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２０１８年１０月３１日 
 

最低賃金引上げの取り組みと賃金闘争 

 
高知県労働組合連合会 

書記長 牧 耕生 
 

１．最低賃金とは 

（１）憲法の具体化 

◇最低賃金法（１９５９年「昭和３４年」４月１５日） 

【目的】 （第１条）この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働

条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の

確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 

※根拠は憲法２５条 

 

◇日本国憲法２５条 

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 

国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなけれ

ばならない。 

・最低賃金は労働者のセーフティーネット 

・生活保護は国民のセーフティーネット 

 

◇中央最低賃金審議会の目安導入までの流れ 

１９５９年 最低賃金法制定・・・業者間協定に基づく最低賃金、業者間協定に基づく地域別地域別最賃、

労働協約に基づく最低賃金、最低賃金審議会の調査審議に基づく最低

賃金を規定（すべての県に最低賃金はなかった） 

１９６８年 最低賃金法改正・・・業者間協定を廃止し、最低賃金審議会に基づく最低賃金が主流に。「地

域別最低賃金」と「産業別最低賃金」の制度が成立 

１９７２年 各都道府県で順次最低賃金が設定 

１９７５年 すべての都道府県で最低賃金が設定 

１９７７年 目安制度導入・・・・・中央最低賃金審議会による目安制度が導入され、各都道府県をＡ～Ｄラ

ンクに分けて目安を示した 

２００７年 最低賃金法改正・・・労働協約に基づく最低賃金制度を廃止。「特定最低賃金」を明文化。「生

活保護との整合性」が明記 
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（２）この間の最低賃金額                         ※昭和 53 年の数値 

年 東京都 高知県 全国平均 

１９７７年（昭和５２年） ３４５円 ２６９円 ※３１５円 

２０１８年（平成３０年） ９８５円 ７６２円 ８７４円 

※中央最低賃金審議会の目安制度が５３年からスタートしたため、データはそれ以降のもの。 

４１年間で東京都６４０円、高知市４９３円、全国平均５５９円の上昇 

・・・その一方で格差は７６円から２２３円に 

 

【参考】 民間給与実態統計調査結果（国税庁） 

１９７７年（昭和５２年）  ２，４５７，０００円（年収）÷１６（ヵ月）＝１５３，５６２円（月収） 

１５３，５６２円（月収）÷２２日（１ヵ月の稼働日）÷８（時間）＝８７２円 

２００１年（平成 ９年）  ４，６７３，０００円（年収）÷１６（ヵ月）＝２９２，０６２円（月収） 

２９２，０６２円（月収）÷２２日（１ヵ月の稼働日）÷８（時間）＝１，６５９円 

２０１６年（平成２８年）  ４，２１６，０００円÷１６＝２６３，５００円 

２６３，５００円（月収）÷２２日（１ヵ月の稼働日）÷８（時間）＝１，４９７円 

 

（３）生活保護との整合性 

⇒２００８年（平成２０年）７月に最低賃金法が施行⇒生活保護との整合性が盛り込まれた 

【最低賃金（全国平均）の推移】 

年度 全国平均 前年度比  年度 全国平均 前年度比 

平成１４年 ６６３円  平成１９年 ６８７円 ＋１４円 

平成１５年 ６６４円 ＋１円 平成２０年 ７０３円 ＋１６円 

平成１６年 ６６５円 ＋１円 平成２１年 ７３０円 ＋２７円 

平成１７年 ６６８円 ＋３円 平成２２年 ７３７円 ＋７円 

平成１８年 ６７３年 ＋５円    

 

２．人事院勧告と最低賃金 

（１）人事院勧告はそうやって決まるのか 

◇民間と公務員の給与と比較 

・民間給与・・・・・・・「職種別民間給与実態調査」（公務と類似する職種に従事する常用雇用従業員） 

・公務員給与・・・・・「国家公務員給与等実態調査」 
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（２）地域手当と最低賃金のランク 

級地 主な支給地域（最賃ランク） 支給割合 

１級地 東京都（Ａ） ２０／１００ 

２級地 大阪市（Ａ）、横浜市（Ａ） １６／１００ 

３級地 さいたま市（Ａ）、千葉市（Ａ）、名古屋市（Ａ） １５／１００ 

４級地 神戸市（Ｂ） １２／１００ 

５級地 水戸市（Ｂ）、大津市（Ｂ）、京都市（Ｂ）、奈良市（Ｃ）、広島市（Ｂ）、福岡市（Ｃ） １０／１００ 

６級地 仙台市（Ｃ）、宇都宮市（Ｂ）、甲府市（Ｂ）、岐阜市（Ｃ）、静岡市（Ｂ）、津市（Ｂ） 

和歌山市（Ｃ）、高松市（Ｃ） 

６／１００ 

７級地 札幌市（Ｃ）、前橋市（Ｃ）、新潟市（Ｃ）、富山市（Ｂ）、金沢市（Ｃ）、福井市（Ｃ） 

長野市（Ｂ）、岡山市（Ｃ）、徳島市（Ｃ）、長崎市（Ｄ） 

３／１００ 

 

（３）最低賃金引上げと全国一律最低賃金制度が公務員給与に与える影響 

公務員給与 ＝ 民間給与（正規労働者の賃金＞非正規労働者の賃金） 

↑最低賃金が非正規賃金を底上げ 

最低賃金の議論では・・・ 

給与の地域間格差←どちらが先→最低賃金の地域間格差 

つまり・・・どちらかが是正されればもう一方も是正方向に働く 

 

３．最低賃金の引き上げは地域にどのような影響を及ぼすか 

（１）最低賃金審議会で意見陳述 

【狙い】中央最低賃金審議会の「目安」に縛られない議論をする土台として、最低賃金の引き上げを「生計費」

対「支払い能力」という対立ではなく、地域経済の活性化という新たな軸で労使が同じ方向を向いて議

論することが可能であるということを示す 

【内容】人口流出の分析と最低賃金の引き上げによる経済波及効果 

 

◇人口移動の特徴（国勢調査を基に） 

・首都圏への移動   ５，０９３人 

・関西圏への移動   ６，４５０人 

・四国３県への移動  ８，６９７人 

・県内での移動    ３２，３４９人 

・高知市から都市部への移動が６割 

・県内移動先で高知市へは９，８２７人 

・県外流出の主流は若者（進学と就職） 

⇒高知市が「人口ダム」でなく「人口放出」の機能を果たしている 

何とか高知に残ろうという人の動きがある 
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◇最低賃金と人口移動の関係 

国勢調査を基にした人口移動の状況を見ると、最低賃金が流出先の選択に直接つながっているわけで

はないと思われる。しかし、最低賃金と地域の平均水準との関係性から考えると、最低賃金を底上げすること

で、地域間格差の「是正」が計られ、地域経済の底上げの効果で、何とか高知に残って頑張ろうという労働

者を引き留めることができるのではないか 

 

◇最低賃金の引き上げによる経済波及効果の試算 

【内  容】 ２０１６年の高知地方最低賃金額７１５円を８００円、１０００円、１５００円に引き上げる 

【データ】 平成２３年高知県産業連関表の生産誘発係数等を使用 

【試  算】                                  直接効果＋                     

当初需要額  間接一次効果                間接２次効果 直接間接効果 

引き上げ額 対象者数 
雇用者に

占める割合 
必要原資 

消費需要

増加額 

県内生産

増加額 

雇用者 

所得増 

消費 

需要増 

県内生産

増額 

生産誘発 

合計額 

 人 ％ (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) 

800 円 20,084 9.1 2,763 2,476 2,281 709 636 585 2,866 

1000 円 48,927 22.1 16,105 14,430 13,291 4,134 3,704 3,411 16,702 

1500 円 97,177 43.8 85,321 76,448 70,410 21,899 19,621 18,072 88,482 

                                                                   単位：百万円 

引き上げ額 
直接効果＋ 

間接１次効果 
間接２次効果 合計 雇用者誘発数 粗付加価値増加額 地方税増収額 

800 円 2,281 585 2,866 266 人 1,826 52 

1000 円 13,291 3,411 16,702 1,549 人 10,644 303 

1500 円 70,410 18,072 88,482 8,206 人 56,390 1,556 

 

４．地域は賃上げに耐えられるのか 

「最低賃金の引き上げによる経済波及効果」を資料に地場小売店（サニーマート、サンシャイン、サンプラザ）、

清掃事業所（四国管財）、土佐経済同友会、経営者協会と懇談を実施 

【企業の反応】 

・地元の企業は高い賃金を払いたいと思っている 

・８００円までは企業努力で対応できるが、１０００円は想像も出来ない 

・賃金を上げるための価格転嫁が出来る世論が必要 

・国の補助には頼らない（ずっとある補助ではない・それに頼っては成長できない） 

・補助よりも生産性を上げるノウハウが欲しい 

【県労連の主張】 

・助成制度を「生産性向上」（企業支援）と「賃金底上げ」（労働者支援）に切り離す 

・社会保険料や税の減免など、企業の「支出」を抑える支援策の拡充 

・引き上がった額との差額を補助するなど、労働者への直接支援策の実施 

・「適正価格での取り引き」という世論の形成 
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５．アベノミクスが地域にもたらしたもの 

（１）格差と貧困の拡大 
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（２）最低賃金でも 

１９７７年～２０１１年 ２０１２年～２０１８年（第二次安倍政権） 

東京 高知 東京 高知 

３４５円→８３７円 ２６９円→６４５円 ８５０円→９８５円 ６５２円→７６２円 

格差７６円→１９２円 

（３４年間で１１６円・年間３．４１円上昇） 

格差１９８円→２２３円 

（６年間で２５円・年間４．１７円上昇） 

 

６．格差是正と大幅引き上げの動き 

（１）静岡県湖西市長が異議申し立て 

２０１５年静岡県湖西市三上市長（元）が静岡地方 

最低賃金審議会の答申に対し、「市長」という使用者 

の立場で異議申し立て 

最賃の水準に張り付きがちなコンビニやスーパー 

   で働こうとする労働者は愛知で働こうとする。それによ 

って、１０代、２０代の人口流出が深刻に 

２０１４年静岡県の「人口の社会減」・・・・全国ワースト２位 

２０１４年神奈川の「転入超過数」・・・・・・全国３位 

２０１４年愛知の「転入超過数」・・・・・・・・全国５位 

⇒結果は「却下」 

 

（２）福井県知事が全国一律最賃制を主張 

２０１８年５月、東洋経済オンラインのインタビューに福井県西川知事が「最低賃金は全国一律１０００円にす

べきだ」と回答 

◇インタビュー要約 

・政府が進める「働き方改革」では、「地方と都市における地域格差」の是正が語られていない 

・格差を容認している最低賃金制度をまず是正する必要がある 

・現在の「同一労働同一賃金」は同一企業内の話で、「地域間」における同一労働は議論されていない 

・同じ日本の中の地域と都市で同じ労働に違いがあるのは、はたして常識なのか 

 

◇福井県が各国の最低賃金制度を調査 

アメリカ※ イギリス ドイツ フランス 

７．２５ドル 

（８００円） 

７．２ポンド 

（１，０８０円） 

８．８４ユーロ 

（１，１６０円） 

９．７６ユーロ 

（１，２９０円） 

※・米国では連邦最低賃金と州別最低賃金の双方が適用対象となる場合、高い方が適用される 

・最低賃金は５月１日時点の為替レートで円換算 

（出所）「データブック国際労働比較２０１７」（労働政策研究・研修機構）を参考に福井県が作成 
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（３）高知市公共調達条例 

◇現在の到達点 

【目的】若年技能労働者の育成  

【対象】１人親方、交通誘導警備など、特定業務委託契約 

【水準】収入から税・保険労を控除した額で、高知市の生活保護基準（１９歳・単身・住宅扶助なし）で要保護

とならない収入が基準 

【金額】労働報酬下限額（特定業務委託契約の場合） 

７２０円・・・２０１５年（平成２７年）１０月１日適用 

７６１円・・・２０１７年（平成２９年）１月１日適用 

７８４円・・・２０１８年（平成３０年）１月１日適用 

 

◇今後の議論 

 ２０１８年１０月２日に審議会が開催された 

⇒労働報酬下限額を８３３円に！！  ※生活保護を下回らない賃金の実現！ 

 

【生活保護基準表より】 

基準生活費（Ａ） 住宅扶助加算（Ｂ） 最低生活費（Ｃ）＝（Ａ）（Ｂ） 

７１，６８０円 ３２，０００円 １０３，６８０円 

 

【下限額と生活保護費の比較】 

時給額 収入額 勤労控除 

健康保険 

厚生年金 

雇用保険 

所得税 市県民税 収入充当額 生活保護 

８３２円 １４４，６０１円 １８，４６０円 ２０，５７０円 １，９５０円 ０円 １０３，６２１円 該当 

８３３円 １４４，７７５円 １８，４６０円 ２０，５７１円 １，９５０円 ０円 １０３，７９４円 非該当 

 

７．最後に 

グローバル経済と新自由主義によって、格差と貧困はさらに拡大を続けている。一部に富が集中する一方で、

庶民の暮らしは悪化し、地域は疲弊している。格差と貧困の拡大は、ファシズム的な思想を蔓延させる。安倍首

相やトランプ大統領、ブラジルの極右大統領を誕生させている。ドイツでも、移民問題を理由にドイツの与党が大

敗している。 

県労連は、格差と貧困の解消の一歩として、最低賃金の大幅引き上げと全国一律の最低賃金制度の確立を

目指している。アメリカの「１５ドル運動」や韓国の「キャンドル革命」に見られるように、格差と貧困の是正を求める

運動も台頭している。 

今こそ、労働組合が職場と地域に根を下ろし、地域から格差と貧困をなくすとともに、地域経済の底上げの先

頭に立って取り組むことが求められている。 

 

以上 


