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 8 月 12 日福岡県議会棟第 3 会議室で、福岡県労働政策課との懇談会を行いました。初めに、紹介議員である大

橋克己県議から「一般また高校生が働きやすい条件づくりのため協議をさせていただきたい。」とのあいさつがあ

りました。次に、非正規雇用フォーラム・福岡を代表して泉野幹事が「非正規雇

用は、今の労働政策の中でいびつな形になっている。政府がすすめる企業が活動

しやすい国づくりは、労働者の立場からの視点が抜けている。現場で困っている

問題を紹介しながら改善の方策を探りたい。」とあいさつしました。労政課の古

長課長から「現場の声を聴ける時間を持つことができて幸いである。今後の政策

に生かしたい。」とのあいさつを受けた後、懇談に移りました。 

懇談では、労政課から県内の雇用状況と労働政策についての説明を受けた後、若

年者就労支援対策などを柱に意見交流を行いました。なお、当日の参加は、労働政

策課、新雇用開発課、子育て支援課、男女共同参画推進課、高校教育課、私学振興

課から 9 人、非正規雇用フォーラムからは永元事務局長をはじめ 7 人でした。 

  

◆雇用情勢について   有効求人倍率は 1.09 倍で過去最高◆

15 年 6 月の有効求人倍率は 1.09 倍で前月より 0.01 ポイント増、また、前年同月の 0.94 倍から改善してい

る。完全失業率も 15 年 1～3 月期 4.3％で、前年同期に比べ 0.5 ポイント改善している。新規求人数は 15 年 6

月 36,151 人で、前年同月より 12.1％増加し、働く場が増えている。一方、新規求職数は 22,333 人で、前年比

で 1.8％減少し、12 か月連続で前年同月比を下回った。職業別でみると、専門的・技術的、販売、サービス、保

安、生産、輸送・機械運転及び建設・採掘が 1 倍以上と求人が増えているが、求職希望の多い事務の求人は少ない。 

 15 年 3 月新規高校卒業者の内定率は 98.7％で前年同期を 0.3 ポイント上回り、また、大学等の卒業者の内定

率も、91.1％と前年同期を 0.9 ポイント上り、ともに過去最高を更新している。 

 就業基本調査によると、2012 年 10 月 1 日現在における福岡県の雇用者数は 204 万 2 千人、うち非正規は

81 万 6 千人で雇用者の 4 割を占めている。これを男女別にみると、非正規男性 25 万 9 千人（24.3％）、女性

は 55 万 7 千人（57.0％）で、女性の非正規が男性の 2 倍超となっている。

◆2015 年度県の労働政策の概要   求職者の状況に応じた就職支援を実施◆ 

「就職支援」については、若者しごとサポートセンター・30 代チャレンジ応援センター・若年者職場定着支援

・若者サポートステーション・正規雇用促進企業支援センター・中高年就職支援センター・子育て女性就職支援セ

ンターの各事業において年代別・対象別に支援策を充実強化し、大幅な就職者の増加をめざす。 

 「職業能力開発」については、引き続き、高等技術専門校や民間教育訓練期間を活用した委託訓練に積極的にと

りくむとともに、福岡県への進出予定企業のニーズに応じたオーダーメイド型の訓練など、より効果的な職業能力
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開発についてもとりくみを継続する。 

 「雇用機会の創出・拡大」については、これまで基金事業で実施してきた支援に加え、中小企業が在職者の賃金

引き上げなどの処遇改善をはかるための支援に重点的にとりくむ。 

 「安心して働くことができる環境の整備」については、「子育て応援宣言企業」の登録拡大、宣言企業における

とりくみ内容の向上をはかる。また労使双方に対し賃金や解雇などの労働相談を実施し、解決に向けた支援を行う。 

 「70 歳現役社会づくりの推進」については、年齢に関わりなく、それぞれの意思と能力に応じて働いたり、活

躍し続けることができる選択肢の多い「70 歳現役社会」づくりにとりくむ。 

 若者の「使い捨て」が疑われる企業への対応については、違法行為及び労使間のトラブルの未然防止及び早期解

決のため、県内 4 か所の労働者支援事務所で問題解決に向けて指導・助言、情報提供を行うとともに、当事者間で

の解決が困難な場合は労使双方に対しての「あっせん」を行う。必要に応じ県の機関から国の機関に対して連絡を

行うとともに、相談者を誘導する。労使間トラブルの未然防止のためのセミナー等も実施する。 

 その他、「働く人のハンドブック」を 3000 部作成配布するとともに HP に掲載する。「労働相談 Q&A」を

HP や広報紙「労働ふくおか」に掲載するなど、周知広報に努める。

◆出前講座で労働者教育の充実を◆ 

高卒者の離職問題についての質問について、「企業を回って個々に対応している。組織的なとりくみは難しい。

キャリア教育を通してマッチングを重点にとりくんでいる。」との回答がありました。 

「ユニオンの労働相談には労基法等を知らないゆえの相談が多い。トラブルを未然に防止するためにも相談でき

るようになっておくためにも、労働者の権利などを身につけておくことが必要だ。ユニオンは大学で相談事例を示

しながら出前講座にとりくんだ。講座後のアンケートに『自分のバイト先にも問題があることが分かった。』『労

働法制を学びたい。』『社会人になる前に学べてよかった。』等の感想が寄せられた。事例を出すと分かりやすい

ようだ。」と出前講座のやり方についての提案を行い、そしてさらに「労働者が法令を知らないことは問題だ。行

政として法令を周知していくことは課題だ。」と述べたことに対し、「県としても周知することで労働相談が増え

た。出前講座は申込みをすすめているが、なかなか増えない。大学からでも要請があれば県としても実施したい。」

との回答がありました。 

 

◆県は労働者支援のセンターとして機能を◆ 

県が NPO や連合と連携すること、また県がセンター的役割を果たすことへの期待を述べたところ、「いろいろ

な支援先があることはよいことだと考える。」との回答にとどまりました。 

学校に行けない・就職していない若者が増えている現状について県としても救済方法を考えてもらえないかと要

望したのに対しては「ニートも含めて若者サポートステーション事業にとりくんでいる。就労体験の実施や心の問

題については臨床心理士の配置などとりくみをすすめている。」との回答でした。 

学校現場がブラック化し子どもたちに考えさせる状況になく、行政が相談の窓口をつくってもそこに行けない現

状を掘り下げないと問題解決につながらないことを指摘したのに対しては、「高校教育課とも話している。縦割り

でのとりくみにならないようにしていきたい。」との回答がありました。 

 

◆女性が働き続けるための条件整備を◆ 

子育て応援企業が 5000 社を達成したが、女性が働き続けるため条件整備として宣言企業への働きかけはどうし

ているのかを質問したところ、「男女共同参画の考え方を啓発するため、また、性別役割分業を当たり前と考えて

いるような男性管理職向けのセミナーを実施している。今、国では男女共同参画第 4 次計画が策定中で、男性にと

っても男女共同参画の視点が重要であることが盛り込まれる。県としても男女ともに働きやすい条件整備をすすめ

たい。」との回答でした。 

最後に、フォーラムから、県で作成している「働く人のハンドブック」を高校生だけでなく一般の人にも広く配

布してほしいと要望して懇談を終了しました。 
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8 月 29 日、天神ビルにおいて福岡県弁護士会 

主催「なくせ『女性の貧困』～男女が共に豊かな 

社会を創造するために～」が開催された。参加者 

120 名。テーマへの関心の高さを感じた。 

■「家事ﾊﾗ」と再分配から考える「女性の貧困」■ 
まず初めに、ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄで和光大学教授の竹信三恵

子さんが「女性の貧困」を「家事ﾊﾗ」と再分配から

考えると基調講演を行った。 

「日本は、単身女性の 3 人に一人が貧困で、ｼﾝｸﾞ

ﾙﾏｻﾞｰの 5 割近くの女性が貧困、つまりﾜｰｷﾝｸﾞﾌﾟｱ状

態である。働く女性の 56％が非正規で、有期契約労

働者の 74％が年収 200 万円以下で働いている。女

性非正規の賃金は男性正社員の半分しかない。女性

の貧困は見えにくいと言われてきたが、それは、家

事労働を『女ならだれでもできるもの』『家事労働

に対価はいらない』と貶め、家事労働を担う働き手

を職場から排除し、低く評価すること(家事ﾊﾗ)で女性

の貧困を生み出してきたからだ。女性の無償労働を

前提としてきた日本企業の働かせ方と男性の過労死

を生み出す社会構造が問題である」と説明した。 

「妻のいる男性を標準労働者とし、男が女を養う

社会、子どもができたら女性は正規社員で仕事は続

けられない、働く母に不利な社会にしてしまってい

る。また、妻の低賃金が家族を養う夫の長時間労働

を誘い、長時間労働が夫の家事参加を阻んで妻の外

での就労を妨げ、さらに夫の長時間労働を生む構造

がある。二人で働いても貧困を脱出しにくい構造だ。

制度も共働きより、『男は仕事・女は家庭』の性別

役割分担世帯を優遇している。保育所など働きなが

ら家事労働を担う働き手を社会的に支援する仕組み

がない、税や社会保障などの再分配に問題がある」

と指摘した。 

■自分ひとりでは解決できない！■ 
次にｼﾝｸﾞﾙﾏｻﾞｰの発言があった。「頑張り次第では

正社員になれる」といわれ、6 か月更新のﾌﾙﾀｲﾑﾊﾟｰﾄ

として 7 年間がむしゃらに働いてきた。手取り 10

万円。残業ができなければ正社員になれないと言わ

れたが、会社は正社員にする気はない。仕事と家事

・育児で毎日がクタクタ。本人が病気になった時の

つらかった話や子どもの将来についての不安。「自

分一人では解決できない」という言葉は参加者に届

き、共感されたと思う。 

ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝは、ﾊﾟﾈﾘｽﾄも多彩で、ﾃｰﾏに関して

それぞれの立場からの現場報告と問題提起がなさ

れ、とても興味深かった。 

広島県弁護士会の鈴木泰輔弁護士は、昨年「妊娠

後に降格させられたのは均等法違反」とする初の最

高裁判断を引き出したﾏﾀﾊﾗ訴訟について詳しく報

告。「組合の中にも疑問を持たない環境があった。

被害にあった女性たちの多くは泣き寝入りをさせら

れてきた中で、原告は、勇気あるまれな人材。女性

が働き続けるということに世の中がまだ追い付いて

いない」と話されたのが印象的だった。 

福岡県労働組合総連合事務局長の樋口充喜さん

は、労働相談から「男性労働者のﾊﾟﾜﾊﾗ相談が増えて

いる。非正規の相談は出にくい。民間では見えにく

い現状がある。」と報告した。 

 福岡市立ひとり親家庭支援ｾﾝﾀｰの指定管理者であ

る「しんぐるまざあず・ふぉーらむ・福岡」の大戸

はるみさんは、「この 10 年でひとり親家庭の状況

は全く改善していない。」働いてみたら求人情報と

労働条件が違っていた、面接で人権侵害を受けた、

子どもが不安定になり仕事が続けられないなどの実

例を紹介し、「子育てしながらでも働きやすい労働

環境の改善と最低賃金を生活できるﾚﾍﾞﾙにまで引き

上げてほしい」と訴えた。 

 その話を受けて、組合の樋口さんから、「ぜひ組

合に相談してほしい」と労働組合との連携が提案さ
れた。 

■「SHINE=輝く」は「死ね」と読める・・■ 
 最後に、女性活躍推進法の功罪について質問を受

けた竹信さんは、「女性登用度の見える化法。みん

なで監視する必要がある。ただ、目標値が書かれて

いないし、企業任せ。何より非正規はﾃｰﾌﾞﾙに乗って

いない。ほとんどの女性が蚊帳の外だ。一部の正社

員と非正規にくさびを打って女性たちを分断しよう

としている。ｱﾍﾞﾉﾐｸｽは女性が輝くといっているが

「輝く」は「SHINE」と綴るが、「死ね」と読める。

安倍政権は日本を企業が世界で最も活動しやすい

国、貧困層を逆手に戦争をする国づくりへと進んで

いる。派遣法の改正、残業代ゼロ法案もそう。企業

は労働時間を短縮し、標準労働者像をｼﾝｸﾞﾙﾏｻﾞｰに合

わせるべきだと思うが、1 日 8 時間の規制を外そう

としており、非常に危険だ。」と話された。 

 非常に充実した内容で、それぞれの専門の分野か

らの話がとてもよくかみ合っていたと思う。 

女性の貧困は、これまで見過ごされてきたが、決

して個人で解決できるようなものではない。男女が

共に、仕事に就くこと、人間らしく働き、処遇され

ることが大切なように、出産や日々の生活、子育て

や介護など、これまで女性に一方的に押し付けられ

てきた労働を評価し、価値あるものとして男女で、

あるいは社会で支える構造を作っていくことがとて

も大事だと改めて思った。 
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●福岡県の最賃７４３円に● 

各県単位の最低賃金は、厚労省の出先である労

働局が地域別最低賃金審議会に諮問して、先に出

される中央最低賃金審議会のランク別目安を踏ま

えて８月中に審議した答申に基づき決定され、１

０月から実施される仕組みになっている。今年の

福岡県最賃はご案内のようにＣランク目安とおり

１６円引き上げられ７４３円となった。全国的に

も平均１８円アップし７９８円であり、近年最高

の上げ幅となった。果たしてこれもアベノミクス

の成果なのだろうか。今年の目安引き上げには政

府の賃上げ方針と要請に応えた部分が大きい。従

来の最賃の決定要素は春闘の引き上げ実績が大き

かったが、民主党政権時代に政労使合意で憲法の

保障する最低水準である生活保護（当面１９歳単

身・県内平均）を上回ることが優先目標となり５

年程度で８００円を、その先には１０００円を目

指していた。だから平均８００円は既定路線の通

過点であり過去最高と持ち上げる報道は的確な評

価になっていない。しかも福岡県内全域で生活保

護を上回る額は８００円となるので７４３円は当

面到達すべき金額にもまだ遠い。先進諸国では１

０００円どころではなく英国１２５０円、フラン

ス１３１０円、豪州１４９０円、米国は各州で違

いはあるが現在８～１１ドル程度から６年間で段

階的に１５ドルの最賃決定も出てきているし、米

国ファストフードの労組も世界で１５００円以上

の水準を要求している。安倍政権は、民主党政権

同様に脱デフレ景気浮揚の賃上げ政策と言ってい

るが、格差が拡大する中小零細の賃上げや経営実

態からすると全く矛盾する。時給１６円引き上げ

はフルタイムで２７８０円、パートで１３０時間

なら２０８０円となり、パートを１０人雇う事業

者は、年間２５万が純利益から減少することにな

るが、このコストを単純に価格転嫁することは難

しく大手取引先が単価を上げてくれる訳でもな

い。実際トヨタは下請け単価を下げないことが支

援だと言っている。つまり経営者サイドでも格差

と再分配の課題に有効な政策が全く対置されてい

ない実態がアベノミクスなのである。大手が中心

の日経連は総論賛成、各論反対で最賃審議の時だ

け中小零細の見方のごとく経営圧迫論を出してく

るが本音は自社のコスト上昇阻止にあり、近年は

最賃の目安が上限だという主張を行っている。今

年のように官製春闘や政府主導最賃ならなおさら

である。当面、戦争法案成立に血道を上げてきた

安倍政権は、賃上・最賃、女性活躍、正社員化と

マスコミ紙面を飾る支持率を上げる部分だけには

大サービスだが、マイナンバーや派遣法一つとっ

ても衣の下の鎧が見え見えであり、全ての課題で

この独裁政権を信用することは出来ない。今すぐ、

新しい民主化運動を展開しないと日に日に国民に

負担をかけるどころか命をも奪われかねない。

 

 

 

正規・非正規の枠を超えてひとり一人が人間らしく働ける社会を！ 

いつも会費納入にご協力いた

だきありがとうございます。 

今年度の会費未納の方は振込

用紙を同封しておりますので

よろしくお願い致します。 

 

ホームページを開設しました。 

非 正 規 雇 用 フ ォ ー ラ ム ・ 福 岡

（www.neff.jpn.org/）⇒ クリックしてネ！ 

2015年会費納入のお願い 

http://www.neff.jpn.org/

