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花知識◆ベニバナ（紅花）
 別名：紅藍（ベニアイ）、末摘花（スエツムハナ）

●花ことば：包容力、特別な人、愛する力、化粧、装い
●植物分類：キク科 ベニバナ属 一年草・越年草
●原産地：アフリカ・エチオピア・地中海沿岸
　　　　　  

●オレンジ色が鮮やかで、先端が丸いアザミのような花を咲かせる。
草丈は60～120センチほどになり、花は、咲き進むにつれて
黄色からオレンジ、紅色と美しく変化する。
原産地はアフリカのエチオピアといわれ、
地中海やエジプトを通り、シルクロードを経由して、
奈良時代の日本に伝わり栽培されてきた。
花から採取した赤い色は、口紅や絵具や布を染める染料となり、
種からとったベニバナ油（サフラワー油）は食用のサラダ油に。
乾燥させた花は漢方薬にもなるなど、様々に活用されてきた。
源氏物語には「末摘花」という女性が登場している。
日本女性にとってなくてはならない役立つ花のイメージを持つ。
開花期は６～７月で、夏の観賞用の花としても親しまれている。
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●6月1６日、東京都台東区の浅草ビューホテルにおい
て、令和４年度定時社員総会が行われました。
今年の社員総会は、新型コロナウイルスの感染防止の
ため、来場をなるべく控えていただき、委任状、議決
権行使書の提出をお願い致しましたところ多くのご協力
をいただきました。
●社員総会では、戸苅会長の挨拶に続き、第1号議案
の事業報告、第2号議案の決算報告、第３号議案の役
員改選について審議が行われ、いずれの議案も大多数
の賛成をもって原案のとおり承認されました。報告事項
は、右欄のとおり行われました。
●総会に続き、厚生労働大臣表彰および会長表彰の授与
式（写真上）が行われました。

令和４年度定時社員総会を開催令和４年度定時社員総会を開催
新型コロナウイルス感染症対策の中、新型コロナウイルス感染症対策の中、

令和４年度
定時社員総会会議案

第 1号議案：令和 3年度 事業報告に関する件
第 2号議案：令和 3年度 決算報告に関する件
監査報告
第 3号議案：役員改選に関する件
【報告事項】
（1）令和 4年度 事業計画に関する件
（2）令和 4年度 収支予算に関する件
（3）各種委員会の活動報告について

◆
厚生労働大臣表彰授与式
公益社団法人日本看護家政紹介事業協会 会長表彰授与式

国の政策に家政士の活用推進が組み込まれて、
当協会の社会的役割の重要性に
光が当たり、期待が高まってきました。

　会員の皆様には、日頃より協会の運営、
事業の実施に多大なご支援、ご協力を賜
り、厚くお礼申し上げます。
　本日の社員総会につきましては、新型
コロナウイルスの感染防止の観点から、
会員の皆様のご来場はなるべくお控えい
ただき、委任状または議決権行使書のご
提出をいただくようお願い申し上げたとこ
ろ、ご多忙のなか、多数の会員の皆様に
ご理解、ご協力を賜り、有り難うございま
した。
　新型コロナウイルス感染症の拡大により
緊急事態宣言やまん延防止等重点措置
が断続的に発令、実施されるなど、社会、
経済は深刻な状況が続いています。会員紹介所に
おかれては、大変なご苦労を払いつつ様々な工夫、
対策を講じながら看家紹介事業に取り組んでおられ
ます。看家紹介事業は、利用者および家族の方々
の生活を支えるために必要不可欠なものであり、抵
抗力が弱く感染すると重症化しやすい高齢者や基礎
疾患のある方など利用者の皆様の感染防止とともに
家政婦（夫）自身の健康を守るため、適切な感染
症対策を着実に行い、安心、安全な家政サービス
を提供することが重大な使命となっています。
　東京でもリバウンド警戒期間が５月２２日に解除され
るなど新型コロナウイルスの感染が減速傾向にあると
はいえなお終息が見通しがたいなか、会員紹介所
の安定的な事業運営、求職者の皆様の就労機会の
確保のために、協会をあげて全力で取り組んでまい
りますので、引き続きご支援、ご協力をよろしくお願
い申し上げます。

　開会に当たりまして、協会の主な活動状況につい
てお話し申し上げます。

　家政士検定制度につきましては、昨年１１月２０日
に全国６会場で検定試験を実施いたしました。今回
も、新型コロナウイルスの感染防止のため、試験機材、
ドアノブ等の殺菌、消毒はもとより、学科試験では前
後左右の間隔を広く空けたり、実技試験では受験者
にポリエチレンの手袋をはめていただくなど、試験地
のブロック長、支部長や検定員の皆様そして受験者
の方々には大変なご苦労をいただきました。
　受験者数は９１名と、受験申込時期が新型コロナ
ウイルスの感染者が急増している時期に重なってい
たことなどから前年度の１０９名の８３％にとどまりま
した。こうしたなか、主婦や病院、施設の介護職員

開催にあたっての会長挨拶
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主婦、学生などをターゲットに受験の働きかけをして
いくことが必要です。また、介護保険指定事業所を
営んでいる紹介所長の皆様には、そこで働く職員の
人たちに対して、家政士検定の受験勉強をすること
が介護の仕事をする上で大いに役立つものであるこ
とを理解してもらい積極的に受験いただくよう説得を
ぜひお願いいたします。その際には、いま申し上げ
た政府、与党における家政士の活用促進の動きをよ
く説明し家政士資格の将来性を理解してもらうことが
効果的と考えます。協会としては、一人でも多くの
家政婦（夫）の皆さん、様々な分野の方々に受験
していただけるよう、試験内容の充実とより効果的な
周知広報を行う考えですが、会員の皆様には、そ
れぞれの地域、紹介所において積極的に取り組ん
でいただくようお願い申し上げます。

　令和３年度の決算につきましては、会員の皆様の
理解と協力により昨年４月より正会員会費を月額 3,００
０円から5,０００円に引き上げることができたことに加え、
国からの委託事業収入を得たことにより、当期損失は
前年度の 2,２４９万円から 1,２８９万円に、９６０万円赤
字幅が縮小いたしました。正会員会費の引き上げに
つきましては、新型コロナウイルス感染症の流行により
経営上大きな影響を受けている正会員への減免措置
を講じるとともに、円滑かつ公正、的確な納付に万全
を期すべく取り組みました。看家紹介業をめぐる経営
環境が厳しい中、会員の皆様のご理解、ご協力のお
蔭をもちまして、混乱することなく円滑かつ適正に会
費を納入いただいておりますことに心より感謝申し上げ
ます。会員の皆様のご支援、ご協力にお応えし看家
紹介業の発展のためにさらに的確、効果的な事業運

営に全力で取り組んでまいります。
　なお、４月から労働者派遣事業、指定介護支援
事業など複数の事業を営んでいる会員については月
額 5,０００円から 7,０００円に引き上げることされており
ましたが、年初よりのオミクロン株による新型コロナウ
イルスの感染急拡大により会員紹介所の事業環境が
厳しさを増している状況を踏まえ、財政状況の改善
が１年遅れることにはなりますが、これらの所謂複業
会員について、来年３月までの間、月額 5,０００円に
据え置くことといたしております。この減免措置の実
施に加え、本年度は、国からの委託事業収入があ
りませんので、これまで以上に的確な予算管理と効
率的な事業運営に努めるとともに、事務局経費の節
減をさらに徹底することとしております。理事、各委
員会の委員はもとよりブロック協議会、支部の役員は
じめ会員の皆様にも経費の節約、効率的な事業の
執行にご協力をよろしくお願いいたします。

　昨年度から新たに設けた企業・団体会員の加入
を促進し、協会事業への資金面、活動面の支援や
セミナー、研修、各種イベントへの参加などを得て事
業の充実、強化につなげていくことが重要です。こ
の度入会のお願いのリーフレットを作成いたしました
ので、会員の皆様には、お取引関係や交友関係の
ある企業、団体あるいは個人の方々に積極的に加
入の働きかけをしていただきますようお願い申し上げ
ます。

　最後に、本年度の新たな取り組みについて申し上げ

の方など家政婦（夫）以外の人達の受験は２１名と
前年度の２０名を１名ではありますが上回ったことは、
家政士検定制度の裾野を広げる上で心強いことでし
た。また、この中には、家政学部の大学生１名がおり、
受験料の学生割引を適用しました。

　試験の結果は、合格者が８０名、合格率は8７.９％
でした。最高年齢は、大阪の８２歳の家政婦さんが
今回４度目の受験で家政士の資格を取得されまし
た。先にご紹介した大学生も合格されました。合格
者のうち会員が５３名、非会員の家政婦（夫）が８
名で、これら６１名に家政士の資格を授与しました。
これにより、合計７０６名の家政士が誕生したことに
なります。家政婦（夫）以外の一般の合格者は１９
名で合格者全体の２３.８％を占め過去最高比率となり
ました。
　本年度は、１１月１９日（土）に全国一斉に試験
を実施することとしております。新型コロナウイルス
の感染防止対策を徹底し、安心、安全に受験いた
だけるよう取り組んでまいりますので、ぜひ多くの方々
が受験されるよう会員の皆様のご協力をお願いいた
します。

　家政士検定制度は、２０１６年度のスタート以来６
年を経過し、社会の認知度もようやく高まってきてお
ります。昨年１０月の衆議院議員選挙での自由民主
党の選挙公約において「家政士を利用しやすい経
済支援を行う」ということが明記されたのを契機に、
選挙後には自由民主党内に「ベビーシッター・家政

士活動推進特命委員会」が設置され、家政士サー
ビスについて、①家政士検定制度の認知度向上、②
研修の充実等による質の向上、③家政士資格の保有
状況や研修受講歴を利用者が確認できる取り組みを
求めるとともに、家事支援事業への予算拡充を図る
べきであるとの報告書が５月１７日に公表されました。
これを受けて、６月７日には、政府の「経済財政運
営と改革の基本方針２０２２」（骨太方針２０２２）に「ベ
ビーシッター・家政士等の活用促進に取り組む」こと
が盛り込まれるにいたりました。
　協会では、特命委員会による３月８日のヒアリング
に出席し家政婦（夫）の研修の強化とこの研修を
受講した家政婦（夫）や家政士によるサービスの利
用に対する財政支援を要望するとともに、特命委員
会の主要な議員および厚生労働省の関係局長を訪
れ来年度の予算化に向け要請活動を行ってまいりま
した。
　予算が実現した暁には、協会挙げて積極的に取
り組んでまいりたいと考えておりますので、会員の皆
様にはご協力、ご支援をよろしくお願い申し上げます。

　家政士検定試験の話に戻りますが、これまでの６
年間で、紹介所が積極的に受験を勧めたり、受験
する意欲の高い家政婦（夫）の皆さんが大方受験
されてしまったということが考えられますので、まだ受
験されていない家政婦（夫）さんに検定試験を受け
る意義やメリットをどう理解してもらうかということが重
要な課題となっています。あわせて、家事サービス
業界あるいは介護サービス業務に就労している人や

コロナ禍中でも家政士検定試験は
一般の受験者が増加

ます。１点目は、啓発・広報事業として、若い年齢層を
ターゲットに求人の開拓、求職登録者の確保を図るた
め、交流サイト（ＳＮＳ）を活用した情報発信に取り組み
ます。家政婦（夫）のサービスの内容、利用のメリット、
就労条件などについて、訴求力のある動画コンテンツ
を作成、発信したいと考えています。
　２点目は、求人受理や紹介、あっ旋に際しての要
確認事項の増加と複雑化、書類の電子化、行政へ

の報告・届出事項の変化など看家紹介事業の実務
的運営をめぐる諸課題に的確、容易に対応できるよ
う、協会版のモデル書式、各種マニュアル等を作成し、
会員に提供いたします。

■総会では、この会長挨拶の後、議案についての審
議および監査報告等が行われました。

公益社団法人
日本看護家政紹介事業協会 戸苅利和会長
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した。こうしたなか、主婦や病院、施設の介護職員

開催にあたっての会長挨拶
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主婦、学生などをターゲットに受験の働きかけをして
いくことが必要です。また、介護保険指定事業所を
営んでいる紹介所長の皆様には、そこで働く職員の
人たちに対して、家政士検定の受験勉強をすること
が介護の仕事をする上で大いに役立つものであるこ
とを理解してもらい積極的に受験いただくよう説得を
ぜひお願いいたします。その際には、いま申し上げ
た政府、与党における家政士の活用促進の動きをよ
く説明し家政士資格の将来性を理解してもらうことが
効果的と考えます。協会としては、一人でも多くの
家政婦（夫）の皆さん、様々な分野の方々に受験
していただけるよう、試験内容の充実とより効果的な
周知広報を行う考えですが、会員の皆様には、そ
れぞれの地域、紹介所において積極的に取り組ん
でいただくようお願い申し上げます。

　令和３年度の決算につきましては、会員の皆様の
理解と協力により昨年４月より正会員会費を月額 3,００
０円から5,０００円に引き上げることができたことに加え、
国からの委託事業収入を得たことにより、当期損失は
前年度の 2,２４９万円から 1,２８９万円に、９６０万円赤
字幅が縮小いたしました。正会員会費の引き上げに
つきましては、新型コロナウイルス感染症の流行により
経営上大きな影響を受けている正会員への減免措置
を講じるとともに、円滑かつ公正、的確な納付に万全
を期すべく取り組みました。看家紹介業をめぐる経営
環境が厳しい中、会員の皆様のご理解、ご協力のお
蔭をもちまして、混乱することなく円滑かつ適正に会
費を納入いただいておりますことに心より感謝申し上げ
ます。会員の皆様のご支援、ご協力にお応えし看家
紹介業の発展のためにさらに的確、効果的な事業運

営に全力で取り組んでまいります。
　なお、４月から労働者派遣事業、指定介護支援
事業など複数の事業を営んでいる会員については月
額 5,０００円から 7,０００円に引き上げることされており
ましたが、年初よりのオミクロン株による新型コロナウ
イルスの感染急拡大により会員紹介所の事業環境が
厳しさを増している状況を踏まえ、財政状況の改善
が１年遅れることにはなりますが、これらの所謂複業
会員について、来年３月までの間、月額 5,０００円に
据え置くことといたしております。この減免措置の実
施に加え、本年度は、国からの委託事業収入があ
りませんので、これまで以上に的確な予算管理と効
率的な事業運営に努めるとともに、事務局経費の節
減をさらに徹底することとしております。理事、各委
員会の委員はもとよりブロック協議会、支部の役員は
じめ会員の皆様にも経費の節約、効率的な事業の
執行にご協力をよろしくお願いいたします。

　昨年度から新たに設けた企業・団体会員の加入
を促進し、協会事業への資金面、活動面の支援や
セミナー、研修、各種イベントへの参加などを得て事
業の充実、強化につなげていくことが重要です。こ
の度入会のお願いのリーフレットを作成いたしました
ので、会員の皆様には、お取引関係や交友関係の
ある企業、団体あるいは個人の方々に積極的に加
入の働きかけをしていただきますようお願い申し上げ
ます。

　最後に、本年度の新たな取り組みについて申し上げ

の方など家政婦（夫）以外の人達の受験は２１名と
前年度の２０名を１名ではありますが上回ったことは、
家政士検定制度の裾野を広げる上で心強いことでし
た。また、この中には、家政学部の大学生１名がおり、
受験料の学生割引を適用しました。

　試験の結果は、合格者が８０名、合格率は8７.９％
でした。最高年齢は、大阪の８２歳の家政婦さんが
今回４度目の受験で家政士の資格を取得されまし
た。先にご紹介した大学生も合格されました。合格
者のうち会員が５３名、非会員の家政婦（夫）が８
名で、これら６１名に家政士の資格を授与しました。
これにより、合計７０６名の家政士が誕生したことに
なります。家政婦（夫）以外の一般の合格者は１９
名で合格者全体の２３.８％を占め過去最高比率となり
ました。
　本年度は、１１月１９日（土）に全国一斉に試験
を実施することとしております。新型コロナウイルス
の感染防止対策を徹底し、安心、安全に受験いた
だけるよう取り組んでまいりますので、ぜひ多くの方々
が受験されるよう会員の皆様のご協力をお願いいた
します。

　家政士検定制度は、２０１６年度のスタート以来６
年を経過し、社会の認知度もようやく高まってきてお
ります。昨年１０月の衆議院議員選挙での自由民主
党の選挙公約において「家政士を利用しやすい経
済支援を行う」ということが明記されたのを契機に、
選挙後には自由民主党内に「ベビーシッター・家政

士活動推進特命委員会」が設置され、家政士サー
ビスについて、①家政士検定制度の認知度向上、②
研修の充実等による質の向上、③家政士資格の保有
状況や研修受講歴を利用者が確認できる取り組みを
求めるとともに、家事支援事業への予算拡充を図る
べきであるとの報告書が５月１７日に公表されました。
これを受けて、６月７日には、政府の「経済財政運
営と改革の基本方針２０２２」（骨太方針２０２２）に「ベ
ビーシッター・家政士等の活用促進に取り組む」こと
が盛り込まれるにいたりました。
　協会では、特命委員会による３月８日のヒアリング
に出席し家政婦（夫）の研修の強化とこの研修を
受講した家政婦（夫）や家政士によるサービスの利
用に対する財政支援を要望するとともに、特命委員
会の主要な議員および厚生労働省の関係局長を訪
れ来年度の予算化に向け要請活動を行ってまいりま
した。
　予算が実現した暁には、協会挙げて積極的に取
り組んでまいりたいと考えておりますので、会員の皆
様にはご協力、ご支援をよろしくお願い申し上げます。

　家政士検定試験の話に戻りますが、これまでの６
年間で、紹介所が積極的に受験を勧めたり、受験
する意欲の高い家政婦（夫）の皆さんが大方受験
されてしまったということが考えられますので、まだ受
験されていない家政婦（夫）さんに検定試験を受け
る意義やメリットをどう理解してもらうかということが重
要な課題となっています。あわせて、家事サービス
業界あるいは介護サービス業務に就労している人や

コロナ禍中でも家政士検定試験は
一般の受験者が増加

ます。１点目は、啓発・広報事業として、若い年齢層を
ターゲットに求人の開拓、求職登録者の確保を図るた
め、交流サイト（ＳＮＳ）を活用した情報発信に取り組み
ます。家政婦（夫）のサービスの内容、利用のメリット、
就労条件などについて、訴求力のある動画コンテンツ
を作成、発信したいと考えています。
　２点目は、求人受理や紹介、あっ旋に際しての要
確認事項の増加と複雑化、書類の電子化、行政へ

の報告・届出事項の変化など看家紹介事業の実務
的運営をめぐる諸課題に的確、容易に対応できるよ
う、協会版のモデル書式、各種マニュアル等を作成し、
会員に提供いたします。

■総会では、この会長挨拶の後、議案についての審
議および監査報告等が行われました。

公益社団法人
日本看護家政紹介事業協会 戸苅利和会長
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主婦、学生などをターゲットに受験の働きかけをして
いくことが必要です。また、介護保険指定事業所を
営んでいる紹介所長の皆様には、そこで働く職員の
人たちに対して、家政士検定の受験勉強をすること
が介護の仕事をする上で大いに役立つものであるこ
とを理解してもらい積極的に受験いただくよう説得を
ぜひお願いいたします。その際には、いま申し上げ
た政府、与党における家政士の活用促進の動きをよ
く説明し家政士資格の将来性を理解してもらうことが
効果的と考えます。協会としては、一人でも多くの
家政婦（夫）の皆さん、様々な分野の方々に受験
していただけるよう、試験内容の充実とより効果的な
周知広報を行う考えですが、会員の皆様には、そ
れぞれの地域、紹介所において積極的に取り組ん
でいただくようお願い申し上げます。

　令和３年度の決算につきましては、会員の皆様の
理解と協力により昨年４月より正会員会費を月額 3,００
０円から5,０００円に引き上げることができたことに加え、
国からの委託事業収入を得たことにより、当期損失は
前年度の 2,２４９万円から 1,２８９万円に、９６０万円赤
字幅が縮小いたしました。正会員会費の引き上げに
つきましては、新型コロナウイルス感染症の流行により
経営上大きな影響を受けている正会員への減免措置
を講じるとともに、円滑かつ公正、的確な納付に万全
を期すべく取り組みました。看家紹介業をめぐる経営
環境が厳しい中、会員の皆様のご理解、ご協力のお
蔭をもちまして、混乱することなく円滑かつ適正に会
費を納入いただいておりますことに心より感謝申し上げ
ます。会員の皆様のご支援、ご協力にお応えし看家
紹介業の発展のためにさらに的確、効果的な事業運

営に全力で取り組んでまいります。
　なお、４月から労働者派遣事業、指定介護支援
事業など複数の事業を営んでいる会員については月
額 5,０００円から 7,０００円に引き上げることされており
ましたが、年初よりのオミクロン株による新型コロナウ
イルスの感染急拡大により会員紹介所の事業環境が
厳しさを増している状況を踏まえ、財政状況の改善
が１年遅れることにはなりますが、これらの所謂複業
会員について、来年３月までの間、月額 5,０００円に
据え置くことといたしております。この減免措置の実
施に加え、本年度は、国からの委託事業収入があ
りませんので、これまで以上に的確な予算管理と効
率的な事業運営に努めるとともに、事務局経費の節
減をさらに徹底することとしております。理事、各委
員会の委員はもとよりブロック協議会、支部の役員は
じめ会員の皆様にも経費の節約、効率的な事業の
執行にご協力をよろしくお願いいたします。

　昨年度から新たに設けた企業・団体会員の加入
を促進し、協会事業への資金面、活動面の支援や
セミナー、研修、各種イベントへの参加などを得て事
業の充実、強化につなげていくことが重要です。こ
の度入会のお願いのリーフレットを作成いたしました
ので、会員の皆様には、お取引関係や交友関係の
ある企業、団体あるいは個人の方々に積極的に加
入の働きかけをしていただきますようお願い申し上げ
ます。

　最後に、本年度の新たな取り組みについて申し上げ

の方など家政婦（夫）以外の人達の受験は２１名と
前年度の２０名を１名ではありますが上回ったことは、
家政士検定制度の裾野を広げる上で心強いことでし
た。また、この中には、家政学部の大学生１名がおり、
受験料の学生割引を適用しました。

　試験の結果は、合格者が８０名、合格率は8７.９％
でした。最高年齢は、大阪の８２歳の家政婦さんが
今回４度目の受験で家政士の資格を取得されまし
た。先にご紹介した大学生も合格されました。合格
者のうち会員が５３名、非会員の家政婦（夫）が８
名で、これら６１名に家政士の資格を授与しました。
これにより、合計７０６名の家政士が誕生したことに
なります。家政婦（夫）以外の一般の合格者は１９
名で合格者全体の２３.８％を占め過去最高比率となり
ました。
　本年度は、１１月１９日（土）に全国一斉に試験
を実施することとしております。新型コロナウイルス
の感染防止対策を徹底し、安心、安全に受験いた
だけるよう取り組んでまいりますので、ぜひ多くの方々
が受験されるよう会員の皆様のご協力をお願いいた
します。

　家政士検定制度は、２０１６年度のスタート以来６
年を経過し、社会の認知度もようやく高まってきてお
ります。昨年１０月の衆議院議員選挙での自由民主
党の選挙公約において「家政士を利用しやすい経
済支援を行う」ということが明記されたのを契機に、
選挙後には自由民主党内に「ベビーシッター・家政

士活動推進特命委員会」が設置され、家政士サー
ビスについて、①家政士検定制度の認知度向上、②
研修の充実等による質の向上、③家政士資格の保有
状況や研修受講歴を利用者が確認できる取り組みを
求めるとともに、家事支援事業への予算拡充を図る
べきであるとの報告書が５月１７日に公表されました。
これを受けて、６月７日には、政府の「経済財政運
営と改革の基本方針２０２２」（骨太方針２０２２）に「ベ
ビーシッター・家政士等の活用促進に取り組む」こと
が盛り込まれるにいたりました。
　協会では、特命委員会による３月８日のヒアリング
に出席し家政婦（夫）の研修の強化とこの研修を
受講した家政婦（夫）や家政士によるサービスの利
用に対する財政支援を要望するとともに、特命委員
会の主要な議員および厚生労働省の関係局長を訪
れ来年度の予算化に向け要請活動を行ってまいりま
した。
　予算が実現した暁には、協会挙げて積極的に取
り組んでまいりたいと考えておりますので、会員の皆
様にはご協力、ご支援をよろしくお願い申し上げます。

　家政士検定試験の話に戻りますが、これまでの６
年間で、紹介所が積極的に受験を勧めたり、受験
する意欲の高い家政婦（夫）の皆さんが大方受験
されてしまったということが考えられますので、まだ受
験されていない家政婦（夫）さんに検定試験を受け
る意義やメリットをどう理解してもらうかということが重
要な課題となっています。あわせて、家事サービス
業界あるいは介護サービス業務に就労している人や
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合格者の最高年齢は
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政府の骨太方針２０２２に盛り込まれた
家政士等の活用推進

認知度が高まる
家政士資格への挑戦促進を！

企業・団体会員の加入を促進する
広報活動の強化にご協力を！

SNSを活用した若い年齢層の求人開拓と
実務的運営の諸課題に取り組んでいく

ます。１点目は、啓発・広報事業として、若い年齢層を
ターゲットに求人の開拓、求職登録者の確保を図るた
め、交流サイト（ＳＮＳ）を活用した情報発信に取り組み
ます。家政婦（夫）のサービスの内容、利用のメリット、
就労条件などについて、訴求力のある動画コンテンツ
を作成、発信したいと考えています。
　２点目は、求人受理や紹介、あっ旋に際しての要
確認事項の増加と複雑化、書類の電子化、行政へ

の報告・届出事項の変化など看家紹介事業の実務
的運営をめぐる諸課題に的確、容易に対応できるよ
う、協会版のモデル書式、各種マニュアル等を作成し、
会員に提供いたします。

■総会では、この会長挨拶の後、議案についての審
議および監査報告等が行われました。

会員の皆さまのご協力と厚労省委託事業
により赤字幅が大幅に縮小
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主婦、学生などをターゲットに受験の働きかけをして
いくことが必要です。また、介護保険指定事業所を
営んでいる紹介所長の皆様には、そこで働く職員の
人たちに対して、家政士検定の受験勉強をすること
が介護の仕事をする上で大いに役立つものであるこ
とを理解してもらい積極的に受験いただくよう説得を
ぜひお願いいたします。その際には、いま申し上げ
た政府、与党における家政士の活用促進の動きをよ
く説明し家政士資格の将来性を理解してもらうことが
効果的と考えます。協会としては、一人でも多くの
家政婦（夫）の皆さん、様々な分野の方々に受験
していただけるよう、試験内容の充実とより効果的な
周知広報を行う考えですが、会員の皆様には、そ
れぞれの地域、紹介所において積極的に取り組ん
でいただくようお願い申し上げます。

　令和３年度の決算につきましては、会員の皆様の
理解と協力により昨年４月より正会員会費を月額 3,００
０円から5,０００円に引き上げることができたことに加え、
国からの委託事業収入を得たことにより、当期損失は
前年度の 2,２４９万円から 1,２８９万円に、９６０万円赤
字幅が縮小いたしました。正会員会費の引き上げに
つきましては、新型コロナウイルス感染症の流行により
経営上大きな影響を受けている正会員への減免措置
を講じるとともに、円滑かつ公正、的確な納付に万全
を期すべく取り組みました。看家紹介業をめぐる経営
環境が厳しい中、会員の皆様のご理解、ご協力のお
蔭をもちまして、混乱することなく円滑かつ適正に会
費を納入いただいておりますことに心より感謝申し上げ
ます。会員の皆様のご支援、ご協力にお応えし看家
紹介業の発展のためにさらに的確、効果的な事業運

営に全力で取り組んでまいります。
　なお、４月から労働者派遣事業、指定介護支援
事業など複数の事業を営んでいる会員については月
額 5,０００円から 7,０００円に引き上げることされており
ましたが、年初よりのオミクロン株による新型コロナウ
イルスの感染急拡大により会員紹介所の事業環境が
厳しさを増している状況を踏まえ、財政状況の改善
が１年遅れることにはなりますが、これらの所謂複業
会員について、来年３月までの間、月額 5,０００円に
据え置くことといたしております。この減免措置の実
施に加え、本年度は、国からの委託事業収入があ
りませんので、これまで以上に的確な予算管理と効
率的な事業運営に努めるとともに、事務局経費の節
減をさらに徹底することとしております。理事、各委
員会の委員はもとよりブロック協議会、支部の役員は
じめ会員の皆様にも経費の節約、効率的な事業の
執行にご協力をよろしくお願いいたします。

　昨年度から新たに設けた企業・団体会員の加入
を促進し、協会事業への資金面、活動面の支援や
セミナー、研修、各種イベントへの参加などを得て事
業の充実、強化につなげていくことが重要です。こ
の度入会のお願いのリーフレットを作成いたしました
ので、会員の皆様には、お取引関係や交友関係の
ある企業、団体あるいは個人の方々に積極的に加
入の働きかけをしていただきますようお願い申し上げ
ます。

　最後に、本年度の新たな取り組みについて申し上げ

の方など家政婦（夫）以外の人達の受験は２１名と
前年度の２０名を１名ではありますが上回ったことは、
家政士検定制度の裾野を広げる上で心強いことでし
た。また、この中には、家政学部の大学生１名がおり、
受験料の学生割引を適用しました。

　試験の結果は、合格者が８０名、合格率は8７.９％
でした。最高年齢は、大阪の８２歳の家政婦さんが
今回４度目の受験で家政士の資格を取得されまし
た。先にご紹介した大学生も合格されました。合格
者のうち会員が５３名、非会員の家政婦（夫）が８
名で、これら６１名に家政士の資格を授与しました。
これにより、合計７０６名の家政士が誕生したことに
なります。家政婦（夫）以外の一般の合格者は１９
名で合格者全体の２３.８％を占め過去最高比率となり
ました。
　本年度は、１１月１９日（土）に全国一斉に試験
を実施することとしております。新型コロナウイルス
の感染防止対策を徹底し、安心、安全に受験いた
だけるよう取り組んでまいりますので、ぜひ多くの方々
が受験されるよう会員の皆様のご協力をお願いいた
します。

　家政士検定制度は、２０１６年度のスタート以来６
年を経過し、社会の認知度もようやく高まってきてお
ります。昨年１０月の衆議院議員選挙での自由民主
党の選挙公約において「家政士を利用しやすい経
済支援を行う」ということが明記されたのを契機に、
選挙後には自由民主党内に「ベビーシッター・家政

士活動推進特命委員会」が設置され、家政士サー
ビスについて、①家政士検定制度の認知度向上、②
研修の充実等による質の向上、③家政士資格の保有
状況や研修受講歴を利用者が確認できる取り組みを
求めるとともに、家事支援事業への予算拡充を図る
べきであるとの報告書が５月１７日に公表されました。
これを受けて、６月７日には、政府の「経済財政運
営と改革の基本方針２０２２」（骨太方針２０２２）に「ベ
ビーシッター・家政士等の活用促進に取り組む」こと
が盛り込まれるにいたりました。
　協会では、特命委員会による３月８日のヒアリング
に出席し家政婦（夫）の研修の強化とこの研修を
受講した家政婦（夫）や家政士によるサービスの利
用に対する財政支援を要望するとともに、特命委員
会の主要な議員および厚生労働省の関係局長を訪
れ来年度の予算化に向け要請活動を行ってまいりま
した。
　予算が実現した暁には、協会挙げて積極的に取
り組んでまいりたいと考えておりますので、会員の皆
様にはご協力、ご支援をよろしくお願い申し上げます。

　家政士検定試験の話に戻りますが、これまでの６
年間で、紹介所が積極的に受験を勧めたり、受験
する意欲の高い家政婦（夫）の皆さんが大方受験
されてしまったということが考えられますので、まだ受
験されていない家政婦（夫）さんに検定試験を受け
る意義やメリットをどう理解してもらうかということが重
要な課題となっています。あわせて、家事サービス
業界あるいは介護サービス業務に就労している人や

Special Report 令和４年度定時社員総会を開催

合格者の最高年齢は
82歳

政府の骨太方針２０２２に盛り込まれた
家政士等の活用推進

認知度が高まる
家政士資格への挑戦促進を！

企業・団体会員の加入を促進する
広報活動の強化にご協力を！

SNSを活用した若い年齢層の求人開拓と
実務的運営の諸課題に取り組んでいく

ます。１点目は、啓発・広報事業として、若い年齢層を
ターゲットに求人の開拓、求職登録者の確保を図るた
め、交流サイト（ＳＮＳ）を活用した情報発信に取り組み
ます。家政婦（夫）のサービスの内容、利用のメリット、
就労条件などについて、訴求力のある動画コンテンツ
を作成、発信したいと考えています。
　２点目は、求人受理や紹介、あっ旋に際しての要
確認事項の増加と複雑化、書類の電子化、行政へ

の報告・届出事項の変化など看家紹介事業の実務
的運営をめぐる諸課題に的確、容易に対応できるよ
う、協会版のモデル書式、各種マニュアル等を作成し、
会員に提供いたします。

■総会では、この会長挨拶の後、議案についての審
議および監査報告等が行われました。

会員の皆さまのご協力と厚労省委託事業
により赤字幅が大幅に縮小
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主婦、学生などをターゲットに受験の働きかけをして
いくことが必要です。また、介護保険指定事業所を
営んでいる紹介所長の皆様には、そこで働く職員の
人たちに対して、家政士検定の受験勉強をすること
が介護の仕事をする上で大いに役立つものであるこ
とを理解してもらい積極的に受験いただくよう説得を
ぜひお願いいたします。その際には、いま申し上げ
た政府、与党における家政士の活用促進の動きをよ
く説明し家政士資格の将来性を理解してもらうことが
効果的と考えます。協会としては、一人でも多くの
家政婦（夫）の皆さん、様々な分野の方々に受験
していただけるよう、試験内容の充実とより効果的な
周知広報を行う考えですが、会員の皆様には、そ
れぞれの地域、紹介所において積極的に取り組ん
でいただくようお願い申し上げます。

　令和３年度の決算につきましては、会員の皆様の
理解と協力により昨年４月より正会員会費を月額 3,００
０円から5,０００円に引き上げることができたことに加え、
国からの委託事業収入を得たことにより、当期損失は
前年度の 2,２４９万円から 1,２８９万円に、９６０万円赤
字幅が縮小いたしました。正会員会費の引き上げに
つきましては、新型コロナウイルス感染症の流行により
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を講じるとともに、円滑かつ公正、的確な納付に万全
を期すべく取り組みました。看家紹介業をめぐる経営
環境が厳しい中、会員の皆様のご理解、ご協力のお
蔭をもちまして、混乱することなく円滑かつ適正に会
費を納入いただいておりますことに心より感謝申し上げ
ます。会員の皆様のご支援、ご協力にお応えし看家
紹介業の発展のためにさらに的確、効果的な事業運

営に全力で取り組んでまいります。
　なお、４月から労働者派遣事業、指定介護支援
事業など複数の事業を営んでいる会員については月
額 5,０００円から 7,０００円に引き上げることされており
ましたが、年初よりのオミクロン株による新型コロナウ
イルスの感染急拡大により会員紹介所の事業環境が
厳しさを増している状況を踏まえ、財政状況の改善
が１年遅れることにはなりますが、これらの所謂複業
会員について、来年３月までの間、月額 5,０００円に
据え置くことといたしております。この減免措置の実
施に加え、本年度は、国からの委託事業収入があ
りませんので、これまで以上に的確な予算管理と効
率的な事業運営に努めるとともに、事務局経費の節
減をさらに徹底することとしております。理事、各委
員会の委員はもとよりブロック協議会、支部の役員は
じめ会員の皆様にも経費の節約、効率的な事業の
執行にご協力をよろしくお願いいたします。

　昨年度から新たに設けた企業・団体会員の加入
を促進し、協会事業への資金面、活動面の支援や
セミナー、研修、各種イベントへの参加などを得て事
業の充実、強化につなげていくことが重要です。こ
の度入会のお願いのリーフレットを作成いたしました
ので、会員の皆様には、お取引関係や交友関係の
ある企業、団体あるいは個人の方々に積極的に加
入の働きかけをしていただきますようお願い申し上げ
ます。

　最後に、本年度の新たな取り組みについて申し上げ

の方など家政婦（夫）以外の人達の受験は２１名と
前年度の２０名を１名ではありますが上回ったことは、
家政士検定制度の裾野を広げる上で心強いことでし
た。また、この中には、家政学部の大学生１名がおり、
受験料の学生割引を適用しました。

　試験の結果は、合格者が８０名、合格率は8７.９％
でした。最高年齢は、大阪の８２歳の家政婦さんが
今回４度目の受験で家政士の資格を取得されまし
た。先にご紹介した大学生も合格されました。合格
者のうち会員が５３名、非会員の家政婦（夫）が８
名で、これら６１名に家政士の資格を授与しました。
これにより、合計７０６名の家政士が誕生したことに
なります。家政婦（夫）以外の一般の合格者は１９
名で合格者全体の２３.８％を占め過去最高比率となり
ました。
　本年度は、１１月１９日（土）に全国一斉に試験
を実施することとしております。新型コロナウイルス
の感染防止対策を徹底し、安心、安全に受験いた
だけるよう取り組んでまいりますので、ぜひ多くの方々
が受験されるよう会員の皆様のご協力をお願いいた
します。

　家政士検定制度は、２０１６年度のスタート以来６
年を経過し、社会の認知度もようやく高まってきてお
ります。昨年１０月の衆議院議員選挙での自由民主
党の選挙公約において「家政士を利用しやすい経
済支援を行う」ということが明記されたのを契機に、
選挙後には自由民主党内に「ベビーシッター・家政

士活動推進特命委員会」が設置され、家政士サー
ビスについて、①家政士検定制度の認知度向上、②
研修の充実等による質の向上、③家政士資格の保有
状況や研修受講歴を利用者が確認できる取り組みを
求めるとともに、家事支援事業への予算拡充を図る
べきであるとの報告書が５月１７日に公表されました。
これを受けて、６月７日には、政府の「経済財政運
営と改革の基本方針２０２２」（骨太方針２０２２）に「ベ
ビーシッター・家政士等の活用促進に取り組む」こと
が盛り込まれるにいたりました。
　協会では、特命委員会による３月８日のヒアリング
に出席し家政婦（夫）の研修の強化とこの研修を
受講した家政婦（夫）や家政士によるサービスの利
用に対する財政支援を要望するとともに、特命委員
会の主要な議員および厚生労働省の関係局長を訪
れ来年度の予算化に向け要請活動を行ってまいりま
した。
　予算が実現した暁には、協会挙げて積極的に取
り組んでまいりたいと考えておりますので、会員の皆
様にはご協力、ご支援をよろしくお願い申し上げます。

　家政士検定試験の話に戻りますが、これまでの６
年間で、紹介所が積極的に受験を勧めたり、受験
する意欲の高い家政婦（夫）の皆さんが大方受験
されてしまったということが考えられますので、まだ受
験されていない家政婦（夫）さんに検定試験を受け
る意義やメリットをどう理解してもらうかということが重
要な課題となっています。あわせて、家事サービス
業界あるいは介護サービス業務に就労している人や

ます。１点目は、啓発・広報事業として、若い年齢層を
ターゲットに求人の開拓、求職登録者の確保を図るた
め、交流サイト（ＳＮＳ）を活用した情報発信に取り組み
ます。家政婦（夫）のサービスの内容、利用のメリット、
就労条件などについて、訴求力のある動画コンテンツ
を作成、発信したいと考えています。
　２点目は、求人受理や紹介、あっ旋に際しての要
確認事項の増加と複雑化、書類の電子化、行政へ
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の報告・届出事項の変化など看家紹介事業の実務
的運営をめぐる諸課題に的確、容易に対応できるよ
う、協会版のモデル書式、各種マニュアル等を作成し、
会員に提供いたします。

■総会では、この会長挨拶の後、議案についての審
議および監査報告等が行われました。

■理事（社内）　13名

所属／役職お名前

所属／役職お名前

■理事（社外）　13名

■監事　2名

北海道

東　北

関　東

東　京

東　海

近　畿

中四国

九　州

㈲帯広看護婦家政婦紹介所

㈲みどりケアサービス

㈱ケアフレンドモリタ家政婦紹介所

㈲熊谷家事介護センター

㈲関看護婦家政婦紹介所

㈱ライフケアーサービスセンター

㈲加島看護婦家政婦紹介所

モテギ家政婦紹介所

㈱睦ケアセンター

西神看護師家政婦紹介所

堤看護婦家政婦紹介所

㈲ケアネット広島

㈲ケアサービス田之上人材センター

元足利大学看護学部教授　看護師

東京丸の内法律事務所　弁護士

田中会計事務所　税理士

谷川徹三法律事務所　弁護士

元法政大学大学院客員教授

公認会計士鍋島俊吾事務所　公認会計士

東京女子医科大学名誉教授　医師（医学博士）

横浜せせらぎ労務管理事務所   社会保険労務士

平松公認会計士事務所　公認会計士

(公社)東京都眼科医会会長　医師（医学博士）

実践女子大学生活科学部教授

日本製薬団体連合会理事長

山口労務事務所　社会保険労務士

村上　久司（新）

中川　猛夫　

奥村　直樹　

清水　保人　

酒井　ひろみ（新）

飯田　信吾　

渋谷　洋子　

茂木　芳枝　

杉山　彰　　

徳野　純子　

堤　　優子（新）

武廣　亮介　

古澤　洋子　

佐藤　正子　

高木　裕康　

田中　伸介　

谷川　徹三　

戸苅　利和　

鍋島　俊吾　

橋本　葉子　

巴陵　益克　

平松　守　　

福下　公子　

細江　容子　

宮島　俊彦　

山口　久仁幸

元小田急電鉄㈱常勤監査役

元鹿島電解㈱監査役

川田　　勝美

城戸崎　雅崇

会　長・戸苅利和
副会長・飯田信吾、徳野純子、茂木芳枝が
再任されました。 
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　「厚生労働大臣表彰」は、「民営職業紹介事業の運
営を、積極的かつ適正に行って顕著な功績をあげ、業
界の模範として推奨すべき民営職業紹介事業の功労
者」の方４人に、授与されました。
　表彰状の授与は、厚生労働省　職業安定局　需給
調整事業課長の篠崎拓哉（しのざき たくや）氏によって
行われました。

厚生労働大臣表彰 ４名が受賞されました。
令和４年度 公益社団法人 日本看護家政紹介事業協会  表彰受賞者

受賞の喜びの声

　看護師の仕事をしていました
が交通事故に遭い、茨城の実

家のそばに移り住んだ後、４９歳で起業しました。病
院に勤めていたので付き添いさんの需要があると思っ
たからです。夫とも相談して親族や子供の頃からの
地縁の方々のご協力を頂き利用者様が増え、現在は
施設を含めて４か所で事業展開をしています。社の
理念は①明るい笑顔②思いやり③いきいきの３つ。
今回の受賞を７年前に亡くなった夫に、嬉しい報告
ができました。

大島 美代子さん
㈲おおしま
茨城県

受賞の喜びの声

　東京で看護師をしていました
が夫の郷里・新潟で紹介所を

していた叔母から誘われ手伝うようになり、平成11
年からは代表となり求人者と求職者双方の良い関係
づくりを推進してきました。当初は施設看護が中心で
したが、私は在宅での看護の重要性を感じ、利用
者さんをよく観察して相談に応じています。「評判を
聞いたから頼みます」と依頼されるのが大きな喜びで
す。義母・叔母・仕事を任せてくれた夫に感謝！ 
表彰状を所内に飾る予定です。

冨岡  美智代さん
㈲愛冨岡看護婦・ケアホームヘルパー紹介所
新潟県

受賞の喜びの声

　昭和３９年に立ち上げた母の
紹介所を継いで２８年。お客様

の要望に応えながら家政婦（夫）さんが安心して働
けるよう心配りを続けてきました。昨今は、高齢やター
ミナルケアの方が最期をご自宅で迎えたいとのご希望
が多くなり、介護するご家族が休む夜間の見守り等の
仕事依頼が増えてきています。亡くなった母も厚生労
働大臣表彰を頂いており、２代続けての受賞です。
私が仕事を続ける上で、我慢をしてもらうことも多かっ
た夫と喜びを噛みしめ二人で乾杯を致しました。

酒井  ひろみさん
㈲関看護婦家政婦紹介所
神奈川県

支部紹介所名お名前

■厚生労働大臣表彰　４名

㈲ケアサポートみやぎ

㈲おおしま

㈲関看護婦家政婦紹介所

㈲愛冨岡看護婦・ケアホームヘルパー紹介所

高橋　一成

大島　美代子　

酒井　ひろみ

冨岡　美智代

宮城県

茨城県

神奈川県

新潟県
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Special Report 令和４年度定時社員総会を開催



　公益社団法人日本看護家政紹介事業協会の「会長表彰
（求職者表彰）」は、「看護家政紹介事業所において、長
年にわたり求職者として登録し、意欲と情熱をもって日々
の職務に取り組み、顕著な実績をあげ、他の求職者の模
範となると認められる」方12名に対して授与され、戸苅
利和（とがり としかず）会長より表彰状が手渡されました。

会長表彰（求職者表彰） １２名が受賞されました。
令和４年度 公益社団法人 日本看護家政紹介事業協会  会長表彰受賞者

支部紹介所名お名前

■会長表彰（求職者表彰）　12名

埼玉県

東京都

東京都

東京都

東京都

富山県

京都府

京都府

京都府

兵庫県

宮崎県

宮崎県

　早 と々梅雨も明けまして厳しい
暑さが続いております。この度は
思いがけず公益社団法人日本看護家政事業協会様
より「会長表彰」の栄誉に浴しまして誠に有難うござ
いました。このような名誉ある賞を受賞させていただ
きましたことを深く御礼申し上げます。私にとりましてこ
のような尊い体験をさせていただきましたことを無駄に
しないよう皆様のご指導ご協力を仰ぎながら精進致し
て参ります。何卒宜しくお願い申し上げます。

吉沢 美智子さん
東京都・㈲経堂ケアサービス家政婦紹介所

　この度は会長賞の受賞、そして表
彰式にも出席させていただき大変栄
誉なことと感激しております。これまでの人生の中で思いが
けず、この賞をいただけたことはお世話になっているケアワ
ーク弥生の社長はじめ社員の皆様のお陰に他なりません。
　家政婦の仕事は様々な人との出会いがあり、喜びや大
変なこともありますが、やりがいがあり、この受賞を励みに
気力、体力の許す限り頑張っていこうと思います。本当に
ありがとうございました。

鈴木 加代子さん
東京都・（株）ケアワーク弥生

　この度は、会長表彰をいただき誠
にありがとうございます。家政婦を
始めて23年になります。これまで利用者様のために自分
にできる精一杯のことをやってきたことが、会長表彰という
節目を迎えることができたのだと感慨深い思い出いっぱい
です。これも、ひとえに、ケアワーク弥生の社長、紹介
課のスタッフの皆様のお陰と心から感謝致しております。
　これからも誠心誠意仕事に精進していきたいと思いま
す。本当にありがとうございました。

伊達 廣美さん
東京都・（株）ケアワーク弥生

受賞の喜びの声受賞の喜びの声

受賞の喜びの声

吉井　明子

伊達　廣美

鈴木　加代子

西村　砂里江

吉沢　美智子

畑　米子

小西　昭子

佐古　道子

岡野　和枝

櫻井　法子

長峰　とみ

森　かず子

本庄看護婦家政婦紹介所

（株）ケアワーク弥生

（株）ケアワーク弥生

㈲ミヤザワ家政婦紹介所

㈲経堂ケアサービス家政婦紹介所

となみ家政婦紹介所

丹後看護婦家政婦紹介所

丹後看護婦家政婦紹介所

丹後看護婦家政婦紹介所

西神看護師家政婦紹介所

㈲ケアサービス田之上人材センター

㈲ケアサービス田之上人材センター
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戸苅会長らが厚生労働省の関係局長に
来年度の予算要望を実施
戸苅会長らが厚生労働省小林洋司人材開発統括官、田中誠二職業安定局長を訪れ、
令和5年度予算概算要求に関する要望を行いました。

　自由民主党のベビーシッター・家政士活動推進
特命委員会や政府の経済財政運営と改革の基本方
針（骨太の方針）において「家政士等の活用推進
に取り組む」とされたこと（本誌３ページの戸苅会
長挨拶参照）を受け、戸苅会長をはじめ、飯田、
徳野、茂木３副会長が６月９日、厚生労働省の関係
局長に令和５年度予算概算要求に関する要望を
行いました。

　最初に、家政士検定制度を所管する小林洋司人
材開発統括官を訪れました。統括官より「看家協会
が家政士検定試験を毎年実施し、多数の方に家政
士資格を授与することにより、家政サービス職業の
専門性を確立するとともに、家政婦（夫）の方にと
って能力を高める励みとなっていることに対し、深く
敬意を表します」との発言がありました。
　戸苅会長より、家政士検定制度の認知度の向上、
家政士資格の保有状況をサービス利用者が確認で
きる仕組みの構築について令和５年度概算要求に組
み入れることを要望し、統括官より実現に向け検討
したいとの回答をいただきました。

　次に訪れた、職業紹介事業を所管する田中誠二

職業安定局長からは、「高齢化や女性の社会参加
が進み介護や家事支援へのニーズが高まる中、看
家協会及び会員紹介所が看護婦や家政婦（夫）
の適正な需給調整に大変大きな役割を果たしている
ことに対し、深く感謝を申し上げる」との発言があり
ました。
　戸苅会長より、研修の充実等による家政サービス
の質の向上、利用者に向けた家政婦（夫）の保有
資格や能力確認のための仕組みの構築について令和
５年度概算要求に組み入れることを要望し、局長より
実現に向け検討したいとの回答をいただきました。

　当協会としては、来年度の予算化に向けて引き続
き積極的に働きかけを行っていくとともに、予算が実
現した暁には、協会を挙げて取り組んでいきたいと
考えています。

MOVEMENT 1

小林人材開発統括官への
要望

田中職業安定局長への
要望

▲田中職業安定局長への要望

▲小林人材開発統括官への要望 ▲左から順に宇野参事官、小林人材開発統括官、黒澤参事官、山地参事官
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（株）畑中ケアサ－ビス

 　所長 畑中公子

姑に指導を受けながら、昭和 62 年 9 月に代
表取締役を引き継ぎました。以来、上部団
体の皆々様のご指導と、その時々の社員、
会員の協力のもとに現在があります。本当に
感謝の念で一杯です。
　所属している団体では教育研修に携わって
きました。関わってきたホ－ムヘルパ－２級養
成講座は、２０２回実施され、開催のご挨拶
を担当したり、修了証をお渡ししたりして参り
ました。またその後５年間、　家政婦（夫）
の資質向上を目指して医療行為の喀痰吸引
３号研修にも携わって参りました。
　現在は、６年目を迎える厚生労働省認可
の家政士検定における検定員としてお手伝
いをしています。
　教育研修に力を入れ、家政士の資格取得
を推進し、「家政士」として自信と誇りを持っ
て働ける職業の確立ができる時代になること
を願っています。良い人材を求める求人者の
方々に、仕事のできる求職者を自信を持って
紹介できたらと思っています。
　紹介業の役割を、多くの人に知っていた
だき、業界発展のために微
力ながら貢献してまいり
たいと思います。今
後とも皆様からの
ご指導のほどよろ
しくお願い申し上
げます。

　令和４年春の褒章においてはからずも黄
綬褒章を拝受しましたことはまことに光栄なこ
とと感謝いたしております。　
　ご推薦いただきました厚生労働省、公益
財団法人日本看護家政紹介事業協会様に
心より御礼申し上げます。
　株式会社畑中ケアサ－ビスは大正 13 年に
創業し98 周年を迎えました。
　私は新宿で紹介業をやっていた嫁ぎ先の

紹介業の大切な役割りを果たすためにも、
教育研修に携わり家政士育成に力を注いできました。

 褒章
受章者からの喜びの声
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　インターネットの普及で海外から輸入や買物が容易にできる
時代となりました。
　海外から届くダンボールはじめ、国内のダンボールもなるべ
く早めに処分した方が良いです。郵送で届く段ボールにはどん
な虫の卵が付いているかわかりません。さらに海外では梱包
時に塩ビテープをよく使いますが、それをエサとする害虫も多
くいます。
　皆さんが知っている害虫でダンボールに集まりがちなのが、
ゴキブリ、ダニ、クモ、そして「シロアリ」です。
　このシロアリは本当に厄介です。家の柱
までかじられてしまいますので注意して
下さい。
　高齢者の方々なども通販で購入し
た品が入っていた空き箱を、捨てず
に保管しているケースが多いようで
すが、ダンボールは早めに処分する
ことをお勧めします。

★皆様からの投稿をお待ちしています。
　お便りと今号のご感想・要望など看家協会事務局（E-mail：
post@kanka.or.jp）まで、メールでお寄せください。また郵
送の場合は協会（下記）までお送りください。
〒 162-0064 東京都新宿区市谷仲之町3-2
公益社団法人 日本看護家政紹介事業協会　はなえみ投稿係

編纂委員会（50音順、◎印委員長）
板井仁志、古賀道、渋谷洋子、◎清水保人、高橋和子、茂木芳枝
渡邉嘉子（編集顧問）

コミュニケーション・テーブル

海外通販の段ボールは早めに処分を！

カコさんとカンタさんのつぶやき

制作会社： 株式会社ヒューマン・コミュニケーション研究所
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-7-14ライオンズ原宿402
研究室： 〒104-0045 東京都中央区築地2-15-10-1602
TEL: 03-3545-8038
E-mail： yoshiko.w@human-c-labo.net

看家広報はなえみ145号  Hanaemi Bimonthly145
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公益社団法人 日本看護家政紹介事業協会
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03-3353-4641

FAX 03-3353-4326
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編集後記

Communication Table KAKO & KANTA

（投稿者　匿名の方より）

（掲載文の執筆者には粗品進呈！）

夏のマスクで熱中症に

ならないように気を付けよう！

●暑くなるとやはりマスクは息苦しいわね。
●唇の上に汗がたまってかぶれたりしたよ。
●時々は保冷剤をくるんだお絞りで拭くと
いいわよ。
●６月６日に政府の新しいマスク着脱ガイ
ドラインが発表されたね。
●屋外で会話がないならマスクしなくてい
いのね。
●室内で2メートルの距離が確保できな
い時はやはりマスクは必要だね。
●自転車に乗る時はしゃべらないし外すよ
うにしたわ。
●一人で庭の水やりをしたり、外で洗濯
物を干す時は外そうかな。
●熱中症にならないようにしなくちゃね。
●補水も大切！

　この度、広報委員に就任しました東京ブ
ロック城南支部、株式会社ACAの板井で

す。今後は協会もSNSなど力をいれてくれるとのことで協会理
事の中ではまだまだ若い？（46歳）私にお声掛けいただきました。
微力ながらお手伝いさせていただければと思います。紹介業も
他社を見渡せば、アプリなどを使って求人、求職をマッチングす
る時代になっていますので看家協会のみならずいずれは各紹介
会社もSNSを活用できるように底上げできればと思います。
弊社は別事業で子供向けのダンス教室を開いていますが、会員
の問い合わせはすべてSNSを通していただいています。今は
SNSと企業とは切っても切れない関係です。まずは、今お読み
いただいている「はなえみ」を紙媒体だけでなくスマホで読め
るようになればと期待しています。 （編纂委員・板井仁志）

10Hanaemi Bimonthly 2022.7



公益社団法人 日本看護家政紹介事業協会

知っておこう！DATA社会のニーズ

出生率は6年連続で低下し、少子化がさらに進行中。

男性の低すぎる育休取得率に女性たちは不安を持つ。

◆出生率低下は出生数減少を増幅させる

◆育休取得率

出典：「人口動態統計」（厚生労働省）

出典：厚生労働省
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看家協会では、近年のスマホやタブレット、パソコンの利用拡大に対応し、
「ＹｏｕＴｕｂｅ」と「Ｔｗｉｔｔｅｒ」を新たに開設します。

子育て中のご家庭や高齢者の介護を行っているご家庭の方々に手軽にスマホなどで
家政婦（夫）の良さを知ってもらい、家政婦（夫）の利用につながる情報を動画を使って伝えていきます。
　７月中に配信を開始する予定ですので、是非ご覧いただき、ご意見、ご感想をお寄せ下さい。

家政婦（夫）さんのお仕事をＳＮＳで発信します


