
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最低賃金全国一律制の確立に向け生協労連は、

国会議員への電話とファックスによる最賃署名の

紹介議員取り付けの行動を単産あげて展開してい

ます。 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため３月４

日・５日の中央行動での国会議員要請行動中止に

伴い行っているものです。「最賃署名の紹介議員に

なってほしい」と書いた依頼書を全国会議員 700

人余りに郵送。そのうえで、全国の単組から地元

議員を中心に割り当て、電話による要請行動を行

っています。また、愛知では愛労連が地元事務所

への訪問要請行動を実施し直接要請を行っていま

す。先方からは「昨日、医労連からも電話があっ

た。」（中四国・自民・秘書）、「力になりたい。全

国一律最賃の実現は重要。紹介議員を了解。議員

に話して返信する。」（中四国・自民・秘書）、「最

賃ですね。おそらく大丈夫、来週返信します。」（れ

いわ・秘書）など好意的な対話が多く上がってい

ます。 

国民春闘共闘委員会 
〒113-8462 東京都文京区湯島 2-4-4 全労連会館  
☎ 03-5842-5621  FAX 03-5842-5622 

第 11号 

2020 年 3 月 11 日 

全国一律最低賃金署名 

40

9 

人 

紹介議員 

生協労連 電話でアタック 

「賛同する」 

芳賀道也 参議院議員 

無所属・東北 

「大都市と地方都市、農

漁村との間の経済格差は

無視できません。この経

済格差の原因の一つが賃

金格差です。全国一律の

最賃制度が賃金格差の縮

小につながるため、請願

に協力させていただきま

す。」 

務台俊介 衆議院議員 

自民党・関東 

「新型コロナウイルス問

題は、一極集中の問題点

を更に鋭くえぐりだし

た。テレワーク、移住政

策の重要性を更に認識。

最低賃金が各地バラバラ

であることは、制度とし

て矛盾していると更に認

識を強めている。」 

【紹介議員の政党別内訳】2020.3.10現在 

39人（ 自民4 立憲9 国民10 共産11  

社民2、れいわ1、沖縄1、無所属2 ） 

※ 回答用紙にいただいたコメントを紹介します。 



これまでに、紹介議員が 40 人（自 4、立 9、国

10、共 11、社 2、れ 1、沖縄 1、無 2）、回答用紙は

まだだが賛同・好意的な議員が 23人（自 5、立 7、

国 6、共 3、社保 1、無所 1）で、合計 63議員から

賛同の意思が示されています。紹介議員は、昨年

来よりも増える勢いです。与野党問わず賛同が広

がっています。 

●地元の生の声に効果 

生協労連は、「コロナ問題で萎縮するわけに行か

ない。最賃引上げはいまこそ重要な施策。地元か

ら生の声が効果を上げている。できることやりき

りたい。」（清岡弘一書記長）とし、この後もすべ

ての国会議員への要請を行い、紹介議員を増やし

ていく計画です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【請願項目】 

１．最低賃金法を改正し「全国一律最低賃

金制度」を実現すること。 

２．最賃引上げへ中小企業・小規模事業所

への特別補助を行うこと。 

松平浩一 衆議院議員 

立憲民主党・関東 

「年収 300 万円未満の全

労働者の 6 割近い。安心

して日々を過ごし、将来

に備えることはできな

い。最低賃金を底上げし、

労働者の所得増大をはか

る必要がある。」 

神谷裕 衆議院議員 

立憲民主党・北海道 

「普通に働いているのに

生活できない、今の状況

は異常です。早急に最低

賃金を上げる必要がある

と感じています。」 

田村貴昭 衆議院議員

日本共産党・九州 

「格差是正を目的とする

最賃制度のもとで、地域

間格差を拡大してしまっ

ています。世界で当たり

前の”全国一律”の創設

が必要です。」 

№ 国会議員名 所属 政党 選挙区 生協労連担当 № 国会議員名 所属 政党 選挙区 生協労連担当

1 務台俊介 衆 自民 （比）北陸信越 ながの 21 田名部匡代 参 国民 青森 あおもり

2 江崎鐵磨 衆 自民 愛知10 （愛労連） 22 羽田雄一郎 参 国民 長野 ながの

3 伊藤忠彦 衆 自民 愛知8 （愛労連） 23 古賀之士 参 国民 福岡 エフコープ

4 長坂康正 衆 自民 愛知9 （愛労連） 24 田村貴昭 衆 共産 （比）九州 エフコープ

5 小川淳也 衆 立憲 （比）四国 えひめ 25 本村伸子 衆 共産 （比）東海 （愛労連）

6 山崎　誠 衆 立憲 （比）東北 26 笠井　亮 衆 共産 （比）東京 東京統一

7 岡島一正 衆 立憲 （比）南関東 関東地連 27 宮本　徹 衆 共産 （比）東京 東京統一

8 神谷　裕 衆 立憲 （比）北海道 28 高橋千鶴子 衆 共産 （比）東北 あおもり

9 大河原雅子 衆 立憲 （比）北関東 いばらき 29 塩川鉄也 衆 共産 （比）北関東 とちぎ

10 松平浩一 衆 立憲 （比）北陸信越 ながの 30 伊藤　岳 参 共産 埼玉 シーエックスカーゴ

11 石垣のりこ 参 立憲 宮城 みやぎ 31 吉良よし子 参 共産 東京

12 黒岩宇洋 衆 立憲 新潟3 コープネットグループ 32 市田忠義 参 共産 比例 本部

13 野田国義 参 立憲 福岡 エフコープ 33 大門実紀史 参 共産 比例 本部

14 牧　義夫 衆 国民 （比）東海 （愛労連） 34 田村智子 参 共産 比例 本部

15 日吉雄太 衆 国民 （比）東海 ユーコープ 35 照屋寛徳 衆 社民 沖縄2 おきなわ

16 奥野総一郎 衆 国民 （比）南関東 関東地連 36 福島みずほ 参 社民 比例 本部

17 森田俊和 衆 国民 （比）北関東 コープネットグループ 37 木村英子 参 れいわ 比例 本部

18 青山大人 衆 国民 （比）北関東 コープネットグループ 38 高良鉄美 参 沖縄 沖縄 おきなわ

19 横沢高徳 参 国民 岩手 いわて 39 寺田　学 衆 無所属 （比）東北 みやぎ

20 森　ゆうこ 参 国民 新潟 コープネットグループ 40 芳賀道也 参 無所属 山形

全国一律最低賃金を求める国会請願署名

署名紹介議員の一覧（生協労連確認分）

2020年３月１１日現在

※ 回答用紙にいただいたコメントを紹介します。 




