資材段階⇒建設段階⇒使⽤（居住）段階⇒解体段階⇒再⽣、 処理・
処分段階の各段階で環境配慮を
◎暮らし⽅の⼯夫（節電の⼯夫、冷暖房の⼯夫、⾬⽔利⽤の⼯夫、
⽔回りでの⼯夫）
通気・換気などの⼯夫、⾃然エネルギーの利⽤
コンポストの利⽤など、ゴミを出さない⼯夫
住宅の定期的な点検、住宅の周囲の点検、緑化の⼯夫
◆環境負荷について検討したいこと
・消臭剤は、⼈体や環境に安全か︖効果と環境負荷の関係は︖
・低炭素の家庭⽤燃料電池コージェネレーションシステムと騒⾳問題

◆消費者・⽣活者サイド
未来への影響を考える
省エネ・省資源につながる⾏動をする
環境や⼈権に配慮している企業の製品を選ぶ
ものを⼤切に使う（廃棄物の発⽣抑制）
◆社会全体の問題
・⾮倫理的な⼤量消費を煽らない
・未来世代の利益を考慮した意思決定を⾏うこと
・消費者の需要を⼤きく上回る⽣産をしない

（例︓農林⽔産省、2020.12.25付けで恵⽅巻きの需要に⾒合った販売呼びかけ）
https://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/kankyoi/210208.html（2021.12．10取得）
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Ⅲ．ポストコロナの⽣活の課題を考える
3．地域から循環型社会をつくる

Ⅲ．ポストコロナの⽣活の課題を考える
4．グローバルな視点を
◆地球規模での気候変動対策へ

◆内橋克⼈のFEC⾃給圏構想

2050年カーボンニュートラルは世界全体の⽬標。途上国は先進国の3分の1〜10
分の1の1⼈あたりGDPの時期にピークアウトするとすると、先進国の数分の1の経
済インフラしか構築していない段階でピークアウトし、途上国の⼈にとっては不
公平。公平性の観点から、先進国の⽬標は世界全体の⽬標よりも⾼い⽬標が必要。
（明⽇⾹壽川、2021）

Food(⾷と農)、Energy(エネルギー)、そしてCare(介護、医療、福祉、⼈間関係
のすべて)の三要素を「産業間連鎖」として、⼀定の地域ごとに築いていく。（Ａ
という産業の廃棄物⇒Ｂという産業の原料、Ｂという産業の廃棄物⇒Ｃという産業
の原料というように、循環する「⾃給圏」の形成。
（内橋克⼈「コロナ後の新たな社会像を求めて」村上陽⼀郎編『コロナ後の世界を⽣きる
―私たちの提⾔』岩波書店、2020.7）

◆重要物資の⾃国調達とグローバルな協⼒・連帯を

「国際的な物流は、ひとたび今回のようなパンデミックが起きれば，常に⼨断さ
れてしまう危険性がある。････重要な物資について⾃分に近い場所で⽣産される
ことの意味も⾒直されるだろう。その意味で，グローバル化の流れは，間違いな
く転機を迎えた。････しかし、今回のコロナ危機は同時に、⼀国的な対応の限界
も明らかにした。････世界中でウイルスを克服することなしには、⾃国の安全も
ありえないのである。」（宇野重規「コロナ危機、⺠主主義、そして世界連帯」筑摩書

◆明⽇⾹壽川の提案

「農地および耕作放棄地で発電と農業の両⽅を営むソーラー・シェアリング
（営農型太陽光発電）や地域資源を⽤いたバイオマス発電などは、農村部で
の安定した仕事を供給し、地域経済の活性化に貢献するという特徴を持つ。
再エネが導⼊されると地域の雇⽤が拡⼤されることは定量的にも明らかに
なっている。」（明⽇⾹壽川、2021）

房編集部編『コロナ後の世界 今この地点から考える』2020年9⽉、筑摩書房）

⇒家政学は⼈間と環境の相互作⽤を研究する⽴場から、現在の⽣産消費形
態を⾒直し、より⼀層の地球環境を守る研究、教育，社会貢献の活動を︕
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