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要

旨
育児、介護、炊事、洗濯、買物などの家事労働は、病気治療は医療機関に委ね、子育ては

保育所などの保育サービスを活用しといったように、家族の全面的負担で行われることは少
なくなった。本論文は、いままさに日本社会の重要課題となっている家事労働の家族外部化
について、その変遷を明らかにすることを目的としている。そのさい長期にわたって家事労
働を担ってきた「家政婦」に焦点をあて、その前身である大正期の「女中」という初期段階
の職種から、今日の介護保険制度下の「家政婦」のあり方に至るまで、主に文献調査を通じ
て検証しようとするものである。
そこで本論文では、以下の２つの視点から家事労働の家族外部化について考察を試みた。
第一に、家事労働の外部化について、家族員以外の者として家事労働を担ってきた家政婦に
焦点をあて、その発生と展開、そして、いかなる状況下で働いていたのか、その労働条件や
社会的な地位を整理した。第二に、労働力需給調整機能を果たした職業紹介事業との関連も
ふまえ、家政婦の職域の変化を明らかにした。
その結果、家政婦の実態が時代の変遷にしたがって明らかになり、家政婦が担ってきた家
事労働が職業として確立していく課程を浮き彫りにすることができた。また家政婦紹介所の
経営は多角化してきており、介護保険導入後、介護業務を中心に展開していることがわかっ
た。
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Ⅰ．はじめに
「介護」に代表されるように近年、家族機能が弱体化し家事労働の外部化が進んでいる。
家事労働とは、育児、介護、炊事、洗濯、買物など、人が生活するために必要な労働であ
る。それが家族によって担われる場合には、労働の対価は支払われないことが通常である。
しかし高度の少子高齢社会が到来し、戦後に形成された核家族は、いまや子が離家したあと
の高齢夫婦世帯となり、さらに配偶者の死亡によって高齢単独世帯といった最終ステージを
迎えて、家事労働はさらに社会化が必要な時代となった。このような背景から平成10年度の
「厚生労働白書」には、家事労働について、それが家族によって担われない場合には外部化
され、対価を支払ってサービスの提供を得るものである、というように、その定義が拡大解
釈されている。家事労働といっても、病気の治療や看護は医療機関に委ね、子育ては保育所
などの保育サービスを活用しといったように家族の全面的負担で行われることは少なくなっ
た。家族員以外の者や関係機関がかかわるようになり、家族が担っていた多くの機能は家族
の中から外（社会）へ委譲されたとみられている（石井実, 1997）
。
そもそもこの家事労働の家族外部化とはいつ頃から起こった現象なのか、さらにまた近年
ではどのような展開を見せているのか。本論文は、いままさに日本社会の重要課題となって
いる家事労働の家族外部化について、まずはその変遷を明らかにすることを目的としている。
そのさい長期にわたって家事労働を担ってきた「家政婦」に焦点をあて、その前身である大
正期の「女中」という初期段階の職種から、今日の介護保険制度下の「家政婦」のあり方に
至るまで、主に文献調査を通じて検証しようとするものである。
具体的には、以下の２つの視点から家事労働の家族外部化について考察を試みる。第一
に、家族員以外の者として家事労働を担ってきた家政婦に焦点をあて、その発生と展開、そ
して、いかなる状況下で働いていたのか、その労働条件や社会的な地位を整理する。第二に、
労働力需給調整機能を果たした職業紹介業との関連もふまえ、家政婦の職域の変化を明らか
にすることである。
なお、近年の家政婦業の実態を把握する目的で、職業紹介所の「職業紹介ハンドブック」
や「無料職業情報誌」の求人広告を用いて、業務内容及び得意分野、職業紹介業の動向等に
ついての調査を行っているが、本論文では紙幅の関係から詳細は別項に譲り、結果のみを記
すこととする。
Ⅱ．家政婦紹介所をとりまく職業紹介業制度の変遷
はじめに家政婦紹介所をとりまく諸制度の変遷から、家政婦の置かれていた状況を捉える
ことにしたい。
市町村公営を原則とする職業紹介制度が成立したのは1921（大正10）年、職業紹介法によ
ってであった。その後、世界恐慌が起こって不況が慢性化し、大量の失業者を出した。この

― 192 ―

家事労働の家族外部化の変遷

失業救済対策の１つとして、1938（昭和13）年、職業紹介法が大幅改正されたのである。そ
れまで公営職業紹介事業と民営職業紹介事業とは併立主義を採っていたが、この法律により
民営の職業紹介事業は一段と規制され、市町村営であった職業紹介が国営に変わった。民営
は以前から職業紹介事業を許可されたものに限定され、その中に家政婦の前身である派出婦、
看護婦、付添婦が含まれている（日本臨床看護家政協会, 2004, 27；労働省雇用安定課, 1958,
14）。
1937年の『東京市区情報』をみると、幾度も市内浮浪者調査を掲載しており、都市部で浮
1

浪者が多かったことがわかる。そして、国家による強い統制が始まり、雇い入れなどの規制
が実施され、それに伴い、看護婦会や家政婦会も招集や疎開のために数を激減させている。
職業紹介所は、労務統制機関として名称も国民職業指導所（1941年）
、国民勤労動員所
（1944年）と変わり、民営の職業紹介の取扱いは皆無となり、廃業する者が続出した（日本
臨床看護家政協会, 2004, 27-28）
。
第二次世界大戦が終結すると、復員軍人や引揚者等々、敗戦による離職者は膨大な数に達
し、戦災浮浪児、各種孤児、非行児、戦没者の妻、戦傷病者も多数を占めた。1954（昭和
29）年になると、国会において、戦没者の孤児や妻の就職斡旋については、この状況を鑑み、
優先的に雇用されるように有効な措置をしてほしい旨の決議もなされている。これらの状況
から女性が就職することが大変厳しい状況であったことがわかる 。
2

また、終戦後の民主化政策として労働三法が制定され、さらに職業安定法が制定された。
個人の自由を尊重し、弊害のない限り、職業紹介事業、労働者の募集活動を認めるととも
に、弊害のあるものに対しては罰則を相当強化したため、旧職業紹介法とは理念も異なって
いた。看護婦、家政婦等が多く行ってきた労働供給事業についても、許可されたもの以外は
全て禁止された（労働省雇用安定課, 1958, 17-19）
。
そのため職業安定法の施行に伴い、派出看護婦家政（派出）婦会として経営していた看護
婦については、当然にその禁止規定に抵触することになった。職業安定法と同時に「保健婦
助産婦看護婦令」が公布され、従来、病院や家庭で患者や病院のために雇っていた派出婦や
家政婦をやめさせ、看護婦のみによるものとされた（篠塚栄子ら, 1990, 275）
。そこで看護婦
会・家政婦会は、1948（昭和23）年２月末までに業務を停止し、解散しなければならなくな
った。これを救済するため、これら団体は公共職業安定所委託寮に指定され、所属会員は職
業安定所の窓口で紹介することになった 。
3

1948（昭和23）年２月、職業安定法第32条の「技術を必要とする職業」として同法施行規
則第24条に掲げる職業に、看護婦が新に有料職業紹介事業として許された。しかし、家政婦
（派出婦）については許されなかった。派出看護婦会でも資力のない者は許可を受けずに、
もぐり営業を続けたので、依然として違反行為は後を絶たなかった。その状況を鑑み、1951
（昭和26）年には労働省告示により、家政婦も指定職種として加えることが決まり、労働大
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臣許可制による看護婦家政婦紹介所という制度になった。同年、許可に必要な供託金の金
額、許可料も大幅に引き下げ、同時に受付手数料、紹介手数料もその徴収方法を簡明にし、
資力の乏しい小企規模のものもすべて許可を受けて合法的に営業ができることとした。
（労
働省雇用安定課, 1958, 45）
。
さて、同時期の1950（昭和25）年、家政婦にとって大きな変化が起きた。厚生省は「完全
看護」制度を打ち出し、
“付添看護”が問題になったのである。
「完全看護」とは、いくつか
の承認基準を満たした病院には、完全看護料として一定の金額を保険診療で認めるというも
のである。それには「患者に個人付き添いがいないこと」という要件があり、これまで付添
婦として働いていた派出看護婦や家政婦、患者の家族が行っていた入院患者の世話一切を、
病院の看護婦が引き受けることとなり、従来に増して多くの看護婦が必要になった（篠塚栄
子ら, 1990, 275）
。官公立病院は、指定類別規則に従って申請し完全看護という承認を受けた
が、当時は看護婦数が少なく、かつ看護婦養成制度の改革のために、さらに看護婦数が激減
した。付添婦として働いていた看護婦の引き抜き騒ぎや、指定を受けた病院は一時的であれ
入院患者に対する付添は不可ということになり、付添看護では、雇用不安の気風がおこった
（高木寿之, 1978, 203）
。
そこで「家政婦」の有料紹介事業が認可された同年、厚生省は付添看護料を設定する際、
付添婦を看護補助者として料金を設定した（高木寿之, 1978, 204）
。つまり、家政婦は看護補
助者（付添婦）として再び業務ができるようになったのである。看護を担当する者は原則と
して看護婦だが、現実には看護婦が不足しているため、看護補助者が主治医または看護婦の
指揮を受けて看護の補助を行うときは、看護料の支給が認められるようになったのである
（厚生省保険局医療課, 1978, 215）。しかしながら、1994（平成６）年の健康保険法改正によ
り、この付添看護は廃止されるに至った。
ところで、1985年の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整
備等に関する法律（以下、労働者派遣法）
」の成立後、労働者派遣事業は急速に普及した。
労働者派遣法制定前は、間接的に人を働かせることは禁止されていた。当初13職種だけであ
った業務も、改正のたびに増え、1999年には、労働者派遣法の対象業務が原則自由化され
た。さらに、2000年には、介護保険制度がスタートする。家政婦紹介所は、付添廃止や介護
保険制度導入などの制度の変化に順応し、さらに労働者派遣法に基づく新規参入の企業にも
対抗していかなければならず、難しい舵取りを迫られていくのである。
Ⅲ

職業としての家事労働～家政婦の誕生まで～

１．女中という職業
女中の主な仕事内容は、炊事、雑用、裁縫等である。昭和の中ごろまでは、多子多産にあ
って、炊飯器や掃除機などの家電も普及しておらず、コンビニエンス・ストアも保育園もな
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く、家事は重労働であった。
「女中」を雇うことは、決して特別なことでなく 、女工などと
4

並ぶ主要な女性の職業であった。
日本では、家事労働はかつて職業とは思われていなかった 。したがって、家政婦の前身
5

である「女中」も、職業ではなく家事見習いとして家政全般を修行するものとして意識され
ていた。その労働条件は封建的であり、勤務時間においても他の女性の職業に見るような明
確性が欠けていた。しだいに、家事見習い、行儀見習いに関する意識は希薄化し、現実に単
純な労働者になっていった。
（京都市社会課, 1937, 4；尾高, 1989, 145）
女中の収入は低く、女性が働く職業の中でも経済的に独立のできない最も下位なものの１
つであった 。1916（大正５）年に発行された『婦人公論』によると、当時の女中は奴隷の
6

ような待遇であり、たとえ、それが過酷なものであっても他の職業を選ぶ者が多かったこと、
また、その給金は安く 、劣悪な待遇であったことがわかる。
7

一方で、都市部では、官史や会社員など棒給生活者を中心とした新しい中間層が増え、新
中間層に女中を求める家庭が増えて女中が不足した。1959年、東京・神田橋女子職業安定所
で「家庭女中斡旋強化対策」の１つとして「女中憲章」をつくっている。そこでは、使用者
と女中それぞれ守るべきガイドラインとして、労働時間を12時間未満にすることなど求人条
件を示している 。これらを掲げなければならなかったことは、女中という職業が、職人の
8

徒弟制度や丁稚奉公、強制労働、賃金の中間搾取などいった前近代的な労働体質のなかで、
最低限の条件すら保障されていなかったことを示している。労働基準法はすでに施行されて
いたが（1947年）
、女中のような家事使用人は適用外とされていた。労働条件等は女中不足
もあり若干の改善はみられるが 、それでも決して良い待遇というものではなかったのである。
9

したがって、女中求職者は急速に減少したのである。
女中求職者の激減した要因として、京都市の調査では、
①再三の経済恐慌と切抜策としての産業合理化、低賃金の追求が、婦人及び少年労働の大
量的需要として現れたものである。
②産業独占過程における階級分化の促進とそれに伴う中小勤労者層の一般家庭の困難、婦
女子の勤労への必然的押出しである、と述べている。
（京都市社会課, 1937, 2）
女性労働は、第１次世界大戦後、男子労働の代替競合という側面を持ちながら、量的質的
に拡大していく。特に、産業構造の変化や技術的発展に伴い、繊維関係中心から、商業やサ
ービス部門、交通部門へ、例えばデパートの店員や電話交換手など、女性の職域領域は拡大
していった（大林宗嗣, 1932, 解説）
。1900年初頭は、女性の中等教育がようやく軌道に乗り、
女性の社会的進出の気道が動いていた時代である。結果的に、不況等も影響して、女性労働
者が女中以外の仕事に奪われてしまったのである。
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２．女中払底と「派出婦」への分化
女中は雇いたいけれども、経済的に厳しく生活難である。このような状況の中、生まれた
のが「派出婦」である（清水美和子, 1999, 62）
。
派出婦は、申込者である雇い主の依頼内容に応じて、婦人共同会が適任者を送り出すシス
テムである。業務内容は、あくまで臨時の手伝いであり、例えば、１期を２週間として派遣
するもので（継続可）
、申込者の依頼内容に応じて、料理婦、裁縫婦、洗濯婦、雑用婦、給
仕婦、美容婦など、業務内容ごとに熟練したものを派出しようとしたものであった（清水美
和子, 2003, 140-142）
。つまり、女中に比べて労働時間や業務内容、報酬は明白になり、職業
としての分化が始まるのである。
派出婦会は1918（大正７）年、女中難緩和のために河口愛子氏が「大日本婦人共立會」と
称する派出婦会を創立したのが始まりで、1922（大正11）年ごろには東京府下に24箇所、会
員数は約二千人に達していた。主たる業務は、炊事、洗濯、掃除等の雑用婦で約八割を占め
た（東京市社会局, 1924, 197）
。つまり、女中部屋を必要としない日雇いの女中である。女中
不足と簡便に雇えて便利であることから派出婦会もその数を増加させるが、その創立直後か
ら、求人に対して求職者は少なく、需給の均衡はとれていなかった。
また、派出婦会が誕生するに連れて、中間詐取などのトラブルも増え、加えて、家庭から
の申し込み条件、例えば、夫婦世帯のはずが妻がいない、風邪ときいていたが肺結核だった
など、実際が異なることも珍しくなかった（清水美和子, 2003, 149）
。
1922（大正11）年の調査によると、勤務時間は朝の６時から夜の７時と決められていたが、
勤務先の家庭に支配され、不規則になりがちであったという（東京市社会局, 1924, 197）
。そ
れは、大阪市の調査でも、翌日に差し支えないように相当の睡眠時間を与えてほしい旨を求
めているにとどめていると記されており 、勤務時間は決まってはいたが、守られることが
10

少なかったことが推測できる。
派出婦は、大部分が若年の未婚者であった女中に対し、24、25歳から35、36歳の年齢のも
のが多い。75%は独身者であるが、そのなかには、離婚した者、寡婦になった者が比較的多
数見られる（東京市社会局, 1924, 198）
。大阪の調査でも30歳前後の者が多く７割を占めてい
る（大阪市社会部調査課, 1930, 88）
。
就労の目的は、派出婦は女中に比べ収入が多く自由がきくことが主な理由として挙げられ
ている。収入は、調査時の1922年で、手数料等を差し引いた金額で手取り23円が最も多い
（東京市社会局, 1924, 199）
。前述した京都の調査では 、これより10年以上後の調査でありな
11

がら、女中の平均月額は11円58銭である。しかしながら、派出婦の給料は、当時の女性の職
業の中では、決して高くなく、むしろ低廉であった（東京市社会局, 1924, 52）
。派出婦は職
業として確立しつつも、いまだ受注の封建的な労働形態を払拭したとはいえない状況であっ
たのである。
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３．職業としての家政婦

～付添婦～

「付添婦」は看護や介護に関する資格をもたない者で、病人のベッドサイド・ケアに従事
する家族員以外の者で、それらを主な業務とした家政婦である。東京市社会局「職業婦人に
関する調査」
（1924）によれば、派出婦の中で最も需要があるのは雑用婦で需要全体の８割
を占め、次に多いのが病室婦付添婦であった。しかし、1980年代になると、家政婦紹介所か
ら紹介された家政婦の業務として、病院の付添婦の仕事が大きく占めている。つまり、家政
婦の主たる業務となっていくのである。
第二次世界大戦前の日本では、患者が入院するとなると看護のため付添者も病院に泊まる
ことが必要であった（一条勝夫, 1978, 190）
。戦後、占領軍総司令部（GHQ）は、入院患者
の看護は病院所属の看護婦が行うよう強力に指導し、看護婦会、家政婦会は解散となった。
そのため、看護婦会、家政婦会が職業紹介を行うのではなく、公共職業安定所委託寮となり、
その所属会員（家政婦）は職業安定所の窓口で職業紹介することになる。
さて、三友雅夫が行った調査（1978）では、付添婦の平均年齢56.3歳と高く、50代と60代
を合わせると77％に達している。世帯構成は、単身世帯が約半数を占め、単身世帯以外では
欠損家族世帯が多い。仕事の内容の中で期待される役割は、洗面の介助、食事の介助、排泄
の介助、清拭、洗濯、体位変換、寝衣交換、与薬、買物、家族へ連絡などである。勤務形態
では、泊まり（住み込み）が88.8%と多く、徹夜勤務は、回答者の87.4%が経験ありと回答し
ている。付添婦の目から見た対象患者の容体については、重篤患者34.4%、軽症18.5%となっ
ており、総体として、重症患者、手のかかる患者、手の汚れる患者ほど、付添婦に看護を任
せる傾向があった。付添婦になった動機として働き甲斐などの職務内容をあげている者は少
なく、多くは仕事に対して否定的であったとされている。付添婦の業務は生活と労働が未分
化であり 、劣悪であった。それは須田らも指摘している。 そして、その背景には職業付添
12

婦の数倍の家族付添婦が存在し、それ故、職業付添婦が「労働者」としてみなされないこと
が作用したと考えられると言う（須田和子ら, 1975, 723-729）
。
1950（昭和25）年に厚生省が「完全看護」制度を打ち出して以来、新たに“付添看護”が
問題になった。しかし、当時は看護婦数が少なく、看護婦養成制度の改革のために、さらに
看護婦数が激減した。さらに、前述したとおり女性が就職することが大変厳しい時代であっ
た。1951（昭和26）年、厚生省は看護を行うのは原則として看護婦であるが看護補助者（付
添婦）が主治医または看護婦の指揮を受けて看護の補助を行うときは看護料の支給が認めら
れた（厚生省保険局医療課, 1978, 215）
。 同年、
「家政婦」の有料紹介事業が認可された。
付添廃止に向けた流れは一段と強くなり、1994（平成６）年の健康保険法改正により付添
看護は全面的な廃止となる 。病院や診療所の付添看護廃止は、家政婦の減少に拍車をかけ
13

た。1993（平成５）年には14万以上いた家政婦は、1999年頃には、約３分の１までに減って
しまうのである（岡部忠昭, 1999b, 28-31；岡部忠昭, 1999c, 32-35）
。そして家政婦業として
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の付添婦は終焉を迎えるのである。
４．家庭奉仕員制度での家事援助者について
家事援助者とは、介護保険制度導入前の東京都の在宅福祉サービスの仕組みの中で、担い
手となっていた家政婦の呼称である。
1963（昭和38）年、老人福祉法が制定され、老人家庭奉仕員事業については、同法第12条
により、「市町村は、社会福祉法人その他の団体に対して、身体上または精神上の障害があ
って日常生活を営むのに支障がある老人の家庭に老人家庭奉仕員を派遣してその日常生活上
の世話を行わせることを委託することができる」と規定された。東京都では、老人福祉法制
定前の1962（昭和37）年からホームヘルパー（家庭奉仕員）の派遣事業を行っていた。1971
（昭和46）年４月には「老人介護人派遣事業」としてその対象を拡大して介護サービスを提
供し、同年、高齢者世帯に対する家事援助者の雇用助成事業を実施した。これは、要領上で
は、老人家庭奉仕員事業のなかに位置づけられている（東京都福祉局老人福祉部計画課,
1984）。これが、家政婦等派遣型といわれる家政婦紹介所を介して、家政婦を活用した東京
都の在宅福祉サービスである。
東京都の「老人家庭奉仕員等派遣事業取扱要領」によると、サービス内容は、家庭奉仕員
は、相談、助言および家事、介護であり、一方、家事援助者は、主に家事、介護としてい
る。当該事業の実施主体は東京都の市区町村で都は費用の３分の２を補助している。対象者
は、老衰もしくは心身の障害、または一時的疾病等の理由による臥床している等、日常生活
を営むのに支障がある65歳以上の老人で、家族介護を十分受けられず、かつ公的ヘルパーの
派遣対象でないものである。家事援助者は、労働大臣の許可を受けている家政婦紹介所に登
録している家事援助者であり、東京都は、この事業の実施方法・料金等について家政婦紹介
所を構成する団体と協定書を締結している。助成の方法は、実施主体である市区町村が申請
に基づく派遣対象を決定し、対象者に介護券を交付し、対象者は紹介所を通じて家事援助者
のサービスを受けるものである（長堀仁, 1979, 42）
。
次に、東京都『老人家庭奉仕員等派遣事業実態調査報告書』から、家事援助者の実態につ
いて述べる 。
14

家事援助者の平均年齢は55.4歳で、
「50歳以上60歳未満」が最も多く、ついで「60歳以上
70歳未満」、「40歳以上50歳未満」の順となっている。家政婦には年齢制限はないが家庭奉仕
員は正規職員のため60歳以上は少ない。活動の内容を見ると「調理等」
、
「掃除等」
、
「衣類等
の洗濯他」、「買い物」の家事サービスが比較的に高い比率を示している。一方で、
「相談・
助言」の割合は家庭奉仕員に比べ低い。利用者の状況別に派遣された人をみると、
「ねたき
り」では「家事援助者のみ」が76.7%と最も高い。派遣された人別派遣状況をみると「家事
援助者のみ」が63.1%で最も高く、
「家庭奉仕員のみ」の34.1%が続いている（51-53）
。いか
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に家庭奉仕員制度の中で、家事援助者としての家政婦の役割が大きかったかがわかる。
さらに、家政婦の業界団体である社団法人日本臨床看護家政協会、日紹連看護婦家政婦福
祉協会、全日本民営職業紹介事業福祉協会の３団体は、1994年４月に介護クーポン制度を開
始し、家政婦の担う業務内容を介護分野に傾斜させていく。この制度は家事援助者と類似し
た仕組みで、その、実績は1996年11月末現在で会員1,600社、210社のべ274人が利用し、対
応した紹介所は115ヶ所、家政婦のべ537人である（介護クーポン協会運営協議会, 1997, 44）。
以上のことから、付添婦としての業務の次に、家政婦は介護分野に進出していたことがう
かがえる。そしてその後、介護保険制度下で家政婦も変革を求められていくのである。
Ⅲ．現在の家政婦業
家政婦とは、職業紹介を行う職種として指定されるまで、派出婦、派遣婦、附添婦など
様々な名前で称されていた（労働省職業安定局1951, 27）
。下記の「家政婦派遣規定」による
と、昭和20年代の家政婦の業務は、主に炊事、洗濯、雑用などであった。医師や看護婦の手
伝い（看護補助）はするが、重症患者の付添い看護は、原則としてしない。報酬は日給であ
った。同協会の「ホームへルパー（家事援助）の心得」から読み取れる家政婦の業務は、買
い物、子守、出産の手伝い、掃除、洗濯、炊事、介護である 。
15

ところで、平成21年の現在、全国民営職業紹介事業協会が発行しているパンフレットで
は、家政婦の業務について、働く場所は、主に高齢者や障害者などの福祉施設等及び一般家
庭で、業務の内容については、介護や家事援助（清掃、洗濯、調理等の家事）
、育児のお手
伝いと記している。紹介業でなく家事代行の請負業であるDUSKINのパンフレットでは、
「家事おてつだいサービス」として、洗濯、買い物、アイロンがけ、食器洗い、かたづけ、
布団干し、庭掃除、花の水やりなどをあげている。そのほか「お掃除おまかせサービス」や
「おかたづけサービス」などのパッケージ化したサービスの表記も確認できる。

出典：日本臨床看護家政協会, 2004,『日本臨床看護家政協会創立35周年記念誌』
, 34

― 199 ―

次に、『婦人労働調査資料38号通勤家事使用人の実情』
（1961）と『民営職業紹介事業にお
ける事業者及び求職者に関する実態調査報告＜看護婦・家政婦＞』
（1988）の２つの年代の
異なる調査から家政婦業の状況を明らかにする。
1960年に行なわれた調査では、家政婦を雇っている使用者の実情は、家族に病人がいた
り、主婦が病弱だったりする家庭が比較的多い。家政婦を雇っている家庭は会社等の中流以
上のものよりむしろ一般会社員、教員などの勤め人が多く、家事専門家として扱い、時間決
めで使用することを受け入れる考え方を持っている層が比較的多いようである。
（労働省婦
人少年局, 1961, 3）
家政婦の平均年齢は42.7歳で、既婚者が全体の85%をしめている（労働省婦人少年局,
1961, 5）。これが1988年の調査になると、50歳代が40.0%で多く、次いで60歳代、40歳代であ
り高年齢化している。有配偶者は３割で年齢が高くなるほどその比率は低くなっている（民
営職業紹介事業協会, 1988, 18）
。労働時間については、１日８～10時間が多く（34%）
、次に
10～12時間（29%）で大半は12時間未満だが、休憩時間は、
「ない」が過半数を占める（労
働省婦人少年局, 1961, 7）。1988年の調査では、
「泊まり込み」が７割強で、次の「８時間以
上」を含めると86.7%と大部分が長時間就業していることがわかる。
ところで、かつて家政婦の主たる業務であった付添看護廃止には公的資格を持たない者を
排除する側面があった。付添婦としての専門性を図るため講習会を行い「看護補助者」とし
て専門性を高めた が資格ではなかった。プロとして①公的資格制度の確立、②豊富な知識
16

や高度な技能・技術を有する人材を育成する教育訓練体制の構築が急務となった 。
17

介護保険制度を見据えて、家政婦の業界団体は、ホームヘルパー養成研修などの職業講習
も行っている（日本臨床看護家政協会, 2004, 76）
。全日本民営職業紹介事業福祉協会では、
研修を行い、多くのホームヘルパーを輩出した 。このような状況から、1990（平成２）年
18

９月、介護サービス業務に携わる求職者の技能について国が評価・認定する「介護サービス
技能審査」が発足する。しかし、現在、介護保険制度に別の国家資格があることなどから、
この国家検定職種は見直されている。
また、当時、労働省は、介護の担い手としての家政婦の活用を主張していた。病院の付添
看護の廃止で、その業務も在宅介護にシフトしてきており、介護保険制度のなかで活用して
いかなければならないと考えていた（岡部忠昭, 1999a, 20-23）
。さらに、介護保険制度にお
ける居宅サービス事業者になるには、家政婦紹介所を法人形態にして家政婦を雇用、請負事
業を行うことが必要になる。労働省は、この紹介所の法人化を積極的にすすめる。
詳細は誌面の関係上、別稿に譲るが、
『看護師・家政婦（夫）のための職業紹介ハンドブ
ック』に掲載してある家政婦紹介所の紹介広告の業務内容等について分析したところ、家政
婦紹介所の法人化はすすみ９割以上が法人であったこと、また、その業務内容は、介護にか
かる業務が他の家事にかかる業務や看護にかかる業務を抜いて最も多いことがわかった。さ
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らに、無料就職情報誌職による調査では、
「医療・介護・福祉」及び「教育・保育・栄養士」
の分野に限ったものであるが、職業紹介業の許可を受けている企業等は、派遣業許可と兼業
している比率が高い結果がでている。
以上のことから、家政婦の主な業務は介護に移行してきたこと、従来、家政婦の担ってき
た家事労働の分野においても、請負業 や派遣業などの業者が進出し、または紹介業と兼業
19

し、さまざまな内容および形態で提供されはじめた傾向が示された。
Ⅴ．おわりに
本論文では、家族員以外の者として家事労働を担ってきた家政婦等に焦点をあて、その職
域の変化等から家事労働の家族外部化の考察を試みた。職域については労働条件や社会的な
地位等も含め、過去の調査報告に基づきその変遷をとらえた。
「女中」が、
「派出婦」に分化し、それが「家政婦」と称される職業になっていく変遷につ
いて述べてきた。女中は年齢が若くて未婚者が多く、業務の内容は、炊事、雑用、裁縫等が
その主なものである。収入は低く、労働条件は封建的で拘束時間は長く、勤務時間や給料の
面においても劣悪で経済的に独立できるものではなかった。女中は、家事見習いとしての意
義が低下し、実際は、職業としての勤労の意味合いが強くなった。
女性が働く職業の拡大などにより女中不足が深刻になる中、女中難緩和のために登場した
のが「派出婦」である。あらかじめ業務内容と料金が示され、契約に基づく臨時雇いの女中
であった。派出婦を紹介する派出婦会の増加は著しかったが、求人に対して求職者は少なか
った。派出婦は女中に比べ収入が多く、自由がきく利点があった。しかし労働条件は女中に
比較して改善したにすぎず、１つの職業として確立しつつも未成熟なものであった。
次に、家政婦の多くが携わっていた付添婦について、業務内容及び労働条件等を整理し
た。付添婦の業務内容は、洗面の介助、食事の介助、排泄の介助、清拭、洗濯、体位変換、
寝衣交換、与薬、買物、家族へ連絡、患者の訴えの伝達、入浴、洗髪の介助などで看護補助
的なもので、徹夜勤務が多いなど労働条件は良いものではなかった。その背景には家族員の
付き添いがあり、彼女たちが「労働者」とみなされないことが挙げられている。その後、付
添看護が廃止になり家政婦の数は大幅に減少し、業務も介護分野に移行していく。その実情
を、介護保険制度導入前の家政婦を活用した東京都の在宅福祉サービスである家庭奉仕員制
度の家事援助者や、２つの調査等から明らかにした。
以上、家族員以外の者として家事労働を担ってきた家政婦等に焦点を当て、その職域の変
化等から家事労働の家族外部化の考察を試みた。家政婦は、時代の潮流に従って労働条件は
改善しつつも、どの時代にあっても待遇が良いとまではいえなかった。また、家政婦紹介所
は、様々な社会状況や制度の変遷の中で、法人化し、職業紹介業とは兼業を兼業するなど、
その形態やサービス内容を変えてきている。従来、家政婦の担ってきた家事労働の分野にお
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いても、請負業や派遣業などの業者が進出し、様々な家事労働サービスが提供されるように
なった。
家事労働については、従来、家事労働の貨幣評価や性別役割分担など様々な視座から研究
がなされているが、家政婦に焦点を当てたものは少ない。その家政婦の担ってきた業務や実
態などを、時間の流れにそって変化を分析するとともに、現在の家政婦の実態を明らかにし
ていくことによって、家事労働の家族外部化の一側面を論述することができたことは、十分
に意義があったと考える。
１

1937.12.17,『東京市区情報』

２

昭和24年11月22日、第五回国会における参議院決議「未亡人並びに戦歿者遺族の福祉に関する決
議」に対する報告書；昭和29年12月15日、「衆議院内閣委員会決議戦没者の遺児、未亡人の就職
あっ旋に関する件外一件」

３

高木寿之, 1978, 202；日本臨床看護家政協会, 2004, 31

４

大森らの調査でも対象者世帯の84.1%が女中を使っている。また、女中使用人数は１人67.8％, 2
人18.9％で、一家に一人という形態が一般的であった。大森和子ら, 1981,『家事労働』,235-243

５

米国では家事を職業としているが、日本では新しい心地がする。『社会教育』,7（1）,1936

６

経済的に独立できる収入を基準に三階級に分け整理している。下の部は月収60円以下、女中のほ
か派出婦、看護婦、保母、店員、交換手、事務員等で、中の部は中等教員、薬剤師、あんま、外
交員等である。上の部には、医師、教育者（女高師・教授）、髪結、女優、自動車運転手、音楽
家、産婆等があげられている。東京市社会局, 職業婦人に関する調査, 1924, 52

７

女中の給金は３円から３円50銭、当時の女性教師の月給は16円から24円程度、カフェーで働く女
給では店からでる月給２から３円であるが、約20円程度、多い者は50円の“もらい”（チップ）
があった。水商売では月収が50円から60円 『婦人公論』,1916；再録, 2001

８

また、仕事の日課表を作り無統制な命令をしないこと等もある。『婦人と年少者』,1959, 7（6）

９

女中を監視しやすいように、女中部屋が台所や茶の間と連続した位置に多かったが、女中難から
改善され、独立性の高い廊下に出入口を持つ女中部屋が増えてくる。町田玲子, 1986, 168-076

10
11

大阪市社会部調査課, 1930, 91
1936（昭和11）年９月に京都市内における女学校等に通う在学生を通じて、各家庭における女
中に配布した調査, 京都市社会課, 1937

12

生活と労働が未分化で前近代的であると述べる。また、付添婦は、高齢の女性が多く、単身で、
学歴が低く、無資格者がほとんどであったという。吉田昌代, 1996.10, 付添婦の生活, 944-947

13

患者がいったん付添婦に払った金額の一部が償還される「付添療養費制度」が廃止された。

14

1989（平成元）年東京都23区26市に、区市を通じて家政婦紹介所に調査票を配布し、家事援助者
本人を調査対象に実施したもの。

15

老人介護について、体に対する心遣いと心の変化に対する心遣い、事故防止が付録として記載さ
れている。

16

須田和子ら, 1975, 721並びに高木寿之, 1978, 204

17

篠塚栄子らも「家政婦の職業を有資格職にするため、積極的に福祉介護士の資格が取れる講座や
カリュキュラム等を設計する」ことが必要と述べている。篠塚栄子ら, 1990, 281
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18

全日本民営職業紹介事業福祉協会常務理事藤田和雄へのインタビューによる。1,250人の２級ヘ
ルパーを輩出したという。岡部忠昭, 1999c,『財形福祉』,32-35

19

労働省告示第37号「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」において
請負業と派遣業の区別が定義されている。
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Changes in Trends in the Hiring of Professional
Housekeepers to Perform Housework
─An Analysis Focusing on Housekeepers─
NOZAWA, Kiyoko
Summery
In this study, we considered trends in the hiring of professional housekeepers to
perform housework from the following two perspectives. First, we clarified the working
conditions and social status of housekeepers hired to work professionally for households
by examining how they came to work for their employers, how their work has evolved,
and the circumstances in which they have been working. Second, we clarified changes in
housekeeping job categories based on their interrelationship with employment agencies
which serve to coordinate supply and demand of the workforce.
From this analysis, we clarified changes in the status of housekeepers over time, and
shed light upon the process by which professional housekeeping has become established
as an occupation. As well, the business operations of housekeeper introduction agencies
are becoming diversified. After the introduction of at-home care insurance, we have
discovered that the job of the housekeeper has been developing with a focus on homehealth services.
Keywords：
Housework, Housekeepers who are hired to work professionally for households,
Housekeepers, Private nurse, Maid, Visiting maid, Household assistance
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