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宮　城　地　方　協　議　会
第 92 回メーデー宮城県大会は、新型コロナウイルス感染拡大に伴うまん延防止重点措置の発令を受け、昨年
に続いて中止となりました。中止を判断するまでは、働く仲間の祭典としてのメーデーに加え、東日本大震災
から 10 年目にあたり、当時の支援活動を振り返る 2 部構成とする予定で準備を進めておりました。また、復
興支援として被災した水産会社の加工食品を購入し参加者に配布する予定でしたが、中止となったため、購入
していた食品を仙台フードバンクに寄付することにしました。【報告者：亘理議長】

関　東　北　部　地　方　協　議　会
第 92 回埼玉県中央メーデーにおいては、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、2021 年 4 月 29 日（木・祝）
に、ときわ会館（さいたま市）からの YouTube オンライン配信のみで開催となりましたが、印刷労連関東北
部地協からは、嵯峨議長と梶原青年委員長が現地（ときわ会館）から参加しております。式典前にはダンスチー
ム『銀座本店』により、アトラクション「黒滅の力」～全集中！組合の呼吸アクションレンジャー黒滅の力～
を披露し、ダンスと演劇でブラック企業撲滅を訴えました。式典では「今こそ心をひとつに！　働く仲間の笑
顔のために　感謝と思いやりの絆をつなぎ希望あふれる未来を切り拓こう！」のスローガンをもと近藤会長は
じめ、来賓の挨拶がありました。最後のメーデー宣言は、連合埼玉青年委員会として、凸版印刷労組の梶原さ
んがその任にあたり、支え合い・助け合いと共生の社会実現を力強く宣言しました。【報告者：中村事務局長】

関　東　南　部　地　方　協　議　会
小雨舞う4 月29 日。都内で第92 回目のメーデー中央大会が開催され
ました。昨年に続くささやかなオンライン開催ではありましたが、開会
で神津里季生会長は「新型コロナウイルス禍の難局にある今こそ、働
く仲間に寄り添い、労働組合の役割を発揮していこう！」と力強く宣言
されました。関東南部地協としては、オンライン開催により、青年委員
会恒例の「やきそば出店」は今年も断念せざるを得なく、涙をのみまし
た。コロナとの闘いはワクチン接種後もしばらく続くことでしょう。も
どかしい日々は続きます。しかし私たちは、コロナのせいばかりにせず、
今出来る事を試行錯誤し、年に一回の「労働者の祭典」を絶やさぬよ
う、心を一つにしようではありませんか。来年こそは新緑あふれ、笑顔
もあふれる代々木の一日になることを祈念します。【報告者：高橋議長】

2021 メーデー開催！！
コロナ禍の中、昨年に続きインターネットでの配信や参加者を絞ってリアル参加を併用した開催
形式となりました。各地で開催されたメーデーを紹介致します。

2021.4.29 連合中央

2021.4.29 連合埼玉 アトラクション：「黒滅の力」 メーデー宣言：凸版梶原さん
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京　滋　地　方　協　議　会
第 92 回京都中央メーデーは 4 月 25 日（日）にスローガン「今こそ心をひとつに！働く仲間の笑顔のために感
謝と思いやりの絆をつなぎ、希望あふれる未来を切り拓こう！」のもと開催予定でしたが、緊急事態宣言発令
に伴い 6 月 13 日（日）に延期となりました。感染拡大防止のため例年よりも参加者を限定し、感染対策を徹
底して開催予定です。【報告者：川端議長】

長　野　地　方　協　議　会
今年の第92 回長野県中央メーデーは、長野市のコロナ感染状況の水準が高い事から参集は行わず、長野市芸術館
にてメーデー実行委員の一部の方と、来賓として阿部守一長野県知事、4 月25 日の参議院議員補欠選挙で当選し
た羽田次郎参議院議員の出席のもと、大会模様をZoom とYouTube による参加方式で行われ1,000 名程の参加
報告がありました。長野県内では13 地区での開催予定でしたが、6 地区の開催断念の報告もあり、コロナ感染状況
の厳しい現状が発表されました。冒頭の挨拶で根橋連合長野会長からは東日本大震災から10 年、眼前に起こった
台風19 号災害、コロナ感染症の猛威に晒されている中でも「豊かに生きる意味」を改めて考え追求して行く事は大
切だと伝えていました。羽田参議院議員からは「コロナ禍での地域の生活者、労働者の負担は想像を絶する程大変
な事だ。今年のスローガンである、『ゆとり・豊かさ・公正な社会』を実
現して自由で平和な社会を作っていく。」と当選の感謝と決意を述べ
ました。式典は東日本大震災から10 年と言う事で、連合宮城の大黒
事務局長からの現地報告があり、続いてエッセンシャルワーカーから
の現況報告として私鉄県連からコロナ禍の現場での苦悩も発表さ
れました。今年のメーデーも参集こそはありませんでしたが、Web を
通じて労働者の式典を行ったことの重要性や意義存在が地元メディ
アを通して示された大会でした。【報告者：和田議長】 2020.5.1 連合長野

石　川　地　方　協　議　会
去る 5 月 1 日に、金沢市のいしかわ四高記念公園にて第 92 回石
川県統一メーデー金沢中央大会が開催されました。
石川県では直前に、新型コロナウイルス感染状況がステージ 3 の

「感染まん延特別警報」に引き上げたことから、参加人数を大幅に
絞り、Web 配信も併用で行われました。
連合石川の西田会長から、今春闘の結果の健闘を評価しながらも、

「最後まで粘り強く頑張っていただきたい」と呼びかけがあり、そ
の後、谷本石川県知事、山野金沢市長等の挨拶、メーデー宣言を
採択、最後に声を出さずにガンバロー三唱の発声に合わせて拳を
突き上げ締めくくりました。【報告者：宮岸事務局長】

2021.5.1 連合石川

大　阪　地　方　協　議　会
5 月 1 日（土）第 92 回大阪地方メーデーが「今こそ心をひとつに！働く仲間の笑顔のために感謝と思いやりの
絆をつなぎ希望あふれる未来を切り拓こう！」のスローガンのもと、大阪城内にある大阪社会運動顕彰塔前に
て開催されました。
今年度のメーデーは、新型コロナウイルス感染症対策のため、会
場は登壇を提案者のみとし、YouTube Liveでの開催となりました。
主催者である連合大阪田中会長からは、現下のコロナ禍における
失業率が 10 万人を超え、我々の働く仲間にも大きな影響を与え
ており、あらゆる支援が必要であること、また、今年で東日本大
震災から 10 年、熊本地震から 5 年目の節目の年となり、震災を
風化させないためにも全国の仲間と協力していくと力強い誓いの
言葉がありました。【報告者：石山議長】

2021.5.1 連合大阪
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福　岡　地　方　協　議　会
2021 年 4 月 29 日（祝）に福岡市の舞鶴公園「鴻臚館広場」にて第 92 回福岡メーデーが開催されました。スロー
ガンは『今こそ心をひとつに！働く仲間の笑顔のために感謝と思いやりの絆をつなぎ、希望あふれる未来を切
り拓こう！』です。今年の福岡メーデーは、新型コロナウイルス感染症の現状を踏まえ、実施形態を「Web
配信参加型」として開催されました。今回はデモ行進を実施せず、バスを飾り付けした「手作り装飾バス」が
準備され、連合福岡ニュースカーを連ねたメーデーアピール街宣行動が行われました。【報告者：馬場事務局長】

2021.4.29 連合福岡 福岡：手作り装飾バス 福岡おもてなし武将隊

連合　2021 春季生活闘争 3.8 国際女性デー　全国統一行動　中央集会
2021 年 3 月 8 日（月）、連合 2021 春季生活闘争 3.8 国際女性デー全国統一行動　中央集会が開催され、

1,000 名を超える参加者となり、印刷労連から全国各拠点より 7 名が参加しました。冒頭、連合神津会長
より、コロナ禍で働く者、とりわけ女性を取り巻く課題が浮き彫りになっていること、困窮した女性たち
への支援体制の整備や、固定的性別役割分担意識の払拭に取り組むことの必要性と、女性の人権や労働条
件を改善するための歩みを加速させなければならないとし、差別や暴力のない男女平等の実現を訴えました。

基調提起では、井上総合政策推進局長より、「連合 2021 春季生活闘争ジェンダー平等・多様性推進の
取り組み」として、ジェンダー平等・多様性推進に関わる課題や取り組みについて説明があり、日本にお
ける男女平等参画の現状、コロナ禍の取り組みとして女性やハラスメントに関する活動の紹介がありまし
た。次に、アピール（案）が提案、採択され、最後に連合東京斉藤事務局長より「コロナ禍で見えてきた
日本の課題は、女性の貧困、脆弱性。女性自らが連帯し、力を結集して、社会を動かしていかなければな
らない。『 1 ＋ 1 ＝女性の力』を合言葉に、職場を、家庭を、社会を、世界を変えていこう」と訴えがあり、
閉会となりました。集会終了後、印刷労連の参加者 7 名が Web（Zoom）で参集し、集会の内容を踏まえ、
女性の連帯の重要さを改めて認識し、連携を深めました。

参加された仲間神津連合会長挨拶

UNIによる 3.8 国際女性デーアピール行動会場のフィナーレ

International

Women’s Day世界の女性と共に！

３月８日 国際女性デー
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─編集後記─
ゴールデンウィークが過ぎ、未だコロナ禍の状況ではあり
ますが、皆さんにおかれましても今までにないストレスを
抱えながらの日常かと思います。そんな中で、今更感は否
めませんが、重い腰を上げまして、ウォーキングアプリを
利用し、家族を巻き込んで健康管理に努めております。ア
プリでポイントを獲得したり、普段通らない道を歩くこと

で、知らなかった歴史の発見をしたり、美味しそうなお店
を発見したりで、楽しみを作って歩けるように励んでおり
ます。また、お約束である帰ってから飲むお酒も大変美味
しいのですが、やはり、一日でも早くコロナが終息し、働
く仲間と対面にて語りあい、杯を交わせる日が来ることを
節に願っております。【教育広報委員　大上隆史】

働くを支える　暮らしに備える　生活を豊かに ☆印刷労連　☆全労済　☆労働金庫

2020 女性活躍推進会議開催
2021 年 4 月 10 日（土）13 時より、2020 年度女性活躍推進会議を開催し、全国 11 地方協議会および構成組

織より女性組合役員と男女平等担当者等、計 20 名が参加しました。今回 4 年目となりましたが、新型コロナウ
イルス感染拡大防止対策を踏まえ、東京の友愛会館より Web（Zoom）接続し、初のオンライン開催となりました。

冒頭、宍戸中央書記長より本部代表挨拶をいただき、第 1 部では、１．本部活動報告、２．法改正の動向（女
性活躍推進法、育児・介護休業法、ハラスメント対策関連法、次世代育成法）の内容の共有、３．連合第４次男
女平等参画推進計画プラスの内容確認、それに伴い３月に各構成組織へお願いした連合第４次男女平等に関する
進捗状況調査の結果を共有しました。

第 2 部では、Zoom のブレイクアウトルームにて、3 グループに分かれグループディスカッションを行い、コ
ロナ禍における女性の労働環境の課題と各地方協議会および構成組織における組合活動等の共有と意見交換を実
施しました。地域や職場の状況によって、テレワークの課題、テレワークが実施できない職場での苦悩など、職
場実態の共有、また、コロナ禍における各地方協議会での活動計画や活動の進捗状況について活発な意見交換の
場となりました。

今回の女性活躍推進会議は初のオンライン開催となりましたが、移動を伴わないため、参加しやすかったとい
う意見もあり、基本は face to face であるものの Web の利点も明らかになりました。

また、各地方協議会、構成組織の今年度の計画も共有でき、女性役員の横のつながりの強化にもなりました。
引き続き、本部、地方協議会、構成組織と連携し、男女が共に活躍できる社会に向けて一体となって進めていき
たいと思います。

なお、次年度に向けて、皆さんからいただいたご意見や課題等も踏まえながら、印刷労連の「男女共同参画」
の実現に向け方針化を検討すべく、引き続き皆さんのご協力をお願いします。（報告者：古賀）

Aグループ討議の様子

Bグループ討議の様子

Cグループ討議の様子

宍戸書記長よりまとめのレクチャー

参加された仲間


