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育児と仕事の両立支援

令和４年８月23日

埼玉県産業労働部多様な働き方推進課

働き方改革・テレワーク推進担当

仕事と生活の両立支援相談窓口

相談員 秋山博子
 

 

仕事と育児の両立支援セミナーをご覧いただきまして、ありがとうございます。 

埼玉県では、各部局と連携して、働きたい女性・働く女性が抱える育児や健康などの課

題解決や様々な業種への理解や仲間づくりに役立つセミナー交流会を実施しています。 

今回は、「仕事と育児の両立支援」をテーマに令和 4年 8月 23日に開催したセミナーの

一部を編集して、アーカイブ配信をいたします。 

私はこのセミナーの講師の秋山寛子です。埼玉県多様な働き方推進課で、仕事と生活の

両立支援相談員を務めています。どうぞよろしくお願いします。 
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はじめに

育児をひとりで抱え込んでいませんか？

3歳神話にとらわれていませんか？

小１の壁に漠然とした不安を抱えていませんか？

育児はひとりではなく、みんなで行うプロジェクト

「あなたらしい育児と仕事の両立」について考えてみましょう。

 

 

はじめに 

育児を 1人で抱え込んでいませんか。 

３歳神話にとらわれていませんか。 

小１の壁に漠然とした不安をかかえていませんか。 

育児はひとりではなく、みんなで行うプロジェクト。 

「あなたらしい育児と仕事の両立」について考えてみましょう。 
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本日の内容

第一部 (座学）
1. あなたらしい仕事と育児の両立とは？

2. 育児と仕事の両立支援制度 (育児介護休業法と会社の制度）を理解しましょう

3. 育児の為、退職したら、再就職の支援について知りましょう

4. タスクの整理 (個人ワーク）

休憩 10分

第二部 (個人・グループワーク）
1. 育児プロジェクトプランを立ててみましょう

2. 子どもの成長と私のキャリア

 

 

本日の内容 

第一部、座学 

１．あなたらしい仕事と育児の両立とは 

２．育児と仕事の両立支援制度（育児介護休業法と会社の制度）を理解しましょう 

３．育児のため、退職したら、再就職の支援について知りましょう 

４．タスクの整理（個人ワーク） 

 

休憩 10分。 

 

第二部、個人・グループワーク 

１．育児プロジェクトプランを立ててみましょう。 

２．子供の成長と私のキャリア 
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勤務先
上司・同僚

人事パートナー

あなた

１．あなたらしい育児と仕事の両立とは

子どもを取り巻く周囲の人と良好な関係を続け、みんなに協力してもらえる育児を

家族
親戚

近所の人
ボランティア

 

 

あなたらしい育児と仕事の両立と子供を取り巻く周囲の人と良好な関係を続け、みんな

に協力をしてもらえる育児を考えましょう。 

皆さんのお子さんを周りにするとまずは、それからパートナー、家族親戚、近所の人、

ボランティア、勤務先の上司や同僚人事の人などを頭に浮かべください。 
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復職・就職までの全体の流れ

育児で行ってい
るタスクの整理

パートナー・
家族との調整

会社との調整
復職前の準備
復職前面談
等

育児で行ってい
るタスクの整理

パートナー・
家族との調整

求職活動

復職

就職

 

 

復職、就職までの全体の流れを考えてみましょう。 

まずは実際に育児休業をとってらっしゃる方は復職の方を見てください。 

プロセスでは、育児で行っているタスクの整理をします。 

パートナー、家族との調整をします。 

会社との調整、復職前の準備、復職前面談等を準備します。 

すでに育児のためにお仕事を辞められてる方は就職のチャートを見てください。 

育児で行っているタスクの整理、パートナー、家族との調整、そして求職活動を始めま

す。 
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復職する前に準備する事 （育休から復職）

1. パートナーや家族との調整
• 保育園の送り迎えの担当を決める
• 子どもが具合が悪くなったらどうするか決める
• 急な残業の時の担当をどうするか決める
• 保育園の連絡担当を決める
• かかりつけ医、ファミリーサポートセンター、病児保育を探す
• パートナーと家事の分担を決める
• 時間を節約するために、家電（食洗器、床拭きロボット等）を利用する

か決める

2. 会社との調整
• 保育園入所の為の就労証明書を取得する
• 育休中も上司や同僚とコミュニケーションを取り情報収集を行う
• 復職後どのような働き方をしたいか整理する (フルタイムか時短か）
• 復職後の上司の期待値を確認する
• 復職時に必要な書類を人事に確認し、提出する

復 職

 

 

復職する前に準備をすること、育休から復職 

1、パートナーや家族との調整、保育園の送り迎えの担当を決める。 

子供の具合が悪くなったらどうするか決める。 

急な残業の時の担当をどうするか決める。 

保育園の連絡担当を決める。 

かかりつけ医、ファミリーサポートセンター、病児保育を探す。 

パートナーと家事の分担を決める。 

時間を節約するために家電、食洗機、床ふきロボット等、を利用するか決める。 

2、会社との調整 

保育園入所のための就労証明書を取得する。 

育休中も、上司や同僚とのコミュニケーションをとり、情報収集を行う。 

復職後どのような働き方をしたいか整理する。フルタイムか時短か。 

復職後の上司の期待値を確認する。 

復職時に必要な書類を人事に確認し提出する。 
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復職前面談の目的

上司
• 「こんな仕事を任せたい、こう働いて欲しい」と伝える
• 復職するメンバーの状況を把握し、人員配置や業務内容を調整する

あなた
• （プライベートを含め）自分の状況を詳しく伝えた上で、一生懸命働く意
欲があることを見せる

• 働くうえで、制約があれば、あらかじめ説明し、工夫して乗り越えられる
点があれば、伝える

復 職

 

 

復職前面談の目的 

上司は、 

「こんな仕事を任せたい、こう働いて欲しい」と伝える。 

復職するメンバーの状況を把握し、人員配置や業務内容を調整する。 

あなたは、 

プライベートを含め、自分の状況を詳しく伝えた上で、一生懸命働く意欲があることを

見せる。 

働く上で制約があれば、あらかじめ説明し、工夫して乗り越えられる点があれば、伝え

るとよいでしょう。 
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復職前面談で伝えたいこと

1. 長時間お休みした事への感謝
2. 勤務時間・残業・出張などの制約事項
3. あなたや家族の体調について
4. 子どもが病気になったときの対応
5. 周囲の協力状況 (パートナー、両実家のサポート等）
6. 子どもの年齢 (月齢）や生活リズム
7. きょうだいがいるかどうか
8. 通勤時間の長さ、自宅から保育園までの距離
9. 保育園の預かり時間
10.保育園の行事や子の検診の日時など、有給休暇取得日程の共有
11.仕事へのやる気や熱意

参考：
育休復帰前・復職面談で上司に話してほしい11の事（うなぎママのブログ）

復 職

 

 

復職前面談で伝えたいことは、 

1、長時間お休みしたことへの感謝 

2、勤務時間、残業、出張などの制約事項。 

3、あなたや家族の体調について。 

4、子供が病気になった時の対応。 

5、周囲の協力状況、パートナー、両実家のサポート等。 

6、子供の年齢月齢や生活リズム。 

7、兄弟がいるかどうか。 

8、通勤時間の長さ、自宅から保育園までの距離。 

9、保育園の預かり時間。 

10、保育園の行事や子の検診の日時など、有給休暇取得日程の共有。 

11、仕事へのやる気や熱意。 

をまとめて伝えてください。 
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求職する前に考える事：３つの壁

やりたいこと
と
条件

協力者の有無

面接時の遠慮

• 優先順位を決めましょう

• 子育て・育児コミュニティに参加しましょう

求 職

 

 

育児のために仕事を辞めていた方は、次に求職のプロセスになります。 

求職する前に考えることは３つです。 

やりたいことと条件。 

協力者の有無。 

面接時の配慮。 

優先順位を決めましょう。 

子育て、育児コミュニティに参加してみましょう。 
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求職までに準備する事

1. 働き方の整理

• どのような働き方をしたいのか (フルタイム、短時間勤務、扶養の範囲

内 正社員・派遣社員・パートなど）

• 求職活動中の子供の預け先を決めておく

• ハローワーク、転職サイト、転職エージェント等から情報を収集する

2. 注意する事

• 仕事が決まっていないと保育園に預けられないことがあるので、就職まで

のスケジュールを作っておく

• 扶養の範囲内で働く場合は、2022年10月から社会保険加入要件が段階的

に変更になる為、留意する

求 職

 

 

求職までに準備すること 

1、働き方の整理。 

どのような働き方をしたいのか、フルタイム、短時間勤務、扶養の範囲内、正社員、派

遣社員、パートなど。 

求職活動中の子供の預け先を決めておく。 

ハローワーク、転職サイト、転職エージェント等から情報を収集する。 

2、注意すること。 

仕事が決まっていないと保育園に預けられないことがあるので、就職までのスケジュー

ルを作っておきましょう。 

扶養の範囲内で働く場合は、2022年 10月から社会保険加入要件が段階的に変更になる

ために留意してください。 
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個人ワーク

これまでの育児を振り返り、仕事を開始するに向けて、タス
クの整理をしてみましょう

1. 始める事
2. 辞める事
3. 続ける事

まとめ終わったら、グループで話し合いましょう

 

 

ここからは、個人ワークになります。 

これまでの育児を振り返り、仕事を開始するに向けて、タスクの整理をしてみましょ

う。 

1、始めること。 

2、辞めること。 

3、続けること。 

まとめ終わったらグループで話し合いましょう。 
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タスクの整理
復職に向けて 就職に向けて

始める事 • 子供の預け先を決める
• 育児を自分のやること、協力者にやってもらいたいことにわける
• 両立に向けてプロジェクトプランの作成
• 育児の協力者とのチームビルディング
• 育児の協力者との情報共有

・復職前面談の準備 ・再就職に向けての準備

・自分の時間を作る
・子供の成長と自分のキャリアを考えてみる

やめる事 ・相談せずに思い込むこと
・人の意見に一喜一憂すること
・育児も仕事も完璧にしようとすること

続ける事 ・あなたを取り巻く良い人間関係の構築
・周囲に感謝の気持ちを表す

協力してくれる人全員の役割分担を決め、育児全体を把握しましょう！  

 

タスクの整理、 

始めること、やめること、続けることの三つに分けて考えてみましょう。 

復職に向けて、それから就職に向けて、二つの軸でお話しします。 

始めること 

子供の預け先を決める。 

育児を自分のやること、協力者にやってもらいたいことに分ける。 

両立に向けてプロジェクトプランの作成をする。 

育児の協力者とのチームビルディングを行う。 

育児の協力者との情報共有を行う。 

育児休業中の方は、復職前面談の準備をしましょう。 

就職される方は、再就職に向けての準備をしましょう。 

両方に共通していることは、 

自分の時間をつくる。 

子供の成長と自分のキャリアを考えてみる。 



ここまでが始めることです。 

それ以外に気づいたことがあれば、それも付け加えてみましょう。 

やめること 

相談せずに、思い込むこと。 

人の意見に一喜一憂すること。 

育児も仕事も完璧にしようとすること。 

これらはやめましょう。 

続けること 

あなたを取り巻くよい人間関係を構築する。 

周囲に感謝の気持ちを表す。 

協力してくれる方全員の役割分担を決め、育児全体を把握しましょう。 
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育児と仕事の両立支援制度
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育児休業取得後の両立支援制度

 

 

  



スライド 15 

 

育児休業制度
子が１歳（状況により、最長で２歳）に達するまで（父母ともに育児休
業を取得する場合は、子が１歳２か月に達するまでの間の１年間＜パ
パ・ママ育休プラス＞）、申出により育児休業の取得が可能
また、産後８週間以内の期間に育児休業を取得した場合は、特別な事情
がなくても申出により再度の育児休業取得が可能＜パパ休暇＞

短時間勤務等
の措置

所定外労働（残
業）の制限

子の看護休暇 時間外労働の
制限

深夜業の制限 転勤に関する
配慮

不利益取り扱
いの禁止

育児休業等に
関するハラス
メントの防止

措置

派遣先にも適用
正規雇用でなく、
有期雇用であっ
ても取得可能

 

 

それでは、育児介護休業法に定める仕事と育児の両立支援の制度について見ていきまし

ょう。 

育児休業制度、子が１歳、状況により最長で 2歳までに達するまで、父母ともに育児休

業を取得する場合は、子供が 1歳 2ヶ月に達するまでの間の 1年間、パパママ育休プラ

ス、申し出により育児休業の取得が可能となります。 

また、産後 8週間以内の期間に育児休業を取得した場合は、特別な事情がなくても、申

出により再度の育児休業が可能となります。 

制度に定められているのは、短時間勤務等の措置、子の看護休暇、所定外労働、残業の

制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、転勤に関する配慮があります。 

それ以外に、不利益取り扱いの禁止、育児休業等に関するハラスメントの防止措置が法

律では定められています。 

派遣先にも適用、正規雇用でなくても、条件を満たせば有期雇用の方も取得可能になり

ます。 
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利用可能者 子の1歳に達する前日まで 子の3歳に達する前日まで
子の小学校就学前の3月31
日まで

女性

男性・女性

男性・女性

男性・女性

妊産婦の制限

所定外労働の免除・制限

時間外労働の免除・制限

深夜業の免除・制限

育児介護休業法に定める労働時間の負担を減らす支援制度

• あなたが働きたい枠組みを考えてみましょう

• あなたが優先したいことを書き出してみましょう

• あなたが働きたい枠組みに優先したいことを当てはめてみましょう

 

 

育児介護休業法に定める労働時間の負担を減らす支援制度についてご説明します。 

一番左が利用可能な方。右三つは、期間について定めています。 

まず、妊産婦の制限、利用可能者は女性、この 1歳に達する前日までです。 

所定外労働の免除・制限、利用可能なのは、男女ともに、この 3歳に達する前日まで使

用可能です。 

次に、時間外労働の免除制限、こちらは男女ともに、子の小学校就学前の 3月 31日ま

で可能です。 

同じように、深夜業の免除制限も男女ともに、子の小学校就学前の 3月 31日まで取得

することが可能になります。 

これを見て、あなたが働きたい枠組みを考えてみましょう。 

あなたが優先したいことを書き出してみましょう。 

あなたが働きたい枠組みに優先したいことを当てはめてみましょう。  
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期間
制度

子が１歳に達する日の前日まで 子が３歳に達する誕生
日の前日まで

子が小学校就学する前
の３月３1日まで

母体保護関係 ・出産後の健康診査を受ける時間の確保
・医師等からの指導を守るための措置
・坑内業務・危険有害業務の就業制限

休業・休暇関係 ・産前・産後休業
・育児休業・育児時間(１回３０分）

・産後休業(無給）
・看護休暇(無給）

労働時間関係 ・所定外労働の免除
・時間外労働の免除
・深夜業の免除
・１日８時間週４０時間の制限

・所定外労働の制限
・時間外労働の制限
・深夜業の制限

給付金関係 出産一時金
出産手当金
育児休業給付金

その他 産休・育休中の社会保険料免除

• 労働者の配置に関する措置
• 不利益取り扱いの禁止
• 再雇用特別措置(努力義務）
• 家庭仕事両立推進人(努力義務）

復職後

• 子育て短期支援事業
• ファミリーサポート事業
• 地域子育て拠点事業
• 一時預かり、延長保育、病時保育、

放課後児童クラブ等

• ひとり親支援事業

利用出来る支援制度を理解しましょう 法律で定められているため、申し出を行うと利用可能

 

 

利用できる支援制度を理解しましょう。 

こちらは、万が一、就業規則に定められていいなくても、法律で定められているため、

申し出を行うと利用可能になります。 

まずは、母体保護関係。 

子供が 1歳に達する日の前日まで、出産後の健康診査を受けるための確保、医師等から

の指導を守るための措置、坑内業務・危険有害業務の就業制限があります。 

次に休業休暇関係。 

産前産後休業、育児休業、育児時間、1回 30分。 

産後休業は法律では無給です。看護休暇も無給です。 

これらの制度は、子が小学校就学する前の 3月 31日まで取得が可能になります。 

労働時間関係、所定外労働の免除、時間外労働の免除、深夜業の免除、1日 8時間 40

時間の制限。 

所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限については、同じように子供が小



学校に就学する前の 3月 31日まで可能となります。 

次に、給付金関係。 

出産一時金、出産手当金、育児休業給付金。 

その他。 

産休育休中の社会保険料というのは免除になります。 

復職後にできる支援制度としては、 

労働者の配置に関する措置、不利益取り扱いの禁止。再雇用特別措置、これは努力義務

になります。家庭仕事両立推進人の専任義務、これは努力義務になります。 

利用できる制度としては、子育て短期支援事業、ファミリーサポート事業、地域子育て

拠点事業、一時扱預かり、延長保育、病児保育、放課後児童クラブ等、県でやっている

支援事業になります。 

それ以外では、ひとり親の方に対しては、ひとり親支援事業があります。 
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産後パパ育休制度 令和4年10月から改正されます

夫婦で取得す
ると１歳2か月
に達するまで
休業できる

育児休暇
分割して
2回取得可能

産後パパ育休
分割して2回取
得可能

1歳以降の育児
休暇
途中交代可能

両立支援制度
子の看護休暇、短時間勤務、時間
外・休日・深夜業の免除も女性同
様出来る

 

 

産後パパ育休制度が令和 4年 10月から改正されます。 

詳しくは左のスライドをご覧ください。 

夫婦で取得すると、1歳 2ヶ月に達するまで休業ができます。 

産後パパ育休は分割して、2回取得可能になります。 

育児休暇は分割して 2回取得可能、1歳以降の育児休暇は途中交代が可能になります。 

両立支援制度として、子の看護休暇、短時間勤務、時間外・休日・深夜業の免除も女性

同様、男性の方もご利用できます。  
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法律以外の会社独自の支援制度

就業規則や育児休業規程に目を通しましょう。
人事労務担当者にも確認してみましょう。

【独自に定める両立支援制度の例」】

・最長3年までの育児休業

・育児休暇（有給）・育児の為の未消化有給休暇積立制度

・時間短縮勤務（小３まで短時間勤務を認める等法定を超えるもの）

・フレックス勤務 ・時差出勤 ・在宅勤務 ・テレワークやサテライト勤務

・配偶者の休暇制度（有給） ・社内保育施設

・ベビーシッター・学童保育の費用補助

 

 

今までご説明したのは、育児・介護休業法に定める支援制度でした。 

それ以外にも、法律以外の会社独自の支援制度を定めている場合があります。 

皆さんは、まず、就業規則や休業規程に目を通してみましょう。 

人事労務の担当者にも確認してみましょう。 

会社独自に定める両立支援制度の例として、以下のものがあります。 

最長 3年までの育児休業。法律では無給の育児休業が有給である。 

育児のための未消化有給休暇積立制度、これはですね、今まで、育児休業前に皆さん

が、持ち越してきて、持ち越しできなかった、有給休暇を積み立てている制度。 

時間短縮勤務、小 3まで、短時間勤務を認める等法定を超えるもの。 

フレックス勤務、時差出勤、在宅勤務、テレワークやサテライト勤務。配偶者の休暇制

度、有給。社内保育施設、ベビーシッター、学童保育の費用補助等の制度を定めている

企業もありますので、必ず確認することをお勧めいたします。  
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育児の為退職した場合の再就職支援
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再就職の支援
再就職したいが、仕事との両立に自信が持てない場合：
• 厚生労働省の「仕事と育児カムバック支援サイト」では先輩社員の体験談、お子さんや配偶者か
らの励ましのメッセージを読む

• 仕事と家庭の両立を支援するための情報提供サイト「両立支援のひろば」でも、仕事と家庭を両
立してきた女性社員の経験談をまとめた事例集を読む

• 埼玉労働局次世代育成支援認定企業の一覧より、認定企業の両立支援状況を確認

再就職したいが、３歳までは、母親がずっと一緒にいた方が良いと言われている、
いわゆる「３歳親神話が気になって、働くことが良いのか不安な場合：

妊娠・出産・哺乳が母親（女性）に固有の能力であるとしても、例えば、おむつを交換する、ご
はんを食べさせる、本を読んで聞かせる、お風呂に入れる、寝かせつけるといった育児の大半は、
父親（男性）によってもできる。母親が子育てに重圧やストレスを感じながら子どもに接すること
は、子どもに好ましくないことはいうまでもなく、母親の育児不安を解消するには、できる限り多
くの人が子育てにかかわることも必要と言える。

両親ともに親として子育て責任を果たしていく中で、保育所や地域社会などの支えも受けながら、
多くの手と愛情の中で子どもを育む方法もある。

 

 

ここからは、再就職の支援について見ていきます。 

再就職をしたいけれども、仕事と両立に自信が持てない場合は、厚生労働省の仕事と育

児カムバック支援サイトでは、先般社員の体験談、お子さんや配偶者からの、励ましの

メッセージを掲載していますのでぜひ読んでみてください。 

仕事と家庭の両立を支援するための情報提供サイト、両立支援の広場でも、仕事と家庭

を両立してきた、女性社員の経験談をまとめた事例集がありますので読んでください。 

埼玉労働局次世代育成支援認定企業の一覧より、認定企業の両立支援状況を確認するこ

ともできます。 

再就職したいけれども、3歳までは母親がずっと一緒にいた方がよいと言われている、

いわゆる 3歳神話が気になって働くことがよいのか不安な場合、妊娠出産哺乳が母親女

性に固有の能力であるとしても、例えば、おむつを交換する、ご飯を食べさせる、本を

読んで聞かせる、お風呂に入れる、寝かしつけるといった育児の大半は、父親、男性に

よってもできます。 

母親が子育てに重圧やストレスを感じながら、子供に接することは、子供に好ましくな

いということは言うまでもなく、母親の育児不安を解消するには、できる限り多くの人

が子育てに関わることも必要であると言えましょう。 

両親ともに、親として子育て責任を果たしていく中で、保育所や地域社会などの支えも

受けながら、多くの手と愛情の中で子供を育むという方法もあります。 
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これは先ほどのスライドでご紹介したカムバック支援サイトのイメージです。 

これを見るとですね、実際に皆さんが欲しいような情報が載っています。 

それから、子育てと仕事の両立支援に取り組まれている企業の例も出てきますので、ぜ

ひ 1度ご覧になってください。 
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再就職の支援
就職活動に役立つ３つのサイト

https://shokuba.mhlw.go.jp/020/020/3sites.html

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/ https://shigoto.mhlw.go.jp/User

しょくば らぼにアクセスすると、他の
２つのサイトのURLが掲載されている

（出典：厚生労働省）

 

 

再就職の支援ということで、厚生労働省では、就職活動に役立つ３つのサイトというの

を掲載しています。 

職場ラボにアクセスをすると２つのサイトの URLが掲載されています。 

１つはですね、「ジョブタグ」という職業情報提供サイトで、仕事内容や、求められる

仕事スキルなどの職業情報が書かれています。ハローワーク、インターネットサービス

で具体的な企業の求人情報というのを見ることができます。 

「しょくばらぼ」というのは、職場情報総合サイトになっていて、企業の働き方に関す

る、職場情報というのが見ることができます。 

なので実際に皆さんが、仕事を探す上で、自分のスキルやライフスタイル、希望条件に

合っているかなど、これら３つのサイトを活用して、様々な視点から情報を確認検討す

ることをお勧めいたします。 
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３つのサイトの活用の流れ

 

 

３つのサイトの活用の流れというのを、記載をしたのがこちらのスライドになります。 

まず、活用の流れ①は、気になる仕事を調べるということで、この場合はですね、ジョ

ブタグにアクセスをしてみてください仕事内容や、求められる知識やスキルなどの職場

情報を得ることができます。その流れで、実際に興味のある求人情報を調べるというこ

とでハローワークインターネットサービスの方にアクセスをしてみましょう。 

そして、気になった職業や求人情報を検索して、いいなと思った求人を出している企業

の働き方を調べる、ということになりますと、しょくばらぼの方にアクセスをしてみて

ください。 

活用の②というのは、もう自分で気になる企業の求人情報がある場合です。 

ハローワークインターネットサービスを見てみましょう。 

それから実際に気になる求人の情報を見るためにはですね、ジョブタグの方にアクセス

をして仕事内容や求められる知識スキルなどの情報を確認しましょう。検索していいな

と思った求人を出してる企業の働き方を調べる場合には、しょくばらぼをご活用くださ

い。 
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再就職の支援

就職活動に役立つ情報の入手先：

① 女性キャリアセンター https://www.pref.saitama.lg.jp/swcc/index.html

② マザーズハローワーク・ハローワークのマザーズコーナー

https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-hellowork/kanren/mothers_salon_corner.html

③ 働くママに強い転職エージェント

• 担当者制・予約制によるきめ細やかな職業相談、職業紹介

• 再就職に必要な各種セミナーの実施

• 相談あるいはセミナー受講中の子供の一時預かりがある場合も

参考：女性キャリアセンター セミナー・イベント スケジュール

https://www.pref.saitama.lg.jp/swcc/seminar/schedule/2911-2910index.html

 

 

それ以外に再就職の支援で就職活動に役立つ情報の入手先をご紹介します。 

1、女性キャリアセンター、これは埼玉県で運営しているものになります。 

2、マザーズハローワーク、ハローワークのマザーズコーナー、ハローワークには必ず

働くママのための就職の支援のコーナーがありますので、ぜひ訪問してみてください。 

3、働くママに強い転職エージェント。このエージェントは担当者制予約制によるきめ

細やかな職業相談、職業紹介をしてくれます。 

再就職に必要な各種セミナーの実施をしている場合もあります。 

相談あるいはセミナー受講中の子供の一時預かりをあるエージェントさんもありますの

でここは各エージェントにお問い合わせください。 

女性キャリアセンターでは、セミナーやイベントを随時開催しておりますのでこちらも

ご参考になさってください。 
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子供を幼稚園・保育園に入れてからの求職活動のポイント

・将来的に自分のキャリアをイメージする

・子供との時間をどれくらいとりたいか

・パートナーに育児や家事の分担の割合は？

・延長保育は可能か (認定保育園は月額1500円）

・ファミリーサポートを利用する (小学6年生まで可能）

・扶養の範囲内で働きたいか（社会保険加入要件の段階的変更）

・行政で行っているセミナーの活用

・就職情報提供先のキャリアコンサルタントに相談

 

 

子供幼稚園、保育園に入れてからの求職活動のポイント。 

大事なことは、将来的に自分のキャリアをイメージすることです。 

子供との時間をどのくらい取りたいか。 

パートナーに育児や家事の分担をどのぐらい割合を持ってもらうか。 

延長保育は可能か、認定保育園は月額 1500円程度です。 

ファミリーサポートを利用する、こちらは小学校 6年生まで利用可能となります。 

扶養の範囲内で働きたいか。 

社会保険加入要件の段階的変更がありますので、ここの部分はよく考えてみてくださ

い。 

そして、行政で行っているセミナーを活用しましょう。 

就職情報提供先のキャリアコンサルタントにご相談することも有用です。 
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第2部 個人ワーク・グループワーク

1. 育児プロジェクトプランの作成

2. 私のキャリアプラン
• 自己棚卸
• キャリア＆子育て分析
• 子どもの成長と私のキャリア

 

 

第二部、個人ワークグループワーク 

1、育児プロジェクトプランの作成。 

2、私のキャリアプラン。 

自己棚卸、キャリアと子育て分析、子供の成長と私のキャリア  
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個人ワーク 15分

子どもが小学校に就学するまでのあなたの育児プロジェクトプ
ランを立ててみましょう

タスクの整理のシートを見ながら、タスク、いつまでに、誰が、
問い合わせ先、不安な事 を書き出してみましょう。

 

 

個人ワーク、15分。 

子供が小学校に就学するまでのあなたの育児プロジェクトプランを立ててみましょう。 

タスクの整理シートを見ながら、タスク、いつまでに、誰が、問い合わ先、不安なこと

を書き出してみましょう。 
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タスク いつまで 誰が 問い合わせ先 不安な事

育児と仕事の両立に関する事

• 産前・産後休業の取得 妊娠が判明したら速やかに 私 上司・人事担当者に連絡

• 法的な子育て支援の確認 速やかに 私 仕事と生活の両立支援窓口
ガイドブック

法で定める制度がきちんと会社で活用されてるか

• 会社独自の子育て支援確認 速やかに 私 人事担当者 法を上回る育休延長制度はあるか

• 保活開始 私と母・義母 市役所担当者
施設管理者

認定の保育所に入れるか
1歳で入所できるか

• 子の保育所入所 １歳までに 保育所の管理者 保育所に子供がなじめなかったらどうしよう

• 短時間勤務で復帰 ２歳になるまで 上司・人事担当者 休業前の仕事に戻れるのか？

• 短時間勤務中の給与・賞
与・社会保険料の確認

復食したら 人事担当者 給与賞与はどのくらい？
社会保険額はいくらになるの？

• 復職面談 復職の１か月前くらい前まで 上司 やる気が無いと思われないか
他部署へ異動させられるのではないか

• フルタイム勤務開始 子が3歳に達した4月1日 上司・人事担当者 フルタイムで復帰して子供が熱を出したらどうし
よう

申請する事

• 出産手当金

• 育児休業給付金

出産後速やかに 健康保険組合 配偶者の健保でももらえるの(健保未加入）
どのくらいの期間支給されるの

育児プロジェクトプランを立ててみましょう

 

 

育児、プロジェクトプランの例がこのスライドになります。 

タスク、いつまで、誰が、問い合わせ先、不安なことを書き出していきましょう。 

まず、育児と仕事の両立に関すること。 

産前産後休業の取得。法的な子育て支援の確認。会社独自の子育て支援の確認。保活の

開始。子の保育所入所。短時間勤務で復帰。、短時間勤務中の給与、賞与、社会保険料

の確認。復職面談。フルタイム勤務開始。などが挙げられます。 

実際に申請することとしては、出産手当金、育児休業給付金があります。 
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育児プロジェクトプランを立ててみましょう

達成目標 要件定義 タスク 誰が いつまでに 制度

小学校に
就学する
までの子
が規則的
で安全な
生活を送
る
(0歳から
6歳ま
で）

保育園に関わ
る事柄

・保育園の送迎

・保育園のイベント

・病時保育

送：パートナー
迎：私
私 対応できない場合は母/
義母
私 対応できない場合は
母/義母

毎日 08:30
毎日 17:30
実施日

3歳までは短時間勤
務・時間外・所定時間
外・深夜業の制限を利
用する

健康にかかわ
る事柄

健康診査
・4か月児健康診査
・10か月児健康診査
・1歳6か月児健康診査
・3歳児健康診査
・1歳6か月児歯科検診
・6歳児歯科検診

私
私あるいは母/義母
私あるいは母/義母
私あるいは母/義母
パートナー
パートナー

実施日に対応する 有給休暇あるいは育児
休暇を時間取得する

私の残業 ・子が3歳に達するまで

・子が3歳以上になったら

私が会社に残業出来ない事
を申し出る
ファミリーサポート

復職時に申し出

決まったら速やかに

短時間勤務等を利用

私の出張 ・子が3歳に達するまで

・子が3歳以上になったら

私が会社に出張出来ないこ
とを申し出る

パートナー

復職時に申し出

 

 

次に、お子様が小学校に就学するまでの規則的で安全な生活を送る、ということについ

て考えてみましょう。 

これが 4つに分けられるかなと思います。 

保育園に関わる事柄、健康に関わる事柄、私の残業、私の出張ということで、この記入

例にあるようなことをお子様の成長に合わせて、必要な事柄の整理をして決めていって

ください。 
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育児プロジェクトプランが出来たら、同じグループ内で共有
しましょう

気づきがあったら、自分のプロジェクトプランの参考にしま
しょう

 

 

育児プロジェクトプランができたら、同じグループ内で共有しましょう。 

気づきがあったら、自分のプロジェクトプランの参考にしましょう。 
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子どもの成長とあなたのキャリアプラン

ここからは、キャリアコンサルタントに相談しながら、進めましょう

キャリアコンサルタントは、女性キャリアセンター、マザーズハローワー

ク等でアポイントメントを取りましょう

 

 

子供の成長とあなたのキャリアプラン。 

ここからはキャリアコンサルタントに相談しながら進めましょう。 

キャリアコンサルタントは、女性キャリアセンター、マザーズハローワーク等でアポイ

ントメントをとりましょう。 

 

 

  



スライド 33 

 

自己棚卸 今までの自分のキャリアを振り返ってみましょう！
記入例

年月～年月 歳～歳 会社名/業界職種・部
門・職位等

大きな出来事
や最も注力した/苦労した事

得た能力・スキル
等

家族構成 大きな出来事
や最も注力した/苦労した事

上手くできるようになった事/
自分が成長した事等

200X年4月
～
200X年3月

22歳
～
25歳

XX会社
営業部門
サポートチーム

営業担当の資料作成のサポート
⇒期日までの文書・表などの作成・
入力
⇒データ管理

パソコンスキル
○○検定
〇級

一人暮ら
し
(独身）

初めての一人暮らし 自炊を含むひととおりの家事

200X年4月
～
200X年3月

25歳
～
28歳

同上
サポートチーム
主任

海外の得意先との対応
⇒英語での電話・メール等

ビジネス英語
TOEIC
〇〇〇点

夫と2人
結婚(27歳）
夫の両親の近くへ引っ越し

家計のやりくり

200X年4月
～
現在

28歳
～
30歳

同上
広報部門
スタッフ

急な異動で慣れるのに苦労
顧客向け冊子の編集等
(現在育児休業中）

他部門とのコミュ
ニケーション

夫と2人
↓
夫、長女
と3人

長女出産(30歳）
育児・家事の分担について夫と話し
合い

？？？

時期 仕事 仕事以外(自分・家族）

出典： 厚生労働省 平成 29 年度労働者等のキャリア形成における課題に応じたキャリアコンサルティング技法の開発に関する調査・研究事業  

 

このスライドは自己棚卸の例になります。 

今までの自分のキャリアを振り返ってみましょう。 

 

 

  



スライド 34 

 

キャリアと子育てを２つの視点で分析してみましょう
記入例

良かった事、役立つ事、充実する事 迷った事、困った事

子どもにとって 保育園で仲良しのおともだちが出来た
ひな祭り、七夕など
園が季節ごとのイベントをやってくれている

寂しい思いをさせている気がする

家族にとって 経済的な余裕
自分にも収入があるので、旅行など、ワンランク良いところへ行ける

食事の支度、掃除など手抜きになってしまっている

職場にとって 後輩がずいぶん育ってくれた
上司にとって、初の子育て女性を部下に持つ経験が出来ている

・子供の熱などで急に休まなければならず、迷惑をかけている
・後輩より先に帰らなくてはならず、十分に指導が出来ない

私にとって 仕事のスピードが上がった
優先順位をつけざるを得ないので、瞬時に判断する力がついたような
気がする

・忙しい
・自分の時間が無い
・いっぱいいっぱい

私らしい生き方・働き方(気づいた事、感じた事があれば、整理しておきましょう）

子どもに悪い、職場にも迷惑をかけていると八方塞がりな気分になっていました
でも、忙しい事で仕事のスピードが上がったし、そのぶん時間を大事にするようになりました
保育園に行くことは、子供にとって良いこともいろいろあると気づくことが出来ました
将来子供がやりたいことを見つけたとき、「いいよ！」と言ってあげられる経済力を持っていたいし、仕
事のやりがいも失いたくない、改めて、仕事を続けていこう！と思いました
家事の手抜きを気にしていましたが、私がしっかり働いている分、最新家電を購入して、家電に家事を任
せることも考えたいと思います

出典： 厚生労働省 平成 29 年度労働者等のキャリア形成における
課題に応じたキャリアコンサルティング技法の開発に関する調査・研
究事業

 

 

キャリアと子育てを２つの視点で分析してみましょう。 

このスライドは記入例になります。 

まとめることは、子供にとって、家族にとって、職場にとって、私にとって、というこ

とで、よかったこと、役立つこと、充実することを書いていきましょう。 

それから、迷ったこと、困ったことも併せて書いていきましょう。 

私らしい生き方、働き方ということで、気づいたこと、感じたことがあれば、整理して

おきましょう。 

  



スライド 35 

 

マクロの視点で子供の成長と自分のキャリアを考えてみましょう！

• キャリアと子育ての分析で考えたことを、長期の視点で考えてみましょう

• 子どもの年齢、パートナーの年齢をあなたの年齢と合わせてマッピングし、票に

埋めていきましょう

• 子どもとあなたの将来を考えることで、新しい視点が開けるかも。。。

• キャリアコンサルタントの支援を受けながら、プランを作成しましょう

• キャリアコンサルタントは、女性キャリアセンター、マザーズハローワーク、

ワークステーションさいたま、埼玉しごとセンターでアポを取って、相談しま

しょう

 

 

マクロの視点で、子供の成長と自分のキャリアを考えてみましょう。 

キャリアと子育ての分析で考えたことを、長期の視点で考えてみましょう。 

子供の年齢、パートナーの年齢をあなたの年齢と合わせてマッピングし、表に埋めてい

きましょう。 

子供とあなたの将来を考えることで、新しい視点が開けるかもしれません。 

キャリアコンサルタントの支援を受けながらプランを作成しましょう。 

キャリアコンサルタントは、女性キャリアセンター、マザーズハローワーク、ワークス

テーションさいたま、埼玉しごとセンターでアポを取って相談しましょう。 

  



スライド 36 

 

記入例

出典： 厚生労働省 平成 29 年度労働者等のキャリア形成における課題に応じたキャリアコンサルティング技法の開発に関する調査・研究事業  

 

このスライドが子供の成長と私のキャリアのプランをまとめたものの記入例になりま

す。 

この部分は、キャリアコンサルタントの方とよく相談をして作成してみましょう。 

 

 

  



スライド 37 

 

まとめ

• 育児は一人で抱え込まずに、サポートしてくれる人脈を築きましょう

• ひとりの時間を確保し、リフレッシュしましょう

• 自分のライフスタイルに合った支援制度を利用し、全面復帰までの計画を立

てましょう

• 行き詰ったら、「今ここ」と同時に、子供の成長と自分のキャリアを長期の

視点で考えてみましょう

• 法律は最低限の縛りですが、実際に協力してくれる上司・同僚・人事担当

者・パートナー・家族、その他あなたの支援者に感謝の気持ちを忘れずに接

しましょう

 

 

本日のまとめです。 

育児は 1人で抱え込まずにサポートしてくれる人脈を築きましょう。 

1人の時間を確保し、リフレッシュしましょう。 

自分のライフスタイルに合った支援制度を利用し、全面復帰までの計画を立てましょ

う。 

行き詰まったら、「今ここ」と同時に、子供の成長と自分のキャリアを長期の視点で考

えてみましょう。 

法律は最低限の縛りですが、実際に協力してくれる上司、同僚、人事担当者、パートナ

ー、家族、その他あなたの支援者に感謝の気持ちを忘れずに接しましょう。 

 

  



スライド 38 

 

関連資料

さいたま子育てWeb
マザーズハローワーク

求職者の方：埼玉県女性キャリアセンター（出典：埼玉県）

https://www.pref.saitama.lg.jp/swcc/
・正社員化プラン 第2期
・在宅ワーク支援事業

適職診断：
ジョブカード制度 総合サイト（出典：厚生労働省）

https://jobcard.mhlw.go.jp/
自己理解・仕事理解（出典：厚生労働省）

https://jobcard.mhlw.go.jp/comprehension.html#Link5

在職者の方：キャリア形成サポートセンター（厚生労働省委託事業）

〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町1-103大宮大鷹ビル1階

電話：048-729-5776

Job Tag職業情報検索サイト（出典：厚生労働省職業情報提供サイト）

ホームページ | 職業情報提供サイト（日本版O-NET） (mhlw.go.jp)

両立支援のひろば（出典：厚生労働省女性の活躍・両立支援総合サイト）

https://ryouritsu.mhlw.go.jp/
女性の活躍推進企業（出典：厚生労働省女性の活躍・両立支援総合サイト）

https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/

 

 

  



スライド 39 

 

育児と仕事の両立について悩んだら、
まずは、

埼玉県産業労働部多様な働き方推進課
仕事と生活の両立支援窓口まで

☎048-830-4515

 

 

本日のセミナーは、これで終わりになります。 

育児と仕事の両立に悩んだら、 

まずは埼玉県産業労働部、多様な働き方推進課、 

仕事と生活の両立支援相談窓口 048-830-4515にお電話ください。 

インターネットのご相談も受け付けています。 

 


