201４年「最低賃金引き上げ！有識者アピール」

なくそう、貧困と格差！

私たちは、最低賃金の大幅な引き上げを求めます
私たちは、法定最低賃金の大幅な引き上げを求めます。今や雇用の 37％は非正
規、35％は年収 200 万円以下です。低賃金と不安定雇用は、消費の抑制を招き、若
い世代から結婚、出産、育児の希望を奪い、社会の持続可能性を失わせています。
政府はこの春、経済団体に賃上げを要請し、一部の大企業はそれに応じました。
しかし、中小企業や非正規雇用で働く労働者の賃上げは進まず、円安による物価上
昇と消費税増税の影響で、実質賃金は目減りしています。このまま自助努力にまか
せたのでは、ワーキング・プア問題は解決しません。低すぎる賃金を引き上げる政
策的な手立てが必要です。
現在、各都道府県に適用されている地域別最低賃金は、最高額の東京でも 869 円、
最低額の鳥取、島根、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、沖縄の 9 県は 664 円
です。800 円台はわずか 3 都府県、700 円台は 25 道府県、600 円台が 19 県もあり
ます。フルタイムで働いても手取り 100～130 万円の年収では、健康で文化的な最
低限度の生活を営むことはできません。また、最大 205 円という最低賃金の地域間
格差は、賃金の低い地方からの労働者の流出を促し、地域の活力を失わせています。
私たちは、最低賃金を「人たるに値する生活を保障するのにふさわしい水準」に
引き上げ、かつ、地域間の格差をなくす「全国一律最賃制度」にすべきと考えます。
2013 年の夏から下げ始めた生活保護基準を元に戻した上で、生活保護を上回る最
低賃金を実現し、就労のインセンティブを高めるべきです。生活保護基準が高いと
いう声もありますが、今の保護基準は「健康で文化的な生活」水準とは言えず、そ
れより低い賃金で働く人が多数存在することこそ、大きな問題です。
最低賃金の改善について、2010 年には政府、経済団体、労働団体との間で「で
きる限り早期に全国最低 800 円を確保し、景気状況に配慮しつつ、2020 年までに
全国平均 1000 円を目指す」という「雇用戦略対話」の合意が成立しています。政
府と中央・地方の最低賃金審議会は、合意を計画的に実現させなければなりません。
最低賃金 1000 円は、中小企業には支払いが困難との見方もありますが、先進緒
国では全国一律で時間額 1000 円以上（購買力平価換算）の最低賃金を設定してい
る例は珍しくありません。最低賃金を「労働者とその家族の必要」を支えるものと
位置づけ、生活の最低保障を強めながら、消費購買力を高めて地域経済と中小企業
の振興をはかっています。
日本でも、できるはずです。中小企業支援策を拡充させながら、この夏、最低賃
金の大幅な引き上げと地域間格差の是正を実現しましょう。併せて生活保護、年金、
家内工賃、下請単価、農民の自家労賃、税金の課税最低限等を引き上げ、誰もが安
心して暮らせる社会を実現しましょう。
２０１４年 ７月２２ 日

【呼びかけ人 40 名】
阿部 浩基（弁護士）
雨宮 処凛 （作家・活動家）
石倉 康次
（立命館大学教授）
出田 健一 （弁護士）
井上 英夫 （金沢大学名誉教授）
岩田 幸雄 （原水爆禁止大阪府協議会理事長）
宇都宮 健児（弁護士・元日弁連会長）
梅田 章二 （弁護士）
大江 洋一 （弁護士）
大橋 昭夫（弁護士）
小川 政亮 （日本社会事業大学名誉教授）
加茂 大樹（弁護士）
川瀬 憲子（静岡大学教授）
川辺 和宏（全大阪労働組合総連合議長）
川村 雅則 （北海学園大学准教授）
榑松 佐一 (愛労連議長)
後藤 基
(三重大学人文学部教授)
笹山 尚人（弁護士）
佐藤 欣哉 （弁護士）
澤田有(大阪ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ･ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶ連帯委員会理事長）
【賛同人 210 名】
愛須 勝也 （弁護士）
相田 利雄 （法政大学名誉教授）
青木 佳史 （弁護士）
赤石 あゆ子（弁護士）
秋山 民夫(自交総連大阪地方本部執行委員長)
浅井 秀和 （連帯ユニオン組合員）
浅見 輝男 （茨城大学名誉教授）
天野 光則 （千葉商科大学名誉教授）
有村 とく子 （弁護士）
安藤 光枝 （全国福祉保育労働組合
東海地方本部執行委員長）
飯田 秀男(全大阪消費者団体連絡会事務局長)
家串 省三郎（全大阪労働組合総連合
阪南地区協議会議長）
伊賀 興一 （弁護士・自由法曹団大阪支部長）
石井 寿
（司法書士）
石井 眞紀子（弁護士）
石川 元也 （弁護士）
石田 明義 （弁護士）
石畑 良太郎（青山学院大学名誉教授）
泉澤 章
（弁護士）
礒部 浩幸(化学一般関西地方本部執行委員長)
伊藤 大一（大阪経済大学経済学部准教授）
伊藤
井上
井上
今村
岩佐
岩嶋

博義（宮城教育大学名誉教授）
耕史 （弁護士）
洋子 （弁護士）
幸次郎（弁護士）
賢次 （弁護士）
修治 （弁護士）

塩沢
城塚
大黒
高木
竹信
近森
辻井
豊川
鳥畑
中澤
長沢
長友
羽根
浜岡
林
松本
村田
山家
吉永
萬井

岩田
岩橋
岩村
上田
植田
植田

忠和（弁護士・自由法曹団支部長）
健之
(弁護士・民主法律協会幹事長)
作治（全国労働組合総連合議長）
紘一 （山形大学名誉教授）
三恵子（和光大学教授）
泰彦
(ユニオン学校代表)
健児
(新日鉄住金名古屋革新懇)
義明 （弁護士・関西学院大学名誉教授）
与一 （静岡大学教授）
秀一
(静岡県立大学短期大学部准教授)
孝司
(日本福祉大学名誉教授)
薫輝 （三重短期大学教授）
克明
(愛知労働問題研究所理事長)
政好 （佛教大学名誉教授）
克
（静岡県労働組合評議会議長）
朗
(愛知連帯ユニオン書記長)
浩治（弁護士・非正規労働者の権利実現全国会議）
悠紀夫（暮らしと経済研究室)
純
（花園大学社会福祉学部教授）
隆令 （龍谷大学名誉教授・労働法）

研二郎（弁護士）
多恵 （弁護士）
智文 （弁護士）
月子 （弁護士）
晃子（大阪母親大会連絡会委員長）
保二（安保破棄諸要求貫徹大阪実行
委員会事務局長）
宇賀神 直（弁護士）
梅崎 昌弘（司法書士）
浦田 賢治（早稲田大学名誉教授）
浪江 巖 （立命館大学名誉教授）
江野 栄 （弁護士）
江野尻 正明（弁護士）
江森 民夫 （弁護士）
遠地 靖志 （弁護士）
大江 洋一 （弁護士）
大口 耕吉郎 （全大阪生活と健康を守る会
連合会会長）
大重 光太郎（獨協大学教授）
大須 眞治 （中央大学名誉教授）
大多和 暁 （弁護士）
大原 真 （大阪自治体労働組合総連合
執行委員長）
岡 和義 （全大阪労働組合総連合
北摂地区協議会議長）
岡﨑 祐司 （佛教大学社会福祉学部教授）
小笠原 里夏（弁護士）
岡野 展子 （金融労連近畿地方協議会議長）
岡本 一治 （弁護士）
小川 英郎（弁護士・東京）

奥田 愼吾（弁護士）
奥村 昌裕（弁護士）
尾崎よしみ(愛労連ﾊﾟｰﾄ臨時労組連絡会代表幹事)
小田諭 （郵政産業ﾕﾆｵﾝ大阪府協議会事務局長)
小野 順子（弁護士）
小野 通子（弁護士）
森 孝博 （弁護士）
加藤 英範（弁護士）
加藤 博一（尾張中部地区労働組合総連合
事務局長）
上条 貞夫（弁護士）
唐鎌 直義（立命館大学産業社会学部教授）
狩野 節子（弁護士）
河合 良房（弁護士）
川岸 卓哉（弁護士）
川口 彩子（弁護士）
川添 健真（日本民主青年同盟
大阪府委員会委員長）
川村 修 （宮崎大学名誉教授）
河村 学 （弁護士）
川本 幹子 （新日本婦人の会大阪府本部会長）
北村 浩（財団法人政治経済研究所主任研究員）
北村 実 （早稲田大学名誉教授）
木下 武徳(北星学園大学社会福祉学部准教授)
桐山 剛
（弁護士）
楠 晋一 （弁護士）
國本 依伸 （弁護士）
久保田 和之（弁護士）
栗田 芙友香（弁護士）
伍賀 一道（金沢大学名誉教授）
小久保 哲郎 (弁護士)
後藤 道夫（都留文科大学 名誉教授）
小林 保夫 (弁護士)
斉藤 隆夫（群馬大学名誉教授）
酒井文子(愛知県労働組合総連合女性協議会議長)
酒井 真祐美（連帯ユニオン）
坂田 宗彦 （弁護士）
坂本 一朗 (国鉄労働組合大阪地区本部執行委員長)
坂柳 桂二 (民放労連近畿地方連合会執行委員長)
櫻井 善行 (愛知労働問題研究所事務局長)
佐々木 昭三（労働運動総合研究所常任理事）
定岡 由紀子（弁護士）
笹田 参三 （弁護士）
佐藤 克昭 （弁護士）
佐藤 真理 （弁護士）
佐野 雅則 （弁護士）
塩見 卓也 （弁護士・名古屋大研究員）
塩見 洋介 (障害者（児）を守る全大阪連絡
協議会事務局長)
篠原 義仁 （弁護士）
柴田 徹平 （中央大学大学院生）
島崎 隆 （一橋大学名誉教授）
志村 新 （弁護士）
下迫田浩司（弁護士）
下地 真樹（大阪私学教職員組合議長）
下東 信三 （弁護士）
下山 房雄 （九州大学名誉教授）
菅原 保 （医療法人健友会本間病院副院長）

杉浦
鈴木
鈴木
鈴木
角田
瀬川
十川
染原

彰治（知立市職員労働組合執行委員）
勉 （佛教大学社会福祉学部教授)
智之 （弁護士）
康隆 （弁護士）
邦重 （中央大学名誉教授）
宏貴 （弁護士）
由紀子（弁護士）
剛 （大阪医療労働組合連合会
執行委員長）
多久和令一 （全国福祉保育労働組合
大阪地方本部執行委員長）
武井 寛（甲南大学教授）
武内 一（佛教大学社会福祉学部教授
／小児科医)
竹下 義樹（弁護士）
武田 裕司（全国印刷出版産業労働組合
大阪地方連合会執行委員長）
田中 耕三（全大阪労働組合総連合
北河内地区協議会議長）
田中 康寛（大阪教職員組合執行委員長）
丹下 晴喜（愛媛大学法文学部准教授）
辻岡 靖仁（労働者教育協会名誉会員
・労働総研理事）
土橋 豊（生協労連大阪府連合会執行委員長)
靏岡 寿治（弁護士）
外塚 功 （弁護士）
冨田 宏治（関西学院大学法学部教授）
豊田 保 （新潟医療福祉大学社会
福祉学部教授）
永井 守彦（全日本年金者組合
大阪府本部委員長）
長尾 詩子（弁護士）
長澤 彰 （弁護士）
中瀬 奈都子（弁護士）
中囿 桐代（北海学園大学経済学部教授
・社会保障論）
永田 悦夫（全国保険医団体連合会顧問、
大阪歯科保険医協会顧問）
中谷 雄二（弁護士）
中西基
（弁護士）
中根正雄 （国家公務員労働組合
大阪地区連合会執行委員長）
仲松 正人（弁護士）
中村 和雄（弁護士）
名古 道功（金沢大学・
人間社会学域法学類教授）
並木 陽介（弁護士）
難波 信章（全日本金属情報機器労働組合
大阪地方本部執行委員長）
南部 秀一郎（弁護士）
西川 大史（弁護士）
西口 亮 （全大阪労働組合総連合
東部地区協議会議長）
西村 隆雄（弁護士）
沼田 敏明（弁護士）
根本 孔衛（弁護士）
芳賀 直哉（静岡大学名誉教授）
萩原 繁之（弁護士・みどり合同法律事務所）

服部 信一郎 （進歩と革新をめざす大阪の会
事務局長）
林 弘文（静岡大学名誉教授）
林
治 （弁護士）
原 弘行（農民組合大阪府連合会会長）
半田みどり（弁護士）
久田 隆章
(愛知県労働者学習協議会)
尾藤 廣喜（弁護士）
日野 秀逸（東北大学名誉教授）
日野 賢二（通信産業労働組合
大阪支部執行委員長）
比屋根 哲（岩手大学教授）
平井 哲史（弁護士）
平出 幸夫 （大阪市対策連絡会事務局長）
平野 晶規（弁護士）
平松 英二（愛知連帯ユニオン）
藤井 克彦（反貧困ネットワーク
あいち共同代表)
藤川 隆広（大阪商工団体連合会会長）
藤田 温久（弁護士）
冨士野 三男（全大阪労働組合総連合
豊能地区協議会議長）
古本 剛之（弁護士）
古屋 孝夫（労働総研会員）
星野 圭 （弁護士）
星野 文紀（弁護士）
前田 達男（金沢大学名誉教授・労働法）
槙野 理啓（全大阪労働組合総連合
大阪市地区協議会議長）
増田 尚 （弁護士）
増田 正幸（弁護士）
松本 伊智朗（北海道大学教授）
松本 哲夫（大阪争議団共闘会議議長）
三浦 直子（弁護士）
三嶋 健 （弁護士）

水野 英樹（弁護士）
三成 一郎 （社会保障問題研究者
/労働総研会員）
南山 巌（全大阪労働組合総連合
河南地区協議会議長）
峯田 和子（弁護士）
三宅 徹也(大阪労働健康安全センター理事長)
宮本 亜紀（弁護士）
宗川 吉汪（京都工芸繊維大学名誉教授）
森岡 孝二（関西大学教授）
森 英樹（名古屋大学名誉教授）
森 信雄（弁護士）
諸富 健（弁護士）
山内 満（弁護士）
山﨑 国満（弁護士)
山下 芳織（弁護士）
山道 崇之（全大阪労働組合総連合
堺労働組合総連合議長）
山村 光太郎（全日本建設交運一般労働組合
大阪府本部執行委員長）
山本 弘喜（弁護士）
横山 英信（岩手大学教授）
横山 精一（弁護士）
吉井 清文（関西勤労者協会会長）
吉川 健司（弁護士）
吉野 弘人（全国一般労働組合
大阪府本部執行委員長）
米田 貢（中央大学教授）
脇田 滋（龍谷大学教授・労働法）
和田 一郎 (生きるアシスト.com 代表)
渡辺 登代美（弁護士）
渡辺 和恵 （弁護士）
渡辺 武
（元大阪城天守閣館長）
以上

最低賃金引き上げアピール運動事務局 伊藤、阿部、溝口
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