
静岡地方最低賃金審議会 
 

第 369 回静岡地方最低賃金審議会議事録 
 
 
 
1 日 時 令和 2 年 7 月 28 日（火）午前 10時 2 分～午前 11 時 5 分 

 

2 場 所 静岡地方合同庁舎 4階大会議室 

 

3 出席者 

 【委 員】公益代表委員 大原委員、岡谷委員、篠原委員、畑委員、本庄委員 

      労働者代表委員 圓城寺委員、坂部委員、松浦委員、丸山委員、森藤委員 

      使用者代表委員 秋山委員、梶本委員、田中委員、藤田委員、望月委員 

 【事務局】静 岡 労 働 局 谷労働局長、戸田労働基準部長、望月賃金室長、 

     工藤賃金指導官、寄田専門監督官、石川監督課長補佐 

 

4 議 事 

 （1）令和 2 年度地域別最低賃金額改定の目安について 

 （2）最低賃金法第 25条第 5 項の規定に基づく関係労使の意見聴取について 

 （3）特定最低賃金改正決定等の必要性の有無について（諮問） 

 （4）その他 

 

5 配付資料 

 資料番号 1  令和 2年度地域別最低賃金額改定の目安について（答申） 

 資料番号 2  中央最低賃金審議会目安に関する小委員会配付資料 

 資料番号 3  静岡県の企業短期経済観測調査結果（2020 年 6 月調査） 

 資料番号 4  最近の静岡県金融経済の動向 

 資料番号 5  2020 年春季賃上げ要求・妥結確報（最終結果）【静岡県】 

 資料番号 6  静岡県企業倒産集計 2020 年上半期報 

 資料番号 7  静岡県最低賃金（地域別最低賃金）改正の推移 

 資料番号 8  最低賃金法第 25 条第 5 項に基づく関係労使の意見提出状況 

 資料番号 9  令和 2年度特定最低賃金改正等申出一覧表 

 資料番号 10  静岡県労働組合評議会等からの要請書（写し） 

 資料番号 11  静岡県弁護士会 会長声明（写し） 
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 資料番号 12  静岡県最低賃金専門部会委員名簿 

 資料番号 13  「静岡県最低賃金」の改正審議日程 

〇その他資料 

  ・静岡県労働組合評議会からの提供資料 

 

6 議事内容 

○ 事務局（工藤賃金指導官） 

 ただ今より、第 369 回静岡地方最低賃金審議会を開催いたします。 
 開会に先立ちまして、本日の審議会は、新型コロナウイルス感染防止対策を講じての開

催となっておりますので、お集りの皆様方には、マスクの着用等、御協力をお願いいたし

ます。 
 本日の委員の出席状況を御報告します。本日は、委員全員が出席されております。従い

まして、最低賃金審議会令第 5 条第 2 項の規程に基づく定足数を満たしておりますことを

報告いたします。 
 また、本日の審議会は公開となっており 6 名の傍聴人の方がいらっしゃいます。傍聴人

の方は審議の妨げにならないよう、御協力をお願いします。 
それでは、以後の議事進行は会長にお願いいたします。 

 
○ 公益代表委員（篠原会長） 

 おはようございます。 
まず、本日の議事録の署名ですが、私のほか、各側幹事委員の労働者側森藤委員、使用

者側秋山委員にお願いします。 
 では、議事 1 の令和 2 年度地域別最低賃金額改定の目安についてです。7 月 22 日に開

催された中央最低賃金審議会において答申がありました、令和 2 年度地域別最低賃金額改

定の目安について、事務局からその内容を報告してください。 
 
○事務局（望月賃金室長） 

それでは、中央最低賃金審議会から示されました、本年度の地域別最低賃金額改定の目

安について、お伝えいたします。 

お手元の資料、右上に資料番号 1 と表示がございます資料を御覧ください。7 月 22 日

付け、厚生労働大臣あての答申文です。標題のところから読み上げさせていただきます。 

 

※答申文読み上げ（全文） 

 

なお、地方最低賃金審議会における審議に資するため、「目安に関する公益委員見解」

及び「中央最低賃金審議会目安に関する小委員会報告」が示されております。右下の頁番

号 3 ページが答申文の「別紙 1」、「令和 2 年度地域別最低賃金額改定の目安に関する公益
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委員見解」でございます。こちら、公益委員見解の「1」以降を、読み上げにより伝達い

たします。 

 

※公益委員見解読み上げ（Ｐ3～Ｐ4 全文） 

 

以上が、「公益委員見解」でございます。 

なお、5 ページからは、答申文の「別紙 2」、令和 2 年 7 月 21 日付けの「中央最低賃金

審議会目安に関する小委員会報告」でございますが、時間の関係もあり、読み上げは省略

させていただきますが、「労働者側見解」、「使用者側見解」、「公益委員見解及びその取扱

い」について記述されております。後ほど、お読みいただくようお願いいたします。以上

が、中央最低賃金審議会における「令和 2 年度地域別最低賃金額改定の目安に関する答申」、

並びに「公益委員見解」、「小委員会報告」でございます。 

なお、議事 1 の「令和 2年度地域別最低賃金額改定の目安について」の目安伝達とは関

連しないものもありますが、併せて、お手元の資料について説明させていただきます。 

では、「資料番号 2」を御覧ください。表題は中央最低賃金審議会目安に関する小委員

配布会資料となっておりまして、第 2 回目の小委員会において配布された資料です。1 枚

おめくりをいただきますと、右上に資料番号 1 と表示がございまして、以降、11 ページ

から 14 ページまでが資料番号 2、15 ページから 18 ページが資料番号 3，19 ページから

58 ページが資料番号 4、59 ページから 106 ページまでが資料番号 5、107 ページから 146

ページが資料番号 6、147 ページから 180 ページと、181 ページから 202 ページが、第 1

回目安小委員会と第 2回目安小委員会の各小委員会において、「委員からの追加要望資料」

となっております。なお、「第 1 回目安小委員会の配布資料」は、前回の審議会の際に、

配付済みでございます。 

続いて、203 ページからの「資料番号 3」は、7 月 1 日に日本銀行静岡支店が発表した

「静岡県の企業短期経済観測調査結果」でございます。204ｐの 6 月の最上段、全産業の

数値がマイナス４４で、前回 3 月調査比 34 ポイント低下となっております。この下げ幅

は、日銀の各支店での調査結果の公表が始まった昭和 49 年 5 月以来、日銀静岡支店では

過去最大の下げ幅とのことでございます。 

続いて、211 ページからの「資料番号 4」は、7月 20 日に日本銀行静岡支店が発表した

「最近の静岡県金融経済の動向」でございます。概況欄記載のとおり、「新型コロナウイ

ルス感染症の影響から一段と悪化した後、きわめて厳しい状態が続いている」として、全

体判断以下 7 つの項目で判断は据え置かれております。 

続きまして、221 ページからの「資料番号 5」は、7 月 7 日に公表された「2020 年春季

賃上げ要求・妥結状況」で、6月 26 日現在の最終結果となっております。 221 ページの

最下段に本年度の妥結状況、本年は、平均妥結額が 5446 円で、昨年度マイナス 96円、賃

上げ率は 1.85 パーセントで対昨年度 0.06 ポイントのマイナスとなっております。 

続きまして、226 ページ「資料番号 6」は、帝国データバンク静岡支店が公表した 2020
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年上半期を対象とした「静岡県企業倒産集計」でございます。倒産件数は、前期比・前年

同期比とも 12.3 パーセントの増加となっております。 

続きまして、227 ページの「資料番号 7」は、前回の本審において委員より御要望をい

ただきました、平成 20 年以降の「静岡県最低賃金」と「Ｂランクの目安額の推移」の一

覧でございます。 

続きまして、229 ページからの「資料番号 8」、247 ページからの「資料番号 9」、249 ペ

ージからの「資料番号 10」、251 ページからの「資料番号 11」、253 ページの「資料番号

12」、255 ページの「資料番号 13」、それから、資料番号は振ってございませんが、「2019

年地域別最低賃金と人口の社会的増減の相関関係図」という表題が 1 枚目となっているホ

ッチキス止めした資料があります。それから、公益委員の後ろにおいてあります署名用紙 

につきましては、後ほどの議事の中で説明をさせていただきます。 

なお、前回の審議会で、令和 2 年 5 月分の「静岡県内の最近の雇用情勢」（資料番号 6）

と、「職業別求人・求職希望状況（東中西部・局計）」（資料番号７）を配布いたしました

が、どちらの資料も、公表時期は月末となっておりますので、6 月分につきましては、専

門部会で配布できるよう関係部署と調整しているところでございます。 

 資料については以上です。 

 

○公益代表委員（篠原会長） 

ありがとうございました。 
答申および資料について、何か御質問はありますか。 
ないようですので、それでは、中央最低賃金審議会における、本年度の目安の審議の状

況等を十分に確認していただくとともに、当静岡地方最低賃金審議会においても、今回の

中賃の答申を踏まえ、今後の審議をしていくことになりますので、専門部会委員をはじめ

各委員の皆様の御協力をお願いします。 

続いて、議事 2 に移ります。静岡県最低賃金の改正について、関係労使の意見聴取の公

示を行ったところ、意見が提出されたということですので、事務局より報告してください。 
 

○事務局（工藤賃金指導官） 

私から御報告させていただきます。 

最低賃金法第 25条第 5項の規定に基づきまして、令和 2 年 6 月 30 日に、静岡県最低賃

金の改正決定について関係労使の意見聴取の公示を行いました。その結果、7 月 21 日ま

でに 8 団体から意見が提出されました。資料番号 8 にその 8 団体の名称、代表者名が書い

てあります。御確認ください。その一覧のあとには各団体の意見書写しを付けてあります。 

委員の皆様には目を通していただきたいと思いますが、時間の都合もございますので、こ

の場では意見を集約、要約した形でお伝えしたいと思います。 

まず、意見の提出のあった 8 件につきましては、すべて労働者団体からのもので使用者

からのものはありませんでした。 
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次にその内容ですが、すべての意見が「最低賃金を上げるべきだ」という内容になって

おり、「上げるべきではない」というような内容のものはありませんでした。 

さらにそれぞれの内容を、「現状の問題点」「最低賃金に対する意見」というように分け

てみました。 

「現状の問題点」について、共通する部分として 

・最低限の生活費には時給換算で 1,419 円程度必要である。現状の 885 円という金額で

はワーキングプアである、という生計費の問題 

・隣県、あるいは首都圏との地域間格差の問題 

・それによる人口、特に若年層の県外への流出の問題 

・正規、非正規の格差問題、非正規労働者の待遇改善の問題 

これらはどの意見にも共通しているものと思います。 

その他の問題点として、 

・他県の店舗と同じ仕事をしていても、最賃を根拠に低く抑えられているという意見 

・主たる生計者が非正規労働者の家庭も増加し、特に最低賃金に張り付いた賃金で働い

ている者は、普通に働いただけでは生活ができず、ダブルワーク、トリプルワークを余儀

なくされているという問題 

・公務職場で働く職員の低い賃金を挙げ、最賃を上げることで、全体的な賃金水準が上

がり、公務職場の賃金水準も上がっていくのだという意見 

等が挙げられています。 

そのような問題を解消する手段の一つとして「最低賃金の引上げ」があるという主張を

されており、その最低賃金に関する意見をまとめると、 

・すぐに 1000 円まで引き上げてほしい。 

・早期に 1500 円を目指してほしい。1500 円への道筋をつけてほしい。 

・最賃引き上げの影響が大きい中小企業に対する実効ある支援を強化してほしい。 

ということが、ほぼすべてに共通していると言える内容だと思います。 

その他、最賃審議においては 

・正規・非正規の格差、同一労働同一賃金を念頭に置いた審議をお願いしたい。 

・地域間の格差等の格差是正に重点を置いた審議をお願いしたい。 

・全国一律最賃の審議をお願いしたい。 

・静岡県は生計費が高い。審議においては標準生計費でなく、地域における労働者の生

計費を見てほしい。 

・憲法第 25 条「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」について十分な審議をお

願いしたい。 

というような意見も入っております。 

問題点、最賃に関する意見は以上のとおりですが、最賃審議とは別に審議会の運用等に

対する意見も挙げられているところがありますので、御紹介をしておきます。 

 ・最賃委員に低賃金で働く非正規労働者を入れてほしい。 
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 ・すべての議事録をホームページで公開してほしい。 

 ・すべての審議会を公開してほしい。 

  このような、審議会の運営に関する意見もあったことを御報告いたします。 

私からの説明は以上です。このほかに労働団体からの要請書と静岡県弁護士会からの声

明文の送付がありましたので、室長より説明いたします。 

 

○事務局（望月賃金室長） 

引き続き私の方から説明をさせていただきます。 

 まず、249 ページの資料番号 10 を御覧ください。それと併せて資料の最後に付けまし

たホッチキスどめの資料も御覧ください。 

資料番号 10 は、7 月 10 日付けで、静岡県労働組合評議会及び静岡県評パート・臨時労

組連絡会から、静岡労働局長及び静岡地方最低賃金審議会会長あてに提出された要請書で

ございます。併せて、資料の後半に同団体から要請書にあわせて提出のありました「2019

年地域別最低賃金と人口の社会的増減の相関関係図、全国一律最低賃金制の確立求める国

会請願署名 紹介議員名簿」、「全国一律最低賃金制度の実現を求める請願署名」と、「地

方最賃審議会本審・専門部会の傍聴、意見陳述の各県一覧表」、「最低生計費試算調査・総

括表」を添付してございます。 

では、249ページの要請書の内容につきまして、要点を御説明させていただきますので、

添付資料ともに御確認いただきたいと思います。  

・静岡県の最低賃金 885 円では年収 200 万円に満たない。 

・静岡県は県外への人口流出が続いており、その要因の一つに最低賃金の地域間格差があ

る。隣接の神奈川とは時間給で 126 円、年収では約 24 万円の差となる。 

添付資料の 1 枚目、地域別最低賃金と人口の社会的増減の相関関係図にございます。 

・同評議会が実施した「静岡県の最低生計費試算」や、同じ方法で調査した他地域での結

果から判断すれば、「全国一律最低賃金制と時間額 1000 円以上の実現」という要求には合

理的根拠がある。 

関連資料は、添付資料の最後のページに、静岡県の数字が表の右側から 2行目にありま

す。地方では交通費の支出が大きく、全体の生計費は都市部と大きな差異はないとの調査

結果でございます。 

また、「全国一律最低賃金制度の実現を求める請願署名」の署名につきまして、提出者

による集計で約 1400 筆（7/10  1337 筆 7/20 25 筆）の提出がありました。 

署名につきましては、公益委員の後ろにお預かりした署名があります。後ほど御確認い

ただければと思います。 

・コロナ禍で、非正規労働者は大きな影響を受けた。身の危険を感じながらも現場で働き

続ける労働者の多くは非正規労働者である。必要不可欠な仕事に従事する労働者の地位と

賃金を大幅に引き上げることが必要で、それには、最賃の大幅引き上げが最も有効である。 

・消費の回復・向上には、賃金の底上げが最も有効であり、コロナ禍を理由とした最賃引
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き上げ凍結や抑制は、経済回復にとってマイナスである。 

・最低賃金の引き上げに際しては、中小零細企業に対する支援が不可欠である。適正な単

価による公正取引や、有効な中小零細企業支援策を実施することが必要である。 

・経済回復させるためのあるべき最低生計費、すべての労働者が人間らしく暮らせる最低

賃金、地域経済の発展・活性化という観点から、最賃引き上げの審議をしていただきたい。 

・最低賃金審議会の労働者委員は大企業の社員であり、全労働者数の 4 割を占めるといわ

れる非正規労働者の生の声が審議に反映されることは難しい。 

・また、非公開で行われる審議は、決定の過程が民主的でなく、算出根拠が明確ではない。 

こうしたことから、審議会の公開と非正規労働者の意見陳述の実施を求める。とのこと

でございます。 

関連資料は、添付資料の前から 4枚目の地方最賃審議会本審・専門部会の傍聴、意見陳

述の各県一覧表でございます。 

以上のような主張により、250 ページの中段、「記」以下に 6 項目の要請が出されてい

ます。読み上げについては省略させていただきますが、後ほど御確認をお願いいたします。 

次に、251 ページの資料番号 11 を御覧ください。こちらは、7 月 2日付で、静岡県弁護

士会より当審議会あて送付のありました「最低賃金の大幅な引き上げを求める会長声明」

でございます。 

声明の主旨は、 

・現行の最低賃金 885 円では、いわゆるワーキングプアと呼ばれる水準の 200 万円をわず

かに超える程度にしかならない。 

・最賃付近の低賃金労働を強いられている労働者は、もともと日々生活するだけで精一杯

で、緊急事態に対応するための十分な貯蓄をすることができない。労働者の生活を守り、

緊急事態後の経済を活性化するためにも、最賃引上げを後退させてはならない。 

・最賃の引上げは中小企業の経営に大きな影響を与えることが予想され、政府は、緊急事

態に備えた中小企業支援策はもとより、長期的継続的な中小企業支援策の強化や、中小企

業の生産性を高めるための施策、中小企業とその取引先企業との間で公正な取引が確保さ

れるよう努める必要がある。 

・最低賃金の地域間格差が依然として大きく、ますます拡大しているが、都心部と地方と

を比較した場合、地方では家賃が低いものの自動車が必要となることから、地域間で最低

生計費に大きな差異はない。 

・最低賃金の高低と人口の転入出には強い相関関係があり、経済の停滞・人材の流出・労

働力不足の深刻化が懸念される。 

・都市部への労働力の集中を緩和し、地域に労働力を確保することは、地域経済の活性化

のみならず、都市部での感染症の拡大防止など様々なリスクを分散する上で有用である。 

として、最後に、地域経済の健全な発展を促すとともに、静岡最低賃金審議会に対し、

まずは時給 1,000 円を達成すべく、最低賃金の大幅な引上げを内容とする答申を、静岡労

働局長に行うことを強く求めるものである、との内容となっております。 
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以上でございます。 

 

○公益代表委員（篠原会長） 

ありがとうございました。今の説明について何か御意見等ございますか。 
毎年、こうした貴重な御意見をいただき、私どもも真摯にこれらを読んで検討させてい

ただいたうえで議論に臨んでおります。金額審議の中でも、これらの意見について触れる

こともあろうかと思います。その都度、各委員の御意見等を伺っていきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 
次に議事 3 です。特定最低賃金改正決定等の必要性の有無についてです。 
これについて諮問がありますが、その前に改正の申し出があった特定最低賃金について

申し出状況等を事務局から報告してください。 
 

○事務局（望月賃金室長） 

247 ページ、「資料番号 9」を御覧ください。 

現在、静岡県においては 6 件の特定最低賃金が設定されておりますが、このうち、「静

岡県パルプ・紙・加工紙製造業最低賃金」については、静岡県の地域別最低賃金の方が上

回っており、この産業を除いた 5件について、本年度、特定最低賃金について改正の申し

出がありました。お手元の「資料番号 9」は、その改正の申し出があった 5 件について、

概要を一覧表にしたものでございます。表の上側の項目名の左から 2 番目に「件名」とあ

りますのは、申し出があった特定最低賃金の「件名」でございます。件名の下に「適用さ

れる業種の範囲」を示しています。例えば一番上、静岡県タイヤ・チューブ、ゴムベルト・

ゴムホース・工業用ゴム製品製造業であれば「Ｅ19（192・199 除く）、それと、Ｌ7282」

という表示になっておりますが、日本標準産業分類の表記で示してあります。 

5 件の申し出のうち、事業の公正競争確保の観点から申し出が行われる「公正競争ケー

ス」については、一覧表の左から 5 番目の列に「公正競争」の表示をしてあります「タイ

ヤ・チューブ」と「鉄鋼、非鉄金属」の 2 件でございます。そして、労働条件向上の観点

から申し出が行われる「労働協約ケース」については、同じく、表の左から 5 番目の列に

「労働協約」の表示をしている「はん用」「電子部品」「各種商品」の 3 件でございます。 

各産業に属する労働者全体の数は、表の右側から 5 列目、適用対象労働者数に右側 2 列

目の参考（適用除外労働者数）を加えたものとなります。 

また、表の右側から 4 列目、「ｂ労働協約の合意労働者数又は適用労働者数」というの

は、「公正競争ケース」では、「改定の申出に合意した労働者数」を表示しており、「労働

協約ケース」の場合には「賃金の最低額を定める労働協約の適用を受ける労働者の数」を

表示しております。 

その右隣の欄「ｂ/ａ」（ｂスラッシュ a）は、ｂをａで割ってパーセント表示したもの

であり、概ね 3分の 1以上の数字であれば、申し出の要件に該当することになります。 

これらの一覧表にあります 5 件とも、特定最低賃金について改正の申出の要件である「3
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分の 1 以上」を満たしていましたので、申し出を受理したものであります。 

 

以上のとおりの申し出内容でございますので、本日、改正決定の必要性の有無について

諮問させていただくことといたしました。 

よろしくお願いいたします。 

 

○公益代表委員（篠原会長） 

ただ今の報告について何か御質問ございますか。 
ないようですので、それでは、諮問をお願います。 

 
 ※諮問文を会長に手渡す。 

 ※各委員、傍聴人に写しを配布（補佐、調査員） 

 

それでは、諮問文を読み上げてください。 

 

○事務局（工藤賃金指導官） 

それでは、諮問文を読み上げさせていただきます。 

静労発基 0728 第 1 号 令和 2 年 7 月 28 日 

静岡地方最低賃金審議会会長 篠原光秋殿 

静岡労働局長 谷直樹 

最低賃金の改正決定の必要性の有無について（諮問） 

最低賃金法（昭和 34 年法律第 137 号）第 15 条第 1 項の規定に基づき、令和 2 年 7 月 3日

付けをもって、下記最低賃金の改正決定に関する申出があったので、同法第 21 条の規定

により、その必要性の有無について貴会の意見を求める。 

記 

1 静岡県タイヤ･チューブ、ゴムベルト･ゴムホース･工業用ゴム製品製造業最低賃金 

2 静岡県鉄鋼、非鉄金属製造業最低賃金 

3 静岡県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業最低

賃金 

4 静岡県電子部品･デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃

金 

5 静岡県各種商品小売業最低賃金 

以上です。 

 
○公益代表委員（篠原会長） 

ただ今、局長より諮問文をいただきましたので、今後の審議会において、改正決定の必

要性について審議していきたいと思います。 
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では、労使双方の委員から、今回の申し出に対する意見、基本的なお考え等をお伺いし

たいと思います。 
まず、労側代表委員からお願いします。 
 
○労働者代表委員（森藤委員） 

令和 2 年度特定最低賃金の改正等につきまして、今、事務局から説明のありました 5
業種について、7 月 3 日に申し出をさせてもらいましたので、本日の諮問に繋がっている

と心得ております。公正競争ケースにつきましては、事務局からも説明がありましたよう

に、公正取引を該当業種において確保していこうというものです。公正取引といいますと、

価格も含めて中賃の資料にもある、パートナーシップ宣言のマインドに関係性もあるもの

です。協定方式につきましては、説明するまでもありませんが、労働条件の更なる向上が

必要だという業種で、この地域で協定書を締結し、その協定の水準に照らし、上位の水準

を目指すという趣旨に沿ったものです。特に今のコロナ禍において、各種商品小売は、緊

急事態宣言により、誰もがステイホームという環境の中、店頭に立ち、感染の恐怖と隣り

合わせの中にあって、地域の生活を支えた方も数多くいらっしゃいます。昨年とは異なる、

コロナ禍、この状況における見方が必要だと、労働者側では考えております。 
この特定最賃につきましては、当該労使のイニシアチブによって、検討されるものです

から、必要性の議論が当該労使で協議され、答えを出すことが欠かせないと考えておりま

す。そういった意見をくみ取っていただき、審議の進行をお願いしたいと思います。  
以上です。 

 
○公益代表委員（篠原会長） 

ありがとうございました。では、使側代表委員お願いします。 
 

○使用者代表委員（秋山委員） 

従来通り、5 業種の申出があったということは承知しました。こちらも従来から申して

おりますとおり、表の一番上のタイヤ・チューブについては、静岡県しか審議が行われて

いないということ。また、一番下の各種商品小売については、ここ 2 年、地賃を下回る時

期がありまして、今の金額も 885 円の地賃に対して、886 円と 1 円の差ですので、特定最

低賃金としての優位性、お役目はもう既に終えていると感じています。先のタイヤ・チュ

ーブにつきましては、まだ地賃との差がありますので、今回に関しましては、各種商品小

売業について、必要性なし、と判断しております。 
以上です。 

 

○公益代表委員（篠原会長） 

 各種商品の必要性について、労使、一致しないという状況ですが、 
もし、地賃改定額が０円となった場合、地賃改定額０円という状況は各種商品の業種のみ
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が抱える事情ではありませんので、本審において他の業種と一括して必要性の検討を処理

するのが適当かと思われます。地賃が決まっていませんのでなんとも言えない状況ですが。 
 一方、地賃改定額が０円でなかった場合、各種商品の必要性の検討は各種商品独自の視

点が必要となりますので、「各種商品小売業最低賃金」について小委員会を開催し、労使

のコンセンサスの下、必要性について審議することが適当かと思われます。 
まとめますと、各種商品については、地賃の結果如何によって適切な処理の方法が変わ

ってくるため、この場ではどのような結果であっても対応できるよう、仮で小委員会を設

置しておき、地賃改定額が０円のときは空振りになることもあるかもしれませんが、本審

において他の業種と一括して処理する。地賃改定額が０円でなかったときは自動的に小委

員会を本設置にし、当該小委員会において労使のコンセンサスの下、必要性について審議

する扱いにしたいと思います。 
以上、各種商品の必要性について労使一致しない状況に対して、この方向性でよろしい

でしょうか。 
 
○労働者代表委員（森藤委員） 

労働者側としましては、私が先ほど申しましたように、当該の労使が向かい合って協議

することが必要だと思います。会長からお話がありましたように地賃の状況というのもあ

りますので、必要性を検討する、小委員会的なものは必要だと考えています。 
 
○公益代表委員（篠原会長） 

 とりあえず、この場では仮設置ということで、あとは、地賃の結果を見てということに

なります。 
 
○労働者代表委員（森藤委員） 

 はい、それも含めて。コロナ禍での状況で、各種商品が抱える状況を見ていく必要があ

るかなと考えています。 
 
○使用者代表委員（秋山委員） 

 必要性なしと私どもの方で申し上げましたので、委員会の設置をお願いしたいと思いま

す。 
 
○公益代表委員（篠原会長） 

それでは、小委員会は設置する方向で進める、ただし、地賃の結果いかんによっては、

情勢が変わりますが、それは次回の本審で判断する、としてよろしいですね。 
では、「各種商品小売業最低賃金」の改正の必要性について審議するため、静岡地方最

低賃金審議会運営規程第３条に基づく小委員会を開催することとしますがよろしいです

か。 
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各側委員の了解を得る 

 
 ありがとうございます。 
 次回 8 月 5 日に開催予定の第 370 回本審において、委員を指名する議決をしますので、

労使各側は、それまでに、小委員会委員の推薦をお願いします。 
  なお、特定最低賃金は、労使のイニシアチブにより設定されるものですから、より実

質的な審議とするため、各側とも、当該特定最低賃金が適用される関係者を委員に推薦す

ることについて御検討ください。 
 事務局は小委員会の運営関係について説明してください。 
 
○事務局（望月賃金室長） 

それでは小委員会委員の推薦手続きと開催日について説明いたします。 

 小委員会委員は、静岡地方最低賃金審議会運営規程及び小委員会運営規程第に基づき、

会長が指名することとされていますので、労使各側におかれましては、次回本審開催日前

日の 8 月 4 日までに、被推薦者を事務局あて御報告下さい。なお、本審委員以外の方を推

薦される場合は、推薦書と被推薦者の内諾書を御提出くださるようお願いいたします。 

また、小委員会の開催日は、前回開催した本審にて御確認いただきましたとおり、8 月

20 日（木）午前 10 時と、予備日として 8 月 21 日（金）午前 10 時を予定しております。 

以上でございます。 

 
○公益代表委員（篠原会長） 

よろしいでしょうか。 
次に議事 4 ですが、その他、事務局から何かありますか。 

 
○事務局（工藤賃金指導官） 

2 点ございます。 

１点目は、次の第 370 回本審の件です。第 370 回本審は、日程のとおり 8月 5 日（水）

午前 10 時より、こちらの静岡合同庁舎 4 階大会議室において開催いたします。閉会後、

委員の皆様には、次回審議会の案内通知をお渡しいたしますので、お持ち帰りいただき、

併せて、出欠確認の御連絡もお願いいたします。この場で御記入いただいてもかまいませ

ん。 

2点目は、専門部会委員についてですが、該当の方にはすでに御案内をしておりますが、

本年 7 月 21 日付けで、資料番号 12 の名簿記載の方を専門部会委員として任命させていた

だいております。よろしくお願いします。第 1 回専門部会は 7 月 30 日（木）午前 10 時か

ら、静岡地方合同庁舎地下会議室において開催いたします。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 
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以上です。 

 

○公益代表委員（篠原会長） 

ありがとうございました。ほかに何かありますか。 

 

○使用者代表委員（梶本委員） 

 森藤さんが、言われたことはもっともだと私も思いますが、それは通常の経済状態の時

のお話だと思います。私が実感として感じているのは、静岡県だけでなく、日本全体の経

済状況が悪く、先行きの不透明さがある。こういう時は、労働者委員の方にも歩み寄って

ほしいと思っています。今は、緊急事態だと思うのです。 
 5 月にテレビで、ある大学の先生が計算したところ、5 月 15 日の緊急事態宣言を解除

しましたが、5 月末まで緊急事態宣言を引き延ばせば、第 2 波は小さくなるが、5 月 15
日だと第１波より大きくなる可能性があるという話がありました。第 1 波より第 2 波の方

が大きくなったら、未曾有の不況になるのではないでしょうか。 
 

○公益代表委員（篠原会長） 

 審議でお話いただく場がありますので、そちらでうかがえると思います。 
 
○使用者代表委員（梶本委員） 

 そういう経済状態であるということだけ申し上げたいなと思いました。 
 
○労働者代表委員（森藤委員） 

貴重な御意見ありがとうございました。今、梶本委員がおっしゃられた、私、森藤の発

言はもっともな意見だと賛同いただいたことにはありがたく受け止めさせていただきま

す。 
その後、通常の営業状態でなく、先行き不透明だという状況は、我々労側委員も気にし

ております。非常時だということです。私は先ほど、特定最賃の必要性に関して申し上げ

たのですが、梶本委員のご発言は、その特賃の分野についてなのか、地域別最賃の審議に

あたっておっしゃりたいということだったのか、確認だけさせていただきたいと思います。 
 
○使用者代表委員（梶本委員） 

 静岡県の話ですが、日本全体がそうだというお話です。静岡県の話をする際に、隣接県

の神奈川県と比較したりしますが、そういう議論は、今回はあまり意味がないのではとい

う意味で申しました。 
 
○公益代表委員（本庄委員） 

たぶん、後者についてではないですかね。マクロのお話でしたから、特定最賃うんぬん
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というよりは、県最賃のお話ではないでしょうか。 

 

○労働者代表委員（森藤委員） 

 特定最賃ではなく、地域別最賃についておっしゃったという理解でいいですか。 
 
○使用者代表委員（梶本委員） 

 はい。そういうことです。 
 
○公益代表委員（篠原会長） 

あさってから本格審議が始まりますから、今日は、皆さん資料もお持ちでないので、そ

ういうことを含めて審議できたらと思います。今年は、そんなにかけ離れた額が出ると思

えないので、そういった本質的な議論が可能ではないでしょうか。29 日からの専門部会

で、ぜひ議論していただけたらと思います。 
 
○労働者代表委員（森藤委員） 

 何度もすみません。後者の地域別最賃、県最賃についてと受け止めていいというお話で

した。私が申し上げた特定最賃の必要性に関することについても、もっともな意見だと評

価いただけたので、審議の中で必要性を確認していただけたらと思います。 
 
○公益代表委員（篠原会長） 

ぜひ、熱い議論をしてください。 

ほかにございますか。 

 
○労働者代表委員（坂部委員） 

 審議会の開催の仕方について意見を申し上げたいと思います。今年は、新型コロナウイ

ルスで、いろいろなところに影響が出ていると思います。コロナの影響で、私ども組織内

の会議もすべてオンラインに切り替えており、定期大会含め、自宅からも入れるような環

境で仕事をしています。今日の審議会は、無事皆さん出席できたわけですが、こういった

コロナウイルスの対応で、オンラインの開催も選択肢の一つとして検討していただきたい

と思います。その理由は２つありまして、１点は、今申し上げた新型コロナウイルス感染

症への対応。浜松は、先週クラスターが発生しておりまして、私も今日ここにこれるのか、

という状況がありました。また、先週は大雨が続いていましたので、場合によっては、交

通機関が遮断されるということが今後も起こりうると思います。災害への対応等、オンラ

インであれば、どこからでも入れるということが 1 つ目の理由です。 
もう 1 点は、働き方改革という意味で、効率的な働き方という観点です。今日は 10 時か

らの審議会でしたが、私が家を出たのは 8 時 15 分です。10 時からの仕事のために 1 時間

45 分準備にかかっています。オンラインで開催すれば、準備は 5 分から 10 分で済み、移



15 
 

動にかかった 1 時間半別の仕事ができるということになると思います。また、交通費も発

生しません。そういった観点から、選択肢の一つとして、ぜひ検討をお願いしたいと思い

ます。実施するにあたっては、公開・非公開の対応、オンライン会議の操作の仕方など、

いろいろ条件をクリアしなければいけないことは多いとは思いますが、働き方改革、災害

への対応という観点から検討をお願いしたいと思います。 
 
○公益代表委員（篠原会長） 

事務局は、検討してみてください。 

ほかにございますか。 

 
○労働者代表委員（松浦委員） 

 審議会が始まるにあたって、若干労側から意見表明をさせていただきたいのですが。 
 
○労働者代表委員（森藤委員） 

 それはまた今度で。 
 
○公益代表委員（篠原会長） 

よろしいですか。 

本日はこれで終了いたします。お疲れさまでした。 

 

 


