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子育て応援コンソーシアム 第６回 議事録 

 

日 時：令和３年８月 26 日（木）～ 

開催方法： オンライン（動画配信） 

 

１．内閣府特命担当大臣（少子化対策）メッセージ 

坂本少子化対策担当大臣： 
 少子化対策担当大臣の坂本哲志です。 
 政府は、個々人が結婚、妊娠・出産、子育てについての希望を実現できる社会をつくって

いくことを目標としております。 

子育てを応援する社会的な機運の醸成に社会全体で取り組むことを目的に立ち上げた

「子育て応援コンソーシアム」も第６回を迎えました。今回は、より多くの方に御覧いただ

けるよう、動画配信の形での開催といたしました。「不妊治療と仕事の両立」をテーマとし

て、「不妊治療等を受けやすい職場環境整備」に先進的に取り組まれている企業の方からそ

の取組を御紹介いただくこととしております。 

不妊治療と仕事の両立が難しいと感じている方が多くおられ、不妊治療を経験された方

のうち男女合計で約 16％の方が、両立ができずに離職されています。両立を困難としてい

る要因として、企業や職場内において不妊治療等についての認識が浸透していないことも

背景にあると考えております。一方、不妊治療を受けていることを職場に知られたくない方

も多くいらっしゃいますので、個人のプライバシーの保護に配慮する必要もあります。 

子供を持ちたいと切に願う方が、不妊治療を受けながら安心して働き続けられるために

は、企業、職場、そして社会全体が不妊治療等への理解・関心を深め、治療に臨む方を温か

く応援しようという社会的機運を醸成することが不可欠です。 

多くの方に、今回の「子育て応援コンソーシアム」を御覧いただき、理解を深めていただ

くとともに、事業主の皆様におかれては、個々の企業においてプライバシーの保護に配慮し

ながら、不妊治療と仕事の両立がしやすい職場環境の整備をされるようお願いいたします。            
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２．政府の取組説明 
不妊治療等を受けやすい職場環境整備 ～不妊治療等の現状と取組～ 

ナレーター： 
 政府では、個々人が結婚、妊娠・出産、子育てについての希望を実現できる社会をつくる

ことを基本的な目標として、ライフステージに応じた総合的な少子化対策を進めています。 
 個々人の希望の実現を阻む要因は様々ありますが、子供の数に関する希望がかなわない

理由として、「欲しいけれどもできないから」と答える方の割合は２割を超えています。 
 男女問わず不妊に悩む方への支援を通じて、子供を持ちたいと願う方の希望をかなえて

いくことが重要です。 

ここでは、子供を持ちたいとの希望があるにもかかわらず、その実現を阻む要因の一つで

ある「不妊」と「不妊治療」の現状を概観した上で、特に「不妊治療を受けやすい職場環境

整備」に向けた取組について取り上げます。 

 まず、不妊や不妊治療についての現状を見ていきましょう。2015 年に国立社会保障・人

口問題研究所が実施した調査によれば、日本では、実際に不妊の検査や治療を受けたことが

ある、または現在受けている、夫婦は 18.2％となっており、これは夫婦全体のおよそ 5.5 組

に１組に当たります。 
 また、2018 年に日本では５万 6,979 人が体外受精・顕微授精により誕生しています。こ

れは、2018 年の出生児数のおよそ６％に当たります。これらから、不妊は身近な問題であ

るということがわかるでしょう。 
 不妊の原因は、女性だけにあるわけではありません。WHO（世界保健機関）によれば、

およそ半数は男性に原因があるとされていますし、検査をしても原因がわからないことも

あります。また、女性に原因がなくても、女性の体には不妊治療に伴う検査や投薬やストレ

スなどにより大きな負担がかかる場合があります。 

 男性も女性も、検査によって不妊の原因となる疾患があるとわかった場合は、原因に応じ

て薬による治療や手術を行いますが、原因がはっきりしない場合も妊娠を目指して治療を

行うことがあります。タイミング法、排卵誘発法、人工授精などの一般不妊治療では妊娠し

ない場合に、卵子と精子を取り出して体の外で受精させてから子宮内に戻す「体外受精」や

「顕微授精」などの生殖補助医療を行います。 

 不妊治療は、妊娠・出産まで、あるいは治療をやめる決断をするまで続きます。年齢が若

いうちに治療を開始した方が、１回あたりの妊娠・出産に至る確率は高い傾向がありますが、

「いつ終わるのか」を明らかにすることは困難です。治療を始めてすぐに妊娠する場合もあ

れば、何年も治療を続けている場合もあります。 
 また、子供を一人産んでいれば不妊ではないというわけではなく、二人目の子供の出産に

向けて不妊治療をしているという場合もあります。 
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 これは、不妊治療に要する通院日数のおおよその目安を示したものです。あくまで目安で

あり、医師の判断、個人の状況、体調等により増減する可能性があります。体外受精、顕微

授精を行う場合、特に女性は頻繁な通院が必要となります。 

また、一般不妊治療については、排卵周期に合わせた通院が求められるため、前もって治

療の予定を決めることは困難となる場合があります。さらに、治療は身体的・精神的・経済

的な負担を伴い、ホルモン刺激療法等の影響で体調不良等が生じることもあり、腹痛、頭痛、

めまい、吐き気等のほか、仕事や治療に関するストレスを感じることがあります。 
 また、一回の診察は通常１～２時間ですが、待ち時間を含め数時間かかることもあります。 

月経周期にあわせて一般不妊治療を月に何回行うかは、年齢や個人の状況によって変わり

ます。 

 次に、厚生労働省が 2017 年度に実施した調査をもとに、不妊治療と仕事の両立に係る実

態を見ていきましょう。 
 不妊治療経験者の方に、仕事と不妊治療の両立状況を尋ねたところ、男女計で 16％の方

が、女性のみでは 23％の方が、「両立できずに仕事を辞めた」と回答しました。また、「両

立できずに不妊治療をやめた」と回答した方は 11％、「両立できずに雇用形態を変えた」と

回答した方は８％であり、あわせておよそ 35％の方が「仕事との両立ができなかった、ま

たは両立できない」と回答しました。 
 両立している方でも、「通院回数の多さ」、「精神面での負担の大きさ」、「通院と仕事の日

程調整の難しさ」などにより、両立に困難を感じている実態があります。 

 一方で、不妊治療についての認知の状況を見てみますと、およそ８割の方が不妊治療に係

る実態を「ほとんど知らない」、「全く知らない」と回答しています。また、およそ７割の企

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状況にありました。 
 不妊治療と仕事の両立を困難としている要因として、企業や職場内において、不妊治療等

についての認識があまり浸透していないことも背景にあると考えられます。 

次に、不妊治療を受けていることを職場へ伝えているかどうかでは、「一切伝えていない、

伝えない予定」と回答した方が最も多くなっています。不妊治療をしていることを職場でオ

ープンにしていない理由としては、順に、「不妊治療をしていることを知られたくないから」、

「周囲に気遣いをして欲しくないから」と回答した方が多くなっています。 

不妊治療と仕事を両立する上での会社等への希望については、順に、「不妊治療のための

休暇制度」、「柔軟な勤務を可能とする制度」、「有給休暇を時間単位で取得できる制度」、「有

給休暇など現状ある制度を取りやすい環境作り」と回答した方が多くなっています。 

 子供を持ちたいと切に願う方が不妊治療を受けやすい環境を整えるためには、企業や職

場内での理解の促進、そして、不妊治療と仕事の両立ができる職場環境の整備に早急に取り
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組むことが必要です。 

 このような問題意識から、政府では、坂本哲志少子化対策担当大臣と田村憲久厚生労働大

臣を共同座長とする「不妊治療を受けやすい職場環境整備に向けた検討チーム」において 
 ①社会的機運の醸成に向けた取組 
 ②不妊治療と仕事の両立のための職場環境の整備 
 ③不妊治療等に関する情報提供・相談体制の強化 
を３本の柱として議論し、2020 年 12 月に「不妊治療を受けやすい職場環境整備に向けた

今後の取組方針」を取りまとめました。 

 ここからは、方針にまとめられた具体的な取組の中から、企業における取組に関する主な

ものを見ていきましょう。 
 はじめに、次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定指針の改正について見てい

きましょう。 
 次世代育成支援対策推進法に基づき、常時雇用する労働者数が 101 人以上の企業には、

雇用する労働者の職業生活と家庭生活の両立のための雇用環境を整備するため、一般事業

主行動計画を策定することが義務付けられています。 
 このたび、行動計画の策定指針を改正し、一般事業主行動計画に盛り込むことが望ましい

事項として、「不妊治療を受ける労働者に配慮した措置の実施」を追加し、2021 年４月から

適用しています。 

次に、企業において、社員が不妊治療を受けやすい職場環境を整備するに当たってのポイ

ントを見ていきましょう。 
 先ほど御紹介したように、不妊治療を受けている労働者の方の中には、そのことをオープ

ンにしている方もいらっしゃる一方で、職場に知られたくないという方もいらっしゃいま

す。 
 このため、企業において、御本人のプライバシーの保護に配慮しながら、通院に必要な時

間を確保しやすい職場環境を整備することが重要です。 
 具体的には、当事者の方のニーズを踏まえつつ、半日単位・時間単位で取得できる年次有

給休暇制度、不妊治療にも対応できる多目的な特別休暇制度、不妊治療のための特別休暇制

度、時差出勤やフレックスタイム制等の柔軟な働き方といった、多様な選択肢を用意するこ

とが重要です。 
 このうち、半日単位・時間単位の年次有給休暇制度は、利用目的を問わず取得可能ですし、

利用目的を伝える必要はない休暇ですので、不妊治療を受けていることを知られたくない

方にも取得しやすいものです。多様な選択肢の一つとして、年次有給休暇を利用しやすい環

境整備に取り組んでいただくことも御検討ください。 
 もちろん、こうした制度を導入・活用するだけでなく、不妊治療に係る実態や職場で配慮

すべきことなどについて、社内で理解・関心を深めることや、相談体制を整備することも必
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要です。 

 休暇制度等を整備することは難しいとお思いの中小企業事業者の方もいらっしゃると思

います。この点について、中小企業事業者の取組を支援するための助成金の制度があります

ので、御紹介します。 
 一つは、働き方改革推進支援助成金の「労働時間短縮・年休促進支援コース」です。これ

は、不妊治療のために利用できる特別休暇制度を新たに導入する中小企業事業主向けの助

成金です。 
 もう一つは、両立支援等助成金の「不妊治療両立支援コース」です。これは、不妊治療の

ために利用できる特別休暇制度や時差出勤・フレックスタイム制等の柔軟な働き方を活用

しやすい職場環境の整備に取り組み、労働者が初めて利用した中小企業事業主向けの助成

金制度です。 
 ぜひ、これらの助成金を活用し、取組を進めていただきたいと思います。支給要件や支給

額など詳しくは厚生労働省のホームページを御覧ください。 

 企業において取組を進めるに当たっては、不妊治療を含む妊娠・出産等に関する否定的な

言動が妊娠・出産等に関するハラスメントの発生の原因・背景になり得ること等に留意しま

しょう。また、御本人の意思に反して不妊治療を受けていることが職場に知れ渡ってしまう

ことのないよう、プライバシーの保護の観点から、労働者の不妊治療等の機微な個人情報の

取扱いにも留意しましょう。 

不妊や不育症に悩む方からは、医学的な相談や心の悩みの相談等を求める声があります。

地方公共団体が設置している不妊専門相談センターでは、男女を問わず、不妊や不育症に関

する医学的・専門的な相談や心の悩みの相談、不妊治療と仕事の両立に関する相談への対応

を行っています。また、不妊治療や不育症治療に関する情報提供を行っています。企業内で

相談を受けた労働者の方に対して、情報提供をお願いします。 

 ここで、不育症について見ていきましょう。 
 不育症とは、生殖年齢の男女が妊娠を希望し、妊娠は成立するものの、流産や死産を繰り

返して、生児が得られない状態をいいます。流産は、妊娠のおよそ 10～15％の頻度で生じ、

日本では２回以上連続した流産の既往をもつ方が年間およそ 3.1 万人発生していると推定

されています。 
 妊娠は成立するものの流産や死産を繰り返す不育症については、検査により原因が判明

した後には病態に応じた適切な治療を行うことが重要ですが、一連の検査を実施しても原

因不明の場合がおよそ 65％を占めています。 
 いずれにしても、流産・死産を繰り返す方々の肉体的・精神的負担は大きく、支援の充実

が求められています。 

 不育症と診断された方で妊娠されている方は、経過観察のために健康診査の回数が多く
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必要な方もいらっしゃいます。このような方は、検診のための時間が確保できるか、また、

仕事を休むことができるか、不安に思っていらっしゃると思います。 
 一般的に、妊娠中の不育症の方に対しては、医師による妊婦健診の際の経過観察及び内服

等による治療や切迫流産の場合の休業等の診断が行われることが多いとされています。 
 医師から妊婦健診を受けるよう指示されたり、休業等の指導が出た場合は、男女雇用機会

均等法に基づく母性健康管理措置の対象となります。事業主は、妊婦健診の回数が通常より

多い場合も必要な時間を確保しなければならず、また、休業等の医師からの指導事項を守る

ことができるようにしなければなりません。 
 医師の指導事項の内容を事業主に的確に伝達するため、男女雇用機会均等法に基づく指

針において「母性健康管理指導事項連絡カード」が定められています。 
 こうした母性健康管理措置の内容について十分にご理解いただくようお願いします。 

企業において不妊治療を受けやすい職場環境整備に取り組むことは、企業にとっても、労

働者の離職防止や人材確保、社員の安心感やモチベーションの向上などの観点から、大きな

メリットがあります。 
 企業において、社員が不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりが進むよう、厚生

労働省では、事業主や人事部門の方向けの職場づくりマニュアル、「不妊治療を受けながら

働き続けられる職場づくりのためのマニュアル」や、ご本人や上司・同僚の方向けの両立サ

ポートハンドブック、「不妊治療と仕事の両立サポートハンドブック」などを作成していま

す。それらも参考にしながら、企業の実情に応じた取組を進めていただきたいと思います。 
 なお、取組を進めていくに当たっては、個人のプライバシーの保護に配慮するとともに、

子供を持つ、持たないは個人の自由な意思決定に基づくものであり、個々人の決定に特定の

価値観を押し付けたり、プレッシャーを与えたりすることがあってはならないことに十分

留意しましょう。 

 

３．先進的な企業からの取組紹介 

⑴ 株式会社ダッドウェイ 人事部（兼）CSR 推進室 マネージャー 関  友里 

関： 
 株式会社ダッドウェイ 人事部 関 友里 です。不妊治療を支援する制度を中心に、弊社の

取組をご紹介いたします。 
 ダッドウェイの企業姿勢として「お取引先様、社員及びその家族の幸福の最大化を目指し

ます」というものがあり、社長、副社長はじめ、私たち社員もこの姿勢のもと、制度改定な

どに取り組んでいます。 

 今回ご紹介するのは、お子さんを迎えるためにかかる費用に対する手当、「こうのとりサ
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ポート」です。2013 年に導入しました。 
 それまでもダッドウェイではお子さんがいる従業員への福利厚生は充実していましたが、

一方で不妊治療を受けている社員たちへの支援というのが無く、そういった方たちへのサ

ポートとして何か出来ることはないかという考えから、この制度が作られました。 
 その考えに及んだ背景には弊社の副社長がいます。副社長は女性なんですが、日ごろから

社員たちと気さくにランチに行ったり、女子会を企画したりと、社員たちと活発にコミュニ

ケーションをとっており、そのような関わりから、不妊治療をされている方の声を聴き、社

員の声を拾い上げたことがきっかけとなっています。 

制度の内容としては、不妊治療だけではなく養子縁組の費用も対象です。年間で 12 万円

を上限として、最大で 5 年間、60 万円まで補助します。男性であっても女性であっても、

利用は可能です。また、社員自身だけではなく、社員のパートナーに対しての費用も補助対

象としています。雇用形態による利用制限は設けていないので、契約社員や時給社員の方で

も利用可能です。 
 「こうのとりサポート」は社員のプライバシーに関することの為、センシティブな内容に

なりますので、安心して申請していただけるように、受付や情報の管理は限定された担当者

だけで対応しています。 
 申請方法は、この担当者が 11 月頃に自身が担当者であることの明記と申請方法や受付期

間についての通知を全社員に向けてアナウンス配信します。通知を受けた対象社員は、社内

申請用紙と併せて領収書、また今期からは厚労省で発行されている「不妊治療連絡カード」

を添付し担当者へ直接提出、上長への申請や報告は不要です。申請を受けましたら、12 月

の給与支払い時に一緒に支給します。 
 利用者の数は年々増えている傾向です。従業員数の増加や、制度内容の浸透が増加してい

る理由と考えられます。 
 また、今年で制度導入から 8 年目を迎え、当初申請をしやすくするという事に重視して

いることから、ルールを厳密化していませんでしたが、制度の利用者も増え、定着してきた

こともあるので、今後も長期的に継続できる制度とするためにも、現状の課題の見直しや、

これから対象となり得る社員との人事面談の実施で声を拾っていくという施策も考えてい

ます。 

「こうのとりサポート」は、費用面でのサポートですが、その他にもダッドウェイ独自の

特別休暇で「ファミリーサポート特別休暇」というものがあります。この休暇は不妊治療に

特化したものではありませんが、「社員の家族の幸せをサポートする」ための特別休暇とし

て 2011 年に制定されました。時代の変化やニーズに合わせて進化し、昨年 3 月より家族の

為だけではなく、ご自身の事情でも使用できる休暇となりました。付与日数は異なりますが、

雇用形態に関わらず、利用できる特別休暇です。 
 様々な家庭環境を持つ社員が使用できるように、家族の看護、通院、お子さんの習い事付
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き添い、行事参加はもちろんですが、ご自身の誕生日、ご家族の誕生日でも利用することが

できます。また、自分自身の通院治療にも利用できますので、自身の不妊治療、もしくはパ

ートナーの不妊治療の付き添いにも利用することが出来るようになっています。 
 不妊治療は費用面にくわえて、頻度の高い通院が必要です。時間単位で取得できるこの休

暇制度は他の社員も多く活用しているので、就業しながらの治療でも負担に感じることな

く継続できるようサポートできる仕組みです。 
 また、このお休みは、3 月に付与され、2 月末日で消化されてしまうので、使用しない社

員が、治療や介護などの重大な事情があって長期間休職が必要となった社員に、自身の特別

休暇をプレゼントすることが出来るという特徴もあります。 

その他に、柔軟な働き方が出来る制度として、「時差出勤制度」や「在宅勤務制度」も導

入しており、これらを組み合わせることで、お休みを取って治療をすることもできますし、

休みを取らず、時間と場所の調整で治療をするという選択も出来ると考えています。 
 今、妊娠出産、子育てをしている社員たちはもちろん、これから、妊娠出産、子育てを考

えている社員たちや、事情があり治療と仕事を両立している社員たちも、安心して働き続け

られる職場環境であるためには、一つの選択肢だけではなく、様々な家庭環境に応じて利用

できる制度であることが望ましいと思っています。 

今回、こうのとりサポートを利用した社員から、制度の利用がお子さんを授かるきっかけ

となったという声をもらうことが出来ました。ここでその声の一部をご紹介します。 

（社員からの声） 
 私たち夫婦は 2018 年度より不妊治療にて「こうのとりサポート制度」を利用させていた

だきました。  
 夫婦ともにホルモンや精液の数値を検査したり、妻の数値を良くする為の投薬や排卵誘

発剤の注射、タイミング療法で排卵日を把握する為の通院など、子供を授かる為に必要な費

用に活用させて頂きました。 
 不妊治療の甲斐もあり、2020 年 1 月に第一子を授かることができました。子供を初めて

抱いたとき、体の芯から湧いてくる喜びを今でも忘れられません。 
 不妊治療には段階があり、私たち夫婦は幸いにも初期のタイミング療法の段階で子供を

授かることができました。それでも、通院、お薬の服用、注射を繰り返すことで費用はかさ

みます。「こうのとりサポート」があったおかげでそれらの全額を賄って頂きました。経済

的に助かったのはもちろんですが、それ以上に社長、副社長ご夫妻の想い、会社のサポート、

温かみというものを強く感じました。とても感謝しています。 
（社員からの声、以上） 

こうのとりサポートは、社員がお子さんを迎えるための制度です。その他にも、様々な立

場の社員が働きやすい環境を、その時代に合わせて改善していきたいと考えています。 
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⑵ 株式会社エムティーアイ コーポレート・サポート本部 経営企画統括部 人事部  

鷲頭 有沙 

内閣府注記：発言中の数値は収録時点（令和３年７月時点）のものとなります。 

鷲頭： 
 株式会社エムティーアイ 人事部の鷲頭です。当社の不妊治療と仕事の両立支援制度につ

いてご説明いたします。 

当社では、不妊治療と仕事の両立支援制度として不妊治療休職制度(通称チャイルドプラ

ン)、不妊治療通院のための休暇を認めるファミリーサポート休暇を導入しています。 
 不妊治療休職制度は、不妊治療を行う従業員が、最大 2 年間の休職が可能となっていま

す。休職期間中は無給となっておりますが、無給期間中に経済的なサポートのため、本人の

社会保険料相当額を、労使負担分全額、会社が負担しています。利用対象者は、原則女性の

みとしておりますが、男性からの相談があれば、検討をいたします。 
 ファミリーサポート休暇は、不妊治療中の社員が、月 2 日まで男女とも取得可能な休暇

制度です。休職すると、収入は大幅に減少しますので、休職までは必要ないものの通院が必

要という社員向けに導入しました。こちらも現在は無給となっております。 

制度導入の経緯としましては、ある社員が不妊治療に悩みを抱えており、妊活や治療に専

念するために休職や退職を考えていたことがきっかけです。 
 治療計画や治療内容は人それぞれです。該当の社員の治療は、高度不妊治療で、毎日ホル

モンをコントロールする注射を打たなければならず、とても有給休暇だけでは仕事が続け

られない状況でした。社員からの話を受け、制度の新設をすぐに検討し、2013 年に不妊治

療休職制度を導入しました。 
 妊娠・出産は仕事と天秤にかけるものではなく、ライフも含めて従業員のキャリアを支援

することが大切だと考えています。それをせずに退職となってしまうのは、本人にとっても

会社にとっても本意ではありません。 
 大事な人生の選択として妊娠・出産をしたい、仕事でもチャレンジを続けたいという社員

を後押しするためには、様々な制度や仕組みが必要だということを会社が学んだ瞬間でも

ありました。 

これら 2 つの制度の利用状況は、不妊治療休職制度がこれまでに 2 名、ファミリーサポ

ート休暇の利用者は 0 名となっております。制度の導入当初は、女性社員の平均年齢は 31.1 
歳(全社 34.2)、平均勤続年数は 4．6 年(全社 5.1)と平均年齢が低く、勤続年数が短かったこ

ともあり、制度の利用者は多くありませんでした。制度があってもなかなか利用できる環境

ではなかった、ということもあったと思います。 
 現在は、女性社員の平均年齢は 36.4 歳(全社 38.3)、平均勤続年数は 6.6 年(全社 7.2)とな

っており、当時よりも女性の平均年齢が上がり、不妊治療を行う社員も増えていくものと思
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われます。今後も、従業員の要望や実態に合わせた形で、制度をより良いものにしていきた

いと考えています。 

こうした不妊治療と仕事の両立支援制度の導入に向けてのアプローチ方法としては、「不

妊」に対してのみフォーカスをして調査や施策を行うのではなく、従業員の働き方そのもの

に対して座談会やアンケート調査、他社事例を集めるなど、まずは現状を把握し、施策を検

討、そして制度として導入する。ということを実施し、ジェンダー間の差や、様々なライフ

ステージ、転機による差を少しずつ埋めていきました。 
 例えば、子育て社員に対しては、調査の中で「金銭的な負担を軽減してほしい」という声

が多く上がっており、学校イベントや病気の看病などに利用ができる有給の子育て休暇を

導入し、性別に関係なく利用できるようにしました。 
 また、育児、介護、看護による短時間勤務フレックス制度も導入し、多様なライフの状況

に応じて働き方を選択できる選択肢を増やしました。 
 直近では、コロナ禍に暫定的に取り入れたテレワーク制度、スーパーフレックス制度につ

いても、正式な制度として導入し、すべての従業員が個人に合った働き方ができるように整

備しました。 
 テレワーク制度とスーパーフレックス制度が導入されたことで、子育て、介護などカテゴ

ライズされたライフの事情だけでなく、すべての従業員が、それぞれの多様なライフとワー

クを両立させることがしやすくなりました。すべての従業員が多様な働き方をすることで、

不妊治療を行う従業員も、治療と仕事を両立させやすくなると考えます。 
 不妊治療は、やはりセンシティブな問題です。不妊に特化した制度で手当をすることも必

要ですが、不妊治療をしながら働くことも、多様な働き方の一つとしてとらえ、他の従業員

と同様にご自身の事情に応じたライフとワークを両立させることができる制度、そしてそ

れを誰でも使い易い制度にする。ということが重要なのではないか、思っています。 

また、このセンシティブな問題は、なかなか上司にも人事部にも相談しにくいということ

もあり、保健師の匿名面談や、外部の EAP（従業員支援プログラム）窓口を活用すること

で、今の働き方はすぐに解決できなくても、ご自身の不安を少しでも軽くできるような受け

皿を作っています。 
 直近では、グループ会社のサービスで不妊治療のオンライン相談を実験的に取り入れ、妊

活と不妊治療の基礎知識を身につけるセミナーや、不妊治療の基礎知識を問うアンケート

を実施するなど、不妊治療を行うことへの会社全体の理解度向上のための取組を続けてお

ります。 
 定期的に情報を発信し会社全体の理解を深めていくだけでも、「会社はきちんと考えてく

れている」というメッセージとなり、不妊治療を行いながら働く従業員の精神的な負担を少

しでも減らせるのではないか、と思っています。 
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株式会社エムティーアイ コーポレート・サポート本部 広報室 室長 織茂 千絵 

内閣府注記：発言中の数値は収録時点（令和３年７月時点）のものとなります。 

織茂： 
 株式会社エムティーアイの織茂です。当社が提供する企業向けの不妊治療を支援する

サービスについてご説明いたします。 
 日本の夫婦の約 2.9 組に 1 組は不妊を心配したことがあり、約 5.5 組に 1 組は不妊症

の検査、または治療を受けたことがあるとされています。子どもを望む人にとって不妊治

療を行うということは選択肢のひとつでもあります。しかし、厚生労働省の調査では、不

妊治療と仕事の両立を困難と考える女性が 83％、不妊治療により離職経験のある女性は

23％という結果も出ています。 
 また、当社が提供する、女性の健康情報サービス『ルナルナ』（2020 年 10 月）にて実

施した調査では、妊活中の女性に対して、経済的支援以外に必要なことを聞いたところ、

最も多かった回答が「治療と仕事の両立支援」72％となりました。自由回答には「職場の

理解」「社会の不妊、不妊治療、産まない選択への理解」「働きながら妊活、出産、育児、

第二子を妊娠することが過酷です」など、妊活や不妊治療に対する職場や周りの理解とサ

ポートが必要だといった、切実な声があげられています。 

このような背景を受け、当社が提供する『ルナルナ』とグループ会社であるカラダメデ

ィカは、産婦人科向けのオンライン診療システム『ルナルナ オンライン診療』を活用し

た、「オンライン妊活相談」サービスの実証を行っています。本サービスは、企業が妊活

や不妊治療に悩む従業員の支援と、妊娠を望む場合、早い段階で医師への相談や治療を実

施できる仕組みづくりを目指すものです。 
 本実証では、妊活を行っている人だけでなく、将来的に妊娠を望む従業員とそのパート

ナーを対象に、妊娠や不妊治療について産婦人科医へのオンライン相談が実施できます。 
 実証は現在、12 名（募集定員は 20 名です）が参加しています。まだ相談を実施してい

ない従業員もおりますが、実際に参加したのは男性が 2 名、女性が 4 名の計 6 名で、そ

のうちパートナーとともに参加した人は 2 名でした。今回相談したことによる行動変容

としては「パートナーと話し合うようになった」との回答が最も多く、「将来のライフプ

ランを考えるようになった」「妊活を開始した（しようと思っている）」「産婦人科で、自

身またはパートナーの検査を受けようと思った」といった声が挙がり、実際に行動に移す

などポジティブな変化が見られました。 
 また、実証開始に合わせて、全従業員を対象に、産婦人科医による「妊活の基礎知識講

座」をオンラインで実施し、将来子どもを持つことを希望する社員が、今後のキャリア形

成を考えるきっかけを促すとともに、会社全体の「妊活」や「不妊治療」に対する知識向

上を図ることで、長く安心して働き続けられる職場づくりを推進しています。 
 また本実証実験は総合商社の丸紅株式会社でも実施しており、セミナーには当社では
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約 80 名、丸紅では約 150 名など多くの人が参加しています。 
 参加者からは、「ライフ・キャリアプランを考えるきっかけになった」「年齢別の妊娠率

や年齢による卵子の低下など、早期の妊活の重要性が分かった。」といった、今後のライ

フプランや年齢を考えた妊娠・妊活の必要性などについて改めて考えるきっかけとなっ

たようです。また、男性の参加者からも「基礎からしっかりと学べた」「知識を知ってい

るのと知らないのでは違う、本当にそう思いました」といった、正しい知識を男性側も持

つことの重要性を認識するなど、こちらもポジティブな意見が多く寄せられています。 

当社の人事からもあったように、不妊治療は、センシティブな問題で、不妊に特化した

制度を構築することも必要ですが、不妊治療をしながら働くことを多様な働き方のひと

つとしてとらえ、他の従業員と同様に、自身の事情に応じたライフとワークを両立させる

ことができる制度、そしてそれを誰でも使い易い制度にすることが重要です。 
 そのため、ただ妊活・不妊治療を支援する制度を導入するだけでなく、全社的に知識の

向上を図ることがとても重要であると考えています。妊活・不妊治療を実施または希望す

る従業員だけでなく、その企業で働く全従業員が、妊活や不妊治療に対する正しい知識を

もち、リテラシーを向上させることが、不妊治療をしながら安心して働き続けられること

のできる職場づくりにつながるのではないでしょうか。 
 ただ、不妊治療を支援する制度を導入しても実際に利用されるか、またどのくらい効果

があるかなどが見えにくいため、制度として導入することが難しい企業が多いと感じて

います。 
 そのため、当社とカラダメディカと丸紅では、『ルナルナ オンライン診療』を活用した、

「オンライン妊活相談」サービスと、FEMCATION セミナー 「産婦人科医による妊活の

基礎知識講座」をセットとした実証プログラムを、企業向けに提供しています。オンライ

ンによる産婦人科への妊活相談 10 名と、産婦人科医による基礎知識講座をセットとし、

トライアルが可能です。また、妊活前後のライフステージを含む月経/PMS、更年期の症

状とあわせた働く女性向けの総合的な改善プログラムも用意しています。 
 まずは実証などでトライアルを実施して、従業員のニーズを調査することから始め、従

業員の声や効果を検証して、実際の制度として検討していくこともおすすめです。 

 

⑶ 日本航空株式会社 人財本部 人財戦略部 人財戦略グループ グループ長 関  

剛彦 

関： 
 日本航空株式会社 人財戦略部 人財戦略グループの関と申します。弊社のダイバーシテ

ィ＆インクルージョン推進に携わっています。本日は、弊社における不妊治療を支援する

取組を中心に、ワークライフバランスや両立支援に関する取組についてご紹介いたしま
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す。冒頭、簡単に弊社のご紹介をさせていただきます。1951年に航空運送事業者として創

業しまして、今年で創立70年を迎えます。日本航空単体では13,000人余り、連結では

36,000人余りの従業員がいますが、グループ全体で多くの女性が活躍しています。2020年

度末のJALグループ全体の男女比率は男性48.4％に対して、女性が51.6％となっていま

す。 

ではまず始めに、弊社における不妊治療を支援する取り組みについて、導入している2

つの制度をご紹介します。一つ目は「不妊治療休職制度」です。弊社においては、社員が

在籍のまま一定期間、不妊治療に専念することを可能にするため、不妊治療休職制度を

2016年4月に導入しました。制度の概要としては、適用対象について高度な不妊治療と

し、医師の診断に基づき体外受精、顕微授精を受けようとする社員が申請することができ

ます。休職期間は最大1年とし、在職期間中に1度に限って利用することができます。二つ

目は「特別休暇制度」です。休職を取らずとも不妊治療に充てられる休暇制度に対する希

望や、不妊治療休職に引き続き不妊治療を続けたいという社員の声に応えるべく、今年

度、2021年4月より、特定目的休暇の対象に不妊治療を加えました。この特定目的休暇

は、正式には「特定目的積立休暇」といい、年次有給休暇とは別に療養や介護・看護、育

児と仕事との両立等を支援するために設けられている制度です。従来は、私傷病の治療、

家族の介護や看護、ボランティア参加のためなどに利用が限られていましたが、不妊治療

にも充てられるように制度改定をしました。今年度はトライアル期間と位置づけ、1日単

位での取得を認めています。 

 

続いて、こうした制度を弊社が導入している背景をご説明します。弊社は今般、2021年

度から2025年度までの中期経営計画を発表しました。この中でも多様な人財の活躍や挑戦

により、新たな価値を創造していくことを謳っております。それだけ、弊社、あるいは

JALグループにとって、多様な社員の活躍は重要であり、中でも、女性活躍については、

女性管理職比率30%化を経営目標とするなど、重要な経営上の課題ともなっています。JAL

グループでは2014年に「ダイバーシティ宣言」を発信し、多様な人財の活躍を目指してい

ましたが、当時、特に女性の割合の高い客室乗務職の自己都合退職率は6％を超えていま

した。退職の理由を分析していると、不妊治療を理由に挙げた人が一定数いることが分か

ってきました。これは、フライトのためにシフトで勤務をするため、計画的な不妊治療を

受けることが難しいという側面があったものと思います。先に申し上げました通り、弊社

にとって、女性が活躍しやすい環境を作ることは経営上の課題と言ってよく、退職理由の

全てではないものの、不妊治療へ専念しやすい環境を整えることで、退職する社員を減ら

すことに取り組みました。そこで導入したのが不妊治療休職制度でした。多様な人財が活

躍できるように、不妊治療休職制度と同時に「配偶者転勤同行休職」や時間単位年次有給

休暇など、その他の制度導入などもありましたので、不妊治療休職制度だけの効果とは言

えませんが、最近では客室乗務職の自己都合退職率は1％台にまで低下しており、働き続
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けやすい環境の整備、ライフとワークを調和させる制度の充実の効果が出てきていると考

えています。 

さて、2016年に不妊治療休職制度を導入しましたが、利用実績としては、毎年、20～30

人程度が制度を利用しています。弊社には、いわゆる総合職にあたる業務企画職、運航乗

務職、客室乗務職、整備士である整備技術職という職種がありますが、制度の利用は客室

乗務員が中心です。また、制度は男女ともに利用が可能ですが、現在まで利用者は女性の

みです。客室乗務職の利用が多いのには、業務企画職の多くは日勤部門であることからあ

る程度勤務を調整できる一方で、客室乗務職の多くがシフト勤務であることが影響してい

るものと考えております。実際に取得した社員からは、「仕事との両立が苦しい中で、一

定期間仕事を離れて不妊治療に専念することができてよかった」、「仕事を離れて、不妊

治療に集中できたことは良かった」といった声が届いています。また、職場からの声とし

ては「本人が不妊治療中であることを知っていたので、制度の存在を知らせました」とい

った上司の声もあり、組織全体でサポートする機運が高まっていると感じています。 

次に社内での周知方法についてご紹介します。弊社では、社員が働きやすいよう、キャ

リア形成や人事制度、福利厚生に関する情報を、社内のイントラネット上にまとめて掲載

しています。妊娠、出産、育児などと並んで、不妊治療に関する特設ページを設けていま

す。イントラネットのページ上には、質問を投稿できるフォームがあり、疑問を記載して

送信をすると、私たちのような制度担当のもとに届くようになっており、個別に質問に答

えています。必要に応じて個別の面談を実施することもあります。また、かつて制度導入

当時には、各種の両立支援制度を周知するために、社員が自由に参加できるワークショッ

プを開催し、不妊治療休職をはじめ、テレワークやワーケーションといったワークライフ

バランスや両立支援に関係する制度や取組みごとにブースを設けて制度概要と利用のコツ

を紹介するとともに、参加者から質疑を受ける場を設けました。 

 

最後に、今後の課題・取組について触れたいと思います。冒頭にご紹介をした不妊治療休

職制度については、取得期間は最大で 1年、また、在職中に 1度の取得としています。休職

期間中にご懐妊となるケースもあれば、そうならないケースもあり、期間の延長や、改めて

休職を取得したいという声はあります。会社としては、社員福祉の向上と同時に、社員のキ

ャリア形成も重要であると考えており、両者を調和させることで、社員が充実した人生を歩

めようにしたいと考えております。今般、不妊治療休職制度とは別に、特別休暇の取得理由

に不妊治療を加えることで、休職をせずとも不妊治療に取り組めるように制度改定をし、ト

ライアルをしています。今後もこのケースのように、例えばコアタイムを設定しないスーパ

ーフレックス制度やテレワーク、時間単位年次有給休暇など、既に導入している制度も有効

に活用しながら、また、社員の声にも耳を傾け寄り添いながら、取り組んでいきたいと考え

ております。 
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４．コーディネーターによるポイント整理・解説・総括 
ダイバーシティ・コンサルタント 渥美 由喜 

渥美： 
企業の不妊治療支援には大きく三つのアプローチがあります。 

一つ目は時間的支援。子育てを機に社員が休む、これは一時的に企業にとってはデメリット

と思われがちですが、ただ中長期的には人口減少社会で人の奪い合いになっていく中で、仕

事に脂が乗ってきた子育て期の社員がその後も長く勤務し続けてくれるというのは人材確

保として大きな効果があります。 
二つ目は経済的支援です。なぜ子育てというプライベートのことを会社が経済的に応援

するんだというお考えの方もおられるかもしれませんが、私の研究では子育てに先進的な

取組をしている企業では企業業績が上がります。これは子育ての前後でそもそも会社が応

援してくれるのだったら、仕事面で頑張って貢献しようと、支援と貢献の関係が働くとモチ

ベーションも上がって仕事面でも社員が頑張って取り組むようになります。逆に、あまり支

援が整っていない企業では子育てという大変な壁にぶち当たるとワークライフコンフリク

ト、仕事と生活の摩擦が生じて仕事に打ち込めない、経営効果も上がらない、そういう大き

く企業の取組によって経営効果としては二極化しています。 
三つ目が精神的支援です。不妊治療というデリケートな内容でなかなか上司・同僚には打

ち明けづらい、そういう社員とって安心して相談できる専門家、社外の窓口等を整えること

によって気持ち精神的に社員が落ち着いて仕事に打ち込めるという経営効果があります。 
 
まず一つ目の時間的支援ですが、不妊治療には医療的措置を伴うケースもあり、また通院

の頻度が高い、あるいは先行きの見通しが立ちにくいという特性があります。そういった社

員のニーズに対してまとまった期間の休職を与えたり、あるいは短い休職を複数回取得で

きるといった施策を併用しているケースが少なからずございます。 
例えば JAL グループさんではきめ細やかな休職制度を整備することによって離職率が大

きく低下しています。女性が多い客室乗務職では 2014 年当時 6%程度だった離職率が 1%
まで下がっています。JAL グループさんに限ったことではありませんが女性活躍推進法の

流れもあって女性社員の中では仕事を頑張ってきた打ち込んできた結果、晩婚晩産、結果と

してなかなか子供が産みづらいそういった社員にとっては不妊治療を含んだ支援制度を整

えることによって安心してキャリアとライフ子育てを両立できる職場環境を実現すること

になります。JAL グループさんでは毎年 20 人から 30 人の方が休職制度を取られていると

いうことですが、おそらくこの方々にとどまらずこれ以外の他の社員の方々にとっても仮

に自分たちが当事者になった場合にこういった制度があることによって精神的な安心感セ

ーフティネットとなっていると思われます。 
 
経済的支援は不妊治療のみならず、養子縁組を含めた多様な子育て支援を対象にするケ
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ースが増えてきています。例えばダッドウェイさんでは時間的支援のほかに経済的支援、年

間 12 万円×5 年間 60 万円を上限とする、こうのとりサポートという制度をなさっていま

す。 
制度を利用なさった社員の方の声として、こうのとりサポートがあることによって通院・

薬・注射といった全額が賄われた、そういった経済的メリット以上に、社長・副社長をはじ

めとする社員から応援してもらったことへの感謝が語られていました。 
先進企業では辛い思いをしている社員に横から手が差し伸べられる企業文化があります。

辛いという字は横軸に一本通すと幸いという字に変わりますが、ダッドウェイさんは「取引

先企業・社員・その家族の幸福の最大化を目指します」という理念を掲げておられるダッド

ウェイさんならではのエピソードだと思ってとても感銘を受けました。 
 
不妊治療に関する相談はデリケートな内容も含み、また高度な専門的知識も必要とする

ため、社内外の専門機関と連携して取り組むケースが少なくありません。 
例えばエムティーアイさんでは当事者向けの不妊治療のオンライン相談や全社員を対象

とした不妊治療や妊活のセミナーやアンケートを実施なさっています。当事者支援にとど

まらず、将来当事者になるかもしれない若い世代向けに正確な情報提供を行うとともに、な

かなか不妊治療というテーマには明るくない中高年世代や男性社員にも広く周知すること

により当事者にとっても会社は自分たちのことをきちんと考えてくれているというメッセ

ージになります。このように先進企業では全社員向けの意識啓発を図ることで当事者と周

囲との意識の壁を低くしています。すなわちワークとライフ両面で心理的安全性の高い職

場を実現しています。そのことで生産性が向上し離職率が低下するなど組織においても多

くの経営メリットがございます。 
 
私が 3 つの CH と呼んでいる言葉があります。CHANGE challenge CHANCE。

CHANGE の G の字は C と T の組み合わせ。T はためらい、もしかしたらこの動画をご覧

になっている企業の方々の中には不妊治療を応援するためらいを持っておられる方がおら

れるかもしれませんが、そのためらいをいったん脇に置いて T を取り除くと G が支援に変

わる、挑戦する企業・職場には大きなチャンスが待っている。そういう今大きな変化期です

のでぜひ本動画をご覧になっている皆様の中に今回紹介された 3 社の取組事例を参考にし

て、社員誰もがこの会社で働いて良かったという職場を実現していただきたいと心から願

っています。 
以上 

（敬称略） 




