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第425回山口地方最低賃金審議会議事録 

1  日  時   令和3年7月26日（月）    午後2時01分～   

2  場  所   山口地方合同庁舎2号館5階  共用第一会議室 

3  出席者  

公益代表委員 赤 穴 泰 博 委 員 

小 林 友 則 委 員 

田 中 裕 美 子 委 員 

通 山 和 史 委 員 

濱 島 清 史 委 員 

 

労働者代表委員 倉 重 里 加 委 員 

 富 田 博 之 委 員 

 長 川 順 一 委 員 

 藤 田 英 二 委 員 

 山 本 章 宏 委 員 

   

使用者代表委員 阿 野 徹 生 委 員 

奥 田  宏 委 員 

 国 重 敦 生 委 員 

坂 本 竜 生 委 員 

中 村 眞 佐 子 委 員 

事  務  局   

労 働 局 長 村 井 完 也 

労働基準部長 木 下 麻 子 

賃 金 室 長 藤 村  恵 

室 長 補 佐 大 塚  智 

監察監督官 有 田  臣 

4  議  題 

(1)令和3年度地域別最低賃金改定の目安について 

(2)山口県最低賃金の改正決定に係る関係労使の意見について 

(3)特定最低賃金の改正決定の必要性の有無について（諮問） 

(4)その他 
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〇室長補佐 

大変お待たせいたしました。 

皆様、大変お疲れ様でございます。 

本日は、山口地方最金審議会運営規程第 6 条第 1 項により審議会を公開といたしており

ます。傍聴の希望の方が8人であることをご報告させていただきます。 

それでは、傍聴人の方を、ご案内させていただきます。 

 

【傍聴人入室】 

 

〇会長 

ただいまから第425回山口地方最低賃金審議会を開催いたします。 

事務局から、定足数と傍聴者数についてご報告ください。 

 

〇室長補佐 

本日は、全員ご出席でございます。 

したがいまして、本日の審議会は、最低賃金審議会令第5条第2項に規定されておりま

す要件、委員の3分の2以上、または公益、労働者側、使用者側の各3分の1以上の出席

を満たしておりますことを、ご報告申し上げます。 

ここで、新たに委員となられました方のご紹介をさせていいただきます。 

使用者代表委員の西田委員が退任されまして、その後任として、阿野徹生委員を任命さ

せていただいておりますので、ご紹介いたします。 

 

【阿野委員挨拶】 

 

ありがとうございます。阿野委員には、今後のご審議をよろしくお願いいたします。 

各委員の皆様には、資料№1として新たに作成いたしました審議会委員名簿をお配りして 

おりますので、どうぞご確認いただきますようよろしくお願いいたします。 

 

〇会長 

まず、傍聴の方へのお願いですが、お手元に配付されています「審議会傍聴に当たって

の遵守事項」を守っていただくよう、よろしくお願いいたします。 

本日の署名委員は、労働者側を代表して長川委員、使用者側を代表して国重委員にお願

いします。 

それでは議事に入ります前に、労働局長から挨拶がございます。これに引き続きまして、

事務局からお知らせがあります。局長、お願いいたします。 

 

〇労働局長 

第425回山口地方最低賃金審議会の開催に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます｡ 
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委員の皆様方には、大変お忙しい中、またお暑い中を、ご出席をいただきまして誠にあり

がとうございます。 

さて、本日は、7月 16 日に中央最低賃金審議会において答申がありました「令和 3年度

地域別最低賃金額改定の目安」について、事務局から伝達をさせていただきます。 

今後の審議に当たりましては、この中央最低賃金審議会答申の別紙1「公益委員見解」を

十分に参酌を賜り、山口県における地域の実情を考慮した最低賃金額をご答申いただきま

すよう、よろしくお願いを申し上げます。 

また、併せて、本日は4業種の「特定最低賃金の改正決定の必要性の有無」について諮問

をさせていただきます。これらの議事につきましても、ご審議のほど、よろしくお願いを申

し上げます。 

 なお、本日は、先般の中央最低賃金審議会において明らかとなりました「賃金改定状況

調査の集計誤り」につきましても、事務局より説明をさせていただきます。詳細は、後ほど

詳しくご説明をさせていただきますが、昨年度の山口地方最低賃金審議会における審議へ

の影響は、ありませんでした。審議資料でありました本調査結果を訂正することとなりま

したことを、皆様に深くお詫びを申し上げます。 

簡単ではございますが、開催に当たりまして、私の挨拶とさせていただきます。 

本日は、どうぞよろしくお願いをいたします。 

 

〇会長 

次に事務局からお願いします。 

 

〇賃金室長 

それでは、私の方から賃金改定状況調査の集計誤りについて申し上げます。 

資料№2の 1枚目をご覧ください。 

この度、厚生労働省本省が実施しました賃金改定状況調査について、令和 2 年の調査の

集計を行うに当たり、プログラムの改修を行っていた中で、一部の産業で別の産業の母集

団労働者数を用いるといった誤った改修を行い、令和 3 年でも同じプログラムを使用した

ことから、令和3年調査の集計でも誤りがありましたので、ご報告いたします。 

そもそも、この「賃金改定状況調査」とは、企業規模30人未満の企業について、毎年本

省で調査を行っているもので、主な目的は2つです。 

一つは、労働者の賃金について、前年の 6 月 1 日と当年の 6 月 1 日を比較して賃金上昇

率を把握すること、 

もう一つは、企業の当年1月から6月にかけての賃金改定の有無を把握すること、 

の 2 つです。取りまとめられたものは、中央最低賃金審議会や地方最低賃金審議会の審議

資料として活用されるため、極めて重要な資料となります。 

このため、本省では、中央最低賃金審議会目安に関する小委員会の第3回におきまして、

賃金改定状況調査結果の訂正を行い、原因等経過説明を行うとともに、深くお詫びを申し

上げたところです。 
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 令和 2年度の訂正箇所につきましては、資料№2の 2頁以降に添付しております。オレン 

ジ色で塗りつぶしました箇所が訂正箇所となります。そして、令和 3 年度の訂正箇所は、

後程、説明いたします資料№4に添付しております。 

当局におきましては、昨年の審議会議事録を全て確認しましたところ、この賃金改定状

況調査結果を引用されました委員や特定最低賃金の改定に当たりまして、賃金上昇率を参

考とされました専門部会もありましたが、幸いにも訂正がされていなかった箇所でしたの

で、審議には影響はございません。 

なお、賃金改定状況調査の数値を参考にされ、ご発言をされました委員の方には、事前に 

事務局の方からこの度の経緯等につきまして、説明をさせていただいていたところであり

ます。 

当局におきましては、くれぐれも同様の集計ミスがないよう、これからも細心の注意を

払ってまいりたいと思います。 

 私からの説明は以上です。 

 

○会長 

第4表に関する認識について、簡単に申し上げたいと思います。 

山口県最低賃金の引上げ額につきましては、この第4表はもちろん参考にするのですが、

特定の指標によって自動的に決定するということはなく、これまで議論してまいりました。 

賃金改定状況調査や春闘の賃上げ結果、そのほか、県内の各種経済指標など様々なデー

タを総合的に勘案して、公益、労働者側、使用者側からなる審議会において審議を行った上

で、決定をしています。 

確かに今回、重要なデータが間違っていたということ自体は問題なのですが、そのデー

タによって議論が大幅に歪められたとか、そういうことは起こっていないということを、

ここでも確認しております。 

本審議会においては、同様の事態が発生しないよう、事務局はくれぐれもお気を付けく

ださい。 

なお、私も昨年の審議会議事録を確認しまして、本県の審議では、第 4 表の誤りによる

影響がなかったということを確認しております。先ほども賃金室長が説明したように該当

する箇所については労働者側と使用者側の委員の方々の確認をとって、影響がなかったと

認識しておりますので、申し添えておきます。 

それでは、この第4表に関する議論は以上でよろしいでしょうか。 

 

○藤田委員 

我々労働者側は、第 4 表の一部を使って、昨年主張をしました。たまたまデータとして

は誤りがなかった箇所ではありましたけれども、非常に重要な位置付けにある第 4 表のデ

ータですので、厚生労働省本省でも謝罪はされましたが、これによって、もしかしたらその

年の審議会の中身自体が大きく異なることも考えられますので、十分注意していただいて、

ダブルチェック等もしっかりしてください。 
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前年よりも明らかに統計が大きく変わっているとか、そういう場合にはしっかりチェッ

クしていただくことを、苦言ではないのですけれども、お願いをしておきたいと思います。 

以上です。 

 

○会長 

はい、ありがとうございます。 

おっしゃるとおりで、山口県の審議には直接影響がなかったわけですが、しかし、この

集計誤りの資料を見ますと、誤った箇所に、×××印が付いていますけれども、こんな集

計の誤りというのはあってはならないと本当に思います。 

よろしいでしょうか。 

 

（質問、意見なし） 

 

○会長 

それでは、議事に移ります。 

議題の1の「令和3年度地域別最低賃金額改定の目安について」です。 

7月 16 日に中央最低賃金審議会から「令和 3年度地域別最低賃金額改定の目安」が示さ

れております。事務局から目安伝達とともに資料説明をお願いいたします。 

 

〇賃金室長 

それでは私の方から「令和3年度地域別最低賃金改定の目安について」申し上げます。 

資料№3をご覧ください。それでは、令和 3年 7月 16 日に答申されました内容を読み上げ

たいと思います。 

令和3年度地域別最低賃金額改定の目安について（答申） 

令和3年 6月 22日に諮問のあった令和3年度地域別最低賃金額改定の目安について、下

記のとおり答申する。 

1 令和 3年度地域別最低賃金額改定の目安については、その金額に関し意見の一致をみる

に至らなかった。 

2 地方最低賃金審議会における審議に資するため、上記目安に関する公益委員見解(別紙

1)及び中央最低賃金審議会目安に関する小委員会報告(別紙 2)を地方最低賃金審議会に

提示するものとする。 

3 地方最低賃金審議会の審議の結果を重大な関心をもって見守ることとし、同審議会にお

いて、別紙 1 の 2 に示されている公益委員の見解を十分参酌され、自主性を発揮される

ことを強く期待するものである。 

4 中小企業・小規模事業者が継続的に賃上げしやすい環境整備の必要性については、労使

共通の認識であり、生産性向上の支援や官公需における対応を含めた取引条件の改善等

に引き続き取り組むことを政府に対し強く要望する。 

特に、事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げ、生産性向上に取り組んだ場合に



6 

 

支給される業務改善助成金について、特例的な要件緩和・拡充を早急に行うことを政府

に対し強く要望する。 

5 行政機関が民間企業に業務委託を行っている場合に、年度途中の最低賃金額改定によっ

て当該業務委託先における最低賃金の履行確保に支障が生じることがないよう、発注時

における特段の配慮を要望する。 

とされています。 

 次に2頁の公益委員見解でございます。 

1 令和 3 年度地域別最低賃金額改定の引上げ額の目安は、次の表に掲げる金額とする。山

口県はＣランクですが、今年度は全国一律の28円です。 

2(1)目安小委員会は、今年度の目安審議に当たって、平成 29 年全員協議会報告の 3(2)で

合意された今後の目安審議の在り方を踏まえ、特に地方最低賃金審議会における自主性

発揮が確保できるよう整備充実や取捨選択を行った資料を基にするとともに、「経済財政

運営と改革の基本方針 2021」及び「成長戦略実行計画・成長戦略フォローアップ」に配

意した調査審議が求められたことについて特段の配慮をした上で、総合的な審議を行っ

てきた。 

今年度の公益委員見解を取りまとめるに当たっては、 

①賃金改定状況調査結果第 4 表や春季賃上げ妥結状況等における賃金上昇率は、昨年より

上げ幅は縮小しているが、引き続きプラスの水準を示していること、また、昨年度は、最

低賃金の引上げ額の目安を示せず、最低賃金の引上げ率は0.1％となったこと、 

②消費者物価指数は、横ばい圏内で推移しており、名目GDPは、令和2年には落ち込んだも

のの、足下では一時期より回復していること、加えて、新型コロナウイルス感染症の感染

状況については予断を許さないものの、今年度はワクチン接種が開始されるなど、少な

くとも昨年度とは審議の前提となる状況が異なっていること、 

③法人企業統計における企業利益は、足下では、産業全体では回復が見られること、また、

一部産業では引き続きマイナスとなっているものの、政府として、「感染症の影響を受け

て厳しい業況の企業に配慮しつつ、生産性向上等に取り組む中小企業への支援強化、下

請取引の適正化、金融支援等に一層取り組む方針」であること、 

④雇用情勢は、令和2年には悪化したものの、足下では横ばい圏内で推移しており、有効求

人倍率は１倍を超え、失業率も3％以下で推移していること、 

⑤政府としては、最低賃金について、より早期に全国加重平均1,000円を目指すこととされ

ているところ、①から④までの状況を総合的に勘案すれば、平成28年度から令和元年度

までの最低賃金を 3.0～3.1％引き上げてきた時期と比べて、今年度の状況は大きく異な

るとは言えず、最低賃金をその時期と同程度引上げた場合にマクロで見た際の雇用情勢

に大きな影響を与えるとまでは言えないと考えられること、 

⑥地域間格差への配慮の観点から少なくとも地域別最低賃金の最高額に対する最低額の比

率を引き続き上昇させていく必要があること、また、賃金改定状況調査結果第 4 表のう

ちＡランクとＣランクが最も高い賃金上昇率であった一方、雇用情勢については昨年に

おいてＡランクを中心に悪化したこと等を総合的に勘案する必要があること、 
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⑦最低賃金を含めた賃金の引上げにより、可処分所得の継続的な拡大と将来の安心の確保を

図り、さらに消費の拡大につなげるという経済の好循環を実現させることや非正規雇用

労働者の処遇改善が社会的に求められていることを特に重視する必要があること 

等を総合的に勘案し、検討を行ったところである。 

目安小委員会の公益委員としては、地方最低賃金審議会においては、地域別最低賃金の審

議に際し、地域の経済・雇用の実態を見極めつつ、目安を十分に参酌することを強く期待 

する。また、中央最低賃金審議会が地方最低賃金審議会の審議の結果を重大な関心をもっ 

て見守ることを要望する。 

(2)生活保護水準と最低賃金との比較では、前年度に引き続き乖離が生じていないことが確

認された。 

なお、来年度以降の目安審議においても、最低賃金法第9条第3項及び平成29年全員協 

議会報告の 3(2)に基づき、引き続き、その時点における最新のデータに基づいて生活保

護水準と最低賃金との比較を行い、乖離が生じていないか確認することが適当と考える。 

(3)最低賃金引上げの影響については、平成29年全員協議会報告の3(2)及び4(3)に基づき、

引き続き、影響率や雇用者数等を注視しつつ、慎重に検討していくことが必要である。 

とされております。 

次に、別紙2の中央最低賃金審議会目安に関する小委員会報告としまして、2に「労働者 

側見解」、3に「使用者側見解」と続きまして、次頁の4の「意見の不一致」のところをご覧 

ください。 

本小委員会としては、これらの意見を踏まえ目安を取りまとめるべく努力したところであ

るが、労使の意見の隔たりが大きく、遺憾ながら目安を定めるに至らなかった。 

5の「公益委員見解及びその取扱い」では、公益委員としては今年度の目安審議について 

は、平成29年全員協議会報告の3(2)で合意された今後の目安審議の在り方を踏まえ、加え

て、「経済財政運営と改革の基本方針2021」及び「成長戦略実行計画・成長戦略フォローア

ップ」に配意しつつ、各種指標を総合的に勘案し、下記 1 のとおり公益委員の見解を取り

まとめたものである。 

目安小委員会としては、地方最低賃金審議会における円滑な審議に資するため、これを

公益委員見解として地方最低賃金審議会に示すよう総会に報告することとした。なお、使

用者側委員は、下記 1 の公益委員見解を地方最低賃金審議会に示すように総会に報告する

ことは適当でないとの意見を表明した。  

また、地方最低賃金審議会の自主性発揮及び審議の際の留意点に関し、下記 2 のとおり

示し、併せて総会に報告することとした。  

さらに、中小企業・小規模事業者が継続的に賃上げしやすい環境整備の必要性について

は労働者側と使用者側の共通の認識であり、生産性向上の支援や官公需における対応を含

めた取引条件の改善等に引き続き取り組むことを政府に対し強く要望する。特に、事業場

内で最も低い時間給を一定以上引き上げ、生産性向上に取り組んだ場合に支給される業務

改善助成金について、特例的な要件緩和・拡充を早急に行うことを政府に対し強く要望す

る。 
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また、行政機関が民間企業に業務委託を行っている場合に、年度途中の最低賃金額改定

によって当該業務委託先における最低賃金の履行確保に支障が生じることがないよう、発

注時における特段の配慮を要望する。 

とされております。 

答申については、以上でございます。 

引き続きまして、資料№4「令和3年賃金改定状況調査結果」につきましてご説明します。

これは、厚生労働省本省が調査したものです。調査の目的は先ほど説明したとおりです。 

調査対象は、1 年以上継続して事業を営んでいる事業所で、企業規模 30 人未満の企業に

属する民営企業です。調査事業所は 15,641 事業所に対して集計労働者数が 34,655 人とな

っております。 

 1枚めくっていただきまして、第1表の「賃金改定実施状況別事業所割合」ですが、今年

1月から6月までに賃金の引上げ又は引下げを実施した、あるいは７月以降も賃金改定をし

ない、又は7月以降に賃金改定を実施する事業所の予定を集計したものです。 

次に第2表の「事業所の平均賃金改定率」は、一人当たりの平均引上げ率又は引下げ率を

産業別にお示したものでございます。 

第 3 表は「事業所の賃金引上げ率の分布の特性値」でございます。賃金引上げを実施し

た事業所について、その引上げ率の分布をお示したものです。 

審議会の中でも引用されます第4表ですが、「一般労働者及びパートタイム労働者の賃金

上昇率」は、①が男女別の内訳です。次頁の②が一般・パート別の内訳です。それから、オ

レンジ色が、集計ミスにより訂正された箇所を示しております。表①の産業計、男女計をみ

ますと、令和 2 年と比較して賃金引上げ率は下がっていますが、ＡからＤランクまでいず

れにおきましても、マイナスではなくプラスとなっています。表②の産業計、一般・パート

計におきましても同様の結果がみられます。 

それから 1 枚めくっていただきまして、「参考 1,2,3」の資料がありますが、委員の皆様

方にお読みいただくことに代えさせていただき、説明を省略させていただきます。 

次に、資料№5の「生活保護と最低賃金」です。最低賃金法第 9条において、平成 19年

の法改正により生活保護に係る施策との整合性に配慮するとの規定がされたところです。

そこで、生活保護と最低賃金の額を比較しましたところ、令和元年度及び令和 2 年度とも

に全国において、最低賃金が生活保護水準を上回っていることが確認されましたので、ご

報告をいたします。 

なお、山口県の詳細につきましては、また後ほどあります第 1 回の専門部会の中でご説

明をさせていただきたいと思います。 

私からの説明は以上です。 

 

〇会長 

ただいまのご説明に関して、ご意見、ご質問はございませんか。 

 

〇奥田委員 
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すみません。 

 

〇会長 

はい、お願いします。 

 

〇奥田委員 

目安のところの質問なのですけれども、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄランク全部28円になるわけです

けれども、これはＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄランクを廃止するというわけではなくて、たまたま一律28

円になることらしいのですが、その理由というものを今一度明確に教えてもらえないでし

ょうか。Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄランクが全部28円になった理由を教えて下さい。 

 

〇賃金室長 

Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄランク全国一律28円になった理由は、本省の説明によりますと、公益委

員見解の⑥ということでした。今までは、Ａランクの方が金額が高くて、それからＤランク

の方が金額が低かったわけですが、この度、全国一律にされたのは地域間格差を解消した

いために、全て一律の28円にしたということです。 

 

〇阿野委員 

 今のご説明ですけれども、それは 28円ではなくても同額にすれば別に、27円でも 29円

でも30円でも、Ａ、Ｂ、Ｃランクの地域間格差が解消されるのであって、奥田委員が質問

したのは、なぜ28円なのかということの説明を求められたのではないかと思いますが。 

 

〇奥田委員 

 28 円というのもそうですが、今のでは全く説明になっていないと思います。地域間格差

の是正という理由で全国一律にするのであれば、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄランクを廃止すればいいだ

けのことであって、それでは理由になっていません。 

なんで、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄランクを残しながら、28 円全国一律にしたかということを本省

に問い合わせて明確に示してもらわないと。 

 

〇賃金室長 

 本省では、地域間格差をなくすために28円にしたと説明されました。 

 

〇奥田委員 

 全国一律ではずっと格差は残りますよ。同額では。 

 

〇賃金室長 

本来であれば、Ａランクの方が金額が高いわけですけれども、公益委員見解の⑥の後段

にありますとおり、コロナウイルス感染症による雇用情勢等の影響を総合的に勘案され、
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同額にされたということです。 

 

〇奥田委員 

その説明で理解できますか。ランク制度を変えずに無理やり何かやろうとするから変な

ことになるのですよ。地域間格差を是正するとおっしゃるのであれば、Ｄの金額をもうち

ょっと上げたらいいじゃないですか。そうしないと、ずっと格差は平行で、解消にならない

ですよ。Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄランクを残したまま28円というのをやるから説明がつかない。そ

こを明確にしてもらわないと。 

 

〇賃金室長 

本省の説明によりますと、公益委員見解の⑥の文言が全国一律した理由です。 

 

〇奥田委員 

 どうでしょうか。労働者側、公益の方がご理解いただけるのであれば、それでいいのです

が、私はちょっと納得できません。 

 

〇会長 

どういたしましょうか。 

本省に問い合わせても、公益委員見解⑥で、これ以上のことはない。あとは総合的な判断

だとおっしゃるかもしれませんが、念のため、問い合わせていただけますか。 

 

〇阿野委員 

地方最低賃金審議会は、事務局から説明がありましたように、中央最低賃金審議会の目

安を踏まえて、これを参考としつつ、地方の最低賃金の額を審議していくわけですよね。 

そうなりますと、目安として示された28円というのは、その良し悪しではなくて、なぜ

28 円という目安額になったのか、それが分からないと、議論をすることはできないのでは

ないかと思います。28 円の根拠が分からないまま、28 円でいいのですか、29 円なのです

か、27 円なのですか、という議論はできないのではないかなと私は思います。公益委員見

解の①から⑦については、いろいろ引上げる理由としてはそれなりに意味がある記述だと

思いますが、①から⑦のいずれをとっても28円にした根拠の説明にはなっていません。可

能であれば、本省へ問い合わせていただいて、まず皆さんの共通認識として、それを前提に

議論をすべきではないかなと私は思います。 

以上です。 

 

〇会長 

28円になった理由は何なのか、ということですが、何か追加のご説明はございますか。 

 

〇賃金室長 
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公益委員見解の⑤にありますように、①から④までの状況を総合的に勘案すれば、平成

28 年度から令和元年度までの最低賃金を 3.1％位上げてきた時期と比べて、今年度の状況

は大きく変わるところはなく、同程度の引上げた場合でも雇用情勢に大きな影響を与える

とは言えないということで、28円まで引上げられたと記述されています。 

 

〇阿野委員 

27円でも今の⑤の理屈は同じだと思うのですか。29円でもそんなに大して変わらないの

ではないかと思います。 

 

〇会長 

加重平均1,000円を目指す、そして3％に戻したいということだと思います。902円に 3％

を掛けると、約 28 円、それで 28 円にすると 930 円になるというところで推測はできるの

ではないかなと思われます。本省に問い合わせていただくということでよろしいのでしょ

うか。 

返ってくる答えは同じでも、それに少し加えていただくとありがたいかなと思います。

それで阿野委員も奥田委員もいかがでしょうか。 

 

〇阿野委員 

問い合わせていただいて、次回また補足説明等あれば言っていただければと思います。 

 

〇会長 

 補足説明等あれば言っていただくということでよろしいですか。 

 

（意見・質問等なし） 

 

〇会長 

それでは、ただいまの事務局から説明のあった令和 3 年度地域別最低賃金額改定の目安

を踏まえて労働者側と使用者側の基本的な主張について、この場で述べていただきたいと

思います。 

  それでは、労働者側からお願いいたします。 

 

〇藤田委員 

では、労働者側からの主張をさせていただきたいと思います。 

現在も新型コロナウイルス感染症による影響が予断を許さない状況でありますけれど

も、コロナ禍から1年が経過をした今、先行きを見通す環境というのは確実に変化をして

きているというふうに思っております。とりわけ今年度はワクチン接種というものもかな

り進んできておりますし、世界、日本の経済も回復するなど昨年度とは明らかに異なる環

境にあります。このことを認識した上で、今年度の審議はしっかりと議論する必要がある
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というふうに考えております。コロナ禍で厳しい状況だから、昨年同様に引上げる環境に

はない、というような安易な考え方にならないようにお願いをしておきたいと思います。

その上で、数点、意見をさせていただきたいと思います。 

まず1点目、最低賃金の低さについて意見させていただきます。ここ数年にわたり、日

本の最低賃金の低さについては申し上げてきたところですけれども、とりわけ山口県にお

いては、加重平均902円に対して829円と大きく下回っております。現行水準では、仮に年

間2,000時間働いたとしても160万円程度にしかなく、これでは、いわゆるワーキングプア

といわれる年収200万円にも到達しない状況にあります。これは、健康で文化的な最低限

度の生活を営むことに足る水準としては、十分であるとはいえないというふうに思ってお

ります。 

特に、その最低賃金近傍で働いていらっしゃる多くの方は、いわゆる不本意非正規と呼

ばれる方や育児、介護など家庭の事情によって時間調整が可能な働き方をせざるを得ない

方も少なくありません。かつては家計補助者であった方が自らが主たる生計者として家計

を支えている方も増加しているように認識をしております。 

また、コロナ禍において、医療、介護はもとより流通といった社会生活を支える職場で

働く、いわゆるエッセンシャルワーカーの方々、この方々は日々、目に見えない感染の恐

怖や不安だけでなく、お客様に対応する精神的な負担、それとも戦いながら、文字通り懸

命に働き続けておられます。そうした方々の中には、残念ながら処遇が高くない方も少な

くなく、今回もこの最低賃金の引上げに対して強い関心を持っていると認識をしておりま

す。こうしたコロナ禍でも企業や社会機能を支えるために使命感を持って懸命に働き続け

ている全ての労働者の努力に報いるためにも、最低賃金の引上げは必要不可欠であり、社

会的要請があると思っております。 

続きまして2点目で、地域間格差についてです。昨年度、最低賃金審議においては、47

都道府県中7件が現行どおり、Ｃランクにおいては、北海道と山口県の2道県のみが現行ど

おりという状況でありました。公益委員見解では引き続き、総合指数との整合性、地域間

格差の是正の方向を考慮する、このようにされておりましたけれども、結果として山口県

と他県との地域間格差は是正ではなく広がったと認識をしております。そのことを踏まえ

た審議を、今年は行う必要があると思っています。 

労働力不足が深刻化する中、賃金が低い地域から高い地域へ働き手が流出する、こうい

う実態に強い危機感を抱いているというところでありますが、近年の審議結果は山口県と

他県との格差を拡大させており、これまで示してきた公益委員見解と実態に乖離が出てい

る状況、加えて地域活性化の観点からも本年度の審議は重要になると考えております。 

続きまして3点目、目安答申についてでございます。先ほど目安答申のご説明がありま

した。中央最低賃金審議会の目安審議において公益委員見解として、地域の経済、雇用の

実態を見極めつつ、目安を十分に参酌することを強く期待されるとありました。 

加えまして、最低賃金を含めた賃金の引上げにより可処分所得の継続的な拡大と将来の

安心の確保を図り、さらに消費の拡大に繋げるという経済の好循環、これを実現させるこ

とや非正規雇用労働者の処遇改善が社会的に求められていることを特に重視する必要があ
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るとされております。山口県経済の好循環を実現させるためにも、昨年引上げられなかっ

た最低賃金を確実に引上げなくてはならないと思っています。 

また、山口県の審議においては、公益委員見解として引き続き、総合指数との整合性、

地域間格差の是正の方向は考慮すると示されており、まさに地域間格差について重要課題

であることは、これは公益、労働者側、使用者側共通の認識にあると思っております。現

在、全国加重平均902円に対し、829円、73円も差をあけられている山口県の実態を踏まえ

た審議が必要であると思っております。 

最後に発効日について認識の共有をお願いしておきたいと思います。最低賃金近傍で働

いている人の実生活、これは今も当然ですけれども苦しい状況にあります。もちろん、発

効日ありきということではありませんけれども、この審議会、専門部会の議論を通じて、

できる限り早い段階で発効できるように努力していきたいと思っております。 

以上で、労働者側の意見とさせていただきます。 

 

〇会長 

ありがとうございます。 

それでは、次に使用者側からお願いいたします。 

 

〇阿野委員 

それでは、使用者側の基本的な考えを申し上げたいと思います。 

新型コロナウイルス感染症の影響からすでに1年半以上が経過し、この間緊急事態宣言、

蔓えん防止重点措置の発出及び延長がありまして、わが国の社会経済活動は感染拡大区域

のみならず、国内全域で大きな制限を受けていましたし、現在も受けております。 

山口県におきましても、県外等の往来自粛や外出機会の半減などの感染拡大防止対策の

取組み強化などによりまして、県内経済のさまざまな分野で影響が生じていることは皆様

ご承知のとおりですが、事態の長期化に伴いまして、経営基盤の脆弱な中小企業・小規模

事業者はその甚大な影響が続いております。中でも、宿泊業や飲食業、交通運輸業などは

売上げが大きく減少するとともに、その影響は取引業者や生産者など、関連する多くの業

種に広がるなど、県内経済への影響は深刻さを増しているといえます。 

特に最低賃金の影響を多く受けます中小企業・小規模事業者の現状ですが、山口財務事

務所が先に発表されました法人企業景気予測調査結果によれば、本年4～6月期の県内企業

全体の景況判断BSIは、1～3月期の▲0.9ポイントからさらに悪化し、▲9.8ポイントにな

っております。このうち中小企業に限ってみれば、前期の▲17.9ポイントからさらに悪化

し、▲22.8ポイントと悪化の度合いは深刻な状況でございます。 

さらに山口県中小企業団体中央会が7月に発表されました令和3年5月期の月次景況調査

結果を見ましても、4月まで3か月連続して好転をしておりました景況DI値が悪化に転じ、

全業種で▲42.5となっております。県内でも多くの中小企業が雇用調整助成金や各種給付

金、さらには公的融資などの支援策を最大限に活用して事業の継続と雇用の維持に必死で

取り組んでおられます。 
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山口県信用保証協会が中小企業の借入れ資金に対して行っております保証債務の6月末

の残高は、3,575億円と1年前の令和2年6月末の1.4倍、コロナ前の令和元年6月末と比べれ

ば実に1.9倍と事業継続のための資金借入れは急増しております。業況が十分に回復しな

い中で、融資返済が始まりますと、企業の経営状況はさらに厳しさを増すことになってま

いります。 

こうした中で、本県の最低賃金改定に関しての審議をこれから行うことになるわけです

が、これまで申し上げたとおり、コロナ禍により足下の景況感は極めて厳しく、中央最低

賃金審議会から「現行水準を維持するのが適当」と答申をされました昨年度と比較しても

状況は決して改善しているとはいえません。 

2016年から4年間、政府の引上げ方針への配意からGDP成長率や消費者物価、企業の賃上

げ率を大幅に上回る3％台の最低賃金引上げが行われてきたところですが、申すまでもな

く、最低賃金は業績の良し悪しに関係なく、法的強制力を持って全ての使用者に支払い義

務を課するもので、下方硬直性が極めて強いことから、各種指標やデータなど明確な根拠

のもとで、法で定める労働者の生計費、労働者の賃金、使用者の賃金支払い能力、この三

要素を総合的に勘案して納得感のある水準として決定されるべきものであります。 

加えて、コロナ禍におきまして長期化する中小企業の窮状を考慮すれば、三要素のう

ち、特に賃金支払い能力を重視した審議を行うべきであるとともに、業績の二極分化が進

んでいる現状を踏まえ、企業の平均的な状況のみに着目するのではなく、コロナの影響が

深刻な業種の経営状況や賃金支払い能力にしっかりと焦点を当てていくことが必要と考え

ます。 

先に閣議決定をされました、いわゆる「骨太の方針2021」、あるいは「成長戦略実行計

画」では経済の底上げ、経済成長の上昇に向けて、賃金引上げ方針を明確にしており、こ

のために中小企業の生産性向上支援、下請け取引の適正化、金融支援に同時に取り組むと

されております。このたびの中央最低賃金審議会の答申においても、先ほどもございまし

たように、これらの取組み強化を政府に強く求めております。 

しかしながら、その成果や効果が十分に発現していない現段階で、賃金引上げを先行す

るなら、経営状況の厳しい中小企業を中心に事業の継続と雇用の維持に深刻な影響が出る

ことが懸念をされます。最近では、一部機関の情勢分析で「県内景気は全体として持ち直

している」という基調もございますが、コロナの影響が最も深刻であった時期と比べれば

ということであり、コロナ以前の水準にはまだまだ到底及ばないという現実であります。 

加えて、業種によっては昨年以上に厳しく、業績回復の見通しすら立たないなど中小企

業経営を取り巻く環境は先行き不透明な厳しい状況が続いております。 

こうした観点から、新型コロナウイルス感染症が県内企業、県内経済に今なお影響を及

ぼし続けている現状を踏まえれば、最低賃金を引上げうる状況にはないという基本認識の

もと、これから専門部会等で真摯に議論をさせていただきたいと考えております。よろし

くお願いいたします。 

以上でございます。 
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○会長   

 ありがとうございました。 

ただいま労働者側、使用者側双方から主張を述べていただきました。具体的な金額審議につき

ましては、ただいまの労働者側、使用者側双方から主張されたことを踏まえ、今後開催します専

門部会の中で行うことにします。 

 それでは、次の議題に移ります。 

 議題2「山口県最低賃金改正決定についての関係労使の意見について」です。 

 事務局から説明をお願いします。 

 

○賃金室長 

 令和 3 年 6 月 28 日付けで山口県最低賃金改正決定に係る意見聴取の公示を行いましたと

ころ、7団体から意見が提出されたところです。そのほかにも、各委員にはすでにお配りし

ておりますが、本年6月3日には、山口県弁護士会会長から「最低賃金額の引き上げ等を求

める会長声明」をいただきました。また、6月 7日、7月 21日には、全国労働組合総連合中

国ブロック協議会と山口県労働組合総連合の連名で「最低賃金引上げと全国一律最低賃金の

確立を求める要請書」と3,053筆の「山口県最低賃金を時給1,500円以上に引き上げ、地域

間格差を解消し、中小企業支援の拡充を求める要請書」もいただいているところです。そし

て、6月 9日には、全国一般労働組合全国協議会山口連帯労働組合から「最低賃金に関する

要請書」もいただいておりますので、ご報告をさせていただきます。 

 本日、資料として添付いたしました意見書につきましては、事前に各委員の方へお配りし

ているところです。したがいまして、事務局からの意見書の説明につきましては省略をさせ

ていただきまして、提出をされました団体名をご紹介させていただきたいと思います。 

 まず最初に、全国一般労働組合全国協議会山口連帯労働組合、次いで、山口県労働組合総

連合・山口県労働組合総連合 非正規部会、それから、山口県高等学校教職員組合、それか

ら、山口県教職員組合、それから、コープやまぐち労働組合、それから、生協関連一般労働

組合中四国、それから、山口県自治体労働組合連合でございます。 

 以上のとおり、7団体から意見書が提出され、このうち3団体 3名の方が意見の陳述を希

望されておられます。 

 意見陳述につきましては、前回の審議会の中で実施することが議決されましたので、実施

要領に基づきまして、全国一般労働組合全国協議会山口連帯労働組合の平田さん、それから、

山口県労働組合総連合の加藤さん、それから、生協関連一般労働組合中四国の木村さんの 3

名に陳述をしていただきたいと思います。 

以上です。 

 

○会長   

ありがとうございます。それでは、意見陳述を行います。事務局の方は準備をお願いします。 

 

○参考人 
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山口連帯労働組合の平田と申します。本日は最低賃金審議会で陳述の機会をいただきありがと

うございます。 

私たちは今回、最低賃金時給1,500円を意見書で主張しましたが、同時に中小零細企業を中心

に大胆な支援策が必要であることを述べました。 

しかし、モノの考え方がおカネに縛られていると、すぐ「国の借金は1,000兆円もあるので財

源がない」という議論に終わってしまいます。このたびの陳述では意見書で充分に展開できなか

った「財源問題」に触れ、財政破綻を心配する意味がないという点と経済のあり方について述べ

たいと思います。 

まず、お配りした資料が5枚ありますが、上の方に①から⑤まで番号があります資料をご確認

ください。重要な部分にはピンクのマーカーをしています。 

ではまず、資料の①と②をご覧ください。財務省が、格付け会社による日本国債格下げに反論

した2002年5月22日付「外国格付け会社宛意見書要旨」（財務省ホームページ参照）です。 

「日・米など先進国の自国通貨建て国債のデフォルトは考えられない」と書いていますし、「日

本は世界最大の経常黒字国、債権国であり、外貨準備も世界最高」とも書いています。つまり、

最悪の場合でも、円建ての国債なら円を発行して返済することが可能なので財政破綻しないし、

そのための円の大量発行でインフレになり、仮に円の価値が下落しても外貨のフローもストック

も充分にあるので輸入ができなくて困ることもない、ということです。 

そして、資料⑤「普通国債残高・利払費と金利の推移」（財務省ホームページより）、これを見

れば分かるように、2000年度の国債残高が368兆円だったのが、2020年度には985兆円に激増して

いるにもかかわらず、財政破綻してギリシャのように金利が急騰するどころか、国債金利（加重

平均）は2.7％から0.9％に下がっていますし、日本国債のさらなる格下げとはされていません。

外国格付け会社より財務省の主張の方が妥当だったということです。 

また「日本は世界最大の経常黒字国、債権国であり、外貨準備も世界最高」の水準であること

は資料の③④（財務省ホームページ）をご覧ください。日本国は「1,000兆円の借金を抱えた貧乏

国」ではなく、350兆円以上黒字の世界一のお金持ち国ということです。 

確かに政府は1,000兆円の借金を抱えていますが、民間はそれを大きく上回る資産を持ってい

るということです。これを違う角度から説明するとこういうことになります。2021年度政府予算

では歳出に対して税収が足らず、財政赤字が20.3兆円、利払費で8.5兆円、合計28.8兆円ほど国

債残高が増えることになっております。 

しかし、これを私たちの側からみると、年金の支払いだとか、公共事業等の支払いとかで、納

税額より28.8兆円ほど多く、私たちのフトコロにお金が戻ってくる、そういう話です。つまり政

府の赤字は民間の黒字ということであります。ということは、政府の赤字が増えれば増えるほど、

民間のおカネが増え、政府が増税や緊縮財政で借金を減らせば減らすほど、民間のおカネは減る

ということになります。 

政府が1,000兆円の借金を全部返すと、日本銀行が管理している日本のおカネは紙幣以外ほと

んどなくなってしまいます。ということは、超デフレというか、経済活動が死んでしまいます。

ここでいう日本銀行が管理している日本のおカネとは、マネーストック統計のM2＝現金＋普通預

金、ひと言でいえば、日本国全体の「購買力」です。 
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そして、現金＝日本銀行券とは日本銀行の負債です。日本銀行のホームページでバランスシー

トをご覧になれば、負債の部に計上されておりますのでご確認ください。また、普通預金は預金

者からの銀行の借金です。加えていえば、私たちが誰かにおカネを貸すと、当然そのお金は返済

されるまで自由に使えなくなります。 

しかしながら、銀行は私たちの預金を元手として誰かにおカネを貸しても、私たちの預金は1

円たりとも引き出せなくなることはありません。おカネを貸すときに銀行は紙幣をどこからか持

ってくるわけでも、私たちの預金を引き出すわけでもなく、キーボードを叩いて借主の通帳に金

額を書き込むことで、おカネを何もないところからつくって、世の中のおカネの流通量を増やし

ているからです。逆にいえば、借主が世の中からおカネをかき集めて銀行に返済すれば、おカネ

の流通量は減ります。 

したがって、銀行の貸付、銀行及び日本銀行の国債購入（政府への貸付）が、おカネの流通量

を増やすということですから、誰かが持っているおカネの裏側では、誰かが同額の借金を負って

いるということです。つまり、国内同士の取引の場合、お金と借金の合計は、国全体ではどこま

で行ってもプラスマイナスゼロですから、預金の1,000兆円が一定に増えたら借金も一定に増え

るわけで、借金が一定に増えたら預金も一定に増えるという関係ですから、お金がいくら増えよ

うが減ろうが直接的には国の富には全く関係がない、そういう話です。 

ですからこそ、意見書で述べた「全ての人の労働力と自然と資源や設備の有効活用」で生み出

されたモノやサービス、またそれの技術や人の能力、この能力は労働能力だけではなく、炊事と

か洗濯とか、掃除とか家事の能力とか、育児の能力とか、ボランティアや地域格差の能力も含み

ますが、そういう能力にこそ本質的な価値があるのです。紙切れや帳簿上の電子データでしかな

いおカネには本質的な価値はありません。 

労働力の社会的有効活用の促進という観点からみれば、企業に充分な支援さえあれば、最低賃

金時給3,000円でも私は高くないと思います。本質的な価値の増減には無関心で、紙切れや電子

データの増減で財政破綻を心配するような「魂までおカネに縛られた社会」を少しでも変える方

向での議論を期待しております。論理矛盾もあるかもしれませんので、是非ともご質問をお願い

したいと思います。 

以上です。 

 

○会長 

ただいまの意見陳述について、質問等ございますか。 

 

（意見・質問等なし） 

 

○会長 

よろしいでしょうか。ありがとうございました。 

それでは、お願いいたします。 

 

○参考人 
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今日は、お時間をとっていただきありがとうございます。山口県労連から来ました加藤と申し

ます。 

今日は県労連が山口県における最低賃金引上げで県内経済にどのような効果を及ぼすか、そち

らの試算をしましたので、そちらの結果を示すことで最低賃金引上げの重要性について述べたい

と思います。パネルを作ってきましたので、パネルを見ながら、報告書自体はすでに皆様のお手

元に配られていると思いますので、そちらもご覧いただきながら解説したいと思います。 

まず、2018年に私どもの「最低生計費調査」ということで、主に組合員に生活実態のアンケー

トをとりまして、1か月に暮らしていくためには最低限どのようなお金がかかるか試算をしまし

た。2019年には、ここの場でもこの結果を申し上げましたけれども、山口市の25歳男性の単身世

帯の数値で、家賃で共益費含めて3万3,000円位、食費で3万7,000円あまり、あと車が7年落ちの5

～7万キロ走った中古の軽自動車を買ったとして、車の維持費等で月々2万円位、あと税金・社会

保険料がありまして約5万円弱ということで、諸々合わせると月額で24万1,740円必要という試算

結果が出ました。 

こちらは、記者発表等もしたのですけれども、非常に反響をいただきまして、やはり組合員の

アンケートで実感がこもっている、実態が反映された数値ということで、非常に全国的にも広が

りました。家賃3万3,000円ということで見ていただくと分かるように、決して贅沢な暮らしとい

うわけではなく最低限の暮らしということで、このような試算をしております。 

やはり県内、ここの地域が持続的に存続していくためには、特に若い人が独立して暮らせると

いうことが重要だと思います。なかなか親元から低賃金で離れられないと、社会がどんどん先細

っていくと思います。このへんが重要だと思いますけれども、月額24万1,740円、年間1,800時間、

月150時間働いたとすると、時給で1,600円ちょっと必要というような数字になっております。全

労連では全国いろいろな箇所でこのような調査をやっておりまして、都市部ですと車が要らない

だとかがありますが、やはり全国的には大体同じような数字が出てきております。 

現在の最低賃金ですけれども、山口県は829円の時給になっております。こちらが、祝日、盆・

正月関係なしに週40時間、大体年間2,080時間ちょっとになると思いますけれども、これだけ働

いても月額の賃金は14万4,000円程度、税金とか社会保険を控除すると、可処分所得で12万円届

かない、先ほどの数字からは半分以下程度という数字になっております。 

ご存知の方もおられるとは思いますけれども、日本の賃金が低迷を続けているということで、

こちらは2000年の賃金を100とした数字で、どのように推移してきたかの国際比較であります。

日本ですと2000年から比べて2017年は104､1と横ばいになっておりますけれども、イギリス、ア

メリカ、フランス、ドイツと約1.5倍の開きがあります。よく失われた20年、30年といわれますけ

れども、トリクルダウンといいながらも、上が儲かって利潤が労働者に落ちてくるといいながら、

この2000年から2017年の間でも景気の高い低いがあったと思いますけれども、労働者には結局還

元されていなかったというようなことが如実に表れているかと思います。 

他国では、GDPがその分上がって生活費もかかると、国際協力的にも他国はどんどんGDPの規模

だけが上向きで大きくなっていきますので、取り残されていくのではないかなと思っております。

日本企業は、2000年代から賃金が上がらない、横ばいということで、それが景気に悪影響という

か、悪循環に陥っているというのが、今の政府も認めていることで、デフレ対策だとかでいろい
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ろ手を打っていますが、ここは抜け出せていないという状況になっております。 

やはり労働組合としては、賃金を上げて地域経済を下支えするということです。内閣府の2019

年の「年次経済財政報告」においても、「個人消費はGDPの6割近くを占めており、その動向は景気

を左右するだけでなく、身近な国民生活にも影響を与える」ということで、「消費額を増やすた

めに求められる環境変化」の中でも、圧倒的多数が「給与所得の増加」を挙げています。そこで、

今回、この賃金を上げてどうような経済効果があるかの試算をしました。 

まず、基礎となる数字で、この試算に当たって、1,000円に引上げた場合、1,500円に引上げた

場合ということで試算しましたが、ここでは1,500円に引上げた場合ということで報告させてい

ただきます。報告書の方には1,000円の場合も載せておりますので、後からお読みいただければ

と思っております。 

まず、基礎的な数字で、1,500円未満の労働者数が分からなければ、その経済効果が分かりま

せんので、その数値を計算しました。ここの審議会でも出されていると思いますけれども、「最

低賃金に関する基礎調査」というのが資料として多分出されているのではないかなと思います。

これは、中小零細を対象としており、労働者全体の数が出てきませんので、「就業構造基本調査」

等を加味して県内の労働者全体の数字を把握しました。そうすると、正規の就業者が大体、県内

で35万5,0000人位いると思いますけれども、このうちの65％、23万人位が1,500円未満、非正規

就業者21万人のうち、95％程度の20万人位が1,500円未満で働いているというような試算が出ま

した。 

これらの人は、最低賃金が1,500円になったということで試算しましたが、私たちとしては、

中小企業に対する実効性を有する支援が一番最初にくるのではないかなというような認識をし

ております。現在、中小企業の生産性を高めるために、いろいろな支援策があるとは思いますが、

現在、年間で利用件数が1桁というような話も聞いておりますし、もっと実効性を有する支援が

必要なのではないかなと思っております。また、コロナの対策に関しては、特別な事情とか別メ

ニューで中小企業、労働者を含めた支援が必要なのではないかなと考えております。 

その上で、最低賃金を1,500円に引上げるということで、まず県内5社、大体、先ほどの数字で

いきますと、1,500円引上げると賃金増加の総額で3,700億円程度、全体で賃金総額が増えるとい

う数字になります。手取りの収入でいいますと、3,250億円程度の数字になります。こちら賃金

が増えると、社会保障費も事業主負担分、労働者負担分ともに増えますので、合わせて1,010億

円程度の社会保障の財源も増えるというような形になります。 

手取りが増えたといっても、すべてが消費に回るわけではございません。こちらも試算しまし

て、大体、消費支出が2,550億円程度、県内への投資と消費支出が増えると試算しました。山口県

の統計分析課が経済効果を分析した「経済波及効果分析ツール」を公表していますが、そちらに

この消費の増加額を算入しますと、県内の生産誘発額は2,800億円、雇用誘発数が18,750人増え

るという試算が出ました。この2,800億円というのは、県内総生産（名目）が2018年で6兆3,700億

円位ですから、大体、4.4％程度に相当する数字ということになります。 

そうしますと、経済も回るし、税収も増えるということで、国と地方を合わせて350億円程度

税収も増えて、さらなる施策も可能になってくるのではないかなと思っております。今、説明し

たのをまとめたものがこの図になりますけれども、大体、こうやって経済が回っていかなければ、
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この地域が持続可能になっていかないので、消費支出2,550億円を投資すると生産誘発額が2,800

億円になるということで、経済が回り、どんどん良くなっていくと思います。 

よく労働組合としては、内部留保をもっと活用するようにといいますが、特定の都市だとか大

企業にお金が集まって、そこでお金がプールされて回らなくなると、地方都市としては先細って

いくので、このようにして経済を回していくのが重要なのではないかなと思っております。 

また最低賃金近傍で働く労働者は、お金が入っても使わざるを得ないという状況にあり、特に

経済効果が大きいのではないかなと思っております。ということで、やはり労働者の賃金を引上

げるというのは私どもの要求ではありますけれども、それが経済にこのような大きな影響を及ぼ

すということで、ぜひ審議の際の参考にしていただいて、十分なご審議をお願いしたいと思いま

す。 

ありがとうございました。 

 

○会長   

ただいまの意見陳述について、ご質問等ございますか。 

 

（意見・質問等なし） 

 

○会長   

時間を少しオーバーしてしまいました。 

それでは、次の方、お願いします。時間が押しています。 

資料等ございましたら配っていただいて始めてください。お願いします。 

 

○参考人   

皆さん、こんにちは。私は、木村寛子と申します。本日は、意見を聞いていただく場を設けて

いただいてありがとうございます。 

私たちの労働組合は生協関連一般労働組合中四国組合員サービスセンター支部と申します。

広島、岡山、鳥取、島根、山口の中国地方5県の生協組合員さんからの注文や問い合わせを電話と

ファックスで受け付ける部署で電話オペレーターの労働組合です。全員が時間給労働者であり、

労働組合員は約150名います。毎年、春闘、秋闘で理事会との団体交渉を行っていて、ストライキ

も配置し、要求の実現を目指しています。私たちの最大の要求は時給の引上げです。時給を、直

ちに1,000円、目指せ1,500円が合言葉です。 

今年の春闘で15円のベアを勝ち取って、ようやく900円になりました。オペレーターの時給は

1,000円以上が相場です。仕事内容からしても、1,000円を下回る時給には到底、納得ができませ

ん。それでも、理事会は「よく出している」との認識で、「最低賃金よりも71円も上回っている」

と豪語しております。ここには、時間給労働者の時給が仕事内容から考えるのではなく、あくま

で最低賃金が目安であり、それもかつての高度成長期時代の「家計の補助」、「安価な労働力」、

「雇用の調整弁」的な考え方が根強く残っているといえます。一体、時給900円で1日8時間、月22

日程度働いていくら収入があるのか、可処分所得はいくらになるのか、それで生計が成り立つの
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かなどを理事会は想像したことはないでしょう。 

しかし、実際には職場の約4割近くの方々が社会保険に入っており、自らの収入だけで生計を

成り立たせていく労働組合員も多いのが実態なのです。年収200万円にならない時給では食べて

いくだけで精一杯で、とても健康で文化的な最低限度の生活を営むことはできません。私たちの

上部団体である県労連が実施した「最低生計費資産調査」では明らかなように時給は1,500円以

上、月給で23万円程度、年収300万円あって初めて健康で文化的な生活が営めるのです。労働組

合がある私たちの組織でも、このような実態ですから、今や全労働者の4割近くが非正規労働者

であり、しかも多くが労働組合に組織されていない現状の中で、労働者の時給を上げる唯一の手

段が地方の最低賃金であることを強く意識していただきたいと思います。 

さらに、このコロナ禍でエッセンシャルワーカーという社会生活を営むのに欠かせない医療

や介護、食料品の販売などの仕事に携わる労働者の多くが非正規労働者であり、地域の最低賃金

に張り付く時給で働いている実態は、あまりにも理不尽だといわざるを得ません。 

今回、中央最低賃金審議会が28円という画期的な目安額を示されました。昨年の0円よりは、

はるかにマシで、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄのランク別に差をつけなかったことは大いに評価はしています

が、それでもこの額では8時間働いても、ワーキングプアの状態を脱することはできません。政

府の「骨太の方針」でもうたわれているように早急に1,000円を実現するためにも、中央最低賃

金審議会の目安額28円を大きく超える答申をされるように望みます。山口県経済の活性化と県民

が安心して暮らせるために、是非ともよろしくお願いいたします。 

どうもありがとうございました。 

 

○会長   

はい。ありがとうございます。 

ただいまの意見陳述について、ご質問等ございますか。 

 

（意見・質問等なし） 

 

○会長   

それでは、すみません、時間も押しております。 

「意見書」の中に、専門部会については初回だけではなく、すべての専門部会を公開するよ

うご意見がありました。 

従来から、金額審議を行う会議については、率直な意見交換が損なわれるおそれがあるこ

とから非公開としておりましたが、前回の審議会において申し上げましたように、公益、労

働者側、使用者側の各委員の方に会議の公開の有無について諮りましたところ、今年度から

地域別最低賃金の専門部会のうち第1回目の専門部会に限り公開することと決めたところで

す。 

そのほかにも、事務局が準備しました審議会資料については、会議の公開の有無に関係な

く、山口労働局のホームページに全て公開することといたしました。 

今年度については、2回目以降の会議につきましては非公開といたします。 
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それでは次に、議題3「特定最低賃金改正決定の必要性の有無について」に移ります。 

令和 3 年度特定最低賃金の改正につきましては、7 月 1 日付けをもって労働者側から山口

労働局長あて、鉄鋼業ほか3業種について、それぞれ申出がなされました。 

本日は、特定最低賃金の4業種の改正決定の必要性について、山口労働局長から諮問があ

ります。 

事務局は諮問文を読上げてください。 

 

〇室長補佐 

山口労発基0726第 1号、令和3年 7月 26日、山口地方最低賃金審議会会長濱島清史

殿、山口労働局長村井完也。特定最低賃金の改定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、下記の特定最低

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、山口県鉄鋼業、非鉄金属精錬・精製業、非鉄金属・同合金圧延業、非鉄金属素形材製造業

最低賃金 

 2、山口県電子部品・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 

 3、山口県輸送用機械器具製造業最低賃金 

 4、山口県百貨店，総合スーパー最低賃金 

 

○会長   

ただいまの諮問につきまして、事務局から説明をお願いします。 

 

○賃金室長   

ただいま、4業種に係る特定最低賃金の改正決定の必要性の有無について、山口労働局長

から諮問が行われましたので、諮問に係る資料についてご説明します。 

資料№7の2枚目以降をご覧ください。 

労働者側から7月1日付けで4業種の特定最低賃金に係る改正の申出書の提出がございま

した。 

内容はすべて労働協約ケースになっております。 

本件申出書の審査結果につきましては、1枚目の「特定最低賃金の申出書形式審査一覧表」

をご覧になっていただけたらと思います。4 業種とも特定低最低賃金の適用を受けます労

働者のおおむね3分の 1以上の方に賃金の最低額に関する労働協約が適用されていますの

で、申出の要件を満たしているところでございます。 

なお、特定最低賃金の決定にあたりましては、関係労使の方が合意しました協定額を基

礎としまして、労働協約の最下限額を上回る決定はできませんので、ご審議にあたっては

ご承知おきをお願いします。 

それでは、各委員の皆様方には内容のご確認をお願いいたします。 
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私からは以上でございます。 

 

○会長   

例年ですと、ただいまから、必要性の有無につきまして、労働者側、使用者側からそれぞ

れ意見をお願いした後に、引き続き、私から山口労働局長へ答申をいたしておりましたが、

本年度も同様の流れでよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○会長   

それでは、よろしいですか。必要性の有無につきまして、労働者側、使用者側、それぞれ

について意見をお願いします。 

では、労働者側お願いします。 

 

○長川委員   

特定最低賃金審議会における必要性の審議については、公益、労働者側、使用者側の全会一

致が原則でございますが、特定最低賃金は、当該産業労働者側、使用者側のイニシアティブに

基づく制度でございます。そのことを踏まえた上で、今回、4業種からの申請がいずれも労働協

約ケースによるものであること、加えて、基幹的労働者のおおむね3分の1の合意に基づく申し

出があることから、金額決定は当該産業労使による専門部会で決められるべきと考えておりま

す。まずは、本審における必要性ありの判断について、公益、労働者側、使用者側のご理解をお

願いいたします。 

 

○会長   

使用者側お願いいたします。 

 

○奥田委員   

  特に要件に合致していれば、異論はございませんけれども、ちょっと確認ですが、たまた

ま山本委員がおられますけれども、労働協約の最低額は去年より下がったのですか。 

 

○山本委員 

  実はですね、私もデータを見ましたが、去年と比較して組合の範囲が変わりました。最低

額は下がりましたが、組合員の人数は増えたという結果になっています。 

 

○奥田委員 

  1円でも審議したいと。 

 

○山本委員 
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  そうです。1円でも。山口県の最低賃金が、ここで31円以上ということに決定するのであ

れば確かに考えますが、まだその審議が進んでいませんので。 

 

○奥田委員 

  分かりました、了解です。 

 

○会長   

ありがとうございます。 

公益委員の方々も必要性ありでよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○会長   

それでは、諮問された4業種の特定最低賃金の改正決定の必要性の有無について、全会一

致で必要性ありとの結論に達しました。 

よって、4業種の特定最低賃金は、改正決定の必要性ありということで、本審議会から答申す

ることにいたします。 

それでは、事務局で答申文案をお願いします。 

 

【答申文案を会長に手交】 

 

○会長   

ありがとうございます。 

それでは、事務局は答申文案を読み上げてください。 

 

○室長補佐 

令和3年7月26日、山口労働局長村井完也殿、山口地方最低賃金審議会会長濱島清史。特定最

低賃金の改正決定の必要の有無について（答申）。 

当審議会は、令和3年7月26日付け、山口労発基0726第1号をもって、最低賃金法第21条の規定

に基づき、貴職からの諮問のあった特定最低賃金の改正決定の必要性の有無について、慎重に審

議した結果、下記の特定最低賃金について、改正決定をすることを必要と認めるとの結論に達し

たので答申する。 

 記 

 1、山口県鉄鋼業、非鉄金属精錬・精製業、非鉄金属・同合金圧延業、非鉄金属素形材製造業

最低賃金 

 2、山口県電子部品・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 

 3、山口県輸送用機械器具製造業最低賃金 

 4、山口県百貨店，総合スーパー最低賃金 
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○会長   

 ただいまの答申文案でよろしいでしょうか。 

 

○国重委員   

 記のところ、百貨店の後のカンマ、これ間違っているのですかね。 

 

○会長   

 百貨店のカンマ、特にどこか間違っていますか。点の代わりにカンマにするべきなのですね。 

 カンマでよろしいのですかね。 

 

○労働局長 

 カンマでいいです。 

 

○会長   

ご確認ありがとうございます。 

点にしているところとカンマにしているところがあって、点は多分、繋がりのあるところで、

少し繋がりが切れるところはカンマにしていますので、このままでよろしいということです。 

どうもご確認ありがとうございました。 

 慎重にご検討いただいたということです。 

 それでは、この答申文案で答申文の作成に移りますので、しばらくお待ちください。 

 それでは、局長に答申することにいたします。 

 

【局長宛て答申】 

 

○会長   

 4業種の特定最低賃金の改正決定について、山口労働局長から諮問がございます。 

 事務局は諮問文を読み上げてください。 

 

○室長補佐  

山口労発基0726第2号、令和3年7月26日、山口地方最低賃金審議会会長濱島清史殿、山口

労働局長村井完也。特定最低賃金の改正決定について（諮問）。 

最低賃金法、昭和34年法律第137号、第15条第2項の規定に基づき、下記、最低賃金の改正

決定について、貴会の調査審議をお願いする。 

 記 

 1、山口県鉄鋼業、非鉄金属精錬・精製業、非鉄金属・同合金圧延業、非鉄金属素形材製造業

最低賃金 

 2、山口県電子部品・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 
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 3、山口県輸送用機械器具製造業最低賃金 

 4、山口県百貨店，総合スーパー最低賃金 

 

○会長   

 ただいま、山口労働局長から特定最低賃金の改正決定について諮問がございました。今

後の4業種の調査審議は最低賃金法第25条第2項に基づき、専門部会を設置してこの中で審

議することになります。 

 次に、各専門部会の委員の推薦、意見聴取について、事務局から説明がございます。 

 

○賃金室長   

先ほど必要性ありということで議決されましたので、これから事務局の方で専門部会の

委員の推薦公示、それから、意見聴取の公示が必要となりますので、手続きを行ってまいり

たいと思います。委員の推薦、それから、意見聴取ともに7月27日に公示をしまして、8月13

日が締切日となります。 

私からは以上です。 

 

○会長   

それでは、議題4「その他」ですが、各委員何かございますか。 

 

（意見・質問等なし） 

 

○会長   

事務局から何かございますか。 

 

○賃金室長  

事務局から1点、お知らせがございます。 

議事録と議事要旨の件ですが、公開しました会議につきましては、事務局におきまして

議事録を作成し、当局のホームページに公開をしますが、議事録作成にはテープ起こしの

ほか各委員に内容のご確認が必要となりますので、公開までには時間を要するところです。 

つきましては、議事録が公開されるまでの間は、議事内容をとりまとめました「議事要

旨」を事務局において作成しまして、これを当局のホームページに公開しますので、ご了承

いただきたいと思います。 

なお、非公開で開催しました会議につきましては、会議終了後、できるだけ早く「議事要旨」

を作成し、山口労働局のホームページで公開します。 

私からは以上です。 

 

○会長   

 ただいまの事務局のご説明に関して何かございますか。 
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（意見・質問等なし） 

 

○会長   

 それでは、ほかになければ、これをもちまして、第425回山口地方最低賃金審議会を閉会いた

します。ご審議どうもありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


