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図表１　家事代行サービス市場の推移（全国）

資料：㈱矢野経済研究所

図表２　家事を支援するサービスの主な種類と内容

資料：各種資料をもとに当所作成
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※利用者と家政婦が直接雇用契約を結ぶ

エアコンや浴室、換気扇等の掃除
を専門的技術や機材を活用して代
行する
日常の洗濯物を自宅や店頭で回収
し、水洗い・乾燥・折りたたみ等を
代行して宅配や店頭で受け渡す（一
般的なクリーニングとは異なる）

日常的に購入する食品や日用品の
買い物を代行し、自宅に配達する

惣菜や調理に必要な食材を自宅に
配達する

スタッフが利用者の自宅に訪問し、
乳幼児の世話を行う

市場は拡大傾向だが、利用経験者は１割未満

近年、「家事代行サービス」の国内市場が拡大傾

向にある。民間の調査研究機関によると、その市場

規模は、利用者の支払い金額ベースで2016年度は

879億円（前年度比＋3.0％）、17年度は906億円（同

＋3.1％）と予測されている（図表１）。こうした背

景には、女性の社会進出に伴う共働き世帯の増加や

単身世帯の増加、高齢化の進展などがある。

「家事代行サービス」とは、サービス提供事業者

のスタッフが利用者宅を訪問し、掃除・洗濯・買

い物・料理・片付けなど日常の家事全般または一

部を利用者に代わって行うサービスのことを指し

（図表２）、利用価格は２時間当たり7,000円前後が

相場となっている。

■共働き世帯や単身世帯、高齢者の増加を背景に、「家事代行サービス」の国内市場は拡大傾向にある。
一方、利用者側には、他人に家の中に入られることへの抵抗感や価格の割高感、セキュリティに対する
不安感があるなど、課題は多い。

■県内でサービスを提供する事業者では、“ 不在時サービス ” や “ 料理の作り置き ” など利用者のニーズに
応えながら地元に密着して事業を展開する動きや、“初回お試しプラン”で新規顧客を開拓するほか、“介
護ニーズ ” を捉えて市場の拡大に取り組む動きなどが見られる。

■今後、市場を拡大するには、価格に見合う質の高いサービスを提供し、「時間的・身体的・心理的なゆ
とりが生まれた」といった“実感”を利用者に与えることがますます重要になる。“サービスの品質の向上”
や “ 信頼関係の構築 ” に加え、喫緊の課題である “ 人材の確保 ” を進めることで、家事代行サービス業界
のさらなる発展が期待される。

研究員：杉浦史織
Shiori Sugiura

市場の拡大が期待される
家事代行サービス業界
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図表３　家事代行サービスを利用しない理由（複数回答）
（％）

（N=2,893）

資料：経済産業省「平成29年度商取引適正化・製品安全に係る事業
　　　（家事支援サービスを取り巻く諸課題に係る調査研究）調査報告書」
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掃除を専門に取り扱うハウスクリーニングや子

供の世話を専門とするベビーシッターも、広義で

は家事を支援するサービスといえる。

一方、市場が拡大傾向にあるとはいえ、経済産

業省の調査では、家事代行サービスを現在利用し

ている人、あるいは過去に利用したことがある人

は6.5％にとどまる。利用しない理由としては、「家

族内で対応できており、サービスを利用する必要

性を感じない」（19.8％）が最も多いが、「他人に家

の中に入られることや他人に家事等を任せること

に抵抗がある」、「所得に対して価格が高いと思わ

れる」、「セキュリティ（破損、盗難、プライバシー

情報の漏れ等）に不安がある」など、「抵抗感」「割

高感」「不安感」を挙げる声も根強い（図表３）。

現在、家事代行サービス市場の中心は首都圏や

関西圏であるが、今後、県内においてもサービス

に対するニーズは高まる可能性がある。そこで本

稿では、県内で家事を総合的に代行するサービス

を展開する事業者の取組みをみながら、業界の方

向性を展望したい。

工夫を凝らして
家事代行サービスの浸透をめざす

<地域型>
地元に密着したサービスを展開、高いリピート率を確保

①共働き世代に喜ばれる独自のサービスを提供

〔Concierge㈱（静岡市）〕

C
コ ン シ ェ ル ジ ュ

oncierge ㈱は、総合ビルメンテナンスを行う

㈱コスモワールドが家庭向け部門を拡大・独立し

て設立された会社で、2016年４月から、静岡市内

を中心に家事代行サービスを手掛けている。

共働きで双方の両親が遠方に住んでいるといっ

た世帯のニーズが多いほか、転勤者で過去に家事

代行サービスを利用した経験のある世帯も抵抗感

なく利用しているという。

総合ビルメンテナンス業で培ったノウハウを活

かし、掃除や片付けなど、きめ細かいサービスに

定評があるほか、事業者が鍵を預かり依頼主の不

在時に作業を行う“不在時サービス”や、一週間分

の夕飯の作り置きなどを行う“料理の作り置き” （写

真１）、いつも同じスタッフが来てくれる“スタッ

▲写真１　Concierge㈱で人気の料理作り置きサービス
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フ専任制”といった独自のサービスを展開、特に共

働き世帯から高い評価を得ている。

一方、人材確保については、サービスは１回当

たり２～３時間と決まっており、比較的自由な働

き方や兼業も可能なことから、地元の主婦を中心

に必要な人員を確保できている。

家庭に入り込むサービスのため、「信用や信頼が

何よりも大切。地元でしっかりと地盤を固めてい

きたい」（山田代表取締役）と意気込む。

②丁寧なサービスで高いリピート率を確保

〔家事代行ラクスル（静岡市）〕

家事代行ラクスルは、杉山代表が2016年５月

に起業。いわゆる個人事業主だが、以前働いて

いた大手系列店での家事代行の経験を活かしな

がら、大手ではできない柔軟なサービスを提供

している。顧客は、既存利用者からの口コミ紹

介が多いため、抵抗感や不安感を抱く利用者は

少ない。サービスを提供する際、「ここもやって

あげたらお客さんが喜ぶ」という箇所を見つけ、

まさに、かゆいところに手が届く丁寧なサービ

スを心がけており、リピート率は９割に達する。

家事代行サービス業は、資格を要する仕事で

はないため参入障壁は低く、個人や小規模企業

でも開業しやすい一方、「お客様との些
さ さ い

細な認

識の違いが命取りになる可能性もある」（杉山

代表）という。たとえば、掃除の際、破損の恐

れがあるなど少しでもリスクがあれば、事前に

時間をかけて説明し、こまめなコミュニケー

ションを欠かさない。サービス提供がない日で

も、顧客から小さな困りごとの相談があれば対

応するなど、日頃から利用者との信頼関係を構

築している。

<大手・フランチャイズ型>
自社事業を核としてサービス分野の拡大を図る

③高い清掃スキル、お試しプランで顧客を拡大

〔静岡シェル石油販売㈱（静岡市）〕

静岡シェル石油販売㈱は、ガソリンスタンド

の運営や車関連サービスを柱としているが、お

客様との接点を活かした事業展開を行うため、

10年前に生活事業部を発足。住宅関連など一般

家庭向けのサービスを行っている。

その一環で、フランチャイズ契約により、ハウ

スクリーニングを専門とする「おそうじ本舗」を

静岡市内で３店舗を運営してきた。お客様からの

「家庭のお手伝いをしてほしい」という要望に対

応するため、本業であるガソリンスタンドの女性

スタッフの活躍の場の拡大にもつながることか

ら、2017 年に同系列の家事代行サービス「マイ

暮らす東静岡駅前店」の運営に着手した。

同店の強みは、おそうじ本舗との協力体制だ。

人材面では、お互いのスタッフを融通し合うこ

とが可能で、技術面では、おそうじ本舗の専門

的な清掃スキルを持つスタッフが、家事代行の

スタッフの指導に当たる。

事業開始からの２年間で、「共働き世帯を中心

にお客さまの伸びを着実に感じている」（山﨑事

業本部長）という。広報はチラシ、ＨＰ、口コ

ミなどで問い合せがあった場合、まずは、料金

設定がお得な “ 初回お試しプラン ” （写真２）で

同店のサービスの品質を体感してもらう。同プ

ランの利用者のうち７～８割の人が定期サービ

スを契約するという。

④人材育成を徹底して上質なサービスを提供

〔ダスキン上島支店（浜松市）〕

㈱ダスキンは、清掃・衛生用品のレンタルと

販売からフードサービスまでさまざまな事業を

フランチャイズで展開。1989 年からは、掃除を

▲写真２　「マイ暮らす」の初回お試しプラン
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中心とした家事を代行する “ メリーメイド事業 ”

を開始した。掃除を徹底的に行う「お掃除おま

かせサービス」や一般的な家事を代行する「家

事おてつだいサービス」、整理整頓・収納を手伝

う「おかたづけサービス」のメニューも加え、

2007年には47都道府県で提供が可能となり、県

内でも計 22 店舗がサービスを提供している。

このうちダスキン上島支店は、2009 年からメ

リーメイドサービスを導入。地域を巡っている

際、「核家族や共働き世帯の増加を感じる」とと

もに、「お客様から、時間がなくてお掃除が後回

しになってしまう、との声を聞くことが増えた」

ことがきっかけだ。特に、水回りの掃除の人気

が高く（写真３）、「売上は毎年、増加傾向にあ

る」（持永支店長）という。

エリア内の各家庭を回り、モップなどの清掃

用品のレンタルや販売等を行うお客様係による

営業が強みで、日ごろの丁寧な付き合いが“ダス

キン”に対する安心感を醸成しており、家事代行

を利用する際の抵抗感や不安感の軽減に貢献し

ている。

また、人材育成にも力を入れており、毎月ス

タッフを集めたミーティングを開催し、新サー

ビスやマナーに関する勉強会、お客様からの要

望やクレームの共有などを行い、サービス品質

の向上に努めている。エリア内のスタッフが顔

を合わせる場にもなり、スタッフ同士の相談や

アドバイス、情報交換も活発に行われている。

さらに、支店のマネージャーは、定期的に本部

の研修を受講し、スタッフへ知識や技術を還元

している。

⑤介護事業の附帯サービスを中心に家事代行を提供

〔㈱ニチイ学館　静岡支店（静岡市）〕

医療・介護・教育など幅広い事業を展開する

㈱ニチイ学館では、“ ニチイの家事・育児・自費

介護サービス「ニチイライフ」” の名称で、家事

代行サービスを提供。「お掃除代行サービス」、

「お手伝いサービス」、「お子さま安心サービス」、

「長期留守宅管理サービス」など豊富なメニュー

を用意し、それぞれの利用者に合ったプランを

提案している（写真４）。

同社では介護保険適用の介護事業を展開して

いるが、ニーズがあっても保険給付では対応で

きない部分に対して、家事代行サービスの提案

を行っているため、「利用者は高齢者が比較的多

い」（静岡支店 河原崎ヘルスケア支店長）とい

う。週に一度、月に一度といった定期契約より

も、スポットでの利用が多く、高齢者が遠方で

暮らす家族へお願い事を頼みにくい場合や、同

居の家族が忙しい場合の代替手段として利用す

るケースも多い。具体的には、入院の付き添い

や、結婚式・葬儀の参列への付き添いといった

利用がある。

今後、高齢化の進展や独り暮らしのお年寄り

が増えると予想されることから、ニーズのさら

なる拡大を見込んでいる。

▲写真３　ダスキンで人気の水回り掃除サービス ▲写真４　「ニチイライフ」の豊富なサービス一覧（抜粋）
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湯沢市との協定締結（右が和田社長）

“サービスの品質の向上”
“信頼関係の構築”　“人材の確保”がカギ

以上、県内でサービスを展開する事例をみてき

たが、今後も市場のけん引役は、働く時間や休日

のゆとりを確保したい“共働き世帯”や、日常生活

で手助けを必要とする“高齢者”といえよう。

共働き世帯は、2017 年に全国で 1,188 万世帯と

過去最高を更新したが、依然として家事や育児の

負担が女性に偏っている状況に変わりはない（図

表４）。働きたいと考える女性の就労を妨げないた

めに、働き方改革や保育サービスの充実に加え、

「家事に係る負担の軽減」への配慮が求められる。

また、高齢者のみの世帯や単身高齢者世帯の増

加により、㈱ニチイ学館 静岡支店の事例にあるよ

うに、必要に迫られたスポット的な家事代行ニー

ズもますます増えていくと考えられる。

一方で、業界には価格面や利用者の抵抗感、不

安感への対応が求められる。“割高感”に対しては、

シェアリングエコノミーを導入して低価格化を実

現したり（コラム①参照）、企業の福利厚生に家事

利用者とサービス提供者のマッチングプラットフォームを提供

当社は、2014 年７月から、家事代行サービスのマッチングプラットフォーム “ タスカジ ” を運営していま
す。インターネット上で、“ 家事が得意な人 ”（タスカジさん）と “ 助けを必要とする人 ”（依頼者）が出会う
“場”の提供です。現在、サービスを提供する「タスカジさん」は約1,600人、「依頼者」は約５万人の登録が
あります。

シェアリングエコノミーのビジネス形態をとることで、従業員を雇用するなどのコストを必要とせず、１
時間 1,500 円からのサービス提供を実現しました。サービス開始当初は、一般消費者同士がインターネット
上で個人間取引（ＣtoＣ）をする仕組みを理解してもらうことに時間を費やしました。その一方で、女性活躍
推進の動きがあり、取材も増え、メディアと一緒に家事代行を利用するライフスタイルの提案ができました。

当社が重視しているのは「タスカジさん」の多様性です。それぞれの個性を押し出し、依頼者側は、口コ
ミやレビューを見てニーズに合った「タスカジさん」を選ぶことができます。

最近は、地方自治体と協定を結んでいます。全国展開を視野に入れ、地域で信頼される団体と手を組みた
いと考えていたとき、協定第一号の秋田県湯沢市からお声
かけがありました。協定のメリットは、自治体と連携する
ことで、当サービスに対する市民の安心感を高められるこ
と、両者の広報により「タスカジさん」と「依頼者」双方
の登録者が増え、市民の就業機会の増加や生活の利便性向
上につながることなどが挙げられます。このほか、滋賀県
大津市や奈良県生駒市とも協定を結んでいます。人口減少
や高齢化、税収減といった課題に直面し、地域の中で助け
合う“共助”の仕組みを構築したいと考え、シェアリングサー
ビスに関心をもつ自治体は多くあります。

㈱タスカジ　代表取締役　和田 幸子 氏

コラム①
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「家事代行サービス認証制度」で
サービスの品質を証明

当協会は、2013 年５月に設立された比較的新しい団体で、現状は正会員とアソシエイ
ト会員をあわせて約 30 社が会員となっています。家事代行サービスの仕事は、特別な資
格を必要としませんが、各家庭に入り込んでの作業となるため、安全・安心はもちろん、サービスの品質向
上が求められます。

2016 年には、経済産業省委託事業のもと、（一財）日本規格協会、㈱コスモプランとの協同で、「家事代行
サービス認証制度」を構築しました。この認証は、質の高い家事代行サービスを提供する仕組みが備わって
いること、家事代行サービスに必要な “ 安全・安心 ” “ 機能同等性 ” “ 接遇 ” の品質が備わっていることを証明
するものです。

当協会が制度のスキームオーナーとなり、審査業務は、第三者機関の（一財）日本規格協会が担っていま
すが、現在、認証を取得している企業は全国で９社にとどまります。業界が一丸となって、制度自体の価値
を高めていく必要がありますし、業界の地盤固めをする上で重要な時期にきていると考えています。

現状、どこの会社も人手不足の課題を抱えているかと思いますが、長
くこの仕事を続けているスタッフは、利用者から「この人がいなくて
はならない」と頼られ、自身も「各家庭で重要な働きをしている」と
いう責任感をもっている方が多いと感じます。自動掃除機やロボット
など、より高性能な “ 人 ” に代わる機器が登場してくる可能性はありま
すが、高齢化が進むほど、“ 人 ” が来てくれることへの喜び、外の社会

（世間）との接点を求める利用者は増えていくのではないかと思います。

（一社）全国家事代行サービス協会　会長　山田 長司 氏

コラム②

代行サービスを導入し、割引価格で提供する事例

もある。いずれにしても、価格の対価として、「家

事代行サービスを頼むことにより、時間的・身体

的・心理的なゆとりが生まれた」といった“実感”

を利用者に提供する必要がある。きっかけづくり

には、値頃感のある「初回お試しプラン」の設定

なども効果的だ。

抵抗感や不安感を払しょくするため、業界を挙

げて“サービスの品質の向上”と“信頼関係の構築”

を進めることも欠かせない。業界の特性上、事業

への参入障壁は低いものの、質の低いサービスで

失望されれば、業界全体の不信感につながる可能

性があるからだ。各社の取組みを後押ししようと、

2016年には「家事代行サービス認証制度」が創設

された（コラム②参照）。品質向上のための研修に

力を入れている企業も多く、品質が評価されるこ

とで、口コミによる紹介や高いリピート率にもつ

ながっていく。

加えて、事業者側の喫緊の課題は“人材の確保”

だ。家事代行サービスを含む“生活支援サービス”

の有効求人倍率は年々上昇し、17年度では5.37倍

と非常に高くなっている。

企業の規模に関わらず、“人” がいなければ成り

立たないサービスのため、人材の重要性を指摘す

る声が多い。勤務時間は１回当たり数時間からと

多様な働き方が可能で、女性や高齢者、外国人の

活躍の場を広げる可能性もある。実際、15年以降

は東京都・神奈川県・愛知県・大阪府・兵庫県で、

国家戦略特区を活用した外国人による家事代行が

解禁されており、認定を受けた事業者がサービス

を展開している。

経営上の課題は少なくないが、丁寧な対応と工

夫で乗り越え、家事代行サービス業界がさらに発

展することを期待したい。


