
（ 税経82）  

令和4 年1 月20 日 

               

都道府県医師会 

担当理事 殿 

 

 

公益社団法人日本医師会 

常任理事 松本 吉郎  

（ 公 印 省 略）   

 

 

独立行政法人福祉医療機構の総合情報サイト 「 WAM  NET」 に掲載さ れている  

子育て・ 介護と 仕事の両立に関するコンテンツの紹介について 

 

 

今般、 独立行政法人福祉医療機構より 、 別添の通り 、 同機構が運営する総合情報サイト

「 WAM  NET」 に掲載さ れている「 子育て支援」「 障害のある子への支援」「 介護離職の防

止」 に関するコンテンツを紹介する旨連絡があり ました。  

上記コンテンツは、 組織における従業員の方々や人事担当部署、 管理職の方にご活用い

ただき、 子育て・ 介護と 仕事の両立支援が促進さ れるこ と で、 組織の運営側にと っても 、

貴重な人材の離職を防ぎ、 経営リ スク の回避にもつながるこ と が期待さ れると のこ と であ

り 、 本会に対して周知依頼があり ました。  

つきましては、 貴会会員に対して、 ご周知賜り ますよう お願い申し上げます。  

 

なお、「 WAM  NET」 のコンテンツに関するお問合わせ先は、 以下の通り です。  

（ 窓  口） 独立行政法人福祉医療機構 情報事業部 WAM  NET 事業課 

（ 電話番号） 03 - 3438 - 9948 

 

 





子育て・介護と仕事の両立に関する
コンテンツのご紹介

● 仕事と育児・介護の両立に関する今日的課題
● WAM NETコンテンツのご紹介
●（参考）独立行政法人福祉医療機構（WAM）について

www.wam.go.jp
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● 仕事と育児・介護の両立に関する今日的課題

1

社会全体の損失に︕

人材や技術の喪失

企業力の低下

消費の低迷

家庭機能の低下

生産人口の減少

少子高齢化の進行

⇒ 経済の減速

支
援
が
十
分
で
な
い
と…
WAM NETをご活用ください︕

子どもを産み育て
にくい環境

「産休・育休が取得しづらい」
「保育所が見つからない」

障害のある子への
支援の不足

「どこに相談すればよいか」
「どんな支援が受けられるのか」

介護離職の増加

「どこに相談すればよいか」
「仕事と両立できるのか」
「どんなサービスがあるか」

企業では

家庭では

・貴重な人材、蓄積スキルの喪失
・社員の士気の低下
・企業評価の低下

等による経営リスクの増大

・ 職業キャリアへの影響やその断絶
・ 収入や将来の年金も減少
・ 家族で育児や介護を抱え、専門
的なサービスにつながりにくくなる

等から生活が不安定に



22

困り事

子育て
支援

コンテンツ

障害児
支援

介護離
職防止

・ 育休はいつから、どんな条件で取得できるの︖
・ 企業はどんな助成金が受けられる︖

・ 子どもの健診や予防接種のタイミングは︖
・ 子育てに悩む社員に何か紹介できないか︖

・ 自宅や職場の近くにある保育所を探したい
・ 保育所の開所時間や運営に関する方針は︖

・ 近所でサービスを受けられるところはある︖
・ 事業所の開所時間や運営に関する方針は︖

・ 私に万一のことがあったとき、障害のある子どもの生活が
心配

・ お友達と一緒でもいつもひとり遊びで心配…
・ 障害のある子の就学で悩む社員に助言したい

・ 突然の介護、どこに相談すればよいのですか︖
・ 介護サービスの利用方法は︖
・ 仕事と介護を本当に両立できる︖
・ 社員が介護に直面した場合、どのように対応すればよいでしょうか︖

産前産後休業、育児休業関連情報

子ども・子育てサポートサイト

ここdeサーチ

障害福祉サービス等情報検索

障害者扶養共済制度関連情報

すくすくサポート

介護離職ゼロの実現に向けて

P4

P5

P3

P6

P7

P8

P9,10

● WAM NETコンテンツのご紹介
WAM NETは、以下のお役立ちコンテンツを通じ、従業員の
皆さま、人事労務担当の皆さまをサポートします︕

WAMチュン

上記コンテンツは、「子育て・介護と仕事の両立支援情報ポータル」から簡単にアクセスできます。ぜひご活用ください。



検索結果

自宅や職場の近くに
ある保育所を探したい

現在地から近くの保育
所等を検索することが
できます

保育所の開所時間や
定員、運営に関する方
針などが確認できます

従業者

子育て支援に関するコンテンツ

ここdeサーチ（子ども・子育て支援情報公表システム）
お住まいの地域や最寄り駅などから、保育所や
幼稚園などの情報を調べられます

従業者

どんな情報がのってい
るの︖

“ここdeサーチ“は内閣府の事業として委託を受け、WAMで運営しています。
3

https://www.wam.go.jp/kokodesearch/

https://www.wam.go.jp/kokodesearch/


企業はどんな助成金が
受けられる︖

育休はいつから、どんな
条件で取得できるの︖

育休の取得要件を
解説しています

復帰を支援する企業
への助成金を紹介して
います

管理職

従業者

子育て支援に関するコンテンツ

産前・産後休業、育児休業関連情報 出産を控えた方、育児をする方、その支援を
する企業のみなさまへの情報を掲載しています
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https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/jidou/sanzensangoikuji/

https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/jidou/sanzensangoikuji/


相談したい
子育てに関する悩みごと、困ったときの相談先について

つながり（公園情報・子ども子育て助成事業）
地域にある親子の遊び場（公園）の情報や（独）福祉医療機構
が行っている子ども子育てに関する助成事業をご紹介

子ども・子育てに関する各種お役立ち情報のご紹介。幼児教育・保育の無償化対象施設検索とあわせて
ご利用ください。

〜子ども・子育てサポートサイト〜
こんなとき、どうしたら良いの︖の悩みに答えます︕

知りたい
健診や予防接種、保育所や認定こども園、子ども子育てに関する手当
や助成制度はこちら

健康・医療

保育・教育

・無償化の対象施設は︖
・施設の利用手続きは︖
・預け先と認定区分の関係は︖
・認可外保育施設は対象︖

・妊婦健診の受け方は︖
・子どもの予防接種はどのタイ

ミングで受ければいいの︖
・子どもの健康診断は︖
・病気やけがの際、最寄りの休

日夜間診療所はどこ︖

・出産時の手当・助成は︖
・児童手当の手続きは︖
・児童扶養手当の要件は︖
・乳幼児の医療助成は︖
・障がいや医療に関する手当・

助成は︖

〜知りたい〜
WAMNETは、子ども子育てを支援するサイトです。みんなの「知りたい」がここにあります︕

手当・助成手続き

5

子育て支援に関するコンテンツ

子ども・子育てサポートサイト

子育てに悩む社員に何か紹介
できないか︖

子どもの健診や予防接種のタイ
ミングは︖

小児の予防接種スケジュールや
都道府県ごとの健診情報リンクな
どをご案内しています

様々な機関の電話やe-mailで
の相談窓口をご紹介しています

管理職

従業者

検診や予防接種、子育ての悩みごとなど、子ども・子育て
に関する各種のお役立ち情報をご紹介しています

https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/jidou/raisingkids/

https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/jidou/raisingkids/


近所でサービスを受けられる
ところはある︖

地図や事業所を検索
できます

事業所の開所時間や利用
料、運営に関する方針など
が確認できます

従業者

子どもの発達・成長・障害に関するコンテンツ

障害福祉サービス等情報検索 知りたい地域の障害者福祉サービスの情報を住所や
名称などから検索して調べることができます
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事業所の詳細概要

“障害福祉サービス等情報検索“は厚生労働省の事業として
委託を受け、WAMで運営しています。

従業者

どんな情報がのっているの︖

https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/

https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/


私に万一のことがあったとき、障害の
ある子どもの生活が心配

残されたお子さんに、年金を残し
てあげることができる制度です

終身一定額で支払われます

従業者

子どもの発達・成長・障害に関するコンテンツ

障害者扶養共済制度関連情報（しょうがい共済）
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障害のあるお子さんを扶養している親御
さんが亡くなられたあと､お子さんに年金を
支給する制度をご紹介しています

従業者

年金はどれくらいの期間でますか

https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/syogaifuyou/

https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/syogaifuyou/
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子どもの発達・成長・障害に関するコンテンツ

すくすくサポート ~子どもの発達・成長・障害に関する情報~

障害のある子が活用できる
サービスや教育支援に関する
情報を助言したい

お友達と一緒でも
いつもひとり遊びで心配…

年齢に応じた相談先情報
のほか、相談事例などをご
紹介しています

障害児の福祉サービスや
教育支援に関する情報を
ご案内しています

管理職

従業者

お子さんの成長、発達で気になることを
相談したい場合などの支援について掲
載しています。https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/sukusupport/

https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/sukusupport/


従業者 管理職

従業者 管理職

介護サービスの
利用方法は︖

突然の介護、どこに相
談すればよいですか︖

両立のポイントや
実際に両立され
ている方の事例を
ご覧ください

管理職向けに、部下
を支援する際の留意
点や、「介護支援プラ
ン」を紹介しています

相談窓口となる
地域包括支援センター
をご案内しています

介護サービスを利用する
までの流れをご案内して
います

部下が介護に直面した
場合、どのように対応
すればよいでしょうか︖

仕事と介護を本当
に両立できる︖

介護離職ゼロの実現に向けて

『〜 介護で、仕事をやめない・やめさせない 〜
介護離職ゼロの実現に向けて』

9

介護保険制度や介護サービスをはじめ、
仕事と介護の両立のための制度などの
情報をご案内しています。

https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/kaigo/kaigozero/

https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/kaigo/kaigozero/


『〜 介護で、仕事をやめない・やめさせない 〜介護離職ゼロの実現に向けて』の掲載コンテンツ

► 地域包括支援センターとは
► 各地域の地域包括支援センターを検索（一覧）
► 各市区町村の窓口を検索（一覧）

►仕事と介護 両立のポイント 〜あなたが介護離職しないために〜平成29年度版）
►仕事と介護の両立支援の一層の充実に向けて〜企業における「トモケア」のススメ〜

介護相談窓口等

介護保険や介護サービスについて
►介護保険制度について
►介護サービスについて
・介護サービスを利用するまでの流れ
・サービス一覧／サービス紹介

（介護保険の各種サービスの紹介）
・よくあるご質問（制度利用に関する質問を掲載）
・サービス提供機関の情報
（「介護サービス情報公表システム」 をご案内）

介護休業などの制度について

仕事と介護の両立支援について

仕事と介護の両立支援ガイド（企業向け）

「介護支援プラン」策定マニュアル（企業向け）情報

厚生労働省「YouTube」公式チャンネル

►育児・介護休業法について
►育児・介護休業法のあらまし
►都道府県労働局所在地一覧
►介護休業給付の内容及び支給申請手続きリーフレット
►よくあるお問い合わせ（労働者の方へ）

►仕事と介護の両立に向けて 〜社員が介護に直面した際にとるべき対応とは〜
・＜社員向け＞ ・＜管理職向け＞ ・＜人事労務担当者向け＞

►「介護支援プラン」策定マニュアル＜平成29年10月＞
►＜管理職（上司）向け＞両立支援制度の利用者に対する対応
►「介護プランナー」による支援をご希望される事業主の方へ

►―企業のための―仕事と介護の両立支援ガイド〜従業員の介護離職を防ぐために〜

企業における仕事と介護の両立支援実践マニュアル（企業向け）

►企業における仕事と介護の両立支援実践マニュアル

►両立支援等助成金（仕事と介護に取組む事業主に対する助成金）
助成金のご案内

10



お問い合わせ先のご案内

（窓 口）独立行政法人福祉医療機構 情報事業部 WAM NET事業課
（電話番号）03-3438-9948

（窓 口）独立行政法人福祉医療機構 WAM NETヘルプデスク
（電話番号）03-3438-0250

● WAM NET コンテンツに関するお問い合わせ

● WAM NET 一般についてのお問い合わせ

PC、スマホでお気軽に︕
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子ども・子育てサポートサイト

ここdeサーチ

産前産後休業、
育児休業関連情報

すくすくサポート

障害福祉サービス等情報検索

障害者扶養共済制度関連情報

介護離職ゼロの実現に向けて

子育て
支援

障害児
支援

介護離職
防止

ご紹介したコンテンツについては、下記ページから簡単に
アクセスできます。ぜひご活用ください。

https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/bowac/

子育て・介護と仕事の両立支援情報ポータル

https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/bowac/


1 設立
○ 平成15年10月1日
○ 独立行政法人福祉医療機構法を根拠法と

して設立

２ 所在地
（本 部）東京都港区虎ノ門4-3-13

ヒューリック神谷町ビル1･9・10階
（大阪支店）大阪府大阪市中央区南本町

3-6-14 イトゥビル3階

３ 主務大臣（主務省所管課等）
厚生労働大臣

社会・援護局福祉基盤課
医政局医療経営支援課
社会・援護局障害保健福祉部企画課
年金局資金運用課
労働基準局労災保険業務課
子ども家庭局母子保健課
健康局難病対策課

４ 資本金
3,949億円（全額政府出資金）
（令和3年4月1日現在）

５ 役職員数
300人
理事長､理事3人､監事2人（うち非常勤1人）
職員294人（令和3年4月1日現在）

福祉医療機構の概要

私たちは、国の政策効果が最大になるよう、地域の福祉と医療の向上を
目指して、お客さまの目線に立ってお客さま満足を追求することにより、
福祉と医療の民間活動を応援します。

経営理念（民間活動応援宣言）

福祉医療の専門機関として
地域力の向上に向け、

幅広く総合的に応援します

障害のある方が安心した生活を
送るための一助となる
相互扶助による保険

心身障害者扶養保険事業
社会福祉施設等でお勤めの方への

退職手当金を支給

退職手当共済事業

年金受給権を担保にした
生活上の一時的な資金を融資

年金担保貸付事業等

福祉医療関連の情報を幅広く発信、
福祉事業者の情報公開を支援

福祉保健医療情報サービス事業
（WAM NET事業）

12
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方
への一時金の支給、ハンセン病元患者家族に対

する補償金の支給

旧優生保護法一時金支払等業務
ハンセン病元患者家族補償金支払等業務

福祉・医療施設の建築資金や
運営のための資金を融資

福祉医療貸付事業

福祉・医療施設への経営セミナー・
コンサルティングによる経営支援

経営サポート事業

NPO等への助成事業を通じて
地域を支える福祉活動を支援

社会福祉振興助成事業
子どもの未来応援基金事業

12

●（参考）独立行政法人福祉医療機構（WAM）について

※ 前身は、社会福祉事業振興会(昭和29年)、
医療金融公庫(昭和35年)
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◆WAM NET利用状況◆
（年間ヒット件数）

 社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム
全国の社会福祉法人の現況報告書、計算書類及
び社会福祉充実計画を公表

 特設コンテンツ
介護離職防止、地域共生社会実現関連等の時宜を得
た特設情報を掲載

 イベント・セミナー情報
全国の福祉・保健・医療に関するイベントや
セミナーの開催情報を地域ごとに掲載

 行政情報
国で開催される会議の情報や資料を案内

 介護支援専門員（ケアマネジャー）関連情報
介護サービス関係Q&Aの他、ケアマネジャー向けの情
報を集約して提供

 障害福祉サービス等情報検索
全国の障害福祉サービス事業所の情報を公表

 事例紹介、各地のニュース
全国各地の優良事例や地域に根ざした福祉・保健・
医療に関するニュースを紹介

 制度解説コーナー
各種の制度やサービス概要の解説をはじめ、サービス
利用の手続きの流れを掲載

 評価情報
社会福祉施設、介護保険地域密着型施設の評価情
報を掲載

 ここdeサーチ(子ども・子育て支援情報公表システム）
全国の認定こども園や保育所（認可外含む）、幼
稚園などの情報を公表
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＜利用状況＞

○福祉・保健・医療に関する情報を総合的に提供します

○WAM NETの主な掲載情報

WAM NETは、法律の規程に基づき整備された福祉医療関係者や一般の方に対する福祉
医療の総合情報サイトで、福祉及び保健医療に係る制度・施策、取組み状況などについて、
幅広く提供したり、福祉事業者の情報公開を支援することで、福祉と医療を支援しています。

（URL）https://www.wam.go.jp

WAM NET事業の概要
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