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はじめに 

特定非営利活動法人 Fine（ファイン）理事長 松本亜樹子 

 

 

皆さんは、「不妊退職」という言葉をご存じでしょうか。 

 

厚生労働省の 2017 年の調査では、仕事をしながら不妊治療をしている女性の約 4 人に 1

人（23％）が、両立できずに「退職」している、という結果が出ています。 

私ども不妊当事者による自助団体 NPO 法人 Fine の 5,526 人を対象とした「仕事と不妊治

療の両立に関するアンケート Part2」の結果でも、20％の女性が、仕事と不妊治療を両立

させられず、40％が働き方を変え、そのうち半数が「退職」したという結果が出ました。

つまり、働く女性の 4 人に 1 人が、「不妊退職」をしているということです。 

 

では、「不妊治療をしている人」は、どれぐらいいるのでしょうか。 

 

国立社会保障・人口問題研究所「第 15 回出生動向基本調査」(2015 年 6 月）によると、

カップルの 5.5 組に 1 組が、「実際に不妊治療を経験している」という結果が出ています。

まだ治療をしていないとしても「不妊に悩んだことがある」のは、実に 3 組に 1 組です。 

 

不妊当事者はそれを公言しないことが多いことから、サイレント・マジョリティともいわ

れています。不妊は今や、「すぐ身近にある重要課題」なのです。 

 

仕事と不妊治療が両立しがたい理由等については、本書で詳しく述べますが、この「不妊

退職」は、当人が理由を言わずに辞めるケースがほとんどなので、その実態は企業に知ら

れていません。しかし、私どもの試算では、不妊退職による経済的損失は実に 1,345 億

3,278 万円を超え、退職者に行ってきた育成費用と、それをカバーするための新たな人材

を採用する費用、育成する費用を加えると、さらに 700 億円超という数字も出ています。

この経済的損失は、もはや一企業、一個人の課題ではなく、社会的に大きな課題であると

感じます。 

 

私どものもとへは、「仕事は辞めたくない。けれど、今治療を受けないと子どもが持てな

いかもしれない。どうしたらいいかわからない」という当事者の悲痛な声が数多く届いて

います。仕事をしながら不妊治療を続けたい女性がほとんどです。新しく「不妊治療」に

特化した制度を導入するまでいかなくとも、現状の制度を不妊治療に使えるようにしてい

ただくだけで、当事者はどれだけ時間的にも精神的にも救われるかわかりません。 

 

本書では、この課題について、当事者の現状を踏まえた「不妊治療（不妊治療と仕事の両

立への支援）」の重要性、すでに取り組んでいる企業の事例などを紹介しています。この

課題に取り組むにあたり、何らかのヒントになれば、望外の喜びです。 
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第 1章 不妊治療と仕事の両立 

１．不妊治療支援制度が必要な背景 

 

・不妊治療に取り組んでいる人は、一体どれぐらいいるのでしょうか？ 

・どのような負担があり、どういった悩みを抱えているのでしょうか？ 

・どの年代に多いのでしょうか？ 

 

不妊治療については、機微な話でもあり、現状では、あまり会社や職場で話が出ることは

ありません。当事者以外の多くの人は、知らない、もしくはあまりピンとこない、という

のが現状です。しかしながら、女性の社会進出と晩婚化、初産年齢の高齢化も影響し、日

本国内で不妊はサイレント・マジョリティとなっています。私たち、Fine では、こうした

現状を「社会課題」として受け止め、2004 年から「現在･過去･未来の不妊体験者」に向

けて、様々な支援活動を展開しています。 

 

厚生労働省や東京都などの自治体においても重要な社会課題と認識され、既にいくつかの

取組みが行われています。喫緊では、不妊治療に関する否定的な言動（本書では「プレ・

マタニティハラスメント」と記載）を防止するため、令和 2 年 1 月に「事業主が職場にお

ける妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置について

の指針」の一部が改正され、令和 2 年 6 月より適用される予定です。 

 

この章では、不妊治療の現状を理解していただくための基礎知識を「「不妊治療」理解度

チェックリスト」、「不妊治療のステップ」、「当事者の声」（Fine『不妊白書 2018』

より）という形で、ご紹介します。 
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２．「不妊治療」理解度チェックリスト 

不妊治療の基礎知識、いくつご存知ですか？ 

 

□ 不妊治療経験者は、夫婦全体の 5.5組に 1組(18.2%)※1 

□ 不妊治療の負担には、【からだ】【こころ】【お金】【時間】の４つがある※2 

□ 不妊治療経験者のうち、両立ができず退職した女性は 4人に 1人※3 

□ 86%の人が、「不妊治療をしている」ことを職場で伝えていない※3 

□ 67%の企業が、不妊治療を行っている従業員の把握ができていない※3 

□ 不妊治療の期間が 1年を超える人が 8割、2年を超える人が 5割を占める※4 

□ 不妊治療者の 4組に 1組(25.6%）は、二人目の不妊治療に取り組んでいる※2 

□ 不妊の 48%は、男性にも原因がある※5 
（男性または男女双方に原因がある場合） 

□ 女性の不妊の頻度は、40代前半と 20代後半では 3倍以上の差がある※6 

□ 体外受精などの生殖補助医療で生まれた子どもは 16.7人に 1人※7 

□ 不妊治療をしても、必ず妊娠・出産できるとは限らない 
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※1 国立社会保障・人口問題研究所「2015 年社会保障・人口問題基本調査」 

http://www.ipss.go.jp/ps-doukou/j/doukou15/gaiyou15html/NFS15G_html08.html 

※2 不妊治療においては、薬の副作用で、頭痛・吐き気・ほてり・腹痛などの症状が出ることがあ

ります。体外受精が始まると、採卵の場合は採卵手術による痛み（針を刺す痛み）、麻酔に

よる副作用（吐き気、めまいなど）、卵巣過剰刺激症候群の場合は、最悪命の危険性を伴い

ます（過去には、死亡例や脳性まひ、半身不随など重篤なケースもありましたが、最近では

医学の進歩により、安全性はかなり高まっています） 

また、通院開始からの治療費の総額は、以下のグラフのようになっています。 

引用：Fine プレスリリース「不妊治療と経済的負担に関するアンケート 2018」 

https://j-fine.jp/prs/prs/fineprs_keizaiteki_anketo2018_1903.pdf 

※3 厚生労働省「平成 29 年度 不妊治療と仕事の両立に係る諸問題についての総合的調査研究事業 

調査結果報告書」P39 図 28 

https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11910000-

Koyoukankyoukintoukyoku-Koyoukikaikintouka/0000197931.pdf 

女性は 23％(4 人に 1 人)、男性は 2%(50 人に 1 人)、男女全体では 16％(6 人に１人) 

※4 Fine『不妊白書 2018』 

https://j-fine.jp/activity/hakusyo/index.html  

比率には、「伝える予定がない」という人も含む。 

※5 2017 年世界保健機構(WHO)報告  

男性のみ 24%、男女双方 24%、女性のみ 41%、不明 11%。 

※6 一般社団法人日本生殖医学会 

不妊の頻度(定期的に避妊せず性交を続け、1 年経っても妊娠に至らない割合)は、健康なカ

ップルであったとしても、25 歳～29 歳では 8.9％、30～34 歳では 14.6％、35～39 歳で

は 21.9％、40～44 歳では 28.9％。 

※7 生殖補助医療による出生児数（2017 年累計出生児数）は『日本産科婦人科学会雑誌第 71 巻

第 11 号』より引用。 

http://fa.kyorin.co.jp/jsog/readPDF.php?file=71/11/071112509.pdf 

 

http://www.ipss.go.jp/ps-doukou/j/doukou15/gaiyou15html/NFS15G_html08.html
https://j-fine.jp/prs/prs/fineprs_keizaiteki_anketo2018_1903.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11910000-Koyoukankyoukintoukyoku-Koyoukikaikintouka/0000197931.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11910000-Koyoukankyoukintoukyoku-Koyoukikaikintouka/0000197931.pdf
https://j-fine.jp/activity/hakusyo/index.html
http://fa.kyorin.co.jp/jsog/readPDF.php?file=71/11/071112509.pdf
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３．「不妊治療」のステップとは？ 

 

1.検査/タイミング療法 

排卵に合わせて性交渉をする方法。 

医療機関では、超音波検査やホルモン検査などで排卵日をより正確に推測する。 

 

2.人工授精 

男性の精液を採取して、医療機関で処理した後、女性の子宮に注入する方法。 

排卵誘発のため、錠剤や注射を利用することもある。 

 

3.体外受精 

卵巣から卵子を採卵し、精子と同じ容器に入れて受精を待ち、受精卵を子宮に戻す。 

 

4.顕微授精  

1 つの精子を選び、顕微鏡を使って卵子に直接注入して授精させる方法。採卵数により

値段が変動。 

 

※２～４は生殖補助医療(ART:アート/Assisted Reproductive Technology)と呼ばれる 

 

実際に、体外受精によって誕生した子どもの数は、2017 年には、約 16.7 人に 1 人にの

ぼっています※
 

※ 2019 年 9 月に発表された日本産科婦人科学会の最新データ。2017 年に体外受精で生まれたのは 5 万

6617 人。同年に出生した 16.7 人に 1 人を占め、過去最多を更新。 

 

 

不妊治療の通院日数、費用など

女性 男性

検査/

タイミング療法

4～7日

（1回の所要時間は30～120分）

半日～1日
～1万円

健康保険適応後の

自己負担額

可能 　

人工授精

2～6日

1回あたりの通院時間は数時間

（通常6回まで）

～半日

＊要手術の場合は1日

～5万円

健康保険適応外
調整困難 5～8％

体外受精

4～10日：1回あたり数時間

+

2日：1回あたり半日～1日

～半日

＊要手術の場合は1日

30～50万円

健康保険適応外
調整困難

顕微授精
7、8～14日

（人、状況によりばらつきがある）

50～80万円

健康保険適応外
調整困難

治療内容
通院日数の目安 日程調整

可否
費用 出産率

顕微授精との

合計主産率

12.3%
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４．仕事との両立が難しい現実とは？～当事者の声～ 

「急な通院、頻繁な通院など、予定が立たない。」 

 

● (生理)周期に合わせた通院が必要なため、あらかじめ通院スケジュールを立てるこ

とが難しかったです。(30 代正社員) 

● 病院へ行く日にちが、排卵日の特定や採卵、移植などの日程など、その周期によっ

て変わるため、直前にならないとわからないので、仕事のシフトが出せませんでし

た。(30 代パート・アルバイト) 

● 職場が急な休みをとりやすい環境ではなく、なんとか午前休をとって病院に行けて

も、先生から「明日も来て」「明日、人工授精しようか」などと急な予

定を入れられることも多く難しいです。(30 代その他) 

● 教員という立場から参観会、面談、行事など休めないタイミングと妊活のタイミン

グが重なることが多いです。(30 代正社員) 

● 二人目不妊だったため、子どもを保育園に迎えに行ってから通院する必

要があり、両立は困難でした。(30 代正社員) 

● 有給休暇は本来１カ月前に申請だが、治療の休みは予測不能。結果的に欠勤対応と

なったことがありました。(30 代その他) 

● 病院に行く時間が指定できないため、病院に早朝から並んでも出社時間に間

に合わず、有休扱いとなってしまい、最後は減給になりました。(30 代正社

員) 

● 急遽明日来てくださいと指示があり、さらに 1 週間の間に何度も通院するので、

休みが取れない仕事では退職せざるを得ませんでした。病院の待ち時間も長

く、遅刻や早退でも対応できませんでした。(20 代その他) 

● 管理職だと会議等に出席しなくてはならず、しかし不妊治療の通院日とかぶった際

は、会議を休まなければなりませんでした。そのたびに周りに迷惑をかけてし

まうので、苦しかったです。(30 代正社員) 

● 顧客のアポのある日に採卵となったとき、どうしても両方とも日程をずらせ

ず、結局採卵を諦めました。(40 代正社員) 

● 特に体外受精にステップアップしたときに、採卵近くになると卵胞チェックのため

に連日通院したり、仕事が休みにくい日と採卵・移植が重なったりする

と、時間のやりくりが大変でした。(40 代パート・アルバイト) 
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それでは当事者は、どのような対応に救われるのか？ 
 

● 職場の上司が、休暇をすすめてくれたので休暇を取ることができました。

(40 代正社員) 

● 夜勤のある職場でしたが、会社の理解があり、昼の勤務帯に替えてもらえまし

た。(40 代正社員) 

● 職場で不妊治療に対する理解があり、休職や勤務日数の軽減を提案していただ

きました。(40 代正社員) 

● 治療で休む回数が多く、急な変更があるので、少人数の部署から人数の多い部署へ

異動しました。上司の「辞めるより異動しよう」という言葉がうれしかった

です。(30 代パート・アルバイト) 

● 不妊治療のための休職制度(1 年間が MAX)が会社に導入されたのをきっかけ

に休職を選びました。(30 代その他) 

● 職場の理解があり、治療のために部署を異動しました。だからこそ絶対に迷惑はか

けたくなかったので、自分でしっかりリスクを説明し、代わりに行なえる

業務など提案しました。(30 代正社員) 

● 毎日時間と成果に追われ、残業も多い職場でしたが、上司に相談して仕事内容を見

直してもらいました。(30 代正社員) 

● 直属の上司から、「毎日定時に帰っても、突然休んでも、早退しても良

いから辞めないで」と言われ、毎日定時で帰れるようになったので、とて

もありがたいと思いました。(20 代正社員) 

● (上司と相談して)役職を変えてもらうことで、不妊治療のために休みが取りやすく

なったので、ありがたかったです。(40 代正社員) 

 

※『不妊白書 2018』(Fine 発行)より 
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５．プレ・マタニティハラスメントについて 

「また休むの？昨日も病院行ったよね？」 

＜プレ・マタニティハラスメント（プレマタハラ）の定義＞ 

妊活に対するハラスメント。Fineが提唱する、妊活（妊娠するための活動、努力）や不妊

治療を行っている人に対して（意識下、無意識下を問わず）行われている職場におけるハ

ラスメント行為を指す言葉。 
※マタニティハラスメント（マタハラ）は、女性の妊娠、出産、子育てをきっかけとして行われる嫌が

らせや不利益な取り扱い。 

 

＜プレマタハラの実態＞ 

● 「不妊治療と妊娠は違う」と上司に断言されました。「妊娠を理由とした軽

減勤務は認めるが、不妊治療を理由にした配置転換や勤務の軽減は認めない」とも

言われました。(40 代正社員) 

● 高齢でもあり「不妊治療を受けること自体がおかしい」と言われ、周囲の理

解が得られませんでした。(40 代正社員) 

● 上司から「月 2回くらい通院すればいいんだろう」と言われ、「両立しろ」

と押し切られました。(40 代正社員) 

● 会社から「昇格してから子どもを作った方がいい」と言われ、なかなか休み

が取れず、言い出せません。(30 代正社員) 

● 上司には不妊治療をすること、休みが増えてしまうことを告げました。しかし、

ある日「妊活か仕事かどちらかを選びなさい」と言われ、結局退職すること

になりました(40 代その他) 

● 月に何回も通院しないといけないという不妊治療を知らない方が多いので、「ま

た休むの？昨日も病院行ったよね？」と言われました。(30 代正社員) 

● 職場に理解してもらおうと、上司に率直に事情を説明しましたが「そんな治療を受

けるなら仕事はするな」と言われました。(40 代契約社員) 

● 職場の人に「女は仕事か子どもか選ばなくては」などと言われたり、協力が

得られませんでした。(30 代その他) 

● 職場の人から「こんな状況で妊娠したら、つわりで休むんでしょ？産休育

休取るんでしょ？辞めれば？退職して子どものことに専念すれば？」と

言われてしまいました。(30 代正社員) 

● 上司には体外受精をしていると説明しましたが、忙しいプロジェクトに投入され、

胚盤胞の移植の周期でも残業が増えてしまったこともありました。(40 代その他) 

● 前もって治療をしていることを上司に伝えましたが、子どもがいる上司でも不

妊経験がなければ、理解を得るのは難しかったです。(30 代正社員) 

● 突然の受診や採卵のため、上司に仕事を調整したいと伝えたが「もう少し長期

的に予定が立てられないのか？」と言われました。(20 代正社員) 

※『不妊白書 2018』(Fine 発行)より 
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６．なぜ当事者の声が会社に届かないのか？ 

職場の環境や周囲の何気ない言葉で、不妊治療のことが話しづらくなる。 

 
● 「子どもがいないほうが楽だよ」「不妊治療をやめたら、すぐに妊娠する人多いみ

たいだから、やめてみたら？」と言われ、話しづらく感じました。(30 代パート・

アルバイト) 

● 不妊治療のことを「人工的に妊娠させるのか？」「そこまでするの？」

「自然に妊娠できなければあきらめたら？」と言われることが多いためです。 

(40 代フリーランス) 

● 他部署に体外受精を公言している人がいましたが、その人のことを「試験管でし

よう？」などと、同じ職場の人が話していたのを聞いたので、話せなくなりまし

た。(30 代正社員) 

● 「不妊=不純に遊んだから、その代償」という考えの年配の女性社員が

多くいました。また(病気でもないのに妊娠のために)病院へ行くのはおかしいと

言われました。(40 代その他) 

● 「子どもはまだ？」と言われると、プレッシャーに感じるので、話しませんでし

た。(30 代正社員) 

● 長く不妊治療していると「かける言葉が見当たらない」と言われ、話しづらくなり

ました。(30 代正社員) 

● (不妊治療をしていることを)抵抗なく話すと、「賛否両論あるから言うもので

はない」と言われたためです。(50 代パート・アルバイト) 

● 生まれた赤ちゃんに対して、「あの子は体外受精の子だから、〇〇ができな

い、発達が遅い。」などの偏見を持つ人がいたので、話せませんでした。

(40 代パート・アルバイト) 

● 私以外は男性の職場だったので、理解していただくために深い説明をしなければな

らないのが大変苦痛に感じました。(40 代正社員) 

● すでに 1人子どもがいるので、「もう良いんじゃない？」と思われるの

が嫌でした。(40 代正社員) 

● 部署に女性が 1 割もいなく、上司も全員男性のため話しづらいです。(30 代正社

員) 

※『不妊白書 2018』(Fine 発行)より 
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【コラム】若いうちに、「チャイルドプラン」の重要性を考えてもらう 

Fine が考える「チャイルドプラン（妊活）」とは、不妊治療のことだけではありません。

自分のライフプランを立て、子どもを持つ（持たないも含め）時期を考えること、それに

伴い食事や運動などの生活全般の見直し、妊娠に向けた身体づくりを行なうこと、妊娠に

適した状態かどうかの身体のチェックを行なうこと、心身のストレス軽減のためにメンタ

ルケアや気分転換を生活に上手に取り入れることなど、妊娠に向けた活動全般だととらえ

ています。 

 

会社が不妊治療支援をすることを通じて、社員にキャリアデザインの中の１つの要素とし

てチャイルドプランもあることを、早くから考えてもらうことができます。 

 

不妊の頻度が加齢ともに上昇すること、さらには、実際に不妊治療に取り組んだとして

も、体外受精などの生殖補助医療(ART)の妊娠率・生産率ともに 35 歳以降から低下し、

逆に流産率は上がる（30 歳で不妊治療して赤ちゃんを授かる確率は 19.9％、35 歳で

16.3％、40 歳で 7.7％、45 歳では急激に減って 0.6％）ことも報告されています※1。最

近では、キャリア形成と出産を両立するため、子宮内膜症などの医学的理由ではなく、自

分が将来妊娠するために卵子を凍結保存しておく、いわゆる「社会的卵子凍結」を選択す

る動きも広がり始めています。 

 

いずれにしても、不妊治療に関する費用も含め、こうした情報や知識も得たうえで「後悔

しないためのチャイルドプラン」を、若いうちから考えることは重要になっています。 

また、男性は、自分で出産するわけではないため、あまり当事者意識を持てないケースが

ありますが、適切な基礎知識を持ち、積極的にパートナーに寄り添うことで、お互いに支

え合っていく姿勢を持つことは、大変重要になります。 

 

※1 「不妊に悩む方への特定治療支援事業等のあり方に関する検討会」報告書（平成 25 年８月） 参考資

料（日本産科婦人科学会 2010 年データを基に厚生労働省で作成） 

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-

Soumuka/0000022029.pdf 

  

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000022029.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000022029.pdf


11 

©Copyright NPO 法人 Fine All rights reserved. 

第 2章 不妊治療支援制度の必要性、事例 

１．今なぜ、不妊治療支援制度が必要なのか？ 

①「SDGs(持続可能な開発目標)」への取り組みに対する社会的要請 

 

 

 

 

SDGs への取り組みは、事業開発に加えて、投資家・顧客などのステークホルダーからの

信頼獲得、企業イメージの向上、優秀な人材獲得の効果が期待できます。「目標 3．すべ

ての人に健康と福祉を」と「目標 5：ジェンダー平等を実現しよう」は業種を問わず取り

組みができる目標です。 

 

②「健康経営※1」が、従業員の就業継続、生産性の向上をもたらす 

無知・無理解に起因するものであっても、周囲のハラスメント言動は、妊活・不妊治療

中の社員のモチベーションや生産性を下げかねません。最悪の場合には退職に至る可能

性もあります。また、不妊治療支援をきっかけに「年次有給休暇の時間単位付与」制度

を導入した場合※2 は、男女年齢問わず闘病や介護との両立を支援するものにもなります。 

 

※1 経済産業省「健康経営についての取組 ～健康経営銘柄～」 

http://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/jyuuten_houshin/sidai/pdf/jyu13-03-2.pdf 

 

※2 育児・介護休業法施行規則等が改正：子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるように 

（施行：令和３年１月１日） 

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582033.pdf 

 

➂不妊治療支援制度がない企業は、経験を積んだ貴重な女性人財を失うリスクがある 

不妊治療経験者のうち仕事と両立ができず退職した女性は 23％にのぼります(*1)。治療

に取り組むのは中堅・ベテラン年次の女性が多く、彼女たちの退職は、教育投資が回収

できない、後任の採用・育成コストがかかるなど、企業には大きな負担となります。 

 

*1 H30 厚労省：不妊治療と仕事の両立に係る諸問題についての総合的調査事業 

https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11910000-Koyoukankyoukintoukyoku-

Koyoukikaikintouka/0000197931.pdf 

  

http://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/jyuuten_houshin/sidai/pdf/jyu13-03-2.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582033.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11910000-Koyoukankyoukintoukyoku-Koyoukikaikintouka/0000197931.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11910000-Koyoukankyoukintoukyoku-Koyoukikaikintouka/0000197931.pdf
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２．不妊治療支援に取り組む企業実例 

先進的に取り組んでいる企業 3 社の担当者に実際に話を聞いた概要をご紹介します。 

各企業とも支援内容や取り巻く状況は異なりますが、テーマの特性上社員全員を満足さ

せることが難しいことから「しらけ」や不公平感への対策を十分に実施しているのがわ

かります。 

 

（１）株式会社サイバーエージェント（メディア事業、ゲーム事業 等） 

 

 

 

2014 年、会社の未来を考える社内会議を発端に、妊活中の通院のために利用できる特別

休暇（月１日）や妊活に関する専門家の個別カウンセリング（月１回 30 分）を受けられ

る制度を含む女性が長く活躍してもらうための制度パッケージ「macalon」（マカロン: 

ママ（mama）がサイバーエージェント（CA）で長く（long）働く）を導入。妊活だ

けがクローズアップされるのは不公平感を生みかねないため、子どもの学校行事等に取

得できる特別休暇や女性特有の体調不良の際に利用できる特別休暇等、男女や子どもの

有無に問わずなるべく多くの社員が使えるようなパッケージとして設計。学生向け説明

会でも好評。 

 

【ポイント】 

①人事制度は必ず「喜ぶ人」と「そうでない人」の両方いるため、“『しらけ』のイメトレ 

(＝事前に QA を想定する) ”を徹底。今回も、ア）妊娠しないと決めている女性、イ）女

性だけが休みが増えることに批判的な男性、ウ）特別休暇の取得が多い女性に困惑する上

司、についてイメージトレーニングを行い、制度面・普及面で対応。 

②休暇を取りやすくするために、ネーミングも工夫（女性向けの特別休暇は名称を「エフ

休（female の休暇）」に統一することで、話しにくい取得理由を知られずに利用できる

ように。） 

③妊活休暇は「長く働くために、戻ってくることを前提に、取ってほしい」というように

「挑戦と安心はセット」であることを強く意識付け。 

 

（２）富士ゼロックス株式会社（オフィスプロダクト＆プリンター事業 等） 

 

 

 

2012 年、人事制度改定を行った際に、不妊治療を理由とする休職制度を含む出生支援制

度を導入。主として社会的な要請に基づくものだが、キャリアを積んだ社員が不妊治療

と仕事の両立が困難で退職してしまうことを防ぐ狙いも。入社希望者からも好評。 

 

【ポイント】 

①経営トップがしっかりとマネジメント層・社員向けに発信することに加えて、妊娠した

部下への声かけのやり方をまとめた「育児両立支援ガイド」を配布することで、意識を変
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化・浸透。 

②時間単位の有給休暇やフレックス制度の利用も多く、日常的にライフイベントを大事に

する風土を根付かせるのが重要。 

③社員に対して「ダイバーシティの推進」という観点で説明を実施。 

 

 

（３）株式会社ティーガイア（携帯電話等の販売及び代理店業務 等） 

 

 

 

企業理念「TG ミッション～わたしたちの使命～」に掲げる「社員とその家族を大切に

し、働く喜びを実感できる企業であり続けます」のコンセプトに基づき、社員が不妊治

療を理由に退職することなく、仕事と不妊治療を両立しながら活躍できるようにとの想

いを込めて、2018 年、「出生支援休暇」（年 5 日間まで有給）と「出生支援休職」

（通算で最大 365 日間）を含む不妊治療支援制度を「出生支援制度」という名称で導

入。制度設計に際しては、他社事例や東京都の「働く人のチャイルドプランサポート事

業」等を参考にした。育児や介護支援制度に比べて、不妊治療支援制度は先端的であ

り、社員の多様性を尊重する「ダイバーシティ＆インクルージョン推進」という観点で

の会社のイメージアップにも貢献。 

 

【ポイント】 

① 制度周知は、社内報やイントラ等を活用するとともに、「出生支援制度」も盛り込ん

だ「仕事と育児・介護の両立支援ガイドブック」を全社員に配布。人事部内に不妊治

療に関する相談員を配置（男女 1 名ずつ）したことも含めて、積極的に社内 PR を展

開。 

② 制度導入に際しては特に、ネーミングに配慮。社員のプライバシーにかかわるデリケ

ートな問題なので、本人の利用しやすさを考慮して不妊治療のようなストレートな名

称を避け、「出生支援制度」と命名。 

③ 「出生支援休暇」については、育児や介護関連の休暇の際と同様の社内手続きにて取

得可能だが、「出生支援休職」申請時は、不妊治療中または治療予定であることを証

明するため、厚生労働省の「不妊治療連絡カード」もしくは診断書の提出が必要。 
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３．海外における不妊治療支援制度の実例 

（１）ヨーロッパの支援制度 

不妊治療の支援の問題は日本だけにとどまりません。海外、特にヨーロッパでは、幅広

く不妊治療の支援が行われています。ヨーロッパ各国における支援制度の内容は【別紙】

「欧米各国における生殖補助医療（ART）の支援制度」の通りです。ここでは、ヨーロ

ッパの資金援助及び労働環境における制度について概観します。 

 

（２）生殖補助医療の資金援助について 

ヨーロッパの中でも特に幅広く支援を行っているのはベルギーです。ベルギーでは、

2007 年に「生殖補助及び余剰胚と配偶子の取扱いに関する法律」が制定されました。同

法は、生殖補助によって親になることを決めた人は、自らの配偶子や胚を使用して行う

か否かを問わず、一定の年齢制限の下、生殖補助を利用することができる旨を定めてお

り、生殖補助へのアクセスを求める人の属性について一切基準を設けていません。した

がって、そのカップルが、結婚していようといまいと、継続的な関係であろうとなかろ

うと、同性同士であろうと異性同士であろうが関係なく、さらには、同性愛者又は異性

愛者を問わず単身者であっても、全６回の生殖補助の支援を受けることができることと

なっています。そしてベルギーでは、他の国と異なり、生殖補助は、匿名の提供者との

間でも行うことができます。 

フランス、ドイツでは異性とのカップルであること、UK（イングランド・ウェールズ）

では「避妊具を使わない性交渉を 2 年間行って妊娠できなかった」ことが生殖補助医療

を受けるための要件となっており、同性カップルについては、生殖補助医療の対象には

なりません。ヨーロッパ内においても、ベルギーの支援は幅広い層を対象としているこ

とが分かると思います。 

 

（３）労働環境における制度について 

また、日本では、生殖補助医療を受ける女性の労働環境の保護については十分に整備さ

れていません。ヨーロッパにおいても、生殖補助医療を受ける女性の労働環境の整備に

関する法令の有無については、各国差があります。 

ベルギーでは、生殖補助を行っている女性に対して、妊娠による解雇からの特別な保護

を与え、給与及び産休の権利を維持したまま仕事を休んで出生前の相談を受ける権利を

定めています。また、フランスでは、医師の証明書を提示することを条件に検査又は診

察のために無制限の欠勤を認めたり、その不妊治療を受ける女性のパートナーに対して

も最大３回の欠勤を認めています。また、UK でも不妊治療の影響で従業員が仕事を休む

ことについて一定の保護を与えており、しかも、生殖補助医療が成功しなかった場合の、

悪い結果が出た後の一定期間についても、このような保護の対象としています。 

 

（４）参考になる点 

以上、ヨーロッパにおける不妊治療の支援の制度について概観しました。ベルギーのよ

うに補助の対象を拡大すること、フランスのように、妊娠した女性と同等の保護を与え

たり、一定期間の欠勤を認めたりする制度、UK のように不妊治療が成功しなかった後の

一定期間を保護の対象とする制度については、社内の制度を充実させる際にも参考にな

ると考えられます。 
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第 3章【実践編】制度導入のためのガイド 

１．制度導入までの 4つのステップ 

 

ステップ① 導入の検討と経営トップの意向確認 

「第 2 章-1 今なぜ不妊治療支援制度が必要なのか？（11 ページ）」、「第 3 章-4 そう

はいっても費用対効果は？～社内決裁を得るために～（20 ページ）」を参考にしなが

ら、経営陣に不妊治療支援の社会的意義や自社へのメリットを伝え、理解してもらいま

しょう。導入コストについて確認される可能性がありますが、社内規程の一部変更等、

導入コストが殆どかからず、かつ当事者にとって大きなメリットがある施策もあること

についても説明をしましょう。 

尚、不妊治療支援単体ではなく、先進企業の事例にあるように、女性活躍支援や育児・

介護・病気治療等との両立を目的とした柔軟な働き方導入の一環として検討してもよい

でしょう。 

 

＜参考：先進企業の事例 ～導入のきっかけ～＞ 

・人事制度の大幅改定時、メニューの一部として導入（富士ゼロックス社） 

・年に数件、社員からの相談実績があることや退職者が発生した経緯から、社員の退職

防止を目的とし導入（ティーガイア社） 

・女性社員支援制度パッケージの一環として導入（サイバーエージェント社） 

 

 

ステップ② 当事者のニーズ把握 

可能であれば、社内の不妊治療当事者・経験者の意見を聞き、よりリアルなニーズを把

握しましょう。ただし、対象者との接触が難しい場合は、本ガイドラインや fine 発行の

「不妊白書 2018」※1、ウェブサイト※2 等を参考に当事者ニーズへの理解を深めましょ

う。尚、不妊白書のアンケートによると、最も当事者から求められているのは、以下の

通り、柔軟な就業時間や休暇・休業を可能にするサポート制度です。 

 

「職場にどのようなサポート制度がほしいですか」  

1 位 就業時間制度 73.3% 

2 位  休暇・休業制度 73.1% 

3 位  不妊治療費に対する融資・補助 50.8% 

4 位  再雇用制度 28.2% 
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5 位  支援要員の雇用制度 21.9% 

6 位  情報提供や啓発活動 20.4% 

7 位  カウンセリング機関の設置 10.3% 

 

※1 Fine「不妊白書 2018」回答数 4,570 複数回答可 

※2 Fine ホームページ：不妊当事者アンケート結果 https://j-fine.jp/activity/enquate/index.html 

 

 

ステップ③ 制度デザイン 

ステップ②にて把握した当事者のニーズをもとに、具体的な制度を検討しましょう。 

全く新しい制度を作らずとも、自社で既に導入済の制度（休暇/休職制度、在宅勤務/テ

レワーク、生理休暇等）の対象範囲を不妊治療にも拡大することで、不妊治療当事者へ

の支援につながる場合もあります。 

新しい制度を作る場合は、不妊治療支援に特化した制度にするのか、育児・介護・病気

治療等の当事者にも対象を広げるかをこの段階から検討しておくことで、従業員間の不

公平への対策にもなります。 

今後は、以下のような「制約」を持つ社員が増加することにより、誰もが「制約のある

社員になりうる」という前提にたち、柔軟性の高い制度により不公平感を緩和する、と

いうことも念頭にいれておきましょう。 

 

＜様々な制約要因＞ 

育児、介護、妊活、がん等の傷病治療、兼業/副業、コミュニティ活動、ボランティア/

プロボノ、資格取得、趣味など。 

 

※参考：東京都「働く人のチャイルドプランサポート事業」  

https://www.hataraku.metro.tokyo.jp/josei/katsuyaku/childplan/#zigyou 

 

 

ステップ④ 導入・従業員への浸透 

具体的に導入する制度を決定後、生きた制度として継続的に使われるものとするよう、

社内への周知を行ないましょう。その際「不公平感への対策」「制度乱用への対策」

「制度の名称」「利用者の気持ちに寄り添った申請・運用方法」「利用者へ配慮した言

動の周知・教育」など、いくつか留意すべきポイントがあります。 

また、運用開始後一定期間が経った後は、利用者本人・上司・周囲の社員へのヒアリン

グ等を通じ、制度や運用方法をブラッシュアップしましょう。 

そして、新しい制度を通じて、改めて企業理念を浸透し、風土を醸成するために、「こ

のような企業理念に基づき、利用者に対するこういう思いを込めて、 制度を導入す

る。」といった、企業理念との整合性を意識して社内周知を行うことも、制度導入への

理解を促し、当事者が実際に使える制度にするために、非常に大切なポイントです。 

 

  

https://j-fine.jp/activity/enquate/index.html
https://www.hataraku.metro.tokyo.jp/josei/katsuyaku/childplan/#zigyou
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２．制度のデザインを考えよう～制度を通じて、風土を変える～ 

制度導入済企業は、下記のような制度を導入しています。下記を例として自社の働き方

や導入済の制度と照らし合わせて導入する制度を検討しましょう。詳細の運用を決めか

ねる場合は、1 年程度の試験期間を設けてもよいでしょう。 

 

①不妊治療に対するサポート制度の例 

●休暇に関する制度 

・不妊治療に特化した、あるいは、不妊治療にも適用可能な特別休暇制度 

    （通常の有給休暇とは別に設置。有給、または無給） 

・半日単位、または時間単位の有給休暇取得制度 

・積立有給休暇制度利用の適用対象として不妊治療を入れる 

 

●柔軟な働き方を支援する制度 

・不妊治療をしている社員を在宅勤務・テレワークの対象者とする 

・フレックスタイムのコアタイム廃止 

 

●一時的に仕事を離れる人を支援する制度 

・不妊治療を目的とした休職制度 

・不妊治療を理由に退職した社員の再雇用制度 

 

●その他支援制度 

・管理職や他の従業員への啓発（イントラへの資料公開、勉強会・研修の開催） 

・不妊治療に関する社内相談窓口の設置 

・外部の専門家がファミリープランや不妊治療の相談に応じる制度 

・不妊治療費の補助金、または融資制度 

 

②制度策定にあたり、考慮すべきポイント 

●制度適用対象者の性別について 

不妊治療にあたっては、男性の通院が必要な場面もあるため、極力女性だけでなく、男

性も対象としましょう。 

 

●休暇/休職申請時の証明の必要有無について 

育児・介護など、他の制度との整合性を考慮して決めましょう。厚生労働省の不妊治療

連絡カードを証明としてもよいでしょう。 

 

●担当窓口の設置について 

人事部門など社内で制度の担当窓口を設置する際には、担当者の名前を出すことで相談

者には、プライバシーが守られ、安心して問い合わせができる印象を与えます。 
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●長期休職の申出条件について 

導入済み企業では、休職中でも社会保険料や住民税などの自己負担が必要であること

や、育児休暇を取得できても育児休業給付金が受給できない場合があることなどの注意

事項を申出条件として記載。事前に申請フォームのチェックリストで確認してもらうこ

とで、金銭面等のトラブル等を未然に防止しています。 

 

●長期休職の最大取得期間、取得回数について 

導入済み企業では、休職期間は最大 1 年～2 年程度としている企業が大多数です。 

尚、休職制度は「分割取得可能」「申請後、状況に応じて後から短縮可能」にすること

が重要なポイントです。制度利用者の立場では、長期間かつ 1 回のみの取得は経済的・

精神的にプレッシャーが大きいため、分割取得・短縮を可能にすることが制度利用のハ

ードルを大幅に下げます。 

 

●不妊治療の補助金、または融資制度について 

導入済み企業では、会社の他、共済会や健康保険組合が負担している場合もあります。

金額は企業によりますが、年間 5 万円～10 万円程度の会社が多いです。 

※不妊治療の経済的負担の実態については「不妊白書 2018 経済的な負担の現状」を参

照 

 

  



19 

©Copyright NPO 法人 Fine All rights reserved. 

３．制度浸透のための施策 ～制度を形骸化させないために～  

制度を有効なものとして浸透・継続させるためにも重要なのは、制度の利用者と非利用者

間で「不公平感」が出ないようにすることです。 

 

①不公平感への対策 

社内に制度を説明する前に、マネジメント・一般社員の双方から出ると考えられる疑問

や不満に対する想定問答を検討しておきます。特に、現場の負担や社員間の不公平感に

対しては、会社は男女年齢問わず全社員の家族・健康をサポートする方針であることを

トップメッセージとして打ち出すなど、入念に対策する必要があります。 

 

②制度乱用(疑惑)への対策 

不妊治療には、直前に通院・治療する(＝休暇を取る)ことが決まるケースもあり、それ

に対する上司や周囲の社員の困惑も想定されます。彼らが治療者に対して「制度を乱用

して休暇を多くとっているのでは？」と疑念を抱いたり、治療者本人がそれを心配しな

くて済むよう「不妊治療連絡カード」やその他手段で、正当な休暇取得であることを証

明する手続きをとるのも有効です。 

 

➂全ての社員が受け入れやすい制度名にする 

不妊治療中であることを他人に知られたくない人も少なくありません。治療者が制度を

利用しやすくするため、他の社員が制度の趣旨を正しく理解し必要以上に気を遣わなく

ていいようにするためにも、制度の名称は重要です。 

＜例＞ 

● 妊活・不妊治療のみを対象とした制度➡出生支援制度、出産支援制度 

● 従来の生理休暇など女性対象の制度を包含する場合➡エフ休 

● 妊活・出産～育児まで「子ども」に関する制度➡チャイルドサポート制度 

● 子ども関連に加えて、闘病や介護に使える制度➡ファミリーサポート制度 

 

参考事例：株式会社サイバーエージェント 女性活躍促進制度 （macalon） 

https://www.cyberagent.co.jp/way/info/detail/id=20350 

 

④管理職にプレマタハラの事例を理解してもらい、部下にも指導してもらう 

導入前に、制度の説明会・質疑応答の機会を設けることは必須です。そこでは、制度の

内容のほか、プレマタハラの具体的な NG 言動、相談の受け方などを学ぶことも重要で

す。詳しくは、「第 1 章-5 プレ・マタニティハラスメントについて（8 ページ）」

「【付録】Q.7 当事者は、どのような対応に救われるのか？（7 ページ）」をご参照く

ださい。 

 

⑤運用開始後のフィードバック・改善 

運用開始後の評価は、(1)利用者本人、(2)上司、(3)周囲の社員の 3 者全てからフィード

バックを得ることが重要です。3 者それぞれの視点から、制度が狙い通り機能している

か、改善すべき課題がないか確認し、制度・コミュニケーションの改善を行います。 

 

https://www.cyberagent.co.jp/way/info/detail/id=20350
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４．そうはいっても費用対効果は？～社内決裁を得るために～  

あなたの会社の損失額を試算してみよう 

年間一人でも不妊治療が原因で退職する社員を減らすことができれば、会社の人的、経

済的損失を防ぐことにもなり、制度を整えることで優秀な人材が入社することにもつな

がります。 

 

実質的な損失は、退職者の年収の２倍に！？ ～試算例～ 

不妊治療による年間退職者数    （ ① ）人 

会社の直接的損失（利益減少額）   （ ② ）円 

補充のための新規採用及び研修コスト  （ ③ ）円 

年間損失額  ①×（②+③）円 

＜試算例＞ 

① 1 人 

② 560 万円  ※退職者の平均年収（女性の平均年収:370 万円）÷労働分配率(66%) 

③ 185 万円 ※年収の半分を想定（引用：退職コストは年収の 50％ 

      https://diamond.jp/articles/-/68462?page=4） 

 

1 人×（560＋185）万円 ＝ 年間損失額 745 万円/人 

 

  

https://diamond.jp/articles/-/68462?page=4
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【コラム】日本社会全体として経済的損失は？ 

 

不妊治療による離職を防ぐための制度を社内関係者に理解、承認してもらうためには、費

用対効果を説明することが必要になるでしょう。女性の不妊退職による損失額は、全国で

年間 1,800 億円と試算されています。算出方法は以下の通りとなります。 

 

2017 年の不妊治療件数は約 45 万件であり、女性ひとり平均年 3 回の不妊治療を受ける

ことから約 15 万人が不妊治療を受けていると推定できます。一方、不妊治療と仕事の両

立ができずに離職した女性の割合は、23％という調査結果があり、女性の就業率約 7 割と

不妊治療による離職率から、年間 15 万人のうち 2 万 4 千人が離職すると推定できます。

これら離職者の所得減少は、女性の平均年収 370 万円で算出すると総額 890 億円に上り

ます。 

これを企業側から見た場合、退職者による利益の減少額を 2017 年の平均労働分配率 66％

によって算出すると 1,345 億円が経済損失と見込まれます。さらに、こうした退職者の補

充のための新規採用や後任育成のためのコストが必要となり、これらの費用は企業や職種

により異なりますが、年収 370 万円の社員 2 万 4 千人の退職コストを年収の 50％で試算

すると一人 185 万円となり総額 444 億円となります。つまり、利益減少額 1,345 億円と

退職コスト 444 億円を加えた 1789 億円が企業の年間損失と推定できるのです。 

 

一人あたりでは、企業損失は 560 万円に加えて退職コスト 185 万円、合計で 745 万円が

必要となりますので、一人でもこうした離職を無くすために企業として不妊治療のための

制度を整えることは必要ではないでしょうか。 

 

引用：退職コストは年収の 50％ https://diamond.jp/articles/-/68462?page=4 

 

 

 

  

女性の不妊退職による経済損失額 1,345億3,278万円

1 不妊治療件数 448,210件 2017年

2 不妊治療患者数 149,403人

3 女性の就業率 69.7% 2017年

4 不妊治療と両立できずに仕事を辞めた割合（女性） 23.0% 2017年度調査　厚生労働省

5 不妊治療による離職者数（２×３×４） 23,951人

6 女性の平均賃金（年収換算） 3,718,478円 2017年

7 所得の減少（５×６） 89,060,702,733円

8 労働分配率 66.2% 2017年度

9 企業活動の付加価値の減少（経済損失）（７÷８） 134,532,783,584円

１ 人 あ た り の 年 間 治 療 件 数 

は最大 3 回程度と推定 

https://diamond.jp/articles/-/68462?page=4
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女性の不妊退職による経済損失額（前ページ）根拠データ 

 

1 公益社団法人日本産科婦人科学会 登録・調査小委員会 ART データブック 

https://plaza.umin.ac.jp/~jsog-art/2017data_20191015.pptx 

https://plaza.umin.ac.jp/~jsog-art/ 

2 不妊治療患者数の統計的なデータは見当たらなかったため、1 人あたりの年間治療件数は最

大 3 回程度と推定し算定した 

（参考にしたサイト）不妊治療や体外受精の悩みに答える web マガジン「ウェルモ」 

https://www.sbc-ladies.com/column/taigaijyusei/842.html 

年間 4 回以上治療を行う患者も存在するが、体を休める・整える期間を考慮すると、回数

としては適当と思われる 

3 総務省統計局 労働力調査（基本集計）平成 29 年（2017 年）平均 表番号Ⅰ-4※女性、

15～49 歳、有配偶の就業率を採用（15～49 歳女性全体の場合は 68.0%） 

https://www.e-stat.go.jp/stat-

search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200531&tstat=000000110001&cycle=8&year=20171

&month=0&tclass1=000001040276&tclass2=000001040283&tclass3=000001040284&result_back=1 

4 厚生労働省「不妊治療と仕事の両立に係る諸問題についての総合的調査研究事業 調査結

果報告書」 （2018 年 3 月）図 27 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/30c.pdf 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000197936.html 

6 厚生労働省「平成 29 年賃金構造基本統計調査」 

女性、～49 歳、企業規模 5～9 人、10 人以上を合算して算定 

https://www.e-stat.go.jp/stat-

search/files?page=1&toukei=00450091&tstat=000001011429 

8 財務省 法人企業統計調査（2017 年度）（金融業、保険業を除く） 

「付加価値配分の状況」から人件費の占める割合  表 7 人件費/付加価値 

https://www.e-stat.go.jp/stat-

search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00350600&tstat=000001047744&cycle=8&year=20171

&month=0&tclass1=000001047749&result_back=1 

 

※算定にあたっての参考（第一生命経済研究所 出産退職の経済損失） 

http://group.dai-ichi-life.co.jp/dlri/pdf/ldi/2018/news1808.pdf 

https://plaza.umin.ac.jp/~jsog-art/2017data_20191015.pptx
https://plaza.umin.ac.jp/~jsog-art/
https://www.sbc-ladies.com/column/taigaijyusei/842.html
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200531&tstat=000000110001&cycle=8&year=20171&month=0&tclass1=000001040276&tclass2=000001040283&tclass3=000001040284&result_back=1
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200531&tstat=000000110001&cycle=8&year=20171&month=0&tclass1=000001040276&tclass2=000001040283&tclass3=000001040284&result_back=1
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200531&tstat=000000110001&cycle=8&year=20171&month=0&tclass1=000001040276&tclass2=000001040283&tclass3=000001040284&result_back=1
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/30c.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000197936.html
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450091&tstat=000001011429
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450091&tstat=000001011429
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00350600&tstat=000001047744&cycle=8&year=20171&month=0&tclass1=000001047749&result_back=1
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00350600&tstat=000001047744&cycle=8&year=20171&month=0&tclass1=000001047749&result_back=1
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00350600&tstat=000001047744&cycle=8&year=20171&month=0&tclass1=000001047749&result_back=1
http://group.dai-ichi-life.co.jp/dlri/pdf/ldi/2018/news1808.pdf
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【付録】人事担当者＆管理職向けＱ&Ａ ～知識と心構え～  

Q.1相談を受けたときにどう対処すればよいですか？ 

・まずは、「相談してくれて、ありがとう。」から始めましょう。 

・次に、今後の予定を本人に確認しましょう。 

・業務要員の調整については、上席者や人事部に相談する旨を伝えましょう。特に、初回

の場で、上司の不安を本人に伝えることは、プレッシャーを与えることになるので、控

えましょう（本人も、当然そうした事情を分かったうえで、勇気を出して相談してくれ

ていることに、思いを馳せましょう）。 

 

Q.2社員が気軽に相談できるような施設はありますか？ 

●全国の不妊専門相談センター一覧 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000181591.html 

●特定非営利活動法人 Fine「カウンセリング事業」 

https://j-fine.jp/activity/counseling/index.html 

 

Q3.国や自治体などの動きはどうなっているのか？ 

●厚生労働省：仕事と不妊治療の両立について 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/30.html 

 

●東京都では、企業における雇用環境の整備推進を目的とし、国に先駆けて、平成 30 年

度新規事業として、「働く人のチャイルドプランサポート制度整備奨励金」を支給

し、企業名を公表している。 

https://www.hataraku.metro.tokyo.jp/josei/katsuyaku/childplan/ 

＜交付企業一覧＞ 

https://www.hataraku.metro.tokyo.jp/josei/katsuyaku/30saportcompany.pdf 

 

Q.4不妊治療についてもっと詳しく知りたいのですが？ 

●日本生殖医学会「不妊症 Q&A」http://www.jsrm.or.jp/public/index.html 

●日本受精着床学会「生殖補助医療技 ART って何？ http://www.jsfi.jp/citizen/index.html 

●Fine「不妊とは」 https://j-fine.jp/infertility/about.html 

 

Q.5何かしら「今すぐ」にでもできることはありますか？ 

・何よりも、まず、「知る」ことです。 

・「知る支援」という言葉もありますが、無理解、無関心の社員が減ることだけでも、

当事者にとっては大きな支援になります。 

 

Q.6制度導入に関して、気軽に相談できるところはありますか？ 

●Fine「Fine 妊活プロジェクト～みらい Action～」 

https://j-fine.jp/miraiaction/index.html 

 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000181591.html
https://j-fine.jp/activity/counseling/index.html
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/30.html
https://www.hataraku.metro.tokyo.jp/josei/katsuyaku/childplan/
https://www.hataraku.metro.tokyo.jp/josei/katsuyaku/30saportcompany.pdf
http://www.jsrm.or.jp/public/index.html
http://www.jsfi.jp/citizen/index.html
https://j-fine.jp/infertility/about.html
https://j-fine.jp/miraiaction/index.html


24 

©Copyright NPO 法人 Fine All rights reserved. 

Q.7もっと当事者の声を知りたい 

 

～自分自身のキャリアへの思い～ 

● 職場に休職したいと申し出ましたが「それなら辞めろ」と言われ退職しまし

たが、退職後は悔しさや落ち込みが大きかったです。(30 代フリーランス) 

● 長く働いて、産休や時短の人を多くサポートしてきたのに悔しい気持ちでした。

(30 代その他) 

● 子どもが普通にできていれば、こんなことにはならなかったのに、悲し

く感じました。(30 代パート・アルバイト) 

● 周りは普通に妊娠、出産をして、産休・育休、時短勤務を使い仕事を続けているの

に、自分はどちらかを諦めなければいけないのが悲しく、悔しかったです。(30 代

契約社員) 

● 自分のキャリアを捨てるのは嫌でした。真面目に働いていたつもりが、仕事

以外のことで諦めざるを得ないことは、納得いかないと感じています。(30 代正社

員) 

● 職場では不妊治療は全く理解が得られませんが、子育ての場合は優遇さ

れることがとてもつらかったです。(30 代正社員) 

● 自然に妊娠できれば、産休育休をとり、また戻る場所があるのに、自分は退職まで

してしまい、妊娠もできなかったら女性として情けなく、生きる自信が持

てなくなりそうです。(30 代正社員) 

● 今まで妊娠している方の分や、育休、時短の方のフォローをしてきましたが、子

どもを授かりたいと願う人は会社では使い物にならないと言われたこと

が悔しいです。(30 代その他) 

 

～職場に申し訳ない、という気持ち～ 

● 不妊治療に理解のある職場でしたが、遅刻、欠勤が続くと申し訳ないという気持ち

が大きくなり、休職しました。1年間休職し妊娠できず、これ以上職場に迷

惑をかけられないと思い、退職しました(30 代その他) 

● 職場は理解があり、治療を最優先させてくれました。その分周りの方がフォローに

まわってくれることになり、負担をかけてしまいました。(30 代正社員) 

● 職場の人に申し訳ないという思いです。協力してくれる職場の人に謝りなが

ら、通院し治療をすることが、精神的にキツかったです。(30 代その他) 

● 仕事をがんばった結果、評価されて昇格の機会が巡ってきたのに、不妊治療を優先

させるためお断りしました。断ったのは自分ですが、やるせなさでいっぱいで

した。(30 代正社員) 

● 職場にシフトの調整などで、とても迷惑をかけてしまって申し訳ない気持ちに

押しつぶされそうに何度もなりました。毎回同僚に何度も謝っているうち

に、子どもがほしい気持ちを何度も諦めかけました。(30 代パート・アルバイト) 
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● 赤ちゃんがほしい気持ちと、職場に迷惑をかけてしまって申し訳ない気持ちが入り

混じって、とても複雑でした。(30 代契約社員) 

● 相談できる人もいなくて、両立できないことがくやしかったです。(30 代その他) 

● 治療のために、毎月何度も職場の人に迷惑をかけるのが非常に申し訳なく

感じました。(30 代正社員) 

● 職場で思うように仕事ができず、自分が役に立たない存在のような気持ちに

なって、情けない気持ちでした。(40 代正社員) 

 

※『不妊白書 2018』(Fine 発行)より 

  



26 

©Copyright NPO 法人 Fine All rights reserved. 

<参考リンク> 

 

◎ハラスメント 

厚生労働省  

職場でのハラスメントでお悩みの方へ（セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等

に関するハラスメント/パワーハラスメント） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06

/index.html 

 

職場におけるハラスメント対策は事業主の義務です‼ 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-

Koyoukintoujidoukateikyoku/0000137179.pdf 

 

職場におけるハラスメント関係指針 

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/pdf/harassment_sisin_baltusui.pdf 

 

一般財団法人女性労働協会 

マタニティハラスメントの起こらない職場づくりハンドブック 

https://joseishugyo.mhlw.go.jp/pdf/matanity_handbook.pdf 

 

◎不妊治療 

不妊治療連絡カード 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/30b.pdf 

 

内閣府男女共同参画局 

不妊治療と仕事の両立支援に関する民間企業の取組について（インタビュー） 

http://www.gender.go.jp/policy/sokushin/kenko/index.html 

 

特定非営利活動法人 Fine プレスリリース（2020 年 2 月 4 日） 

不妊退職の経済損失 1,345 億 3,363 万円 治療の理解を求める国会勉強会を開催！ 

https://j-fine.jp/prs/prs/fineprs_kokkaibenkyokai200130.pdf 

  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000137179.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000137179.pdf
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/pdf/harassment_sisin_baltusui.pdf
https://joseishugyo.mhlw.go.jp/pdf/matanity_handbook.pdf
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/30b.pdf
http://www.gender.go.jp/policy/sokushin/kenko/index.html
https://j-fine.jp/prs/prs/fineprs_kokkaibenkyokai200130.pdf
https://j-fine.jp/prs/prs/fineprs_kokkaibenkyokai200130.pdf
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おわりに 

社員が離職してしまう理由はさまざまです。しかし、本書で取り上げている不妊治療に限

らず、介護や病気などは、突然で想定外のことも多く、本人も望まない離職といえるでし

ょう。もし、会社の制度が整っていて、職場の理解も十分であったら、そして、相互サポ

ートができやすい風土が醸成されていたなら、こうした離職は防げるかもしれません。会

社にとっても、社員にとっても不要な損失を防ぐために、制度を充実させるとともに困っ

た時には「気軽に相談できる会社」、「お互いさまと言える職場」が増えたらと願いま

す。 

 

 

本資料は、特定非営利活動法人 Fine と以下の方々の協力により作成されました。 

 

＜協力＞ 

特定非営利活動法人サービスグラント（Fine 担当プロボノワーカー） 

古岩井一彦 高見悦子 藤村浩二 梛野阿由子 鈴木実 椎名健治 

 

BLP-Network メンバー（弁護士 五十音順）   

鬼澤秀昌 辻川昌徳 丸山翔太郎 武藤まい  

※米国以外の欧州各国の制度の調査にあたっては、McDermott Will & Emery 法律事務所のプロボノ

支援をいただきました。 

 

＜インタビュー協力（50音順）＞ 

株式会社サイバーエージェント 

株式会社ティーガイア 

富士ゼロックス株式会社 

認定 NPO 法人フローレンス 

株式会社 LiB（リブ） 

 

 

「不妊治療支援を通じた更なる女性活躍推進について」 

 ～制度導入の必要性と導入ガイド～ 

 

初版発行 2020 年 3 月 

 

発行者  特定非営利活動法人 Fine（ファイン） Fine:Fertility Information Network   

〒135−0042 東京都江東区木場 6-11-5-201 

 HP  http://j-fine.jp/     E-mail fine-riji@j-fine.jp  

ブログ https://ameblo.jp/npofine/entry-12580856174.html 

      TEL 03-5665-1605   FAX 03-5665-1606  

https://www.servicegrant.or.jp/
https://www.blp-network.com/
http://j-fine.jp/
mailto:fine-riji@j-fine.jp
https://ameblo.jp/npofine/entry-12580856174.html
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【相談・問合せ先】 

特定非営利活動法人 Fine (ファイン)  

～現在・過去・未来の不妊体験者を支援する会～ 

～Fine 会員は約 2,400 名  Fine SNS 会員は約 1,950 名（2020 年 2 月現在）～ 

HP  http://j-fine.jp/    E-mail fine-riji@j-fine.jp     

TEL 03-5665-1605 FAX 03-5665-1606 

＊常駐ではありませんので、できるだけメールにてお問い合わせください 

 

Fine は、不妊体験をもつセルフ・サポートグループとして、2004 年に任意団体として

設立されました。私たちは「不妊治療患者が正しい情報に基づき、自分で納得して選

択した治療を安心して受けられる」環境、また「不妊体験者が社会から孤立すること

なく、健全な精神を持ち続けられる」環境を整えることを目指しています。そのため

に、広く一般市民（主として同じく不妊体験をもっている男女）を対象として、情報

交換およびネットワーク構築事業、情報提供事業、啓発事業、カウンセリング事業を

行なっています。また、公的機関への働きかけなどを行なうことによって、不妊に関

する啓発活動、意識変革活動を行ないます。 

http://j-fine.jp/

