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一般社団法人　日本住育協会・理事長
　「住育の家」提唱者　宇津﨑 光代　Mitsuyo Utsuzaki

“Jyuiku House” inspired by the ger 

50 years of pursuing for good education, health, environment and SDG’s. 
All for children to grow naturally and healthily, which grows happiness in the house.
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When I left my teaching career to commit myself for child-rearing,  
I felt the ineffectiveness of the house design,  

which started my pursuing for a better designed house.

We have realized the positive psychological influence of good living 
environments on the family members, and have completed “Jyuiku House”. 
Living environments, house layout, and building materials can change our 
lifestyles and ways of living. 
We even believe “Jyuiku House” will help solve the worsening social 
problems amid the corona virus pandemic.



Mitsuyo Utsuzaki
講演家・住育プランナー

（長女）Tomomi Katayama
企画・開発・デザイン
暮らしコミュニケーション
暮らし心理学・セミナー講師

（次女）Setsuko Utsuzaki
「住育の家」一級建築士

お母さんをお家の太陽にするために「コミュニティの大切さ」を
日本全国、海外まで出かけて講演している

About us

「死んでる暇ない・ボケてる暇ない」 75歳



コミュニティ力は
世界に拡がる！

1946年
光代誕生

「住育の家」づくりの歴史

家の中の事故で
家族を3人亡くす

教師時代　家庭訪問で、
子供と家族と住まいの
関係性を目の当たりにする。

1986年

（株）ミセスリビング設立
　働くお母さんを楽にしたい

2000年3月

「住育の家」誕生
二世帯コミュニティ
新しい提案

夫他界

2000年11月

京都新聞社
シンポジウム開催
スタート

2000年11月

国際会議
世界大会
家の発表

家事
子育て
介護

コミュニティ力で
新聞・テレビ・

雑誌で取り上げられる

国内外で受賞

NHK・フジテレビ他 
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モンゴルの皆さん「居心地が良すぎて帰りたくない！」

実は、2004年に「住育の家」が 

モンゴル ウランバートルにも誕生！！



SANITARY

Mrs.Living
※本資料は㈱ミセスリビングによる制作物であり、許可なく一部また全ての複製を禁じます。

日本のお母さん発想！！
（ウォークスルーする）洗面・トイレ・浴室が廊下になるのです。

キッチン 　　 お風呂 　　　洗面・トイレ
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The house where residents can enjoy their daily lives and adjust their lifestyles.

< Fundamental Concepts of  “Jyuiku House”  

1. Safe and secure for the family members of all ages. 
2. Facilitating communication to create good relations of the family 
3. Enjoyable lifestyle with smooth housework flow lines 
4. Comfortable and relaxing with the wind flowing from and to all directions 
5. No corridor, enabling constant face-to-face communication. Inspired by the ger (гэр)

Mrs.Living

The completed “Jyuiku House” from 
 the perspective of housing education in Japan
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「住育」ポイント

子育て真っ最中の「住育の家」間取りの一例　

　（ご近所さんとの絆づくり）



健康で教育面でも良い子が育つ「住育の家」



今までの家
住育の家

Mrs.Living

「住育の家」に住んで得た満足度と幸せ度（３０軒.夫妻の評価）

■前の家　平均　２０点/１００点満点中 
　　　（古い木造２階建・マンション・官舎など）

■住育の家 
　（平均延べ床２４坪～５４坪）木造２階建て

平均　９４点/１００点満点中
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共生社会！



From Japan to the World
  “Jyuiku House”

ロシアから
観光バスで見学



海外から３０名の見学

「お母ちゃんの住まい」住育の家を２軒を見学

観光バスで到着

お見送り

Mrs.Living
※本資料は㈱ミセスリビングによる制作物であり、許可なく一部また全ての複製を禁じます。

「世界平和のシンボルですね！」



Mrs.Living

５０年間の研究の結果「住育の家づくり」は 

「家族学」のナムジル博士いわく・・ 

モンゴルのゲルと本質は同じでした。 

家づくりは家族の幸せ・教育・健康
全てに繋がるのです！

~ A modern version of a ger ~ 
Please come and see our “Jyuiku House”!! 


