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花知識◆ヒヤシンス（風信子）

●花ことば：「スポーツ」「ゲーム」「遊び」「悲しみを超えた愛」
　白は「控えめな愛らしさ」、赤は「嫉妬」、
　紫は「悲しみ」「初恋のひたむきさ」、
　青は「変わらぬ愛」、黄は「あなたとなら幸せ」
●植物分類：キジカクシ科　多年草　球根植物
●原産地：地中海からトルコ・シリア・イラン・トルクメニスタン
　　　　　  

●ヒヤシンスは球根植物で、ガーデニングにも適し、
　切り花としても愛されています。草丈は大きいものになると
　50cmほどで、球根から茎を伸ばして生長します。
 　2～4月の開花期になると、ピンクや白、青、紫などの色をした
　香りのよい花を茎の先端にたくさん咲かせ、穂のような形を作ります。
　スポーツや遊びが得意な「ヒュアキントス」という美少年がいて、
　太陽神アポロと西風の神ゼピュロスに愛されましたが、
　ヒュアキントスがアポロと円盤投げをして楽しんでいるのを見た
　ゼピュロスが嫉妬し、西風を吹かせると円盤が当たって
　ヒュアキントスが亡くなってしまったという悲しい神話があります。

●INFORMATION　9
◆ケア・ワーカー賠償補償に加入している
　非会員家政婦（夫）の皆様についてのお知らせ

●MOVEMENT❷　7
 「家政士」検定試験では87名の方々が合格！
「家政士」資格を持つ人は全国で781名となりました。

●MOVEMENT❶　6
求職者の開拓、確保の好事例共有で、
新しい時代に向かって挑戦を！

●MOVEMENT❸　8
家政士試験受験者を増やすための
多角的な方策について聞きました。

代表取締役 社長

男性への訴求、外国人の起用！
 工夫次第で成長する家政婦（夫）の市場
株式会社ジャーマン・インターナショナル  

ルース・マリー・ジャーマンさん　1
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れるとか。仕事と子育てはどのようにされたので
しょう。
　当時は育休制度も整っていませんでしたし、性別
役割分担意識が強い時代でしたので大変苦労しまし
た。私はずっと仕事を続けるつもりでしたが、夫は家
事育児をシェアするという発想がなく、全部私がしな
ければなりませんでした。会社の仕事のほかに、家
事、育児。フルタイムワークを３つも抱えたようなもの
です。
　アメリカでは、共働きは当たり前。家事・育児も、“分
担” という意識すらなく時間が空いている方がするの
が当然でしたから、その文化の違いにショックを受け
ました。
　同僚たちに聞くと、両立ができているのは、自分
か夫の親が近くに住んでいて家事・育児を手伝って
もらえている人で、それ以外の人は皆、保育園探し
に大変苦労していました。
　アメリカでは近所の人に気軽にベビーシッターをお
願いする文化がありますが、日本にはなく、保育園
しか選択肢がありませんでした。保育園は子どもを
預ける時間が決まっていますし、基本的には毎日通
うことが前提です。私はその頃、会社を辞めてフリー
ランスで翻訳の仕事をしていたので、仕事に波があ
ります。仕事があるときだけ子どもを預け、仕事がな
いときは家で子どもと過ごしたいという私には、保育
園は不向きでした。
　そこで私がしたのは、最初は九州の義理の母に
来て手伝ってもらうことでした。しかし、義母には義
母の生活があります。ずっと頼るわけにはいかないと
思いました。
　そこで次に私がしたことは、マンション内に貼り紙
をしてベビーシッターを募集することでした。ありがた
いことに3 名の方が喜んで応募してくださり、3人の

お宅に交代で
子どもを預けま
した。そ のう
ち、再就職をし
て仕事が忙しく
なったので、今
度はプロのベ
ビーシッターサービスを頼むことにしました。そのシッ
ター会社では、子どもの面倒を見てくれるだけでな
く、一日の過ごし方、食事内容、トイレの回数など、
細かなレポートを毎日書いてくれ、日本のサービスの
質の高さに驚きました。
　しかし、シッター代は月25 万円にもなり、最低でも
この3倍は稼がなければ働くモチベーションが続かな
いなと思いました。
　子どもが少し大きくなってからは、同じ教会に通う
韓国人の女性に月額いくらかを払い、家で預かって
もらうようになりました。おかげで子どもたちは韓国料
理が好きになり韓国語も少し覚えることができました。
後に子どもたちは国際的な仕事をするようになりまし
たが、この時の経験も影響していると思います。

――いろいろな方の手助けを得て、子育てと仕事
を両立されてきたのですね。
　子どもが大きくなると、ベビーシッターは不要になり
ましたが、次に利用したのは家事代行サービスで
す。その頃には起業して仕事もとても忙しくなり、ど
うしても家事がおろそかになりがちでした。
　週 1回のお掃除サービスや水回りのクリーニングは
よく利用しました。子どもが独立した今でも利用して
います。

の良さを、実体験してもらうのが一番ではないでしょ
うか。
　日本には、日本人も気づかない魅力がたくさんあり
ます。たとえば箸置き。「この小さなかわいらしいもの
は何ですか？」と聞かれ、「これは、自分の使ったお
箸を置くためのもので、お箸を直接テーブルに置くこ
となく清潔に保つためなんですよ」と説明すると、も
のすごく感動されます。そういう小さなことでも、もっ
と日本の良さをアピールすればいいと思います。
――そういうお話をお聞きすると、嬉しくなりま
すね。

　外国人にとって、日本で生活することの難しさは、
日本がハイコンテクスト（暗黙の了解で行間を読むよ
うなコミュニケーション方法）の文化であること。つま
り、阿吽の呼吸で「言わなくてもわかる」、「空気を
読む」という文化です。同じ日本人同士なら言わなく
てもわかることが、文化が異なる外国人にはわかりま
せん。
　たとえば日本人なら、数冊の本を「ここに置いてく
ださい」と言われたら、きちんと揃えてまっすぐに置く
でしょう。でも外国人は、「揃えてまっすぐに置いてく
ださい」まで言わないと、ただ乱雑に言われた場所

に置くだけだったりする。言葉で事細かに説明しなけ
れば、日本人の期待レベルがわからず、それがトラ
ブルのもとにもなってしまうのです。
　家事サービスの場合は特に、「期待レベルがわか
らない」ことがネックになるでしょうね。私がお願いし
ている家事代行会社では、外国人の方には日本人
が同行してOJTで指導しています。
――同じお金をいただくのなら、同じレベルのサー
ビスが得られないとお客様は不満に思うでしょう。
外国人に来ていただくのであれば、研修より詳しく
丁寧にわかりやすくする必要がありますね。

――家政婦（夫）の利用を拡大するために何かア
イデアはありますか？
　現状では、ほとんどの広告が女性を対象としてい
るので、「家事代行サービスで奥様をハッピーに
しましょう」など、もっと男性に訴求してはどうでしょ
うか。日本の夫たちには、妻を楽にしてあげるため
に家政婦（夫）を依頼する、という発想を持ってほ
しいですね。
　家政婦（夫）サービスは、シニアの方も必要かも
しれませんが、むしろ、30代40代の共働きの人たち
に必要になっていくのではないでしょうか。たまには

　今、家事代行で通ってくださる方は男性です。時
代が変わったなと思いますね。この男性は「子ども
が熱を出したので日程を変更してほしい」と言ってこ
られることがあるのですが、昔ならそういう時は奥さ
んが仕事を調整したものです。これも時代の変化で
すね。

――日本では、家政婦（夫）や介護スタッフが圧
倒的に不足しています。何か良い方法はないでしょ
うか。
　海外には日本で働きたい人がたくさんいます。日本
語の学習アプリは世界で1500万人もの人にダウン
ロードされ、多くの外国人が日本語を学んでいます。
日本は少子高齢社会なので、海外の人から見たら、

とてもチャンスがある国なのです。ただ、日本で働く
には制度が厳しすぎるのが現状です。在留資格や
就労ビザなど、制度をもう少し柔軟にすればいいの
ではないでしょうか。
　「日本は給料が安いので魅力がないのでは」と言
う人もいますが、「少々給料が安くても治安が良く安
全な日本で働きたい」という外国人、特に女性はたく
さんいると思います。
　私の息子のパートナーはノルウェー人で、先日彼
女の家族が来日したのですが、こんなことを言って
いました。「これまでノルウェー以上に清潔な国は
ないと思っていたが、日本は別次元だ」と。「公共ト
イレの清潔さは、ありえないほどだ！」とも言っていま
した。
　外国人にとっては、日本の清潔さ、サービスの質、
時間の正確さは信じられないほどのハイレベル。新
幹線に乗ることだって非日常レベルの経験なので
す。でも、その魅力は来てみないとわからない。来
てみたらノルウェー人のファミリーのように、「ありえな
い！」と感動してくれるのですが。
　いくら言葉で「日本の新幹線は素晴らしい」と言っ
ても、「ただの電車でしょ」と言われてしまう。まずは
来てもらうことが大事ですよね。
　日本で働く外国人を増やしたければ、就労体験
ツアーを企画するなどして、日本の魅力や就労環境

子どもが成長しても、仕事を続けるなら
家事代行サービスは必要
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　来日して35年、2人の子どもを育てながら働
いてきたルース・マリー・ジャーマンさん。現在は、
株式会社ジャーマン・インターナショナルの創業
社長として、インバウンド観光客や日本進出を検
討する外国人を対象に日本の良さを紹介したり、
日本でのビジネスやマーケティングのコンサルティ
ングを行っています。ジャーマンさんに、外国人
の目から見た日本の魅力や問題点についてうかが
いました。
　

――ハワイご出身で、ボストンの大学を卒業され、
日本企業であるリクルートに就職。その後30年
以上にわたって日本にお住まいだとか。日本に来
られたいきさつは？
　ハワイには多くの日本人観光客が来ていましたので
日本は身近な国でした。子どもの頃、ハワイのテレビ
で「人造人間キカイダー」が放映されていて、大好
きでよく観ていました。そのせいか、日本語を学ん
だときに私だけ「発音がいい」と褒められて、調子
にのって日本語を勉強するようになりました。ドイツ語
も勉強しましたが性に合わなくてすぐにやめてしまいま
した。
　交換留学で名古屋に来てホームステイをし、日本
が大好きになりました。ボストンの大学は、ハワイで
のんびり育った私には合わなくて、日本の方が馴染
みやすいと感じました。ボストンでもハワイでもなく、
日本で就職したいと思い、行き着いたのがリクルート
という会社でした。私は声が大きく活発な人間です
が、リクルートには、さらに声が大きく元気のいい人

子どもの頃から日本が好き、
交換留学をきっかけに日本に就職

株式会社ジャーマン・インターナショナル
代表取締役 社長
ルース・マリー・ジャーマンさん

ばかりいました。当時はまだめずらしい、女性や外
国人などマイノリティを積極的に活用する会社でもあ
り、居場所を見つけたと思いましたね。ただ、英語
のできる社員はほとんどおらず、言葉の壁で最初は
苦労しました。親切な先輩女性がフォローしてくれて
とても心強かったですね。1年だけ働くつもりが、気
がついたら35 年経っていました。

　
――日本人男性と結婚されて、お子さんも2人おら

男性への訴求、外国人の起用！
工夫次第で成長する家政婦（夫）の市場 

家事代行サービスを使って家事から解放され、夫婦
で出かける時間を持つ。そういう考え方を浸透させ
るようにすればいいと思います。
　会社の福利厚生に家事代行サービスを加えてもら
うのもいいですね。今、企業では社員の年次有給
休暇の消化率を上げたり、男性の育休取得率を上
げるのに苦労していますから、社員が快適な休みを
取れるようにする家事代行サービスは有効だと思い
ます。
　また、高齢の親のために子どもが契約して、家政
婦（夫）さんを親の家に派遣するということがもっと
広まるといいと思います。
　私にはハワイに一人暮らしの母がいますが、母の
ために月2回、見守りを兼ねて家事サービスを依頼し
ています。いつも母の様子を見てくれて、何かあっ
たらすぐに知らせてくれるという安心感があります。

――どんな人が、家政婦（夫）や介護サービスを
してくれたらいいと思いますか？
　まず優しい人ですね。次に、フレキシブルな人。
急なお願いや変更にも対応してくれることは、子育て
中の働く女性にとって非常に重要です。
　サブスクリプション（定額）サービスがあればいい
と思いますね。たとえば月5,000円支払えば、必要な
ときにいつでも3回利用できるとか。いろいろ考えられ
るのではないでしょうか。
　私は賃貸マンションの営業をしていた時期がありま
すが、たとえば定額の家事代行サービス付きのマン
ションも付加価値になるのではないでしょうか。一人
暮らしの高齢者が増えていく時代ですからね。
　今、時代がどんどん変わっていますから、多様な
ニーズにフレキシブルに対応できるサービスを考え、
提供していくといいと思います。
　アイデア次第で、家政婦（夫）のマーケットはまだ
まだ広がるのではないでしょうか。

日本の性別役割分担意識に苦労
周囲の人たちの助けで仕事と育児を両立

男性への訴求、外国人の起用！
工夫次第で成長する家政婦（夫）の市場

米国ノースカロライナ州生まれハワイ州育ち。ボストンのタフツ大学国際関
係学部卒業後、リクルートに入社し、以来35年間日本に滞在。1992年
から個人事業主として翻訳と通訳のキャリアを構築し、2000年から株式会
社スペースデザインに在籍。東京・横浜・ドバイにて、新規事業の来日外
国人向けの家具付きサービスアパートメントの開発・運営業務に携わる。
2012年4月に、株式会社ジャーマン・インターナショナルを創業。日本の
グローバル化のサポートとインターナショナルマーケティング／インバウンド向
けのプロモーション、企業や自治体向けに外国人の顧客創造と外国人顧
客への営業戦略のコンサルティングを行っている。1998年に日本語能力
試験（JLPT）１級合格、2006年に欧米系女性として初めて日本の宅地
建物取引士となる。NHKの「しごとの基礎英語」「しごとのにほんご」など
のテレビ番組でも活躍中。著書：『日本人がいつまでも誇りにしたい39の
こと』（あさ出版）など。

▶ルース・マリー・ジャーマンさんプロフィール：

1 Hanaemi Bimonthly 2023.3 2Hanaemi Bimonthly 2023.3
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母の生活があります。ずっと頼るわけにはいかないと
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いことに3 名の方が喜んで応募してくださり、3人の
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　しかし、シッター代は月25 万円にもなり、最低でも
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を両立されてきたのですね。
　子どもが大きくなると、ベビーシッターは不要になり
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よく利用しました。子どもが独立した今でも利用して
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うか。
　日本には、日本人も気づかない魅力がたくさんあり
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は何ですか？」と聞かれ、「これは、自分の使ったお
箸を置くためのもので、お箸を直接テーブルに置くこ
となく清潔に保つためなんですよ」と説明すると、も
のすごく感動されます。そういう小さなことでも、もっ
と日本の良さをアピールすればいいと思います。
――そういうお話をお聞きすると、嬉しくなりま
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うなコミュニケーション方法）の文化であること。つま
り、阿吽の呼吸で「言わなくてもわかる」、「空気を
読む」という文化です。同じ日本人同士なら言わなく
てもわかることが、文化が異なる外国人にはわかりま
せん。
　たとえば日本人なら、数冊の本を「ここに置いてく
ださい」と言われたら、きちんと揃えてまっすぐに置く
でしょう。でも外国人は、「揃えてまっすぐに置いてく
ださい」まで言わないと、ただ乱雑に言われた場所
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れば、日本人の期待レベルがわからず、それがトラ
ブルのもとにもなってしまうのです。
　家事サービスの場合は特に、「期待レベルがわか
らない」ことがネックになるでしょうね。私がお願いし
ている家事代行会社では、外国人の方には日本人
が同行してOJTで指導しています。
――同じお金をいただくのなら、同じレベルのサー
ビスが得られないとお客様は不満に思うでしょう。
外国人に来ていただくのであれば、研修より詳しく
丁寧にわかりやすくする必要がありますね。

――家政婦（夫）の利用を拡大するために何かア
イデアはありますか？
　現状では、ほとんどの広告が女性を対象としてい
るので、「家事代行サービスで奥様をハッピーに
しましょう」など、もっと男性に訴求してはどうでしょ
うか。日本の夫たちには、妻を楽にしてあげるため
に家政婦（夫）を依頼する、という発想を持ってほ
しいですね。
　家政婦（夫）サービスは、シニアの方も必要かも
しれませんが、むしろ、30代40代の共働きの人たち
に必要になっていくのではないでしょうか。たまには

　今、家事代行で通ってくださる方は男性です。時
代が変わったなと思いますね。この男性は「子ども
が熱を出したので日程を変更してほしい」と言ってこ
られることがあるのですが、昔ならそういう時は奥さ
んが仕事を調整したものです。これも時代の変化で
すね。

――日本では、家政婦（夫）や介護スタッフが圧
倒的に不足しています。何か良い方法はないでしょ
うか。
　海外には日本で働きたい人がたくさんいます。日本
語の学習アプリは世界で1500万人もの人にダウン
ロードされ、多くの外国人が日本語を学んでいます。
日本は少子高齢社会なので、海外の人から見たら、

とてもチャンスがある国なのです。ただ、日本で働く
には制度が厳しすぎるのが現状です。在留資格や
就労ビザなど、制度をもう少し柔軟にすればいいの
ではないでしょうか。
　「日本は給料が安いので魅力がないのでは」と言
う人もいますが、「少々給料が安くても治安が良く安
全な日本で働きたい」という外国人、特に女性はたく
さんいると思います。
　私の息子のパートナーはノルウェー人で、先日彼
女の家族が来日したのですが、こんなことを言って
いました。「これまでノルウェー以上に清潔な国は
ないと思っていたが、日本は別次元だ」と。「公共ト
イレの清潔さは、ありえないほどだ！」とも言っていま
した。
　外国人にとっては、日本の清潔さ、サービスの質、
時間の正確さは信じられないほどのハイレベル。新
幹線に乗ることだって非日常レベルの経験なので
す。でも、その魅力は来てみないとわからない。来
てみたらノルウェー人のファミリーのように、「ありえな
い！」と感動してくれるのですが。
　いくら言葉で「日本の新幹線は素晴らしい」と言っ
ても、「ただの電車でしょ」と言われてしまう。まずは
来てもらうことが大事ですよね。
　日本で働く外国人を増やしたければ、就労体験
ツアーを企画するなどして、日本の魅力や就労環境

子どもが成長しても、仕事を続けるなら
家事代行サービスは必要

Special Interview

　来日して35年、2人の子どもを育てながら働
いてきたルース・マリー・ジャーマンさん。現在は、
株式会社ジャーマン・インターナショナルの創業
社長として、インバウンド観光客や日本進出を検
討する外国人を対象に日本の良さを紹介したり、
日本でのビジネスやマーケティングのコンサルティ
ングを行っています。ジャーマンさんに、外国人
の目から見た日本の魅力や問題点についてうかが
いました。
　

――ハワイご出身で、ボストンの大学を卒業され、
日本企業であるリクルートに就職。その後30年
以上にわたって日本にお住まいだとか。日本に来
られたいきさつは？
　ハワイには多くの日本人観光客が来ていましたので
日本は身近な国でした。子どもの頃、ハワイのテレビ
で「人造人間キカイダー」が放映されていて、大好
きでよく観ていました。そのせいか、日本語を学ん
だときに私だけ「発音がいい」と褒められて、調子
にのって日本語を勉強するようになりました。ドイツ語
も勉強しましたが性に合わなくてすぐにやめてしまいま
した。
　交換留学で名古屋に来てホームステイをし、日本
が大好きになりました。ボストンの大学は、ハワイで
のんびり育った私には合わなくて、日本の方が馴染
みやすいと感じました。ボストンでもハワイでもなく、
日本で就職したいと思い、行き着いたのがリクルート
という会社でした。私は声が大きく活発な人間です
が、リクルートには、さらに声が大きく元気のいい人

子どもの頃から日本が好き、
交換留学をきっかけに日本に就職

株式会社ジャーマン・インターナショナル
代表取締役 社長
ルース・マリー・ジャーマンさん

ばかりいました。当時はまだめずらしい、女性や外
国人などマイノリティを積極的に活用する会社でもあ
り、居場所を見つけたと思いましたね。ただ、英語
のできる社員はほとんどおらず、言葉の壁で最初は
苦労しました。親切な先輩女性がフォローしてくれて
とても心強かったですね。1年だけ働くつもりが、気
がついたら35 年経っていました。

　
――日本人男性と結婚されて、お子さんも2人おら

男性への訴求、外国人の起用！
工夫次第で成長する家政婦（夫）の市場 

家事代行サービスを使って家事から解放され、夫婦
で出かける時間を持つ。そういう考え方を浸透させ
るようにすればいいと思います。
　会社の福利厚生に家事代行サービスを加えてもら
うのもいいですね。今、企業では社員の年次有給
休暇の消化率を上げたり、男性の育休取得率を上
げるのに苦労していますから、社員が快適な休みを
取れるようにする家事代行サービスは有効だと思い
ます。
　また、高齢の親のために子どもが契約して、家政
婦（夫）さんを親の家に派遣するということがもっと
広まるといいと思います。
　私にはハワイに一人暮らしの母がいますが、母の
ために月2回、見守りを兼ねて家事サービスを依頼し
ています。いつも母の様子を見てくれて、何かあっ
たらすぐに知らせてくれるという安心感があります。

――どんな人が、家政婦（夫）や介護サービスを
してくれたらいいと思いますか？
　まず優しい人ですね。次に、フレキシブルな人。
急なお願いや変更にも対応してくれることは、子育て
中の働く女性にとって非常に重要です。
　サブスクリプション（定額）サービスがあればいい
と思いますね。たとえば月5,000円支払えば、必要な
ときにいつでも3回利用できるとか。いろいろ考えられ
るのではないでしょうか。
　私は賃貸マンションの営業をしていた時期がありま
すが、たとえば定額の家事代行サービス付きのマン
ションも付加価値になるのではないでしょうか。一人
暮らしの高齢者が増えていく時代ですからね。
　今、時代がどんどん変わっていますから、多様な
ニーズにフレキシブルに対応できるサービスを考え、
提供していくといいと思います。
　アイデア次第で、家政婦（夫）のマーケットはまだ
まだ広がるのではないでしょうか。

日本の性別役割分担意識に苦労
周囲の人たちの助けで仕事と育児を両立

男性への訴求、外国人の起用！
工夫次第で成長する家政婦（夫）の市場

米国ノースカロライナ州生まれハワイ州育ち。ボストンのタフツ大学国際関
係学部卒業後、リクルートに入社し、以来35年間日本に滞在。1992年
から個人事業主として翻訳と通訳のキャリアを構築し、2000年から株式会
社スペースデザインに在籍。東京・横浜・ドバイにて、新規事業の来日外
国人向けの家具付きサービスアパートメントの開発・運営業務に携わる。
2012年4月に、株式会社ジャーマン・インターナショナルを創業。日本の
グローバル化のサポートとインターナショナルマーケティング／インバウンド向
けのプロモーション、企業や自治体向けに外国人の顧客創造と外国人顧
客への営業戦略のコンサルティングを行っている。1998年に日本語能力
試験（JLPT）１級合格、2006年に欧米系女性として初めて日本の宅地
建物取引士となる。NHKの「しごとの基礎英語」「しごとのにほんご」など
のテレビ番組でも活躍中。著書：『日本人がいつまでも誇りにしたい39の
こと』（あさ出版）など。

▶ルース・マリー・ジャーマンさんプロフィール：
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の良さを、実体験してもらうのが一番ではないでしょ
うか。
　日本には、日本人も気づかない魅力がたくさんあり
ます。たとえば箸置き。「この小さなかわいらしいもの
は何ですか？」と聞かれ、「これは、自分の使ったお
箸を置くためのもので、お箸を直接テーブルに置くこ
となく清潔に保つためなんですよ」と説明すると、も
のすごく感動されます。そういう小さなことでも、もっ
と日本の良さをアピールすればいいと思います。
――そういうお話をお聞きすると、嬉しくなりま
すね。

　外国人にとって、日本で生活することの難しさは、
日本がハイコンテクスト（暗黙の了解で行間を読むよ
うなコミュニケーション方法）の文化であること。つま
り、阿吽の呼吸で「言わなくてもわかる」、「空気を
読む」という文化です。同じ日本人同士なら言わなく
てもわかることが、文化が異なる外国人にはわかりま
せん。
　たとえば日本人なら、数冊の本を「ここに置いてく
ださい」と言われたら、きちんと揃えてまっすぐに置く
でしょう。でも外国人は、「揃えてまっすぐに置いてく
ださい」まで言わないと、ただ乱雑に言われた場所

に置くだけだったりする。言葉で事細かに説明しなけ
れば、日本人の期待レベルがわからず、それがトラ
ブルのもとにもなってしまうのです。
　家事サービスの場合は特に、「期待レベルがわか
らない」ことがネックになるでしょうね。私がお願いし
ている家事代行会社では、外国人の方には日本人
が同行してOJTで指導しています。
――同じお金をいただくのなら、同じレベルのサー
ビスが得られないとお客様は不満に思うでしょう。
外国人に来ていただくのであれば、研修より詳しく
丁寧にわかりやすくする必要がありますね。

――家政婦（夫）の利用を拡大するために何かア
イデアはありますか？
　現状では、ほとんどの広告が女性を対象としてい
るので、「家事代行サービスで奥様をハッピーに
しましょう」など、もっと男性に訴求してはどうでしょ
うか。日本の夫たちには、妻を楽にしてあげるため
に家政婦（夫）を依頼する、という発想を持ってほ
しいですね。
　家政婦（夫）サービスは、シニアの方も必要かも
しれませんが、むしろ、30代40代の共働きの人たち
に必要になっていくのではないでしょうか。たまには

　今、家事代行で通ってくださる方は男性です。時
代が変わったなと思いますね。この男性は「子ども
が熱を出したので日程を変更してほしい」と言ってこ
られることがあるのですが、昔ならそういう時は奥さ
んが仕事を調整したものです。これも時代の変化で
すね。

――日本では、家政婦（夫）や介護スタッフが圧
倒的に不足しています。何か良い方法はないでしょ
うか。
　海外には日本で働きたい人がたくさんいます。日本
語の学習アプリは世界で1500万人もの人にダウン
ロードされ、多くの外国人が日本語を学んでいます。
日本は少子高齢社会なので、海外の人から見たら、

とてもチャンスがある国なのです。ただ、日本で働く
には制度が厳しすぎるのが現状です。在留資格や
就労ビザなど、制度をもう少し柔軟にすればいいの
ではないでしょうか。
　「日本は給料が安いので魅力がないのでは」と言
う人もいますが、「少々給料が安くても治安が良く安
全な日本で働きたい」という外国人、特に女性はたく
さんいると思います。
　私の息子のパートナーはノルウェー人で、先日彼
女の家族が来日したのですが、こんなことを言って
いました。「これまでノルウェー以上に清潔な国は
ないと思っていたが、日本は別次元だ」と。「公共ト
イレの清潔さは、ありえないほどだ！」とも言っていま
した。
　外国人にとっては、日本の清潔さ、サービスの質、
時間の正確さは信じられないほどのハイレベル。新
幹線に乗ることだって非日常レベルの経験なので
す。でも、その魅力は来てみないとわからない。来
てみたらノルウェー人のファミリーのように、「ありえな
い！」と感動してくれるのですが。
　いくら言葉で「日本の新幹線は素晴らしい」と言っ
ても、「ただの電車でしょ」と言われてしまう。まずは
来てもらうことが大事ですよね。
　日本で働く外国人を増やしたければ、就労体験
ツアーを企画するなどして、日本の魅力や就労環境

外国人にとって、賃金は安くても
安全で清潔な日本は魅力いっぱいの国

Special Interview

家事代行サービスを使って家事から解放され、夫婦
で出かける時間を持つ。そういう考え方を浸透させ
るようにすればいいと思います。
　会社の福利厚生に家事代行サービスを加えてもら
うのもいいですね。今、企業では社員の年次有給
休暇の消化率を上げたり、男性の育休取得率を上
げるのに苦労していますから、社員が快適な休みを
取れるようにする家事代行サービスは有効だと思い
ます。
　また、高齢の親のために子どもが契約して、家政
婦（夫）さんを親の家に派遣するということがもっと
広まるといいと思います。
　私にはハワイに一人暮らしの母がいますが、母の
ために月2回、見守りを兼ねて家事サービスを依頼し
ています。いつも母の様子を見てくれて、何かあっ
たらすぐに知らせてくれるという安心感があります。

――どんな人が、家政婦（夫）や介護サービスを
してくれたらいいと思いますか？
　まず優しい人ですね。次に、フレキシブルな人。
急なお願いや変更にも対応してくれることは、子育て
中の働く女性にとって非常に重要です。
　サブスクリプション（定額）サービスがあればいい
と思いますね。たとえば月5,000円支払えば、必要な
ときにいつでも3回利用できるとか。いろいろ考えられ
るのではないでしょうか。
　私は賃貸マンションの営業をしていた時期がありま
すが、たとえば定額の家事代行サービス付きのマン
ションも付加価値になるのではないでしょうか。一人
暮らしの高齢者が増えていく時代ですからね。
　今、時代がどんどん変わっていますから、多様な
ニーズにフレキシブルに対応できるサービスを考え、
提供していくといいと思います。
　アイデア次第で、家政婦（夫）のマーケットはまだ
まだ広がるのではないでしょうか。

家政婦（夫）サービスを
男性や企業にもっとアピールしては

「空気を読む」という日本の文化は
外国人が日本で働くときの壁の１つ

出典：厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況まとめ（令和４年10月末現在）。
　　 以下の図表は全て同じ。

● 国籍別外国人労働者の割合 ● 産業別外国人労働者の推移
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（単位：千人）

外国人労働者数
1,822,725人

中国（香港、マカオを含む）
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フィリピン
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の良さを、実体験してもらうのが一番ではないでしょ
うか。
　日本には、日本人も気づかない魅力がたくさんあり
ます。たとえば箸置き。「この小さなかわいらしいもの
は何ですか？」と聞かれ、「これは、自分の使ったお
箸を置くためのもので、お箸を直接テーブルに置くこ
となく清潔に保つためなんですよ」と説明すると、も
のすごく感動されます。そういう小さなことでも、もっ
と日本の良さをアピールすればいいと思います。
――そういうお話をお聞きすると、嬉しくなりま
すね。

　外国人にとって、日本で生活することの難しさは、
日本がハイコンテクスト（暗黙の了解で行間を読むよ
うなコミュニケーション方法）の文化であること。つま
り、阿吽の呼吸で「言わなくてもわかる」、「空気を
読む」という文化です。同じ日本人同士なら言わなく
てもわかることが、文化が異なる外国人にはわかりま
せん。
　たとえば日本人なら、数冊の本を「ここに置いてく
ださい」と言われたら、きちんと揃えてまっすぐに置く
でしょう。でも外国人は、「揃えてまっすぐに置いてく
ださい」まで言わないと、ただ乱雑に言われた場所

に置くだけだったりする。言葉で事細かに説明しなけ
れば、日本人の期待レベルがわからず、それがトラ
ブルのもとにもなってしまうのです。
　家事サービスの場合は特に、「期待レベルがわか
らない」ことがネックになるでしょうね。私がお願いし
ている家事代行会社では、外国人の方には日本人
が同行してOJTで指導しています。
――同じお金をいただくのなら、同じレベルのサー
ビスが得られないとお客様は不満に思うでしょう。
外国人に来ていただくのであれば、研修より詳しく
丁寧にわかりやすくする必要がありますね。

――家政婦（夫）の利用を拡大するために何かア
イデアはありますか？
　現状では、ほとんどの広告が女性を対象としてい
るので、「家事代行サービスで奥様をハッピーに
しましょう」など、もっと男性に訴求してはどうでしょ
うか。日本の夫たちには、妻を楽にしてあげるため
に家政婦（夫）を依頼する、という発想を持ってほ
しいですね。
　家政婦（夫）サービスは、シニアの方も必要かも
しれませんが、むしろ、30代40代の共働きの人たち
に必要になっていくのではないでしょうか。たまには

　今、家事代行で通ってくださる方は男性です。時
代が変わったなと思いますね。この男性は「子ども
が熱を出したので日程を変更してほしい」と言ってこ
られることがあるのですが、昔ならそういう時は奥さ
んが仕事を調整したものです。これも時代の変化で
すね。

――日本では、家政婦（夫）や介護スタッフが圧
倒的に不足しています。何か良い方法はないでしょ
うか。
　海外には日本で働きたい人がたくさんいます。日本
語の学習アプリは世界で1500万人もの人にダウン
ロードされ、多くの外国人が日本語を学んでいます。
日本は少子高齢社会なので、海外の人から見たら、

とてもチャンスがある国なのです。ただ、日本で働く
には制度が厳しすぎるのが現状です。在留資格や
就労ビザなど、制度をもう少し柔軟にすればいいの
ではないでしょうか。
　「日本は給料が安いので魅力がないのでは」と言
う人もいますが、「少々給料が安くても治安が良く安
全な日本で働きたい」という外国人、特に女性はたく
さんいると思います。
　私の息子のパートナーはノルウェー人で、先日彼
女の家族が来日したのですが、こんなことを言って
いました。「これまでノルウェー以上に清潔な国は
ないと思っていたが、日本は別次元だ」と。「公共ト
イレの清潔さは、ありえないほどだ！」とも言っていま
した。
　外国人にとっては、日本の清潔さ、サービスの質、
時間の正確さは信じられないほどのハイレベル。新
幹線に乗ることだって非日常レベルの経験なので
す。でも、その魅力は来てみないとわからない。来
てみたらノルウェー人のファミリーのように、「ありえな
い！」と感動してくれるのですが。
　いくら言葉で「日本の新幹線は素晴らしい」と言っ
ても、「ただの電車でしょ」と言われてしまう。まずは
来てもらうことが大事ですよね。
　日本で働く外国人を増やしたければ、就労体験
ツアーを企画するなどして、日本の魅力や就労環境

外国人にとって、賃金は安くても
安全で清潔な日本は魅力いっぱいの国

Special Interview

家事代行サービスを使って家事から解放され、夫婦
で出かける時間を持つ。そういう考え方を浸透させ
るようにすればいいと思います。
　会社の福利厚生に家事代行サービスを加えてもら
うのもいいですね。今、企業では社員の年次有給
休暇の消化率を上げたり、男性の育休取得率を上
げるのに苦労していますから、社員が快適な休みを
取れるようにする家事代行サービスは有効だと思い
ます。
　また、高齢の親のために子どもが契約して、家政
婦（夫）さんを親の家に派遣するということがもっと
広まるといいと思います。
　私にはハワイに一人暮らしの母がいますが、母の
ために月2回、見守りを兼ねて家事サービスを依頼し
ています。いつも母の様子を見てくれて、何かあっ
たらすぐに知らせてくれるという安心感があります。

――どんな人が、家政婦（夫）や介護サービスを
してくれたらいいと思いますか？
　まず優しい人ですね。次に、フレキシブルな人。
急なお願いや変更にも対応してくれることは、子育て
中の働く女性にとって非常に重要です。
　サブスクリプション（定額）サービスがあればいい
と思いますね。たとえば月5,000円支払えば、必要な
ときにいつでも3回利用できるとか。いろいろ考えられ
るのではないでしょうか。
　私は賃貸マンションの営業をしていた時期がありま
すが、たとえば定額の家事代行サービス付きのマン
ションも付加価値になるのではないでしょうか。一人
暮らしの高齢者が増えていく時代ですからね。
　今、時代がどんどん変わっていますから、多様な
ニーズにフレキシブルに対応できるサービスを考え、
提供していくといいと思います。
　アイデア次第で、家政婦（夫）のマーケットはまだ
まだ広がるのではないでしょうか。

家政婦（夫）サービスを
男性や企業にもっとアピールしては

「空気を読む」という日本の文化は
外国人が日本で働くときの壁の１つ

出典：厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況まとめ（令和４年10月末現在）。
　　 以下の図表は全て同じ。

● 国籍別外国人労働者の割合 ● 産業別外国人労働者の推移
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製造業

サービス業（他に分類されないもの）

卸売業、小売業

宿泊業、飲食サービス業

その他

総数

（単位：千人）

外国人労働者数
1,822,725人

中国（香港、マカオを含む）
385,848人

21.2% 韓国
67,335人

3.7%

フィリピン
206,050人

11.3%

ベトナム  462,384人

25.4%
ネパール
118,196人

6.5%

インドネシア
77,889人

4.3%

ミャンマー
47,498人 2.6%

ブラジル
135,167人 7.4%

ペルー
31,263人 1.7%

G7 等
81,175人

4.5%

その他
209,920人

11.5%
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の良さを、実体験してもらうのが一番ではないでしょ
うか。
　日本には、日本人も気づかない魅力がたくさんあり
ます。たとえば箸置き。「この小さなかわいらしいもの
は何ですか？」と聞かれ、「これは、自分の使ったお
箸を置くためのもので、お箸を直接テーブルに置くこ
となく清潔に保つためなんですよ」と説明すると、も
のすごく感動されます。そういう小さなことでも、もっ
と日本の良さをアピールすればいいと思います。
――そういうお話をお聞きすると、嬉しくなりま
すね。

　外国人にとって、日本で生活することの難しさは、
日本がハイコンテクスト（暗黙の了解で行間を読むよ
うなコミュニケーション方法）の文化であること。つま
り、阿吽の呼吸で「言わなくてもわかる」、「空気を
読む」という文化です。同じ日本人同士なら言わなく
てもわかることが、文化が異なる外国人にはわかりま
せん。
　たとえば日本人なら、数冊の本を「ここに置いてく
ださい」と言われたら、きちんと揃えてまっすぐに置く
でしょう。でも外国人は、「揃えてまっすぐに置いてく
ださい」まで言わないと、ただ乱雑に言われた場所

に置くだけだったりする。言葉で事細かに説明しなけ
れば、日本人の期待レベルがわからず、それがトラ
ブルのもとにもなってしまうのです。
　家事サービスの場合は特に、「期待レベルがわか
らない」ことがネックになるでしょうね。私がお願いし
ている家事代行会社では、外国人の方には日本人
が同行してOJTで指導しています。
――同じお金をいただくのなら、同じレベルのサー
ビスが得られないとお客様は不満に思うでしょう。
外国人に来ていただくのであれば、研修より詳しく
丁寧にわかりやすくする必要がありますね。

――家政婦（夫）の利用を拡大するために何かア
イデアはありますか？
　現状では、ほとんどの広告が女性を対象としてい
るので、「家事代行サービスで奥様をハッピーに
しましょう」など、もっと男性に訴求してはどうでしょ
うか。日本の夫たちには、妻を楽にしてあげるため
に家政婦（夫）を依頼する、という発想を持ってほ
しいですね。
　家政婦（夫）サービスは、シニアの方も必要かも
しれませんが、むしろ、30代40代の共働きの人たち
に必要になっていくのではないでしょうか。たまには

　今、家事代行で通ってくださる方は男性です。時
代が変わったなと思いますね。この男性は「子ども
が熱を出したので日程を変更してほしい」と言ってこ
られることがあるのですが、昔ならそういう時は奥さ
んが仕事を調整したものです。これも時代の変化で
すね。

――日本では、家政婦（夫）や介護スタッフが圧
倒的に不足しています。何か良い方法はないでしょ
うか。
　海外には日本で働きたい人がたくさんいます。日本
語の学習アプリは世界で1500万人もの人にダウン
ロードされ、多くの外国人が日本語を学んでいます。
日本は少子高齢社会なので、海外の人から見たら、

とてもチャンスがある国なのです。ただ、日本で働く
には制度が厳しすぎるのが現状です。在留資格や
就労ビザなど、制度をもう少し柔軟にすればいいの
ではないでしょうか。
　「日本は給料が安いので魅力がないのでは」と言
う人もいますが、「少々給料が安くても治安が良く安
全な日本で働きたい」という外国人、特に女性はたく
さんいると思います。
　私の息子のパートナーはノルウェー人で、先日彼
女の家族が来日したのですが、こんなことを言って
いました。「これまでノルウェー以上に清潔な国は
ないと思っていたが、日本は別次元だ」と。「公共ト
イレの清潔さは、ありえないほどだ！」とも言っていま
した。
　外国人にとっては、日本の清潔さ、サービスの質、
時間の正確さは信じられないほどのハイレベル。新
幹線に乗ることだって非日常レベルの経験なので
す。でも、その魅力は来てみないとわからない。来
てみたらノルウェー人のファミリーのように、「ありえな
い！」と感動してくれるのですが。
　いくら言葉で「日本の新幹線は素晴らしい」と言っ
ても、「ただの電車でしょ」と言われてしまう。まずは
来てもらうことが大事ですよね。
　日本で働く外国人を増やしたければ、就労体験
ツアーを企画するなどして、日本の魅力や就労環境

Special Interview

　（インタビュー／編纂委員・渋谷洋子　写真／渡邉英昭）

家事代行サービスを使って家事から解放され、夫婦
で出かける時間を持つ。そういう考え方を浸透させ
るようにすればいいと思います。
　会社の福利厚生に家事代行サービスを加えてもら
うのもいいですね。今、企業では社員の年次有給
休暇の消化率を上げたり、男性の育休取得率を上
げるのに苦労していますから、社員が快適な休みを
取れるようにする家事代行サービスは有効だと思い
ます。
　また、高齢の親のために子どもが契約して、家政
婦（夫）さんを親の家に派遣するということがもっと
広まるといいと思います。
　私にはハワイに一人暮らしの母がいますが、母の
ために月2回、見守りを兼ねて家事サービスを依頼し
ています。いつも母の様子を見てくれて、何かあっ
たらすぐに知らせてくれるという安心感があります。

――どんな人が、家政婦（夫）や介護サービスを
してくれたらいいと思いますか？
　まず優しい人ですね。次に、フレキシブルな人。
急なお願いや変更にも対応してくれることは、子育て
中の働く女性にとって非常に重要です。
　サブスクリプション（定額）サービスがあればいい
と思いますね。たとえば月5,000円支払えば、必要な
ときにいつでも3回利用できるとか。いろいろ考えられ
るのではないでしょうか。
　私は賃貸マンションの営業をしていた時期がありま
すが、たとえば定額の家事代行サービス付きのマン
ションも付加価値になるのではないでしょうか。一人
暮らしの高齢者が増えていく時代ですからね。
　今、時代がどんどん変わっていますから、多様な
ニーズにフレキシブルに対応できるサービスを考え、
提供していくといいと思います。
　アイデア次第で、家政婦（夫）のマーケットはまだ
まだ広がるのではないでしょうか。

今後ニーズはもっと多様になる
フレキシブルに対応するサービスが伸びる

外国人労働者は過去最高を更新

●都道府県別の状況

労働者数が多い上位３都府県 

●  東京 500,089人（全体の  27.4％）

●  愛知 188,691人（全体の  10.4％）

●  大阪 124,570人（全体の    6.8％）

対前年増加率が高い上位３県

●  長崎    6,951人（前年比 20.2％増）

● 大分    8,383人（前年比 14.6％増）

● 山梨 10,433人（前年比 13.3％増）

【 令和4年10月末現在 】　

ルース・マリー・ジャーマンさんの著書▶
『日本人がいつまでも誇りにしたい39のこと』

¥ 1,430
出版社： あさ出版
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の良さを、実体験してもらうのが一番ではないでしょ
うか。
　日本には、日本人も気づかない魅力がたくさんあり
ます。たとえば箸置き。「この小さなかわいらしいもの
は何ですか？」と聞かれ、「これは、自分の使ったお
箸を置くためのもので、お箸を直接テーブルに置くこ
となく清潔に保つためなんですよ」と説明すると、も
のすごく感動されます。そういう小さなことでも、もっ
と日本の良さをアピールすればいいと思います。
――そういうお話をお聞きすると、嬉しくなりま
すね。

　外国人にとって、日本で生活することの難しさは、
日本がハイコンテクスト（暗黙の了解で行間を読むよ
うなコミュニケーション方法）の文化であること。つま
り、阿吽の呼吸で「言わなくてもわかる」、「空気を
読む」という文化です。同じ日本人同士なら言わなく
てもわかることが、文化が異なる外国人にはわかりま
せん。
　たとえば日本人なら、数冊の本を「ここに置いてく
ださい」と言われたら、きちんと揃えてまっすぐに置く
でしょう。でも外国人は、「揃えてまっすぐに置いてく
ださい」まで言わないと、ただ乱雑に言われた場所

に置くだけだったりする。言葉で事細かに説明しなけ
れば、日本人の期待レベルがわからず、それがトラ
ブルのもとにもなってしまうのです。
　家事サービスの場合は特に、「期待レベルがわか
らない」ことがネックになるでしょうね。私がお願いし
ている家事代行会社では、外国人の方には日本人
が同行してOJTで指導しています。
――同じお金をいただくのなら、同じレベルのサー
ビスが得られないとお客様は不満に思うでしょう。
外国人に来ていただくのであれば、研修より詳しく
丁寧にわかりやすくする必要がありますね。

――家政婦（夫）の利用を拡大するために何かア
イデアはありますか？
　現状では、ほとんどの広告が女性を対象としてい
るので、「家事代行サービスで奥様をハッピーに
しましょう」など、もっと男性に訴求してはどうでしょ
うか。日本の夫たちには、妻を楽にしてあげるため
に家政婦（夫）を依頼する、という発想を持ってほ
しいですね。
　家政婦（夫）サービスは、シニアの方も必要かも
しれませんが、むしろ、30代40代の共働きの人たち
に必要になっていくのではないでしょうか。たまには

　今、家事代行で通ってくださる方は男性です。時
代が変わったなと思いますね。この男性は「子ども
が熱を出したので日程を変更してほしい」と言ってこ
られることがあるのですが、昔ならそういう時は奥さ
んが仕事を調整したものです。これも時代の変化で
すね。

――日本では、家政婦（夫）や介護スタッフが圧
倒的に不足しています。何か良い方法はないでしょ
うか。
　海外には日本で働きたい人がたくさんいます。日本
語の学習アプリは世界で1500万人もの人にダウン
ロードされ、多くの外国人が日本語を学んでいます。
日本は少子高齢社会なので、海外の人から見たら、

とてもチャンスがある国なのです。ただ、日本で働く
には制度が厳しすぎるのが現状です。在留資格や
就労ビザなど、制度をもう少し柔軟にすればいいの
ではないでしょうか。
　「日本は給料が安いので魅力がないのでは」と言
う人もいますが、「少々給料が安くても治安が良く安
全な日本で働きたい」という外国人、特に女性はたく
さんいると思います。
　私の息子のパートナーはノルウェー人で、先日彼
女の家族が来日したのですが、こんなことを言って
いました。「これまでノルウェー以上に清潔な国は
ないと思っていたが、日本は別次元だ」と。「公共ト
イレの清潔さは、ありえないほどだ！」とも言っていま
した。
　外国人にとっては、日本の清潔さ、サービスの質、
時間の正確さは信じられないほどのハイレベル。新
幹線に乗ることだって非日常レベルの経験なので
す。でも、その魅力は来てみないとわからない。来
てみたらノルウェー人のファミリーのように、「ありえな
い！」と感動してくれるのですが。
　いくら言葉で「日本の新幹線は素晴らしい」と言っ
ても、「ただの電車でしょ」と言われてしまう。まずは
来てもらうことが大事ですよね。
　日本で働く外国人を増やしたければ、就労体験
ツアーを企画するなどして、日本の魅力や就労環境

Special Interview

　（インタビュー／編纂委員・渋谷洋子　写真／渡邉英昭）

家事代行サービスを使って家事から解放され、夫婦
で出かける時間を持つ。そういう考え方を浸透させ
るようにすればいいと思います。
　会社の福利厚生に家事代行サービスを加えてもら
うのもいいですね。今、企業では社員の年次有給
休暇の消化率を上げたり、男性の育休取得率を上
げるのに苦労していますから、社員が快適な休みを
取れるようにする家事代行サービスは有効だと思い
ます。
　また、高齢の親のために子どもが契約して、家政
婦（夫）さんを親の家に派遣するということがもっと
広まるといいと思います。
　私にはハワイに一人暮らしの母がいますが、母の
ために月2回、見守りを兼ねて家事サービスを依頼し
ています。いつも母の様子を見てくれて、何かあっ
たらすぐに知らせてくれるという安心感があります。

――どんな人が、家政婦（夫）や介護サービスを
してくれたらいいと思いますか？
　まず優しい人ですね。次に、フレキシブルな人。
急なお願いや変更にも対応してくれることは、子育て
中の働く女性にとって非常に重要です。
　サブスクリプション（定額）サービスがあればいい
と思いますね。たとえば月5,000円支払えば、必要な
ときにいつでも3回利用できるとか。いろいろ考えられ
るのではないでしょうか。
　私は賃貸マンションの営業をしていた時期がありま
すが、たとえば定額の家事代行サービス付きのマン
ションも付加価値になるのではないでしょうか。一人
暮らしの高齢者が増えていく時代ですからね。
　今、時代がどんどん変わっていますから、多様な
ニーズにフレキシブルに対応できるサービスを考え、
提供していくといいと思います。
　アイデア次第で、家政婦（夫）のマーケットはまだ
まだ広がるのではないでしょうか。

今後ニーズはもっと多様になる
フレキシブルに対応するサービスが伸びる

外国人労働者は過去最高を更新

●都道府県別の状況

労働者数が多い上位３都府県 

●  東京 500,089人（全体の  27.4％）

●  愛知 188,691人（全体の  10.4％）

●  大阪 124,570人（全体の    6.8％）

対前年増加率が高い上位３県

●  長崎    6,951人（前年比 20.2％増）

● 大分    8,383人（前年比 14.6％増）

● 山梨 10,433人（前年比 13.3％増）

【 令和4年10月末現在 】　

ルース・マリー・ジャーマンさんの著書▶
『日本人がいつまでも誇りにしたい39のこと』

¥ 1,430
出版社： あさ出版
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MOVEMENT 1

　当紹介所では求職者の確保に、ホームページと
ソーシャルメディアLINEを活用しています。ホーム
ページもLINEも、毎日新しい情報に更新。最も注
目され、興味を持たれているのは求人情報のページ
と賃金のページです。求人情報誌は利用していませ
ん。求職者との連絡は、ほとんどの人がスマホを使
う時代ですから、主にショートメールを使っています。
　日々更新する内容は、「こんな仕事依頼が来てい
ます」という求人の情報です。お客様の地域・家
族構成・どんな仕事（介護ヘルパーか、家事全般
か、食事作りかなど）を期待しておられるのか？　ま
た週何日、何時間の勤務を希望し、働く人が受け取
る報酬金額はいくらになるのか？などの具体的情報に
しています。紹介する方が決まればすぐ情報を削除
し、新しい情報に入れ替えます。
　毎週１～４人くらいの返信が来ますので、すぐに
ショートメールを送り（スマホを使わない方にはFAX
でお送りする場合もある）、面接の日時をお知らせす
るとともに、毎週土曜日に行っている「無料の掃除
研修」を必ず受けていただくようにしています。
　紹介先のご家庭と働く人のマッチングが大切です
から、面接は必ず２～3人で行い、研修講師の評
価も参考にして育つ人かどうか、仕事の向き不向き
などををしっかり見極めた上で紹介しています。望ま
しい方は、「お客様のお話をしっかり聞き、理解でき
る人」「気遣いができる人」です。
　昨今の情報環境を観察し、他業界の参入に負け
ない強みを持ち、先見性を持って努力を続けていく
必要を感じています。

情報の主軸はホームページとLINE
連絡はショートメール

求職者の開拓、確保の好事例共有で、
新しい時代に向かって挑戦を！

求職者への具体的情報を日々更新！

　求職者の確保については多角的な方法を活用して
行っています。求人情報誌、ホームページ、働いて
いる人からの親族・友人知人への口コミも有効です。
　応募者の９割は、地元の求人誌で集めています。
求人誌掲載は、年間予算を決めた上で、ほぼ毎月、
月に１～２回程度実施しています。１回の掲載で、最
大８名程度の応募があります。応募してくる人は、６０
代～７０代前半の主婦が多いです。
　ターゲットのメインは主婦とシニア女性なので「扶
養控除内で働けます」の文も記載。毎月１回以上掲
載しているので仕事を探している人に、安心感をもっ
て事業所名が覚えられていると感じます。

　ホームページは、長くお付き合いのある広告制作
会社に依頼してスマホ対応の制作・管理をお願い
し、読みやすいホームページにしています。
　また、現在求職登録している人からの親族・友人・
知人などへの口コミによる仕事の紹介も歓迎し、紹
介者には謝礼も出しています。

　新たに応募してこられた初心者の方々には、必ず２
～ 3回、現在就業中の方の仕事ぶりを見学してもらっ
て、当日は、地域の最低賃金をお支払いしています。
　最初は短時間の家事援助から始めてもらい、でき
る仕事の範囲を広げてもらうようにしています。加え
て年２回の「定期研修」を行っています。こちらも報
酬付きとして参加を促し、能力向上を推進中です。

求人情報誌は毎月掲載で、
安心感を与えていく

スマホに対応したホームページを作成し、
口コミによる仕事の紹介も歓迎

新人育成に力を入れ、
働く人と職場のマッチングを重視

❶都内紹介所のケース ❷地方都市の紹介所のケース
情報の多角的活用・職場見学＆研修で育成！

2022年、「求職者の確保について」をテーマに公益社団法人全国民営
職業紹介事業協会専務理事の上市貞満氏を講師に迎えて開催した運営
セミナーにおいて紹介された好事例を、共有すべく深掘り取材しました！
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　今回の受験者数は103名。87名の方々が合格さ
れ、合格率は84.5％と前年の87.9％に次ぐ、これま
でで2番目に高い水準でした。合格者のうち会員紹
介所の求職登録者75名に家政士の資格が授与され
ました。これにより、合計781名の家政士が誕生した
ことになります。
　合格された皆様の今後の活躍に期待しています。

　令和5年度の検定試験の日程も決定（下欄参照）
しています。周知に力を入れ一人でも多く技量向上・
社会的信用に結び付く「家政士」検定試験に挑戦
いただけるよう推進していきましょう。
　政府与党やマスコミ等で家政士に関心が高まって
きており、家政士検定試験は、社会での認知が着実

に進展しています。一般の方や学生の方にも、さら
にこの検定試験の存在を広く紹介し、「職業選択の
可能性拡大」に結びつく資格として、挑戦者が増え
ていくことを願っています。会員の皆様には紹介所に
求職登録している家政婦（夫）さんが一人でも多く
受験されるようおすすめし、激励をお願いします。

　大学・専門学校の学生の方々への受験推進にも
力を入れて参りましたが、その結果2名の方が合格
しています。
　この資格の取得は、若い方々が将来社会で自立し
て生きていくための「総合的人間力」を磨く最適な
学びの機会となるはずです。
　会員各位のお知り合いに加え、近隣の大学・教
育機関などに、ぜひこの家政士試験の存在をご案内
いただき、多くの方々の受験を推進していきましょう。

コロナ禍中にもかかわらず、
75名の「家政士」が新たに誕生！

令和5年度の検定日程は11月18日、
推進・呼びかけ・育成をスタートしましょう。

学生・一般の方々へのさらなる認知拡大と
受験への挑戦を推進して参りましょう！

MOVEMENT 2

　　　  「家政士」検定試験では87名の方々が合格！
「家政士」資格を持つ人は全国で781名となりました。

2022年11月19日（土）、令和4年度の厚生労働大臣認定「家政士」検定試験が、
全国7会場（札幌、千葉、東京、横浜、静岡、尼崎、宮崎）で、新型コロナ感染防止に万全の対策を行いつつ
実施されました。各試験会場から回収された学科試験解答用紙と、実技試験の判定結果をもとに、
検定運営委員会の厳正な合否判定が行われ、本年1月31日（火）に合格者が発表されました。

令和4年度
厚生労働大臣認定

▼▶家政士検定試験に合格すると
合格証と家政士章が交付されます

今年度の試験日程（予定）

令和5年

11月18日(土)
実施試験

学科試験

令和5年11月18日(土)～
24日(金)のいずれか1日

※検定試験の詳細は、令和5年8月
　初旬に公表します。

▼「家政士検定試験」会場の様子

MOVEMENT 3

家政士試験受験者を増やすための
多角的な方策について聞きました。
家政士試験の存在は、競合との差別化になっていて、顧客や登録者を
増やす上でも効果的であることが証明されています。また、幅広い家政サービスの
知識が得られることから、指導者の指導力向上にも繋がっていました。

　当事業所では、登録している家政婦（夫）さん
はもちろんですが、別会社にしている訪問介護のヘ
ルパーさんへの連絡や仕事の調整を行っている「サ
ービス提供責任者」に、家政士試験の受験を勧め
ています。今年度受験した４人のうち2人は家政婦
の仕事をしている人で、ほかの2人は介護ヘルパー
さんの指導も担当する「サービス提供責任者」の人
たちでした。家政士資格取得のための勉強をする
と、家事・介護・子育てを包括する幅広い知識や
技能が身につき、介護ヘルパーに対する指導力が
向上します。例えば介護の生活支援の場面での衣
類のたたみ方や防虫の知識は、介護ヘルパーの勉
強の範囲では得られないのす。
　家政士試験への挑戦は、総合的な家政学の知識
が身につき、職能範囲を広げられます。近くの千住
福祉専門学校では、外国人研修生の受け入れもし
ていますので、教務課の先生に家政士試験の家政
士養成テキストをお持ちして、学生さんへ受験を勧
めていただいています。
　また、帝京科学大学からも介護現場で働く実習生
を受け入れていますので、家政士試験について受
験を勧めています。新卒の場合はまず施設での仕
事から始めますが、将来、家政士資格を持ち個人
宅で自信をもって働くキャリア展望を描いていただけ
たらと思っています。
　受験の推進には広報も重要です。家政士試験の
ポスターを会社のエントランスに貼り、外部の方にも
知らせています。また毎月の社内報に家政士試験や
研修会の日時を掲載し、ホームページでも公開して
います。

（有）加島看護婦家政婦紹介所
介護ヘルパーの指導者にも
家政士資格を勧めている

　当紹介所では、登録している家政婦（夫）さんは、
約80名。昨年は、そのうち７名の方が受験してい
ます。
　仕事を始めて１年目の人に受験を勧めています。
現在家政士の資格を持っている人は１０名です。
　今後は、家政士資格を持つ人の報酬を上げてい
きたいと考えています。対外アピールにもなると思って
います。
　家政士試験への挑戦には様々な支援を行っていま
す。当事業所内で研修を行っていますし、受験料や
講習会に参加する場合を含めた交通費の支給も行っ
ています。
　家政士養成テキストについては、受験を終えた後
も仕事内容の知識や技術の確認にもなるので、自費
で購入してもらっています。仕事経験が浅い方は、
早く信用を得て収入を安定させたいので受験に対し
て意欲的です。
　求職登録広告においても家政士検定受験の支援
があることを知らせることで、登録者を増やすことに
繋がってます。育成する上での働く人のモチベー
ション向上にも繋がっています。
　求人の主な方法はクリエイトというＷＥＢの求人情
報の会社に、年間４０万円ほどかけ、家事をしたい
人を募集しています。その場合、家事代行の会社
などと競合する面がありますが、家政士への挑戦
は、家事だけでなく育児や介護の知識や能力も取得
でき、能力範囲が拡がりますから、競合先との差別
化にもなっています。
　家政士試験の存在は、事業を好循環させていく
回転軸のようになっています。

家政士試験は競合他社との差別化に繋がり
求職者の能力拡大にも繋がる

ケース❷宮下家政婦紹介所　ケース❶

令和 5

・・・・・・・

・・・・・・・
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　求人の主な方法はクリエイトというＷＥＢの求人情
報の会社に、年間４０万円ほどかけ、家事をしたい
人を募集しています。その場合、家事代行の会社
などと競合する面がありますが、家政士への挑戦
は、家事だけでなく育児や介護の知識や能力も取得
でき、能力範囲が拡がりますから、競合先との差別
化にもなっています。
　家政士試験の存在は、事業を好循環させていく
回転軸のようになっています。

家政士試験は競合他社との差別化に繋がり
求職者の能力拡大にも繋がる

ケース❷宮下家政婦紹介所　ケース❶

令和 5

・・・・・・・

・・・・・・・
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　職業紹介事業報告書（様式第8号）は、毎年4月30日までに提出することが義務付けられて
います。令和5年4月30日までに所管の労働局へのご提出をお忘れないようご注意ください。

　厚生労働省「人材サービス総合サイト」に職業紹介の実績に関する情報提供を年に2回行
うことが義務付けられています。令和4年度における「就職者数」及び「無期雇用就職者数」
の実績を、令和5年4月1日から4月30日までに同サイトに入力する必要がありますのでお忘れ
ないようご注意ください。
　なお、当協会では「人材サービス総合サイト」への登録代行サービス（登録代行手数料年
間500円）を行っていますので、必要な方は事務局までお申し付けください。

INFORMATION

◆ケア・ワーカー賠償補償に加入している
　非会員家政婦（夫）の皆様についてのお知らせ
　介護労働安定センターのケア・ワーカー賠償責任補償制度は、本年中に終了することと
なりました。
　このため看家協会では、受け皿となる補償制度を特別会員を対象に保険料を引き下げて
新設いたします。
　これに際して、救済措置として現在、介護労働安定センターの補償制度に加入している
家政婦（夫）の方は、特別会員とならなくても看家協会の補償制度に加入することができ
ることとしています。
　この救済措置を適用するために、適用対象となる個々の家政婦（夫）さんの同意のもと、
適用対象家政婦（夫）名簿を介護労働安定センターから看家協会に提供してもらうことに
なります。
　このため、本年５月頃に、介護労働安定センターより各紹介所宛てに、同センターの補償
制度に直接加入している家政婦（夫）さんのリストが送付されますので、当該家政婦（夫）
さん本人に確認いただいた上、「看家協会への個人情報提供の同意をとったことを確認す
る」覧にチェックを入れて、同センターに返送していただくようお願いします。

◆職業紹介事業報告書の労働局への提出をお忘れなく！

◆厚生労働省「人材サービス総合サイト」への情報入力もお忘れなく！
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　人材不足の対応として家政婦（夫）の専業の方ばかりではな

く、Ｗワークやフリーランスといった働き方を選択する人たちへ

のアプローチや募集時の賃上げもおこないましたが、コロナ禍

では就業数は期待ほど伸びていません。マッチングの難しさに

加え、求人、求職者の高齢化によって紹介所の関与する役割も

以前よりずっと増加しました。単純に電子化といった合理化が進

まないところですが、取り扱い業務の増加に備えるため、社内シ

ステムの変更を試みています。一例としては電話で行っていた家

政婦（夫）への連絡方法にSMS（ショートメッセージサービス）を
利用し、業務ソフトを拡張して売上管理、会費管理が会計システ

ムと連動できるようにするなどです。コンプライアンスの関係上

明示しなければならない文書のほか、家政婦（夫）さんが働きや

すい環境づくりに必要なガイダンスや社内で紹介担当者が独占

しないで共有すべき情報を保存する仕組みの必要性を感じてい

ます。社内の理解と協力を得ながら業務システムの改善を進め、

家政婦（夫）さんにもスマートフォンの使い方をじかに教えたり

しながら、社会情勢にあった運営にあわせていきたいものです。

8

★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

社会情勢にあった業務システム改善を！

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149号  Hanaemi Bimonthly149

2023年3月25日発行

発行

TEL

公益社団法人 日本看護家政紹介事業協会
〒 162-0064 東京都新宿区市谷仲之町3-2
03-3353-4641

FAX 03-3353-4326
URL http://kanka.or.jp/

E-mail post@kanka.or.jp

編集後記

Communication Table KAKO & KANTA

（投稿　H.Kより）

（掲載文の執筆者には粗品進呈！）

指を動かし、喜んでもらえる仕事を

しながら健康寿命をのばせるね！

　桜の開花とともに花粉の飛び交う季節と
なりました。皆様いかがお過ごしでしょうか？

今回の巻頭インタビューは、女性起業家のルース･マリー･ジャー
マンさんに面談の機会をいただきました。ルースさんは大学を
卒業され、日本のリクルートに入社され以来35年間日本に滞在
され2人のお子さんの子育ても経験されています。ご自身の経
験を通じて家政婦紹介所の未来について色々なアドバイスもい
ただきました。まだまだ伸びしろはあると実感しました。
　2月22日に東京エリアで看家協会主催の紹介責任者講習会
がありました。看家に特化した内容で5年に一度は再確認のた
め受講が必要であると思いました。36名受講し確認テストは全
員合格でした。 （編纂委員・渋谷洋子）

●人って年齢を重ねるほど元気さの個人
差が大きくなるわね。
●６０歳でバリバリ働ける人がいる一方
で、めっきり元気をなくして、物忘れが
ひどくなった人もいる。
●常に好奇心をもって、新しいものを見
たり、読んだり、考えたり、人と話した
りする脳への刺激が大切だってね。
●脳には酸素と栄養が必要でそれを運ぶの
が血流だから血の巡りを良くしないとね。
●手指を動かす人は脳が老化しにくいんで
すって。日本の100歳以上の人は、今
８万人以上いてその９割が女性だって！　
料理や掃除で手を使っているのかも。
●僕らの仕事はきっと老化防止になって
るね。特に親指は意欲と深く関係して
るって。
●親指と人差し指で、指先のツメを挟む
と全身の血流が良くなるんですって！
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公益社団法人 日本看護家政紹介事業協会
看家協会YouTubeチャンネルをどうぞご覧ください。

税法上の優遇措置が適用される
当協会への寄附金をお願い申し上げます。

２０２3年は新型コロナウイルスの感染拡大がなお続いて
おり、人々の生活・人生をサポートする当協会の活動に、
ますます社会の期待が高まっております。当協会は、設
立以来看家紹介事業の発展及び看護師家政婦（夫）
の就労機会の拡大、福利厚生の向上のために様 な々事
業を展開してまいりました。こうした事業には、主に会員
の皆様の会費と事業収入を充ててきておりますが、厳
しい財政事情の中にあり、活動内容の充実・強化を図る
ため、会員の皆様方に、ご寄附をお願い申し上げます。

◆当協会は税法上の「特定公益増進法人」と位置づ
けられていますので、当協会への寄附金には、税制上
の優遇措置が適用され、所得税（個人）と法人税（法
人）の控除を受けることができます。

●当協会への寄附の詳細につきましては、協会ホームページ（http://kanka.or.jp/kifu）をご覧ください。
お振込先：三井住友銀行 麹町支店 普通 136121 日本看護家政紹介事業協会

●皆様からの寄附金は当協会の
「寄附金取り扱い規定」に則り、有効に活用させて
いただきます。また当協会への寄附に対して、
「感謝状」を贈らせていただきます。

資料：棒グラフと実線の高齢化率については、2015年までは総務省「国勢調査」、2019年は総務省「人口推計」（令和元年10月１日確定値）、2020年以降は国立社会保障・人口
問題研究所「日本の将来推計人口（平成29 年推計）」の出生中位・死亡中位仮定による推計結果。

◆高齢化の推移と将来推計
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65歳以上人口を15歳～
64歳人口で支える割合

知っておこう！DATA社会のニーズ

少子化で日本の人口は減少していくが、
65歳以上人口は2050年代以降も高止まりする。


