
基本目標３　はたらく・・・いきいきと働く環境づくり

　結婚に関する考え方や価値観、ライフスタイルの多様化など、主体的にさまざまな生

き方を選ぶ人が増えている昨今、「男は仕事」「女は家庭」といった固定的な役割意識

や、子どもが生まれても女性が仕事を続けることに対する男性の意識も少しずつ変わっ　

てきており、女性も男性も、ともに仕事と生活の調和（ワークライフバランス※）を重要

視する意識が高まっています。

　伊達市は農業や水産業、林業(大滝区)などの第１次産業を基幹として多彩な産業が展開

されており、女性を中心としたイベントや商品開発・販売企画など、様々な取り組みが

なされています。また、これらの産業に従事する就業者数の比率が比較的多くなってい

るとともに、医療・福祉関連の事業所に従事する女性が多いこともあいまって、「平成

１8年事業所・企業統計調査」を見ると、市内事業所に勤める女性と男性の従業者数がほ

ぼ同数となっているという地域性がありますが、この数字だけをもって「はたらく」こ

とに関して男女共同参画が進んでいるとは言えません。

　子どもが生まれても女性が仕事を続けられるような保育サービスなどの環境整備に加

え、「男女雇用機会均等法※」や「育児・介護休業法※」などの関係法令の周知や啓発、

起業の支援など、継続した取り組みが必要です。

ワークライフバランス

「仕事と生活の調和」。

　一人ひとりが、やりがいや充実感を持ちながら仕事上の責任を果たすとともに、

家庭や地域生活などにおいても多様な生き方を選択・実現できること。

男女雇用機会均等法

「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和47年法律第113号）」。

　性別を理由とする差別や妊娠・出産などを理由とした女性への不利益な取扱いの禁止、

職場において行われる性的な言動（セクシュアルハラスメント）対策の措置の義務などが

規定されています。

育児・介護休業法

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成３年法律第７６号)」。

　育児又は家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう、

育児休業、介護休業、子の看護休暇、不利益取扱いの禁止などについて規定されています。
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①労働関係法令などの周知・啓発
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④農業における家族経営協定の締結促進

①就業に関する情報の提供
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２　就業・起業への支援
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基本目標３　はたらく・・・いきいきと働く環境づくり-施策分野６「就労・雇用」

１　雇用の場における男女共同の環境づくり

■毎年６月は「男女雇用機会均等月間」です！

　国（厚生労働省）では、６月を「男女雇用機会均等月間」

と定め、職場における男女均等について労使を始め社会一般

の認識と理解を深める機会としています。

　毎年、その年の目標とテーマを決め、広報活動などを重点

的に行っています。

　※第30回（平成27年度）男女雇用機会均等月間は、

　　次のテーマで実施されました。

◆期　間：平成27年6月1日から30日までの1か月

◆テーマ：職場のマタハラでつらい思い、していませんか？

                 ～妊娠したから解雇は違法です。雇用均等室に

                 ご相談ください！～

■「労働ガイドブック」をご活用ください

「労働ガイドブック」は、労働に関する基

礎知識（法令・制度等）をまとめたもので

毎年北海道が作成しています。

「職場での男女平等」や「育児・介護休業

制度」などに関すること、相談機関など、

労働（はたらく）ことに関するさまざまな

情報が掲載されています。

　今働いている皆さん、これから働こうと

思っている皆さんはもちろん、事業主の皆

さんも参考としてぜひご活用ください。

■２年に１度「労働実態調査」を実施します！

　市内の事業所における従業員の雇用実態などを把握するた

め、賃金をはじめとする諸労働条件を調査し、市内事業所の

労働条件の改善等を図るための基礎資料とすることを目的と

し、２年に一度実施しています。

　市内の事業所にアンケート用紙を配布するとともに、労働

に関する各種制度の紹介リーフレットなどを同封し、関係法

令などの周知・啓発を図っています。

◎◎◎◎ ：：：： 伊達市鹿島町20-1伊達市鹿島町20-1伊達市鹿島町20-1伊達市鹿島町20-1（（（（末永町39-8末永町39-8末永町39-8末永町39-8　　　　伊達市役所第2庁舎伊達市役所第2庁舎伊達市役所第2庁舎伊達市役所第2庁舎））））

◎◎◎◎ ：：：： 0142-23-3331(内線5320142-23-3331(内線5320142-23-3331(内線5320142-23-3331(内線532・533・534)・533・534)・533・534)・533・534)

◎◎◎◎ ：：：： 0142-23-10840142-23-10840142-23-10840142-23-1084

◎◎◎◎ ：：：： syoukou@city.date.hokkaido.jp 

■伊達市は働く女性が男性よりも多いマチです

※男女別不明が含まれおり、男性と女性の合計と、「全体」の数が合わない場合があります。
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・・ 12,030名 ・・ 14,240名 ・・ 13,378名

【【【【参考参考参考参考】】】】男女別従業者数(参考男女別従業者数(参考男女別従業者数(参考男女別従業者数(参考：：：：経済経済経済経済センサスセンサスセンサスセンサス基礎調査(5年毎)基礎調査(5年毎)基礎調査(5年毎)基礎調査(5年毎)、、、、事業所事業所事業所事業所・・・・企業統計調査(企業統計調査(企業統計調査(企業統計調査(H21よりH21よりH21よりH21より経済経済経済経済センサスにセンサスにセンサスにセンサスに統合))統合))統合))統合))
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従業者数 13年度 ・・ 16年度 ・・ 21年度 ・・ 26年度

伊達市男性 - ・・ - ・・ 6,874名 ・・ 6,582名

伊達市女性 - ・・ - ・・ 7,372名 ・・ 6,778名

伊達市全体
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基本目標３　はたらく・・・いきいきと働く環境づくり-施策分野６「就労・雇用」

１　雇用の場における男女共同の環境づくり

■農業でも世帯員相互間のルール作り

◆◆◆◆家族経営協定家族経営協定家族経営協定家族経営協定

　伊達市は、第一次産業、特に農業を基幹産業としています。

　このため、従来から主として後継者対策のため「家族協定農業」に取り組んで

きていました。

　平成８年からは、「農業経営に参画する世帯員相互間のルールを作り、各世帯

員の農業経営に対する意欲の増進と能力の向上、さらには生活運営の近代化をは

かる」ことを目的として「家族経営協定」の普及推進をはかることとし、経営主、

経営主の配偶者、後継者とその配偶者を対象に協定締結を進めています。

◎◎◎◎ ：：：： 伊達市鹿島町20-1伊達市鹿島町20-1伊達市鹿島町20-1伊達市鹿島町20-1（（（（末永町39-8末永町39-8末永町39-8末永町39-8　　　　伊達市役所第2庁舎伊達市役所第2庁舎伊達市役所第2庁舎伊達市役所第2庁舎））））

◎◎◎◎ ：：：： 0142-23-3331(内線5520142-23-3331(内線5520142-23-3331(内線5520142-23-3331(内線552・553)・553)・553)・553)

◎◎◎◎ ：：：： 0142-23-10840142-23-10840142-23-10840142-23-1084

◎◎◎◎ ：：：： nougyou@city.date.hokkaido.jp EEEEメメメメーーーールルルル
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基本目標３　はたらく・・・いきいきと働く環境づくり-施策分野６「就労・雇用」

２　就業・起業への支援

■仕事に就きたいとき、人を雇いたいとき～公共職業安定所～

　公共職業安定所（ハローワーク）では、雇用保険の手続き、求人・求職の申込

み、雇用関係助成制度に関する相談を行っています。

◆◆◆◆室蘭公共職業安定所 伊達分室室蘭公共職業安定所 伊達分室室蘭公共職業安定所 伊達分室室蘭公共職業安定所 伊達分室

◎住所：伊達市網代町5-4

◎電話：0142-23-2034

◎受付時間：月～金曜日　8：30から17：15（祝日及び年末年始を除く）

■経営のご相談～伊達商工会議所～

　伊達商工会議所では、小規模事業者の経営又は技術の改善発達を図ることを目

的に経営改善普及事業を実施しております。具体的には、北海道知事より資格認

定を受けた職員が金融・税務・労働等の相談に無料で支援を行っております。 

　身近な相談相手として、お気軽にご利用ください！

【【【【ごごごご相談内容相談内容相談内容相談内容のののの例例例例】】】】

◆◆◆◆金融金融金融金融のごのごのごのご相談相談相談相談

　事業計画 ・ 資金計画 ・ 収支計画の相談や低利で安心な融資のあっせんを

行っております。

◆◆◆◆税務税務税務税務のごのごのごのご相談相談相談相談

　個人事業者の帳簿のつけ方から従業員の年末調整・決算・確定申告の仕方

まで一貫した支援を行っております。青色申告手続きの相談もＯＫです。　  

◆◆◆◆伊達商工会議所伊達商工会議所伊達商工会議所伊達商工会議所（（（（中小企業相談所中小企業相談所中小企業相談所中小企業相談所））））

◎住所：伊達市網代町24　伊達経済センター1階

◎電話：0142-23-2222

◎営業時間：月～金曜日　8：45から17：30（祝日及び年末年始を除く）

■お店を出したい皆さん！マチなかへの出店を支援します！

◆◆◆◆伊達市中小市街地伊達市中小市街地伊達市中小市街地伊達市中小市街地チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ事業補助金事業補助金事業補助金事業補助金

　中心市街地において新規開業等を行う個人又は中小企業者の方に、店舗

改修などの出店に要する経費の一部を助成する制度です。 

　マチなかでの起業などを考えている方はぜひご相談ください！

※事前申請手続きが必要です。改修等をする前に、必ず事前にご相談ください！

◆対象事業

・中心市街地において出店する事業

　（ただし、スナック、バーなどの飲食業の一部や、パチンコなどの娯楽業

　　などを除きます。） 

◆対象経費

・店舗の改修・改築・新築費、店舗の賃借料（開店から1年以内の期間分） 

◆補助率／補助額

・補助率：対象経費の１／２以内

・補助額

「新規開業」「新分野進出」「業種転換」の場合、上限額100万円

「事業拡大」「移転進出」の場合、上限額50万円

◎◎◎◎ ：：：： 伊達市鹿島町20-1伊達市鹿島町20-1伊達市鹿島町20-1伊達市鹿島町20-1（（（（末永町39-8末永町39-8末永町39-8末永町39-8　　　　伊達市役所第2庁舎伊達市役所第2庁舎伊達市役所第2庁舎伊達市役所第2庁舎））））

◎◎◎◎ ：：：： 0142-23-3331(内線5320142-23-3331(内線5320142-23-3331(内線5320142-23-3331(内線532・533・534)・533・534)・533・534)・533・534)

◎◎◎◎ ：：：： 0142-23-10840142-23-10840142-23-10840142-23-1084

◎◎◎◎ ：：：： syoukou@city.date.hokkaido.jp 

◎◎◎◎

　　　　中小市街地中小市街地中小市街地中小市街地チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ事業補助金利用件数事業補助金利用件数事業補助金利用件数事業補助金利用件数

◎◎◎◎
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◎◎◎◎

♪♪お♪♪お♪♪お♪♪お問問問問いいいい合合合合わせ・ごわせ・ごわせ・ごわせ・ご相談相談相談相談はこちら♪♪はこちら♪♪はこちら♪♪はこちら♪♪
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