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令和3年度 第1回山口地方最低賃金審議会専門部会議事録 

1  日  時   令和3年7月26日（月）    午後4時10分～午後5時5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 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 富 田 博 之 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 

 坂 本 竜 生 委 員 

 

事  務  局   

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)金額審議について 

 (2)その他  
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○室長補佐  

 皆様方には、山口県最低賃金専門部会委員をお引き受けいただき、ありがとうございま

す。 

 それでは、令和3年度第1回山口県最低賃金専門部会を開催いたします。 

 本日は第1回目の専門部会ですので、部会長並びに部会長代理を選出していただくまで事

務局で議事の進行をしますので、よろしくお願いいたします。 

 初めに、委員のご紹介と、定足数についてご報告します。 

 お手元の№1資料に委員名簿がございます。 

公益委員ですが、小林委員、通山委員、濱島委員です。 

労働者側委員ですが、富田委員、藤田委員、山本委員です。 

使用者側委員ですが、阿野委員、奥田委員、坂本委員です。 

 よろしくお願いします。 

 本日は、全員ご出席でございます。 

 定足数についてですが、本日の最低賃金専門部会は審議会令第6条第6項により準用する

審議会令第5条第2項に規定されている要件を満たしております。 

 次に、部会長並びに部会長代理の選出を行います。 

 最低賃金法第25条第4項により準用する同法第24条第2項の規定により、公益委員の中か

ら選挙することとなっておりますが、いかがいたしましょうか。 

 公益委員に一任いただけますでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○室長補佐   

  それでは、公益委員の皆様、よろしくお願いいたします。 

 
○濱島委員   

  それでは、公益委員で話し合った結果、部会長に通山委員、部会長代理に小林委員にお願

いします。 

 
○室長補佐    

  ありがとうございました。 

  それでは、これからの議事進行については、部会長の通山委員にお願いします。 

 
○部会長   

 ただいま部会長を選任していただきました通山と申します。慎重な審議に務めたいと思

いますのでよろしくお願いいたします。 
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○部会長代理   

  部会長代理を務めさせていただきます小林と申します。公平な審議を行いたいと思いま

すのでよろしくお願いします。 

 
○部会長   

それでは、これからは私の方で進めていきます。まず今年度から第1回の専門部会の審議

を公開とします。傍聴の方へのお願いですが、お手元に配布されている「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。 

 次に、本日の署名委員は、労働者側委員を代表して富田委員、使用者側委員を代表して

奥田委員にお願いいたします。 

 議題1の「金額審議」に入ります。 

 資料について、事務局から説明をお願いします。 

 
○賃金室長   

山口県金融経済情勢を説明します。 

資料№2の日銀下関支店が2021 年 7月 1日に公表されました山口県金融経済情勢（2021

年 7月）をご覧ください。 

1枚目の「概況」欄を読み上げますと、 

県内景気は、新型コロナウイルス感染症の影響によりなお弱い状況が一部にみられるも

のの、全体として持ち直している。 

短観における企業の業況感は、「良い」超に転化した。 

需要項目別にみると、公共投資は、緩やかに増加している。輸出は、前年を上回っている。

個人消費は、サービス関連を中心に下押し圧力が強い状態にあるが、全体として持ち直し

の動きが続いている。住宅投資は、下げ止まっている。設備投資は、緩やかに増加してい

る。 

こうした中、生産は、持ち直している。雇用・所得情勢には、弱めの動きがみられている。

物価は、前年を上回っている。 

企業倒産は、落ち着いている。金融面をみると、預金・貸出は、ともに前年を上回ってい

る。貸出金利は、低下傾向にある。 

先行きについては、新型コロナウイルス感染症の帰趨が、当地の金融経済に与える影響

について注視していく必要がある。 

とされています。 

次頁以降の詳細につきましては、今読み上げました元となる統計ですので、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、省略します。 

次に、資料№3の日銀下関支店が2021 年 7月 1日に公表されました「企業短期経済観測

調査結果」です。 

1枚目をめくっていただいて、2頁目の1の業務判断ＤＩをご覧ください。 
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ＤＩとは、「良い」から「悪い」の構成比を引いて算出した％ポイントのことで、「最近」

とは回答時点を、「先行き」とは、3か月後を指します。 

全産業を申し上げますと、今年の6月は前回調査の3月のマイナス1ポイントから11ポ

ンイント改善され 10 ポイント、そして、先行きは 1 ポイントマイナスの 9 ポイントです。

製造業及び非製造業共に3月と比較して改善がみられます。 

主要産業別をみますと、「石油・石炭製品」、「はん用・生産用・業務用機械」、「化学」が

大きく改善され、「宿泊・飲食サービス」が大きく落ち込んでいますが、「宿泊・飲食サービ

ス」の先行きは、56ポイント改善され、マイナス15ポイントとなっています。 

次に、資料№4の財務省中国財務局山口財務事務所が令和3年 4月 28日に公表されまし

た「山口県内の経済情勢」についてです。 

山口県内の経済情勢は、年間で4回、1月、4月、8月、10月に公表されますが、8月分

については、来月の 8 月 5 日頃公表される予定ですので、本日は 4 月分について申し上げ

ます。 

1枚めくっていただいて、総論をご覧ください。 

総括判断は、「県内経済は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、厳しい状況にあ

るものの、持ち直しの動きがみられる」とされています。前回1月と同じ総括判断でした。 

判断の要点としては、「個人消費は、新型コロナウイルス感染症の影響により、一部に弱

い動きがみられるものの、緩やかに持ち直している。生産活動は、新型コロナウイルス感染

症の影響がみられるものの、緩やかに持ち直している。雇用情勢は、新型コロナウイルス感

染症の影響により、弱い動きがみられる。」とされています。 

最後に「先行きについては、感染拡大の防止策を講じるなかで、各種政策の効果もあっ

て、持ち直しの動きが続くことが期待されるが、内外の感染拡大による下振れリスクの高

まりに十分注意する必要がある。」とされています。 

次頁以降には「各論」と「資料」がありますが、委員の皆様にお読みいただくことに代え

させていただき、省略をします。 

次に、資料№5の山口県労働政策課が公表されました「令和3年春季賃金引上げ要求・妥

結状況（最終集計結果）」について、申し上げます。 

1枚めくっていただいて、図表1～4をご覧ください。 

調査対象は、県内の民間事業所の労働組合のうち、当該労働組合がある事業所の地域、産

業、企業規模を考慮して抽出した200組合です。 

定昇込みで交渉した68組合の平均妥結額は5,039円、対前年比は89.6％、賃金引上げ率

は1.73％となっています。 

次頁の図表 4 では、従業員 300 人未満の企業の労働組合の平均妥結額は 4,080 円、対前

年比は89.7％、賃金引上げ率は1.64％となっています。 

従業員 300 人以上の企業の労働組合の平均妥結額は 5,165 円、対前年比は89.6％、賃金

引上げ率は1.74％となっています。 

図表 5．6．7 の産業別以降につきましては、委員も皆様にお読みいただくことに代えさ
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せていただき、省略します。 

 

〇室長補佐 

それでは引き続き私の方から資料№6についてご説明をさせていただきます。 

まずは、資料№6については山口県最低賃金時間額とアップ率の推移でございます。これ

は、昭和60年以降から令和2年までの山口県最低賃金額とアップ率の推移状況です。 

続きまして資料№7 の(1)でございます。こちらの資料につきましては、賃金構造基本統

計調査から、昨年度の結果に基づいて作成しています。 

山口県内の所定内給与額の月間の男性女性でまとめたものです。 

令和 2 年度につきましては、男性が 307,100 円、女性が 232,400 円というふうになって

おります。 

続きまして、資料№7の（2）でございます。これは、令和2年の山口県内の年齢階層別

月間所定内給与額の男性をまとめたものです。 

資料№7の（3）は同じく令和2年の山口県内の年齢階層別月間所定内給与額の女性をま

とめたものです。 

続きまして、資料№7の（4）は、令和2年の山口県内の短時間労働者の1時間当たりの

所定内給与額を業種別にとりまとめたものです。 

資料№7の（5）は平成22年以降の女性短時間労働者の賃金の推移をまとめたものです。

令和 2 年度については、数値が非常にアップしているところがあり、本省に照会したとこ

ろ令和 2 年度より集計要件に見直しがあったため、今回の数値になっているとの回答でし

た。 

同様の照会は全国の労働局からも寄せられたということで把握しております。 

続きまして、最後の資料№7 の（6）になりますが、山口県内の高校新規学卒者の初任給

額の推移ですが、これは雇用保険資格取得届から集計したものであり、平成25年から令和

3年をまとめたものです。 

引き続きまして、資料№8の説明でございます。今年度の最低賃金に関する基礎調査結果

をとりまとめた資料となっています。 

これは、山口県最低賃金の改正決定の資料にするため、県内の民間企業の実態を調査し、

結果を取りまとめたものです。 

調査対象は、県内の企業うち、製造業、卸売・小売業、飲食店、宿泊業、医療、福祉及び

サービス業を営む事業所のうちから、一定の方法によって抽出した事業所となります。 

調査対象労働者は、調査対象事業所に使用されるすべての労働者となります。 

調査対象期日は、令和3年 6月 1日現在で、令和3年 6月分の1か月間の賃金について、

6月 1日から令和3年 7月 14日までの間に実施したものです。 

統計結果の説明の前に、統計用語についてですが、未満率と影響率というものがありま

す。 

まず、未満率とは、現在設定されている最低賃金を下回っている労働者の割合を示した
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もので、次に影響率とは、現在の最低賃金を改正した場合に、その改正後の最低賃金を下

回る労働者の割合となっております。 

次の資料、令和 3 年最低賃金に関する基礎調査結果（地賃・全体）（最終集計）ですが、

（2）未満率と影響率の推移ですが令和3年の未満率が1.5％となっています。 

次ページ以降、令和3年の未満率だけを報告すると、（地賃・一般）では、1.8％、（地賃・

パート）では、1.1％、（地賃・女）では1.9％となっております。 

次ページ以降は、それの元となる総括表でございます。 

資料№9、令和3年度基礎調査における県最賃適用労働者の分布率です。 

こちらは、未満率829円に対して、先ほど説明いたしました、全体では1.5％、一般では  

1.8％、パート1.1％、女性1.9％という表になっております。 

1円単位で、表をそのように数値化しております。 

私の方から以上でございます。 

 

○賃金室長   

次に、資料№10の（1）は山口県が公表されました「労働者の生計費」でございます。そ

れから資料№10の（2）は総務省が公表されました「消費者物価指数」でございます。全国・

山口共に横ばい圏内で推移しています。 

次に、中央最低賃金審議会の公益委員見解の中でも触れられました有効求人倍率につい

て申し上げます。資料№11 の山口労働局職業安定部が令和 3 年 6 月 29 日に公表しました

「山口県の雇用情勢（令和3年 5月分）」を用意しました。 

なお、説明をしますこの資料は、山口労働局HPに毎月掲載されているもので、6月分に

つきまして、今月の30日に公表される予定です。 

1枚目をご覧ください。有効求人倍率は、1.35倍です。前月から0.07ポイント上昇です。 

基調判断は、「県内の雇用情勢は、一部に持ち直しの動きがみられ、求人は全体として底

堅い状況にあるが、新型コロナウイルス感染症の影響に十分注意する必要がある。」として、

3か月連続で判断基準を維持しています。 

1枚めくっていただきますと、経年的な統計として、有効求人倍率、新規求人倍率、正社

員有効求人倍率が示されさています。 

有効求人倍率では、昨年の8月が1.19倍で底を示しましたが、徐々に持ち直しの傾向が

みられます。新規有効求人倍率と正社員有効求人倍率も、昨年と比較して同様に持ち直しの

傾向がみられます。 

次頁は、都道府県別の有効求人倍率です。コロナの影響で緊急事態宣言が出された都道

府県が思わしくない状況でした。 

次に、中央最低賃金審議会の公益委員見解の中でも触れられました失業率について申し

上げます。資料№12として総務省が公表されました地域別完全失業率を用意しました。 

山口県においては、昨年の4月から失業率が高くなり2.0％でした。その後2％台で悪化

の方向で推移していましたが、今年に入り1.8％となり2.0％台を下回りました。 
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次に、資料№13の（1）の厚生労働省のホームページで公表しています都道府県別の新型

コロナウイルス陽性者とPCR検査状況です。 

また、後程、ご参照ください。 

それから、これから説明しますコロナウイルス関連資料は、昨年の専門部会で提供しま

した資料です。今年の6月分までの状況を取りまとめましたので、ご紹介をします。 

最初に、資料№13の（2）の山口労働局の雇用・環境均等室が集計しました「特別労働相

談窓口」における新型コロナウイルス関連の相談状況です。 

相談窓口は昨年の2月 14日に専用の窓口を設置しました。 

相談者は、事業主からの相談が圧倒的に多く全体の 80％、次いで、社会保険労務士から

の相談が11％、労働者からの相談が6％の順でした。 

Ⅰの月別相談件数をみますと、一番多かった昨年 4 月の相談件数 3,410 件からかなりの

減少がみられ、今年の6月には相談件数が739件となりました。 

Ⅱの相談内容をみますと、雇用調整助成金が全体の88％を占めています。 

次いで休業、保護者休暇取得助成金、解雇・雇止めの順でした。 

4番目に多かった解雇・雇止めについては、昨年の4月から6月までの間が一番多く累計

で 111 件の相談がありましたが、今年に入ると 1 月から 5 月までの間で累計 6 件とかなり

減少しました。 

Ⅲの業種別内訳をみますと、飲食業、製造業、卸売・小売業の順で相談が多くなっていま

す。 

次に、資料№13の（3）の山口労働局職業安定部が集計しています新型コロナウイルス感

染症に起因する雇用への影響に関する情報について申し上げます。 

雇用調整の可能性がある事業所数は、昨年の 12 月 25 日現在が累計で 482 件に対して、

今年の6月 25日現在が累計で488件です。 

解雇等見込みがある労働者数は、昨年の 12 月 25 日現在が累計で 691 人に対して、今年

の6月 25日現在が累計で896人です。 

いずれも、今年に入って落ち着いてきています。 

次に、資料№13の（4）の東京商工リサーチが公表されています企業倒産件数について申

し上げます。 

山口県内の倒産件数は、1月から 6月までの上半期をみますと、平成元年が30件に対し

て、コロナ禍の中で令和2年が 37件、今年が26件でした。 

また、コロナ関連の倒産状況をみますと、令和2年が 4月から12月までの 9か月間で8

件、今年が半年間で5件でした。 

コロナ関連倒産を業種別にいいますと、宿泊業が3件、建設業が3件、卸売・小売業が3

件、飲食業が2件、不明2件でした。 

次に、資料№13の（5）の山口労働局職業安定部が公表しています雇用調整助成金等の支

給決定状況について申し上げます。 

今年の6月 25日現在の申請件数累計は25,592件、支給件数累計は25,176件です。 
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助成金の申請が 1 か月ごとに申請するようになっておりますので、件数は事業所数では

なく、休業した月数を示しています。1事業所から数か月の休業があれば、休業された月数

分の申請がされることとなります。 

産業別受理件数をみますと、製造業、卸売・小売業、飲食サービス業の順で多くなってい

ます。 

最後に、資料№14 の厚生労働省本省の指示に基づきまして当室が集計しました生活保護

と最低賃金について申し上げます。 

生活保護と最低賃金を比較するに当たり、地域別最低賃金が都道府県単位であるのに対

して、生活保護は所在地、年齢、世帯の構成等の事情により基準額が異なるほか、住宅扶助

等の各種扶助があります。 

また、地域別最低賃金額が時間額であるのに対して、生活保護は月額で決定されるため、

平成 20 年度に中央最低賃金審議でその比較方法が整理され、ここに記しました前提条件 1

に基づき山口県を算出しましたところ、3の「比較一覧表」のとおりとなりました。 

最低賃金の水準は、地域別最低賃金額に 1 か月の法定労働時間数 173.8 時間を掛け、さ

らに、本省から示されました可処分所得0.817を掛けて手取り額117,714円を算出します。 

生活保護の水準は、生活扶助に住宅扶助実績額を足して90,784円を算出します。 

その結果、山口県においては、最低賃金額で働いた時の手取り額が生活保護を上回って

いることが確認できます。 

私からの説明は以上です。 

 

〇部会長 

ただいま事務局から資料説明がございましたが、これについてご質問等はありませんか。 

 

〇阿野委員    

私、今回初めての委員で専門部会です。みなさんはよくご存じのことかもしれませんが、

あえてお尋ねしたいことがあります。ご了承ください。 

1点目で資料№8の調査結果の件ですが、先ほど未満率、影響率の説明がございましたが、

その中で例えば、資料の3枚目に全体集計が出ておりますが、最低賃金というのはそれ以上

の支払いを求めるものですよね。それなのに、未満率というのは設定されている最低賃金を

下回っている労働者がこれだけいるということは、法律に違反している状態があるという理

解でよろしいのか、というのが1点目の質問です。 

2点目の質問は、その同じ資料の中で、影響率という説明がございました。最低賃金を改

正した場合に、改正後の最低賃金を下回る労働者が何パーセント位いるか、ということを示

したものですよね。下に未満率と影響率の推移というのがありますが、そこの表の見方を教

えてください。言葉の意味は分かりますが見方を教えて下さい。 

3点目の質問は、これも基本的な話ですが、最低賃金の場合、例えばハローワークなどに

行くと時給いくらということで募集してありますよね。そこはよくわかるんですが、月額制
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で給与を支給している場合は、月額の給与を時間換算にして最低賃金を上回らなければなら

ないという理解でよろしいでしょうか。初歩的な質問で申し訳ありません。以上3点でござ

います。よろしくお願いします。 

 

〇奥田委員    

それに関連することで、影響率の件ですが、資料№8の総括表で、現行の金額に目安額を

足して 857 円のところを見ると、影響率が 17.0 になっているのですが、資料№9 をみると

16.9になっているのですが。これはどういうことでしょうか。 

 

〇室長補佐 

1点目のご質問ですが、最低賃金を下回る支払いをする場合は、減額特例許可申請を国へ

行い、それが許可された方については特例が認められます。そのような方々が統計に入って

いると考えられます。 

 

〇阿野委員 

制度的には問題ないということですか。 

 

〇労働基準部長 

例えば障害が多少重たい方など、通常の方と比較して労働力が落ちる方は、実地調査を

しまして法律の基準に沿って労働力の落ちる分を最低賃金から減額をするということが許

される制度があります。その方が含まれているということが考えられます。 

それと、各労働基準監督署において、最低賃金の監督をしますと、やはり違反が認められ

ます。 

その２つです。 

 

〇阿野委員 

合計ということですね。 

 

〇労働基準部長 

はい、その可能性もあるということです。 

 

〇阿野委員 

わかりました。 

 

〇室長補佐 

続きまして、2番目の表の見方という質問への回答です。 

例えば、資料№8 の 3 枚目の令和 3 年度最低賃金に関する基礎調査結果、地賃全体最終
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集計の表と次にくるＡ3 の縦長の総括表の資料とが連動しておりまして、例えば、総括表

（１）の表の現在の最低賃金額の829円のところを赤い枠で囲んでいます。 

未満率は一つ上の階層の828 円の階層の 1.5 という数字が、資料の令和 3年最低賃金の

関する基礎調査結果（地賃・全体）（最終集計）の、令和 3 年の未満率が 1.5％に連動して

きます。      

同じように、（地賃・一般）は、1.8％、（地賃・パート）は、1.1％、そして（地賃・女）

は1.9％と総括表の数字を連動させています。 

続きまして、質問いただきました、「令和3年度基礎調査における県最賃適用労働者の分

布率」の表になりますが、829円の全体の1.5％の数字は、Ａ3の総括表の828円の欄の左

側の合計欄のかっこ内の数値を転記したものとなります。 

この表を見ていただくとお分かりかと思いますが、829円のところには4.1％とあります

が、この数値は、１つ下の830円に至っていない率ですので、830円の未満率が4.1％とい

うふうに見ることになります。 

つまり、資料№9の未満率の見方は、Ａ3の総括表の該当する時間額の一円安い額の未満

率の数値を入れておりますので、そのようにご理解いただければと思います。 

表の作り方は、そのようになっております。                     

 

〇労働基準部長 

自分が勤務しているところの月額が最低賃金以上であるかどうかを比べる方法は、法律

で決められています。基本給と入れるべき手当を全部合わせた額にその会社における月間

の労働時間数を出してそれを割る。そうすれば時給換算になります。それが 829 円を上回

っていれば問題ありません。 

労働時間は会社によって違いますので、そこは会社の所定労働時間数を調べたうえで、

それとどんな手当を支給しているか、入れるべき手当、除外できる手当を考えて換算しま

す。 

 

〇阿野委員    

 例えば今 829 円で、仮に 28 円上がったとすれば、857 円になりますよね。857 円のとこ

ろを見れば影響率は16.9％になるということですね。 

 

〇室長補佐 

  はいそうです。 

 

〇阿野委員 

  わかりました。ありがとうございました。 

 

〇部会長 
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  他にご質問等ございませんか。 

 

   （意見、質問等なし） 

 

〇部会長 

はい。では金額審議に入る前に、「最低賃金と生活保護費について」確認をしたいと思い

ます。事務局からお願いします。 

 

〇賃金室長 

  申し訳ありません。先程まとめて説明しました。 

 

〇部会長 

  はい。先ほどの資料№14の時のご説明ということですね。 

 

〇賃金室長 

  そのとおりです。 

 

〇部会長 

それを踏まえまして「山口県最低賃金と生活保護費との比較について」意見がありました

らお願いします。 

 

   （意見、質問等なし） 

 

〇部会長 

 それでは、山口県における生活保護費と最低賃金の比較については、平成20年 8月 6日付

け中央最低賃金審議会の「平成 20 年度地域別最低賃金額改定の目安について（答申）」の考

え方に基づき比較したところ、令和元年 10 月 5 日発効の山口県最低賃金・時間額 829 円は、

山口県の生活保護費を下回っていなかったことを確認したということでよろしいでしょうか。 

 

   （異議なし） 

 

〇部会長 

 それでは、山口県における生活保護費と最低賃金の比較について、令和元年10月 5日発

効の山口県最低賃金・時間額 829 円は、山口県の生活保護費を下回っていなかったことを

確認しました。 

 

〇部会長 
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 次に金額審議に入ります。 

 本日の本審において、労働者側、使用者側それぞれ基本的な考え方を述べていただきまし

たが、何か補足等のご意見はありますでしょうか。 

 労働者側から何か補足のご意見がございますか 

 

〇藤田委員 

まず、本審でも述べさせていただきましたけど、昨年度と今年度では状況が異なっている

という点では、これは中央最低賃金審議会の目安審議の公益委員見解や答申でも述べられ

ているところであります。 

答申においては、地方最低賃金審議会においては、公益委員見解を十分参酌されることを

期待することとされています。 

そのなかで、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 年では落

ち込んだものの、足元では一部回復しており、加えて、コロナウイルス感染症の感染状況は

予断を許さないものの、ワクチン接種が開始され、少なくとも昨年度の審議の前提となる状

況とは異なっていることは、中央最低賃金審議会でもされているところであります。 

したがいまして、今年度につきましては、コロナ禍で厳しいから昨年同様引上げる環境に

ないということではなく、しっかりとした審議をさせていただきたいなということで、改め

て確認しておきたいなと思っています。 

そこで、若干ですが補強意見を述べさせていただきたいと思います。 

地域間格差について、今、資料を配らせていただきましたが、公益委員見解において、引

き続き総合指数との整合性、地域間格差の是正を考慮するということで、近年、公益委員見

解でこれは述べられているところであります。 

地域間格差についても、ここ数年、労働者側からもしっかりと意見させていただいてきた

ところですが、現在どういった状況になっているか確認をしていただくため、今、資料を配

らせていただきました。 

山口県は総合指数のCランクで、14件中 8位という順位付けになります。 

金額の方が右側になります。11位ということで、年々下がってきています。 

数年前は、金額同額だった和歌山県、新潟県、福井県といったところと差をあけられたと

いう状況です。 

残念ながら、公益委員見解の中で、総合指数との整合性、地域間格差の是正の方は考慮す

るとしていたにもかかわらず、結果的に山口県が他県よりも遅れているというのが、現状と

して見えています。 

近隣各県との格差でいうと、広島県が 871 円で 42 円差、福岡県は 842 円と 13 円差とな

っています。 

平成 19 年当時になりますけど、山口県が 657 円の時に、広島県が 669 円で 12 円差、福

岡県は663円で 6円しか差がありませんでした。 

そのことからも、近隣県との格差は拡大しているという実態であります。 
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昨年、残念ながら、山口県は現行どおりでございましたけれど、C ランク内においても、

金額順位ランクが下がってしまいました。近隣県との格差は縮まるどころか拡がっている

ということでございます。 

全国加重平均が、現在 902 円ですけれども、残念ながら山口県は 829 円、73 円格差があ

ります。 

このことをしっかり認識したうえで、今年度の審議を行っていきたいと考えています。 

いずれにしても、本日様々な指標を含めてデータをいただいたところです。 

この資料を分析したうえで、次回以降労働者側委員として、発言をしていきたいと考えて

います。 

山口県民全員で、山口県の経済を活性化させてこのコロナ禍を乗り越えるためにも、確実

に最低賃金を引上げて、地域間格差の是正をしていきたいということを主張して意見を終

えたいと思います。 

 

〇奥田委員 

基本的な考え方は、本審で、阿野委員が申し上げたとおりであります。 

最低賃金につきましては、引き上げるべきではないというのが基本的な認識であります。 

今日、今、労働者側委員からも説明がありましたけど、今日いただいた資料を十分精査

させていただいて、次回の専門部会で具体的な提案をさせていただければと思います。 

 

〇部会長 

では、労働者側委員、使用者側委員双方ともに本日の資料を精査されたうえで次回更に

具体的なご主張をいただけるということでよろしいでしょうか。 

  

(「はい」の声あり) 

 

〇部会長 

  それでは、次回以降に鋭意検討するというころで、継続審議ということにいたします。 

  議題 2の「その他」に移ります。 

  その他何かございますか。 

 

〇賃金室長 

第2回と 3回の専門部会はご案内したとおりです。 

場所は、本日と同じ場所で開催予定としております。 

以上です。 

 

〇部会長 

他に何もないようでしたら、これをもちまして第 1 回山口県最低賃金専門部会を閉会と
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いたします。 

ありがとうございました。 

 


