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ワーク・ライフ・バランスを実現!

仕事と家庭の両立を
サポートする社会へ！

働くパパ・ママインタビュー

私の働き方と
子育て

子育てTOPICS

使おう！
みやぎっこ応援の店

子どものココロ
突然「行きたくない」と
保育園への登園を拒否！

とみや子育て支援センター
「とみここ」がオープン！

家族でハンドメイド
季節のおすすめ絵本

あなたの街の子育て支援センター

P.03

P.04

P.05

P.05

P.06

県からのお知らせ

「せんだいタウン情報
machico」で
「はぴるぷ」特設ページを
公開中!

こちらからも

アクセス

できます！

コミュニティサイト「せんだいタウン情報
machico（マチコ）」で、特設ページを公
開しています。子育てについて知りたいこ
となど、皆さまの声をぜひお寄せください。

宮城　子育て支援課 検索 編集・制作／株式会社ユーメディア

★「はぴるぷみやぎ」次回発行は 6月です。

「くるみんマーク」取得の
子育て支援企業・
ユーメディアが制作しています。

発行 宮城県保健福祉部子育て支援課
〒980-8570　宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 7階　TEL：022-211-2528　FAX：022-211-2591
E-mail kosodates@pref.miyagi.jp　URL http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kosodate/

場所：宮城県
白石市小原字

西川久保 18

「スパッシュラ
ンドしろいし」

と白石川を

挟んで整備さ
れた公園。春は

芝桜が一

面に咲き誇り
ます。「スパッ

シュランド

大吊橋」を渡
って、スパッシ

ュランドし

ろいしから徒
歩で散策でき

ます。

今回の遊び場

スパッシュランドパーク

毎週金曜日は

「横田や」で、

おはなし会を

やってるよ

38年間続く絵本とおもちゃの店「横田や」の店
主。古民家を改装した落ち着く店内では、絵本
の読み聞かせや紙芝居なども行なっています。

選んでくれた人

横田 重俊さん

「絵本と木のおもちゃ 横田や」

住　　所／仙台市青葉区北山1-4-7
電　　話／ 022-273-3788
営業時間／ 10：00～19：00
定 休 日／水曜（祝日の場合は営業）
HP  http://yokotaya.net五味太郎 作　偕成社／ 1,200円（税別）

 
材料 お好きな手ぬぐい１枚、ミシン（針と糸で手縫いでも可）

手ぬぐいの三角袋
今回の
お題 

１

生地を裏返します。4

3

5

手ぬぐいをどこも無駄
にせず、縫うのは2カ所
だけ。昔の人の知恵から
生まれた簡単で便利な
袋ですよ！

佐々木民子さん
名取屋染工場

名取屋染工場
明治35年創業の染の老舗。注（ちゅう）染（せん）
で染めあげる手ぬぐいをはじめ、手ぬぐいを使っ
た小物を製造・販売。大手アパレルメーカーなど
のオリジナル手ぬぐいも多数手がけています。
住所／仙台市青葉区上愛子街道77-8
電話／ 022-392-2490
H P／ http://www12.plala.or.jp/natoriya/

教えてくれた人

仔牛の成長で移ろう季節を感じる

季節の
絵本おすすめ

1年の流れを、白い仔牛の成長とともにみごとに表
現。春が訪れ、雪が解け、土が顔を出し、草木が芽
吹く…。そんな四季の情景を、牛の体を大地に見立
て発想豊かに描いています。あたたかで、喜びあ
ふれる春の魅力に気づかせてくれる一冊です。

親子で
 読もう

！

仔牛の春『 』

春の絵本

はじめてでも

大丈夫！

　「ルルブル」の普及啓発を目的として、1月29日に夢メッセみやぎ西館
ホールでフォーラムを開催しました。
　当日は、むすび丸らによるオープニングセレモニーの後、東北大学加齢
医学研究所所長・川島隆太教授による基調講演などが行われ、約360名
の方々が参加しました。
　川島教授とタレントのくわばたりえさんによる特別対談では、「ルルブル
子育て～元気な子どもを育てる“まほうの言葉”～」と題し、川島教授から
は子どもの生活習慣に関するアドバイス、3人のお子さんを育てるくわばた
さんからは共感できる子育てエピソードをたっぷりお話しいただきました。
　別室のキッズコーナーでは、事前申込者への託児やニュースポーツの体
験が行われ、たくさんの親子で賑わいました。

を開催しました!

バッグとし
てはもちろ

ん、

お重や菓子
箱を包む

風呂敷がわ
りとしても

大活躍！

とっ
ても

カン
タン

!

「みやぎっ子　　　　  フォーラム」
           とは、子どもたちの健やかな成長に必要な生活習慣で、「しっかり寝ル・きちんと食べル・よく遊ブで健やかに伸びル」からつくった言葉です。
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手ぬぐいを3等分にたたんで、
○の部分を縫い合わせます。A

○を縫い合わせたら、
図のように折り返します。
A

3等分した右側
も折りたたみ、
○の部分を縫い
合わせます。
B

形を整えたら完成!



どんなことができるの？

両立支援に取り組む企業に訪問！

育児・介護休業法を知っていますか？

職場における相談に応じています

　国は、子育てをしながら働ける職場環境づくりを推進するなど、男女ともに仕事と生活の調和が取れた社
会の実現に向けて取組んでいます。一方で、出産を機に「子育てと仕事の両立が難しい」「職場から退職勧告さ
れた」などの理由で退職する人も多く、出産後も継続して働く人が少ないのが現状です。宮城労働局雇用均
等室では、職場における妊娠・出産・育児の休業に関する相談に応じています。お悩みの際はご相談ください。

　育児・介護休業法では、育児や介護が必要な家族がいる場合、休みの取得や短時間勤務が
できるよう定めています。
　平成28年3月の改正では、契約社員やパートタイマーの方でも、育児休業をより取得しやすい
内容になりました。また、企業に対しては妊娠・出産・育児に関するハラスメント防止が義務化され、
女性が気負いなく出産・育児に臨め、男性も育児をしやすい環境づくりが行われています。

　家族とのコミュニケーションを図りながら、親が働く姿を子どもたちが見学する「子ど
も参観日」を年1回実施しています。昨年度は17名の子どもたちが参加。子どもたちは名
刺交換や疑似電話対応などで楽しみながら働くことの大切さを感じることができ、社
員は育児に対する職場理解を深める機会に。

　会社独自のハローパパ制度や育児休業を取得
した男性社員を社内報で紹介したり、仕事と育児
を両立しやすい環境整備に努める管理職対象の
イクボスセミナーを実施したりするなど、男性の育
児参画を推進。部下に休暇取得をしっかり促し、
協力してくれるイクボスがいるからこそ、両立支援
の制度が活かされているのです。

　3歳未満の子どもを育てている場合、1日や週・月の所定
労働時間の短縮や、始業・就業時間の繰り上げや繰り下げ、
フレックスタイム制などの措置をとってもらうことができます。
残業の制限も可能です。

子どもが小さいうちは働く時間を短くしたい!

TEL／022-299-8844
受付／月～金曜の8：30～17：15

宮城労働局雇用均等室

大和リース株式会社 仙台支店

　建物・土地活用の企画、設計、施工やリースを行っている大和リース株式会社では、10
年以上前からワーク・ライフ・バランスのための取り組みを実施。育児休業は、本来なら
子どもが1歳に達するまでのところ、3歳に達するまで取得可能なほか、「子の看護休
暇」（年5日）とは別に「家族の看護休暇」（年5日）も取得可能など、どちらも法令以上の
手厚い制度が整えられています。
　また、第二子誕生で50万円・第三子以降誕生で100万円を支給する「エンジェル奨励
金」、男性社員が子どもの出生翌日から連続して5日間休暇を取得できる「ハローパパ
制度」などの取り組みもあります。

毎年の参加を楽しみにしている子どもが多数。
この日はノー残業デーで親子一緒に定時退社します。

仙台支店は社員103名（男性72名
：女性31名）

　妊娠・出産・育児をきっかけとして減給や降格、解雇などの扱
いを行うことは育児・介護休業法で禁止されています。加えて、
職場の上司や同僚による嫌がらせを防止するよう、企業が取
り計らうことが義務化されました。職場環境の改善が期待
されます。

企業独自の両立支援も活発に！

平成28年度
「いきいき男女・
 にこにこ子育て応援企業表彰」

（男性のワーク・ライフ・バランス推進部門）
特別賞受賞

多彩な制度で女性の活躍・男性の育児参画を応援多彩な制度で女性の活躍・男性の育児参画を応援

管理部 管理三課
課長
髙野　歩さん

管理部
部長
板橋　勝久さん

　現場を管理する管理職が直接休暇取得の働きかけ
をするので、男性の育児休業取得率も年々上がってい
ます。また、出産を機に退職する女性社員はほぼゼロ。
充実した制度で子育てと仕事の両立を応援しています。

時短勤務で子育ても仕事も充実！時短勤務で子育ても仕事も充実！

子育て社員への環境改善が企業の義務に！子育て社員への環境改善が企業の義務に！

　未就学児を子育てしている場合、年5日（※）の看護休暇が
認められています。また、それを半日単位で取得することも
できます。たとえば午前中はパパが看病し、午後からはママに
バトンタッチ！などの使い方で、看護休暇を有効活用できます。

子の看護休暇は半日単位で取得可！子の看護休暇は半日単位で取得可！

ワーク・ライフ・バランスを実現！

DATA

イクメン・イクボスが増えています!イクメン・イクボスが増えています!

働くパパ・ママの姿にふれる「子ども参観日」働くパパ・ママの姿にふれる「子ども参観日」

　仕事と育児の両立支援のため、育児・介護
休業法の改正や、企業が独自の制度を取り
入れるなど、社会全体での取り組みが進んで
きています。昨年改正された育児・介護休業
法の改正ポイントと企業独自の両立支援を
ご紹介します。

ワーク・ライフ・バランスとは、仕事と、
仕事以外の生活（子育てや介護、趣味
など）の調和がとれた働き方・生き方
のこと。

家族そろって夕飯を
食べられるなど、

一家団らんの時間が増える！

家で子どもの面倒を
見ながら仕事ができ、
時間を有効に使える！

子育てする従業員の
応援になり、
より働きやすく！

保育園の入所が
なかなか決まらない
場合でも安心！

　宮城県で実施している取り組みで、女性も男性
も

働きやすく子育てしやすい職場づくりを進める企
業

を応援するため、特に優れた活動をしている企業
を

毎年表彰しています。

「いきいき男女・にこにこ子育て応援企業表彰」とは？

改正で
義務化！

子どもが急な発熱！でも丸1日は休めない…

改正されて
可能に！

※未就学児が2人以上なら10日

子どもの用事で休むって会社に言いづらい…

ノー残業デーの設定 在宅勤務OK 事業所内
保育施設の開設 育児休業の延長
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