
ご入会いただくためには…
ご入会いただくと、紹介所への経営のノウハウや事業の伸長拡大のアイデアやヒントが得られます。

家政婦（夫）さん・看護師さんのキャリア・スキルアップや求人の斡旋も受けられます。
また業界として社会へのアピールもできます。 心より、皆様のご入会をお待ちしています。

公益社団法人日本看護家政紹介事業協会 事務局
〒162-0064 東京都新宿区市谷仲之町3-2

TEL : 0120-041-817
FAX : 03-3353-4326
URL : http://kanka.or.jp/
E-mail : post@kanka.or.jp

入会申込書は、当協会ホームページ（http://kanka.or.jp/enrol）の「入会のご案内」のページよりダウロードいただけます。

厚生労働大臣の許可を受け家政婦（夫）または看護師の職業紹介事業（紹介所）を営み、協会
の目的に賛同いただける方
会費：5,000円〔月額〕

求職登録されている家政婦（夫）・看護師さんで協会の目的に賛同いただける方
会費：350円〔月額〕
協会事業にご協力・ご支援いただける企業・団体
会費：5,000円〔月額〕

正 会 員

特 別 会 員

入会申込書を協会事務局へ
郵送してください。

協会事務局にて
会員登録手続きを行います。

初回会費の請求書の入金確認後に
正式な会員登録が完了します。

都営新宿線「曙橋駅」
A3出口より徒歩3分

公益社団法人
日本看護家政紹介事業協会

入会のご案内
新時代の家政婦（夫）・看護師紹介事業の発展に取り組みます。

● 定期的に開催する教育研修事業に参加できます。
● 各種保険・補償制度に加入いただけます。
● 協会ホームページに会員紹介事業者として掲載されます。
● 定期刊行される情報誌や広報誌が提供されます。
● 法令様式や各種書類、営業用媒体などが廉価で購入いただけます。
　 ※労働局の検査・監督に対応した信頼度NO.1の協会版様式です。
● 職業紹介事業の運営等に関する専門相談サービスを受けられます。
● 協会提携機関からの求人を斡旋します。

入会のメリット

入会の申し込みと手続きについて

入会のお問い合わせ及び申し込みは

正会員、特別会員ともに加入時の“入会金”は不要です

会員の種別と会費について

新宿防災センター●

公園●

ドトール　
コーヒー●ローソン●

至新宿 至市ヶ谷至四谷三丁目

曙橋A3出口
●

機動隊
防衛省

セブンイレブン●

公益社団法人
日本看護家政紹介事業協会



私たちは
こんなにお役に立てます

日本看護家政紹介事業協会とは…
こんな組織です

「相談受付フリーダイヤル」（土日・祝日を除く平日9
～17時、TEL:0120-041-817）では、ご利用者様、家
政婦（夫）・看護師さんの相談・問い合わせ・苦情など
や、紹介事業の経営への相談・クレーム対応などの
業務支援について、専門職員が電話で対応します。

紹介事業の経営力の向上に役立つ「紹介業運営セミ
ナー」、家政・介護の技術の基本から応用までが学べ
る「介護家政サービス向上セミナー」など充実した
内容の研修を毎年実施しています。家政・介護サー
ビス向上に役立つ教材を提供します。

家政婦（夫）・看護師さんを斡旋する有料職業紹介事業者と
求職登録する家政婦（夫）、看護師等で構成される団体です。
全国のブロック・支部の皆様と支え合いながら、新時代の
「家政サービス」「介護サービス」「子育てサービス」を中心
に、“幸せな家庭”“安心の老後”“希望あふれる子育て”に寄与
することを目的とする公益社団法人です。

困ったときのために…
●当協会の活動や行政の動向など、役立つ各情報を
タイムリーに提供します。①広報誌『はなえみ』（隔
月刊）、情報誌『ほほえみ』（季刊）、看家協会ニュー
ス（隔月刊）、②当協会webサイト、③SNS等の動
画配信。

●会員の方に廉価でおわけします。①営業用リーフ
レット・営業ツール、家政サービスの仕事内容紹
介DVDなど、②労働局の検査・監督に対応した10
数種類の協会版法令様式など、紹介事業の必須ア
イテム。

情報提供・広報として…
「家政士検定」は、厚生労働大臣認定の公的な検定
制度です。
家政サービスや家事支援業務に関する卓越した知
識、技術を有する方に「家政士」の資格を授与するこ
とにより、家政サービスの専門性を高めるとともに、
サービスを選択する利用者に安心と信頼を提供する
ことを目的としています。

家政士検定制度

「ホームヘルパー協定事業」では、協定企業や団体
の社員の皆様が会員紹介所による家事・介護サー
ビスを円滑利用いただくことにより仕事と家事・介
護・育児の両立を支援し、家政婦（夫）さんの就労
機会の拡大にも役立っています。

仕事と家庭の両立を支援

看護家政紹介事業に貢献された紹介所長、職業紹
介責任者、職業紹介従事者及び家政婦（夫）・看護
師さんへ、協会表彰の制度があります。また、叙勲
や厚生労働大臣・職業安定局長表彰の推薦をして
います。

貢献された方には…

家政婦（夫）・看護師さんの就業・通勤中のけがや就
業中に起きた事故の損害賠償をはじめ、各種補償制
度に加入できて安心して働けます。制度加入への相
談対応をサポートしています。詳しくは協会事務局
へお問い合わせください。

福利厚生充実のため…

紹介業の問題解決に向けた取り組みとして、後継者
問題、求人・求職者の確保、介護保険制度など関連
施策の動向についてなどを調査・研究し、政策への
提言もしています。

調査研究でアピール

教育をサポート

入会されるとこんなことができます

イテム。

労働局の検査・監督に対応した協会版法令様式

広報誌、webサイト、営業ツールなど

家政士章

家政士養成テキスト

実技試験
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正会員 入会申込書 
 

この度貴協会の目的に賛同し、下記のとおり入会を申し込みいたします。 
 

申込日       年    月    日 

事業所番号 許可年月日      年   月   日 

フリガナ  

㊞ 

紹介所名  

フリガナ  

代表者名 
        

生年月日 西暦     年   月   日 

住 所 

〒            都･道              市･区                   

府･県             町･村  

 

電話・FAX 電話 (        )     － FAX (        )     － 

ご担当連絡先 電話 (        )     － 氏名 

E-mail 
協会から各手続等ご案内等差し上げるに使用させていただきます 

Web URL 有  ・  無 （いずれか○で囲んでください） 

入会希望理由 

 

できるだけ詳しく 

お願いします 

 

 

 

 

 

 

 
※上記太枠内にご記入・ご押印いただき、下記協会事務局まで郵送にてご送付願います。 

企業概要がわかるパンフレット等資料がございましたらご同封ください。 
 

      公益社団法人日本看護家政紹介事業協会 正会員入会係 

〒162-0064 東京都新宿区市谷仲之町 3-2 

Tel:03-3353-4641  /  Fax:03-3353-4326 
 

 

送付先 


