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第427回山口地方最低賃金審議会議事録 

1  日  時   令和3年8月23日（月）    午前10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 

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)山口県最低賃金の改正決定に係る山口地方最低賃金審議会の意見に対する異議申出に
ついて 

(2)山口県最低賃金専門部会の廃止について 

(3)山口県特定最低賃金専門部会に係る最低賃金審議会令第6条第5項の適用について 

(4)山口県特定最低賃金専門部会の廃止手続について 

(5)その他 
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○会長 

ただいまから、第427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。 

 

○室長補佐 

では、報告させていただきます。 

本日の審議会ですが、公益委員の田中委員が急きょ、体調不良によりご欠席になられました。 

つきましては、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を満

たしておりますことをご報告申し上げます。 

なお、本日の審議会は、山口地方最低賃金審議会運営規定第6条により公開としており、

傍聴の希望の方が8名であることを重ねてご報告させていただきます。 

よろしくお願いします。 

 

○会長 

傍聴の方へのお願いですが、お手元に配付されている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、よろしくお願いします。 

本日の署名委員は、労働者側委員を代表して長川委員、使用者側委員を代表して阿野委

員にお願いします。 

それでは議事に移ります。 

議題1、山口県最低賃金の改正決定に係る山口地方最低賃金審議会の意見に対する異議申

出についてです。 

事務局から説明をお願いいたします。 

 

○賃金室長 

令和3年8月5日付けで答申いただきました山口県最低賃金の改正決定につきまして、異議申出

の公示を行いましたところ、団体の支部を含めまして全国一般労働組合全国協議会山口連帯労

働組合ほか8団体から山口県最低賃金の改正決定の答申を不服とする異議申出がされておりま

すので、最初に審議会に意見を求める諮問をさせていただきます。 

  なお、異議申出の内容につきましては、後ほど説明をさせていただきます。 

  以上でございます。 

 

○会長 

事務局の方、諮問文を読み上げてください。 

 

○室長補佐 

  では、読み上げさせていただきます。 

  山口労発基0823第1号、令和3年8月23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。 
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 山口地方最低賃金審議会の意見に関する異議の申出について（諮問） 

標記について、令和3年8月16日付けをもって全国一般労働組合全国協議会山口連帯労働組合

委員長 藤裕明、同年8月18日付けをもって山口県自治体労働組合連合執行委員長 中野敏彦、同

年8月19日付けをもって山口県高等学校教員組合執行委員長 高見英夫、山口県労働組合総連合

議長 中野敏彦、山口県労働組合総連合非正規部会部会長 平島真木子、生協関連一般労働組合中

四国執行委員長 西崎直人、コープやまぐち労働組合執行委員長 吉賀直紀、山口県教職員組合執

行委員長 冨永謙一、同年8月20日付けをもって山口県医療労働組合連合会執行委員長 萩原秀樹

から、最低賃金法第11条第2項に基づく異議の申出がありましたので、貴審議会の意見を求めま

す。 

 

【諮問文（写）を各委員に配付】 

 

○会長 

ただいま、異議の申出についての諮問をお受けしました。 

 異議申出の内容について事務局からご説明をお願いいたします。 

 

○賃金室長 

事務局から説明をいたします。 

提出をいただきました異議申出につきまして、本日の資料として添付をしているところです。

改めてご紹介をさせていただきたいと思います。 

まず、資料No.1は、全国一般労働組合全国協議会山口連帯労働組合から提出されたものでご

ざいます。 

次に、資料No.2は、山口県自治体労働組合連合から提出されたものでございます。 

次に、資料No.3は、山口県高等学校教員組合から提出されたものでございます。 

それから、資料No.4は、山口県労働組合総連合と山口県労働組合総連合非正規部会から提出

されたものでございます。連名です。 

次に、資料No.5は、生協関連一般労働組合中四国から提出されたものでございます。 

次に、資料No.6は、コープやまぐち労働組合から提出されたものでございます。 

次に、資料No.7は、山口県教職員組合から提出されたものでございます。 

それから最後、資料No.8は、山口県医療労働組合連合会から提出されたものでございます。 

これら申出につきましては、あらかじめ各委員にお配りして、お目通しいただいているとこ

ろですので、それぞれの説明はいたしませんが、主なご意見を申し上げますと、 

審議の透明性並びに公平性を高めるため、全ての審議を公開にすること。 

最低賃金の時間額857円はあまりにも低すぎる。最低賃金を1,500円に引上げること。 

最低賃金の時間額857円は不服である。最低賃金を1,000円以上とされたい。 

全国一律最低賃金制度を導入すること。 

でございました。 

以上です。 
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○会長 

最初に、会議の公開の件ですが、これは、本審議会の決定事項であり、今年度も審議を行った

上で、率直な意見交換が損なわれるとして、第2回の専門部会以降の金額審議については、非公

開としたところです。 

次年度につきましても、その都度、委員の皆様と審議を行った上で、公開または非公開につい

て決定していくことに変わりはないことを申し上げます。 

会議の議事録や資料の公開については、事務局から説明をお願いします。 

 

○賃金室長 

議事録や会議の資料の公開につきましては、今年度最初に開催しました山口地方最低賃金審

議会の中で説明したとおりです。 

公開しました会議は、議事録を山口労働局のホームページに掲載をいたします。 

非公開としました会議につきましては、議事録に代わりまして議事内容を取りまとめました

議事要旨、こちらを山口労働局のホームページに掲載をいたします。 

それから、事務局から準備しました会議資料については、会議の公開の有無に関係なく、今年

度から全ての資料について山口労働局のホームページに掲載をいたします。 

以上です。 

 

○会長 

ただいま事務局から議事録や議事要旨、それから、資料の公開についてご説明がありました

が、ご意見はございますか。 

 

○奥田委員 

今の説明と直接関係はありませんが、よろしいでしょうか。 

個人的な意見で申し訳ありませんが、今回の審議会においては、中央最低賃金審議会の答申

どおり発効日を10月1日とする結論となり、非常に残念です。委員の皆さん、ご存じのように、

今、新型コロナウイルスの感染状況は、今だかつて経験したことがないような危機的な状況で

あり、専門家によると「最大級のものである」と言われています。 

先般の全国知事会議においても、山口県知事が全国に緊急事態宣言を出してほしいと発言を

されるなど、山口県も危機的な状況に見舞われています。 

繰り返して申し訳ありませんが、こういった平時ではない、危機的な状況下においては、使用

者側委員、労働者側委員という立場にこだわった主張のみをするのではなく、最低賃金審議会

の委員として、見識のある判断をすべきではなかろうかというふうに考えています。私は、今

後、県内の中小企業・小規模事業者、特に飲食、宿泊、輸送等の業種にどのような影響が出るの

かと不安です。 

もしかしたら壊滅的な状況になるかもしれません。そういった意味から以前の会議の中でも、

使用者側委員から今の現状を踏まえて発効日を6か月遅らせていただきたいと主張してきたわ
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けでありますが、一顧だにされなかったというところであり非常に不本意です。 

私は、今回の異議審につきましても、10月1日施行に向けた一プロセスであると考えておりま

すので、そのことに対して抗議をしたいという意味を踏まえまして、本日の審議はこの場で退

席をさせていただこうと思います。 

以上です。 

 

○会長 

これからの進行としては、議事録、議事要旨、資料の公開についてのご意見を伺って、それか

ら、発効日に関する審議を行うこととしています。まず労働者側委員の方で、特に議事録、議事

要旨、資料の公開に関してご意見はありますか。 

 

○藤田委員   

議事録等の公開については、今年度より1回目の専門部会を公開するなど徐々に公開、透明性

に向けて進んできているというふうに労働者側委員としても認識しております。 

一方で、異議申出の中で、全て公開すべきという意見も出ているところでありますので、非公

開の会議については、議事要旨を公開することにしておりますので、その内容についてはより

詳しく丁寧に記載をしていただいて、非公開であった内容が県民の皆さんにしっかりと伝わる

ように配慮していただきたいと思っています。 

以上です。 

 

○会長   

ありがとうございます。 

使用者側委員の方の意見があればお願いします。 

 

○阿野委員 

私ども使用者側委員としても、徐々にといいますか一定の前進はあるんだろうとは考えてお

りますが、一方で、今回、いろいろ異議申立ての中で、会議の完全公開等いろいろな意見が述べ

られておりますが、それについては、先ほど会長が説明されたように、次年度以降、また審議会

の中で諮り、進めていくということでよろしいかと思います。 

ただ、前回の8月5日の第426回山口地方最低賃金審議会の場で、答申書に専門部会の審議経

過、あるいは公益委員見解、こうしたものを中央最低賃金審議会でもそうであるように、答申書

に書き込むか、あるいはこれに添付していただくことを労働者側委員、使用者側委員双方の意

見として申し上げたことに対しては、会長も受け止めていただき、今後検討したいと言われま

したところです。 

47都道府県を確認したわけではありませんが、他県の地域別最低賃金の答申書におきまして

も、例えば沖縄の答申書には、中央最低賃金審議会と同様に労働者側委員、使用者側委員双方の

意見の経過と公益委員見解が答申書に添付をされていました。 

こうした状況を労働局の方で整理していただきながら、さらに改善の余地があるのであれば、
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審議会の中で議論をしていただければと考えます。 

以上です。 

 

○会長 

ありがとうございます。 

審議経過などに関しても答申書に書き込む、あるいは添付することについては、今後の検討・

課題としていきたいと思います。 

事務局におきましては、議事要旨などの公開について、対応をよろしくお願いいたします。 

次に、全国一律最低賃金制度に係る意見がありました。全国一律最低賃金制度については、法

制度に関することであり、当審議会として対応できるものではありませんので、事務局から厚

生労働省本省へ伝えていただくこととしたいと考えていますが、いかがでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○会長 

事務局はいかがでしょうか。 

 

○賃金室長 

  事務局の方から厚生労働省本省へお伝えしたいと思います。 

 

○会長 

それでは、山口県最低賃金に関わる異議申出の部分について、労働者側委員、使用者側委員各

側の委員のご意見を伺いたいと思います。 

労働者側委員いかがでしょうか。 

 

○藤田委員 

それでは、労働者側委員として発言をさせていただきたいと思います。 

今回の金額の改正審議については、慎重に、そして真摯に議論を重ねてきたところですが、労

使の主張に隔たりがあるということで、そこも埋まらず公益委員見解が示されました。 

労働者側委員としましては、現在の山口県の最低賃金の水準というものが、労働者が最低限の

生活を営むことができる水準には到底到達していないということで、今回、提出されました異議

申出もあるように、水準としてはまだまだであると考えていること。加えて、昨年、多くの都道

府県で引上げられる中で、山口県は現行どおりという結果になり、他県との格差が広がりまし

た。 

さらに、コロナ禍において最低賃金近傍で働いているエッセンシャルワーカーと言われる

方々、非常に厳しい中で、命をかけて働かれている方々がいらっしゃいます。そうした方々に対

して、しっかりと報いるような最低賃金にすべきであると認識した上で引上げに向けた主張を
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してきたところです。 

ただ一方で、急激な金額の引上げということは、山口県の中小企業、それから、零細企業に与

える影響が大きいということは、我々労働者側委員としても認識をしていることから段階的に

引上げをすることが現実的であるとして、我々も主張してきました。 

今回、公益委員の方から新型コロナウイルス感染症による影響、これは、予断を許さない状況

にあるが、本地方審議会においては、目安を十分に参酌し、政府の経済政策に配意した総合的な

審議を行った結果、中央最低賃金審議会の公益委員見解で示された28円の目安額と同額の引上

げという見解が示され採決に至りました。 

我々としても、山口県の最低賃金は、さらなる金額の引上げが必要であると考えているところ

ですが、一方で、新型コロナ感染症の影響もあるということ、県内の中小企業を取り巻く環境が

厳しい状況にあること、金額水準はまだまだ不十分ではあるものの、今回の引上げ額は高い水準

での引上げ額であったこと。 

さらに、金額決定に至るまで5回の専門部会を開催しながら長時間にわたって真摯な議論を行

い、公益委員と労働者側委員が今回の金額に賛成したこと。そして、これ以上審議を行っても前

進がみられないほか発効日が遅れると、最低賃金近傍で働いている方々は、当然、賃金が上がり

ませんから影響が出ます。こういったことを総合的に考えますと、再審議の必要はなかなか難し

いと考えています。 

公益委員見解の中で示されたように、山口県においては、地域間格差が存在し、まだまだ最低

賃金の水準も満足できるものではありません。来年以降、その格差をしっかりと見極めた上で、

まずは早期に1,000円に到達し、それ以降、さらに引上げを図っていきたいと思っています。 

以上です。 

 

○会長 

ありがとうございます。 

次に、使用者側委員お願いします。 

 

○阿野委員 

これまでの当最低賃金審議会の審議状況等も振り返りながら意見を申し上げたいと思います。 

新型コロナウイルス感染拡大が長期化をし、中小企業を中心に県内経済への甚大な影響が続

いている中で、中央最低賃金審議会において過去最大の28円の引上げという目安額が示され、そ

の根拠すら明確にされない状況の中で、地方最低賃金審議会がスタートするということは、極め

て異例と言わざるを得ない審議であったと言えます。 

こうした中で、私ども使用者側委員は、山口県経済の状況、特に中小企業・小規模事業者を取

り巻く大変厳しい経営の現状を具体的なデータや指標、また、事業者の生の声をお示ししなが

ら、事業の継続と雇用の維持を守り抜くためには、中小企業・小規模事業者の切り捨てとの受け

止めにもつながる最低賃金の引上げは、これを今は行うべきではないと一貫して主張しました。 

大幅な引上げ額を提示された労働者側委員とは隔たりが大きかったため、公益委員側から歩

み寄りの打診を受けまして、当初、据え置きという提示からプラス14円の再提示をいたしました
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が合意には至りませんでした。再度、公益委員から目安額、すなわち28円の引上げ、もしくは、

それ以上での歩み寄りが労働者側委員と使用者側委員双方に打診がされました。 

使用者側委員としましては、専門部会長からの要請を重く受け止め、全会一致という形での結

審が望ましいとの考えにも立ち、発効日を10月1日ではなく、山口県経済の回復状況や賃金引上

げを後押しするとされる国の支援策等の効果を見極めた上で、発効日を半年程度遅らせること

を条件に28円引上げに応諾する旨の歩み寄りを英断したところです。 

しかしながら、我々が提案をしました発効日の変更、遅延については、公益委員と労働者側委

員から同意が得られず、結局、公益委員見解で示されましたプラス28円、10月1日発効の採決が

行われ、結審に至りました。 

結果としては、我々の主張が通らず、はなはだ残念と言わざるを得ませんが、多くの時間を費

やし、議論を重ねた上での28円引上げとの結論が出されたところでありますので、改めて金額に

ついての審議は必要ないと考えています。 

ただ、発効日については、一言申し上げさせていただきます。審議会答申を行った8月5日時点

と半月後の現在では状況も激変しております。コロナ新規感染者数は、8月5日の週時点では1日

当たり全国では約1万5,000人規模、山口県では20人台でしたが、先週には全国で1日当たり2万

5,000人規模、そして、8月19日には山口県で過去最大の1日119人となるなど爆発的に感染拡大が

続き、8月20日からは緊急事態宣言とまん延防止等重点措置の対象が全国29都道府県に拡大され

ました。今や日本の総人口の85％の人たちは、この29緊急事態宣言とまん延防止地域に住んでお

られるということになります。 

そして、8月13日からは、山口県もステージ3、7つのモニタリング指標のうち、病床利用率や

新規感染者数などはすでにステージ4の指標に該当したことから、山口県知事は「感染の急増の

さなかにあり、大変な危機の真っただ中にある」と述べられています。 

そして、近隣県の状況、人口比で当てはめると、山口県でも1日当たりの新規感染者は150人か

ら200人となってもおかしくないといった危機感も強調されております。そして、山口県では、

8月13日から今月末までの間をデルタ株感染拡大防止の集中対策として、県外との往来自粛、外

出機会の半減を県民に強く求めています。この集中対策については、知事は先週の記者会見で延

長の可能性にもすでに言及をしております。 

また、景気喚起対策として、これまで実施してきました山口プレミアム宿泊券は、一昨日8月

21日から利用停止、GoToEatやまぐち食事券も8月17日から販売停止及び利用自粛、さらには、知

事は県内全域での飲食店の営業時間短縮要請の検討も表明をされました。 

こうした対策は極めて厳しい業況が続いてきた飲食、宿泊、観光、運輸業界への強烈な痛手と

なり、休廃業や人員削減が現実的になることが大いに危惧されます。このような状況、すなわち

答申時点と現在の新型コロナウイルス感染急拡大や経済を取り巻く状況に大きな変化が生じて

いても、目前に迫った10月1日から過去最大の28円の引上げを行うことを妥当とする答申どおり

の最低賃金の引上げを発効されるのでしょうか。 

答申を受けられました労働局長におかれては、答申時点と現時点の状況が大きく変化してい

るという、こういう現状も十分にご認識をいただきまして、最低賃金法第10条第2項に定める審

議会の再審議諮問も含めまして、発効日について適切なご判断をしていただくよう強くお願い
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をします。 

以上です。 

 

○会長 

ありがとうございます。 

ただ今、労働者側委員と使用者側委員双方のご意見を伺いました。 

令和3年度の地域別最低賃金額改正については、今年度は昨年度と同様、5回にわたって専門部

会を開催し、慎重に審議を行いました。 

専門部会の金額審議では、労働者側委員、使用者側委員双方から歩み寄りをいただき、引上げ

額は28円で意見の一致がみられましたが、発効日は、残念ながら意見の一致がみられませんでし

た。 

本県の場合、これまではおおむね10月1日の発効となっておりますが、使用者側委員からは、

当審議の開始時点では、新型コロナウイルスの感染者数が全国的に急増し、経済活動が再び抑制

されつつあること、また、中小企業・小規模事業者に対する国の支援は強化されたばかりであり、

その効果を見極めた上で、適切な時期を発効日とすべきという意見が出されてきました。 

先ほどにおかれましても、改めて状況が逼迫している、悪化している、激変しているというこ

とでさらにご意見が出されたところであります。 

金額審議を行うに当たっては、中央最低賃金審議会から示されました目安額を十分に参酌し、

政府の経済政策と地域の実情に配意した審議を行いました。地域の実情では、新型コロナウイル

ス感染症に起因する雇用への影響、有効求人倍率、失業率、企業倒産状況、春季賃上げ妥結状況

のほか、新型コロナウイルス感染症による影響を受けて厳しい業況にある業種の現状なども総

合的に勘案したところです。 

公益委員としては、国が行う支援の強化により、中小企業・小規模事業者が賃上げしやすい環

境整備が早急に図られるとともに、今後、総合指標との整合性や地域間格差の是正にも十分に配

慮をしていきたいと考えます。 

本日、本審議会を開催するに当たり、9団体からご意見をいただきました。先ほど申し上げま

したように、専門部会を5回開催して公益委員、労働者側委員、使用者側委員による真摯な議論

を行い、審議を十分に尽くしたところです。 

異議に関しましては、これ以上の議論を行っても進展がみられないと思われますので、審議会

の公開、全国一律最低賃金審議会の事項以外の異議申出事項につきましては、棄却することとし

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

○坂本委員 

答申の内容は、大きく申し上げますと金額とそれから発効日でした。それに対して異議申出

は、金額に対する異議でした。今、お尋ねなのは、異議申出に関することであって、答申全体に

ついて適当か、というお尋ねではないということでよろしいでしょうか。 

 

○会長 
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はい、異議申出についての棄却ということです。 

それでは、異議申出については棄却することとします。事務局で答申文案を作成してく

ださい。 

 

【答申文案作成】 

 

【答申文案を会長へ手交】 

 

○会長   

  事務局は、答申文案を配付してください。 

 

【答申文案を各委員に配付】 

 

○会長   

  ただいまの答申文案でよろしいでしょうか。 

 

（「はい」の声あり） 

 

○坂本委員 

異議申出の中には、発効日についての申出がありませんでした。答申文案の記の部分について

は、「令和3年8月5日付け答申どおり決定することが適当である。」ということであれば、発効日

も含めてということになると思います。 

使用者側委員は、金額に対する異議については棄却が望ましいとして賛同いたしましたので、

記の部分については、「異議の内容については棄却することが適当である。」といった表記であれ

ば了解できますが、「令和3年8月5日付け答申どおり決定することが適当である。」ということで

あれば、答申自体に使用者側委員は反対しているので、こういう書きぶりであれば、発効日を含

めて適当というふうに受け取れますので、その辺はどう考えればよろしいのでしょうか。 

 

○国重委員 

記の部分に記載するのではなく、文面の最後に「慎重に審議した結果、棄却する。」とす

っと言った方がよいと思いますが。 

 

○労働基準部長 

少し説明をさせていただいてよろしいでしょうか。 

当審議会の結論といたしましては、8月 5日付けの採決で賛成多数により決しておりまし

て、この答申の内容というのは、この審議会の決定事項としてすでに効力を発しておりま

す。それに対して、今回、異議申出を受けたわけですけれども、その異議の申出については

棄却するということで、先ほど意見がまとまったかと思いますので、答申は 8 月 5 日の決
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定どおりに発効するということに流れになります。 

 

○坂本委員 

それは、一旦決まったこととして理解できますが、私が言いたかったのは、「答申どおり

決定することは適当である」と賛否を聞かれると、使用者側委員は金額は賛同しましたが、

発効日については反対しますので、答申どおり決定するという表現が適当とは考えません、

という意見をせざるを得ないと思っています。 

 

○労働基準部長 

前回の本審の中で、使用者側委員が発効日について反対された経過については議事録に

残っております。賛成多数で決しておりますので、これは審議会の決定事項になります。こ

れは中央最低賃金審議会も同様です。 

 

○坂本委員 

諮問文には、異議の申出に対して意見を求めとされていますので、答申はその異議に対

して、こう思いますと記載すればよろしいのではないでしょうか。こう思いますと言えば

いいんじゃないですか。異議申出を棄却するというのが答申に対する意見ではないんです

か。 

 

○阿野委員 

今日の答申は、諮問されたことに対する答申ですから、例えば、この文章を生かすのであ

れば、異議申出のあった意見については、8月 5日の答申どおり決定をすることが適当であ

るとか、あるいは、先ほど国重委員が言われたように、異議の申出については棄却をすると

いった記載でよろしいのではないでしょうか。諮問を受けたことに限定して答申をすれば

よろしいのではないでしょうか。 

 

○藤田委員 

今回は異議の申出に対する諮問なので、異議申出に対する答申の書き方をしていれば、

おそらく使用者側委員の方もあまり不満はなかったのかなと思いますが、そもそも 8 月 5

日の答申については、すでにその時点で確定していることです。 

先程の使用者側委員の意見を聞けば、慎重にやられてもいいのかなと思いますが、いず

れにしても、たとえ書き方を変えたにしても、答申はすでに決定していることなので、誤解

を招かないようにされた方がよろしいかなと思いますので、発言させていただきました。 

以上です。 

 

○坂本委員 

それともう一つ、答申の内容で確認ですが、答申の下からの文章の 4 段目のところで、

「8団体からの異議申出について意見を求められたので慎重に審議した結果…」とあるわけ
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ですが、昨年度の答申文を見ると、「異議申出について、意見を求められたので、当審議会

において異議の内容及び理由について慎重に審議した結果…」となっています。どういう

理由で例年と文面が違うのか、教えていただきたいと思います。 

 

○賃金室長 

今年は、厚生労働省本省が示されました例文に合わせましたので、昨年の文面とは少し

異なります。 

 

○坂本委員 

昨年までは厚生労働省本省とは違う文面で答申文案を作成されたということですか。 

 

○賃金室長 

そういうことになります。今年は、全国斉一的な文面が必要だろうということで、厚生労

働省本省の例文に合わせました。 

 

○坂本委員 

そこにどういう意図があるとお思いですか。労働局としてどうお考えです。 

 

○労働基準部長 

申し訳ありません。事務局の方がそれに対して意見を言うという立場にはございません

ので、何卒ご容赦をいただきたいと思います。 

 

○阿野委員 

事務局の方が意見を言う立場じゃないということは、この審議会の中で答申文案の文章

を修正すれば、もうそれは労働局として受け入れられるという理解でよろしいですか。 

諮問文は、あくまでも異議申出があった内容について意見を求められています。8月 5日

に出した答申全体が適当であるとすると、求められていない意見に対してまで拡大解釈を

して、答申文ができているのではないかというふうに勘ぐらざるを得ないということなん

です。 

ですから、求められた意見に対してだけ答申すればよろしいと思います。 

 

○山本委員   

会長、すみません。少し一旦休憩を取って、その辺のところを整理された方がよろしいと

思います。 

 

○会長 

  はい、ありがとうございます。 
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○山本委員 

論点はもうはっきりしているので、ちょっと一回整理をしていただいた方がいいのかな

と思います。 

 

○会長 

それでは、10分か20分の休憩時間を挟みたいと思います。 

 

（「20分で」の声あり） 

 

○会長 

20分後の11時 10分から再開するということにしたいと思います。 

 

【休憩】 

 

○会長   

   大変お待たせしました。審議を再開させていただきます。 

 答申文案に関してですけど、説明をお願いいたします。 

 

○賃金室長 

事務局の方から説明をします。 

先ほど厚生労働省本省に確認しましたところ、本日の会議は、異議申出に関する審議で

すので、「異議申出については棄却する」という文面で問題はないということでした。 

それから、もう一つのご質問ですけれども、これについても、山口労働局では従来から答

申文の中に「当審議会において異議の内容及び理由について審議した結果、下記の結論に

達したので答申する」というような文面とし、本省が例文で示していなかった「当審議会に

おいて異議の内容及び理由について」を付記していましたが、これについても問題はない

との回答でした。 

以上です。 

 

○会長 

それでは、答申文案を配付してください。 

 

【答申文案を会長へ手交・各委員に配付】 

 

○会長 

この答申文案でよろしいでしょうか。 

 

（「はい」の声あり） 
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○会長 

はい。 

それでは、答申文の作成のため、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。 

 

【答申文（写）を各委員に配付】   

 

○会長 

 異議の申出に関しまして、これでよろしいでしょうか。 

 

（「はい」の声あり） 

 

○会長 

 それでは、議題2につきまして審議を進めてよろしいでしょうか。 

 

○坂本委員 

  意見を申し上げてよろしいでしょうか。 

 

○会長 

 はい。 

 

○坂本委員 

今、異議の申出については棄却されましたが、答申全体としては、8月 5日付けで山口労

働局長に答申されたものであるということをもちろん理解しています。 

今後の手続きとしては、当審議会の答申を踏まえて山口労働局長の方で決定されるとい

う段階になると思います。そこで、これはお願いであり、要望ということになりますが、発

効時期については使用者側委員からいろいろと意見を申しました。特に中央最低賃金審議

会が目安を示した時期と本県で答申を出した時期を比べても、さらに全国的に新型コロナ

ウイルスの感染が爆発的に拡大していること。 

本県においても、これから全く先を見通せない、そういう中小企業・小規模事業者が多く

おられる中で、改めて、本当に10月 1日から発効してもよいのかという考えを使用者側委

員はもっています。 

そこで、山口労働局長は、本日の答申を踏まえ、発効時期について、改めて適切かどうか

のご判断をいただきたいと思っています。 

万が一、適当でないということであれば、法的な手続きに沿って再審議を求めていただ

きたいと思います。ただ、本日の資料に付いておりましたけれども、全国的に 10 月 1 日、

あるいは上旬の発効ということで答申がなされている状況の中で、山口県だけが、何か月
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か延ばしたいということで、最低賃金の再審議を求めることは山口労働局長も難しいこと

も理解しております。 

したがって、これはお願いではありますが、山口労働局長は、決定をされる前に厚生労働

省に対して、全国的にこんな状況で発効時期がこれで適当か、何らかの対応はできないか

という、そういう声があったということを本省に伝えていただいた上で、判断していただ

き、決定されるということを強く望んでいます。 

以上です。 

 

○会長 

 それでは、お願いいたします。 

 

○労働局長 

  ただいま、使用者側委員から発効日について申出がありました。 

  そのご意見につきましては、しっかりと受け止めまして厚生労働省本省の方に私が直接伝え

たいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○会長 

  ありがとうございます。それでは、よろしいでしょうか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○会長 

それでは、次に、議題2の山口県最低賃金専門部会の廃止についてですが、ただいまをも

ってその任務を終了しましたので、最低賃金審議会令第6条第7項により廃止することにし

たいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○会長 

   それでは、以上をもちまして令和3年度山口県最低賃金専門部会を廃止いたします。 

 次に、議題3、山口県特定最低賃金専門部会に係る最低賃金審議会令第6条第5項の適用につい

てに入ります。 

 最低賃金審議会令第6条第5項は、「審議会は、あらかじめその議決するところにより、最低賃

金専門部会の決議をもって、審議会の決議とすることができる」としていますが、この適用につ

いて審議をお願いします。 

 従来の取扱いは、金額審議において専門部会で全会一致の場合は本審にかけないということ

でした。反対がなければ、従来どおりとしたいと考えますが、いかがでしょうか。 
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（「従来どおりで」の声あり） 

 

○会長 

反対意見がないようですので、それでは、鉄鋼、電気、輸送、百貨店,総合スーパーの4業種の

専門部会については、金額審議が全会一致の場合は、審議会令第6条第5項を適用することとし

ます。 

 全会一致でなかった場合は、事務局の方で日程調整をした上で、改めて審議会を開催し、この

中で審議をしていただきますので、審議会の委員の皆様はあらかじめご承知おきお願いします。 

 それでは、議題4、山口県特定最低賃金専門部会の廃止手続についてに入ります。事務局から

説明をお願いします。 

 

○賃金室長 

それでは、事務局の方から説明をいたします。 

 山口県特定最低賃金専門部会の廃止手続につきまして説明をします。 

 専門部会は、地域別最低賃金、特定最低賃金のいずれにおきましても、それぞれ専門部会を設

置して調査審議をしていただき、これが終了しますと、審議会令第6条の7項の規定にあります

「その任務を終了したときは、審議会の議決によりこれを廃止する」に基づきまして廃止して

いるところです。 

 先ほど廃止しました山口県最低賃金専門部会も、この規定に基づきまして、審議会の議決に

より廃止をしていただいたところです。 

 本来であれば、この廃止の手続きは、「専門部会がその任務を終了したとき」とされています

が、「専門部会の任務が終了する前であっても、審議会において、あらかじめ、専門部会の任務

を終了したときは廃止する旨の議決を行うことができる」されています。 

 ここでいいます、任務を終了したときとは、最低賃金の異議申出期間が満了したときとされ

ています。したがいまして、異議申出があった場合は、当然、審議会を開催しなければなりませ

んが、あらかじめ、この議決を得ていれば、異議申出がなかった場合、改めて審議会を開催しな

くても、異議申出満了後に専門部会が廃止されることとなります。 

 そこで、事務局から審議会の効果的、効率的な運営の観点から一つ提案があります。 

 これから開催されます4業種の特定最低賃金の専門部会から最低賃金改正に係る答申をいた

だきますと、事務局において、その日に異議申出の公示の手続きを行いますが、異議申出期間中

に異議申出がなく、ほかに継続審議すべき事項がなければ「異議申出期間満了の翌日をもって4

業種の各専門部会を廃止する」という議決をいただけないものか、そのためのご審議をいただ

きたいと考えています。 

 ちなみに、例年ですと、あらかじめ専門部会を廃止することにつきまして議決をいただいて

おります。何卒ご審議のほどよろしくお願いします。 

 以上です。 

 

○会長   
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ただいま、事務局からご説明がありました件について、労働者側委員、使用者側委員それぞれ

各側のご意見をいただきたいと思います。意見がありましたら、お願いします。 

 はい、お願いします。 

 

○藤田委員 

今、事務局の方からもありましたけども、審議会の効率的な運営といった観点からすると、従

来と同様の運用で問題ないのではないかなというふうに思っております。 

 以上です。 

 

○会長   

  よろしいでしょうか。 

 

（意見・質問等なし） 

 

○会長   

それでは、鉄鋼、電気、輸送、百貨店,総合スーパーの4業種に関わる専門部会については、当

該専門部会に関わる最低賃金改正に関する答申を行った日以降に設定する異議申出期間中に異

議の申出がなく、かつ、ほかに継続審議事項がなかった場合は、当該異議申出期間満了の翌日を

もって当該専門部会を廃止することとします。 

それでは、議題5のその他に入ります。何かございますでしょうか。 

 

（意見・質問等なし） 

 

○会長   

事務局から何かありますか。 

 

○賃金室長 

事務局の方から都道府県の最低賃金の改定状況について説明します。 

資料No.9をご覧になっていただければと思います。 

8月12日で全ての都道府県で地域別最低賃金の改正額が答申されました。翌日の13日には、厚

生労働省本省から報道発表がされ、新聞各社で大きく取り上げられましたが、目安額どおりが

40都道府県、目安額に1円の上積みが4県、目安額に2円の上積みが2県、目安額に4円の上積みが

1県で、4円の上積みは島根県でした。 

上積みされた県は、全てＤランクの県でした。 

それから、最高額は東京都の1,041円、最低額は高知県と沖縄県の2県で820円です。 

次に、今後の特定最低賃金の日程ですが、本県では12月15日が特定最低賃金の統一発効日と

なっておりますが、本年も同様とした場合、4業種の答申の期日は10月14日木曜日、異議の申出

の期日が10月29日金曜日までとなります。 
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以上です。 

 

○会長   

   ただいまの事務局からの説明にご質問等ありませんか。 

 はい、お願いいたします。 

 

○阿野委員 

 今、全国の状況を説明していただきましたが、これは別に今日じゃなくてもよろしいのです

が、後日でもこの決定がどういう状況で、例えば全会一致なのか、賛成多数で反対は労使いずれ

なのかとか、そういう状況が分かりましたら、情報提供していただきたいと思います。 

 

○会長   

それでは、今、要望のありました答申状況について、後日でもよいので情報提供をお願いいた

します。よろしいでしょうか。 

それでは、これをもちまして、第427回山口地方最低賃金審議会を終了いたします。 
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