令禾□2年 度 三 重県不妊相談・ 治療支援事業

近年 の晩婚化等 を背景 に、 5.5組 に 1組 が不妊 に悩んで いる といわれています。治療 を受 けなが ら仕事
を続 ける女性が増 えてお り、県 が実施 したアンケ ー ト調査 の結果か らは、不妊治療 と仕事の両立が難 しいと
感 じて いる力が 66%、 治療 のため に辞職 した り転職 された方 が 14%と 、多 くの力が両立に悩まされて い
る実態がわ か りま した。
こう した ことか ら、令禾□元年 12月 には、不妊治療 を受けやす い環境づくりを推進する ため、県 と労使 団
体や医師会等 の 6者 による連携協定 を締 結 し、関係機関 と連携 し取組 を進めて います。
しか しなが ら、新型 コロす ウイルス感染症の感染拡大 の影響 によ り、不妊治療 の延期を余儀な <さ れ るな
ど、不妊治療 を取 り巻 <環 境が大 き <変 化 しています。さ らには、外出自粛要請 に伴い働 き方も大き <変 化
して います。
こう した状況 を踏 まえ、新 しい生活様式 を取 り入れな が ら、働きなが ら不妊治療 を受 けやすい環境 づ <り
を推進するため、当講演会 を開催 します。皆様 の ご参加 をお待ち しています。

※Web環 境にない方は会場にお集まり<だ さい
三 重 県勤 労者福 社会館 6階 請 堂
(二 重県津市栄町 1丁 目891番 地)※ 定員
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三 重県子 ども・ 福祉部 子育て支援課母子保健班

059‑224‑2248(平 日8:30〜 17:15)

お申 し込みは こち ら ⇒

059‑224‑2270

ご言
己入の うえメ ール又は

kodomok@pref.mie.lgoip

または、裏面 の申込書 に

F∧ ×で お申込み <だ さい。

※期限を過ぎてもお申込み いただけますので、ご相談ください。

主催】二重県子 ども・ 福祉部
【
共催】三重県経営者協会t日 本労働組含総連合会三重県連合会、三重県医師会、
【
三重県産婦人科医会、三重労働局

【
申込み先】三重県 子ども 0福 祉部 子育て支援課 母子保健班 あて
メール :kodomok@pref.m:e.lg.jD FA× :059‑224‑2270

不妊治療 と仕事 の両立を考える請演会
参加 申込書
必要事項 をご記入の うえ、 メ ール又は FA× にて お申 し込み <だ さ
い。なお、参加決定の ご連絡はいた しませんので、当 日オ ンライン
で ご参加 <だ さい。 (Web環 境 にない方 は、会場まで直接 お越 し<
ださい。 )

お名前 ※1
ご所属
お電 話番号 ※2

メールア ドレス
参加予定人数

人

オ ンライ ン参加
(い ずれかに〇をお願い ※会場定員 50名
参加方法

します)

0

会場参加

※お申 し込み状況により、会場参加多数の場合は、オンラインでご参加をお願いす
る場合があります。あらか じめご了承 <だ さい。
※ 講 師 へ の ご質 問な どが あ りま した ら、 ご記 入 <だ さ い。

質問事項

※1
※2
※3

お二 人以上で参加される方 は、全員のお名前 をご言
己入 いただ <か 、代表者のお名前 と参加人数 をご記
入 <だ さい。
天候等 によ り中止する場合な ど、事務局か らご連絡する場合があ ります。
日中 ご連 絡 のつ <お 電話番号等を ご言
己入 <だ さい。
については、
申込書 に記入いただいた個人情報
講演会 に関する連絡等に使用するものです。
目的以外 に使用、第三者 に提供することはあ りません。
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