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高知最低賃金審議会での意見陳述 

 
２０１７年７月２５日 
高知県労働組合連合会 
執行委員長 田口 朝光 

 
１．意見陳述のねらい 

10 月の高知県最低賃金の改定に向け、高知地方最低賃金審議会での論議が本格化しています。その際、

最重要視されるのが、中央最低賃金審議会の引き上げ「目安」です。近年、不十分とは言え政策的な引

き上げが行われている反面、Ａ～Ｄの 4 ランク間の格差拡大傾向が続いています。 
支払い能力と生計費、地域の賃金水準等について公労使各側から主張がなされるものの、一旦、「目安」

が出されると２次的な論点に過ぎなくなり、結局、「目安」プラスマイナスの論議に終始して決着するの

が実態です。 
これまで高知県労連として最低賃金体験、最低生計費調査、コンビニ実態調査などを使い最低賃金の

水準の低さについて問題点を指摘し、大幅引き上げの必要性を訴えてきました。 
更に、昨年来最低賃金の低さと都市部との格差拡大が人口流出につながり、地域経済の低迷の原因に

なっていると主張してきました。 
今年は、その主張を国勢調査の人口移動を通じた分析と最低賃金の引き上げによる経済波及効果の試

算によって裏付けたいと思います。 
このことは、最低賃金を引き上げることで企業経営を圧迫し、雇用の喪失につながると言う経営側の

主張への反論となるだけではなく、引き上げ幅をめぐって真っ向から対立しがちな労使の立場を結び付

け、合意形成を促す試みでもあります。 
 
２．最賃と人口流出問題 

高知県では、１年間に約 5 千人が生まれ、一方 1 万人の方が亡くなり、約 2 千 300 人が県外に流出し

ています。差引毎年約 7 千 300 人の人口減少となっています。 
 私たち県労連はこの間、最低賃金の低さと人口の社会減は相関関係にあると図 1 を示して主張してき

ました。 
しかし、人口移動の中味に立ち入るとそう単純ではないことが分かってきました。それを示すのが表 1

①～③、表２①、②です。 
国勢調査のデータを基に 5 年前 2010 年（H22 年）に県内の各自治体に住所を持っていた人が、2015

年（H27 年）の調査時点でどこに住んでいるのかを表にまとめたものです。 
それを見ると次のことが言えます。 
１）人口移動の特徴 

①首都圏（埼玉、千葉、東京、神奈川）への移動 5,093 よりも関西圏（京都、大阪、兵庫）移動への移

動 6,450 が大きくなっている。 
②関西圏よりも四国３県への移動 8,697 が大きくなっている。 
③高知県内の他の自治体への移動 32,349 が、圧倒的に大きい（大都市圏、四国島内合計 22,232 よりも
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大きい）。 
④都市部への移動は、高知市が６割近くを占め、次いで南国市の 7.3％となっている。 
⑤県内移動については、全体の移動に占める高知市の割合は３割弱に留まっている。しかし、移動先と

しては、高知市が 9,827 人、南国市 4,384、香南市 2,321 と圧倒的に高知市が第 1 位となっている。 
高知市に県全体の人口が向かい、そこから大都市部に向かうと言う点で、高知市は「人口ダム」の役割

を果たしていない。それどころか「人口放出」機能の役割を果たしていると言える。 
⑥高知市以外の自治体は、圧倒的に県内移動である。 
⑦県の産業振興推進部作成の資料によれば、県外流出の主流は、若者であることが分かる。大学進学と

高卒、大卒者の県外就職による。（産業振興部計画推進課作成の下図参照） 
 図２                                        図３ 

  
【考えられる対処法】 参考   

①県内大学の地元出身比率の向上。県内大学の自己努力の必要。 
②県外「有名」大学志向の「是正」。公立高校入試の学区制廃止の見直し。教育における「人口放出」機

能の是正。 
③雇用の場の創出と同時に、新たな価値観の創造（都会志向、有名大学、有名企業、高収入、大量・高

額消費に対抗する価値観）。高知市志向は、都市部志向と親和性あり。 
④高知県（地方）対大都市部という構図に加え、高知市対他の県内自治体という構図での思考が大切と

なる（特に、高知のような１県１お城下の県にあっては尚更）。 
⑤人口ダムは、川上に。即ち、高知市以外、周辺自治体、中山間地域の機能向上、新たな価値（観）創

造の重要性。 
高知県内（のどこか）に留まって、学び、働き、生活し、子育てできる環境をそれぞれの地域に作り

出す。 
 
２）最賃の高低と人口移動の関係 
国政調査による人口移動の状況を見ると最低賃金の高低が人口流出（流出先の選択）に直接つながっ

ているとは言えないように思われます。仕事の有無、賃金・労働条件、生活・住・文化環境、出身地や

親族関係等複雑に絡んでいるのではないか。更に言えば、社会全体の主流となる価値観と個人の持つ価

値観との親和性、非親和性も絡んでいると思われます。 
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しかし、かと言って最低賃金と人口移動との関係は、無関係とも言えないように思われます。 
最低賃金は、平均賃金の水準に影響を与えていると思われます。本来、平均賃金は労働力市場の状況

や地域経済の力で決まるものですが、それでは地域格差が大きくなるので最低賃金という非市場的な制

度で底上げし、「是正」をするというのが役割だと思います。ところが、中賃の「目安」は、市場動向に

引きずられ、逆に格差拡大の役割を果たしています。 
最低賃金の引き上げは人口流出を直接的に抑制すると言うより、県内の賃金水準を規制することによ

り間接的に影響を与えていると言えます。 
最賃の大幅引き上げは、地域の購買力を押し上げ、地域を元気にすることにより、人口流出を減少さ

せることに間接的につながっているものと思われます。 
最低賃金の大幅引上げは、対象労働者の賃上げによる直接、間接の経済波及効果を通じて、消費、生

産、雇用の拡大により地域経済を底上げし、元気にする役割がまず期待されます。また、最賃の引き上

げに伴い最賃に隣接する労働者、更にその上の層の労働者の賃金押し上げ効果を通じての経済波及効果

が期待されます。 
 全国一律最低賃金制度の創設は、最賃による底上げ、ならし効果により、それが規制する平均賃金の

格差の縮小が期待されます。これによる間接的に人口流出を抑制する効果が期待できると言えます。 
 
３）最賃引上げの経済波及効果の試算 

2016 年の高知地方最低賃金額 715 円を 800 円、1000 円、1500 円に引き上げた場合の高知県内におけ

る経済波及効果を高知県が昨年１２月に公表した平成２３年高知県産業連関表の生産誘発係数等の各種

係数を用いて試算しました。 
最低賃金引き上げに伴う消費増加額が、当初需要額です（賃金引上げに必要な原資にその内いくらが

消費に回るかという消費性向を掛けたもの）。 
その増加した消費を賄うための生産の増加がもたらされます。それが、直接効果＋間接１次効果です。 
そしてその生産増に伴い労働力の投入量が増え雇用者所得を増加させます。その雇用者所得が消費に

回り消費額を押し上げます。この消費増分が、間接需要額です。それに伴う生産の増加が間接２次効果

です。 
結果は、下表の通りとなっています。詳しくは、後述の「計算式」をご覧ください。 

 
これをまとめて表示すると表３②のようになります。 

 

表３ ① 当初需要額
直接効果＋

間接１次効果

間接２次効
果

直接間接効
果

最低賃金引
き上げ額

引き上げ対
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

表３ ② 単位：百万円
最低賃金引き
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 1,826 52
1000円 13,291 3,411 16,702 1,549 10,644 303
1500円 70,410 18,072 88,482 8,206 56,390 1,556
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直接間接合わせた経済波及効果は、800 円への引き上げで 28 億 6600 万円。1000 円 167 億 200 万円、

1500 円で 884 億 8200 万円となります。 
これに伴う雇用誘発効果は、800 円への引き上げで 266 人、1000 円への引き上げで 10,644 人、1500

円への引き上げで 8,206 人となります。 
ただし、誘発される雇用数については、消費（需要）増に伴う生産増に時間外労働の増加や生産性向

上等で対応した場合には、雇用者数にそのまま反映しない可能性があります。 
これらの波及効果で粗付加価値（≒ＧＤＰ）が増加することに伴い、税収増が見込めます。800 円へ

の引き上げで 5 千 200 万円、1000 円への引き上げで 3 億 300 万円、1500 円への引き上げで 15 億 5 千

600 万円という試算になります。 
確かに、必要賃上げ原資を計算する場合の年間労働時間数、そこから需要増額を算出する場合の消費

性向の数値の取り方で結果の数値に違いが出てきます。しかし、それ以外の係数は高知県が公表してい

る産業連関表の係数と波及効果の計算式を使っていますので、試算の考え方に違いはありません。 
この経済波及効果の試算を通して、何よりも、最賃の引き上げで経済が「縮む」のではなく「拡大す

る」という発想の転換のきっかけにしていただければ、幸いです。 
 拡大するのだという認識の一致から更に、それが人口の社会減を抑制し、県内経済を底上げし元気に

すると言う認識の一致につながれば、最低賃金審議会での論議も公労使が同じ土俵の上で論議できるこ

とにつながるのではないでしょうか。それが今回の意見陳述で期待するところです。 
賃金引き上げをスムーズに行えるよう、また、雇用増につながるよう中小企業への支援策の抜本的な

強化は欠かせません。これについては後述します。 
 いずれにしろ、最低賃金の引き上げに伴う賃金の増額によって、県外への移動に活路を見出すのでは

なく、県内でもう少し頑張ってみようという気分が県民の中に広がれば地域の元気につながるものと思

います。 
 
【計算式】 

〇2016 年の高知地方最低賃金額 715 円を 800 円、1000 円、1500 円に引き上げた場合の高知県内におけ

る経済波及効果を試算した。 
〇その場合の引き上げ対象労働者数、必要賃上げ原資は、「賃金構造基本統計調査特別集計」（2017 年、

高知分）を使用した。 
500 円から 10 円刻みで対象労働者数を計上しており、500～510 円未満は 172 人、510～520 円未満は

54 人…790～800 円未満は 1,298 人となっています。必要賃上げ原資は、800 円の場合（800－500）×

172＋（800－510）×54･･･＋（800‐790）×1,298 で求めた。 
 年間の必要賃上げ原資は、これに年間労働時間をかけて求めました。年間労働時間は、「毎月勤労者統

計 2016 年報（2015 年平均）」の高知分を使用しました。都道府県、産業別１人平均月間実労働時間数（事

業所規模５人以上）の高知県分は、151.6 時間。これに 12 を掛けて 1819.2 時間を用いた。 
〇雇用者に占める引き上げ対象者の割合を求める場合の労働者数は、2015 年国勢調査の役員を除く雇用

者数 221,855 人を使用した。 
〇消費需要増加額は、年間必要賃上げ原資額に平均消費性向をかけて求めた。その場合の平均消費性向

は、「2015 年家計調査（全国）」年間収入五分位階級別二人以上勤労者世帯の第一分位から求めた（五分
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位階級別の県版の資料がないため全国数値を使用した）。消費支出 196,333 円÷勤め先収入 219,167 円＝

０．８９６となる。（県の産業連関表では需要転化率 0.544841 を使用している。2015 年の高知市の消費

性向は 0.667 となっている） 
〇県内生産増加額は、消費需要増加額に生産誘発係数（H23 年高知県産業連関表 統合中分類 2-5 最終

需要項目別生産誘発係数 40 部門 民間消費支出）0.921029 を掛けて求めた。 
〇雇用者所得増加額は、雇用誘発係数（同上連関表 統合中分類 2-2 投入係数表 40 部門 雇用者所

得）0.311018 を掛けて求めた。 
〇雇用者所得増に伴う消費需要増加額は、消費性向 0.896 を掛けて求めた。 
〇その消費増に伴う生産増加額は、生産誘発係数 0.921029 を掛けて求めた。 
〇間接第１次、間接第２次の生産増加額を足し、それに雇用係数（同上連関表 雇用表 40 部門 従業者

総数÷県内生産額）0.092743 を掛けて求めた。 
〇粗付加価値増加額は、直接、間接の消費増額の合計額に粗付加価値係数（同上連関表 統合中分類 2-8 
最終需要項目別粗付加価値誘発係数 40 部門 民間消費支出）0.586973 を掛けて求めた。 
〇地方税増収額は、粗付加価値増加額に 2014 年度の県税収入 667.8 億円（高知県普通会計決算見込み）

を 2014 年度の県内総生産 23,495 億円（県民経済計算 名目）で割った数値 0.02842 を掛けて求めた。 
 
４）最低賃金の引き上げを確実に保障するための中小企業への支援策の充実 

 
東京商工リサーチの「2015 年原因別倒産状況」によると販売不振が 67.6％となっています。従って、

労働者の賃金引き上げ自体が、大きな観点では中小企業支援策ともいえます。 
しかし、賃金引き上げには当面原資が必要です。中小企業の経営が厳しいのも現実であり（同調査に

よる倒産企業の 99.9％が中小企業）、最低賃金の大幅引上げ政策の実施に当たっては、抜本的な中小企業

支援策が必要となってきます。 
何点か考え方を示します。 
まず、既存の支援策の改善です。 
既存の制度として、「最低賃金引き上げ支援 業務改善助成金制度」があります。企業内の最低賃金引

き上げ額（３０円、４０円、６０円、９０円、１２０円）に応じて、５０万円から２００万円までの助

成金上限額を定めています。この助成金の申請に当たっては、賃金引上げ計画と並んで事業改善計画を

提出し、それを履行することが求められます。 
また、「キャリアアップ助成金」制度は、有期雇用労働者の正職員化や賃金引き上げなど 8 コースを設

けて助成する制度です。「キャリアアップ計画」の作成、提出が義務付けられています。 
この 2 つの助成制度に象徴される雇用系の助成制度の特徴は、企業への支援策であり、かつ、生産性

向上が条件となっていることです。この条件が付くことにより、労働者の利益が企業に吸収されたり、

その企業の親企業に（例えば単価切り下げという形で）吸収されたりしてしまう危険性があると言うこ

とです。 
まずは、賃金引き上げや処遇の改善に対する助成と生産性向上に対する助成とは、切り分けることが

必要であると考えます。前者については、労働者への直接的な支援が必要だと言うことです。 
企業支援についても生産性向上とは切り離して行うことが必要であると考えます。そうでないと結局、
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人材系の企業やオフィスメーカーに助成金や利益が吸収されてしまう危険性が生じます。 
賃金引上げに必要な資金の無担保無利子の融資。賃金引き上げに伴ない増加する社会保険料負担分の

軽減措置。税制上の優遇措置等を生産性向上と切り離して行うことが重要と考えます。 
また、「下請中小企業振興法」、「下請代金支払遅延等防止法」等の厳格な適用や更なる厳格化も課題で

す。適正な価格転嫁の確保も重要です。 
 

 「売り手よし」、「買い手よし」、「社会よし」、そして、「働き手よし」の「四方よし」につながる最低

賃金の大幅引上げ、全国一律最低賃金制度の創設への機運醸成の第一歩の資料提供になることを願いま

す。 
以上 

 
 
 
 
 


