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この手帳は、家庭生活と仕事を両立しながら子育てをしてい
きたいあなたを応援します。一人ひとりがいきいきと輝くこ
とのできる未来のために、「私たちのライフ・ワーク・バラ
ンス」を考えるきっかけとなることを願っています。
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未来を育むしごと「育業」
両立支援のための情報サイト一覧

いくぎょう





した。

令和 4 年 10 月1日からは、子の出生後８週間以内に４週間まで取得可能な出生時育児休
業（産後パパ育休）が創設されました。従来の育児休業とは別に取得可能で、分割して２
回取得もできます。

正社員だけではなく、契約期間に定めのある労働者であっても、休業取得を申し出た時点にお
いて、子供が１歳６か月に達する日までに、雇用契約（更新される場合には、更新後の契約）
の期間が満了することが明らかでない場合は、育児休業を取得することができます。
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１児の出産につき原則 42 万円（産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産した
場合は 40 万８千円）が支給されます。　※令和５年４月からは１児の出産につき
原則50万円（産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産した場合は48万８千円）
が支給されます。
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みんな「育休取得」できているの？

未来を育むしごと「育業」

　令和４年４月から、改正「育児・介護休業法」が段階的に施行され、法制度の面では、
育児休業がしやすい環境整備が進められています。しかしながら、職場の理解が得づら
いことやキャリア形成への不安などから、育児休業取得に躊躇する人が未だに多く、男
性の育休取得率は、上昇傾向にあるものの、未だに 13.97％に留まっています（図 1 の
とおり）。女性については、85.1% ですが、出産後も継続して就業している女性を分母と
した割合となっており、出産を機に退職した人は 3割を占めています（図 2のとおり）。

どうして取得ができないの？
　男性が育児休業できない理由には、「代替要員の確保」が一番に挙げられているため、
東京都は、人材確保などにより従業員の育業を応援する企業に対して、奨励金や専門家
派遣などで支援しています。
　一方、「職場がそういう雰囲気でない」、「前例がない」、「キャリア形成で不利になるの
が心配」等の要因も大きいです（図 3のとおり）。

愛称募集・決定
　「休めていいね」「奥さんがいるのになぜ休むの？」
育児休業を取得する際に、このような言葉をかけられ
たという声が寄せられています。また、「育児休業」
という名前から「休んでいる、楽しているという印象
を持たれる」という意見もあります。
　そのため、東京都は育児休業の「休む」というイメー
ジを一新する愛称を募集し、令和４年６月に 8825 件
の応募の中から選ばれた「育業」を発表しました。

育業ってどういう意味？
育児は「休み」ではなく「未来を育む大切なしごと」です。
だから「育休」ではなく「育業」です。

＜図 1 育休取得率の推移（全国）＞

＜図 3男性の育児休業における課題＞

＜図 2 第一子出産後の妻の就業変化（全国）＞

出典：第 16回出生動向基本調査（国立社会保障・人口問題研究所）

出典：雇用均等基本調査（厚生労働省）

出典：令和３年度「女性活躍推進法への対応等 企業における男女雇用管理に関する調査」
　　　　従業員調査（東京都産業労働局）より作成

出
産
前
就
業

不詳5.2%

21.2%

31.1%

2010～14年 2015～19年

10.8%

11.2%

42.6%
31.6%

5.2%

17.4%

30.5%
23.6%

妊娠前から
無職

育休利用

出産退職 出産退職
出産前就業のうち、

69.5%
就業継続

出産前就業のうち、

育休利用なし

62.8%代替要員の確保が困難
休業中の賃金補償 44.6%

職場がそういう雰囲気でない 43.7%
男性自身に取る意識がない 37.1%
社会全体の認識の欠如 33.9%
前例（モデル）がない 32.6%

キャリア形成に不利になる懸念 32.4%
上司の理解が進まない 23.3%
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奥さんがいるのに、
なんで休むの？
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もっと育業！
子育てを楽しく、親子の時間を大切に

子育て支援
　「育業ってなに？」「制度が難しい」といった声に専門家やインフルエンサーが分かり
やすく解説してくれます。

東京労働局
育業360度 徹底解説！
東京労働局でこの道 30 年のプロ・
横山ちひろ講師が育児休業制度
（法律）のこと、給付（お金）のこと、
上手な育業方法などについて解説
します。

　都内の区市町村が実施して
いる子育て支援サービスの紹
介など

厚生労働省委託事業
「イクメンプロジェクト」
　ライフ・ワーク・バランス
や育児休業等の制度情報、育
休・育児体験談など

子育て情報サイト
「とうきょう子育てスイッチ」
　行政サービス、子育て応援
とうきょうパスポートなど、
地域の様々な子育て支援情報
を掲載

厚生労働省委託　母性健康管理サイト
「妊娠・出産をサポートする　女性にやさしい職場づくりナビ」
　「母性健康管理指導事項連絡カード」のダウンロードや、妊娠中の症状や職
場での対応などのWeb相談窓口など

男性の育業取得支援に
関するサイト
　男性育業に取り組む企業の
紹介やオンラインセミナー開
催、「TOKYO パパ育業促進企
業」登録制度の紹介など

東京都労働相談情報センター
　賃金や労働時間など労働問
題全般にわたる相談窓口、セ
ミナー情報など

厚生労働省委託事業 仕事と家庭の両立の取組を
支援する情報サイト「両立支援のひろば」
　妊娠・出産、育児、介護に関す
るよくある質問に Q &A 形式で回
答、関連情報のパンフレットなど

QuizKnock
育業クイズ
クイズ企画で大人気の「QuizKnock」
が育業クイズにチャレンジ。楽し
みながら育業を学べます。

杉浦太陽さん
太陽パパの育業お悩み相談室
タレントで 4 児の父である杉浦太
陽さんが、ご自身の経験を踏まえ
て、育業にまつわる皆さんの悩み
や相談に答えます。

青野慶久さん、石黒卓弥さん
育業は本当に社会を変えるのか
なぜ企業が育業を推進すべきなのか、
自ら育業した経験をお持ちのお二人
が語ります。青野慶久さん（サイボ
ウズ（株）代表取締役社長）／石黒
卓弥さん（（株）LayerX 執行役員）

女性の悩み相談サイト
「TOKYO メンターカフェ」
　仕事・子育て等の経験者が
「都民メンター」として悩みを
お聞きします。各種相談窓口
の情報など

家事・育児に役立つサイト
「TEAM家事・育児」
　家事・育児分担の工夫、著
名人インタビュー、子育てマ
ンガなど

とうきょう福祉ナビゲーション
　都内の認可保育所・その他の事業所情報、ひとり親家庭の方、障害をもつお
子さんがいる方、生活にお困りの場合の相談窓口など
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