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2008 年１月 21 日 
～県労連が企画する。最低賃金生活体験～ 

福田内閣が目指す 

『じりつ（自律）ときょうせい（強制）の生活体験』 
実施日時： 2008 年 3 月 1 日～3 月 31 日 1 ヶ月間（31 日） 

主催： 高知県労連青年部 
 
 まず、はじめに申し上げます。この企画は “①簡単に ②楽しく ③だれで

も参加できる”ようにと、面倒くささを極力排除した企画になっています。ま

た最低賃金体験とあわせて事前説明会、交流会・授賞式を企画しています。気

軽に参加してください。 
 
 2004 年 2 月に県労連主催で「最低賃金生活体験」（＝最賃体験）が実施され、

7 人の青年がチャレンジし、その後の最低賃金審議会で意見陳述を行いました。

意見陳述は 2003 年度に続く 2 度目で、全国的にも数少ない行動へと発展させて

きています。しかし、「最低賃金」が全国的に（１円とか２円とか）上昇する中、

3 県だけ据え置きされました。そのひとつが悲しいことに高知県。 
 2005、2006 年と県労連青年部が最賃体験を引き継ぎ計画し「１ヶ月８万円生

活」参加者 12、17 人で実施しました。また 4 年連続で最賃審議会への意見陳述

を行いました。また昨年度の最賃体験では、うち 3 名の参加者がインターネッ

トを駆使したブログでの最賃体験報告を 28日間 1日も欠けず報告を行いました。

（http://www.k3.dion.ne.jp/~kotipan/ ここに掲載しています） 
昨年、2007 年度も、参加者 14 名うちブログ参加者 6 名がブログに参加しま

した。 
結果は、中央の最賃審議会の答申通り、611 円～613 円～615 円、2 円ずつ上

がりました。昨年度は、格差と貧困の問題が社会的な問題となり、中央審議会

の答申では 7 円で、高知ではそれ以上にはならず答申通りで、622 円となりま

した。しかしながら、この額では、到底労働力の再生産費には到達してないの

と同時に、地期間格差はより広がり、109 円だったのが 122 円と 13 円に拡大し

ました。これは、格差と貧困の問題に真っ向から対立する結果となりました。 
2008 年度も引き続き、県労連青年部が最賃体験を行います。 

 
最低賃金…各都道府県ごとに最低賃金審議会を組織し決定される、これより下

で働かせてはいけない賃金のこと。（現、最低賃金法で 6 章、46 条から構成され
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ている） 
最賃審議会の審議委員は〔公益・労組・使用者代表各５名、計１５名〕という

ことになっていますが、高知県労連からは１人も任命されていません。 
 

☆ 「最賃生活体験」の目的 
１． 現行の「最低賃金」では、憲法で保障されている「健康で文化的な最低

限度の生活」を営むことができないことを具体的に明らかにし、労働者にと

って、本当に必要な再生産費とは、どのような賃金か提起する。 
２． 「最低賃金」で苦しい生活を余儀なくされている未組織・不安定雇用労

働者の「賃金底上げ」や、低賃金がゆえに起こっている「ワーキングプア（働

く貧困層、低賃金不安定雇用が故に、複数の職の掛け持ちや、長時間労働を

余儀なくされ、働いても貧困であり続ける労働者層）」という全労連が提起

した課題をすべての組合員が共有することに役立て春闘に生かす。 
３． 労働の基本的原則、同一労働同一賃金を確立するために、ナショナルミ

ニマムの基軸として最低賃金をとらえ、すべての基礎となる全国一律最低賃

金制度の確立を目指す。 
４． すべての労働者にかかわるこの要求と活動を通して、労働者の統一と団

結を目指す。 
 

☆ 基本スタンス 
「最低賃金」で１ヶ月生活する…ことを目標にします。あくまで目標です。 
過去の経験者や、全労連青年部の全体討論にあった最賃体験報告などをまと

めると、「（最賃体験は）まじめにやると身体を壊す」ものです。「最低賃金」生

活がどれだけ過酷なものなのかが理解できると思います。 
憲法 25 条で国民に保障されている「健康で文化的な最低限度の生活を営む権

利を有する」から考えて、この「最低賃金」が憲法に即しているものなのかど

うか、「最賃体験生活」はそれを実体験から多くの青年に理解してほしいと思い

ます。 
一般的な最賃体験では、体験中に「最低賃金」をオーバーすることを『リタ

イア』と言い、体験を中止するのが常のようですが、この「最賃体験生活」は、

オーバーしている人もしていない人も、必ず１ヶ月間通して体験していただき

ます。そして、なぜオーバーせずに体験終了できたのか、またなぜオーバーし

たのかをデータとして集約することによって、「最低賃金」は妥当なのか、高い

のか、低いのかを検証します。 
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この検証結果を説得力ある、信頼できるものに作り上げるためには、データ

を限りなくたくさん集める必要があります。よって「最賃生活体験」は参加人

数にこだわりたいと思います。 
ただ『最賃体験をやろう』と言っても、最賃体験と聞いただけで毛嫌いする、

面倒くさいから、体調壊すようなことはしたくない、と参加者は集まりません。

よって「最賃生活体験」は、簡単に参加できる、また楽しく参加できることを

考えました。 
今年度も、昨年に引き続き、ブログ参加者も募集し行います。 

 

☆ 各賞 
参加者の中で上位５名（最終的な支出がより少ないほうがいい、とします）

また「ど真ん中賞」として中位５名（オーバー・アンダー問わず平均に限りな

く近いほうがいい、とします）とします。 

☆「最低賃金」とは（雇用されていることを前提としてい

ます。） 
労働基準法、第 4 章第 32 条では 1 日 8 時間、週 40 時間と定められています。

また、年間労働時間 2080 時間となっています。 
 この、法定労働時間（法律で決められた労働時間、これ以上は割増対象時間

となる）で月の労働時間を元に 06 年度最低賃金、時給 615 円で月額を計算する

と下の表のようになる。 

 
 したがって、この表の各月日数に基づいた手取り額で一ヶ月間生活していた

  

法定労働

時間（1 日 8

時間、週 40

時間、年

2080 時間） 総額 

所得

税金 

県民

税（高

知県）

市民税

（高知

市） 

雇用

保険 

健康保

険 

厚生年

金 

引かれる

額合計 手取り額 

月間 31 日 177 ¥110,094 ¥530 ¥490 ¥799 ¥661 ¥4,510 ¥8,248 ¥15,237 ¥94,857

月間 30 日 171 ¥106,362 ¥380 ¥474 ¥773 ¥638 ¥4,264 ¥7,798 ¥14,327 ¥92,035

月間 29 日 165 ¥102,630 ¥230 ¥458 ¥747 ¥616 ¥4,264 ¥7,348 ¥13,663 ¥88,967

月間 28 日 160 ¥99,520 ¥0 ¥443 ¥721 ¥597 ¥4,018 ¥7,347 ¥13,126 ¥86,394

年間 365 2080 ¥1,293,760 ¥0 ¥5,783 ¥9,424 ¥7,774 ¥52,644 ¥96,273 ¥171,898 ¥1,121,862

年間 366 2080 ¥1,293,760 ¥0 ¥5,772 ¥9,408 ¥7,792 ¥52,890 ¥96,274 ¥172,137 ¥1,121,623
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だくことになり間ます。 

☆ 具体的行動 

○始める前 
「事前記入」の欄に、最賃体験ルールを参考に１ヶ月の支出で予想できるも

の、決まっているもの、毎月このくらい使っているもの等を記入します。実際

とかけ離れてなければ、概算で構いません。 
 「事前記入」欄には、「同居の単身者」の必要経費（家賃、光熱費、固定電話

料金等）が記入されています。これらの額を基準とし、それ以外を記入して計

画を立ててください。 
合計が最賃額を超えてもかまいませんが、あくまでも目標計画なのでできる

だけ最賃額に近づくように計画してください。 
（;´Д｀）：既婚・世帯主の方 
以前でしたら最初から参加対象から外れるところでしたが、いえいえ、参加

できます。最賃体験中は、完全に家族から生活を切り離す…なんて無理はしな

くて構いません。が、家計簿については基本的に参加者個人のみの支出で構成

してください「同居の単身者」としての扱いになります。必要経費、自宅での

食費等は「同居の単身者」を参考にしていただいても構いません。家族で住ん

でいるから住居費は人数割り…なんてセコい手は使わないように（笑） 
 

○実施期間中、3 月１日～31 日の行動 
「最賃日報」の欄に、できるだけ毎日記入してください。 
原則「最賃ルール」に乗っ取って計算し、期間中は常に質素倹約に努めてく

ださい。 
最初に立てた計画と違った、不意の支出があったなどの場合、できれば忘れ

ないうちに書き加えるかメモしていってください。また参考になりますので期

間中にもらったレシート・領収書は捨てずにとっておいてください。（メモはレ

ーシーと裏に日付、項目、金額を書くと便利です） 
※不定期な出費 

普段の買い物、外食、遊び、衣服・日用品などの購入、散髪、医者の

お世話になる、冠婚葬祭、娯楽、教養、趣味、ガソリン以外の車関係の

出費などなど、お金のかかったものはすべて計上します。買い置きして

いた日用品なども消費した場合は、その時購入したものとして、概算で

構わないので計上してください。 
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※おごり（してもらうほう）・もらいもの 
外食でおごってもらう、お土産をもらう、差し入れをもらう、友人の

家にお邪魔してコーヒー・お茶うけ・食事をいただくなどなど、できる

だけわかる範囲で大まかに計上してください。（ただし、最低賃金体験

中を理由にして、これらの行為を受けないでください。） 
※仕事での研修・出張での食事（自腹なしの場合）について 

朝食５００円、昼食７００円、夕食１，０００円で計上してください。 
※パチンコ・競馬などで儲かった 

家計簿で差し引きするなど収入として扱わないでください（毎月それ

だけ儲かる保証のある場合を除く）。またその時使った（つぎ込んだ）

金額は、そこで遊んだ、娯楽として支出したと判断しますので、その他

の欄で計上してください。 
 

○最賃体験終了後 
「最賃日報」を元に「決算表」の欄、にあらためて１ヶ月分を記入し、合計

を計算してください。食事の回数を記入してください。 
「最賃日報」を元に「食生活カレンダー」に食事状態の記入を行ってくださ

い。 
後日配布する「最賃生活体験」アンケートの記入をお願いします。 
記入後、事前記入・カレンダー・決算表・アンケートを、県労連に送付また

はＦＡＸしてください。 
 

○授賞式、体験者交流会 
月  日（ ）に飲み会を設定し参加者同士の交流を図り、その中で授

賞式を行います。授賞式を兼ねているので、受賞していると思われる方は、必

ず出席してください。 
 

さて皆さん、31 日間めげずにがんばってください 
 


